
 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 碑文谷土木公園事務所）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
連絡網
常～住区・町会代表者名簿
継～政策会議
継～職員倫理に関する制度
事案決定権委譲一覧
継～行政対象暴力への対応
継～公益通報者保護
継～刊行物作成ガイドライン
目黒土木公園事務所からの通知等
庁内通知
継～総合庁舎職員利用マニュアル
継～窓口サービスマニュアル
係長会資料
各種調査
エネルギー使用量等の報告＜環境保全課＞
常～目黒区公式ホームページ
常～区民の声連絡票
常～複合機（企業名）
常～イントラネット用パソコン
イントラネット用パソコン運用協議届出書
継～情報システム手引き
継～情報セキュリティー
継～経営改善実施策（維持作業の見直し）
継～指定管理者制度
常～目黒区公園施設長寿命化計画
継～第二次目黒区行財政改革大綱
継～第二次行革大綱年次別推進プラン（平成１１年度～平成１５年度）
継～第二次行革大綱プラン改定に係る調査
継～平成１７年度｢重要課題調査｣｢第２次行革大綱に係る改革項目等の取り
組み状況調査｣
継～行革大綱改定（案）実施策（案）に対する意見のまとめ
継～行政指標集
継～事務事業総点検年次別推進プラン改定等に係る所管回答を踏まえた検
討指示事項
継～新実施計画行革推進プラ等の意見・要望
継～政策会議ヒアリングに係る財政関係資料
継～平成１５年度改革施策の実施状況調査
継～第２次行革大綱年次別推進プラン改定に係る改革事項（原案）の点検
継～第２次行革大綱新年次別推進プラン(素案)(平成１６年度～平成２０年度)
継～事務事業の見直し
継～平成１５年度事業評価制度評価結果
継～事業評価・事務事業総点検
継～事業評価財源縮減資料
継～事業評価制度事務事業総点検マニュアル
継～事業評価表
常～除雪活動
常～水防活動
常～震災時協力井戸水質検査結果
常～除雪活動計画
常～防災マニュアル
常～水防活動計画
継～目黒区震災復興マニュアル
継～地域防災無線
防災通知
非常配備態勢
水防訓練準備及び後片付け
常～水防計画
継～業務効率化検討会最終報告書
継～窓１５年度業務効率化検討会議事録
常～区民キャンパス連絡会
常～管理調整会
常～学芸大学駅前公衆便所検討
常～不法投棄連絡会
常～しいの木会

組織検討 常～組織検討
継～臨時職員用職員証
人事通知
継～目黒区再雇用非常勤職員取扱要綱
継～服務の手引き
服務通知
服務諸届
会計年度任意職員
時差出勤利用申請書
臨時職員
非常勤職員休暇簿・出勤簿
勤務状況一覧表・勤務実績報告書
出退勤時刻データ修正記録簿
旅行命令簿（宿泊旅行）
常～通勤手当認定簿
非常勤職員旅行命令簿
給与減額免除申請・欠勤届
給与通知
常～両土木公園事務所技能職職員の旅行命令の扱い
福利通知
被服貸与
継～破傷風予防接種・はちの抗体検査
継～茶毒蛾対処法マニュアル
継～公務災害マニュアル
継～応急手当マニュアル
定期健康診断
健康管理通知
労働基準監督署是正報告
安全衛生委員会
常～よりよい職場づくり
研修通知
継～職場研修マニュアル

連絡会

人事・服務

碑文谷土木公園事務
所

共通 庶務

情報システム

各種計画

行革大綱・事業評価

事業評価制度

防災

検討会 業務効率化検討会

人事全般

服務

給与・福利 給与

福利

健康管理

研修 研修
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 碑文谷土木公園事務所）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～ファイリングシステムの手引き
文書通知
継～文書事務の手引き
継～個人情報保護
継～公文書公開
継～長期保存文書ファイル基準表
継～ファイル基準表平成１８年度
工事検査証
常～特別区事務処理特例交付金
工事の業者選定
債権者登録（新規・変更）
財務通知
継～ディーゼル車規制適合車使用関係手引き
継～購入物品仕様
継～施工体制台帳等を活用した適正な施工体制について
継～随意契約ガイドラインの策定について
継～福祉作業所との業務委託取扱い
契約依頼予定表
年間契約（変更）依頼書（長期継続契約含む）
年間契約依頼書
年間契約依頼一覧
自所属契約

