
 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド

実施事業日程・課題
庁舎周辺清掃
通知（企画経営部）
通知（庁内その他）
通知（総務部）
庶務通知
常～情報セキュリティ対策基準集
常～SkyPDF
私物利用許可書
みどり土木政策課ＨＰ
調査・通知
個別システム
イントラネットシステム
区民の声
お客様の声処理
都民の声
庁内調査（環境清掃部）
庁内調査（その他）
区長まちづくり懇談会
庁内調査（企画経営部の広報課以外の課）
庁内調査（総務部）
庁内調査（都市整備部）
庁内調査（広報課）
当初予算に計上する工事費等の見積もりについて
道路事業費に関する調査
庁外調査（東京都・他区）
庁外調査（他団体）

経営改善 窓口改善
事務分担表
組織改正　所要人員
機能別組織検討通知
機能別組織検討
継～目黒区男女平等推進計画
継～緑の基本計画・土地利用計画書・めぐろ実行プラン２００４
継～都市美ガイドライン
継～生活圏域整備計画書
継～住宅マスタープラン
常～新型インフルエンザ等行動マニュアル
常～目黒区まち・ひと・しごと総合戦略
継～健康めぐろ２１

実施計画 継～実施計画１９～２３年度
環境対応
政策決定会議

文書管理 調査・通知
継～永年長期保存公文書目録
文書引継ぎ
継～１８年度F表
継～ファイル基準表
開示請求
調査・通知

要綱（国・都） 通知
常～課要綱・要領等の管理
常～要領
常～要綱
常～基準指針
常～施設の名称、愛称等の決定方法等について
訓令・条例・規則
常～教示
継～通勤手当認定経路一覧表
通勤手当認定簿（異動分）
調査・通知
人事異動に伴う事務引継
通勤手当認定簿（在課分）
会計年度任用職員
旅行命令簿（非常勤）
総合庁舎電気錠カード借用申請書（非常勤）
個人番号取得事務管理簿
臨時職員
専務的非常勤

服務取扱 服務取扱全般
遅延証明書
出退勤時刻データ修正記録簿
休暇簿等添付書類
出退勤時刻データ修正記録簿
在庁理由入力記録簿
時差出勤利用申請書
給与減額免除申請簿

職免 職務専念義務免除申請書
給与等戻入命令
報償費
報償費（個人番号取得事務管理簿等）
通知等
旅行命令簿

例規・要綱
要綱（公園）

みどり土木政策課 庶務

庶務通知

基本計画・実施計画 基本計画

共通

ＩＴ

意見・要望・事故

庁内調査

経営改善
組織改正・所要人員

政策決定・議会対応

文書
ファイリングシステム

ファイル基準表

情報公開

人事 人事全般

非常勤職員・臨時職員

服務
服務諸届

給与事務 給与事務
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
給与減額整理簿
管理職特勤実績簿
雑給支給仕訳書（１０～３月）
非常勤職員・臨時職員賃金等仕訳書
雑給支給仕訳書（４～９月）
健康管理
互助・共済
調査・通知
労働衛生管理
調査・通知
被服貸与申請
職場研修
インターンシップ
技能講習　案内
研修案内（報告含）
受講資料
受講申込
契約事務通知
常～サクラ基金
常～各種届出
財務全般通知
債権者登録
清算命令
事後調定一覧
支出命令
調定収入通知書
支出起案
支出命令（平成３０年度土木工事課分）
領収証書
事後調定一覧表
「身近ないきものを楽しむ」障害保険（納付書・調定書）
みどりの散歩道コースガイドの売却（納付書・調定書）
めぐろのいきもの８０選の売却（納付書・調定書）
寄付申出書
寄付申出書（ふるさと納税）
寄付申出書（郵便振替）
歳入還付（公園管理係）
歳入還付（利用係）
歳入調定・納入済通知書（駒場火災保険金）
納付書兼納入済通知書
納入済通知書（区民農園）
納入済通知書（オーパス夢ひろば）
収納金収入報告書
歳入調定（オーパス夢ひろば）
振替収支
常～歳入徴収事務の私人への委託について
常～広告料収入
常～広告掲載印刷物
常～公金の取扱マニュアル
常～現金出納簿
歳入調定（目黒のサクラ寄付金）
歳入調定（特殊施設使用料）調定収入通知
歳入調定（太陽光の売却収入）
歳入調定（前渡金預金利子）
歳入調定（公園等使用料）
歳入調定（区政資料複写収入）
生きもの発見隊障害保険（納付書・調定書）
通知
随意契約ガイドライン
契約依頼予定書
調査通知
契約依頼書（５０万以上）４～９月
契約依頼書（５０万以上）１０～３月

契約依頼書（５０万未満） 契約依頼書（５０万未満・物件・委託・工事）
みどりの推進
公園一般管理
交通安全施設整備
サクラの保全
児童遊園等管理
道路改良
公園等改良
道路修繕
道路橋りょう一般管理（消耗品以外）
道路橋りょう一般管理（消耗品）
自動車管理

予定額増減 予定額増減書
リース物品の返還
備品通知
調査・通知
新備品管理システム
他課からの執行委任決定書
科目更正
予算通知・資料・調査
収支予定表

被服

みどり土木政策課

予算 予算執行

契約 全般

年間・早期契約

契約依頼書（５０万以上）

支出負担

用品・備品

給与事務 給与事務

雑給支給仕訳書

福利厚生 互助・健康管理

研修

財務会計 財務会計全般

支出関係

歳入
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
予算流用
他課への執行委任決定書
予算説明資料
予算書等校正資料
予算関係通知
予算各会派要望
当初予算要求
執行委任
当初予算にかかる要望・調査
当初予算入力資料・見積書
補正３号
補正１号
補正予算にかかる要望・調査
補正２号
事務処理特例交付金
特例交付金部内調整会議
令和２年度分　事務処理特例交付金要望（R０１）
令和元年度特例交付金（補正２号）
令和元年度特例交付金実績報告
常～特例交付金（政策課題調査）
常～河川施設の維持全般
常～特例交付金河床洗掘都調整（H２６、H２７）
常～特例交付金とは
令和２年度予算（特例交付金関連）
令和元年度分　事務処理特例交付金要望（R０１）
予算関係通知
予算説明資料
執行委任
予算書等校正資料
当初予算にかかる要望・調査
当初予算入力資料・見積書
当初予算要求
予算各会派要望
予算書等校正資料
予算関係通知
予算会派要望
当初予算要求
当初予算入力資料・見積書
当初予算にかかる要望・調査
執行委任
予算説明資料
予算説明資料
予算書等校正資料
予算関係通知
予算各会派要望
当初予算要求
当初予算入力資料・見積書
執行委任
当初予算にかかる要望・調査
主要な施策の成果等報告書
歳入決算額確認リスト
決算関係通知
決算説明資料
定期監査実施結果
定期監査資料
行政監査
監査調査通知
工事監査

計画・概要 都市整備部事業概要 都市整備部事業概要
継～土木部組織の変遷
継～土質簡易判定区分図
常～機能別組織検討会用資料
常～不法投棄対策連絡会
年末年始等対応、連絡網
常～みどりと公園課の課題と事業計画
常～河川法
常～街づくり条例
常～工事台帳
常～第二建設事務所
公園等に関する協議
常～バリアフリー新法
常～下水道事業
常～区職員活用しま専科一覧（含．報告書用紙）（含．生涯学習情報）
常～警視庁等警察照会文書
常～公園等の条例・規則改正
常～使用管理施設通知書
常～事務引継
目黒区シルバー人材センター報告書
会議室等利用申請
常～公園等施設交換便
常～政策会議への付議要求
常～事務引継書（課長）
常～特定商業施設、大規模店舗対策
常～鉄道事業者委託工事透明性確保（国交省通知）

みどり土木政策課

決算・監査 決算

監査

国都区等調整 工務庶務

公園庶務

予算 予算執行

２８年度当初予算編成

補正予算編成

事務処理特例交付金

３０年度当初予算編成

３１年度当初予算編成

令和２年度当初予算編成
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
河川改修促進連盟幹事会
河川改修促進連盟総会
河川改修促進連盟理事会
河川改修促進連盟全般
特別区下水道事業促進連絡会（下促連）
継～七建との覚書
下水道関連連絡調整協議会
水害対策要望
菅刈公園立抗
三区（分担金）
三区（研修会）
三区（第１回幹事会）
三区（総会）
三区（要望活動）
三区（第２回幹事会）
三区（事務連絡）
五区（要望活動）
五区（総会）
五区（分担金）
五区（第２回幹事会）
五区（事務連絡）
五区（研修会）
五区（第１回幹事会）
呑川合流改善工事
呑川研究会報告書
呑川研究会名簿
常～機械式立体駐車場機種選定委員会
東京都公園協会
しいの木会
全国都市公園整備促進協議会
常～緑化・公園関係団体資料
常～（財）都市緑化技術開発機構
日本公園緑地協会
土木主幹課長会土木部会
特別区土木主管部長会
常～特別区公園担当課長会（平成１９年度分）
特別区公園担当課長会
継～３１１号線道路維持管理協定
清流復活事業協定
目黒川水質改善要望（H２４.１.２５)
目黒川しゅんせつ要望（H２９.３.２９)
当選議員勉強会
一般質問
決算特別委員会・予算特別委員会
都市環境委員会
標識交付申請
車両事故の処理
貸出車使用申込書
駐車場使用時の旅行命令申請詳細書
運行管理表

車両維持 自賠責・任意保険
目黒川水質調査委託書類
目黒川水質調査報告書（年間まとめ）
目黒川水質調査委託報告書（各回）
目黒川水質調査報告書
目黒川水質調査委託
契約書類
実施要領
請負業者提出書類
現場実験に伴う駐車場等申請書
監督員起案書類
契約書類（H２９)
水質浄化対策まとめ（H２９)
報告書（H２９)
計画通知書（建築物）（H２９)
水質浄化実験結果（H２９）
水質改善等PT（H２９）
目黒川水質調査報告書（H３０）
水質改善等PT（H３０)
常～目黒川総合環境整備計画（原稿）
図面使用願（下水道局）（H３０)
契約書類等（H３０)
都調整（H３０)
地元周知（H３０)
水質浄化PT
令和２年度予算見積
水質・臭気調査（＜法人名＞）
目黒川水質浄化対策検討業務委託　R０１
目黒川水質浄化PT全般
水質浄化委託　契約変更
水質浄化対策HP公開の意見調整
目黒川の臭気等苦情集計

パンフレット河川 常～都河川部パンフレット
調査・回答 調査・回答

みどり土木政策課

目黒川水質浄化対策検
討業務委託（H３１）

河川

議会・委員会 議会・委員会共通

車両 運行管理

委託 目黒川水質調査委託（当
年度）

目黒川水質調査報告書
（過去）
目黒川水質浄化実験委
託（H２８)

目黒川水質浄化実験委
託（H２９)

目黒川水質浄化対策検
討委託（H３０）

呑川研究会

緑化・公園関係団体

土木主幹課長会

公園担当課長会

協定

区長要望活動

国都区等調整

河川大会

下水道事業

三区連絡会

城南五区
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～条例による区管理河川の実態調査
常～河川の安全利用点検表
常～ニ級河川の廃止
常～改正河川敷地占用許可準則
常～区長委任河川管理
常～河川管理体制の連携強化について
常～河川管理施設点検
常～清流・総合治水
常～河川の延長
常～区長委任河川実態調査
常～転落防止柵設置箇所図
常～目黒川手すり調査
常～アルミデザイン柵
常～下流部（新橋～船入場）（案）
常～河川転落防止柵の高さ
目黒川底質調査（都一建）
常～目黒川しゅんせつ工事（緊急施工）２４年度

目黒川いきもの発見隊 いきもの発見隊
常～目黒川資料
常～品川区水質浄化施設
常～東京都による浚渫計画
常～水質調査（平成２６年度）
常～水質調査（都市環境部・環境清掃部）
常～目黒川浄化対策実験
目黒川水質改善対策合同検討
目黒川水質改善要望（H２４０１２５副知事要望）
常～湧水に関する資料･情報の調査
常～東京都悪臭苦情調査
常～河川悪臭苦情対応
常～感潮河川区域の白濁現象調査
学識経験者意見聴取
水質浄化対策検討会準備会
第２回水質浄化対策検討会
水質浄化対策作業部会（第２回）
水質浄化対策作業部会（第１回）
平成３０年度　目黒川水質浄化対策検討報告書
第３回水質浄化対策検討会
常～装置設置候補地
水質浄化対策作業部会（第３回）
令和元年度　対策検討会報告書
常～下水道部分分流化（下水道局）
第１回水質浄化対策検討会
常～目黒川今昔・未来（鷹番小学校）
常～職員派遣（中根小４年、呑川）
常～目黒川ウォッチング(下目黒小学校)
常～菅刈小学校講師派遣（Ｈ１３．１１．２７）
常～目黒川研究授業プレゼンテーション資料
常～上目黒小（４年）研究授業
常～月光原小学校講師派遣
常～沿川通路清掃（中目黒小学校）
常～目黒川社会科資料（４年生）

水生生物 常～河川実態調査報告書（下水道）
常～魚窪地・水性植栽調査資料
常～シオクグ・アイアシの資料
常～目黒川船入場整備計画(平成１３年度)
常～目黒川の水量変化に伴う魚類生息状況調査
常～目黒川順流部生物調査計画書
常～目黒川船入場環境改良工事について
常～国土交通省京浜工事事務所打合せ
常～自然環境基礎調査(環境保全課)
清流復活事業（平成２８～３０年度）
常～一次利用協定
常～協定（過去）
常～送水経費の計算方法と実績
常～清流復活パンフレット
清流復活送水停止（設備工事）
清流復活送水停止（大雨対策）
清流復活協定締結
常～目黒川に寄せられた声
常～目黒川での釣りについて
常～清流復活事業区長要請行動
常～城南河川清流復活放流水の送水制限について
常～清流復活事業要望資料
グラウンドワークやまのて(目黒川）
常～目黒川沿線通路の清掃ボランティア希望
常～目黒川浄化に向けた現状と課題
常～要望（個人）
常～環境局調整資料
常～オープンカフェ資料
常～公園管理の基本方針検討資料
常～公の施設管理運営検討（管理人）
常～ポイ捨て防止条例（環境美化問題検討会）
常～みどりと公園課組織見直し検討会
子どもの放課後居場所づくり検討部会（Ｈ１４、１２、４～）

みどり土木政策課

公園管理 公園検討課題

目黒川総合環境整備 水質(浄化･浚渫)

水質浄化対策検討会

小学校対応

船入場整備

河川環境整備事業 清流復活事業

要望

河川

河川管理

目黒川 転落防止柵

目黒川浚渫工事
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～公園のサッカー利用
常～公園違法看板
常～公園と猫
常～公園と集会
常～公園と犬の散歩（ドッグラン含む）
常～公園と球技
常～公園とスケボー
常～路上生活者（ホームレス）対策
常～土木．公園維持作業のあり方
常～都市再生街区基本調査検討
常～児童遊園のあり方検討会
常～子ども放課後居場所づくり検討部会
常～公園等改修計画方針
常～公園等の用地取得基準について
常～カラス鳩対策資料
常～碑文谷公園（含．拡張部）
常～公園パンフレット
常～公園等広報、啓発（含、健康めぐろ２１）
常～展示動物の飼育及び保管
常～日本青少年会議
常～林試の森公園拡張部
常～衾町公園改良整備区民要望１５－２６７
常～公園名称・募集（祐天寺一丁目街かど公園仮称）
常～公園名称・募集（目黒本町五丁目街かど公園仮称）
常～公園名称・募集（中目黒公園）
常～公園名称・募集（中根ねむの木公園）
常～公園名称・募集（洗足二丁目街かど公園・仮称）
常～公園名称・募集（西小山公園）
常～公園名称・募集（菅刈公園）
常～公園名称・募集（原町タンポポ公園）
常～公園名称・募集（駒場三丁目緑地公園仮称）
常～公園名称・募集（下二南街かど公園）
常～公園名称・募集（やくも街かど公園）
常～公園名称・募集(大橋一丁目公園（仮称））
常～公園名称・募集(大橋ＪＣＴ内部空間広場）
常～公園名称・募集（本町五丁目西街かど公園）
常～公園名称・募集(洗足駅前ふれあい広場：仮称）
常～公園名称・募集(原町一丁目ひろば・仮称）
常～公園名称・募集(駒場一丁目街かど公園）
常～公園名称・募集(下目黒五丁目提供公園）
常～南一丁目緑地公園(仮称)
常～公園名勝・募集(大橋二丁目提供公園仮称）
常～公園名称・資料（旧地名等）
常～グッドデザイン賞等
常～屋上・壁面・特殊緑化技術コンクール
常～環境保全表彰
常～公園緑地功労賞
常～紺綬褒章（ロータリークラブ）
常～手づくり郷土賞・ふるさとイベント大賞
常～小鳥がさえずる森づくり運動優秀団体等の表彰
常～照明普及賞
常～青少年善行者表彰
常～全建賞
常～都市公園コンクール
常～都市緑化功労者表彰
常～土木学会デザイン賞
常～土木学会環境賞
常～表彰・感謝状
常～表彰一覧
常～目黒区区政功労者表彰
常～優良業者表彰
常～緑のデザイン賞
常～その他 表彰
常～まちづくり功労者表彰
常～崇文区記念植樹
常～サクラ基金
常～鹿児島市への寄付（旧西郷邸の石・樹木）
常～気仙沼市友好記念植樹
常～寄付目録（公園等記念寄贈樹等一覧、位置図
常～寄付物件平成１２年度以後
常～寄付物件平成１１年度以前
常～寄付物件（目黒ロータリークラブ）
常～愛子様記念植樹式
常～宝くじ協会の遊具
常～めぐろエコの森記念植樹（日の出学園）
常～角田市友好植樹
常～寄付物件（しだれ桜・菅刈公園）
常～寄付物件（みずほ銀行）
常～寄付物件（中目黒　楽屋）
常～寄付物件（東京ロータリークラブ）
常～東山公園拡張部見学
常～中目黒公園開園式
常～菅刈公園開園式
常～開園式資料（駒場野公園拡張部）

みどり土木政策課

公園管理 公園検討課題

公園資料

公園名称・募集

表彰

寄付物件

開園式
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～開園式資料
常～１０周年記念行事企画（碑文谷公園ポニー園）
常～目黒天空庭園開園式
常～１０周年支出・起案（碑文谷公園ポニー園）
常～土木技術管理主査業務の機能別化
工事成績評定書送付
常～調査・回答（その他）
常～調査・回答（区内部）
調査・回答（都・特別区）
担当者連絡会
常～事務連絡（契約課）
常～事務連絡（施設課）
常～焼却灰溶融スラグ（清掃一組）
環境物品調達実績
常～事務連絡
常～「道路工事設計基準」及び「建設局標準構造図集」の一部改定について
常～東京都環境物品等調達方針（公共工事）
コロナ対応
常～区仕様、基準等
常～東京都建設局リサイクルガイドライン（H２３.６）
全国統一指標
土木関係技術管理連絡協議会
国・都からの通知
各種調査・回答
品確法
全国一斉点検
常～一般質問（H２３.６）
常～質問・回答
常～参考資料
常～参考資料
常～環境配慮型工事設計・施工要領
常～条例化作業ＰＴ
常～参考資料
常～国土交通省関係政令の整備等に関する政令について
常～引継ぎ資料
常～調査・回答
常～事務連絡（都）
平成３０年度建設副産物実態調査
公共工事土量調査
今後５年間発生土調査
公共工事実績額調査（平成３０年度工事分）
継～目黒区工事施工体制点検要領および契約後ＶＥ（試行）について
継～財務局写真撮影要領
継～国交省評定用紙類
継～工事成績評定要綱実施細目
継～工事成績評定表原稿
継～工事成績評定に関する実態調査
継～区政の透明性向上
継～監督基準都
常～単価契約様式
常～工事施行規程改定
継～施行規程改定スケジュール（案）
継～土木小部会記録
継～土木小部会
継～土木工事成績評定実施細目（試行版）の試行について
継～設計委託成績評定要領
継～小規模道路修繕工事の施工に関する調査
継～実施細目及び様式検討
継～ＧＩＳセミナー
常～ＮＡＳ設置（台帳システム）
常～２３年度 道路台帳検討会
NAS・GISの基本的な取り扱い
継～道路施設台帳システム（仮称）
継～電子データ交換ガイダンス
継～第２回ＧＩＳ検討部会
継～コスト縮減
継～コスト縮減１７年度資料
継～防空壕
常～コスト縮減検討会
継～ライフサイクルコスト低減　１６年度
継～ＯＪＴ＆コーチング
継～設計書参考
継～橋・コンクリート落下予防塗装
継～遮熱性舗装
継～安全パトロール
継～職場研修（塗装手続き）
常～土木工事建設コスト縮減検討会設置要領
常～土木工事電子納品基準
道路維持工（単価契約）の工種単価拡充について（２８.４.１試験施行）
常～目黒区入札・契約に係る苦情処理の手続き要領等の改正について
常～土木工事単価契約様式処理基準
常～設計変更委員会要領
常～現場代理人の常駐及び兼務に関する運用基準
工事検査証（１０月分～３月分）

みどり土木政策課

事務改善検討 施行規程見直し

GIS・NAS（台帳整備）

職場内検討会

工事関連 工事関連共通

工事検査証

土木技術管理 土木技術管理全般

各種通知等

土木関係技術管理連絡
協議会

議会・委員会

環境配慮型工事

「地域主権改革」関連

建設副産物

公園管理

開園式
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
工事検査証（４月分～９月分）
常～工事成績評定
常～２３年度　工事成績評定改定
常～総合評価方式（H２３）
常～国・都からの通知
常～総合評価方式
常～２２年度 土木工事電子納品基準検討会
常～電子納品基準参考資料
常～土木工事電子納品基準検討会設置要領
「請負者等提出書類処理基準・同実施細目」の改定について
調査照会・回答
東京地区用地対策連絡協議会
継～個人情報審議会への諮問依頼
継～個人情報保護条例に関する取扱
継～移転資金等融資あっせん要綱及び要領
継～都市計画道路等の道路予定地の管理に関する取扱要領

