
 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～分権対応条例・規則の手引き
継～名札の配布
常～情報課協議書
常～公文書公開個人情報審議会
マスコミ等取材対応
区民の声
区報・ホームページ原稿
施設利用申請
庶務担当課長会
継～ＩＴリーダー説明会資料
継～コンテンツマネジメントシステム操作マニュアル
常～パソコン関連書類
常～プリンタ保守関連資料
情報公開
継～情報公開条例
継～行政手続法の対象となる処分一覧表
継～個人情報保護条例
継～個人情報業務登録番号
政策企画課、行革推進課通知・回答
財政課通知・回答
広報課通知・回答
区民の声課通知・回答
情報課通知・回答
契約課通知・回答
防災課通知・回答
人権政策課通知・回答
人事課通知・回答
生活安全課通知・回答
総務課通知・回答
選挙管理委員会通知・回答
その他の部、課の通知・回答
環境清掃部通知・回答
区民生活部通知・回答
健康福祉部通知・回答
教育委員会議決事項
生涯学習課、図書館からの通知・回答
教育政策課通知・回答
学校運営課通知・回答
めぐろ学校サポートセンター通知・回答
継～要綱
継～文書事務の手引
継～行政手続の手引き
継～教育委員会共催・後援名義承認取扱基準
文書係通知
公印事前押印・印影印刷承認申請
共催・後援等名義使用承認
常～要綱
印刷物作成（小学校読書感想文集「目黒の子ども」）
印刷物作成（家庭教育のしおり「すこやかな一年生に」）
印刷物作成（小学校副校長会研究集録）
印刷物作成協議書
印刷物作成（めぐろここカラダリーフレット）
印刷物作成（ことばの学習・漢字の学習）
印刷物作成（いじめ防止ポスター）
印刷物作成（財務文書・会計課１０年保存）
印刷物作成（中学生健康リーフレット）
印刷物配付等に係る通知
印刷物作成（中学校読書感想文集）
継～引継予定表
常～ファイリングシステムの手引き
継～ファイル基準表

法定調書 個人番号提供カード（当年分）
学習指導講師　出勤状況表
ＩＣＴ支援員勤務確認書
ICT支援員採用選考
会計年度任用職員の報酬等の戻入
常～臨時職員履歴書写し
常～会計年度任用職員の職の設置（新設・変更・廃止）
常～会計年度任用職員の取扱要綱
常～ICT支援員服務
欠員・充員補充臨時職員雇用（財務文書）
継～臨時職員の取扱要綱
副校長事務補助員（会計年度任用職員）
会計年度職員の任用（更新）
会計年度任用職員の任用
学習指導講師
学習指導講師応募者資料（履歴書・作文等）
学習指導講師採用選考
欠員・充員補充臨時職員雇用
再任用職員任用
在職証明書等発行
特別支援学級補助員採用選考
特別支援学級補助員出勤状況表
会計年度任用職員採用選考

人事・給与 人事

共通 庶務通知

企画経営部

総務部

その他の所管

教育委員会

文書

印刷物作成

ファイリングシステム

教育指導課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
会計年度任用職員の退職
年次有給休暇簿・休暇簿（会計年度任用職員）
診断書
出退勤時刻データ修正記録簿
超過勤務命令（会計年度任用職員）
週休日の振替等命令簿
欠勤・遅参・早退届
給与減額免除申請書
時差出勤利用申請書
職務専念義務免除申請処理簿
出勤簿
休暇簿（職員・指導主事）
継～課長事務引き継ぎ
復命書
飲食届
旅行命令簿（職員・指導主事）
標準報酬月額基礎届
指導主事の旅費に関する支出命令書
常～通勤手当認定経路一覧表
常～通勤手当認定簿
雑給科目別内訳表・支給仕訳書（職員分）
雑給科目別内訳表・支給仕訳書（会計年度任用職員分）
宿泊旅行命令簿
職員・指導主事の旅費に該当しない経費の支出
全国人権同和教育研究大会経費
職員研修
健康管理通知
継～リフレッシュめぐろ

学習指導要領改善検討 学習指導要領改善検討作業部会への派遣
債権者登録・変更
備品廃棄・組替え等
公共料金の支払い
財務全般通知（会計課通知）
備品総括表・物品増減一覧表
継～端末操作通知
用品
常～教育財産使用許可
公共料金の支払い（財務文書）
追録代金の支出
今年度補正１号
継～都事務処理特例交付金
次年度予算説明資料
次年度予算に関わる要望事項
次年度復活予算
次年度当初予算要求事項説明書
次年度当初予算内示・査定
次年度当初予算見積
今年度補正予算内示・査定・校正
今年度補正３号
今年度補正２号
収支予定確認表
当初予算執行計画
執行委任・減額執行委任
予算変更申請（流用（節内・節間）・予備費充用等・学校配付）
監査資料
決算資料
主要な施策の成果等報告書
学校監査
監査事務局からの通知
歳入歳出決算額確認リスト・充当確認リスト
消費税変更に伴う契約変更
プロポーザル
契約依頼書・支出負担行為書
契約依頼書（契約課契約・教育政策課契約）
契約書（長期継続契約）
再委託
年間契約（自所属契約）
次年度早期契約依頼書
継～随意契約ガイドライン
支出起案（文書）
支出命令書等
都・国からの各種依頼・通知
理科に関する通知等
情報教育通知
国立教育政策研究所
国際理解教育関係通知
民間からの依頼・通知
他区・市町村、他県からの依頼・通知

指導連絡会全般 東京都指導事務担当者一覧
合同副校（園）長会
小・幹事校長会
特別支援学級設置校長会
幼稚園長・副園長会
合同校長会資料

都・国関連共通 都・国からの各種通知・
依頼

他区・民間からの各種通
知・依頼

指導連絡会事業
校長会・副校長会

人事・給与 人事

服務

給与

研修・福利厚生

財務 財務全般

予算編成

予算執行

決算・監査

教育指導課

契約

財務文書
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
教育会
合同校長会開催通知
都教委訪問
指導主事への訪問要請
常～教育指導課訪問

区議会関係各種調査 議会資料作成のための各種調査
指導課関係事業共通 事業行事予定表作成調整会議
連絡調整指導主事会議 指導主事連絡協議会

道徳教育担当指導主事連絡協議会
特別支援教育担当指導主事連絡協議会
体育・保健給食担当指導主事会
生活指導担当指導主事連絡会
人権教育指導推進委員会
情報教育担当指導主事連絡協議会
国際理解教育・伝統・文化理解教育担当指導主事連絡協議会
義務教育特別支援教育指導課事業説明会
日本語指導教育課程届
幼稚園・中学校教育課程届
特別支援学級教育課程届
小学校教育課程届
（特支通級）教育課程届
教育課程変更届
（特支通級）教育課程届追加
教育課程届　追加・変更
継～教育課程編成基準
教育課程届説明会
教務関係調査
教務関係通知
午前５時間制検討委員会
国旗・国歌・入学式・卒業式
全国学力・学習状況調査
特定の課題に関する調査
継～学力向上を図るための調査（昨年度実施）
継～基礎的・基本的な内容の定着調査
継～教育課程届の様式及び取扱いの制定起案
継～指導要録の様式及び取り扱いについて
継～新学習指導要領
継～評価基準評価方法の研究
継～目黒区教育課程委員会要綱
継～幼稚園指導要録の様式変更
常～学力調査プロポーザル資料
常～学力向上を図るための調査（平成１９年度以前）
目黒区学力調査
常～他の学校へ通学している児童・生徒の学習指導記録
夏季休業日中の教育活動
学校評価検討委員会（隔年）
学力向上を図るための調査（本年度実施）
学力向上検討委員会
教育課程に関する調査
教育課程委員会
常～学校管理運営規則の改正
継～学校運営規則

教材使用届 教材の使用届
遠足等実施届
修学旅行届
宿泊を伴う学校行事の届出について
特別支援学級・校外学習実施届
特別支援学級・宿泊訓練届
学校評議員委嘱
継～規則・要綱
継～学校評議員実施状況調査
継～学校評議員活動実績
学校評議員承諾書
常～学校教育プラン
継～＜開設準備＞校旗・校章・制服・校歌
継～学校評価検討委員会要綱
継～統合新設中学校教育課程等準備委員会
継～目黒中央中学校開設準備委員会
継～目黒中央中学校教育計画部会
学校評価検討委員会
第三者評価
学校評価
学校管理運営に関する通知・調査
学校管理運営に係る報告書
教育実習生派遣承認申請
教育実習の評価
東京教師養成塾
東京医療保健大学見学実習
次年度教育実習受入調査
常～教育実習取扱要綱
教科書採択通知
教科書採択立案請求
教科書需要数都報告
教科書採択庶務

