
 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 青少年プラザ）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
各種届出書
調査・回答
区政運営会議
庶務担当課長会
常～災害応急対策本部活動の手引き
常～区議会
庁内通知
常～ファイリングシステムの手引き
常～ファイリング基準表
常～個人情報保護
常～公文書公開条例の解釈運用基準・個人情報保護条例の解釈運用基準
常～文書事務の手引き
郵便切手等の受払い
ファイリング通知・説明会
文書事務通知
常～行政手続条例
常～使用料に関する条例改正
常～青少年プラザ条例、条例施行規則
常～青少年プラザ施設使用料収納事務受託者検査要領
常～制定した例規のあらまし
常～施設予約システム完了報告書
常～施設予約システム準備
常～予約入力可能期間
常～団体登録更新取り扱い
常～青少年プラザ施設利用方法の変更
常～集会予約システム維持管理連絡会
常～施設予約システム保守
常～施設予約システム連絡票
常～集会施設予約システム利用概要（使用記録簿）
常～財務情報システム　予算編成
常～庶務事務システム
常～財務情報システム　復活予算
常～財務情報システム　予算執行
常～文書管理システム
常～生涯学習人材情報システム
常～電子自治体共同運営
常～インターネット
常～イントラネット
常～スポネット利用ガイドブック
常～ホームページ申請マニュアル
常～メグネットマニュアル
常～行財政改革大綱の実施要綱
常～行財政改革
常～指定管理者制度
常～実施計画
常～第二中学校跡地活用計画
常～男女平等推進計画
常～目黒区基本計画
常行革・青少年プラザ人員計画１４～
常～職員緊急連絡先
常～職員名簿
常～人事調査・回答
常～目標によるマネジメント
常～臨時職員制度
人事通知
非常勤職員出勤簿
常～非常勤職員制度全般
非常勤職員休暇簿
非常勤職員年次休暇簿
非常勤職員勤務を免除された休日等の振替命令簿
非常勤職員の勤務時間の割振変更命令簿
非常勤職員任用
常～服務通知
服務諸届
職務専念義務免除申請書
出退勤時刻データ修正記録簿
出勤記録コード表・出勤整理状況報告書写
週休日の割振指定表
欠勤・遅参・早退届
給与減額免除申請簿
在庁理由入力記録簿
飲食届
旅行命令簿（即日帰庁）
旅行命令簿（宿泊旅行）
常～給与通知
常～給与事務の手引
常～通勤手当認定簿（在）
常～旅費事務の手引
非常勤職員報酬
通勤手当認定簿（異動分）
常～公務災害補償
常～被服貸与個人票
安全衛生委員会
健康診断

共通 庶務

文書

例規・要綱

施設予約システム

内部情報システム

事務業務電子化

計画・行革

人事

非常勤

青少年プラザ

人事・給与

服務

給与

研修・福利厚生
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 青少年プラザ）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
研修
福利通知
福利
常～キャッシュカードの取扱基準
常～指名業者登録名簿
財務全般通知
契約事務の手引き
金銭出納員・現金取扱員・物品出納員名簿
会計課通知
債権者登録
常～収納支出事務委託マニュアル
現金出納簿
常～物品名鑑
常～備品総括表・備品リスト
常～備品金庫
備品組替・所属替
備品修理等報告書
常～野外活動機材（キャンプ用品）
使用料歳入還付命令書
歳入・還付・減額調定マニュアル
歳入振り分け表
使用料還付起案
歳入調定
減額調定
予算編成に係る要望書
本年度予算編成
常～歳入歳出予算見積書（補正）
常～歳入歳出予算見積書（当初）
要求事項説明書（当初・部局枠）
要求事項説明書（当初・政策枠）
予算通知
要求事項説明書（補正・部局枠）
要求事項説明書（補正・政策枠）
予算見積資料（補正）
受付委託支出事務
契約依頼書
契約書
コピー機・リソグラフ変更契約書
公用携帯電話使用料
電話料金内訳書兼領収書
コピー（複写機）借上げ支出マニュアル
支出負担行為書
年間契約書（青プラ）
納品書・完了届（雑誌、受付、複写機）
予算流用
予算書
リソグラフ消耗品注文用紙
リソグラフ借上げ支出マニュアル
支出負担行為兼支出命令書
歳出還付
科目更正
歳出管理
常～庁外施設定期監査
常～決算・監査事務の手引
監査資料
常～包括外部監査
監査入力マニュアル
監査通知・入力資料
決算入力マニュアル
決算通知・入力資料
主要な政策の成果報告作成資料
決算説明資料
常～ＰＨＳ導入、携帯プランへの切り替え
常～協働事業
物品借用書
各種案内・通知
目黒区の教育・目黒区青少年事業に関する報告書
生涯学習推進事業調査結果
常～目黒区生涯学習実施推進計画
常～文部科学省社会教育調査
常～青少年プラザ・社会教育館のあり方
常～生涯学習区職員派遣制度手引き
常～消防訓練・防災訓練
常～社会教育講座講師謝礼表
常～指導課要覧
常～職員会議（朝会）
常～教室事業（サポートセンター）
常～苦情・トラブル対応
常～社会教育事業手引き書
常～職員会議録（平成１７年１月～）
事務分担表
館長・係長会
常～社教関係ＰＴ報告書
館内連絡会