人事・研修 東京地区用地対策連絡協議会研修
東京地区用地対策連絡協議会会費
継～街路事業促進協議会加入
継～収支予定表の取扱
継～マンション敷地買収の手引き
継～契約時の付帯事項について
継～建築の手引き
継～公共用地取得の税務
継～工作物の移転・除去等の完了届
継～譲渡担保の登記がある場合の処理
継～補助３０号線用地取得実績図
継～都用地事務提要
継～土壌汚染対策
継～公共嘱託登記協会
継～登記嘱託の記載例
公共用地の取得に伴う損失補償基準
常～東京都　損失補償基準・実施細目
継～残地補償基準の適用
継～損失補償に関する消費税の取扱
継～都市整備用地の先行取得事業について
継～補償算定要領（別表分も含む）
継～用対連基準改正
継～　土地買収価格決定
継～財産価格審議会付議省略事項
継～土地評価事務の手引
継～不動産鑑定報酬基準
継～融資あっせん申込書
継～目黒区融資制度の資料
継～補助３０号線現況測量説明会
継～補助３０号線補償説明会
継～用地補償説明用パンフレット
継～補助３０号用地測量説明会
土地調書・物件調書の作成立会い
継～土地収用法について
継～道路認定の手引き
継～補助３０号線用地取得計画
継～補助３０号線道路用地管理柵設置
継～補助３０号線道路用地管理
継～補助３０号線道路用地確認書
継～補助３０号線境界石立会記録
継～補助３０号線境界点写真
継～補助３０号線権利者ファイル（個人）
継～補助３０号線建物登記簿
継～　補助３０号線権利者ファイル（法人）
継～補助３０号線土地登記簿
継～補助３０号線権利者一覧
継～補助３０号線案内図
継～補助３０号線境界点図・用地実測図・丈量図
継～補助３０号線形変更検討図
継～補助３０号線公図
継～補助３０号線地積測量図
継～補助３０号線平面図
継～補助３０号線道路管理区域図
継～補助３０号線事前協議書申請添付書類
継～補助３０号線事前協議（全路線）

補助３０号線契約 継～補助３０号線土地使用貸借締結
継～林試Ｂ路線不動産鑑定評価書
継～林試Ｂ路線用地取得
継～林試Ｂ路線用地取得手続
継～林試Ｅ路線用地取得
継～林試の森周辺地区整備計画資料
継～林試の森周辺地区整備計画事業測量図

木密事業 継～木密事業道路用地取得
継～補助１２７号現況測量委託設計書
継～補助１２７号線資料
継～補助４６号線土地収用事件公告
継～補助４６号線土地調書物件調書作成立会
継～補助２６号線周辺道路整備

みどり土木政策課

補助２６号線用地買収

林試路線用地買収

補助１２７号線用地買収

補助４６号線

生活再建制度

補償説明会

土地収用

補助３０号線用地買収 補助３０号線用地取得計画

補助３０号線道路管理

補助３０号線権利者ファ
イル

補助３０号線地図

補助３０号線事前協議書

道路用地共通 文書

例規・要綱

道路用地財務 財務会計

補償 補償事務処理

登記

補償基準

財産価格審議会

工事関連

工事検査証

工事成績評定

総合評価

工事関係書類
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
継～補助２６号線用地買収

環状６号線用地買収 継～環６（下目黒・西五反田）説明会
建物委託調査 継～補助第３０号線建物委託調査書

庶務全般 ｲﾝﾄﾗPCに関する協議（情報課）
常～区民の声
常～調査・回答
常～R２予算
常～H３１予算
常～住民・議会要望等
常～一般質問等
常～都市環境委員会

関係法令 常～国土交通省関連
要綱・要領等 常～コミュニティバス要綱・要領等

常～調査・回答
常～コミュニティバス調査アンケート

アンケート結果 常～アンケート調査結果
常～政策決定会議(情報提供) H１９.２.２０
常～区議会議事録
常～都市環境委員会　H１９.３.７
常～平成１８年度環境整備担当者会議
常～平成２３年・２８年　一定・一般質問(コミバス)　＜個人名＞
常～平成１６年度　調査報告書
常～平成１８年度 区民アンケート調査報告書
常～検討部会設置要領　H１６.７.２８

検討部会 常～平成２９年度　コミュニティバス検討部会
常～地域交通検討部会
常～世田谷区参考資料
常～環境整備担当者会議
常～地域交通検討部会（作業部会）
常～政策決定会議等
常～東京都交通安全対策緊急ＰＴ（高齢者安全運転視線装置設置補助）
常～平成３０年度目黒区地域交通検討ＰＴ
常～目黒区地域交通検討部会の設置
常～募集要項
常～プレゼンテーション
常～プロポーザル方式申請書
常～企画提案書
常～参加意向申出書
常～質問・回答
常～選定委員会
常～契約関係書類
常～参考資料
常～先進自治体ヒアリング
常～委託業者提出書類
常～次年度契約継続申請
常～委託業者提出書類
常～契約関係書類
常～変更契約関係書類
常～庁内事前打合せ
常～大量発送郵便物調整
常～参考資料等
常～アンケート結果（クロス集計）
常～アンケート結果（単純集計）
常～目黒区地域街づくり条例
常～目黒区補助要綱・要領等
常～横浜市要綱等
常～世田谷区要綱等
常～川崎市要綱等
常～東急バス（株）
常～世田谷区
常～港区
常～学識経験者
常～江戸川区
常～葛飾区
常～東京ハイヤー・タクシー協会

ホームページ・区報等 常～パブリックコメント
常～契約関係書類
常～委託業者提出書類
常～プロポーザル方式申請書
常～募集要項
常～選定委員会
常～環境整備担当者会議
常～情報開示
常～区長懇談
常～区民の声処理
常～決算特別委員会
常～都市環境委員会
常～予算特別委員会
常　課の課題、年間スケジュール
常～主要事業に係る進捗状況の公表について
調査回答
常～政策課題調査

課事業概要 常～土木工事課事業概要
部事業概要 常～部事業概要

みどり土木政策課

事業概要

要綱・要領等

関係機関意見聴取等

R２調査検討業務委託

R２プロポーザル

土木計画庶務 土木計画庶務全般

区民

議会

調査回答

コミュニティバス
調査・アンケート

議会委員会対応

導入検討

地域交通 地域交通全般

プロポーザル

H３０調査検討業務委託

H３１調査検討業務委託

アンケート調査

補助２６号線用地買収

地域交通庶務
調査・回答

予算・決算・監査

住民・議会
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～第二建設事務所事業概要等
常～提案要求書（都から国、二建）
常～国道の事業概要等
常～大田区事業

地図類 常～用途地域・地区図
常～上目黒一丁目宿舎跡地整備作業部会
上目黒一丁目地区プロジェクト　庁内連絡調整会及び担当者会
常～生物多様性
平成２７年度　みどりの基本計画改定

事務事業見直し 事務事業検証シート
常～個別予算要求資料
常～予算全般
常～平成２８年度当初予算
常～平成３０年度当初予算
常～平成３１年度当初予算
常～平成２９年度当初予算
常～調査・回答
常～大規模修繕・更新補助事業
常～設計審査資料
常～国土交通省所管建設事業費等実績調査
常～通知
常～国土交通省道路局予算関係
常～社会資本整備総合計画
常～社会資本整備総合交付金（交通安全施設整備事業）本要望
常～設計審査
常～概算要望
常～補助事業進行管理表
常～調査・回答
常～設計審査
常～調査・回答
常～設計審査
常～社会資本整備総合交付金（補修系事業）概算要望
常～社会資本整備総合交付金（補修系事業）本要望
常～社会資本整備総合交付金（補修系事業）改要望
常～社会資本整備総合交付金（道路事業）の概算要望
国費要望（その他）
常～社会資本整備総合交付金対象事業の実施に関する計画書
常～請求書
常～社会資本整備総合交付金交付申請書
常～社会資本整備総合交付金交付決定変更申請書
常～繰越
常～交付決定通知書
常～歳入調定
常～社会資本整備総合交付金の内定通知について
常～都完了検査
常～社会資本整備総合交付金額確定通知書
常～会計実地検査（社会資本整備総合交付金事業等）
常～電線共同溝特別調書
常～平成２８年次会計実地検査（道路局所管）

都市計画交付金 調査・回答
公共用地取得全般 用地行政３アップ連続実務セミナー資料「営業補償・工業補償・事業損失」
用廃会議 常～用廃会議
開発許可担当者会議（碑
文谷）

開発許可担当者会議（特定地名）

開発許可担当者会議（目
黒）

常～開発許可担当者会議（特定地名）

東山小学校周辺道路 常～東山小学校周辺道路調整
実施計画の改定に係る施設建設費等単価表の提出
常～実施計画の執行状況調査
常～実施計画の改定
実施計画の改定に係る施設建設費等単価表の提出

都市計画 都市計画全般 東京の主要鉄道駅周辺における歩行空間のバリアフリー化検討会
都市計画道路 東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針
中央環状品川線 常～中央環状品川線
首都高速３号線 常～首都高速３号線
補助第１２７号線 用地取得に係る研修会の資料
補助第１２７号線 常～都街路課打合せ議事録

補助第１２７号線
常～都市整備局　補償算定要領および補償標準単価表の使用・出版承認の
申請について

防災計画 防災計画 常～市街地の事前復興の手引き
道路計画全般 常～事務連絡
道路法令 常～航空法改正
カラー舗装 大岡山コミュニティ道路

常～点検要領
常～道路維持修繕担当者会議
常～インフラメンテナンス国民会議
常～調査・回答
常～点検計画
常～定期点検要領（H２６０６　国土交通省）
常～定期点検における健全性の診断結果を踏まえた措置について
トンネル等の定期点検基準（案）及び要領（案）にか係る説明会
常～道路メンテナンス技術集団による直轄診断
常～道路メンテナンス会議
常～東京都道路鉄道連絡会議

みどり土木政策課

都市計画道路

道路計画（全体計画）

インフラ　道路ストック

公共用地取得・廃止

開発行為

長期計画 実施計画

補助金・交付金 補助金・交付金全般

社会資本整備総合交付
金全般

国費要望（交通安全施設
系）

国費要望（補修系）

国費要望（その他）

社会資本整備総合交付
金手続き

会計実地検査

事業概要

目黒区外の事業概要

検討会 JR宿舎跡地

その他の計画・構想等

予算・決算・監査
平成２８年度予算

公園計画予算
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～基準・要領
常～舗装維持管理計画作成委託　成果品
設計審査
舗装維持管理計画作成委託　監督員起案書類
常～舗装維持管理計画　全般
舗装維持管理計画作成委託　見積依頼
舗装維持管理計画作成委託　業者提出書類
舗装維持管理計画作成委託　原議

道路調査（直営） 常～土木工事課の道路調査
舗装維持管理計画 舗装維持管理方針

路面性状調査委託
設計審査
常～路面下空洞調査委託　成果品
常～調査後企業者調整
プロポーザル　全般
路面下空洞調査委託　監督員起案書類
路面下空洞調査委託
常～路面下空洞対策調整会議
設計審査
路面下空洞調査委託　業者提出書類
委託設計
舗装構造調査委託
擁壁等点検委託　見積依頼
擁壁等点検委託　業者提出書類
擁壁等点検委託　監督員起案書類
常～擁壁等点検委託　成果品
擁壁等点検委託　起工書
大型標識点検委託　設計
大型標識点検委託　見積
常～道路付属物点検全般
常～道路標識維持管理講習テキスト

道調会議全般 常～占用工事・道路全面舗装
長期道調 H３１～H３３長期道調
道路調整会議 平成３０年度道路工事調整会議

常～東京都内の道路におけるバリアフリー化推進連絡会議
常～東山イチョウ通り
常～区市道路のバリアフリー化事業に対する都費補助要綱
常～都費補助

福祉 常～地域福祉推進担当者会議及び障害者施策担当者会議
バリアフリー調査･回答 常～バリアフリー調査回答
法令・通達集 常～目黒区立施設福祉環境整備要綱
バリアフリー基本構想 常～縦覧図書
地区別整備計画 常～池尻大橋駅周辺地区交通バリアフリー整備計画
田楽橋交差点改良 田楽橋右岸側交差点改良設計委託　見積関連書類
田楽橋交差点改良 田楽橋右岸側交差点改良設計委託　監督員関連書類

常～無電柱化を推進する市町村長の会
常～調査回答
広報・周知啓発
常～電線共同溝予備設計委託－技術検討会
常～電線共同溝予備設計委託－調整会議
常～電線共同溝予備設計委託
常～電線類地中化整備基本方針改定委託
常～委託業務

区地中化協議会 常～目黒区無電柱化推進計画検討会・作業部会
常～第七期無電柱化推進計画
常～東京都無電柱化計画
常～東京都無電柱化促進連絡会議
既存ストックを活用した共同溝整備に伴う基本協定（企業名）
常～引き込み管路工事等に関する基本協定

区地中化基準等 常～目黒区電線共同溝建設負担金算定要領
常～浅層埋設基準
常～低コスト手法について
常～無電柱化事業に伴う移設補償金額の算定に関する取り扱いについて
常～電線敷設工事資金貸付金貸付要綱
設計審査
常～無電柱化チャレンジ支援事業制度要綱
常～区市町村無電柱化事業に対する都補助要望・調査
常～「市区町村無電柱化に対する都費補助要綱」
常～補助金確定通知書
常～歳入調定
常～歳入調定

地中化照会 常～地中化照会
地中化事例・講習会 常～電線共同溝整備講習会

電線共同溝予備設計委託　業者提出書類
道路の指定等に伴う照会（東京国道・世田谷区・警視庁）
常～企業者調整会議
電線共同溝予備設計委託　起工書
電線共同溝予備設計委託　監督員起案書類
常～道路指定
常～遮熱性舗装設計・施工要領
常～路面温度抑制効果の検証（国交省）
常～調査・回答
常～ヒートアイランド対策意見交換会

鉄道改良計画全般 常～鉄道事業者が工事を行う場合の透明性の確保について

みどり土木政策課

都費補助

大橋地中化予備設計

ヒートアイランド対策 ヒートアイランド対策

鉄道改良計画

道調会議

福祉環境整備 福祉環境整備全般

補助金

地中化 地中化全般

地中化検討委託

無電柱化推進計画

地中化協定

通達・都基準

道路計画（全体計画）

道路維持計画

道路調査

路面性状調査

路面下空洞調査

舗装構造調査

擁壁調査

道路附属物調査
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
東横線 常～目黒区・東急調整会議

常～通知等
常～踏切道改良促進法等の改正について
常～関東地区踏切道調整連絡会議　東京都分科会

踏切道調査 常～調査回答
踏切安全通行カルテ 常～踏切安全通行カルテ

特定交通安全対策事業 交安法指定道路 常～H２８～H３２交安法指定道路
未就学児の通学路点検
未就学児の交通安全対策
常～ライジングボラード
常～警視庁一括要請
常～「目黒区交通安全計画」（平成２８年度～平成３２年度）の策定について
常～ゾーン３０の整備方針について
常～交通安全対策
常～通知等
常～調査・回答
常～警察協議
常～区立小学校通学路図
常～通学路緊急合同点検
常～交通安全施設調査・回答
常～交通安全施設の現況調査

交通安全施設施工状況 常～防護柵設置状況
常～通知
ゾーン３０規制区域
常～案内標識設置
常～法定外表示設置指針

通学路安全点検 常～通学路安全点検
常～通学路交通安全プログラム
常～東山交差点改良
常～調査・回答

未就学児の合同点検 未就学児の合同点検全般
常～施工箇所
常～整備計画
平成２７年度施工箇所（駒場四丁目地内）

警視庁一括要請 常～警視庁一括要請
常～東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
常～自転車ネットワーク計画調整会議
常～自転車走行環境整備全般

調査・回答 常～調査・回答
他区市町村情報 常～自転車走行環境整備計画（他区市町村）

中目黒二丁目２番先交通量調査委託
常～自転車走行環境整備（南部区域）
常～自転車走行環境整備計画検討会・作業部会
常～自転車走行環境整備計画
パブリックコメント
政策決定会議・都市環境委員会等
学識経験者意見聴取
計画関係資料等
自転車走行環境整備に関する予備調査委託　見積関連書類
自転車走行環境整備に関する予備調査委託　監督員起案書類
常～通知等
常～溝橋（カルバート）の取り扱いについて
常～河川占用申請
常～H２４道路橋示方書

調査・回答 常～橋りょう調査・回答
常～橋りょう定期点検　調整
常～橋りょう定期点検　施行協定
常～橋りょう定期点検　施行協議
橋りょう定期点検委託　設計
橋りょう定期点検委託　請負業者提出書類
橋りょう定期点検委託　見積
橋りょう定期点検委託　起工書
橋りょう定期点検委託　監督員起案書類
常～道路橋点検士

橋梁長寿命化修繕計画 見積
常～東三谷橋耐震化工事　施行協議
常～東三谷橋耐震化工事　計画協議
常～大丸跨線橋　工事　施行協定
常～東三谷橋耐震化工事　施行協定
常～大丸跨線橋　工事　施行協議
蛇崩橋
常～大丸跨線橋　工事　計画協議
常～稲荷橋耐震化補修工事　施行協定
常～稲荷橋耐震化補修工事　施行協議
常～稲荷橋耐震化補修工事　計画協議
政策決定会議（平成２８年度改訂）
HP公表
常～１００ｍｍ安心プラン
常～河川清掃等ボランティア団体助成事業
常～国土交通省　河川砂防技術基準
常～渋谷川・古川河川整備計画
常～地域と連携した川づくりに係る事業
常～東京都河川維持管理基本方針（仮称）
常～呑川流域河川整備基本方針

みどり土木政策課

橋梁長寿命化計画 橋梁長寿命化計画全般

河川 河川全般

自転車走行環境整備 走行環境整備全般

自転車走行環境整備施
工
走行環境整備計画

予備調査委託

橋りょう 橋りょう全般

橋りょう点検・調査

橋修繕

交通安全施設

交通安全施設全般

交通安全施設調査・回答

基準・箇所図

通学路合同点検

通学路・裏通りの交通安
全対策

鉄道改良計画

踏切道 踏切道全般
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～「東京都内の中小河川における今後の整備のあり方について最終報告」
と「都の整備方針」
常～中小河川改修計画高水流量計算書
常～東京都水環境保全計画
常～統合準用河川改修費用補助制度
常～呑川河川整備計画等
常～目黒川流域河川整備計画
常～立会川河川整備計画等

都市計画河川 常～河川計画図（東京都）
常～河川指定等関係資料集
常～河川整備基金助成事業
常～国土交通省河川砂防技術基準計画編
常～都市計画河川一覧表
常～東京都市計画河川事業承認資料
常～河川占用工作物審査基準

目黒川流域河川整備基
本方針

目黒川流域河川整備基本方針

常～激特事業概要
常～新橋～田楽橋間用地問題図
常～中央環状線（目黒川関連）
常～目黒川改修の経過
常～目黒川管理区域・橋梁間隔
常～目黒川緊急対策(品川区)
常～目黒川激特事業工事概要書　H６１.３　都二建
常～目黒川蛇崩川改修工事概要s１５.３
常～目黒川整備工事その２１２図面
常～目黒川整備工事その２１２数量計算書
常～目黒川整備工事その２１２設計書
常～目黒川整備事業打合わせ(七建)
常～目黒川･５０ｍｍ整備
目黒川川床洗掘対策
目黒川河床整備工事
常～　目黒川河床整備工事（東京都第二建設事務所）
常～目黒川総合環境整備基本計画
常～目黒川関連事業のまとめ
常～河川情報
常～目黒川ウォーターフロント基本設計等委託
常～目黒川総合環境整備計画(報告書)
常～目黒川沿川道路整備計画資料
常～目黒川沿川道路設計
常～目黒川河川標識
常～目黒川ユスリカ対策散布状況
常～目黒川の沿川道路（道路扱い･植樹）
常～田楽橋下流地盤沈下
常～目黒川側道復旧に伴う桜の復植本数
常～沿川道路清掃用具入及び散水栓の使用
常～警察との打合せ
常～Ｈ１３年度環境保全促進事業
常～目黒川浄化の考察
常～多摩川環境管理計画
常～多自然型川づくり
常～護岸ブロック
常～ツル植栽によるコンクリート護岸緑化事例
常～河川環境調査・回答
常～水辺環境計画に係る資料提出
常～下水道の淡水魚類への影響
常～ふるさとの川整備事業に係る調査
常～ふるさとの川モデル事業費案
常～ふるさとの川　協定書
常～ふるさとの川整備計画書
常～ふるさとの川整備事業パンフレット
常～ふるモデ整備費
常～パンフレット（千川浄水・落合処理場）
常～ふるモデ説明資料
常～目黒川関連サイト
常～目黒川環境整備事業・整備費一覧
常～リバーフロントセンター
常～手順の検討
常～地域づくり推進事業計画
常～モデル事業実施要綱の運用
常～河川法１６条の２
常～都との協定
常～絵陶板
常～モデル河川概要説明
常～ふるモデ実施個所の写真提出
常～ふるモデ河床ハンプ七建委託図
常～実施に関する七建打合せ
常～目黒川船入場調整経過
常～目黒川沿川道路基本設計

検討委員会 常～費用区分
常～北区音無親水公園
常～東京の川（とうきょう広報８８.１）
常～石神井川における多自然型川づくり
常～三田用水（経緯）

みどり土木政策課

ふるモデ事業 ふるモデ全般

申請

ふるモデ実施

他自治体例

他の河川

目黒川総合環境整備 目黒川総合環境整備全
般

沿川道路整備

河川環境整備事業 河川環境整備事業全般

河川環境調査・回答

河川 河川全般

都市計画河川

目黒川

目黒川河川改修

13／46



 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～蛇崩川合流点道路線形検討
常～蛇崩川幹線計画図同志橋～石川橋
常～蛇崩川改修
常～蛇崩川河川暗きょ上の利用計画検討報告書
常～蛇崩川水理･流量計画
常～蛇崩川下水道局打合せ
常～中根橋～呑川橋間図面
常～　呑川水質浄化対策研究会
常～呑川から東京の川を考える
常～呑川流域対策連絡会
常～呑川緑化工事（二建）
常～呑川の会ニュース
常～呑川の研究授業
常～呑川ユスリカ対策（特定地名）
常～呑川河川改修（建設局）
常～呑川改修の経過
常～呑川管理区域協議資料
常～呑川境界関係図
常～呑川物語
常～呑川両岸道路路線認定図
常～公共こうきょ写真
常～九品仏川改修の経過
常～立会川改修の経過
常～東京都
常～板橋区
常～品川区
渋谷川古川河川整備計画
常～杉並区
常～大田区
常～東京における川のあるべき姿

空川 常～空川の整備計画
常～三田用水(経緯) 常～三田用水（経緯）
総合治水全般 常～調査・回答

常～東京都豪雨対策基本方針
目黒川流域豪雨対策計画

浸透事業全般 常～国庫補助事業概算要望
浸透事業調査回答 常～流域貯留・浸透事業に関する調査

常～船入場調節池整備報告書
常～目黒川船入場調節池概要書
常～目黒川船入場調節池･パンフレット
船入場調節池視察（H２５.５.７）
常～船入場調節池の上部利用
常～視察（区民建設委員会）(H２.６.２８)
常～荏原調節池
常～駒場野公園貯留池
常～品川区雨水調節池
常～勝島北部埋立事業（貯留池）