学校評価

学校管理運営全般

教育実習

教科書関連 教科書採択庶務

指導主事（各種会議）
指導担当指導主事会議

学校管理運営 教育課程届出

教育課程説明会

教育課程

学校管理運営規則改正

遠足の実施届

学校評議員

プラン関係委員会等

指導連絡会事業
校長会・副校長会

学校訪問

教育指導課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
教科書採択に係る要請書
学校調査報告書
常～教科書図書採択各種要綱
調査研究委員会等報告書
特別支援学級教科書採択
常～教科用図書採択基本方針
常～教科書目録
常～教科書調査研究資料
教科書採択の手引
教科書制度の概要
一般図書一覧
教科書採択通知
教科書担当者名簿
拡大教科書
教科用図書無償給与報告
就学義務猶予免除者に対する無償給与
音声教材
化学物質過敏症「対応本」
教科書無償給与通知
教科書無償給与の手引
常～教科用図書等に関する法律
常～教科書給与（災害による毀損）

教科書給与名簿 教科書無償給与学校提出書類
常～教師用教科書・指導書購入
教師用教科書・指導書にかかる照会・通知
常～小学校副読本（社会）　「めぐろ　３・４年」印刷見本
常～小学校副読本（道徳）　「めぐろの心」印刷見本
常～小学校副読本（特支）　「みいちゃんが笑った」印刷見本
常～中学校副読本（社会）　「目黒　ともにつくる　みどり豊かな人間のまち」印
刷見本
常～中学校副読本（特支）　「やさしさとの出会い」印刷見本
常～副読本作成委員会設置要綱
継～副読本印刷物見本
副読本に関する通知

連合行事庶務 継～パーシモンホール利用申請
継～校外施設文教委員会視察
常～スピーキングコンテスト保存資料
継～目黒区立学校の連合行事のあり方について
（常）情報化推進委員会
連合体育大会に関する支出命令書等
連合体育大会実施・経費
連合体育大会運営委員会
継～連合体育大会プログラム
継～駒沢競技場の使用申請要領
継～中学校連合体育大会各区の状況調査
継～体育大会歴代記録
継～連合体育大会あり方検討
常～めぐろの子どもたち展パンフレット
継～連合展覧会著作権関係資料
継～教科書用作品撮影の許可
都展
連合展覧会実施・経費
連合展覧会運営委員会
連合展覧会・都展に関する支出命令書等
連合音楽会実施・経費
常～連合音楽会承認書
継～連合音楽会プログラム・入場券
連合音楽会交通手段
音楽行事運営委員会
連合音楽会に関する支出命令書等
音楽鑑賞教室実施・経費
常～音楽鑑賞教室承認書
常～選定委員会
継～音楽鑑賞教室プログラム
音楽鑑賞教室楽団選定
音楽鑑賞教室に関する支出命令書等
継～連合音楽行事に関する掲示物
特別支援学級連合運動会に関する支出命令書等
特別支援学級連合運動会実施・経費
特別支援学級連合運動会運営委員会
継～特別支援学級連合運動会保存資料
継～米国チェロキー郡絵画交流
継～中国東城区書画賀状交流
海外作品交流
東城区友好交流事業
中浪区友好交流事業
チェロキー友好交流事業
常～中浪区友好交流事業
賞状印刷（海外作品交流に関する支出命令書等）
演劇鑑賞教室覚書
演劇鑑賞教室交通手段
演劇鑑賞教室に関する支出命令書等
常～演劇鑑賞教室プログラム・入場券
常～演劇鑑賞教室承認書

特別支援学級連合運動
会

書画国際交流

小学校連合行事 小学校演劇鑑賞教室

小・中共通連合行事

副読本全般

連合行事管理
連合行事等あり方検討

中学校連合行事 中学校連合体育大会

連合体育大会保存資料

教科書関連 教科書採択庶務

教科書無償給与

教育指導課

連合展覧会

連合音楽会

音楽鑑賞教室

教師用教科書・指導書

副読本
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
演劇鑑賞教室実施・経費(小学校）
オリンピック・パラリンピック教育推進事業（財務文書）
スーパーアクティブスクール事業（財務文書）
日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業
東京都道徳教育推進拠点校
都委託事業通知
人権尊重教育推進校
言語能力向上推進校
英語教育推進地域設置事業
プログラミング教育推進校事業
スーパーアクティブスクール事業
オリンピック・パラリンピック教育推進事業
持続可能な社会づくりに向けた教育推進校事業
持続可能な社会づくりに向けた教育推進校事業（財務文書）
理数授業特別プログラム実施事業（財務文書）
日本の伝統・文化の良さを発信する能力・態度の育成事業（財務文書）
東京都道徳教育推進拠点校（財務文書）
プログラミング教育推進校事業（財務文書）
英語教育推進地域設置事業（財務文書）
言語能力向上推進校（財務文書）
人権尊重教育推進校（財務文書）

国研究委託 カリキュラム・マネジメントの在り方調査研究
教育開発校等決定
常～教育開発校等実施要領
常～教育開発校等実施要綱
常～教育開発校事務処理要項
教育開発校等支出（財務文書）
教育開発校等研究報告書
教育開発校等通知
教育開発校等支出
教育開発校研究報告原稿
授業スペシャリスト表彰制度（財務文書）
常～授業スペシャリスト表彰制度実施要綱
授業スペシャリスト研究委託
授業スペシャリスト
文部科学省各種研修講座
継～教員研修事業事務処理特例交付金要綱
教育研究員
教職大学院
教職大学院連携協力校
継～都研修実施要綱
継～都・講師謝礼基準
常～教員免許更新研修
継～期限付任用教員任用時研修
継～指導力ステップアップ研修（取扱注意）
英語活動等国際理解活動指導者養成研修
東京教師道場
東京都教員研究生
小中合同保健主任会
進路指導主任会
小中合同生活指導主任会
小中合同教務主任会
区特別支援教育コーディネーター連絡会
学校図書館担当研修会
常～保健主任会・養護部会
特別支援学級主任会

全日研修 各種主任研修会にかかる支出
現職研修 継～１０年経験者研修実施要綱及び養護教諭研修実施要綱
初任者研修 常～初任者研修実施要綱
課題研修 特別支援教育研修会

常～補助的教員取扱要綱
常～学習指導員資料
補助的教員履歴書
常～補助的教員登録者名簿一覧
補助的教員の募集
土曜補習
小１学級支援員
観察実験支援員
学習指導員実施
学習指導員査定
観察実験支援員活動結果
学習指導員活動結果
小１学級支援員活動結果
補助的教員実施に伴う経費の支出
補助的教員振込依頼書（控）
補助的教員賃金支払台帳
補助的教員支払口座振替依頼書
推薦依頼
推薦結果
評議員委嘱
委嘱式
常～目黒区立学校特定個人情報安全基準
常～働き方改革
常～障害者施策担当者会議