支出負担行為（年間契
約・長期継続契約）

支出負担行為（年間契約・自所属契約分）

常～呑川本流緑道横断地下道警備委託
洗足弁天橋歩道橋防犯カメラ等借上げ
常～機械警備委託（洗足弁天橋）
常～大塚山公園防犯カメラ借上げ
常～機械警備委託
常～ＡＥＤ借上げ
自由が丘駅前ブロンズ像維持委託
自動ドア装置保守点検委託
自家用電気工作物保安管理業務委託

契約依頼書 契約依頼書
支出負担行為 支出負担行為
支出処理済 支出処理済

契約変更依頼
予定額増減
契約課通知

完了届 完了届
常～処分処理
継～物品シール

工事評定 工事成績評定
予算通知
次年度当初予算　要求事項説明
補正１号
本年度予算見積書
次年度予算見積資料
補正２号
予算調査回答
常～予算特別委員会用資料
常～予算説明資料
継～委託費予算執行実績
継～施設修繕予算執行実績表
継～予算執行実績表（Ｈ１２～）

予算執行 トイレットペーパー発注書
定期監査資料
常～決算特別委員会用資料
行政監査
常～決算資料
定期監査実施結果
常）庁外施設定期監査
常～法定外公共物整備検討会　H２６.１２.１７
常～緊急対応
継～区立児童遊園の当面のあり方について
継～公衆便所の管理運営検討会
継～ベンチ腰掛整備計画
常～東根公園改修打合せ
常～天空庭園調整事項
常～区民キャンパス緑化検討会

道路管理 常～補助４６号　取付部打合せ
常～呑川本流緑道（都立大駒付近）（兼用工作物管理協定）
常～別所坂児童遊園のカギ
常～駒場公園　耐震補強工事
継～路上生活者
継～遊具点検
継～道具類の管理
継～（団体名）
継～新設公園　告示書
継～公園維持管理の作業
継～「街路樹等」住民相談・要望に関する処理(第七建設事務所連絡票)
清水池公園防犯カメラ設置
常～行政財産の目的外使用許可に係る不服申立ての教示
常～地元等との協議
継～道路占用工事要綱
継～施設等引書作成要綱
継～公園等管理根拠条例・要綱
常～管理協定（別所坂児童遊園）
継～分配器設置及び維持管理に関する覚書（すずめのお宿緑地公園）
継～恵比寿ガーデンプレイス協定書
常～各種覚書
常～呑川本流緑道横断地下道防犯カメラ個人情報保護覚書
継～工都市公園法改正に伴う区条例改正及び運用指針
継～公園に関する防犯上の指針(案)
継～都市公園における遊具の安全確保に関する指針
常～建築基準法施設点検要領

公園等の管理調整 緊急対応

公園管理

公園管理 公園管理全般

公園管理要綱

覚書

指針

基準

備品管理

予算決算監査 予算編成（公園事務所）

公園予算資料

予算執行実績

決算監査

碑文谷土木公園事務
所

文書 文書全般

ファイル基準表

財務会計 財務会計全般

契約依頼書（年間契約）

契約書

契約全般
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 碑文谷土木公園事務所）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～目黒区寄付物件取扱基準
継～東京都建設局監督基準
継～高齢者・障害者の円滑化の促進に関する法律
継～公園緑地工事共通仕様書
継～各種運用基準
継～監督検査・成績評定の手引き
継～監理技術者制度マニュアルについて
継～工事請負費構成比率
常～通行禁止道路通行許可申請・通行禁止除外標章交付申請
車両保険・車検
運転日誌
継～車検証・保険証写し
継～公園に関する新聞・雑誌の切抜き
継～雪吊り
常～維持管理協定等
継～公園マップ街路樹マップ
継～公園台帳管理システム資料
継～化学物質の子どもガイドライン
継～除草剤の使用について
継～農薬安全使用講習会
継～木酢液について
常～鳥インフルエンザ対応マニュアル
常～鳥獣捕獲許可申請書
常～有害鳥獣捕獲依頼書
継～コイヘルペス
継～犬問題資料
継～動物保護処分
継～野鳥(カラス・鳩等)資料
常～デング熱対応
常～自転車撤去一般
常～念書
常～放置状況
常～撤去マニュアル
継～防火対象物使用（変更）届出書
継～防火管理者選任（解任）届出書
常～旧公園事務所火災（Ｈ２７.０３.１８～
継～保守点検委託仕様書見直し資料
継～貯水槽（４０ｔ５ｔ）調査表
継～消防設備仕様書
継～消防計画書
継～所内改修工事図面
継～施設保全管理システム
継～施設維持管理（清掃）に関わる委託仕様の見直し基準
継～公園事務所便所改修工事
継～空調設備機器一覧
継～レジオネラ防止対策について
継～バリアフリー対策
継～ＰＣＢ器具の対応
常～ガス設備点検等
常～熱中症対策等に使用する大型冷凍冷蔵庫の購入
継～公園事務所機械警備
継～公園事務所清掃
継～自家用電気工作物使用申請書
常～旧事務所ガス設備
常～公園事務所　給排水
継～光ケーブル終端装置
自家用電気工作物点検報告書
自動ドア点検委託報告書
機械警備委託報告書
シャッター（駐車場）
常～ガステーブル
常～メールボックス
常～フリーザー
継～ファックス取扱説明書
継～ファイリングキャビネット取扱説明書
継～デジタルカメラ
継～ガスファンヒーター
継～電話機取扱説明書
継～電気洗濯機
継～電気・照明
継～掃除機
継～製氷機・冷凍機
継～時計
継～機器取扱い説明書（設備）
継～衣類乾燥機
常～冷凍冷蔵庫
常～線量計校正証明書
常～ハードディスク　プリンター　他
常～防犯カメラ（大塚山公園）
継～エンジン
継～エンジン高圧洗浄機
継～ガストーチ
継～コンクリートミキサー
継～コンプレッサ
継～サンダ
継～バイブロランマ
継～ベビーシート
継～ホットユニット
継～水中ポンプ
継～中目黒公園ハイブリット照明灯
継～電気グラインダ
継～動力噴霧機
常～オストメイト
常～タイヤチェーン
常～トイレ手洗い
常～トイレ清掃施行工法資料