調査・回答 貯留施設
常～都市計画下水道の変更縦覧用
常～池尻新駒沢幹線貯留の概要（見学会資料）
下水道局パンフレット
常～都市計画下水道計画一般図
常～下水道構想２００１
常～河川占用申請（下水道化計画）
常～国・都の施策及び予算に関わる要望
常～蛇崩川幹線雨水吐工事（その６、その７）
常～新駒沢幹線の現状
平成３０年度下水道関連連絡調整協議会
常～ビルピット連絡会
常～合流改善事業（上目黒幹線）H２２
常～合流改善計画（上一）
常～合流改善計画
常～合流改善対策効果のモニタリング調査
常～目黒川合流改善区政運営会議
常～合流改善計画（上目黒幹線）

受託工事協定 常～暫分解消計画関係
常～水位情報提供(設計図)
常～渋谷恵比寿南地区　浸水対策事業
常～自然園下・下水
常～管きょ内水位情報（光ファイバー）
常～下目黒二丁目付近管渠整備
常～下目黒地区浸水対策説明会
常～下目黒五・六丁目雨水対策工事
常～東品川ポンプ所
常～下目黒二丁目付近下水道工事
常～品川区五反田付近排水施設（Ｈ２０）
常～東京都下水道事業「経営計画２０１０｣と下目黒二丁目下水道工事につい
て
常～公共雨水浸透ますの設置及び維持管理について
常～Ｈ１８品川区五反田付近排水施設
常～平成７年度東京都公共下水道整備状況
常～羅漢寺排水設備
常～羅漢寺川幹線会議録
常～羅漢寺川幹線

みどり土木政策課

都市計画下水道 都市計画下水道全般

下水道協議会

目黒川合流改善事業

雨水対策

羅漢寺川

総合治水
都計画

浸透事業

貯留事業 船入場

貯留地

他の河川
蛇崩川

呑川

九品仏川・立会川他

他の自治体の河川
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～目黒川幹線雨水吐・上部利用
常～目黒川幹線雨水吐打合せ(H４.１.２２)
常～目黒川護岸構造(排水施設設置)について（回答）
常～下目黒三、五丁目（羅漢寺）下水道工事
常～雨吐の箇所図
常～Ｈ１１年８月２９日の大雨対策
常～目黒川護岸排水施設設置について（協議）
常～一の橋・寺里橋舗装復旧
常～呑川橋梁落橋
常～雨吐の箇所図
常～呑川幹線（複断面化）
常～呑川本流緑道桜生態調査
常～呑川幹線その４９～５１工事（打合せ）
常～船入場付近人道橋
常～船入場人道橋設置に関する庁内連絡調整会及び同担当者会議

目黒川沿川通路整備 目黒川沿川通路整備 常～H２７目黒川沿川通路整備（東屋関連資料）

中目黒駅周辺地区整備
中目黒駅周辺地区整備
全般

常～上目黒一丁目プロジェクト

学芸大学駅周辺整備全般常～交通管理者協議（鷹番通り他）

常～学芸大学駅周辺地区ゾーン３０対策
常～学芸大学駅周辺地区懇談会
自由が丘南口商店街道路整備経過調査報告
常～自由が丘駅正面口指定喫煙所改善
常～西小山駅前街づくり検討活動支援業務
常～都市計画マスタープラン推進作業部会西小山街づくり推進分科会
情報開示請求
公園等基礎データ
常～旧川の資料館及び目黒川船入場の有効活用について
東山公園拡張部面積について(随時)
区有施設のあり方検討
常～夜間閉鎖
常～健康遊具の考え方
常～Ｐ－ＰＦＩ検討
常～政策経営委員会検討指示事項における調査について（回答）
常～新型自立支援センターの公園内設置検討
常～時代に即した公園のあり方(目黒区環境を考える会)
常～建築基準法（緩和規定）
常～「地域主権改革」による権限移譲等
常～参考事例収集（アメリカ山公園）
常～事例検討（区民センター公園の許容建築面積）
常～運動施設率の検討
移動円滑化条例関連（随時）
会議等説明資料（随時）
常～都市公園事業全般
常～特別区財政調整交付金

世論調査 常～世論調査
講習会資料等 研修資料

新子ども総合計画への掲載意向について
保健医療福祉計画の事業別評価調査について
平成３０年度都区財政調整区別算定に用いる数値等の調査について
平成３０年度　公園調書
新子ども総合計画への掲載意向について
目黒区子ども総合計画の平成３０年度実績及び自己評価等について
平成３１年度　公園調書（回答）
保育所等施設による都市公園の占用の事例について
H３１区市町村担当者名簿
都市計画公園・緑地等関連事務調査
土木関係現況調書
東京都都市計画公園緑地等調書
都市公園におけるプールの安全確保の強化について
子ども総合計画改定に向けたニーズ調査の調査項目について
公共施設における車いす使用者用便房の調査について
保健医療福祉計画の事業別評価調査について
都市公園におけるプールの安全確保の強化について
新子ども総合計画掲載事業調査
「目黒区産業振興ビジョン」の平成２９年度実績及び所属評価について
保育所等施設による都市公園の占用の事例について
特別区土木主管課長会公園部会アンケート調査
「目黒区産業振興ビジョン」（平成２７年６月改訂版）の平成３０年度実績調査に
ついて
平成３０年度市町村公共施設状況調査について
都市公園法及び同施行令の一部改正に伴う条例の改正に関する調査につい
て
市町村公共施設状況調査
「目黒区スポーツ推進計画」の事業実績及び事業評価調査の実施について
今後の都市公園の活用方策に関するアンケート調査
ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業に関する活用見込調査につ
いて
「健康めぐろ２１」に基づく健康づくり関連事業の事業実績及び評価の調査につ
いて
ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業に関する活用見込調査につ
いて
平成２９年度目黒区情報化推進計画の進捗状況等の調査について（回答）

みどり土木政策課

公園等整備調査 公園等整備調査４月

公園等整備調査５月

公園計画 計画係ファイリング

公園計画検討課題

条例改正

補助制度・助成制度

公園等整備調査６月

公園等整備調査７月

船入場人道橋 船入場人道橋

学芸大学駅周辺整備

あんしん歩行エリア形成
事業

自由が丘駅周辺整備

西小山駅周辺整備 西小山駅周辺整備全般

自由が丘駅周辺整備全般

都市計画下水道

目黒川

呑川
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
公共施設におけるトイレの調査について
交通公園に関するアンケートについて（回答）
ユニバーサルデザイン遊具に関する意向調査
自治体のトイレ関連行政についての調査
祐天寺駅周辺地区整備計画に係る調査
都市公園整備に係る平成２９年度の木材使用実績等調査について
目黒区子ども総合計画平成２９年度事業実績及び事業評価意見への回答に
ついて
台風２４号による被害状況について
第４回目黒シティラン展示ブースにおける区広報物の配布について
施設案内図作成に係る掲載情報の確認について
都市公園整備に係る平成３０年度の木材使用実績等調査について
冒険遊び場として整備された公園に関するアンケート調査
防災・減災に資する都市公園の防災対策に関する点検について（回答）
目黒区都市計画マスタープランの進捗状況等調査について（回答）
流域対策実績調査箇所別調書（区市町村施設　平成３０年度実績）
主要な行政計画へのグリーンインフラの位置づけに関する現状調査
提案募集方式により改正された制度等の活用状況について（調査）
地方ブロックの社会資本整備重点計画における国土強靭化及びインフラ長寿
命化等に係る対策の中長期的な見通しの把握に向けた調査
流域対策実績調査箇所別調書（区市町村施設　平成２９年度実績）
「東京都の公園緑地マップ２０２０」の作成に係る調査について
都市公園におけるバリアフリー化予定調査
公園緑地における民間の能力活用等に係る調査について
「平成３０年度東京都緑被状況調査」に関する公園情報の提供について（回
答）
愛知県広域緑地計画への資料の引用について（回答）
令和元年度「東京都緑化白書」緑化動向に関する基礎調査
平成３０年度都内各区市のさくらの名所情報及びイベント情報の提供について
都市公園におけるボール遊び規制要因に関する全国アンケート調査
令和２年度森林環境譲与税使途調査
都市計画区域マスタープラン調整案に関する意見照会について
当初予算書及び予算編成概要の作成について
都市開発諸制度活用方針の改定に向けた意見照会について
都市計画公園等見直し調査
都市公園を活用した健康づくりに関する調査
公衆トイレについてのアンケート調査について
「めぐろ子育てホッ！とナビ」掲載情報の確認
公園一時占用に関する調査について
令和２年度　公園緑地担当者名簿

都市公園等整備現況調
査

常～平成２９年度末都市公園等整備現況調査

常～専門誌「都市公園」原稿執筆
常～　公園管理運営士認定試験講習テキストへの事例掲載（日本公園緑地協
会）
調査研究報告書掲載記事の校正（日本公園緑地協会）
常～研究機関等アンケート
常～国土交通省所管建設事業費等実績調査
常～都市公園等維持管理現況調査
常～東京都都市計画公園緑地等調書更新
常～都市公園ストック効果事例集
常～都市公園等におけるかまどベンチ設置状況調査
常～「緑の基本計画」に関するフォローアップ調査について
公園施設の長寿命化対策及び都市公園の廃止等に関する調査について（回
答）
だれでもトイレ等のバリアフリー情報に関する調査について
区市町村立公園への防犯カメラの設置状況調査
常～緑の政策大綱
常～地方分権に伴う都市行政に係る通知等の取扱いについて
常～都立公園における民有地の借地公園事業実施要領
常～平成３０年度「みどり率」の調査結果
常～都立公園別マネジメントプラン説明会
常～都市計画法第５７条特許事業取扱方針
常～環境軸ガイドライン
常～民設公園
常～東京都景観条例「歴史的景観保全の指針」
常～東京の自然公園ビジョン
常～都立林試の森公園
常～市街地の事前復興の手引き
常～「環境確保条例」に基づく土壌汚染調査及び対策について
常～国の施策ﾊﾟﾝﾌ
常～行政手続法の対象となる処分の調査
常～公園に係る公共施設管理者負担金の取扱い
常～国有財産審議会
常～市街地空間総合整備事業制度要綱
常～児童福祉法
常～都市公園法・都市緑地法改正(Ｈ２９)
常～都市公園の用地として貸し付けられている土地等の評価について（相続
税等）
常～都区の公園の役割分担
常～税制
常～自然再生推進法
常～都市緑地法改正運用指針
常～菅刈公園整備の概要

みどり土木政策課

公園広報 公園計画係パンフ

公園等整備調査

研究機関等アンケート

国・都の調査（常）

国・都の調査（単年度）

国・都の公園計画等 国の公園等計画

都の公園等計画

関連法規・制度

公園等整備調査９月

公園等整備調査１０月

公園等整備調査１１月

公園等整備調査１月

公園等整備調査２月

公園等整備調査３月

公園等整備調査１２月

公園等整備調査８月
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
公園パンフレット
常～目黒区公園PRパンフ（総合）
常～世論調査
常～木密・防災まちづくり協議会発表資料
常～都立大学跡地ドングリ複植（Ｈ１４）
常～都市公園（旧西郷従道邸庭園の調査について）
常～青葉台二丁目公園（仮称）庭園調査報告書
常～目黒区基本計画改定
常～菅刈公園復原庭園ガイド
常～目黒区公園PRパンフ（まちづくり）
常～目黒区実施計画の改定に係る施設建設費等単価表について（平成２９年
度）
常～目黒区実施計画の改定に係る施設建設費等単価表の提出について（回
答）
常～実施計画改定（平成３０年度）
常～新実施計画事業評価
常～実施計画改定建設単価（２５～２９）
常～実施計画改定Ｈ２２～２６　施設建設費単価見積
常～実施計画改定（平成２４年度）
常～実施計画改定（H１８年度）庁内調整
常～実施計画改定（H１８年度）みどりと公園課作業
常～公園等改良計画
常～緊急財政対策検討資料（平成２４～２６年度）
常～基本計画具体化計画
常～平成２６年度実施計画見直し検討資料
常～Ｈ１８　実施計画全般
常～Ｈ２６事務事業検証シート
常～　みどりの基本計画改定（Ｈ２６検討資料）
常～みどりの基本計画　進捗管理表
常～緑の基本計画（１０年度）
常～緑の基本計画（改定）ハンドブック・手引き
常～緑の基本計画（改定）委託業者選考
常～緑の基本計画改定委託
常～緑の基本計画（１７年度）
常～庁内検討体制の検討
常～みどりの機能分析（沿道環境負荷の緩和）
常～　私的諮問機関の設置
常～緑の基本計画作業部会
常～１８年度区報掲載
みどりの基本計画他自治体
常～緑の基本奇異各改定第２回パブコメ
常～緑の基本計画想定問答
常～各区の緑被率変化一覧
常～行動計画全般
常～緑化施策の調査業務委託
常～みどりの評価制度
常～みどりの基本計画作業部会

H２６みどりの基本計画改
定PT

常～ＰＴ

常～委員会等報告資料（改定に向けた取組みについて）
常～みどりの基本計画改定担当者会
業者提出書類
常～東京都協議
常～印刷物協議
常～改定素案パブリックコメント
常～環境整備担当者会議（Ｈ２８.２.１２改定案（案）について）
常～業者提出書類
常～計画の公表
常～設計変更
常～起工書（みどりの基本計画改定委託）
常～施策検討（健康づくり）
常～懇話会
常～みどりの基本計画懇話会設置要綱
常～みどりの基本計画懇話会　委員選定
常～委員報酬支払
常～会議の公開
常～懇話会の区民公募
常～ガイドブック他自治体参考事例
ホームページ
みどりの景観づくり講習会
常～公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針について
常～公園利用実態調査委託
常～目黒区生活圏域整備現況調査
常～理科大学論文（遊び場施設）
常～都市公園利用実態調査（(社)日本公園緑地協会）
常～農大論文（公園構想等）
常～全公園準備調査（６年７月）
下二南街かど公園・下二児童遊園利用実態調査
常～日本大学卒論（油面公園）

区の公園等計画（改修・
利用）

常～別所坂児童遊園改修計画

常～新設・改修年次計画
常～公園と健康づくり

みどり土木政策課

公園の調査 公園利用実態調査

区の公園等計画（改修・
利用）

緑の基本計画 緑の基本計画

緑の基本計画検討

行動計画

みどりの基本計画（Ｈ２７）

みどりの基本計画懇話会

みどりの景観ガイドブック

公園広報 公園計画係パンフ

目黒区基本計画 目黒区基本計画改定

実施計画改定
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～区立児童遊園の当面のあり方について　区立児童遊園のあり方検討会報
告書
常～区施設における売店(自販機等)設置について
常～改修計画検討
常～こなべの公園出入部
常～碑文谷公園建物一覧

H２６公園等利用実態調
査

常～H２６公園等利用実態調査委託

常～東京都１/２５００地形図
常～みどりの景観調査
常～みどりの景観調査委託（農大）
常～業者提出書類
常～設計変更　起工書等
常～設計変更　検討資料
常～調査結果・分析資料
常～平成２６年度目黒区みどりの実態調査委託における積算基準及び積算に
使用する歩掛等の決定について
常～　７/２５　区報アンケート調査
常～　業者見積
常～　貸出資料
常～みどりの実態調査委員会報告
常～起工書
印刷物協議について[平成２６（２０１４）年度みどりの実態調査報告書]
常～テクリス登録
常～公衆便所・公園等トイレの設置・整備等の基本方針
常～誘致圏ﾌﾟﾛｯﾄ図
常～東京市・都ﾊﾟﾝﾌ等駒場･不動･碑文谷･清水池
常～財源について（国有財産取得・財調・都市計画交付金）
常～公園等の整備実績
常～１人あたりの公園面積
常～目黒区公園整備計画
常～防災
常～地区別公園配置素案H７.４.２８
常～重点公園整備地域
常～Ｓ５９配置計画PT資料
常～ネットワーク
常～２２住区タイプ分け
常～「目黒之記事」昭和初期
常～古地図地名
常～湧水
常～目黒区総合治水計画
常～名所・旧跡
常～埋蔵文化財
常～土地利用現況調査
常～接道に関する見解
常～国際化

基礎資料 常～　消防庁不足メッシュ図
常～世田谷区二子玉川公園
常～世田谷区健康マップ
常～キャッチボールのできる公園モデル事業
常～都市公園内の保育所整備
常～駒沢オリンピック公園飲食店
常～Park PFI関連
常～日野市相続時緑地保全事例
常～震災復興ﾏﾆｭｱﾙ作成
公園個別計画　他自治体資料
常～生活道路
常～都市計画区域の整備、開発及び保全の方針原案資料
常～グランドワークやまのて
子ども総合計画
常～都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン（平成２４年改訂版）
常～ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ検討会
常～都市整備関連計画等一覧
常～目黒区地域防災計画

緑化全般 常～緑化推進運動功労者賞
常～植樹計画
常～植樹実績
常～河川・下水道幹線化後の上部利用都・下水道局との協議等
常～中小河川の植樹に関する指導基準
常～東京における川のあるべき姿
常～改修計画
常～公衆便所検討会（１８年度）
常～公衆便所土地使用状況調書
常～総合治水担当者会議
常～公園・校庭等の貯留浸透施設に関する実態調査
常～世田谷区平成８年度地区景観整備事業周辺景観調書報告書とその案
常～大橋上流・世田谷区水処理について
常～大橋上流上部利用PT元～
常～大橋上流世田谷区の計画
常～大橋上流駐輪場
常～目黒川の緑化について
常～目黒川緑道整備工事
常～目黒川沿川通路整備に関する打合せ
常～目黒川河床整備工事

みどり土木政策課

緑道等計画 計画全般

公衆便所計画

総合治水対策

目黒川

先進事例 先進事例

公園関連計画 公園関係計画

関連する計画

緑化推進計画
植樹計画・実績

公園の調査

区の公園等計画（改修・
利用）

Ｈ２６みどりの実態調査

公園配置計画 計画全般

配置計画検討

計画参考資料
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～目黒川河川激甚災害対策特別緊急事業工事（東京都）
常～目黒川幹線雨水吐工事
常～目黒川大橋上流の暫定整備
常～目黒川パンフレット等
常～九品仏川緑道
常～蛇崩川上部協議
常～呑川本流緑道側道の拡幅要望について
呑川緑化工事（工大橋～境橋）
常～緑道工事記録簿
常～呑川本流緑道（都立大駅前）
常～呑川幹線の横断面施工（二枚橋～東横線）
常～都立大学駅前タクシー乗り場
常～樹木移植（３０号線）
常～緑道内の自転車置場に関する取り扱い
常～緑道上自転車仮置場の提言書
常～立会川緑道区域変更
常～補助３０号事業認可
常～補助３０号・目蒲線立体事業の打合せ
常～旧庁舎跡・道路緑地
常～道路緑地図面（Ｈ１８以降）
常～用地取得のルール
常～用地活用及び施設整備に関する基本方針
常～用地選定基準
常～用地情報一覧
常～未利用国有地
常～廃止･用途変更
常～事業計画書及び建物工作物等解体撤去工事項目
常～特定地名
常～その他北部地区用地情報
常～都営住宅跡地特定地名
常～特定地名（首都高速道路公団）
常～特定地名（都営住宅）
常～区民の声（北部地区）
常～特定地名（斜面緑地）
常～区民の声（東部地区）
常～三田基金の活用
常～上目黒二丁目周辺地区（想定）の公園等の必要性（寄付）
常～第二中学校跡地
常～第二田道保育園跡地
区立別所坂児童遊園隣接用地の取得について
常～特定地名（羅漢寺川緑道向かい）
常～特定地名（未利用国有地）
常～その他中央地区内の用地情報
常～旧守屋教育会館跡地に係る活用意向調査
常～旧第六中学校跡地施設の活用意向調査
常～旧庁舎用地利用計画
常～区民の声（中央地区）
常～五本木中児童遊園
常～上四防災ひろば関連
常～特定地名（斜面緑地・緑化重点）
常～大塚山公園
常～田切公園（隣地）
常～(マンション名）予定地の公園用地としての取得の考え方
常～特定地名（国有地）
常～特定地名
常～特定地名
常～その他南部地区用地情報
常～区民の声（南部地区）
常～特定地名（木密事業用候補地調査）
常～特定地名（木密地域）
常～木密　本町地区内用地取得情報
常～特定地名（生産緑地）
常～原町二丁目宮野氏用地
常～洗足学園
常～洗足二丁目公園（仮称）
常～特定地名（地歴調査・土壌調査報告書）
常～区民の声（西部地区）
常～その他西部地区用地情報
常～特定地名（生産緑地）
常～東京工業大学の暫定開放
常～大岡山公園（東京工業大学）
常～中根公園拡張（寄付物件）
常～特定地名（寄付物件）

公園敷地内の水路 中央緑地公園
常～行政手続法に基づく審査基準
常～大規模小売店舗立地法
常～提供公園の管理協定（港区）
常～提供公園設計資料（園名板・制札板・その他）
常～平成１９年度特別区開発担当課町会
常～開発許可に関する条例･審査基準改定（住環境整備条例等）
常～開発許可制度運用指針の改正について
常～公共施設管理者協議・手続き様式
常～開発指導見直し検討
常～開発行為一覧表

みどり土木政策課

開発行為 開発行為手続

用地情報 用地情報全般

北部地区（駒場･菅刈･東
山･烏森住区）

東部地区（中目黒･田道･
下目黒･不動住区）

中央地区（上目黒･五本
木･油面･鷹番住区）

南部地区(月光原･碑･向
原･大岡山東･原町)

西部地区

緑道等計画

目黒川

その他の河川

立会川緑道

道路緑地
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～開発協議申請書
常～開発許可等に伴う提供公園等の管理についての調査
常～開発許可審査基準・同細目
特別区道二級幹線５号線　特別区道Ａ１７号線　（大橋二丁目１７～２２）電線共
同溝
常～東京共済病院
常～特定地名
常～開発行為相談受付簿
常～開発行為に伴う公園工事（大橋二丁目）
常～東邦大学大橋病院跡地
常～開発行為に伴う公園工事（下目黒五丁目）
常～下目黒五丁目開発行為提供公園
常～東邦病院
常～目黒４丁目提供公園
常～東工大地域国際交流プラザ開発行為
常～特定地名
常～開発行為に伴う公園工事（大橋二丁目）
常～その他南部
公共用財産に係る寄付・交換・用途廃止に関する調整会議
常～公共財産の認定・用途廃止(第６回)調整会議
常～街路樹・道路緑地・公園等調書・遊具一覧（MO付）
常～ＮＡＳ保証書関係
常～ＮＡＳ保守委託
常～ＮＡＳ購入契約
常～　情報セキュリティ基本方針等
ＮＡＳサーバでの公園等施設データ管理のルールについて
常～ＮＡＳサーバシステム管理運用基準及びセキュリティ実施手順
常～公園施設長寿命化計画での収集データ
常～年度別工事記録簿（５０～６２年度）
常～台帳システム検討
常～台帳補正用資料
常～台帳調書資料（北部）
常～台帳調書資料（南部）
常～児童遊園工事記録簿
常～公園別工事記録簿
常～公園台帳作成資料
常～公園台帳（所在カード）
常～公園基礎データ集計システム
常～各区の台帳整備状況
常～個別システムの拡張
常～児童遊園台帳整備委託
常～児童遊園台帳
常～街路樹調書
常～街路樹台帳

