
 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 緑が丘文化会館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～エコアクションプログラム計画書　目黒区再生利用ガイドライン
常～組織図
庁内通知
区民の声
安全衛生委員会
常～光化学スモッグ注意報等発令時対応
常～事故報告書・事故見舞金等支給
常～接遇マニュアル
常～葬儀用花環の贈呈に関する内規
常～庁内ＬＡＮ
常～町会・自治会長・住区住民会議名簿
常～非常配備態勢動員表
常～防災マニュアル
常～目標による管理制度
常～ファイリングシステム
郵券の購入
常～全庁共通文書分類基準表
常～個人情報保護
常～立案請求
常～要綱
常～後援名義等使用承認事務取扱要綱使用申請書
常～教育委員会補助金交付要綱
常～基本計画・実施計画に関する資料
常～生涯学習推進計画
人事配置、事務分担
職員名札
給与減額免除申請書
服務届
週休日の割振表
出退勤時刻データ修正記録簿
在庁理由入力記録簿
非常勤職員旅行命令簿
非常勤職員報酬等仕訳書
非常勤職員の割振変更命令簿
非常勤職員休暇簿
非常勤職員欠勤・遅参・早退簿
非常勤職員振替命令簿
非常勤職員年次有給休暇簿
常～通勤手当認定簿（在課分）
支払調書作成台帳
賃金・報酬支払台帳（一時保育者等）
給与通知
個人番号提供カード専用封筒（人事課収受押印済　法定調書用）
通勤手当認定簿（異動分）

研修・福利厚生 研修通知
常～各館備え付け備品一覧表
会計事務処理マニュアル

財務情報システム 常～端末機取扱
当初予算見積資料
当初予算見積書
当初予算要求事項説明書
工事見積依頼
現金出納簿
流用申請書兼決定書
執行委任申請書兼決定書
監査通知
決算資料
監査資料
契約通知
契約依頼書　工事請負費
契約依頼書　備品購入費
常～環境物品等の調達方針
債権者登録の変更
年間契約
契約依頼書　一般需用費
契約依頼書　委託料
常～寄付者に対する感謝状贈呈基準
常～緊急連絡者名簿
常～公の施設の運営管理（駐車場有料化を含む）
常～施設使用料見直し検討
常～社会教育館等の概要
常～震災時等の緊急通行車両の事前届出等
常～特別区自治体総合賠償責任保険
常～中高生コーナー取扱について
常～中高生コーナーレイアウト
常～情報コーナー青少年利用者数
中高生コーナー運営委員会
常～１０中・１１中地域教育懇談会
子ども・青少年事業担当者西部地区連絡会
各課通知文（生涯学習課　教育政策課）
その他（国等）通知
東京都（教育庁）通知文
常～区政功労者表彰者名簿
調査・回答

緑が丘文化会館 共通 庶務

文書

例規要綱

計画

人事・給与 人事

服務

非常勤職員

給与

財務会計 財務会計

予算編成

予算執行

決算・監査

契約

コミセン共通 コミセン共通全般

中高生コーナー

子どもサポートプラン

各課通知文

調査・回答
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 緑が丘文化会館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
調査・回答（目黒区の教育）