補助的教員経費

学校評議員 評議員推薦

評議員委嘱

都・国主催研修 国主催研修

都教職員研修センター研
修

区主催研修 区主催研修全般・主任会

補助的教員 補助的教員全般

補助的教員登録

補助的教員実施

補助的教員結果・報告

小学校連合行事 小学校演劇鑑賞教室

研究委託 都研究

教育開発校等研究

授業スペシャリスト

教育指導課

条例・規則・要綱 県費負担教職員（人事）
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～指導力不足教員要綱
常～教特法に基づく研修の取扱い
常～教職員健康管理　規則・要綱
常～学校職員の出張等取扱い
常～学校教育法施行規則等の一部改正する省令
常～学校の管理運営に関する規則・資料
常～ハラスメント相談窓口・ハラスメント防止に関する要綱（２８年度～）
常～評定結果に係る苦情相談実施要綱・規則
常～人事考課規則・要領
常～職場復帰訓練（要綱）
常～降任制度実施要領
常～目黒区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
（２８年度～）
常～教科書教材等の作成に関するガイドライン
常～勤務時間条例・施行規則の解釈及び運用
常～休職による海外留学の取扱い
常～欠勤等の取扱いに関する要綱
常～利害関係者との接触に関する指針の制定
常～勤務時間条例等の改正
常～大学院等派遣休業要綱
常～服務に関する取扱要綱（争議行為対策）
常～職免適用基準等の制定
常～兼業・兼職等事務取扱基準
常～派遣取扱・要綱
常～職員の退職手当に関する条例等
常～給与関係諸規則の改正
常～番号法第９条第３項に規定する個人番号関係事務に係る特定個人情報
の適正な取扱いに関する基本方針
常～個人番号管理実施手順（２９年度～）
常～目黒区立学校に在籍する県費負担教職員を対象とした個人番号取得事
務マニュアル
常～幼稚園条例・規則・取り扱い
常～人事交流　協定関係書類（２５年度～）
常～幼稚園教育職員臨時的任用
常～幼稚園教育職員の勤勉手当解釈運用方針
常～幼稚園教育職員の期末手当解釈運用方針
常～事務職員等の補助取扱
常～産休・育休代替取扱要項
常～嘱託員規則・運用改正
常～講師に関する要綱・規則
常～区市立学校臨時職員賃金等交付金交付要綱等
常～会計年度任用職員制度
常～専務的非常勤職員設置要綱
常～会計年度任用職員制度の導入等
常～東京都公立学校教員の臨時的任用に関する要綱
常～特別区人事委員会への承認申請(２８年度）
常～立案請求（２８年度～）
常～親展通信（ログイン情報）
常～情報公開・個人情報保護審議会資料
常～教職員住宅管理規則
常～都からの移管事務
常～情報化推進委員会
規定等に関する調査・回答
常～情報化推進委員会資料
常～教職員住宅運営委員会設置要綱
常～情報化推進委員会
常～ＯＪＴ関連資料
継～教職員数
指導室課長会
雑誌取材に対する職員紹介
教員証明書交付
特別区人事・厚生事務組合
常～事務引継書
常～都立高等学校等における教科主任の設置
常～人事管理資料
常～学校運営協議会と教職員人事
常～指導力不足教員申請
免許法認定講習
実務に関する証明
教員免許調査
免許状更新講習の認定
幼稚園教員資格認定試験
常～教員免許更新制
教員免許通知
免許状更新講習案内
１２年指定
履歴事項異動届経由簿
履歴事項異動届（写）
履歴データ修正連絡票
教職員の履歴の送付
履歴カード
前年度退職者（３月３１日付け）履歴カード
常～履歴事項の取り扱い
履歴等証明書等の作成

教育指導課

条例・規則・要綱 県費負担教職員（人事）

県費負担教職員（服務）

県費負担教職員（給与）

幼稚園教育職員（人事）

幼稚園教育職員（給与）

再任用教職員・非常勤教
職員・補助教員

立案請求

その他

人事共通 人事全般

教職員免許資格

履歴の追記
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～目黒区立学校（園）教職員名簿（過年度分）
各種名簿作成
校長・副校長名簿
常～特別区指導室課長会名簿
継～歴代校長名簿
常～目黒区立学校（園）教職員名簿（完成）
継～労働基準法事務手続
継～都人事委員会への報告届出
労働基準監督機関の職権行使
労働安全衛生通知
学校安全衛生委員会資料
公務災害通知
３６協定
常～労働基準法第３６条に規定する協定の締結
常～公務災害制度
公務災害認定通知書
労働実態状況調査
常～ハラスメント相談
特定事業主行動計画
常～特定事業主行動計画策定
継～アンケート調査（東京都）
継～アンケート調査（目黒区）
常～両立支援ハンドブック
継～アンケート調査（幼稚園）
校務改善通知
校務改善　調査・回答
常～校務改善推進プラン
常～叙位・叙勲要項
常～職員表彰受賞者名簿
職員表彰
永年勤続感謝
教員表彰
叙位・叙勲申請
常～文部科学大臣教育者表彰
都教委職員表彰
常～叙位・叙勲資料
人事関係調査（管理主事）
学校基本調査（人事）
障害者在籍状況の調査
現員報告（人事計画課）
区調査
学校基本調査と現員報告の整合作業
学校教員統計調査
学校状況カードの作成
教職員定数調査（人事計画課）
公立学校統計調査
地区訪問（地区管理主事）
その他人事関係調査
常～学校教員統計調査
休暇等の調査
教職員勤務実態調査
常～懲戒処分基準
継～公立小中学校管理職のための会計処理のポイント
常～服務研修資料（平成２４年度以前）
常～服務事故防止ハンドブック
常～分限処分基準
常～旧姓使用の取扱い
常～教員からの相談
常～出張等の取扱い
常～勤務軽減による職免等
常～私費会計資料（目黒区立学校徴収金取扱要綱　等）
常～服務（解釈・運用）
常～服務関係（新型インフルエンザ）
教職員出勤簿
服務事故防止月間
職免認定
服務通知
服務関係諸届書類写
服務事故
継～「日の丸・君が代」についての資料
常～服務研修資料
校（園）長旅行命令簿・出張復命書
職員証発行
学校長事務引書（人事異動・昇任に伴う）
校（園）長給与減額免除申請書
校（園）長講師依頼派遣
校（園）長私事旅行届
常～行政情報開示・自己情報開示
服務事故再発防止研修
服務事故調査
常～学校服務事故報告
体罰事故調査
公益通報
調停

教育指導課

人事共通

教職員名簿

労働安全衛生

特定事業主行動計画

校務改善

叙位・叙勲・表彰

人事調査

実態調査

教職員の服務 教職員の服務の取扱・手
続

校（園）長の服務

学校事故
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
産育代替教員訴訟
常～学校服務事故報告（未処分）
常～欠勤に関する事故報告
メーデー職免調査
訴訟事件調査
教職員の服務調査全般
兼業・兼職事務手続き
継～兼職等に関する資料
育児又は介護を理由とする時差勤務
継～教特法２０条研修
常～一斉休憩除外の同意
週休日の変更
正規の勤務時間の割振り
継～一斉休憩除外基準
常～勤務時間
常～育児休業制度
職員団体活動の許可
職員団体の要請
争議行為調査
教育庁人事部勤労課通知等
常～勤務時間内の職員団体活動
常～目教組資料
常～都教組資料
常～ながら条例
職員団体活動への参加状況
継～労務ニュース（部活動に伴う週休日の変更等）
継～労使関係の手引き
継～幼稚園関係労使交渉
継～職員団体再編関係資料
継～職員団体規約
労務ニュース
職員団体実態調査
職員団体行事日程
職員団体構成員名簿
継～海外旅行許可手続
継～教員等の海外旅行の取扱い
教員の海外旅行届
外国語（英語）科教員の海外派遣研修
青年協力隊派遣
配偶者同行休業
日本人学校派遣
日本人学校選考
新教育大学院・１４条大学院派遣
大学院修学休業制度に伴う許可申請
東京都教員研究生
その他の派遣
指導主事自己申告書
教育管理職候補者自己申告
教育管理職自己申告書（中間）
教育管理職自己申告書（当初申告）
教育管理職自己申告書
教育管理職業績評定・能力評定
教育管理職候補者業績評価
教育管理職候補者特別評価
指導主事業績評定
指導室（課）長・管理主事等任用候補者について
履歴書作成用資料（共済組合）
指導主事の定期異動
主幹・管理職候補者の配置資料
校長・副校長の異動調書
継～管理職候補教職大学院派遣
継～指導主事（長期派遣研修者）
校長・教育管理職（副校長等）任用審査
常～主幹教諭の配置基準
常～指導主事の任用
常～指導課長の任用
常～教育管理職候補者の昇任猶予
常～教育管理職の任用基準
教育管理職の任用基準
統括校長の任用
常～校長・副校長の任命
校長・副校長の異動
学校リーダー育成プログラム
教育管理職選考実施
教育行政研修実施
公立学校校長職選考特別評定（教育管理職候補者特別評定含む）
常～管理職選考過去問題
校長選考・教育管理職選考　一次発表・最終発表
校長選考実施
継～校長職候補者選考職務論文
継～任用国籍要件
校長職候補者選考職務論文
常～人事処理カード
ＯＪＴの推進