緑道 常～道路緑地台帳
公園システム検討PT 常～GIS公園台帳

常～駒場コース資料
常～西郷山・目黒川コース資料
常～東山貝塚・蛇崩川コース資料
常～呑川・柿の木坂コース資料
常～みどりの散歩道整備計画コース別基本設計
常～みどりの散歩道
常～呑川・自由が丘コース資料
常～碑文谷・立会川コース資料
常～目黒川コース資料
常～区役所・美術館ｺｰｽ資料
常～ガイドパネル記載内容
常～ガイドパネル一覧
常～ガイドパネル（資料）
常～新庁舎移転に伴うみどりの散歩道の対応
常～みどりの散歩道　経過資料
常～カラー舗装調整会
常～散歩道　照会・苦情
常～用途地域図（目黒区）
常～平成１４年３月２５日広報（目黒区民キャンパス）
常～めぐろ風景５５
常～目黒区都市計画公園緑地台帳
常～国庫補助完了検査マニュアル
常～都市計画審議会
常～都市計画公園緑地の計画線の指導
常～都市計画公園内の建築計画(中根公園)
常～都市計画公園に含まれる地区センター建替
常～都市計画交付金交付要綱
常～都市計画決定未共用部分について
常～都市計画関連事務窓口
常～都市計画の運用について
常～中目黒五丁目緑地都市計画決定
常～中町緑地
常～大岡山一丁目公園都市計画決定
常～世田谷区都計審
常～東山公園拡張　都市計画決定
常～駒場二丁目公園平成７年度都市計画決定
常～目黒公園の事業認可に係る訴訟
常～都知事協議

みどり土木政策課

みどりの散歩道 コース別マニュアル

ガイドパネル内容

関連資料

都市計画決定 都市計画決定

開発行為 開発行為手続

開発行為（北部）

開発行為（南部）

公共用財産の認定・用途
廃止調整会議

公園台帳 台帳

児童遊園台帳

街路樹台帳
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園の計画変更
常～駒場野公園拡張都市計画決定
常～区都・都計審事務日程
計画検討（施設課）
常～碑文谷公園計画決定
常～南一丁目緑地公園（仮称）都市計画決定
常～東山三丁目(東山)公園計画決定
常～都市計画法第５３条第１項の取扱い
常～中目黒二丁目公園(計画決定)
常～青葉台二丁目緑地計画決定
都市計画区域マスタープランの改定
常～「都市計画公園・緑地の整備方針」改定（平成３１年度）
常～Ｈ２５.３.５「緑確保の総合的な方針」担当者ブロック会議
常～中目黒二丁目公園境界図
常～都市計画決定のかけ方（林試の森）
常～都市計画公園・緑地の整備方針
区長会事務局からの調査
常～都市計画公園緑地の整備促進及び都市計画交付金説明会
常～都市計画公園緑地の整備方針（改定）
常～都市計画公園緑地の整備方針検討
常～都市計画審議会
常～未供用の都市計画公園
常～都市計画公園・緑地の整備方針（パブリックコメント）
常～駒場野公園拡張事業認可
常～東山公園事業認可告示
常～東山公園事業認可申請
常～南一丁目緑地公園（仮称）事業認可
常～青葉台二丁目緑地事業認可告示
常～青葉台二丁目緑地事業認可申請
常～中目黒二丁目公園事業認可告示
常～中目黒二丁目公園事業認可申請
常～碑文谷公園事業認可告示
常～碑文谷公園事業認可申請
常～事業認可の手続きについて
常～都市計画決定契約依頼
常～都市計画公園の事業認可
常～中町二丁目公園
常～駒場二丁目公園平成７年度事業認可
常～生産緑地法
常～都市計画審議会（生産緑地について）
常～農地に係る基本方針
常～市民農園整備事業
常～生産緑地地区の変更
常～生産緑地の買取り申請について
常～生産緑地・農地の保全
常～長寿命化計画研修会資料
常～「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」の改定等について
常～長寿命化計画策定見積
常～長寿命化調査委託見積
常～長寿命化調査委託見積
常～遊具の安全点検
公園施設長寿命化計画　業者実績資料
常～長寿命化計画費用検討
「公園施設の安全点検に係る指針（案）」（平成２７年４月）
各自治体における健全度調査及び公園施設長寿命化計画の対応状況につい
て
常～長寿命化計画他自治体資料
常～国土交通省所管補助金等交付規則
常～長寿命化計画事務所打合
常～樹木事前調査（公園事務所）
常～長寿命化計画策定調査当初予算
常～目黒区公園施設長寿命化計画策定調査委託（起工書）
常～園内灯点検委託
常～長寿命化計画策定資料
常～調査委託業者提出書類（１）
常～「整備促進に向けた都市計画変更」に関する検討会
常～　設計変更検討資料
常～　設計変更起工書
常～　起工書
常～　２０ヵ年改修計画検討
常～環担会議資料（Ｈ２６．２．１７）
常～業者提出書類（平成２５年度）
常～計画の決定
常～公園施設長寿命化計画策定に関する調査
常～政策決定会議資料（Ｈ２６．２．１９）
常～植栽管理方針の検討
常～　計画策定委託契約関係資料
常～積算基準の決定
常～身分証明書の発行について
常～　着手・完了報告書
常～中間報告
常～都市環境委員会資料（Ｈ２６．２．２７）
常～変更業務計画書
目黒区公園施設長寿命化計画策定調査委託（起工書）

みどり土木政策課

公園施設長寿命化計画 長寿命化計画策定資料

長寿命化計画他自治体
資料
長寿命化計画事務所資
料
２４年度調査委託

２５年度計画策定委託

都市計画決定 都市計画決定

都市計画決定の方針・運
用

事業認可

農地・生産緑地
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～　再委託契約
常～設置要綱(会議の公開含む)
常～有識者会議　委員謝礼支払
常～　庁内・外部への対応（パブコメ等）
常～有識者会議
常～目黒区公園施設長寿命化計画改定に向けた調査委託　入札（見積）経過
調書
常～平成２９年度　目黒区公園施設長寿命化計画策定調査委託（起工書）
常～調査委託業者提出書類
常～設計変更
常～再委託契約
常～政策決定会議資料
常～平成３０年度　目黒区公園施設長寿命化計画改訂委託（起工書）
常～再委託契約
常～計画改訂委託業者提出書類
常～概算要望
常～社会資本整備総合交付金・予算要求
常～社会資本整備総合交付金取扱い
常～都市公園事業今後の調べ
常～平成２４年度交付事業実施に関する計画
常～平成２４年度社会資本整備交付金額確定通知
常～平成２５年度社会資本総合整備交付金　予算要求（本要望）
常～社会資本整備総合交付金実施に関する計画
常～交付対象事業の実施に関する計画の変更について
平成２５年度　執行調整会議
常～　概算要望
常～交付決定変更申請
常～Ｈ２６-Ｈ３０社会資本総合整備計画
常～長寿命化計画策定に関する調査
常～本要望（２６年度）
社会資本整備総合交付金金額確定通知書
常～　完了実績報告
常～社会資本整備総合交付金の内定通知（暫定予算）
常～本要望（２７年度）
常～概算要望(２７年度)
常～完了実績報告
平成２６年度社会資本整備総合交付金実施に関する計画
常～平成２６年度社会資本整備総合交付金　請求書
常～平成２６年度公園緑地事業執行調整会議
常～平成２６年度社会資本整備総合交付金交付決定通知書
常～Ｈ２６交付申請
常～社会資本総合整備計画の変更
常～概算要望（平成２８年度）
常～平成２７年度公園緑地事業執行調整会議資料
常～概算要望（平成２９年度）
常～本要望（平成２９年度）
平成２７年度　社会資本整備総合交付金　会計検査資料
常～平成２９年度公園緑地事業執行調整会議
常～社会資本総合整備計画の更新について
会計検査資料（平成２７年度・平成２８年度）
常～概算要望（平成３０年度）
常～社会資本整備総合交付金額確定通知書
（社会資本整備総合交付金）交付金システムの利用者情報登録について
常～本要望（平成３０年度）
常～平成２９年度社会資本整備総合交付金交付対象事業に関する計画
常～平成２９年度社会資本整備総合交付金交付申請書
常～平成２９年度社会資本整備総合交付金交付決定変更通知書
常～平成２９年度社会資本整備総合交付金交付決定変更申請書
常～平成２９年度社会資本整備総合交付金交付決定通知書
常～平成２９年度社会資本整備総合交付金完了検査　審査報告書の提出に
ついて
常～社会資本整備総合交付金に係る社会資本総合整備計画の改正
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金額確定通知書（南一丁目緑地公
園）
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金額確定通知書（長寿命化）
常～平成３０年度公園緑地事業執行調整会議
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金完了実績報告書（南一丁目緑地公
園）
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金交付決定通知書（長寿命化）
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金交付決定通知書（南一丁目緑地公
園）
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金交付決定変更申請書（長寿命化）
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金交付決定変更通知書（長寿命化）
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金交付申請書（長寿命化）
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金交付申請書（南一丁目緑地公園）
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金交付対象事業の実施に関する計
画（長寿命化）
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金交付対象事業の実施に関する計
画（南一丁目緑地公園）
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金交付対象事業の実施に関する計
画の変更（長寿命化）
常～平成３１年度　社会資本整備総合交付金本要望
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金内示額
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金　東京都完了検査資料（長寿命

みどり土木政策課

社会資本総合整備計画 社会資本総合整備計画
（２４）

社会資本総合整備計画
（２５）

社会資本総合整備計画
（２６）

社会資本総合整備計画
（２７）
社会資本総合整備計画
(２８）

社会資本総合整備計画
(２９)

社会資本総合整備計画
(３０)

公園施設長寿命化計画

２５年度計画策定委託

２５年度　有識者会議等

２９年度調査委託

３０年度計画改訂委託
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金完了検査審査報告書
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金 費用便益比（南一丁目緑地公園）
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金　完了実績報告書（長寿命化）
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金　請求書の提出について（長寿命
化）
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金　請求書の提出について（南一丁
目緑地公園）
常～平成３０年度社会資本整備総合交付金　東京都完了検査資料（南一丁目
緑地公園）
常～社会資本総合整備計画（H３１～H３５）
常～国土強化地域計画の策定について
常～平成２５年度会計検査
常～　流域貯留浸透事業（中目黒公園）
常～平成２５年度会計検査（長寿命化）
常～平成２７年次会計検査提出資料（H２７.２.２～２.６）
常～H２６.４.２１～２５　会計実施検査
常～３号調書等作成
常～特別調書（長寿命化計画）
常～３号調書
常～令和２年次会計実地検査提出資料
常～令和２年次会計検査
常～都市計画法・地方自治法の検討（国土地理院跡地）
常～企画大規模などの会議資料（国土地理院跡地）
常～東山拡張用地取得要望（駒沢住宅）
常～東山公園拡張の考え方
常～東山公園拡張議会対応
常～東山公園拡張地元要望
常～東山公園財政計画
常～東山公園都市計画変更の事務について
常～東山拡張
常～世田谷公園
常～スケジュール
常～庁内調整検討会（１８年度）
常～１７年度庁内調整
常～東山小拡張道路廃止関連
常～東山公園隣接建物資料
常～コミュニティ道路埋設管
常～各課要望
常～樹木調査
常～解体工事（施設課）アスベスト土壌
常～東山ゾーニング図
常～東山拡張　三宿中央病院　環境調査
常～東山拡張解体　工事に関する苦情等の対応経過
常～東山拡張部への土の一時仮置き（施設課協議）
常～東山用地
常～用地取得事務（関東財務局関連）
常～土地利用の履歴等調査届出所
常～看護士寮
常～財価審・鑑定評価
常～基本構想案の決定
常～ドッグラン
常～東山公園拡張整備基本構想等作成委託
常～東山小アンケート、東山中アンケート
常～基本設計委託
常～公園づくりワークショップ
常～住民意見
常～住民検討
常～検討会
常～東山公園拡張整備　基本設計事案説明会
常～東山公園拡張整備　実施設計検討会
常～ポスター・チラシ配布
常～プロポーザル検討
常～基本構想懇談会

碑文谷公園 碑文谷公園 常～碑文谷公園　体育館改築
地域福祉推進包括補助 常～地域福祉推進包括補助事業
まちづくり緊急推進事業 常～ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業

常～原町一丁目７番・８番地区
常～空川の今後のあり方
常～木賃地区の公共施設整備
常～木造賃貸住宅地区（目黒本町６丁目・原町地区）
常～各地区整備計画（最新）
原町一丁目７番・８番地区防災街区整備事業
常～防災都市づくり推進計画
常～防災生活圏促進事業
常～薬師湯跡地（下目黒三丁目）
常～防災まちづくり事業等
常～目蒲線事業庁内連絡会（平成１６年度）
常～目蒲線沿線事業庁内連絡会

上目黒一・二丁目再開発 常～蛇崩川幹線上部における緑道整備について協議
空家等対策計画 常～目黒区空家等対策計画
公園等渉外事務（国） 常～都市公園設計実務研究

常～東京都の緑を確保する総合的な方針
常～目黒川水辺空間整備計画ふるさとの川ﾓﾃﾞﾙ事業
常～下水道関連連絡調整協議会

みどり土木政策課

目黒区都市整備事業 木密事業

防災都市づくり

目蒲線連続立体化事業

公園等渉外事項
公園等渉外事項（東京
都）

東山公園拡張 東山公園拡張計画

庁内検討・要望調整

用地取得・解体・埋文・現
況

基本構想・基本計画委託

東京都補助事業

平成２５年度　会計検査

平成２６年度　会計検査

平成２７年度　会計検査

国庫補助

令和元年度　会計検査

社会資本総合整備計画

社会資本総合整備計画
(３０)

社会資本総合整備計画
(３１)
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～区・東急調整会議
常～目黒区・東急調整会議
常～道路工事調整会議資料
公園等渉外事項（区）
常～長期計画策定検討委員会部内ＰＴ
常～駒場野公園生物多様性保全林ＰＴ
常～中目黒換気所設置に伴う区要望（サクラ、構台他）
常～報告書１／３最終
常～報告書２／３最終
常～中央環状品川線（中目黒換気所）東京都会議
常～船入場川の資料館に関する都河川部協議
常～報告書３／３最終
常～清流復活事業　目黒川・呑川
常～清流復活事業　協議
常～目黒川ふるさとの川整備計画
常～上目黒一丁目再開発事業
常～JR跡地活用に関する打合せ
常～JR課題検討会

池尻大橋 常～池尻大橋駅前バリアフリー整備
常～祐天寺駅改良工事　東急打合せ
祐天寺駅周辺地区整備計画
補助４６号　西小山公園
常～補助４６号線　まちづくり関係（立会川・木密等含む）
常～中央体育館
常～補助４６号線測量図
常～二建意見交換（２６号線）
常～中央町一丁目児童遊園の用地について
常～中央町一丁目児童遊園　契約関連
常～中央町一丁目児童遊園　町会関連
常～中央町一丁目児童遊園地元対応
常～登記簿（写し）

東急電鉄全体調整 常～目黒区・東急電鉄全体会議
緑が丘駅周辺 常～大岡山キャンパス計画（東工大・緑が丘）

常～学芸大学駅前
学芸大学整備計画改定案
常～旧前田家和館及び庭園保存修復検討会
常～駒場公園　文化財
常～中目黒駅改良工事
常～中目黒駅周辺地区整備構想改定

深沢４－１区民農園 常～深沢４－１区民農園（仮称）
目黒駅周辺整備 新橋公衆便所
富士見台公園 常～富士見台公園について（平成２２年度）
氷川台児童遊園 常～氷川台児童遊園について
油面住区センター児童遊
園

常～油面住区センター児童遊園について（平成２２年度）

目黒銀座児童遊園 常～目黒銀座児童遊園
西郷山公園　土砂災害対策検討
常～西郷山公園（トイレ）
入札（見積）経過調書詳細
区報原稿
設計委託契約依頼予定書
常～南一丁目緑地公園（仮称）検討会
常～南一丁目緑地公園（仮称）アンケート調査
常～土壌環境調査
常～都市計画図書原案作成委託
常～都市計画交付金
常～委員会等報告資料（環担会議、政策決定会議、都市環境委員会、都市計
画審議会）
常～データ利用許諾申請書類（ＭＭＴ・東京都）
南一丁目緑地（仮称）都市計画東京都協議
都市計画図書作成委託(都市公園等整備事業)請負者提出書類
都市計画図書作成委託
常～用地売買契約手続き
常～南一丁目緑地公園（仮称）要望
常～南一丁目緑地公園（仮称）都市計画変更原案説明会
常～南一丁目緑地公園（仮称）設計委託　提出書類
常～南一丁目緑地公園（仮称）設計委託　起工書
常～南一丁目緑地公園（仮称）資料
常～旧公園事務所跡地周辺近隣住民懇談会
常～碑文谷公園保育所整備のあり方検討会
常～旧公園事務所跡地保育所整備検討会
常～近隣懇談会
常～懇談会
常～旧公園事務所跡地整備検討会
常～旧公園事務所跡地公園整備懇談会
常～各委員会報告

区民センター公園 常～目黒区区有施設見直し計画（区民センター公園）
常～データ利用許諾申請書類（東京都）
常～覚書について

駒場公園 常～駒場公園
常～祐天寺駅周辺地区整備計画
常～自由が丘駅前西及び北地区街づくり
常～ペーパーナイフ
常～取材対応

みどり土木政策課

目黒のサクラ保全事業 目黒のサクラ保全事業全
般

中目黒駅

西郷山公園　土砂災害対
策
南一丁目緑地公園（仮
称）

碑文谷公園保育所整備

大岡山公園

再開発等街づくり連絡調
整会

プロジェクトチーム 各種ＰＴ

個別計画 船入場

上目黒ＪＲ跡地

祐天寺駅周辺地区整備
計画
４６号線

２６号線

学芸大学周辺整備

文化財

公園等渉外事項

東急との調整

公園等渉外事項（区）

24／46



 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～議会等資料
常～H３０目黒のサクラ保全事業だより
常～サクラ保全事業 掲載記事
常～目黒のサクラ基金募金活動
常～サクラ基金寄付者
常～目黒のサクラ基金事業
常～ふるさと納税資料
常～東京都街路樹診断マニュアル、大径木再生指針
常～樹木事前調査（公園事務所）
常～目黒川のサクラ再生実行計画パンフレット
常～H３０サクラ再生実行計画検討会記録（立会川緑道）
常～H３０サクラ再生実行計画検討会記録（呑川本流緑道）
常～H２９サクラ再生実行計画検討会記録（目黒川緑地帯）
常～H２８サクラ再生実行計画検討会記録（碑さくら通り、田向円融寺通り、碑
文谷五丁目緑地）
常～サクラ再生計画
目黒のサクラ再生実行計画現地調査会（第２回）
常～R１サクラ再生実行計画検討会記録（呑川柿の木支流緑道及び呑川駒沢
支流緑道）
呑川柿の木坂支流緑道及び呑川駒沢支流緑道サクラ再生実行計画検討会
（第３回）
目黒のサクラ再生実行計画作成委託起工（令和元年度）
目黒のサクラ再生実行計画作成委託設計変更（令和元年度）
Ｒ１サクラ再生実行計画検討会資料（呑川柿の木支流緑道及び呑川駒沢支流
緑道）
目黒のサクラ再生実行計画現地調査会（第１回）
呑川柿の木坂支流緑道及び呑川駒沢支流緑道サクラ再生実行計画検討会
（第１回）
目黒のサクラ再生実行計画作成委託　請負者提出書類
目黒のサクラ再生実行計画作成委託　質問回答書
呑川柿の木坂支流緑道及び呑川駒沢支流緑道サクラ再生実行計画検討会
（第２回）
常～サクラ保全工事記録
常～桜維持管理記録

サクラ保全事業報告会 常～目黒のサクラ保全事業報告会
常～目黒の桜資料（目黒川）
常～桜まつり・イベント等
常～都立大学駅周辺地元対応
常～目黒の桜資料
常～桜に関する意見・要望
常～日本花の会資料
常～病害虫
常～桜他自治体資料
常～桜資料（植栽、維持管理など）
常～ホームぺージ
常～調査・回答
首都高３号線の説明会
常～区報掲載

都計道事業計画 常～目黒区内の都市計画道路の状況
街路事業促進協議会全
般

常～街路事業促進協議会

都市計画図 都市計画道路事業現況図（区部）
パンフレット 東京都市圏総合都市交通体系調査
国・都からの通知 常～事務連絡等
都市計画道路整備方針 常～都市計画道路整備方針（第四次事業課計画）
国庫補助金全般 常～調査回答（補助事業）
事業カルテ 常～事業カルテ
国費内示 常～内示
交付申請(平成１６年度
～)

常～交付申請

常～完了実績報告書
常～東京都検査

額の確定通知 常～額の確定通知
請求書 常～請求書
歳入調定 常～歳入調定

会計検査（街路計画） 会計検査 常～会計検査
常～環状６号線　国道２４６号線　大橋交差点
常～環状６号線
常～補助２６号線　都市計画変更資料
常～補助２６号線（目黒中央町）
補助２６号線（代沢）線形決定報告書

補助第５２号線 常～補助第５２号線都市計画変更
補助第４６号線 常～補助４６号線（原町１丁目）

常～都市計画道路補助１２７号線整備事業　計画協議
施行協定

中央環状新宿線 常～中央環状新宿線
中央環状品川線 常～中央環状品川線

常～都市計画道路環状６号線事業変更認可による告示縦覧（下目黒二丁目～
西五反田四丁目地内）
常～都市計画道路環状６号線事業変更認可による告示縦覧（青葉台二丁目～
上目黒三丁目地内）
常～土地収用
常～補助２６号線　駒場
常～補助２６号線　中央町

みどり土木政策課

北部地区都計道 環状６号線

補助第２６号線

補助１２７号線

縦覧用文書

環状６号線

補助２６号線

街路計画 街路計画全般

街路事業

国庫補助金（街路計画）

国費（街路計画）

国費歳入（街路計画） 完了実績報告書

目黒のサクラ保全事業 目黒のサクラ保全事業全
般

サクラ基金

樹木診断

サクラ再生計画

サクラ保全工事

目黒の桜資料

桜関連資料
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～土地収用
常～都市計画道路４６号線事業変更認可による告示縦覧（目黒本町五丁目）
常～都市計画道路補助４６号線事業認可等に伴う公告・縦覧（原町）
常～土地収用