館長会 館長・係長会確認事項
常～コミセン設置の経緯（資料）
常～コミュニティ助成事業（一般コミュニティ）申請・事務手続き
常～自由が丘住区住民会議資料
常～別館屋上改修検討会
常～本館竣工引き渡し
常～本館設備取扱説明書
常～本館福祉環境整備要項協議
常～改修工事見積書
常～改修工事届出書
常～建築・設備点検基準表
常～工事設備引継リスト
常～工事打ち合わせ（機械設備）
常～工事打ち合わせ（建築）
常～工事打ち合わせ（電気）
常～非常照明設備その他改修工事（本館）
常～本館改修実施設計
常～行政サービス窓口機械設備工事
常～行政サービス窓口設置に伴う設備工事（別館）
常～自動制御機能改修工事（別館）
常～別館冷温水ポンプ取り替え及び分解修理
常～別館外壁改修・屋上防止工事
常～別館各種改修工事
常～非常照明設備その他改修工事（別館）
常～ＡＥＤ設置
占有者拾得物届出書
常～モニカ緑ケ丘園　鍵引渡証・受領証
常～ガスメーター（マイコンメーター）
常～ガス供給割引契約
常～委託業務評価・業務改善評価
常～維持管理の継続案件
常～鍵の引渡し証・預り証
常～施設維持管理に係る資料（喫煙、防音など）
常～施設維持管理マニュアル
常～施設関係仕様書
常～小規模給水設備台帳
常～平成１０年度目黒区耐震診断結果一覧表
常～放置自転車申請書
常～本館マスターキー登録
維持保全業務積算単価表
常～モニカ緑ケ丘園　協議確認書・覚書
常～本館電気検査結果通知書
廃棄物マニフェスト
事業系廃棄物の再利用資源化促進
廃棄物（伝票、実績一覧表）
常～蛍光灯残高表
常～施設点検（報告書以外）
常～施設保全管理（施設点検）
常～事業系廃棄物の再利用資源化促進資料
常～修理資料
常～別館漏水調査
備品等借用書
教育財産目的外使用許可
電柱施設共架料
常～目的外使用（選挙事務）
常～別館用途別面積一覧表
常～近隣建物計画
常～電線共架道路使用許可
常～電線共架契約
常～公有財産用途変更
常～軽自動車継続検査
財産使用許可にかかる歳入調定
常～別館境界確認
常～電気の保安規定（別館・本館・図書館）
モニカ緑が丘園水道・電気使用料金の歳入調定
電話料金領収書
電気使用量通知
水道料金領収書
公共料金支出内訳
ガス料金領収書
常～公共料金支出方法の変更及びこれにかかわる事務取扱要綱の制定につ
いて
モニカ緑が丘園　消防設備点検完了確認書（写）
常～防火管理者
消防訓練通知書及び自衛消防隊編成表
消防用設備等点検結果報告書
常～緑が丘文化会館消防計画書（H６～）
常～防火対象物等の自主管理確認表
常～消防設備等（特殊消防設備等）設置届出書
常～災害等危機管理マニュアル
防火対象物点検結果報告書
常～消防署立入検査結果通知書
常～産業廃棄物処理点検報告書（浄化槽）

緑が丘文化会館

コミセン共通

調査・回答

コミセン共通・西部地区

工事（本館）

工事（別館）

コミセン維持管理 施設維持管理

施設点検

財産

公共料金

防災管理

一般委託（施設管理除く
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 緑が丘文化会館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～カーテン配置図
自動ドア保守報告書
自家用電気工作物点検報告書
警備報告書
庭木手入れ委託報告書
総合運営管理業務委託報告書
総合運営管理業務委託作業計画表
機械設備見積書
エレベーター点検報告書
常～委託業者社員名簿
常～アローエース点検報告書（別館）
常～アローエース点検報告書（本館）
常～空調関係ダクトの清掃報告書（別館）
常～吸排気ファン排煙ファン保守
常～オイル配管電食調査報告書
常～エアハンドリングユニット作業報告書
常～別館ガスヒートポンプ保守
常～グラインダー取扱説明書
常～ガス器具取扱説明書
常～カラオケ取扱説明書（第７研修室）
常～炉・置炉用炭型電熱器説明書（第８研修室）
常～備品保証書
常～ステレオ（プレーヤー、カセット）（第２レク、音楽室）
常～ローカルアンプ取扱説明書（第３研修室）
常～リソグラフ取扱説明書（クラブ室）
常～ピアノ取扱説明書
常～テレビ・ビデオ用簡単リモコン取扱説明書
常～ステレオ取扱説明書（第１レク）
常～単一指向性ワイヤレスマイク
常～液晶プロジェクター取扱説明書
常～実物投影機取扱説明書
常～照明（スポットライト）
常～レーザーディスクプレーヤー取扱説明書
常～マイクロホン取扱説明書
常～ベビーベット
常～ビデオ取扱説明書
常～ビジュアルプレゼンター取扱説明書
常～カラーテレビ取扱説明書
常～アイロン取扱説明書、ミシン保証書
常～おもちゃ説明書
常～VTR一体型カメラ取扱説明書
常～OHPスライド取扱説明書
常～電子製本機取扱説明書
常～DVDプレーヤー取扱説明書
常～NECプロジェクター取扱説明書
常～電子ホッチキス
常～電話機取扱説明書
常～複合機マニュアル
常～留守番電話取扱説明書
常～インターネット接続説明書
常～サーキュレーター説明書
常～シュレッダー取扱説明書
常～パソコンプリンタ説明書
常～ビデオ・テレビ取扱説明書
常～ペーパーカッター（ロータリー式）説明書
常～ポータブルステレオCDシステム取扱説明書
常～ワイヤレスアンプ及びマイク取扱説明書
常～陶芸窯説明書２号機
常～陶芸窯説明書１号機
常～集じん機取扱説明書
常～美術室備品取扱説明書
常～陶芸窯用パンフレット
常～視覚障害者誘導システム
常～TOTOおむつ台（ベビーシート）点検マニュアル
常～AED説明書
常～電子申請システム（操作説明書）
常～利用の特例対応
情報セキュリティ
常～著作権法資料
社会教育館担当者会議の設置
常～中央館的機能の付与にともなう社会教育係所管事務の移管について
常～小中学校機能開放事業PR
常～施設予約システム指認証システム
常～施設予約システムＰＴ
区政功労者（社会教育事業）
常～めぐろ学校教育プラン
常～学校職員・教育公務員の兼職に関する事務取扱基準
財務文書（文化祭）
文化祭実行委員会（全体会議・企画会議）
利用者懇談会
文化祭全般
常～利用者懇談会資料
常～緑が丘文化会館備品一覧表