派遣

教育指導課

教職員の服務

学校事故

教職員服務（届出・調査・
報告）

兼業・兼職

勤務時間

職員団体

教職員の海外旅行

教育管理職人事 教育管理職自己申告書

教育管理職業績評価

教育管理職の任用

校長・教育管理職選考

教育職員の任用 任用全般
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～東京都における人事制度の現状と今後の方向Ⅱ
継～司書教諭の設置
継～県費負担教職員の身分取扱い
任用事務通知
適正選考
理科教育推進教員
特別支援教室関係
指導教諭の活用等
期限付任用教員の人事評価
学級経営研修生・新人育成教員関連通知
常～本人希望による降任制度
常～任用事務の手引
常～主任教諭等の任用
常～指導教諭マニュアル
常～区費負担指導主事任用
常～学級経営研修生育成ガイドブック
常～栄養教諭
常～ＯＪＴガイドライン
期限付任用教員　発令通知
面接官　返却書類
期限付任用教員　特認申請
栄養教諭の採用
常～教員採用における不足教科対応（中学校理科）２４年度～
常～東京都公立学校教育教員の正式採用の決定に関する要綱（平成２２年度
～）
新規採用候補者の面接結果及び配置校
公立学校教員の採用選考実施要項
教員の採用具内申
教員採用候補者提示名簿
教員採用候補者面談結果報告書
欠員補充承認申請書
面接調書
任用前学校体験
教員採用案内等
新規採用教員　発令通知
採用試験係員・面接委員等
期限付任用教員の採用具申
教員採用具内申書（教員の採用について・免許状（写））
新規採用教員（小学校）
新規採用教員（中学校）
常～メンタルヘルスハンドブック
常～休職事務手続き
海外留学
勧奨退職
後補充措置申請
死亡退職
常～病気休職（教育管理職）
職場復帰訓練
定年退職
年度途中退職者発令通知
発令通知書（病気休職）
病気休職（小学校）
病気休職（中学校）
普通退職
東京都教職員総合健康センターからの通知
常～主幹育成シート
常～主幹教諭・指導教諭が担当する校務の範囲等に関する基準
主幹教諭・指導教諭選考実施
主幹教諭・指導教諭選考推薦者リスト等
継～兼務する主任及び校務の範囲等に関する規準
継～主幹制度Ｑ＆Ａ

主任教諭選考 主任教諭選考実施
人事考課評価者訓練
常～教育職員育成シート
常～評価者訓練テキスト（行政系職員）
常～教育職員職務実績記録
常～評価者訓練テキスト
継～類似制度資料
継～検討委員会報告書
業績評価書（小学校）
業績評価書（中学校）
教員採用候補者選考特別評価
教育職員業績評価
常～業績評価本人開示
教育職員育成シート
新規採用教員特別評価
新規採用教員の育成に関する報告
業績評価本人開示実施状況
業績評価本人開示
教育職員自己申告通知
教育職員自己申告書（中学校）当初
教育職員自己申告書（中学校）中間
教育職員自己申告書（中学校）最終
教育職員自己申告書（小学校）当初

主幹教諭・指導教諭選考

教育職員人事考課 人事考課全般

教育職員業績評価

教育指導課

教育職員の任用 任用全般

採用

採用具申

休職・退職

教育職員自己申告書
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
教育職員自己申告書（小学校）中間
教育職員自己申告書（小学校）最終
常～教職員定期異動名簿
常～定期異動実施要綱
転入者カード
異動説明会資料（都）
学校長への内示
教員公募制(島しょ地区・西多摩地区）
教員公募制(特別支援学校・中高一貫教育校・中高地域連携）
教員公募説明会
教科教員数増減調査
検討結果・再検討申請
公立小・中学校教員公募
校長ヒアリング資料（小学校）
校長ヒアリング資料（中学校）
人事構想調書・異動申告書
報道発表資料
臨時合同校長会配付資料（区異動説明会）
異動過欠表
学級数（学校運営課作成資料）
教員の配置資料
内示書
配置校通知
補充要員資料
人事異動通知
昇任・転任者名簿
主任及び司書教諭の発令
主幹種別・主任名簿
教員担任課程名簿
特別支援教室拠点校担当教員の兼務発令
常～地方自治法等の一部改正に伴う区立学校の県費負担教員等の発令記事
の取扱い
養護教諭の兼務発令
発令通知（定年・勧奨退職、再任用、新任・転任管理職等）
辞令伝達式
加配関係通知
日本語指導・不登校・その他加配
小学校２年生・中学校１年生３５人学級対応加配
指導方法工夫改善加配の申請
常～東京方式習熟度別指導ガイドライン等
常～定数配当一般方針
加配関係調査
加配計画変更届
指導方法工夫改善加配の実施状況調査
定数配当決定通知
常～学校事務職員の標準的職務について
学校事務職員等の採用
栄養教諭等配置希望調書
常～（行政系）「新たな人事制度」
行政職希望降任制度
行政系人事通知
継～都費負担職員(事務)任命権委譲
係長級職昇任選考
主任級職選考
能力認定試験
その他の選考試験
医療系職昇任選考
管理職選考
行政系職員条件付採用期間評定
評定補助者
継～業績評価実施要領
継～行政系職員の指導育成記録の整備
事務職員等業績評価
事務職員等自己申告（最終）
事務職員等自己申告（中間）
事務職員等自己申告（当初）
継～行政系新人事考課制度
評価結果に係る苦情相談制度
定期評定本人開示
島しょ支庁ニュース
公募制人事
事務職員等の異動実施
都区間交流
常～幼稚園人事関係通知
幼稚園教育職員の退職に関する報告
服務の取扱い・手続
研修制度
履歴事項の異動・証明
幼稚園教育職員人事　各種通知
幼稚園人事担当課長会
常～幼稚園教員の採用
幼稚園教員の採用選考案内
常～幼稚園教員採用候補者選考問題
幼稚園教諭人事交流

行政職員人事考課・異動 人事考課（行政系）

教育職員人事考課

教育指導課

教育職員自己申告書

教育職員の異動 異動調整

発令

教員定数加配

行政職員の任用 行政職員任用全般

行政職員の昇任

行政職員の異動

幼稚園教育職員人事 人事全般

採用

異動
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
幼稚園教諭定期異動
幼稚園教員発令通知
常～幼稚園教員退職
病気休職
常～幼稚園産・育代替教諭任用
常～幼稚園産・育代替教諭任用事務取扱
再任用職員採用選考（幼稚園教育職員）
常～幼稚園非常勤講師採用
常～会計年度任用職員任用
幼稚園管理職選考
幼稚園管理職選考受験者選考資料
主任教諭選考実施（幼稚園）
幼稚園新任管理職研修
幼稚園教育職員定期評定
常～人事考課制度等に関する調査
幼稚園教育管理職の自己申告書
幼稚園教育管理職定期評定
幼稚園教諭条件付採用期間評定
幼稚園教諭自己申告
幼稚園教諭の昇給
勤勉手当成績率（幼稚園等）
証明書交付
幼稚園関係調査
幼稚園関係調査（需要数調査）
幹部職員の昇給
教育庁からの通知
教育管理職昇給内申・発令
教職員復職日付昇給内申・発令
行政系一般職員の昇給
昇給・昇格・切替者一覧表
昇給是正
普通昇給内申（４月）
普通昇給発令（４月）
昇給に関する調査・回答
勤務成績上位者昇給内申発令
勤務成績に基づく昇給
勤勉手当における成績率
教育管理職以外の職員の勤勉手当成績率・支給状況
教育管理職の勤勉手当成績率・支給状況
固有指導主事昇給
継～特別昇給制度の改正
成績率による昇給
特別昇給内申＜教員系＞
特別昇給内申＜行政系＞
行政係職員の勤勉手当成績率

研修特昇 継～研修終了時特別昇給制度
研修特昇 継～研修終了時特昇研修の決定（指定・認定研修）

継～規則・運用改正（補助教員）
継～育休代替臨職雇用資料（予算・任用等）
臨時職員賃金支出
副校長事務補助
常～学校マネジメント強化モデル事業
常～臨時職員賃金等交付金対応
常～副校長事務補助
臨時職員雇用（育児休業・欠時間対応）
臨時職員の旅費支出
臨時職員賃金支出
欠員補充臨時職員の在職証明
臨時職員雇用（再任用短補充・臨時的欠員等）
常～臨時職員雇用（履歴データ）
臨時職員の雇用に関する特例の申請
臨時職員賃金支出関係書類
スクール・サポート・スタッフに関する調査
スクール・サポート・スタッフ雇用
スクール・サポート・スタッフ補助金関係
区市立学校臨時職員賃金等交付申請
常～スクール・サポート・スタッフ配置事業