都市高速道路３号線 常～都市計画道路都市高速道路第３号線の事業認可による告示縦覧
家屋損失補償協定
常～家屋事後調査
常～付替道路敷地（東京都所有地）の譲与申請
目蒲線目黒駅～洗足駅付近間立体交差事業 工事誌　（平成２１年９月）
目蒲線立体交差工事における山留杭等の残地物件変更について
常～　運輸政策審議会答申（７号・１８号）
継～連立事業の経緯
常～平成２１年度　覚書
洗足駅前整備(バス通り・F１２０・F１２１)
継～第７次踏切事故防止総合対策実施計画
継～都市計画審議会
継～都市計画道路地図復刻集
常～建物明渡請求事件
鉄道事業認可及び補助２６号事業変更
東京都都市高速鉄道目蒲線の変更
東京都都市高速鉄道目蒲線の変更公告
継～一体的整備方策の検討
継～関連情報（世田谷区等）
継～自由が丘地区街づくり
継～他の鉄道立体事業計画概要書
継～大井町線・東横線検討会
継～都市鉄道整備等基礎調査
継～東横線立体交差事業化の調査
継～踏切対策基本方針
常～鉄道事業が工事を行う場合の透明性の確保（平成２１年度）
継～都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する要綱及び細目要
綱
継～都市計画事務の手引き
継～法令・規則・通達
継～連続立体交差事業の手引き
通知・協議
蛇崩橋
街路整備課業務課題
常～財産台帳の登録について
職員倫理ガイドブック
定期監査
人事考課制度及び目標によるマネジメントの手引き
部職場研修用資料（原稿）
過重労働防止
継～街路事業について
常～工事等に関する通達、通知、連絡事項
常～開発許可制度のあらまし
常～公園施設データ等の一元管理について
常～公園台帳の登録について
常～情報公開条例の解釈・運用
常～文書事務の手引き
常～防犯テキスト　警視庁
ＯＡ全般
防犯カメラ
庶務事務システム
常～開示請求
常～区民の声処理(一般）
窓口サービスマニュアル　改訂版
事業認可図書の公開について
広聴システムマニュアル
街づくり協議会・住区・町会名簿
常～道路・街路樹に関する住民相談等の処理
常～住区・町会等に対するポスター及びちらしの送付について
常～目黒区商店街マップ
常～名簿
常～町会区域図
常～みどりの散歩道
メディア対応
くらしのガイド
課内打合せ
係内打合せ
情報公開条例等について
文書事務の手引き
行政情報目録公用に伴うファイルの校正
係長会
ファイル基準表
下水道関連連絡調整協議会
文書所在カード
継～事故見舞金支給要綱
事案決定手続の見直しについて　H１２～
土木工事建設コスト縮減検討会設置要領
目黒区開発許可調整会議設置要綱の改正について
地域自主戦略交付金要領
常～契約許認可等に対する働きかけ取扱要綱

みどり土木政策課

施設整備庶務 庶務全般

地元対応

文書

例規・要綱・要領

連続立体交差事業 連立事業共通全般

都市計画公告

その他の鉄道立体事業

連立事業関係法令

縦覧用文書

補助４６号線(目黒本町五)

補助４６号線(原町)
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～パブリックコメント手続要綱
継～行政手続条例の手引き
継～事故処理の手引き　総務課作成
継～事故処理要領　土木
常～主任技術者または管理技術者の専任を要しない期間の明確化
常～公共工事の入札及び契約の適正化の推進について
常～社会保険料未加入対策
常～主任技術者の緩和
常～単品スライド条項・インフレスライド条項
常～中間前払い金制度
常～土砂災害防止法に基づく基礎調査結果の公表について
総合評価方式
契約事務説明会資料
継～　工事件名の付け方
継～契約に係る議会の関与
継～債務負担行為の契約変更について
総合評価方式落札方式（補３０号）
継～ＪＶ基準
継～プロポーザル方式要綱
新聞等広告
めぐろ区報
ホームページ

研修資料 研修資料
事務処理特例交付金予算資料（３１年度）
H３１年度学大整備資料
H３１予算資料
継～街担工事台帳
常～国庫執行（設計審査・完了検査）
H３０年度　補正１号
R２年度　予算要求説明資料
H３１年度　予算要求説明資料
H３１年度　予算要求資料（狭あい道路　富士見台公園・三谷児童遊園）

定例議会 一般質問
継～委員会への契約報告の取扱
委員会全般
補助１２７号線関連議会・委員会議事録
常～区議会対応
常～道調会議
常～道調調書作成要領
道路工事調整会議
祐天寺駅周辺地区整備事業
再開発等街づくり連絡調整会議
公園土砂災害検討部会
常～目黒川水質浄化PT
旧公園事務所跡地整備検討会
常～フォトショップエレメント１２取扱説明書　H２６
常～大容量ファイル送受信サービス運用基準　H２５
常～東京デジタルマッピング地形図
常～全庁イントラネット・システム管理運用基準及びセキュリティ実施基準
常～デジカメ・ＣＡＤ・アカウントの申請
常～Geogate
常～空間データ製品仕様書作成マニュアル
常～GIS検討委員会
常～SonicWeb-i
見積書類
前年度引継書類
常～AutoCADユーザ登録
常～個別システム（工事設計図等編集・印刷システム）
常～AutoCADテキスト
工事設計図等編集・印刷システム用パソコン等借上げ
常～保守サービス報告書
常～積算システム用ウイルスソフト
常～積算システムサポート内容
常～新土木積算システム用機器借上げ　平成２６年６月から平成３１年５月
常～管理運用基準及びセキュリティ実施手順
常～積算システムの利用許諾書
継～工事課事業概要（説明編）
継～工事課事業概要（資料編）１０年度版
常～ＣＡＤ製図基準（案）　H１５
常～水準基標成果表（東京都）
常～公園緑地工事共通仕様書
常～工事に伴う環境調査標準仕様書及び環境調査要領
常～地質調査委託標準仕様書
常～目黒区基準点に関する打合せ（H２０.２.１４）
常～目黒区水準基標成果表
工事施工に関する各種基準等の説明会
常～測量委託標準仕様書
常～土木材料仕様書
常～東京都機械設備工事標準仕様書
常～東京都建築工事標準仕様書
常～東京都水道局配水管工事標準仕様書
常～東京都電気設備工事標準仕様書
常～東京都土木工事標準仕様書
常～東京都特記仕様書作成要領

みどり土木政策課

実施計画・事業計画 事業計画

設計基準 標準仕様書

システム管理 システム全般

イントラネットＰＣ

ＧＩＳ

印刷システム（ＡｕｔｏＣＡ
Ｄ）

積算システム

予算・決算・監査 区予算編成

当初予算要求

議会等

調整会議

常任委員会

道路工事調整会議

その他調整会議

施設整備庶務

例規・要綱・要領

契約関連資料

庶務その他
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～設計委託標準仕様書
常～東京都水道局機械・電気設備工事標準仕様書
常～維持管理マニュアルPT
常～公園トイレ設計・工事監理委託
常～東京都建設リサイクルガイドライン
常～バリアフリー関連　指針・ガイドライン等
常～都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン
常～生物多様性　すげかり平成の森
常～生物多様性地域戦略
常～ガス供給施設標準防護工法　平成５年１０月改訂
常～自費工事施行承認基準
常～新設橋への鋼床版の適用に関するデッキプレート　最小板厚の見直しに
ついて（平成２１年度）
常～設計変更事例集（案）　指定・任意の正しい運用について　H２５
常～道路詳細設計の設計図書作成要領
常～防護柵の設計基準
常～詳細設計照査要領
常～目黒区道路占用工事要綱（H７年４月版・H１２年４月版）
常～目黒区遮熱性舗装施工要領Ｈ２３
常～目黒区基準点の取扱い
常～街築工事設計マニュアル
各地擁壁についての検討
常～橋面舗装設計施工要領
常～コスト縮減検討委員会
常～公園工事等諸基準体系図
常～公園施設の設計概要
常～公園施設長寿命化計画（概要版）
常～公共施設の緑化の手引き
常～資格審査における工事経歴書の活用
常～総合治水対策基本計画
常～地域福祉推進区市町村包括補助事業
常～都市計画施設・街づくり計画等位置図
常～土質簡易判別区分図
常～東京都雨水貯留・浸透施設技術指針（資料編）
常～道路工事設計基準
常～防護柵設置要領・設置基準
常～防災貯水槽設置要領
常～目黒区道路占用工事要綱
常～遊具の安全に関する規準
常～緑道内の自転車置き場に関する事務
常～公園施設の計画・設計・修繕に係る業務の効率化検討会報告書
常～東電電気供給約款
常～排水に関する下水道局事前協議について
常～遊具の日常点検講習会資料
常～工事内訳書
常～数量計算書
常～特殊基礎単価
常～特殊施工単価
正覚寺公衆便所改良
常～グリーン購入法
常～建設物価　最新号
常～建設物価　過去１年

積算資料 設計資料
常～東京都建設局土木工事積算基準体系図集
目黒区積算基準【調査・設計編】
積算基準書・設計単価表の改定
目黒区積算基準【道路編】
目黒区積算基準【土木設備（電気・機械編）】
常～国土交通省公園緑地工事積算体系用語定義集
目黒区積算基準【河川・公園編】
目黒区積算基準【共通編】
目黒区積算基準【橋梁編】
目黒区工事代価表
東京都建設局設計単価表
常～下水汚泥の焼却灰による製品
常～NOx浄化透水平板
常～粒状改良土
常～保水性舗装
常～排水性舗装の維持
常～鉄筋継手材
常～透水シートの品質
常～設計変更ガイドライン
常～単品スライド運用マニュアル
常～工事検査に関する担当者連絡会
常～目黒区工事成績評定要綱
常～目黒区施工能力審査型総合評価
常～東京都施工能力審査型総合評価方式
常～工事検査
常～「混合土」の取り扱い　H２１
常～建設リサイクル法施行に伴う工事発注の
利用予約書(平成３０年度)
常～せん定枝葉等の再資源化施設リスト（H２１）
常～建設副産物情報交換システム
常～建設副産物情報交換システム運用

みどり土木政策課

監督基準 設計変更

検査・成績評定

建設副産物

設計基準 標準仕様書

設計基準（共通）

積算基準 建設物価

積算基準書

単価表・代価表

新技術
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～舗装切断に伴う濁水処理について（H２５）
常～建設リサイクル法
常～建設リサイクル法に関する事務処理の手引き
常～公園施工の手引き　平成２４年４月東京都建設局公園緑地部
常～工事の概要・契約金額等の表示に関する基準
常～工事監督のあり方
常～工事監督の手引き　資料編：契約～竣工
常～工事監督の手引き　手順・主要基準及びガイドライン等
常～工事記録写真撮影基準
常～施工体制台帳取扱いガイドライン（電子契約）
常～植樹保険
常～請負者提出書類処理基準・同実施細目
常～土木工事施工管理基準
常～道路工事保安施設設置基準
常～発注者支援データベースシステム（CORINS）
常～枠組足場の「手すり先行工法」の使用について
常～建設局材料検査実施基準
常～建設局監督基準・同解説　平成２０年４月東京都建設局
常～建設局監督基準・同解説
常～建設リサイクル法届出済シールの運用
常～監理技術者運用マニュアル
常～監督員の業務について（施設課）
常～監督・検査・成績評定の手引き
常～下請負契約における代金支払の適正化率
常～委託契約に係る再委託等の取扱い
常～任意施工
常～事故処理の手引き
常～工事施工の適正化チェックリスト
常～建退共パンフレット
常～マイクロフィルム・アッパチャカード作成要領
常～建設副産物実態調査

その他基準 その他基準 常～工事請負者提出書類基準（目黒区）
見積依頼（大塚山公園改良工事）
意見交換会
保育園・小学校アンケート
基本設計検討
監督員起案書類（大塚山公園改良工事）
起工書(大塚山公園改良工事)
材料計算(大塚山公園改良工事)
請負者提出書類　施工（大塚山公園改良工事）
請負者提出書類　完了（大塚山公園改良工事）
使用材料検討資料(大塚山公園改良工事)

樹木保護手入れ ３１樹木保護手入委託　単価見積り依頼
平成３１年度工事予定箇所の狭あい道路拡幅整備協議に関わる調査
平成３１年度工事予定箇所の狭あい道路拡幅整備協議のための測量委託

橋梁事業（東山谷橋） 東山谷橋全般 常～企業調整
橋梁事業（稲荷橋） 稲荷橋全般 稲荷橋全般

第１０１号　設計資料　大丸跨線橋設計委託
第１０１号　監督員起案書類　大丸跨線橋設計委託
第１０１号　起工　大丸跨線橋設計委託
第１０１号　請負者提出書類　大丸跨線橋設計委託
第１０１号　打合せ記録簿　大丸跨線橋設計委託
調整資料・記録
Ｈ２６　大丸資料
H２９年度協定書
平成２９年度協定の支払について
平成２９年度協定工事完了報告書、精算確認書類
公共事業における鉄道工事委託を行う場合の透明性確保の徹底に関する参
考資料
工事ビラ・開通ビラ
工事進捗状況
大丸こ線橋　警察協議
道路工事協議書
平成２８年度協定の支払について
平成２８年度協定工事完了報告書　精算確認書類
材料検査立会資料（Ｐ１橋脚部落橋防止）
設計審査
道路管理用施設使用申請書
質問回答
見積り
常～電線共同溝整備道路の指定等
常～電線共同溝整備事業経過資料
常～電線共同溝の建設費と負担金
常～電線地中化検討
常～電線共同溝台帳電子化検討
常～電線類地中化等検討報告書（目黒区）
常～電線類地中化に関する担当者会議
常～電線地中化検討会議事録
常～電線共同溝整備計画作成の手引き（案）
常～占用負担金の取り扱い
常～移設補償金額算定について
常～電線共同溝整備の手引き（東京都平成３１年２月１９日改定）
常～電線共同溝手引き集
常～電線共同溝整備に伴う建設負担金算定要領

みどり土木政策課

公園事業（その他）
狭あい道路測量調査

橋梁事業（大丸跨線橋） 大丸跨線橋設計委託

大丸跨線橋補修・耐震化
工事

橋梁事業（蛇崩橋） 蛇崩橋全般

監督基準

建設副産物

監督基準

公園事業（大塚山公園改
良工事）

設計委託

道路事業（電線共同溝） 電線地中化検討

電線地中化要綱要領
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～電線共同溝整備に伴う建設負担金算定要領の改定
常～電線共同溝工事に係る費用負担、道路占用の取り扱いについて
常～電線共同溝整備計画作成要領
常～電線類地中化事業の引込管路工事に関する基本協定
常～都・電線共同溝建設負担金算定要領
常～目黒区電線共同溝管理規定
常～目黒区電線共同溝事務手続要綱
常～電線類地中化事業における警視庁ケーブルの取扱い
常～電線共同溝通達
常～電線類地中化事業における自治体管路方式実施指針
常～電線共同溝手続きフロー
常～自治体管路方式による電線類地中化工事に関する
常～キャブ設置及び管理に関する通知類
常～特別区土木主管課長会
常～電線共同溝工事関連資料
常～地中化予定箇所調査
常～地中化整備予定箇所の需要密度調査票
常～電線類の地中化推進に関する調査
常～無電柱化推進計画調書（平成１５年度）
常～次期電線類地中化計画策定の説明会
常～地中化現況調書（平成１５年度）
常～無電柱化推進計画に係る運用と解説
常～東京都電線共同溝整備マニュアル構造図集（案）（H１８.４）
常～東京都電線共同溝整備マニュアル（案）　一管一条方式（案）
常～東京都電線共同溝整備マニュアル（案）
常～東京都電線共同溝整備マニュアル（Ｈ１８.４）
常～東京都電線共同溝整備マニュアル（H２１）
常～電線共同溝標準構造図集（案）H２０年度版
常～電線共同溝整備計画（＜企業名＞提出）
常～電線共同溝引込管路・連系管路整備の手引き　H１７.８東京都建設局
常～電線共同溝マニュアル（案）改訂　Ｈ１４年３月
常～電線共同溝　世田谷事業
常～次世代型パンフレット、写真
常～キャブシステム
常～電線共同溝　整備講習会(平成２０年)
常～電線共同溝　整備マニュアル(Ｈ２０年度)
常～　東京都電線共同溝整備マニュアル（H２３年度版）
常～電線共同溝整備マニュアル（平成２６年８月）
常～電線共同溝の手引き（東京都　平成２３年）
常～電線共同溝整備の手引き（目黒区　平成１９年１１月）
常～狭隘道路の無電柱化に伴う地上機器設置の手引き（平成２８年３月）
常～電線共同溝整備マニュアル（平成３０年４月）
常～電線共同溝整備マニュアル標準構造図集（平成３０年４月）
常～東京都電線類地中化促進連絡会議
常～東京都無電柱化推進連絡会議（第２０回H３０)
常～電線共同溝整備講習会
常～都無電柱化連絡会（第１２回）
常～東京都電線類地中化促進会議
常～電線類地中化事業に関する説明会
常～電線共同溝整備講習会
ＤＧＷ自費工事
引き込み管路工事委託様式集
引き連設計委託　＜企業名＞提出書類
下水道協議について
目黒区立呑川緑道兼用工作物管理協定
難視聴ケーブル
旧呑川拡幅について
国庫補助
公園広場整備しゅん工図（平成２年）
警視庁協議（第二回目）　地上機器確認
警視庁協議（第三回目）　信号ケーブル協議
警視庁協議（第一回目）　路線指定意見照会
計画調整資料
道路指定について
都道路調整会議　打合せ資料
調整会議等
地上機器移設　対応記録
打合せ記録
ＣＣＢ地上機　看板掲載
工事説明会
都立電共調整資料
地元懇談会
（Ｈ２２）地中化工事説明会
＜企業名＞本体工事委託　数量計算書
＜企業名＞本体工事委託　協定　着手　完了
＜企業名＞本体工事委託　打合せ記録

H２２　＜企業名＞詳細設
計

＜企業名＞詳細設計　成果品

＜企業名＞引き連設計委託　東電提出書類
＜企業名＞引き連設計　成果品
＜企業名＞工区Ⅰ　しゅん工図
特殊部設置工事　＜企業名＞提出書類
＜企業名＞工区Ⅱ　しゅん工図
本体引き連管路工事　＜企業名＞提出書類

みどり土木政策課

電線地中化構造資料

講習・連絡会議等

道路事業（都立大学駅前
電線共同溝）

全般

会議打合せ

地元懇談会　説明会

H２２　＜企業名＞本体工
事

H２３　＜企業名＞引き連
詳細設計
H２３　＜企業名＞工区１

H２４　＜企業名＞工区２

道路事業（電線共同溝）

電線地中化要綱要領

電線地中化通達・通知

電線地中化調査・照会
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
＜企業名＞工区　Ｅ支障移設工事
掘削不適切事例について
引き連設計委託　成果品
調整資料・記録
引き連管路工事　＜企業名＞提出書類
引き連管路工事　しゅん工図
ＣＣＢ整備計画書
会計検査資料　占用申請、意見照会、資産譲渡

設備譲渡 ＜企業名＞施工　連系管路譲渡
台帳作成 電線共同溝システム入力委託

支障移設　商店街
切削工事設計書（中止）
都立大学駅前歩道拡幅工事
道路維持工事（平町一丁目）
道路維持工事（平町一丁目）変更
ＣＢＲ調査委託　請負者提出資料
東京都下水道局協議
測量データ
ＣＢＲ調査委託　成果品
（案）プレキャストＳＦ街きょ設計書
境界標杭等資料
設計変更資料
設計審査用数量計算書（土工図）
設計審査用数量計算書
国費対象額の減額について
世田谷区提供データ
設計審査資料
常～＜企業名＞調整先変更について
常～　工程表
常～警視庁協議
常～参考資料
常～信号ケーブル等の取扱いについて（協議）
常～調整会議資料
常～＜施設名＞電線共同溝入線協議
占用申請提出依頼
常～関連企業者会議資料（令和元年度）
常～近接柱状図
常～＜施設名＞開発工事関係
常～交通量調査
常～カタログ
常～無電柱化事業における業務体制の変更について
常～調整会議資料（平成３０年度）
常～電線類地中化事業の施工に伴う引込管路工事等に関する基本協定（控）
常～平成３１年度分予算関連資料
常～境界関係資料
常～＜施設名＞道路線形協議（控）
常～調整会議資料（平成３１年度）
常～＜施設名＞開発工事関係
常～警視庁第３機動隊協議
常～平成３０年度企業者工事
常～引込連系管関係
常～引込連系に伴う占用協議（国道事務所・世田谷区）
常～みどりと公園課協議
整備計画書
常～見積関係
第３号　設計資料　電線共同溝整備工事（大橋二丁目）
第３号　請負者提出書類　電線共同溝整備工事（大橋二丁目）
第３号　監督員起案書類　電線共同溝整備工事（大橋二丁目）
第３号　起工書　電線共同溝整備工事（大橋二丁目）
常～既済部分検査
工事調整会議
第３号　工事箇所の通知について　電線共同溝整備工事（大橋二丁目）
第３号　工事配布ビラ　電線共同溝整備工事（大橋二丁目）
常～契約適正化委員会資料
常～設計審査資料
常～道路占用物件の支障移設
常～支障移設依頼
常～移設補償費（見積もり）
常～占用申請受領
常～占用申請依頼
常～整備計画書（案）
常～電線共同溝建設負担金算定要領（平成３０年１０月）
常～雨水浸透施設
常～電線共同溝詳細設計委託資料
常～電線共同溝詳細設計委託

占用申請(氷川さくら公
園)

常～占用申請(特殊部公園申請)

自費工事申請(氷川さくら
公園)

常～自費工事申請

樹木等の保全協議書 常～樹木等の保全協議書
常～関連企業者調整会議
常～予備設計成果品
常～技術検討会

地元関連 常～歩道利用について

みどり土木政策課

整備計画書

電線共同溝詳細設計委
託

道路事業（チャレンジ路線
電線共同溝）

予備設計

整備計画書

復旧工事（１）

復旧工事（２）

道路事業（＜施設名＞電
線共同溝）

＜施設名＞　全般

電線共同溝整備工事（大
橋二丁目）

移設補償

占用申請(入溝企業者)