歳入管理

予算編成

青少年プラザ

人事・給与

研修・福利厚生

財務全般

備品

予算執行

決算・監査

青少年プラザ共通 青少年プラザ共通全般

館長会・ＰＴ・担当者会
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 青少年プラザ）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
青少年事業担当者会
常～視聴覚教育関係資料
常～東京都社会教育指導員会・研修会
常～ロビーワーク
常～ワークショップ資料
常～館重点目標・課題
常～指導事務連絡会（課題研究）
常～指導事務連絡会（社会教育課題資料）

指導員資料 常～社会体育資料
常～青少年関係団体名簿
中目黒住区青少年育成連絡会
住区青少年部連絡会
青少年委員会
地域ネットわっくわっくの会
常～青少年委員会規則・活動方針
子育てネットワーク事業「ふらっとネットワーク」
利用者アンケート
常～印刷機の貸出・コピー等のサービス
常～施設利用全般
常～施設利用年別利用実績
施設利用月別実績
利用申請書
印刷機等利用券（控）
常～利用承認取消申請書
常～利用受付の際の注意点
常～利用の原則
常～青少年プラザ施設利用案内
常～宿泊依頼
常～宿泊事務マニュアル
常～寝具借上仕様書
常～月別宿泊利用団体統計表
常～旅館営業許可
常～保健所立入検査（旅館業法に基づく）
常～中目黒スクエア図面
常～総合管理委託仕様書
常～施設保全管理
常～施設点検
常～施設工事材料・設備器具資料
常～規則
常～音楽室の防音性能について
常～遺失物の管理資料
常～キー管理表
臨時休室告示
備品等の利用申請（団体・一般）
備品等の利用申請（行政）
避難経路図原稿
集会予約システム（設定要望等）
受付業務連絡
施設利用作業部会
自衛消防訓練
常～使用料算定根拠（中目黒スクエア）
常～公の施設等の運営管理経費等に関する調査
常～青少年プラザ使用料改定資料
常～施設使用料見直し調査
印刷機使用代金納入済通知書・領収証書
誓約書（承認書の紛失・忘れ）
個人情報保護覚書
収入集計明細書
業務日誌
収納金日報（印刷・諸収入分）
収入金収入報告書・収納金日報
施設使用料納入済通知書・領収証書
常～青少年プラザ日計表
常～収納支出事務受託者各種様式
常～収納支出事務受託者マニュアル
常～受付業務等の委託
還付金支払報告書
常～一時保育手引き
常～源泉徴収所得税の通知・資料
人事課収受押印済個人番号提供カード専用封筒（法定調書用）
法定調書
年間事業計画
常～社会教育講座講師情報
常～支払調書作成台帳
常～行事保険資料
青少年健全育成
現代的課題への取り組み
理数教育体験学習事業
人権講座
職業体験講座
常～他事業所との共催事業資料
利用者懇談会
常～利用者懇談会資料
ロビーワーク