副校長事務補助 通知・依頼文
学校マネジメント強化モ
デル事業

常～学校マネジメント強化モデル事業

補充教員発令通知
産育補助補充申請
産育補助採用具申
補助教職員の補充承認
臨時的任用教職員の欠格事由照会
常～ＰＡＳシステム稼動に伴う臨時的任用教職員任用事務手続き
常～産育代替教員特別認定候補者名簿〈目黒区限定）
常～補充教科の変更申請
常～補充承認事務通知
常～臨時的任用教員 特認候補者情報提供依頼
特別認定候補者名簿
継～人物証明書(参考）
補助教員通知
臨時的任用教職員（産育代替・期限付）人事評価書

教育指導課

幼稚園教育職員人事

異動

休職・退職

補助教員・講師・再任用・
再雇用

昇任選考

人事考課

昇給・手当

人事調査

教職員の昇給 教育職員普通昇給

特別昇給

補助教員 補助教員実施要綱・通知

スクール･サポート･スタッ
フ

産休・育休代替教員
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
産・育代替特認申請
産・育休等調査
産・育代替名簿照会リスト
常～時間講師・日勤講師事務の手引き
講師制度概要・講師一覧配布
講師に関する調査・教育庁からの通知
常～準常勤講師の付加報酬の支給額及び支給方法に関する要綱に規定する
「人事部長が定める時間数」
常～時間講師の任用取扱い・勤務条件
随時選考
特認講師協議書
具申書　講師採用について（具申）
常～講師候補者
常～講師カード（様式５）
指導育成・本人開示・苦情相談の実施
講師任用希望調査
常～時間講師ＰＡＳシステム運用
講師　教員免許状等
講師業績評価・推薦書
講師採用具申
講師採用具申添付書類
非常勤講師発令通知（控）等
講師に関する調査・教育庁からの通知
講師需給計画調・あっせん票
教員組織調査表等
講師時数内示・決定
講師時数承認済配当時数報告書
講師時数配当申請書
継～嘱託員の手引き
継～再任用制度（都）
継～教育アドバイザー
再任用教員・非常勤教員の勤務日数
再任用・再雇用職員採用選考（行政職員）
常～再雇用職員等配置調整会議
非常勤教員・再雇用職員（嘱託員）通知
再任用等への意向調査
非常勤教員・再雇用職員（嘱託員）配置調整
非常勤教員・再雇用職員（嘱託員）具申・発令
非常勤教員・再雇用職員（嘱託員）勧奨退職者任用選考
再任用・非常勤教員　配置・内示
再任用・非常勤教員採用選考（教育職員）
給与減額整理簿
給与関係証明書交付
支払通知
振込通知
常～都給与システム再構築
常～学校給与取扱者口座（区費）
常～給与取扱者指定届控（区費）
常～金種指定払戻手数料資料
常～都教職員給与（都費）口座振込
常～都教職員給与等振込委託マニュアル
常～都教職員給与取扱者報告書
学校給与等口座振込（４月～３月分）
学校予算割当（四半期）
給与是正
常～死亡退職に伴う事務処理
常～給与返納事務
常～給与債権差押
給与等調査回答
給与関係通知
関係帳票納品書
現員現給調査（住居手当）
常～派遣教員（給与・旅費等）取扱
常～様式変更（諸届、命令簿、入力帳票）
常～給与関係通知
常～基本報告書（マスターカード）
常～学校電算の入力取扱について
常～学校教職員名簿
学校電算報告書起案
学校電算日程表
時間外支出状況調書
パソコン入力支援システム導入
常～個人進捗一覧表
常～教職員給与システム
常～学校電算の入力取扱について
パソコン入力支援システム通知
都人事給与システム開発検討委員会
局所別明細一覧表
常～給与簿
例月提出データ
例月結果データ
常～非常勤教員費用弁償支出関係
常～嘱託員制度
特別支援専門員費用弁償

時間講師 講師制度

講師任用

教育指導課

補助教員

産休・育休代替教員

講師時数

再任用・嘱託員・非常勤 制度

再任用・嘱託員・非常勤
選考

給与 給与全般

学校給与等口座振込

学校給与

学校電算

非常勤報酬・社会保険 嘱託員全般
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
非常勤教員費用弁償
常～雇用保険の事務手続き手引
常～嘱託員・非常勤教員雇用保険（平成２５年度）
常～嘱託員雇用保険（１９年度～２４年度）
一般職非常勤職員費用弁償
常～非常勤教員・再雇用職員事務手順
常～社保関係マイナンバー（３０年度～）
常～嘱託員（再雇用・非常勤教員・特別支援教室専門員）社会保険調書（２９
年度任用分）
常～適用事業所（目黒　めとこ）
教育庁からの通知
非常勤教員・再雇用職員（嘱託員）社会保険諸届（起案）
非常勤教員・再雇用職員（嘱託員）納付金報告書（起案）
常～嘱託員 社会保険諸届（副）（平成１８年度～）
常～嘱託員（再雇用・非常勤教員・特別支援教室専門員）社会保険資格取得
確認通知書（平成２９年度～）
常～嘱託員（再雇用・非常勤教員・特別支援教室専門員）社会保険資格喪失
確認通知書（平成２９年度～）
常～嘱託員（再雇用・非常勤教員）社会保険資格取得確認通知書（１８～２８年
常～嘱託員（再雇用・非常勤教員）社会保険調書（～２８年度）
常～嘱託員資格喪失届（平成１８～２８年度）
常～嘱託員社会保険調書（資格喪失分）
非常勤教員・再雇用職員（嘱託員）報酬簿
非常勤教員・再雇用職員（嘱託員）マスターカード
常～代替教職員社会保険調書（２６年度～３１年度任用分）
常～適用事業所（目黒　めとて）
臨時的任用教職員社会保険料リスト
教育庁からの通知（産・育代替）
産休・育休代替納付金報告書起案
代替教職員社会保険諸届起案
継～健康保険・厚生年金保険等事務の手引き
継～代替教職員社会保険資格取得確認通知書（平成２４年～）
継～代替教職員社会保険資格喪失確認通知
継～代替教職員社会保険諸届（副）
継～代替教職員社会保険制度概要
常～代替教員社会保険諸届（副）
常～社会保険資格喪失確認通知書（２９年度～）
常～雇用保険資格喪失
常～雇用保険資格取得（１６年度～）
常～社会保険資格取得確認通知書（２９年度～）
講師費用弁償（旅費）
講師雇用保険資格取得
講師雇用保険資格喪失
講師報酬台帳
講師報酬簿
常～講師雇用保険制度
講師電算報告書
常～講師源泉徴収票
講師通勤届（小学校）
講師通勤届（中学校）
幼稚園近接地外旅費
予算流用
常～修学旅行旅費
雑部金（旅費）の繰越し
都費への振替収支
普通旅費不足額調
予算執行状況調査
旅費の受入・確定
旅費誤払い分の戻入
旅費受領印簿
旅費に関する通知
継～運賃改定
継～旅費歳入歳出外現金取扱い
常～赴任旅費マニュアル
常～旅費の手引
常～旅費の追加配当
常～旅費調査・回答
学校リーダー育成特別講座参加旅費
常～赴任旅費（平成１９年度～３１年度）
常～普通旅費不足額調
常～都旅費支出関係書類
旅費手当支出状況調書
常～都旅費の収納・返納関係書類
常～大会引率旅費

学校旅費（小学校） 旅費小学校
旅費中学校
常～海外派遣研修
継～派遣研修等取扱い
継～扶養手当
時間外勤務手当 調査・申請
常～新たな住居手当制度
常～退職手当
常～退職手当通知
常～単身赴任届