取扱説明書 取扱説明書（事務所）

取扱説明書（現場）

管理資料

薬物取扱

動物

放置自転車等

建物管理 建物管理全般

建物管理公園事務所

点検票

公園管理

基準

車両維持管理

碑文谷土木公園事務
所
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 碑文谷土木公園事務所）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～フラッシュバルブ
常～原動機付自転車
常～天空自動散水コントローラー
継～はしご
継～ヘッジトリマー
継～ドライバドリル
継～チェーンソー
継～グラインダー
継～電気マルノコマルノコスタンド
継～電気カンナ
継～植栽管理について
継～都内街路樹担当者連絡会
継～東京都内の公園における植栽樹木の推移
継～補助３１１号線樹木維持管理
継～樹木本数
継～樹木台帳
継～区内の桜
継～目黒川沿植栽自主管理念書（住所）
東京都苗木供給事業
樹木等の保全の協議
継～すずめのお宿竹配布
常～樹勢調査
常～樹木点検員
常～大橋天空庭園植栽
継～樹木樹勢回復作業計画書（東山公園）
継～立会川サクラ診断
常～樹勢回復工法
常～樹勢調査（九品仏川）
公園等樹木保護手入委託その３（起工書）
公園等樹木保護手入委託その３（提出書類）
公園等樹木保護手入委託その４（起工書）
公園等樹木保護手入委託その４（提出書類）
緑道樹木保護手入委託（提出書類）
緑道樹木保護手入委託（起工書）
児童遊園樹木保護手入委託（起工書）
児童遊園樹木保護手入委託（提出書類）
道路緑地樹木保護手入委託その２（提出書類）
道路緑地樹木保護手入委託その２（起工書）
継～道路工事等協議書(碑文谷署)
常～すずめのお宿緑地公園 竹林維持管理
継～資材及び工具・機械台帳
継～直営車の運転業務
常～目黒川のサクラ
常～直営刈込実績
常～各種用紙（原稿）
常～協議書配布一覧
継～直営作業報告書(原稿)
継～公園等施設点検表原稿
継～夜間公園等施設点検表（原稿）

業務量集計 継～直営作業業務量集計
作業報告書 事務所班作業報告書
公園等施設巡回点検 公園等施設巡回点検
予定表 予定表
緑道巡回点検 緑道巡回点検

夜間巡回表
夜間点検
常～菅刈公園量水器取替え
継～菅刈公園量水器取付
常～水道量水器毎月点検読値表
継～菅刈公園水道メーター検針依頼
自由が丘公衆便所フィルター交換委託
公園・公衆便所特別清掃
便所清掃
便所清掃作業予定表写
中央緑地公園清掃委託報告
清水町児童遊園清掃委託報告