宿泊管理

施設管理

受付等委託事務

施設の利用と管理 施設利用

使用料の改定

プラザ内交流事業

青少年プラザ

講座開催等の青少年事
業

計画・講師・法区

講座

青少年プラザ共通

館長会・ＰＴ・担当者会

指導事務

青少年関係団体
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 青少年プラザ）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～青少年の健全育成資料
ウィンターフェステバル
常～善行青少年他自治体調査起案
常～表彰事業全般
青少年社会貢献表彰
常～善行青少年他自治体調査会回答書・集計表
常～青少年社会貢献表彰者資料（旧善行青少年表彰）
児童理科クラブ支出
児童理科クラブ実施
理科クラブ参加者・応募者
理科クラブ引継ぎ資料
実験クラブ支出
実験クラブ実施
実験クラブ引継ぎ資料
児童合唱クラブ周知・申込書・施設利用
児童合唱クラブ引継ぎ資料
児童合唱クラブ支出
児童合唱クラブ・安全確認カード
児童合唱クラブイベント全般
児童合唱クラブ実施
社会教育関係団体登録等申請書
常～団体登録様式一式
常～団体登録時アンケート
常～団体登録資料
団体登録申請受付簿
常～社会教育関係団体登録要綱
社会教育関係団体登録変更届等
団体登録データベース操作マニュアル
団体登録担当者会
常～社会教育館登録団体一覧表
共催・後援名義申請
申請社会教育学級
常～指導者派遣要綱
常～家庭教育講座のてびき
常～家庭教育学習・講座の資料
常～印刷機の機能提供
ロッカー使用
常～社会福祉協議会
常～団体援助他自治体の資料
野外活動器材貸出件数等資料
子ども会・ボーイスカウト資料
野外活動器材貸出申請書
次年度準備
目黒子ども会連合会
ボーイスカウト
常～野外活動器材貸出取扱基準
常～目黒区青少年団体自然体験支援に関する要綱
常～自然体験事業宿泊場所
常～自然体験活動支援事業（バス提供）
気仙沼自然体験準備・報告
常～気仙沼自然体験資料
常～気仙沼市資料
気仙沼自然体験経理
気仙沼自然体験ツアー参加者
常～角田市交流事業経過・確認書資料（１６年度～）
常～角田市資料（パンフレット等）
角田市受入事業
角田市派遣事業
親子交流事業
民間交流支援事業
参加者あて通知
最終アンケート（参加者・保護者）
東京都スポーツ推進員研修会
参加者名簿・申込書
援助者登録用紙・ボランティア申込書
ステップアップ講座周知
ステップアップ講座を支える会
ステップアップ講座全般
ステップアップ講座起案
常～目黒青年学級経過資料
常～目黒青年学級
常～ボランティア配布資料
常～ステップアップ講座について
スポーツ安全保険・ボランティア保険
保険証の写し
常～他区の青年学級
常～知的障害者を理解する資料
ステップアップ講座家族アンケート
ステップアップ講座事前説明会
ボランティア関連（交通費・受入承諾書ほか）
合同講師会
常～スタッフ名簿・宛名ラベル
常～支出金口座振替依頼書
常～障害の理解とその支援

ステップアップ講座 ステップアップ講座全般

ステップアップ講座手引

スタッフ

団体援助 団体登録

団体(１）要綱・規則に基
づく援助

団体援助（２）活動の援助

バス提供事業

国内交流・自然体験事業 自然体験事業

国内交流

その他交流事業

表彰

クラブ事業 児童理科クラブ

実験クラブ

児童合唱クラブ

青少年プラザ

講座開催等の青少年事
業
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 令和元年度 行政情報目録 （教育委員会事務局 青少年プラザ）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
スタッフ謝礼・支出一覧
スタッフ宛通知
スタッフ研修会
生活学習（１日プログラムおよび計画）
生活学習（バスハイク２）
生活学習（バスハイク計画）
生活学習（パーティー計画１、２）
生活学習（教養プログラム）
ステップアップパーティー
生活学習（半日プログラム２および計画）
生活学習（半日プログラム３および計画）
生活学習（オリエンテーション）
生活学習（バスハイク１）
生活学習（半日プログラム１および計画）
運動サークル
文化サークル
常～目黒視聴覚ライブラリー
常～他の青少年団体情報
常～他自治体施設
常～講師派遣
新鮮生涯学習情報
常～著作権資料

館だより 常～若造（ＷＡＫＡＺＯ）
常～情報コーナー
雑誌
ポスター・ちらし等掲示依頼申請

情報収集提供 情報収集・提供全般

広報・機関紙

情報コーナー

ステップアップ講座

スタッフ

生活学習

サークル活動

青少年プラザ
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