教育指導課

非常勤報酬・社会保険 嘱託員全般

嘱託員社会保険

嘱託員報酬

代替教員社会保険

都・講師報酬

講師通勤届

旅費・手当 区旅費

都旅費

学校旅費（中学校）

手当全般
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～通勤手当
常～扶養手当の認定に係る取扱い
各種手当通知
手当関係調査
継～その他の手当（へき地手当）
継～管理職特別勤務手当
継～期末勤勉手当
継～給料の調整額（教育職員等、特殊学級担任等）
継～住居手当
継～退職手当
継～単身赴任手当
継～調整手当（地域手当）
継～超過勤務手当
継～通勤手当
継～特殊勤務手当
退職手当内申書（定年・勧奨以外）
退職手当内申書（定年・勧奨）
退職手当決定通知
常～東京都公立学校　退職手当の手引
退職手当通知
退職手当の事前審査（試算）
退職者リスト
児童手当額改定（職権分）
児童手当等調査
児童手当・特例給付等氏名住所等変更届（原本）
児童手当支給事由消滅
児童手当・特例給付 認定請求、額改定
児童手当・特例給付 現況届
児童手当・特例給付 額改定認定請求書、額改定届、現況届、未支払請求書
常～児童手当の事務手続きについて
児童手当リスト
常～施設入所等児童手当関係事務処理
児童手当・特例給付 認定請求書（原本）
常～児童手当Ｑ＆Ａ集　　　平成２５年９月３０日
住民税異動届出書（転入）
住民税異動届出書（転出）
住民税異動届出書（退職）
住民税チェックリスト
住民税報告書
住民税異動届出書（年度途中分）
住民税課税通知書
住民税リスト
住民税　手納付（督促等）
常～給与支払報告書の電子的提出の義務化に伴う事務処理の変更
特別徴収への切替依頼書
住民税変更通知
常～法定調書（平成２５年分～令和元年分）
源泉徴収票
常～法定調書（Ｈ２５年分勤勉手当の誤支給に伴う再年末調整）
常～前年以前の再年末調整のし方
常～税是正
常～所得税還付請求（都知事あて）
常～所得税事務（納付書）

小学校 常～住居届（小学校）
中学校 常～住居届（中学校）
転出・退職異動者分 転出退職異動者分住居届

常～扶養親族の認定（教育長決裁分）
小学校 常～扶養親族異動届（小学校）
中学校 常～扶養親族異動届（中学校）
転出・退職異動者分 扶養親族異動届転出退職者分

常～通勤届（小学校）
常～小・学校及び幼稚園・こども園最寄駅・バス停早見表
常～幼稚園教職員通勤手当認定経路一覧表

中学校 常～通勤届（中学校）
通勤届転出退職者分（中学校）
通勤届転出退職者分（小学校）

小学校 通勤経路の再確認調査票（小学校）
中学校 通勤経路の再確認調査票（中学校）
小学校 扶養控除申告書（小学校）
中学校 扶養控除申告書（中学校）
転出・退職者分 扶養控除申告書転出・退職者分
小学校 保険配特申告書（小学校）

保険配特申告書（中学校）
教育弘済会ほか保険料控除申告書
退職準備ガイドブック
東京都教育委員会通知
東京都教職員文化会
常～被服貸与
常～補助金交付要綱
貸与被服購入
目黒区学校教職員互助会
ライフプラン
東京都教職員互助会通知
都教職員互助会積立年金事業

教育指導課

旅費・手当

手当全般

退職手当

児童手当

住民税・所得税 住民税

所得税

住居届

扶養親族届

通勤届 小学校

転出退職者分

通勤経路再確認調査

都・扶養控除申告書

保険配特申告書
中学校

福利厚生 福利厚生全般

都教職員互助会
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
退職時講習会
教職員互助会財形貯蓄募集等
東京都教職員互助会事業主負担分
貸付金借受者の退職・異動等報告
公立学校共済組合東京支部「かがやき」
公立学校共済組合通知
履歴書の送付
退職共済年金請求の手引
常～公立学校共済組合給付金口座
東京都人材支援事業団長期勤続旅行助成
団体保険
東京都人材支援事業団「いぶき」
東京都人材支援事業団通知
東京都人材支援事業団会費等
常～維持保全業務単価表
常～境界確定
常～教育財産の用途廃止
常～工事記録
教職員住宅調査
教職員住宅事故報告
常～清水池教職員住宅譲渡契約
常～住宅改造許可申請書
常～財産台帳
年末年始業者緊急連絡先
常～教職員住宅に関する運用
常～教職員住宅に係る様式、用紙
常～防火管理者
教職員住宅管理人
住宅運営委員会
消防立入検査
常～消防計画
避難訓練
有資格者による施設点検委託
維持管理に伴う契約
全戸配布文書
住宅使用料の還付
住宅使用料歳入調定
常～住宅使用料改定（第１次～第５次）
使用者通知
教職員住宅の入居に関する証明
入居募集・選考・通知
常～住宅明渡書
常～住宅使用者名簿
常～清水池教職員住宅図面
常～増圧給水装置
常～地上波デジタル化工事
ルーフドレン等点検清掃
屋外遊具点検
給水設備保守委託報告書
施設点検報告
常～住居設備使用説明書
常～施設点検の手引き
常～工事記録全体
常～工事記録（平成４年度全館改修）
常～工事記録（照明）
常～工事記録（昭和６０年度外壁、防水）
常～工事記録（自火報受信機交換）
常～工事記録（ガス引込管）
消防用設備等点検報告
常～工事記録（１階～４階）
精神保健研修・講習会
健康相談
労働安全衛生委員会
学校訪問相談
未受診者健診
特定健康診査・特定保健指導
健康診断各種通知
ＶＤＴ健診
常～特定健康診査等要領（公立学校共済組合）
常～調査回答（都以外）
常～調査回答（都）
常～在外教育施設派遣教員の帰国後の健康診断について
常～健診に係る公務災害認定請求
常～健康診断通知書様式見本
常～健康診断受診率
常～健康診断関係資料
常～教職員のためのメンタルヘルス事業
常～メンタルヘルス支援サービスの案内
常～ストレスチェック
常～ＶＤＴガイドライン
健康診断契約関係書類
常～産業医
婦人健診受診者名簿
消化器精密健診対象者名簿

管理・運営

住宅使用料

住宅使用者

教育指導課

福利厚生

都教職員互助会

公立学校共済組合

都人材支援事業団

住宅全般

住宅施設

教職員健康管理 教職員健康管理全般

受診対象者名簿
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
ＶＤＴ受診希望者名簿
消化器健診受診者名簿
大腸がん健診結果陽性者名簿
二次健診対象者名簿
ストレスチェック受診名簿
一次健診受診者名簿

健康診断確認票 健康診断受診確認票
一次健診総括表
消化器・大腸がん健診総括表
二次健診総括表
婦人健診総括表
ＶＤＴ健診総括表

教職員健診実施結果 健康診断実施結果
男性健診結果報告書ア行 常～五十音順に各氏名別個別フォルダー
女性健診結果報告書ア行 常～五十音順に各氏名別個別フォルダー
健康相談票 常～健康相談票

予算 常～予算
決算 常～決算
補正 常～補正
監査 常～監査

常～ファイル基準表（教育支援課保管用）
個人番号管理簿
常～特別支援学級専門医・医療的ケア指導医任用（教育支援課保管用）
法定調書
常～区報・ホームページ（保管用）
区報・ホームページ
特別支援教育講演会
常～きょういく広報（保管用）
合理的配慮の提供事例集
常～主要印刷物
予算要望書
監査
常～携帯電話契約
常～人材派遣（看護師委託）
常～わかたけ学級スクールバス
常～発達検査用品購入資料（保管用）
常～図書購入資料（保管用）
常～物品購入資料（保管用）
報酬等納入済通知
支出起案（文書）
支出命令書等
教育委員会
文教・子ども委員会
常～様式
常～要綱
特別支援教育他区市資料
特別支援教育に係る公聴
特別支援教育通知全般
特別支援教育に係る点検・評価
特別支援教育に係る事業費補助金申請・交付決定通知
特別支援教育に係る調査・回答
教育支援推進委員会
教育支援委員会
常～特別支援教育推進計画（第四次）検討委員会（平成３０年～令和元年度）
常～小学校における自閉症・情緒障害特別支援学級検討委員会（平成３０年
常～小学校における自閉症・情緒障害特別支援学級設置検討委員会（令和元
年度～）
一貫した教育課程の研究事業検討委員会（平成３０年～令和元年度　菅刈小・
大鳥中）
特別支援学級の専門性向上事業（令和２年度　碑小）
特別支援学級主任会
特別支援学級設置校長会
校長会・副校長会
特別支援教育コーディネーター連絡会
子ども・青少年連絡会
常～障害者差別解消法資料（平成２８年４月施行）
常～合理的配慮資料
「手をつなぐ親の会」懇談会記録
「手をつなぐ親の会」たより
特別支援学校
その他特別支援教育関係施設
国立特別支援教育関係施設
東京都教育委員会
常～特別支援教育推進計画（第一次　平成１９年３月発行）
常～特別支援教育推進計画（第二次　平成２２年３月発行）
常～特別支援教育推進計画（第三次　平成２７年３月発行）
常～特別支援教育推進計画（第四次　令和２年３月発行）
常～小学校特別支援教室モデル事業（平成２４～２６年度）
常～特別支援教室モデル事業　視察受入れ
常～中学校特別支援教室モデル事業（平成２８～２９年度）
常～自閉症・情緒障害特別支援学級（小学校）教材購入
常～自閉症・情緒障害特別支援学級（小学校）教室整備
常～自閉症・情緒障害特別支援学級（小学校）改修工事
常～自閉症・情緒障害特別支援学級（小学校）設置準備