緑が丘文化会館

コミセン維持管理

一般委託（施設管理除く

一般委託（施設管理）

空調設備委託

コミセン備品管理 各室備品取扱説明書

倉庫備品取扱説明書

事務室器具説明書

美術室備品取扱説明書

１階器具説明書

文化会館共通 文化会館全般

利用者資料

文化会館利用
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 緑が丘文化会館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～ポスター等の取り扱いについて　展示用ガラスケース・ピクチャーレール利
用事項
常～印刷機（リソグラフ）
常～館内物品の備品点検表
常～受付事務マニュアル
常～利用案内資料
常～陶芸窯トラブル対応
陶芸窯団体懇談会
常～陶芸窯操作手順（素焼き／本焼き）
常～陶芸窯使用要綱起案
常～陶芸窯使用要綱
常～陶芸用電気窯使用期間一覧表
常～陶芸窯使用説明会申込書及び参加者名簿
常～コンピューターウィルス対策
常～ポスター掲示及びチラシ等配布依頼方法（取扱・原稿）
ホームページの更新
常～イントラネットマニュアル
常～ホームページ検討会
常～事業計画データベース
常～事業実施計画書
常～事業実施報告書・評価
常～他館事業計画一覧表
講座事業計画書
地域サークル講座担当者会

社会教育講座（春） 「ビートルズ」
社会教育講座（春） 地域サークル講座「篆刻入門」
社会教育講座（夏） 地域サークル講座（はじめよう！シェイプアップ）
社会教育講座（秋） 子どものストレスマネジメント
社会教育講座（冬） 女性の人権
交流機会提供事業 東工大サイエンステクノ

財務文書（１０年保存）
講座保険
常～生涯学習情報誌
常～行事保険
常～一時保育の取扱い
常～社会教育講座等写真
常～社会教育講座資料（行事保険）
常～民間情報誌への無料広告の出し方
常～区職員活用しま専科の手引き
常～材料費等支払簿
常～講師派遣・依頼資料（子育て）
常～講師派遣・依頼資料（環境・経済）
常～指導希望カード
常～目黒区生涯学習人材情報システム
常～講師派遣・依頼資料（生涯学習・生涯設計
常～講師指導希望用紙
常～講師派遣・依頼資料（文化・教育）
常～目黒区視聴覚ライブラリー
常～同和教育映画
常～ビデオ・書籍貸出簿
常～映画目録