道路事業（都立大学駅前
電線共同溝）

H２４　＜企業名＞工区２

H２４　＜企業名＞引込連
係管路設計
H２５　＜企業名＞引込連
系管路施工
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～調整資料・記録
常～H２６補助事業検査資料
常～学芸大学駅周辺整備　警察協議
常～学芸大学地区全般
常～学大あんほこ事業計画（H２７.４）
常～学大駅周辺整備H２３予算見積
常～学大駅前整備打合せ議事録
常～企業者調整
常～H２７補助事業検査資料
常～あんしん歩行エリア形成事業　事業計画・事業費　　　H２３
常～補助事業検査資料
常～地元調整
常～鷹番小学校周辺・碑文谷公園周辺　　　　　H２３
常～H２５-１０９　測量委託（その２）
常～第１０３号 監督員起案書類
常～学芸大学駅周辺測量委託
常～Ｈ２５学芸大学駅周辺整備見積資料
常～Ｈ２５学芸大学駅周辺道路測量調査設計委託
常～学芸大学駅周辺道路測量調査設計委託

整備工事 常～道路植栽等整備工事（学芸大学西口駅前）
常～交通安全施設等整備工事（あんしん歩行エリア形成事業）
常～あんしん歩行エリア形成事業　H２３カラー見本

交通安全施設等整備（そ
の２）

常～交通安全施設等整備工事（あんしん歩行エリア形成事業）その２

常～ＦＷＤ調査委託
常～FWD（舗装構造調査）

道路維持工事 常～道路維持工事（学大取付管）
H２４交通安全施設等整
備工事

常～H２４　交通安全施設等整備工事

H２５交通安全施設等整
備工事

常～Ｈ２５交通安全施設等整備工事および道路維持工事

H２５交通安全施設等整
備工事（その２）

常～Ｈ２５交通安全施設等整備その２工事および道路維持工事

常～Ｈ２６交通安全施設等整備工事（あんしん歩行エリア形成事業）　設計審
査資料
常～Ｈ２６学芸大学（あんほこ）設計資料
常～H２７交通安全施設整備等工事（あんしん歩行エリア形成事業）設計資料
常～H２７交通安全施設整備等工事（あんしん歩行エリア形成事業）設計審査
資料
常～H２７交通安全施設整備等工事（あんしん歩行エリア形成事業）に伴う工事
案内板の設置等について
常～設計資料
常～H２８交通安全施設等整備工事（安心歩行エリア形成事業）設計審査資料
常～あんほこ懇談会資料
常～あんほこ実計ローリング資料
常～予算資料（あんほこ３０年度）
常～３０年度都市整備課への技術支援資料
常～H３０学大委託業務資料

H３１交通安全施設等整
備工事

常～案内標示見積り

自由が丘地区全般
H２６自由が丘駅周辺地区整備（カラー舗装）
常～平成２５年度特別区道路線の供用開始に関する公示
常～二級河川の廃止方法について
常～補助３０号線写真帳
常～企業者計画調査　H１８
常～補助３０号線　再評価H１９
常～補助３０号線事業スケジュール
常～品川区認可申請書(写)
常～国費要望　ヒヤリングH２４
常～事業カルテ　ヒヤリングH２４
常～目黒・品川区境　協議書(写)
常～平成１７年度特別区道路線の供用開始に関する公示
常～建築基準法第４２条第１項第４号の規定に基づく道路の指定
常～補助３０号線事業認可公報紙
常～地籍調査　H２２
常～都市計画変更説明会　補助３０号線および西小山駅前広場
常～補助３０号線　建築指導箇所（全体）
常～＜個人名＞
常～線形変更検討資料
常～＜施設名＞
常～＜個人名＞＜施設名＞
常～３０号線　計画高

まちづくり協議会 常～目蒲線沿線整備基本計画（案）
常～搬入路整備に伴う検討資料
常～補助３０号線調査工事施工計画書　東急電鉄
常～補助３０号線調査工事　下水道ボックスカルバート試掘報告
常～立体交差事業に伴う３０号線調査報告
常～補助３０号線　旧都市計画
常～補助３０号線　丈量図
常～補助３０号線　現況重ね図（境界点図）
常～補助３０号線　境界実測図
常～下水道幹線耐荷重
常～下水道幹線耐荷重

みどり土木政策課

道路事業（補助３０号線
共通）

補助３０号線全般

建築指導

連立・工事用通路

補助３０号線 図面

道路事業（補助３０号線
委託）

概略設計検討資料

H２８交通安全施設等整
備工事

H２７交通安全施設等整
備工事

H２６交通安全施設等整
備工事

H２９交通安全等施設整
備工事

道路事業（自由が丘駅周
辺道路整備）

自由が丘駅周辺全般

道路事業（学芸大学駅周
辺交通安全対策）

学芸大学駅周辺全般

測量設計調査

交通安全施設等整備（そ
の１）

ＦＷＤ調査委託

H３０交通安全施設等整
備工事
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～補助４６号線　すみ切り検討　東京都打合せ
常～道路管理境に関する確認書
常～補助３０号線　整備要領　委託報告書
常～補助３０号線　区域線図
常～補助３０号線　交通量調査　＜企業名＞資料
常～補助３０号線　測量および設計委託　積算資料等
常～補助３０号線　工事用搬入路整備工事（下水道ボックスカルバート検討書）
常～補助３０号線　測量および設計委託　設計書類
常～補助３０号線　測量および設計委託
常～補助３０号線　測量および設計委託　設計委託分　業者打合せ記録
常～補助３０号線　測量および設計委託　実施計画書
常～補助３０号線　測量委託および設計委託　概略設計図
常～補助３０号線　用地測量委託　設計書類
常～補助３０号線　用地測量委託　業者打合せ記録（Ｈ９年度）
常～下水道局　施工協議
常～補助３０号線　下水道幹線調査依頼
常～補助３０号線　下水道計画
常～補助３０号線　埋設物調査（企業回答）
常～補助３０号線　下水道幹線竣工図　下水道局南部第二管理事務所
常～補３０号　埋設平面図
常～概略設計報告書（平成７年度）
常～補助３０号線　用地測量
常～測量成果簿（平成７年度）
常～＜個人名＞宅求積図
常～境界立会・協議について（依頼）
常～３０号道路用地管理
常～＜施設名＞（建物基礎）
常～土地境界測量図
常～合意書（＜施設名＞）
常～３０号線　建物埋設管図
常～レジデンス＜個人名＞建築図面
常～＜個人施設名＞
常～工作物引き渡しおよび受領書（＜施設名＞）
常～土地境界の立会通知（平成９年度）
常～境界確定通知書（写）
常～地元立会い記録
常～＜団体名＞
常～土地境界資料（＜個人名＞）
常～境界石設置の立会い記録
常～＜個人名＞ビルおよび＜企業名＞
常～境界杭移動に伴う境石工事について　Ｈ２４
常～土地境界の立会通知（平成１０年度）
常～補助３０号線調整　H２５
常～補助３０号線　品川区協議
常～補助３０号線　事業認可事前相談記録
常～補３０号　品川区協議（H１６）
常～品川区駅前広場・補３０説明会
常～品川区打合せ記録　Ｈ９.６.１７
常～＜企業名＞打合せ記録
常～補助３０号と立体事業に関する打合せ　都市計画課・管理課・工事課。公
園緑地課
常～目蒲線立体交差事業説明会　東京都・＜企業名＞・目黒区
常～測量関係資料
常～道路詳細設計
常～大型指示標識移設協議　H２０
常～補助３０号線　警視庁協議　提出資料
常～補助３０号線　警視庁協議　信号機移設協議（平成２１年度）
常～補助３０号線　警視庁協議原稿
常～補助３０号線　警視庁協議資料
常～補３０号線　警視庁協議（事前相談）
常～補３０　警視庁協議　線形協議資料
常～補３０　警視庁協議（回答）
常～＜企業名＞
常～下水道局（平成１９年度）
常～下水道局（計画の変更協議）
常～企業者調整全般
常～水道局（平成１９年度）
常～＜企業名＞地下水位観測井戸撤去（平成２０年度）

監督処分 常～＜企業名＞監督処分
常～補助３０号線レベル
常～ＬＥＤ照明
常～補助第３０号線におけるインターロッキングブロック仕様条件の整理（平成
２１年度）
常～補助３０号　整備計画（車道・歩道舗装構造）Ｈ２５
常～補助３０号線パース
常～３０号全体平面図
常～補助３０号線街路築造工事　電線共同溝資料
常～補助３０号線街路築造工事　起工書（国費・区費）
常～補助３０号線街路築造工事　工事に関する通知文書
常～補助３０号線街路築造工事　起工書（控）
常～補助３０号線街路築造工事　工事説明会
常～補助３０号線街路築造工事　雨水桝取付管の下水道本管接続（協議）
常～補助３０号線街路築造工事　内訳書（国費・区費）
常～補助３０号線街路築造工事　数量計算書（電線共同溝）

みどり土木政策課

道路事業（補助３０号線
企業者調整）

企業者調整

道路事業（補助３０号線工事）補助３０号線工事全般

補助３０号線街路築造工
事

成果品

道路事業（補助３０号線
協議調整）

地元調整

調整会議・議事録

道路詳細設計

補助３０号線警視庁協議

道路事業（補助３０号線
委託）

概略設計検討資料

測量および設計委託

用地測量委託

埋設企業調整

33／46



 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～補助３０号線街路築造工事　議事録
常～補助３０号線街路築造工事　測量データ
常～補助３０号線街路築造工事　宅地取付（原町＜特定地番＞）見積り
常～補助３０号線街路築造工事　発注案件
常～補助３０号線街路築造工事　数量計算書（街路築造工事）
常～補助３０号線街路築造工事　変更設計資料（電線共同溝）
常～補助３０号線街路築造工事　地元調整録
常～補助３０号線街路築造工事（その２）　発生土
常～都市計画道路補助第３０号線街路築造工事（その２）　数量計算書（電線
共同溝）
常～都市計画道路補助第３０号線街路築造工事（その２）　設計書原稿
常～補助３０号線街路築造工事（その２）　雨水桝取付管の下水道本管接続
（協議）
常～補助３０号線　境界確定図
常～補助３０号線街路築造工事（その２）　設計変更資料
常～補助３０号線街路築造工事（その２）　設計変更委員会
常～補助３０号線街路築造工事（その２）　設計変更数量計算書
常～補助３０号線街路築造工事（その２）　工事変更設計書
常～補助３０号線街路築造工事（その２）　測量データ
常～補助３０号線街路築造工事（その２）　品川区打ち合わせ
常～補助３０号線街路築造工事（その２）　碑文谷土木引継ぎ資料
常～補助３０号線街路築造工事（その２）　総合評価方式入札
常～補助３０号線街路築造工事　見積り
常～東京都検査（２２.５.２４）
常～都市計画道路補助第３０号線街路築造工事（その２）　数量計算書
常～補助３０号線街路築造工事（その２）　地元周知
常～補助３０号線街路築造工事（その２）　工事に関する通知文書
常～補助３０号線街路築造工事（その２）　設計内訳書
常～補助３０号線街路築造工事（その２）　地元調整録
常～補助３０号線街路築造工事（その３）　総合評価方式入札
常～補助３０号線街路築造工事（その３）　見積価格の決定について
常～補助第３０号線街路築造工事（その３）　設計内訳書（国費・区費）
常～補助３０号線街路築造工事（その３）　みどりと公園引継ぎ
常～補助３０号線街路築造工事（その３）　申し送り
常～補助３０号線街路築造工事（その３）　工事に関する通知文書
常～補助３０号線街路築造工事（その３）　地元周知
常～補助３０号線街路築造工事（その３）　第１回設計変更　数量計算書
常～補助３０号線街路築造工事（その３）　第１回設計変更　設計書（控）
常～補助３０号線街路築造工事（その３）　設計資料
常～補助３０号線街路築造工事（その３）　福祉環境整備協議
常～補助３０号線街路築造工事（その３）　設計審査提出資料
常～補助第３０号線街路築造工事（その４）　地元周知
常～補助３０号線街路築造工事（その４）　工事に関する通知文書
常～補助３０号線街路築造工事（その４）　引込管路工事（＜企業名＞）
常～電線共同溝台帳作成（＜企業名＞）
常～補助第３０号線街路築造工事（その４）　数量計算書
常～補助第３０号線街路築造工事（その４）　設計書
常～補助３０号線街路築造工事（その４）　打合せ資料
常～補助３０号線街路築造工事（その５）　工事に関する通知文書
常～補助３０号線街路築造工事（その５）　公共基準点撤去について
常～補助３０号線街路築造工事（その５）　新設公園等施設について
常～補助３０号線街路築造工事（その５）　数量計算書
常～補助３０号線街路築造工事（その５）　設計書
常～補助３０号線街路築造工事（その５）　設計資料
常～補助３０号線街路築造工事（その５）　東京都調整
常～補助３０号線街路築造工事（その５）　品川区調整
常～都検査資料
常～補助３０号線電波障害移設工事　合意書
常～補助３０号線電波障害移設工事
常～電線共同溝整備道路の指定に関する公示について
常～補助３０号線　電線共同溝整備延長
常～電線共同溝整備道路の指定に伴う意見照会について
常～補助３０号線電線共同溝整備に係る調査
常～＜企業名＞
常～補３０電線共同参画の確認
常～建替等情報　⑲
常～補３０電線共同溝詳細設計における収容計画等
常～補助３０号線電線共同溝調整会議
常～補３０電線共同溝　警視庁協議⑲
常～補３０電線共同溝　警視庁協議（回答）⑲
常～電線共同溝設備（＜企業名＞）の新規追加について（依頼）　Ｈ２１
常～建設負担金の請求及び歳入調定⑳
常～電線共同溝設備変更の依頼（＜企業名＞）⑳
常～整備計画書（１）(案)　⑳
常～整備計画書（１）　⑳
常～整備計画書（２）　H２１
常～建設負担金の請求及び歳入調定　H２１
常～整備計画書（２）(案)⑳
常～整備計画書（３）(案)
常～整備計画書（３）
常～建設負担金の請求及び歳入調定
常～電線共同溝詳細設計委託（補３０)調整会議
常～電線共同溝詳細設計委託（補３０)業者提出書類
常～電線共同溝詳細設計委託（補３０)東急設計提出

みどり土木政策課

道路事業（補助３０号線
電線共同溝整備事業）

電線共同溝整備道路の
指定

参画企業調整

電線共同溝整備計画（１）

電線共同溝整備計画（２）

電線共同溝整備計画（３）

詳細設計委託

道路事業（補助３０号線工事）

補助３０号線街路築造工
事

補助３０号線街路築造工
事（その２）

補助３０号線街路築造工
事（その３）

補助３０号線街路築造工
事（その４）

補助３０号線街路築造工
事（その５）

補助３０号線電波障害移
設工事
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～電線共同溝詳細設計委託（補３０)図書配布
常～質問及び回答
常～電線共同溝詳細設計委託(補３０)通知文書
常～電線共同溝詳細設計委託（補３０）設計書
常～電線共同溝詳細設計委託（補３０)業者提出書類
常～電線共同溝詳細設計委託（補３０)設計資料
常～工事費等概算額調書の提出について（依頼）
常～補助３０号線引込管路工事等の工事費等概算額調書について（依頼）
常～補助３０号線　個別協定の役割分担
常～付帯設備引渡し　Ｈ２２
常～個別協定に向けての事前調整
常～引込管路工事等の個別協定締結依頼
常～電線共同溝調整会議　H２２
常～提出書類（＜企業名＞）
常～付帯設備引渡し　Ｈ２５
常～補助３０号線建設コンサルタント選定委員会の決定及び特定事項につい
て
常～道路詳細等設計及び設計VE業務の
常～技術提案書提出要請書の質問・回答について
常～補助３０号線建設コンサルタント
常～道路詳細設計委託及び設計業務委託
常～補助３０号線道路詳細等設計及び設計VE業務委託
常～補助３０号線道路詳細等設計及び設計VE業務委託のプロポーザル方式
について
常～道路詳細等設計及び設計VE業務　委託の発注方式の検討
常～技術提案書提出意思確認書
常～設計VE検討報告書
常～標準設計報告書
常～標準設計図面
常～検討委員会
常～委嘱委員の報酬額の設定について
常～設計VE検討委員会委員の委嘱
常～設計VE検討委員会設置要綱
常～作業部会事務局資料
常～作業部会
常～設計VE検討委員会作業部会設置要領
常～新技術情報
常～事務局会議（H１３.１２～）
常～関係機関等との協議資料
常～電線共同溝マニュアル（案）
常～第１回企業者調整会議
常～電線共同溝基準類（新電線類地中化）
常～予備設計打合せ
常～電線共同溝予備設計の調査について
常～縦断線の検討にいて
常～品川区と補助３０号線の設計協議
常～補３０号設計VE・ボックス
常～道路詳細等設計及び設計VE業務委託報告書（平成１４年３月）
常～都市計画変更の経緯
現況調査説明会（令和２年１月２５日）
常～都市計画線のおさえ点図
常～都市計画図
常～１２７号線概要
常～自由が丘ホーム平面図
常～現況写真
常～パーソントリップ調査の内容
常～すいすいプラン
常～駐車場整備と利用の実態把握
常～都市計画法第５３条第１項の許可の取扱い
常～東京都都市計画局　建築指導図面（目黒通り～駅広）
常～鉄道駅構内等開発計画に関する指導基準
常～自由が丘＜特定地番＞
常～建築指導（個別）　自由が丘＜特定地番＞　＜個人名＞宅
常～１２７号線　新建築指導線
常～補１２７号線　都測量
常～路線測量の進め方
常～アンケートの調査方法
常～区域線測量仕様
常～踏切道実態調表
常～交通量調査企画書
常～交通量調査検討資料
常～交通量調査設計書
常～現況測量委託
常～計画担当からの引継ぎ
常～１２７号線測量図
常～１２７号線路線測量委託　測量成果簿
常～３階建以上建築物
常～居住者等一覧表
常～計画線決定用図面
常～道路交通量調査　自動車交通量編
常～道路交通量調査　検討報告書
常～道路交通量調査　歩行者・自転車交通量
常～道路交通量調査　来街者アンケート調査報告書
常～道路交通量調査　歩行者・自転車交通量（概要編）

みどり土木政策課

道路事業（補助１２７号
線）

補助１２７号線全般

建築指導

測量等調査委託

路線測量

道路交通量調査報告書

道路事業（補助３０号線
設計VE）

設計等委託

設計ＶＥ検討委員会

作業部会

事務局

電線共同溝設計

道路詳細設計

委託報告書

道路事業（補助３０号線
電線共同溝整備事業）

詳細設計委託

個別協定
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～道路交通量調査　駅利用およびその他調査編
常～事業費試算
常～駅前広場区域変更告示（昭和３３年３月）
建設負担金の請求及び歳入調定⑳
工事のお知らせ
施工通知
第二建設事務　宛

設計 設計の考え方
その他事業（中根一丁目
駐輪場等整備）

全般 常～中根一丁目駐輪場技術支援資料

コスト縮減全般 常～ライフサイクルコスト　他の自治体
各種検討会 常～平成２２年度　土木工事電子納品基準検討会

設計の考え方　（河川維持工事（目黒川）その１）
設計資料　河川維持工事（目黒川）その１
河川維持工事（目黒川）その１　引き継ぎ
事務処理特例交付金予算資料
起工書　河川維持工事（目黒川）その１
見積関係書類　河川維持工事（目黒川）その１
請負者提出書類　河川維持工事（目黒川）その１
監督員起案書類　河川維持工事（目黒川）その１
完成時書類（長寿命１）
議事録（長寿命１）
契約・着手時書類（長寿命１）
見積資料（長寿命１）
設計資料（長寿命１）
施工時書類（長寿命１）
起工書（長寿命１）
道路工事のお知らせ
質問回答
企業通知
成果品
設計資料（長寿命２）
見積資料（長寿命２）
契約・着手時書類（長寿命２）
施工時書類（長寿命２）
完了時書類（長寿命２）
協議書（長寿命２）
議事録（長寿命２）
起工書（長寿命２）
トイレ建築工事
保育園アンケート
施工時書類（工事）
協議書
完成時書類（工事）
意見交換会
契約・着手時書類（工事） 
起工書
設計資料
見積資料
契約関係書類
保育園アンケート
狭隘道路拡幅整備
意見交換会
整備計画検討会
議事録
数量計算書
協議書類
完成時書類
施工時書類
工事変更書
設計変更関係資料
トイレ建設工事
起工書
第８号　請負者提出書類　河川維持工事（目黒川）その２
第８号　設計資料　河川維持工事（目黒川）その２
第８号　工事箇所の通知について　河川維持工事（目黒川）その２
第８号　工事配布ビラ　河川維持工事（目黒川）その２
第８号　監督員起案書類　河川維持工事（目黒川）その２
第８号　起工書　河川維持工事（目黒川）その２
請負者提出書類
成績評定
工事配布ビラ
工事通知
起工書
基本設計変更
平町検討
業者提出書類
保育園・小学校アンケート
見積依頼（大塚山公園）
意見交換会（大塚山公園）
起工書（大塚山公園改良工事設計調査委託）
設計変更手続き
変更起工書（大塚山公園）
監督員起案書類

みどり土木政策課

第８号（目黒川その２）

第９号(交通安全施設整
備工事(区内一円))

第１０６号

第１０７号（あんほこ測
量・設計業務委託）

その他事業（目黒川河川
維持工事）

施工通知

その他事業（コスト縮減）

工事 第１号（目黒川その１）

第２号（長寿命化その１）

第４号（あん歩行）

第５号（長寿命化その２）

第６号（桜森）

第７号（富士見台）

道路事業（補助１２７号
線）

道路交通量調査報告書

用地資料
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
学芸大学駅周辺測量委託
設計資料
監督員起案書類
第１１０号　監督員起案書類　工事監督支援業務委託
第１１０号　起工書　工事監督支援業務委託
第１１０号　請負者提出書類　工事監督支援業務委託
第１１０号　設計資料　工事監督支援業務委託
工事監督通知
道路管理者が行う工事に関する協議について
建設リサイクル法に基づく通知について