全庁共通 総務・人事

広報

印刷物作成

予算・監査

契約

契約資料

財務文書

委員会（共通）

特別支援教育 条例・規則・要綱

特別支援教育全般

各種委員会

各種連絡会

障害者団体対応

特別支援教育関係施設

特別支援教育推進 特別支援教育推進改定

特別支援教室モデル事
業

自閉症･情緒障害特別支
援学級(小)設置

教育指導課

教職員健康管理

受診対象者名簿

健診総括表

財務管理
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～自閉症・情緒障害特別支援学級（小学校）備品購入
特別支援学級要覧
特別支援学級だより
特別支援学級非常勤職員出勤簿
特別支援学級非常勤職員給与実績入力シート
特別支援学級欠員補充介助員
特別支援学級非常勤職員募集
学校配布・予算
予算執行事務の手引き
特別支援学級施設維持管理支出（わかたけ学級・きこえとことばの教室）
特別支援教室専門医等派遣申請
特別支援教室専門医等派遣決定（処理済）
特別支援学級分担金支出
特別支援教室専門医等承認支出
特別支援学級傷害保険支出
わかたけ学級スクールバス運行委託
ＰＨＳ支出
特別支援教室専門医等派遣年間計画表
特別支援学級校外学習（中学校）
特別支援学級校外宿泊学習（わかたけ学級　小学部）
特別支援学級校外宿泊学習（わかたけ学級　中学部）
特別支援学級校内宿泊学習（小学校）
特別支援学級修学旅行（中学校）
特別支援学級四校交流会（小学校）
特別支援学級校外学習（小学校）
特別支援教室　環境整備
特別支援教室　指導体制（拠点校ヒアリング等）
常～特別支援教室の手引き
特別支援教室継続利用（小学校から中学校）
特別支援教室継続利用（中目黒・田道・下目黒小）
特別支援教室継続利用（五本木・烏森・鷹番・上目黒小）
特別支援教室継続利用（原町・向原・碑小）
特別支援教室継続利用（不動・油面・月光原小）
特別支援教室継続利用（中根・大岡山・緑ヶ丘小）
特別支援教室継続利用（宮前・八雲・東根小）
特別支援教室継続利用（中学校）
特別支援教室継続利用（東山・菅刈・駒場小）

巡回指導教員 巡回指導教員指導
特別支援教室専門員　配置
特別支援教室専門員　再度任用
特別支援教室専門員　採用（都一般非常勤）
心理士等年間巡回相談計画（小学校）
心理士等年間巡回相談計画（中学校）
特別支援教育支援員　閲覧・貸出
特別支援教育支援員　傷害保険請求
特別支援教育支援員　各種証明
特別支援教育支援員　承諾書兼勤務条件明示書
特別支援教育支援員　履歴書
特別支援教育支援員登録前講習会通知
特別支援教育支援員登録募集
特別支援教育支援員の配置
特別支援教育支援員時数管理表
特別支援教育支援員　月例謝礼支出
常～特別支援教育支援員　月例謝礼支出ＦＤ
特別支援教育支援員　出勤簿兼勤務確認書
特別支援教育支援員（修学旅行）配置・承認通知
特別支援教育支援員（修学旅行）謝礼支出

学校経営支援 学校経営支援
法律相談 法律相談

就学前ガイダンス　通知・回答
就学前ガイダンス　相談票
就学前ガイダンス　報告書
就学前ガイダンス　委員謝礼支出
常～発達応援マルシェ
就学相談説明会・特別支援教育講演会
めぐろ区報
就学支援シート
就学相談のしおり～みんなが笑顔でいきいきと～
都立特別支援学校への入学等
特別支援教室に係る東京都通知
就学相談に係る東京都通知
就学相談に係る東京都調査・回答
特別支援教室に係る東京都調査・回答
通常の学級における特別支援教育支援員に係る東京都調査・回答
医療的ケア児等に係る東京都調査・回答
特別支援学級編成調査
特別支援学級及び通級指導学級の東京都認証

特別支援学校就学 東京都への就学支援ファイルの提出（特別支援学校）
常～要綱
常～様式
教育支援委員会委員委嘱
就学前健康診断報告書
就学支援シート活用状況調査
就学相談通知

特別支援教育推進

自閉症･情緒障害特別支
援学級(小)設置

特別支援学級運営 特別支援学級管理

非常勤任用・勤怠管理

特別支援学級財務 特別支援学級予算

予算執行（全般）

予算執行（行事）

特別支援教室運営 特別支援教室管理

特別支援教室継続利用

特別支援教室専門員
（都）

臨床心理士（都）巡回相
談

東京都対応 通知

調査・回答

通常学級個別サポート運
営

特別支援教育支援員（登
録・任用）

特別支援教育支援員（査
定・配置）
特別支援教育支援員（謝
礼支出）

特別支援教育支援員（修
学旅行）

学校経営支援事業

早期支援事業 就学前ガイダンス

全庁共通 広報

印刷物作成

就学相談（運営管理） 条例・規則・要綱

管理全般

教育指導課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
都教委の説明会資料等
庁内会議
就学相談に係る公聴
特別支援学級の児童・生徒の状況調査
常～児童・生徒に関する資料
補助員の配置
就学相談に係る調査・回答（東京都以外）
常～行動観察のすすめ方
常～特別支援学級　通学区域
常～都立特別支援学校　通学区域
就学支援ファイル（就学相談受付～委員会まで保管用）
就・転学に係る資料作成（依頼）
常～転学相談中
就学支援ファイル（転学相談受付～委員会まで保管用）
就学相談に係る資料の提供（他県・他区市　依頼・回答）

他区市通級 他区市への通級（申請等）
常～就学支援委員会
常～就学支援委員会（臨時）
常～就学支援委員会（転学）
就学支援委員会　事前説明会
就学支援委員会　委員報酬支出
常～就学支援委員会（中学校）転学
常～就学支援委員会（中学校）臨時
常～就学支援委員会（中学校）
副籍制度　実施計画書兼実施報告書
副籍交流の決定等
常～医療的ケア（小学校）
常～医療的ケア関係資料
常～医療的ケア（その他）
常～医療的ケア（中学校）
難聴・言語障害通級指導学級入級支援委員会　委員報酬支出
常～退級報告書（きこえとことばの教室）

難聴・言語障害通級指導
学級入級支援委員会

常～難聴・言語障害通級指導学級入級支援委員会

特別支援教室に係る調査・回答（東京都以外）
常～特別支援教室利用終了・再開（中学校）
特別支援教室利用に係る資料の提供（依頼・回答）
特別支援教育医療分野専門員の派遣
常～特別支援教室利用終了・再開（小学校）

特別支援教室利用支援
委員会（小学校）

常～特別支援教室利用支援委員会（小学校）

特別支援教室利用支援
委員会（中学校）

常～特別支援教室利用支援委員会（中学校）

常～検査結果(学校から提出されたもの)
必修研修
登録前講習会
講師謝礼支出
支援員活動報告書(中)
支援員活動報告書(小)
観察希望調査票
年度当初配置時数
支援員配置要望書
支援員配置内示
１次査定
派遣要請　医療分野
査定処理済み要望書