館内掲示・依頼 ポスター・チラシ等依頼通知
利用申請書（登録） 利用申請書（登録）
利用承認書（一般） 利用申請書（一般）

取消申請書（還付金なし）
区行政利用申請書
現金還付（還付請求書・取消申請書・利用承認書）
自由が丘住区住民会議利用申請書
還付起案

陶芸窯使用申請書 陶芸窯使用申請書
歳入調定
収納金収入報告書
歳入検査
収入払込書兼払込通知書
入金票（控）
領収書
使用料収入月計表
収入日計表

印刷機利用 常～印刷機使用要綱（写）
事務連絡表（本館）
事務連絡表（別館）
退室届（コメントあり）
美術準備室退室届（コメントあり）
団体用ロッカー募集及び配置図
団体用ロッカー抽選結果
ロッカー利用申請書
常～団体用ロッカー利用要項
常～団体登録中央館的事務
常～団体登録申請書（青少年B）
常～団体登録申請書（青少年A）
団体登録起案
常～団体登録申請書（成人）
常～シルバー人材センター
常～社会教育関係団体登録要綱

緑が丘文化会館

文化会館共通

文化会館利用

陶芸窯使用

HP・区報ポスター共通

講座 講座事業計画

講座共通

社会教育資料 社会教育資料

社会教育講座（庶務・資
料）

講師名簿

視聴覚資料

文化会館利用

利用申請書（減額・免除・
取消）

使用料歳入

使用料収入

使用料日計・月計表

文化会館利用（館内
チェック）

事務連絡表

退室届

団体援助 団体援助全般

団体登録 団体登録申請

団体登録要綱・申し合わ
せ事項
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 緑が丘文化会館）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～団体登録目的外利用
常～団体登録申し合わせ
常～社会教育関係団体登録要綱改正
常～団体登録事務担当者会報告
常～団体登録担当者会検討結果
団体登録事務担当者会
常～団体登録参考資料
常～社会教育関係団体登録他館参考資料
常～社会教育関係団体登録資料

一般利用者登録 常～一般登録申請書
常～申請学級（共通）援助年数
常～申請学級（共通）参考資料
常～申請社会教育学級実施要綱
常～申請社会教育事務説明会
申請社会教育学級終了報告書
申請社会教育学級追加募集
申請社会教育学級広報原稿
申請社会教育学級募集
申請社会教育学級承認（決定）
申請社会教育学級変更申請書
申請社会教育学級経費支出（２０日締め分）
申請社会教育学級経費支出（５日締め分）

申請社会教育学級学習
結果表

申請社会教育学級学習結果

常～目黒区自主グループ連合会資料
常～目黒区社会教育関係団体連絡会資料
常～目黒区新生活運動推進委員会資料
常～目黒区婦人団体連合会資料
常～目黒区文化団体連合会資料
常～連合団体見学研修会事業評価
連合団体財務文書
連合団体指導者派遣説明会
常～リーダー後継者育成研修会
目黒の社会教育を考えるつどい
連合団体指導者派遣

婦人団体連合会 教養大学講座（旧主婦大学講座）
女性学習グループ連絡 女性学習グループ合同研修会

常～演劇教室（資料）
常～合唱（資料）
常～目黒の社会教育を考えるつどい
常～目黒区報の取扱い（ユネスコ）
常～国際交流ひろば実績
常～ユネスコ事業の移管
常～ユネスコパンフレット
ユネスコ財務文書
ユネスコ・後援
在日外国人対象日本語講座及び国際交流ひろば
調査・回答
ユネスコショートニュース
ユネスコ・共催
ユネスコとの話し合い
ユネスコ理数教室
ユネスコ国際文化交流講座（年間）（語学教室、美術教室、文化講座）
一時保育者要録名簿（貸出用）
中学校家庭教育講座計画書
小学校家庭教育学級計画書
家庭教育学級に伴う会議室等行政目的利用申請（写）
中学校家庭教育講座報告書
小学校家庭教育学級報告書
家庭教育学級・講座実施起案
家庭教育学級・講座運営者説明会
家庭教育学級・講座アンケート
中学校家庭教育講座委託経費支出
小学校家庭教育学級委託経費支出
家庭教育学級・講座の戻入
家庭教育学級・講座保育者謝礼の支出
家庭教育学級・講座運営責任者名簿
常～ＣＡＰの取扱い
常～家庭教育学級・講座資料
常～事業評価制度（家庭教育事業）
常～小中学生保険

緑が丘文化会館

団体登録

団体登録要綱・申し合わ
せ事項

団体登録担当者会

団体登録資料

申請社会教育学級援助 申請学級援助全般

申請学級申請・承認

申請学級支出

連合団体援助 連合団体援助全般

中央館的事務 中央館的事業

ユネスコ委託事業

家庭教育 家庭教育

家庭教育資料
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