工事月報 工事月報
河川維持工事（令和２年
度）

令和２年度単価見積

監督支援業務委託（令和
二年度）

全般

電線共同溝詳細設計委
託（令和２年度）

全般

常～情報公開請求（申請書）（手引き）
通知・調査等の回答
常～みどりの係　備品／保証書
常～公共用財産　調整会議
常～資料・データの貸出と利用依頼
常～文書事務の手引（資料偏）
常～各要領の処理方法
常～ファイル基準表・長期保存一覧
常～報道取材・写真使用許可
常～情報公開請求(みどりの係)
常～要望・広聴
所属職員派遣依頼
常～ファイリング（手引き）（調査回答）
常～個別システムの導入・開発計画
常～外来生物（通知・資料）
常～鳥インフルエンザ対応マニュアル（平成２９～）
常～緑化システム改修
常～緑化システムテーブル協議書・管理マニュアル
常～緑のＧＩＳシステム定期点検
常～緑のＧＩＳシステム　データ仕様書
常～イントラネット用パソコンの手引き、運用、協議
常～カラスとゴミ調査
常～感染症（デング熱・豚コレラ等）通知・資料
常～情報化推進委員会審議結果
常～鳥インフルエンザ　通知・資料
常～農薬関連　通知・資料
常～議会答弁（一般質問）
常～環境審議会　通知・議事録等
常～議会答弁（決算特別委員会）
常～職員定数見直し
常～組織改正
常～目黒区緑化関係条文様式集
常～都市公園法・都市緑地法改正に関する説明会（平成２９年度）
常～「都市の低炭素の促進に関する法律」関係
常～開発行為許可審査基準（平成２９年３月２７日版）
常～景観計画検討（平成１９年度、平成２１年度）
常～他区・市の「みどりの条例」
常～緑被率２０％の根拠
常～みどりの条例改正検討（平成３０年～　）
常～みどりの条例の手続きに関する審査基準の改定について
常～みどりの条例に対する要望等
常～みどりの条例・施行規則運用指針～解説・運用集～H１９
常～みどりの条例・規則　運用指針
常～長期優良住宅建築等に係る資料
常～みどりの条例施行規則（改正）H１９･H２１･H２５
常～都自然保護条例緑化計画除外
常～庁内検討会記録（第１回）
常～みどりの条例（改正）H２･H１９･H２１
常～「行政不服審査法」審査基準
常～庁内検討会記録（平成１９年度）
常～目黒区みどりのまちなみ助成要綱　運用基準の改正
常～目黒区みどりの条例の手続きに関する要綱
常～（旧）目黒区区民農園設置要綱
常～目黒区みどりのまちなみ助成要綱
常～目黒区生垣造成助成要綱の一部改正について
常～目黒区保存樹木等助成要綱
常～目黒区樹木等の移植助成要綱
常～目黒区みどりの協定の認定および助成に関する要綱
常～目黒区緑化計画書の基準等の適用に関する取り扱い基準
常～目黒区緑化施設整備計画認定制度の手続きに関する要綱
常～良好な住環境の保全・形成に向けた取り組み
常～緑化計画　基準改定について
常～緑化都市宣言
常～「しいの木会」との意見交換会（平成２７年度）
常～「つなげよう森里川海」資料（平成２７年度）
常～各種団体名簿
常～自主的緑化推進団体　要綱・要領

みどり土木政策課

各種団体

監督業務

みどりの庶務 庶務全般

緑化庶務

議会

組織運営

法令

みどりの条例

みどりの要綱・指針・基準

緑化関連

第１０７号（あんほこ測
量・設計業務委託）
第１０９号（蛇崩橋補修設
計業務委託）
第１１０号

工事
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～緑の安全管理士名簿（緑の安全推進協会）
常～緑化評価制度開発研究会
常～「目黒区制施行８０周年記念事業」資料（平成２４年度）
常～ホームページ運用マニュアル
常～２３区の環境施策パンフレット
めぐろ区報（原稿・校正）
常～報道
常～広報計画作成のための調査
常～広報めぐろ「目黒自然図鑑」
常～ホ－ムペ－ジの更新
常～（緑化施策）区民要望
常～省エネ再生可能エネ技術導入等専門部会議（平成２８年）
常～生物多様性地域戦略の活かし方セミナー(２０１４)
常～東京大学「環境三四郎」講習会（平成２６年）
常～東京都水生生物講演会資料について（平成２３年）
常～日本鳥学会、国際鳥学会　資料
常～環境ナビゲーター養成研修（平成２７年度）
常～用廃会議議事録
常～公害健康被害予防研修（平成２６年度）
常～緑の情報連絡会
常～地域主権改革による権限譲渡（平成２３年度）
常～外来種対策情報連絡会（平成２４年度）
常～緑化地域制度連絡会（平成２８年度）
常～緑の募金　移行
常～緑の募金　実績
常～緑の募金実施要綱等
緑の募金領収書・送金書
緑の募金各種通知
常～緑の募金使用資材調査

エコまつり エコまつり各種通知
中目黒公園祭 中目黒公園祭の実施

常 ～補助事業実績報告書（平成２５年度）
常 ～平成２９年度　予算
常～予算説明資料
常～自然環境基礎調査予算資料
常～地域環境力活性化事業
常 ～令和２年度　予算
常 ～平成３１年度　予算
常 ～平成３０年度　予算
常～区市町村緑地保全事業に対する都費補助（平成２２年度）
執行計画
常～国都の施策及び予算に関する要望
常～森林環境譲与税の使途検討
令和元年度社会資本整備総合交付金(住宅課）
決算・監査　通知等
常～事業執行状況説明書
常～みどり香るまちづくり〈環境省〉
常～都市の低酸素化の促進に関する法律（資料）
常～社会資本整備重点計画（平成２１年）
常～ヒートアイランド現象緩和に向けた都市づくりガイドライン（H２５)
常～都市緑地法運用指針の改正（平成２３年度）
常～東京都長期ビジョン（平成２６年度）
常～「緑の東京１０年プロジェクト」基本方針（平成１９年度）
常～「緑確保の総合的な方針」について【改定決定】（平成２８年度）
常～崖線の緑を保全するためのガイドライン（平成２３年度）
常～環境マスタープラン(平成２４年度）
常～環境軸ガイドライン（平成１９年度）
常～都市計画公園・緑地の整備方針の改定案について（平成２３年度）
常～土地利用基本方針
常～緑確保の総合的な方針(都市環境委員会）平成２８年度
常～緑確保の総合的な方針(平成３０年度）
常～緑確保の総合的な方針・政策過程(平成２１年度）
常～緑確保の総合的な方針（データ更新等）平成２３年度
常～緑確保の総合的な方針（パブコメ）平成２１年度
常～緑確保の総合的な方針推進委員会議録
常～「緑確保の総合的な方針」について【時点修正】（平成２８年度）
常～緑確保の総合的な方針(令和元年度）
常～みどりの新戦略ガイドライン（平成１８年度）
常～東京都環境基本計画のあり方について《中間まとめ》（平成２７年度）
常～環境保全行動指針(平成１２年度）
常～部局別政策課題調査（平成２１年度）
常～野鳥５０種以上のすめるまちづくり学習プログラム
常～緑の基本計画改定に係る調査委託
常～緑化施策の調査業務委託（平成１８年度）
常～目黒区みどりの基本計画(平成元年、平成１１年）
常～野鳥のすめるまちづくり計画（昭和６１年）
常～緑の基本計画改定作業部会（まとめ）
常～環境基本計画改定
実施計画改定（平成２９年度）
常～自然環境基礎調査実施基準（平成２６年度）
常～実施計画改定（平成２１年度）
常～在来種確認番地数の目標
常～祐天寺駅周辺整備構想（平成３１年）
常～植樹計画

みどり土木政策課

緑化調査・計画 国の計画

東京都の計画

目黒区の計画

植樹計画

各種団体

広報・広聴

会議・研修

みどりの情報連絡会

緑の募金

みどり財務会計 予算

決算・監査

みどりの庶務
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～植樹運動の実績
常～植樹運動の推進
常～生物多様性戦略素案の英訳委託（平成２５年度）
常～エコロジカルネットワーク根拠資料
常～街の森いきもの住民会議「日本の蝶」展（共催）平成２６年度
常～「意見募集看板」設置（平成２５年度）
常～目黒区生物多様性地域戦略の策定(平成２６年度）
常～生物多様性地域戦略根拠資料
常～図版等使用許諾《生物多様性地域戦略関係》
常～昭和６０年度「野鳥のすめるまちづくり計画」住民意向調査報告書
常～平成２４年度「めぐろのいきもの８０選」
常～平成２５年度「野鳥のすめるまちづくり計画」自然通信員アンケート結果
常～目黒区の生物多様性関連事業（H２２～）
常～緑の基本計画改定時における配慮ガイドライン（平成２２年度）
常～生物多様性に関する事業の協力依頼（合同校(園）長会）平成２５年度
常～目黒区の地域戦略（調査・印刷等見積もり）
常～目黒区生物多様性地域戦略の短期目標評価（令和２年）
常～平成３０年度第１回水生生物調査説明会(環境局)
常～補助金（東京都）
常～地域における生物多様性保全活動の促進事業(環境省)
常～生物多様性民間参画ガイドライン(第１版）平成２１年
常～生物多様性戦略の策定及び普及啓発事業委託（環境省）平成２４年度
常～生物多様性基本法、手引き（環境省）
常～ＣＯＰ１０（生物多様性締約国会議）平成２２年度
常&#８７６４;外来生物（通知・資料等）
常～緑施策の新展開～生物多様性の保全に向けた基本戦略（東京都）平成２
４年度
常～My行動宣言・にじゅうまるプロジェクトの報告(平成２７年度）
生物多様性自治体ネットワーク定期総会について
常～生物多様性促進資料
常～生物多様性地域連携促進法に係る意見交換会(平成２７年度）
常～緑の基本計画における生物多様性の確保に関する技術的配慮事項の策
定について
常～「環境省地域生物多様性保全計画」策定事業委託（平成２４年度）
常～生物多様性保全のための取組事例等の調査検討委託（平成２５年度）
常～生物多様性地域促進に関する意見交換会開催補助（平成２７年度）
常～生物多様性地域戦略中間まとめ懇談会　平成２５年度
常～江戸のみどり復活事業（菅刈公園）平成２６年度
常～「生物多様性地域戦略策定」委託　平成２６年度
常～委託業務清算報告書の提出について
常～生物多様性保全基礎調査委託[公園樹林]　平成２５年度
常～「区立小学校　生物多様に関する調査」委託　平成２４年度
常～「生物多様性現況解析資料作成」委託（平成２４年度）
常～みどりと公園課生物多様性地域戦略推進ＰＴ（平成２６年度）
常～生物多様性地域戦略（中間まとめ）パブコメ（H ２４～２５）
常～目黒区生物多様性地域戦略策定検討委員会（平成２４年度～２５年度）
常～環境整備担当者会議（平成２４～２５年度分　資料）
常～みどりと公園課　生物多様性地域戦略ＰＴ（全体会）H２４～２５
常～生物多様性ＰＴ（平成２７.２.３～２７.４.３０）
常～民間事業所等の活動事例について聞取り調査（H２５)
常～当社周辺の生物調査（H２２～２５）＜企業名＞土木本部
常～生物多様性と建設業の係わり（平成２５年度）日本建設業連合会
常～生物多様性　「報道」資料
常～業者カタログ
常～すげかり平成の森植栽計画（NPO法人菅刈ﾈｯﾄ２１）平成２７年
常～　生物多様性自治体ランキング生物多様性自治体ランキング
常～絶滅の恐れのある野生動物の種の保存に関する法律（改正）平成２８年
常　～支援委託事業
常～保全林事業実施計画
常～課内PT（H３０～）
常　～東京都環境行政交流会
常～生物多様性保全林の指定（駒場野公園）
常～自然環境基礎調査実施基準
常～土砂災害警戒区域
常～自然環境基礎調査委託（平成１１年度）
常～レッドデータ資料(平成２１年度）
常～自然環境調査（平成９年度、１０年度）
常～鳥類繁殖調査（H１０）、鳥獣保護区位置図（H１５)
常～東京の湧水（位置図）平成７年度
常～東京都自然環境情報図（１９８９、２００７）
常～目黒の桜
常～目黒区保全林等候補樹林調査（平成５年度）
常～目黒区緑化地区土壌調査
常～緑の実態調査（昭和４７・５２年）
常～緑の実態調査　仕様書・マニュアル
常～緑の実態調査　議会報告関係資料
常～緊急雇用委託（平成１５年度　緑の実態調査）
常～緑の実態調査報告書貸出簿
常～緑の実態調査《起工書》H１５～１６年度
常～緑の実態調査中間報告（平成１５年度）
常～緑の実態調査　資料
常～緑の実態調査（平成５年度）
常～野鳥等生息調査
常～野鳥生息調査(昭和６０年度）

みどり土木政策課

その他（資料）

生物多様性保全林

自然環境調査 自然系調査（一般）

みどりの実態調査

野鳥専門調査

緑化調査・計画

植樹計画

生物多様性事業 生物多様性事業(目黒
区）

生物多様性事業(国・都）

委託事業

検討会・ＰＴ
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～目黒区の動植物目録
常～土壌生物調査(H９～１１）
常～エコロジカル・ネットワークに関する資料（平成２５年度）
常～東京都市部の屋上緑地における鳥類相調査結果（平成２５年度）
常～自然環境基礎調査の実施（H９～H１１)・環境庁補助金
常～自然環境基礎調査委託
常～自然環境調査シンボルマ－ク
常～自然調査コンサルタント資料
常～自然環境基礎調査(自治体資料)
常～自然環境基礎調査　報道記録
常～公共施設における緑地等の整備及びその管理並びに市民参加型自然環
境調査手引書（H２１）
常～目黒区自然環境保全活用計画（平成７年３月）
常～記録委員会
常～記録委員会　記録（第１回～第５回）+２１のヒント
常～プロジェクトワイルド(２００１）
常～多様性リ－ダ－育成　自治体向け資料
常～区民による身近な生物調査（令和元年度）
常～弁天池生物調査（S６１、６２、６３、H２、９）
常～第２回いきもの住民会議　平成２３年度　（街の森・いきもの住民会議）
常～第１回いきもの住民会議　平成２２年度（原っぱいきもの住民会議）
常～指標種調査報告書・作業計画・ＰＴ設置(平成１９年度）
常～プロポーザル方式による契約（区民による身近な生物調査委託）
常～いきもの住民会議（新しいみどり・いきもの住民会議）平成２８年度
常～住民参加型指標種調査集計解析業務委託
常～区民による身近な生物調査集計及び補足調査委託（平成２５年度）
常～区民による身近な生物調査　集計表＆データベースファイル（平成２５年
度）
常～区民による身近ないきもの調査
常～いきもの気象台　報道
常～いきもの気象台（定点・観測調査）募集・応募
常～グリーンデータブック(目黒区データ)
常～グリーンデータブック(めぐろいきもの図鑑)
常～グリーンデータブック(いきものカレンダー)
常～いきもの気象台　印刷物
常～グリーンデータブック（観察ノート）
常～グリーンデータブック(いきもの住民台帳)
常～いきもの住民台帳・受領書
常～「自然通信員だより」バックナンバー
常～自然通信員登録・解除手続き
常～自然通信員だより
常～冬鳥の調査(平成１０年度）
常～夏の１２種調査報告(平成９年度）
常～指標種選定基準
常～小中学校指標種調査(平成１０年度）
常～春の６種調査(平成１０年度）
常～ウグイス初音情報集計票
常～ウグイス初音地図情報
常～ウグイス初音情報

身近な自然の写真展 常～身近な自然写真展
常～【重要】システム入力データ(キノコ、植物)
常～【重要】システム入力データ(クモ、昆虫)
常～システム入力　アイコン作成
常～【重要】システム入力データ（その他）
常～システム同定根拠画像等
常～【重要】システム入力データ(鳥類)
常～領収証書
常～東京都内水面漁業調整規則
いきもの発見隊障害保険（納付書・調定書）
いきもの発見隊
いきもの発見隊講師謝礼
常～生きもの発見隊資料
常～川遊びの資料
常～潮位表（いきもの発見）
常～胴長・長靴パンフレット
常～平成２５、２７年度「菅刈公園のいきもの発見」資料
常～目黒川　自然解説資料
常～目黒川河床整備工事について
常～いきもの発見隊　記録
常～目黒川の源流探訪（平成１８年度）
常～いきもの発見隊写真(平成９年）
常～生きもの～と（いきもの情報局）発行物
常～小学校ビオトープ教育委との役割分担
常～緑が丘小学校ビオトープ
常～油面小学校ビオトープ
常～ビオトープ学校環境調査
常～下目黒小学校ビオトープ
常～学校ビオトープ作成計画
常～宮前小学校ビオトープ
常～教育委員会との役割分担
常～駒場小学校ビオトープ
常～月光原小学校ビオトープ
常～原町小学校ビオトープ
常～五本木小学校ビオトープ

みどり土木政策課

生きもの情報システム システム入力データ

いきもの発見隊事業 いきもの発見隊

いきもの発見隊資料

ビオトープ事業 小学校ビオトープ

区民参加型調査 区民による生物調査

いきもの気象台

自然通信員

指標種調査

ウグイス情報

自然環境調査

野鳥専門調査

委託概要

調査概要

記録委員会

多様性リ－ダ－育成
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～向原小学校ビオトープ
常～中根小学校ビオトープ（落ちバンク）
常～上目黒小学校ビオトープ
常～菅刈小学校ビオトープ
常～大岡山小学校ビオトープ
常～鷹番小学校ビオトープ
常～中根小学校ビオトープ
常～中目黒小学校
常～田道小学校ビオトープ
常～東根小学校ビオトープ
常～東山小学校ビオトープ
常～碑小学校ビオトープ
常～不動小学校ビオトープ
常～東山幼稚園ビオトープ
常～ふどう幼稚園ビオトープ
常～からす森幼稚園ビオトープ
常～学校ビオトープ活動調査報告
常～学校ビオトープ作成・活用計画
常～小学校配布資料原稿
常～ビオトープ資料・サイン
常～ビオトープ管理士会名簿
常～ビオトープコンクール
常～落葉銀行事業
常～ビオトープ管理マニュアル
常～資料（大橋ジャンクション、駒場野公園、大橋ジャンクション、東山公園、青
葉台民間特養）
常～ビオトープ調査記録（本庁）
常～ビオトープだより
常～江戸のみどり補助金（平成２７年度～）
常～東京都緑化事業（H２４～）
常～江戸のみどり復活事業(菅刈公園）H２９
常～東京都区市町村との連携による地域環境活性化事業（歳入資料）平成２８
年度
常～東京都区市町村との連携による地域環境活性化事業　　平成２８年度
常～「（法人）緑化基金」資料　H２４～
常～「都自然保護条例施行規則」手引き　H１２～
常～目黒区緑化地区の土壌調査(写真集）　平成２年度
常～公開空地等のみどりつくり指針(東京都みどりの計画書）H１９～
常～江戸のみどり復活事業(菅刈公園）H２５～
常～街路樹マップ作成資料　H４
常～東京都みどりの推進委員名簿（要綱）　H１２～H１４
常～高枝きりバサミカタログ
常～高枝きりばさみ等　貸出台帳

グリーンバンク 常～グリーンバンク　平成６年
常～特別緑地保全地区における権限移譲　H１９
常～宮野古民家自然園の保存樹林指定　H１９
常～駒場公園文化財保存計画　H２１
常～朝倉家住宅資料　H１６
常～ケヤキ公開治療シンポジウム（練馬区）　H６
常～樹木医会　資料　H２４
常～神社落葉ごみの取り扱いについて　H８
常～保存樹に関する法律　H２４
常～条例・要綱・規則・指針　H８～
常～特定保存樹林に係る減免通達(昭和６１年）
常～保存樹林･生垣写真台帳（H２２委託事業）
常～保存樹木等　新規指定
常～保存樹木等受付簿
常～保存樹木等一覧及び位置図
常～保存樹木等　申請書(Ｓ５３～Ｈ３年度)
常～保存樹木　GISｼｽﾃﾑ等マニュアル
常～既 加入保険（平成１９年～平成２８年度分）
常～樹木保険
常～保険対象の事故処理記録
常～保存樹木等助成金　ＦＤ
常～助成金マニュアル
助成金請求申請
助成金支払
常～保存樹　助成金様式
常～次年度への引継ぎ記録
常～媒体取り扱い依頼書
常～標識　（契約関係）
常～保存樹標識（取付委託仕様・サンプル）
常～標識設置委託　工事写真（平成２１年度）（平成２３年度）
常～【祐天寺】保存樹等指定時の取り扱いについて
常～アンケート調査結果（平成２９年度）
常～老樹・銘木指定経過
常～次年度への引継ぎ記録
常～指定樹木外「相談」記録
常～保存樹木等助成金に関する調査結果
常～料金後納郵便申請
常～保存樹買取り（椎の木）中央町１丁目（平成７年度）
常～樹木診断　　報告書様式
常～オオアカガシ調査会報告書(大鳥神社）
常～オオアカガシ賠償請求（大鳥神社）

みどり土木政策課

保存樹 保存樹　台帳

樹木保険

保存樹　助成金

保存樹　標識

懸案・引継ぎ事項

保存樹保護育成委託

公園・民間ビオトープ

東京都緑化事業 東京都事業

みどりの推進委員

みどりの保護 園芸用具貸出

特別緑地保全地区

旧朝倉家住宅復元工事

関連機関情報

保存樹に関する法令

ビオトープ事業 小学校ビオトープ

幼稚園ビオトープ

維持管理

ビオトープ資料
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～レバノン杉（旧庁舎）挿し木等委託
常～保護育成委託（平成２８年度）
常～台風による被害（委託）H２３．９月
常～大鳥神社（ｵｵｱｶｶﾞｼ）東京都申請書類関係
常～大鳥神社（ｵｵｱｶｶﾞｼ）樹勢回復工事(１２年度）
常～保存樹等手入れ　仕様書

駒場 常～駒場＜特定地名＞
青葉台 常～青葉台＜特定地名＞
東山 常～東山＜特定地名＞
大橋 常～大橋＜特定地名＞
上目黒１丁目～３丁目 常～上目黒＜特定地名＞
上目黒４丁目～５丁目 常～上目黒＜特定地名＞
中目黒 常～中目黒＜特定地名＞
三田 常～三田＜特定地名＞
目黒 常～目黒＜特定地名＞
下目黒１丁目～３丁目 常～下目黒＜特定地名＞
下目黒４丁目～６丁目 常～下目黒＜特定地名＞
中町 常～中町＜特定地名＞
五本木 常～五本木＜特定地名＞

常～中央町＜特定地名＞
常～祐天寺＜特定地名＞
常～目黒本町＜特定地名＞
常～原町＜特定地名＞

洗足 常～洗足＜特定地名＞
南 常～南＜特定地名＞
碑文谷 常～碑文谷＜特定地名＞
鷹番 常～鷹番＜特定地名＞
平町 常～平町＜特定地名＞
大岡山 常～大岡山＜特定地名＞
緑が丘１丁目 常～緑が丘＜特定地名＞
緑が丘２丁目 常～緑ヶ丘＜特定地名＞
自由が丘 常～自由が丘＜特定地名＞
中根 常～中根＜特定地名＞
柿の木坂１丁目 常～柿の木坂＜特定地名＞
柿の木坂２丁目・３丁目 常～柿の木坂＜特定地名＞
八雲１丁目・２丁目 常～八雲＜特定地名＞
八雲３丁目 常～八雲＜特定地名＞
八雲４丁目・５丁目 常～八雲＜特定地名＞
東が丘１丁目 常～東が丘＜特定地名＞
東が丘２丁目 常～東が丘＜特定地名＞