幼稚園巡回訪問 常～前・後期巡回記録
就学前ガイダンス 常～就学前ガイダンス記録

常～WISC-Ⅳ換算アシスタント
常～K-ABCⅡ解析アシスト
常～K-ABCⅡ実施ガイドDVD

発達検査記録・報告書 発達検査記録・報告書
教育支援課指導主事起案文書
目黒区教員育成基本方針検討委員会

周年行事 常～祝辞
人権尊重教育第３ブロック連絡会
継～目黒区人権尊重教育推進委員会要綱
人権教育推進委員会等経費の支出
人権教育研究協議会
人権教育推進委員会（区）
人権尊重教育推進校委員会
人権教育（財務文書）
常～目黒区人権尊重教育推進委員会要綱
人権教育関係通知
外部人材活用
伝統芸能保持者派遣謝礼等支出
華道・茶道体験教室支出命令書等
地域人材活用の支出命令書
地域人材活用（国際交流協働事業）の支出命令書
常～外部人材活用支援実施要綱
地域人材の活用（国際交流協働事業）
伝統芸能保持者派遣（和楽器ワークショップ）
伝統芸能保持者派遣（能・狂言）
伝統芸能調査

就学相談（受付）

転学相談（他県・他区市）

就学支援委員会（小学
校）

就学支援委員会（中学
校）

副籍制度

医療的ケア

難聴・言語障害通級指導
学級

難聴・言語障害通級指導
学級全般

特別支援教室 特別支援教室全般

就学相談（運営管理）

管理全般

通学区域

就学相談

通常学級個別サポート 各種資料

支援員活動報告書

巡回訪問 前期巡回訪問

後期巡回訪問

派遣要請

発達検査関連 換算ソフト

指導事務

人権尊重教育

地域人材の活用

教育指導課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
華道・茶道体験教室実施
華道・茶道体験教室実施報告書
ＩＣＴ支援に関する支出命令書
実証研究プロジェクト
ＩＣＴ教育推進計画検討委員会
ＩＣＴ支援員勤務実績報告書
各小中学校ホームページ開設状況
情報教育調査（リテラシー除く）
中学校ＩＣＴ支援関係文書
法教育（消費者教育）
環境教育関係
理科講演会
理科検討委員会
理科講演会に関する支出命令書等
理数授業特別プログラム
常～著作物利用申請等
学校図書館支援員
学校図書館支援員活動報告書
学校図書館支援員支払台帳
学校図書館支援員報告会資料
言語活動指導資料
国語力向上
読書活動推進
学校図書館支援員に関する支出命令書
言語活動指導資料支出命令
常～学校図書館支援員派遣事業資料
常～敬老作文
東京駅伝に関わる支出命令等
体育・保健・給食指導
オリンピック・パラリンピック教育推進校
姿勢教育
体育・保健・給食関係通知
中学生健康リーフレット　資料等
東京駅伝関連書類
めぐろここカラダリーフレット
常～オリンピック・パラリンピック教育推進委員会設置要領
オリンピック・パラリンピック教育推進委員会
全国体力、運動能力、運動習慣等調査
体育・保健・給食関係調査
中学生税作文標語表彰
租税教育
特別支援教育専門員
エリアネットワーク
就学指導委員会
特別支援教育関係通知・調査
特別支援教育通知
継～特別支援教育検討委員会
道徳授業地区公開講座に関する支出命令書
道徳授業地区公開講座経費の支出
道徳授業地区公開講座
道徳教育推進状況
私たちの道徳
道徳教育研究会
道徳公開講座実施

特色ある教育活動への
支援

気仙沼教育交流

修学旅行 目黒区中学校修学旅行実施基準
部活動要綱
ＱＵアンケート検討
継～生活指導研究協議会設置要綱
継～公文書公開個人情報審議会
薬物乱用防止
東京都教育の日
若葉寮四者連絡会
合同部活動
教育相談関係
家庭裁判所との連携
児童・生徒等表彰
いじめ関連通知
いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議
ふれあい月間
体罰関係
健全育成推進委員会
健全育成関係文書（通知）
いじめ問題防止
常～目黒区立学校健全育成連絡協議会設置要綱
常～健全育成推進委員会要綱
継～健全育成推進委員会要綱
継～通知関係（区・都・国）
生活指導関係通知・調査
長期休業中の生活指導（通知）
防犯教育プログラム
地域安全マップ作成
中学校自転車交通安全教室

指導事務

地域人材の活用

情報教育

環境教育・金融教育

理数教育

読書活動・国語力向上

体育・保健・給食指導

福祉教育

特別支援教育

道徳教育

生活指導 生活指導全般

健全育成

生活指導通知・調査

安全防災

教育指導課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
防災検定
セーフティー教室
学校緊急情報システム緊急情報配信文
交通安全指導
防災教育関係調査
継～ＣＡＰの概要
地域安全マップに関する支出命令書
防犯教育プログラムに関する支出命令書
継～警察と学校との相互連絡制度（協定書）
常～警察と学校との相互連絡制度（協定書）
研修会等（生活指導関係）
中学校生活指導関係諸機関との連絡協議会
常～問題行動等調査
継～問題行動等調査
いじめ問題対策組織運営
いじめ対応
いじめ基本方針・要綱
校外生活指導活動記録
継～校外生活指導実績
継～校外生活指導資料

事故報告書 事故報告書
区スクールカウンセラー スクールカウンセラー連絡会

総合的な学習の時間
継～進路問題研究協議会設置要項
学校基本調査・公立学校統計
キャリア教育調査
職場体験実施
職場体験に関する経費
職場体験に関する支出命令書等
常～成績一覧表調査委員会設置要綱
成績一覧表作成委員会
成績一覧表調査委員会経費

高校入試 入学者選抜関係
継～進路指導区通知
進路指導関係通知
常～進路指導区通知
進路指導関係調査

学校統廃合 常～第三・第四中学校　統合
教員等研修関係通知
職層研修
課題別研修
幼稚園教諭研修　各種届
研修講師依頼
中堅教諭等資質向上研修
３年次研修
国際理解教育支援員報告書
各種資料（ＡＬＴ業者除く）
小学校英語活動
継～在本邦外国公館等リスト
常～外国籍児童等通訳謝礼支給要綱
常～小学校外国語活動年間カリキュラム作成委員会
常～中学生海外派遣（モレノバレー）
継～小学校英語活動年間カリキュラム作成委員会
英語教育推進地域設置事業
英語交流教室
通訳謝礼支給
目黒区国際理解教育検討委員会設置要綱
外国語教育モデルカリキュラム
英語４技能検定GTEC

伝統文化理解 伝統文化理解
日本語指導報告書
継～外国語指導員派遣要綱
継～国際推進地域
日本語指導担当者連絡会
日本語指導が必要な帰国・外国児童生徒の在籍状況
早稲田大学との協定
帰国児童・生徒在籍状況等実態調査
日本語指導
日本語指導計画書
国際化推進地域（経費申請）
日本語指導員
継～日本語教室通級状況
継～日本語教室業者資料
継～日本語学級案内
日本語指導員連絡会
日本語教室通知
日本語指導計画・報告書（指導員）
日本語教室入級申込書・承認通知書・変更通知書
日本語教室関連資料（授業記録等）
日本語教室
常～日本語教室設置（要綱及び委託）
常～日本語指導資料
日本語指導の在り方検討会
日本語指導員に関する支出命令書

生活指導

安全防災

生活指導外部機関連携

問題行動調査

いじめ

校外生活指導

進路指導 進路指導全般

進路指導通知

研修 研修

国際理解教育推進 国際理解教育

帰国・外国人子女教育

日本語教室

教育指導課
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 教育指導課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～ＡＬＴ業者資料
継～ＡＬＴ業者テキスト（Ｈi friends）
継～ＡＬＴに対する要望、問題点等
ＡＬＴ委託請求書
外国人指導員派遣調査
ALT派遣契約業者関係通知（抵触日通知）
外国語指導員活用事業検討委員会
ＡＬＴ業者選定
常～ＡＬＴ業者資料
常～労働者派遣法
常～外国語指導員派遣要綱
常～ＡＬＴに対する要望、問題点等
外国語指導員に関する支出命令書
継～外国人指導員全校授業時間数
継～外国語指導員各区の状況
継～ＡＬＴ仕様書
教材関連
業者選定
外国人英語指導員の派遣通知
ALT派遣開催通知
派遣完了報告書・実績時間報告書
継続派遣抵触通知
中学校ＡＬＴ授業時間報告
夏休み英会話教室
外国人英語指導員中学校への派遣通知

小学校への派遣 小学校ＡＬＴ授業時間報告
しおり・教材等
イングリッシュキャンプ実施

日帰り体験型英語学習
事業

日帰り体験型英語学習事業実施

小中共通ＡＬＴ

中学校への派遣

イングリッシュキャンプ

教育指導課

外国人英語指導員 外国人英語指導員全般
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