常～助成要綱・運用方針
常～まちなみ助成実績(平成６～２０年度分）
まちなみ助成　支出負担行為兼支出命令書
常～平成２１年度　みどりのまちなみ助成改正
常～平成３１年度　みどりのまちなみ助成改正
常～ＨＰ掲載起案、パンフレット改訂
常～まちなみ助成　様式集
接道部緑化助成 東山＜特定地名＞
接道部緑化助成 青葉台＜特定地名＞

接道部助成申請書（東
部）

接道部緑化助成　三田＜特定地名＞

常～接道部緑化助成　下目黒＜特定地名＞
常～接道部緑化助成　中目黒＜特定地名＞
接道部緑化助成　下目黒＜特定地名＞
接道部緑化助成　三田＜特定地名＞
接道部緑化助成　目黒＜特定地名＞
常～接道部緑化助成　中目黒＜特定地名＞
接道部緑化助成　中央町＜特定地名＞
接道部緑化助成　上目黒＜特定地名＞
接道部緑化助成　中町＜特定地名＞
接道部緑化助成　五本木＜特定地名＞
接道部緑化助成　碑文谷＜特定地名＞
接道部緑化助成　南＜特定地名＞
接道部緑化助成　目黒本町＜特定地名＞
常～接道部緑化助成　洗足＜特定地名＞
接道部緑化助成　八雲＜特定地名＞
接道部緑化助成　中根＜特定地名＞
接道部緑化助成　緑が丘＜特定地名＞
接道部緑化助成　自由が丘＜特定地名＞
接道部緑化助成　東が丘＜特定地名＞
接道部緑化助成　大岡山＜特定地名＞
常～接道部緑化助成　柿の木坂＜特定地名＞
接道部緑化助成　平町＜特定地名＞
常～屋上緑化助成　目黒＜特定地名＞
常～屋上緑化助成　下目黒＜特定地名＞
屋上緑化助成　鷹番＜特定地名＞
常～屋上緑化助成　上目黒＜特定地名＞
屋上緑化助成　五本木＜特定地名＞
常～屋上緑化助成　平町＜特定地名＞
屋上緑化助成　緑が丘＜特定地名＞
常～屋上緑化助成要綱
常～屋上緑化助成チラシ・資料

壁面緑化助成申請書（南
部）

常～壁面緑化助成　目黒本町＜特定地名＞

みどり土木政策課

屋上緑化助成

みどりのまちなみ助成 助成事務

接道部助成申請書（北
部）

接道部助成申請書（東
部）

接道部助成申請書（中
央）

接道部助成申請書（南
部）

接道部助成申請書（西
部）

屋上助成申請書（東部）

屋上助成申請書（中央）

屋上助成申請書（西部）

保存樹木等記録（柿の木
坂～東が丘）

保存樹木等記録（鷹番～
中根）

保存樹木等記録(祐天寺･
中央町～碑文谷)

祐天寺・中央町

目黒本町・原町

保存樹木等記録（三田～
五本木）

保存樹木等記録(駒場～
中目黒)

保存樹

保存樹保護育成委託
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
樹木等の移植助成支出負担行為兼支出命令書
常～保全樹木の移植助成関係資料

助成申請書(写) 樹木等の移植助成　平町＜特定地名＞
みどりの協定 常～みどりの協定（プレート）
公共施設・道路の緑化 常～「目黒通りの緑化」関連議事録（平成８年度～）

常～向原・月光原「重点緑化地区」資料（平成３）
常～緑化重点地区整備事業制度要綱
常～重点緑化地区のまとめ
常～記念植樹要望記録
常～記念植樹募集要綱
常～記念植樹台帳
常～記念植樹調書
苗木配布（角田市）
常～みどりの交流事業覚書
常～緑の都市賞(平成１１年）資料
常～表彰者記録
常～花とみどりのまちなみコンクール資料（平成１３年度）
常～ＳＥＧＥＳ　みどりの評価制度　資料
常～みどりの環境学習支援
常～まちなか緑化（東京都公園協会）　資料

みどりのまちなみ賞 みどりのまちなみ賞 常～みどりのまちなみ賞
常～歳入マニュアル
常～＜区制情報コーナー＞受領書
常～調定・納入通知書
常～街の自然１２か月　出版経過・無料配布台帳
常～街の自然１２か月　募集要綱・名簿
常～ビデオ作成資料
常～「ひとと木のうた」編集資料
常～[ひとと木のうた｣
常～みどりの散歩道コースガイド訂正用
常～みどりの散歩道マニュアル
常～スライド用写真
常～みどりの散歩道コースガイド・保存用
常～みどりの散歩道「納付書」作成マニュアル
常～みどりの散歩道　調整資料
常～みどりの散歩道　増刷
常～２８年度「掲載画像」利用申請手続き
常～みどりの散歩道関連図書
みどりの散歩道販売　めぐろ観光まちづくり協会
みどりの散歩道販売　菅刈公園和館（NPO法人菅刈ネット）
みどりの散歩道販売　目黒区美術館
みどりの散歩道販売　郵送分
みどりの散歩道販売（ＣＥＳ）
みどりの散歩販売　区政情報コーナー
みどりの散歩道コースガイド売却契約
みどりの散歩道販売　（駒場野公園自然観察舎）
みどりの散歩道販売　めぐろ歴史資料館
みどりの散歩道販売　駒場公園和室（シルバー人材）
常～みどりの散歩道　歳入マニュアル
みどりの散歩道販売　書店組合
常～いきもの８０選領収書
常～いきもの８０選データ(平成２５年度～）
いきもの８０選販売　駒場公園和館（シルバー人材）
いきもの８０選販売　菅刈公園和館（NPO法人菅刈ネット）
いきもの８０選販売　目黒区美術館
めぐろのいきもの８０選売却契約
いきもの８０選販売　めぐろ観光まちづくり協会
いきもの８０選販売　駒場野公園（自然観察舎）
いきもの８０選販売　自然教育園
いきもの８０選販売　書店組合
「めぐろいきもの８０選」納付書送付
いきもの８０選販売　区政情報コーナー
いきもの８０選販売　ＣＥＳ
めぐろのいきもの８０選郵送請求
常～[福祉工房]作成依頼・支出
常～アメニティマップ（H８、１０）
常～公園巣箱取付
常～情報・集計結果（H２２まで）
常～巣箱モニター　配布者名簿
巣箱モニター
常～巣箱モニター募集及び巣箱作成委託
常～巣箱モニター　　マニュアル
常～巣箱モニター添付資料
常～各種　助成パンフレット
常～公園パンフレット
常～世田谷区・大田区
常～目黒区緑化ＰＲパンフレット
常～野鳥のすめるまちづくり（目黒区）

野鳥のすめるまちづくり
展

常～展示用パネル一覧

常～阪神大震災　報道記録
常～震災と緑化《レポート》《写真》
常～資料
常～事例

みどり土木政策課

野鳥のすめるまちづくり 巣箱モニター

緑化ＰＲパンフレット 特別区資料

災害時のみどり

校庭の芝生化

出版図書 出版図書全般

街の自然１２カ月

ひとと木のうた

みどりの散歩道

みどりの散歩道販売

めぐろのいきもの８０選

めぐろのいきもの８０選販
売

樹木等の移植助成 樹木等の移植助成

みどりの育成

重点緑化地区

みどりのまちづくり 記念植樹

苗木配布

表彰・コンク－ル

環境学習自然活動

43／46



 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～原町小学校屋上緑化
常～原町小学校　屋上緑化工事（平成１６年度）
常～現地調査結果
常～屋上みどり観察ファミリー実施起案
常～屋上緑化整備業務及び調査研究委託
常～協定書・協定起案
常～十五庭いきもの調査（H２４)
常～総合庁舎屋上緑化委託（拡張前）
常～維持管理（ボランティア）資料
常～見学依頼
常～屋上庭園[目黒十五庭]作庭整備の概要
常～屋上見学用　説明者手持ち資料
常～土日開放　試行（平成１８年度～２２年度）
常～庁内情報交換会（H１６）第１回～第１３回
常～作業報告書
常～目黒十五庭修繕工事（平成２１年度）
常～十五庭ミスト装置修繕工事（平成２９年度）
常～取扱い説明書、保証書類
常～リサイクル材使用屋上緑化見本施設
常～「事故」「放射線量測定」記録
常～名簿・当番表
常～平成３０年度ボランティア名簿
常～活動記録（配布資料等）
常～俳句（用紙）、投稿紙
常～江戸東京野菜　資料
常～説明用配布資料（整備概要、名前の由来等）
常～建築技術発表会（平成１７年度）
常～都・公園協会賞（平成１７年度）
常～第５回屋上 壁面　特殊緑化技術コンクール（平成１８年度）
常～緑化計画の手引き（各版保存版）平成２年度～
常～特例帳票及び起案様式に関する起案（H１９～）
常～住環境条例解説(歩道上空地資料)平成２６年度改訂版
緑化完了届の未提出物件への督促
常～緑化計画書認定事務と建築確認申請の連動について（H１８～）
常～緑化計画の手引き改定（平成１６～）
常～緑化計画の手引き（各版保存版）
常～同意・協議事務処理要綱（平成８年度）
常～マン建法容積率許可要綱等と緑化計画（平成２９.２月～）
常～工場立地法と緑化計画（平成２３～）
常～墓地埋葬法と緑化計画（平成２４～）
常～「緑化計画」関係様式
常～公共施設の緑化の手引き
常～緑化計画ファイリング解除台帳（H１９～H３０）
常～緑化完了処理に伴うファイリング解除（平成３１年度）（令和元年度）
常～緑化計画台帳
常～旧・緑化計画相談一覧（H１６～H２４）
常～緑化計画台帳（平成２３年度）
常～都の緑化指導制度（平成１２年３月）
常～緑化指導の運用（平成７年）
常～他区の緑化計画手引き(城南ブロック）H１６～
常～公共施設の緑化計画（都立大学駅新築工事）H１８
常～屋上緑化の義務化《他区調査資料》H１８～
常～他区の緑化計画手引き(城南ﾌﾞﾛｯｸ以外）
常～公開空地等のみどりづくり方針（H１９～）

緑化計画完了前通知 常～緑化計画完了前通知
常～東山公務員宿舎跡地利用　検討会資料（H１７)
常～上目黒１丁目　旧国鉄宿舎跡地整備（H７～）
常～上目黒小内　保育所整備（H２７）
常～総合庁舎内　保育所整備（H２８)
碑文谷公園内保育所整備
常～原町小学校（R１）
常～中根小学校　２-５３（H１４）
常～上目黒小学校（用途変更）　G１５-２６７　（H２８）
常～げっこうはらこども園（月光原小学校内）G１２-１７５　（H２６）
常～《開発行為》東山小学校　G０９-０８９　（H２６）
常～不動小学校内児童福祉施設　G１５-０７４　（H２７）
常～碑文谷五丁目児童公園（G１５-２６１）H２７
常～衾町公園　　G１５-２６９　　H２７
常～衾町公園（児童交通施設）G１６-１１８
常～南一丁目緑地公園　　G１７-１５１　H２９
常～東山公園拡張予定地　樹木調査　　１９.６.１３
常～東根公園　　G１４-１４６　（H２８）
常～上四児童遊園　　G１６-０６０　　H２８
常～駒場公園（和館ポンプ室）G１６-０８３
常～駒場公園（洋館トイレ）G１６-０４５
常～桜森児童遊園（G１９-０９４）
常～富士見台公園　南１－２３－４（G１９-０９３）
常～下目黒２－２０－１９大鳥公園（G１８-０８２）
常～緑が丘１－１３－８緑が丘児童遊園（G１８-０８３）
常～駒場公園（だれでもトイレ）　G１８-１０６
常～下目黒１－８《目黒川沿川通路》G１５-１７３　H２７
常～東山２-２４　東山小学校南側道路拡幅工事　G１７-０９２
常～目黒本町２-２５-１４（複合施設）　G０９-１１９　　H２３
常～上目黒５－１８　上目黒５丁目学童保育クラブ　G１７-０５０

みどり土木政策課

緑化計画書（区） （区）跡地利用

（区）学校

（区）公園

（区）道路

（区）児童施設

緑化協議 緑化協議全般

緑化計画解除台帳

緑化計画台帳

緑化協議規約

屋上緑化 屋上緑化（原町小学校）

屋上みどり観察ファミリー

総合庁舎の屋上緑化 農大との協定

「十五庭」資料

維持管理

屋上ガーデンクラブ

発表会・コンクール
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～南１-１８-２６　南保育園仮説園舎新築工事　G１０-１３０
常～平町一丁目児童福祉施設（仮称）改修工事　G１６-１６４
常～中央町２丁目（六中跡地）障害者施設整備　G０８-０７１　平成２１年
常～上目黒１丁目福祉住宅検討部会　H７～
常～上目黒１丁目福祉住宅利用計画作成調査報告書　（平成６年）
常～八雲５-８-２０　区営八雲５丁目アパート　G１６-１７８　平成２９年度
常～南１-１１-１２　目黒消防団第９分団本部新築工事　G１４-０９９　平成２６
年度
常～碑文谷４-９-１区営碑文谷４丁目ｱﾊﾟｰﾄ　G１５-１３２　平成２９年度
常～目黒１-２１　目黒１丁目アパート　０４-２２９　平成１８年度
常～目黒清掃工場（緑化完了）０４-１３９　平成１７年度
常～目黒清掃工場建替えに伴う検討部会等資料（H２５～）
常～目黒本町５　中央体育館改修　G１６-２１４　平成２８年度
常～都立大学駅前ふれあい広場（G１４-１６１）　平成２７年
常～碑文谷１丁目公衆便所　０６-１０２　平成１８年度
常～中央町１-６-１１粗大ごみ中継所　G１４-０５９　平成２６年度
常～青葉台２-１-１９　区営青葉台２丁目アパート　G１６-０６３　平成２９年度
常～新橋公衆便所（認定・完了）G１６-０７０　平成２８年度
常～「都立大学駅高架下開発」会議録　平成２６年～
常～碑文谷２-７-５　区営碑文谷アパート　G１３-１５４　平成２７年度
常～東京医療センター　看護棟風除室　０４-２３０　平成１７年度
常～東京医療センター（ポンプ室、駐輪場、渡り廊下）G１８-０６２
常～東京医療センター風除室・EV増設　０４-８　平成１７年度
常～東京医療センター新宿舎　G１４-２１９　平成２８年度
常～東京医療センター　第２次宿舎　０５-０７０　平成１６年度
常～東京医療センター　新研修ｾﾝﾀｰ及び新宿舎　平成２０年度
常～中目黒共済病院　９８-２３７　平成１１年度
常～東京医療センター　コンビニ　０３-１９７　平成１６年度
常～東京医療センター　研修医宿舎　《開発行為》　平成２１年度
常～東京医療センター　寄宿舎新築整備　G１０-０６５　平成２３年度
常～東京医療センター　寄宿舎　０４-２５２　平成１７年度
常～大橋２-１７　警視庁第３機動隊庁舎　平成１７年度
常～大橋２-２１-８警視庁第３方面交通機動隊庁舎　G１３-０８７　平成２６年度
常～東京大学【総合研究実験棟】０３-６７　平成１５年度
常～東京大学（駒場１）理想の教育棟　G０９-１３２　H２３
常～東京大学（駒場１）理想の教育棟２期　G１２-０６６　H２６
常～東京大学《F解除》数学新展開の教育拠点　H２２
常～東京大学《緑化に関する申し合わせについて》平成２０年
常～東京大学【 屋外トイレ 】　G１１-１４８　H２４
常～東京大学【 巻藁練習場 】　G１１-０７４　H２３
常～東京大学【 ｻｰｸﾙ棟B広場物置設置】　G０９-０４２　　H２１
常～東京大学【(駒場１)　倉庫】　G１２-１１８　H２５
常～東京大学【(駒場１)８号館】　０６-０９３　H１９
常～東京大学（駒場Ⅰ）駒場新体育館（G１７-１４３）
常～東京大学【総合研究棟ＡＤラボ】１-２６３　H１４
常～東京大学【総合研究棟実験棟食堂増築】G０６-１９６　H２０
常～東京大学【男女共同参画支援施設】０３-１７３　H１７
常～東京大学【埋蔵文化財調査室倉庫】G０９-０７４　H２１
常～東京大学【ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ】G０８-００１　H２０
常～東京大学【ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ部部室新築工事】　G０８-２０７　H２１
常～東京大学【ｵｰﾌﾟﾝﾗﾎﾞﾄﾘｰ棟】０３-１７５　平成１７年度
常～東京大学【ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ共用棟＋多目的ﾎｰﾙ】９７-３１　H１０
常～東京大学【西門駐車場太陽光発電ｼｽﾃﾑ工事】G１２-１２５　平成２５年度
常～東京大学【生産技術研究所渡り廊下】G１５-２７８　H２８
常～東京大学【数理科学研究棟】９６-３０５　平成９年度
常～東京大学【実証実験住宅（仮称）】G１０-０８１　平成２２年度
常～東京大学【駒場Ⅱ総合研究棟】G０９-０３６　H２３
常～東京大学【駒場Ⅱ３号館渡り廊下】G１３-０５７　平成２６年度
常～東京大学【駒場Ⅱ６０号館】G１０-１８６　平成２２年度
常～東京大学【駒場１仮設体育館】G１７-１４８
常～東京大学【一二郎池周辺の植栽保全】　H１９
常～東京大学【むくのき保育園】G０７-１２７　H２０
常～東京大学【（駒場１）図書館】００-４１　H１４
常～東京大学教養学部構内樹木調査（平成９年）
常～東京大学【(駒場１)ロッカー棟】　０６-１５５　H１９
常～東京大学【(駒場１)ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ】　０５-２０２　H１８
常～【中止】艦艇研究所教育・広報施設　G０８-０３３　H２２
常～【防衛施設局　三宿駐屯地】　東山２-２６　　H１１
常～【防衛省技術研究所本部庁舎　増築工事】《世田谷区》H２３
常～【防衛省技術研究所本部庁舎増築工事】　０７-１２５　H２０
常～【防衛庁技術研究所】(代替緑地地区）　９７-３７４　H１５
常～【防衛庁技術研究所食厨地区】中目黒２-２-２　９７-３７４　H１５
常～【防衛庁技術研究所ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾉｲｽﾞ地区】　９７-３７４　　H１６
常～防衛省【艦艇研究所　研究棟地区】G０７-１６６　H２１
常～防衛省【艦艇装備研究所】G０８-１７７　H２３
常～防衛省【庁舎地区、守衛所地区】G１３-１８９　H２９
常～防衛庁【第一研究所　代替緑地・法面】中目黒２-２-２　　H１８
常～防衛省（中目黒２－２）受変電地区　G１７-２１１
常～【艦艇装備研究所】構内排水設備地区　H２０
常～【技術研究所】庁舎地区　９７-３７４　H１５
常～【技術研究所本部】艦艇装備研究所実験棟地区　０４-２８０　H１９
常～【技術研究所本部】艦艇装備研究所法面整備地区　０４-２８１　H１９
常～【公務員宿舎】《緑化計画不要》資料・相談票　H２３
常～【三宿駐屯地】給油施設　G１７-０８９

みどり土木政策課

緑化計画書（国） （国）病院

（国）第三機動隊

（国）東京大学

（国）防衛省

緑化計画書（区）

（区）児童施設

（区）福祉施設

（区）その他
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 みどり土木政策課）

名称 第１ガイド 第２ガイド
常～【三宿駐屯地】増築工事（体育館）　G１２-０８８　H２９
常～【三宿駐屯地】非常用電源施設　２４-２００２、G１２-３０　　H２４
常～【自衛隊中央病院】　第２回変更　１０-２００１　H１２
常～【自衛隊中央病院】託児所計画　相談票　H１７
常～東京工業大学（TokyoTechFront）G０６-１５０　H２１
常～東京工業大学（自動車部部室）G０９-０３８　　H２４
常～東京工業大学（将来計画プラン２００６～）
常～東京工業大学（情報処理教育演習室）９７-１８５　　H１０
常～東京工業大学（附属図書館）G０８-１７２　H２３
常～東京工業大学（ｸﾞﾘｰﾝﾏﾃﾘｱﾙ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ拠点）G１１-１６９　H２４
常～大岡山２－１２（東京工業大学 Hisao&Hiroko Taki Plaza）
常～東京工業大学【環境ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ棟】G０９-０７３　H２９
常～東京工業大学【樹木等の保全協議】　H２９
常～東京工業大学【緑が丘学生寮】【保全協議】G１５-２８０　H２９
常～大橋１-９【大橋ジャンクションループ屋上及び内側空間】G１１-０３１　H２５
常～最高裁
常～《 環 六 》拡幅・共同溝・保全協議　平成２７年～
常～《 目黒通り 》電線共同溝　平成２７年～
常～《大橋二丁目団地　B号棟 》　平成２６年～
常～《中目黒喚起所 》G０６-１５８　平成２６年
常～《中目黒喚起所 》人道橋周辺　平成２６年
常～《都立国際高校》　G１４-０９３　H２７
常～《都立国際高校》校舎増築棟　G１４-１１１　H２８
常～《呑川緑化工事 》　平成２８年～
常～《保全協議 》碑文谷警察碑文谷住宅　平成２６年～
常～《目黒川》川床整備工事　平成２８年～
常～環七《共同溝》　平成２７年～
常～《林試の森公園》
常～駒場２-１９　都立国際高等学校（環境整備工事）（G１７-２１４）
常～駒場２-１９　都立国際高等学校（目黒区防災倉庫）（G１９-１５１）

緑化計画書(第三機動隊） 常～大橋２-１７　警視庁第３機動隊庁舎（０１-１８４）
緑化計画書（地方自治体） 緑化計画書(地方自治体) 常～《渋谷区》旧朝倉邸　０７-０９６　　H１９

常～緑化管理進行簿
常～緑化管理進行簿(実績）平成２０年度
緑化計画樹木等の保全協議（写）H１８～H２０
常～保全協議　（様式・特例帳票）
常～樹木等の保全協議（都二建）

保全協議(北地域） 常～樹木等の保全協議(北地域)
常～樹木等の保全協議(東地域)
樹木等の保全協議（三田２-３-１５）
保存樹木等の保全協議（下目黒６－５）

保全協議(中央地域) 常～樹木等の保全協議（中央地域）
保全協議(南地域) 常～樹木等の保全協議（南地域）

常～樹木等の保全協議(西地域)

みどり土木政策課

緑化計画書(都） 緑化計画書(都）

緑のシステム管理関係 緑化管理

樹木等の保全協議 樹木等の保全協議共通

保全協議(東地域)

保全協議(西地域)

緑化計画書（国）

（国）防衛省

（国）東工大

（国）その他
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