旧公園事務所周辺清掃
委託

旧公園事務所周辺清掃委託

自由が丘ブロンズ像維
持管理委託

自由が丘ブロンズ像維持委託（平成２７年４月～

清水池コース清掃委託作業月報
碑文谷コース清掃委託作業月報

清掃委託（緑道） 九品仏川緑道他３か所 九品仏川緑道他３か所 清掃委託作業日報
清掃委託（道路緑地） 道路緑地（南）清掃委託 道路緑地（南）清掃委託作業日報

公園維持管理委託 公園維持管理委託
不動公園他１７か所清掃 不動公園他１７か所清掃委託
中目黒公園・船入場業務 中目黒公園・船入場業務日誌
門扉開閉委託 門扉開閉委託報告書
呑川清掃委託 実績報告書
駅周辺清掃委託 実績報告書
道路機械清掃委託 実績報告書
道路人力清掃委託 実績報告書

ＡＥＤ ＡＥＤ 常～ＡＥＤ
継～通知（清掃局）
継～手数料の免除申請
継～粗大ごみと南部土木
継～ごみ有料化
継～ごみ箱設置状況調査
継～ごみ処理委託（業者委託）仕様書
継～ごみ処理マニュアル
継～都条例
継～焼却炉立入検査
ごみ処理作業報告書
廃棄物取集実績表（事務所分）
継～産廃搬入申請(西郷山詰所・碑文谷詰所)
継～不法投棄処理の流れ

清掃委託（土木工事）

廃棄物処理 廃棄物処理全般

ゴミ処理作業報告書

産廃処理

シルバー清掃管理業務

公園等光熱水費

清掃委託 特殊清掃

便所清掃委託

福祉団体清掃委託

清掃委託コース分 清水池コース清掃委託

水道

直営作業報告書

夜間点検

児童遊園遊園

道路緑地その２

直営作業 直営作業全般

作業様式類原稿

取扱説明書

取扱説明書（現場）

取扱説明書（現場刃物）

樹木保護手入れ委託 樹木保護手入全般

樹勢・樹木調査

公園その３

公園その４

緑道

碑文谷土木公園事務
所
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 碑文谷土木公園事務所）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
樹木剪定リサイクル報告書
樹木剪定リサイクル指示書
継～リサイクル事業
継～剪定枝葉チップ化仕様書
継～事例写真(枝葉リサイクル)
継～街路樹枝葉チップ自治体事例
継～建設リサイクル法に関する事務処理の手引
廃棄物マニフェスト
マニュフェスト管理票
継～目黒区道路地図(原稿)
常～碑文谷公園自家用電気工作物保安管理
継～立看板
継～碑文谷５丁目万年塀
継～都立大学跡地内公園、広場、公衆便所の利用について
継～中目黒公園の利用について
継～施設一覧表
継～公園等トイレ調査
継～公園施設カギ台帳・借受書
継～駒場野公園内の細菌検査
常～洗足弁天歩道橋橋
常～自動ドア（熊野神社公衆便所）
常～ベビーシート＆ベビーキープ
常～「公園施設の安全点検の手引き（案）」モニタリング調査
施設点検
継～駒場和館要望事項
継～菅刈和館要望事項
継～トイレ設置調査
継～公衆便所室内芳香
継～トイレペーパーリスト・組立図(旧カタログ)
継～目黒川沿川トイレ案内図原稿
継～便所調書
継～施設安全点検マニュアル
常～宝くじ遊具
継～遊具の保証書
継～歴史と文化の散歩道現況調査結果
継～ガイドパネル点検・清掃結果報告
継～点検・清掃委託仕様書
継～みどりの散歩道ガイドパネル管理
継～エバークリーンサンド検査結果
継～砂場ネット(地元嘆願書)
継～砂場汚染実態調査
継～砂場汚染状況(他区事例)
継～砂場調査(面積・位置・形状)
継～大腸菌
常～砂場シート設置・交換
常～水生生物調査
継～鍋島松濤公園かいほり
常～底質調査
継～ポンプ類承諾図面
継～水質試験検査
継～中根公園下水道使用料
常～池・流水設備維持管理委託
継～流水設備水質基準池
常～池・流水設備整備資料

駒場公園池・流れ 駒場公園池設備維持管理委託
継～東山貝塚公園流れ水質分析結果
継～駒場野公園大池水質分析結果
継～２１年度菅刈公園池修繕工事
継～菅刈公園浄化装置カタログ安全データシート
継～菅刈公園井戸設置
継～菅刈公園池水量調査
継～菅刈公園池循環設備取扱説明書

中根公園池・流れ 継～中根公園銅イオン滅菌装置設置
中目黒公園池・流れ 継～中目黒公園流れ設備説明書

継～清水池公園池井戸ポンプ交換工事
継～清水池公園水質浄化調査（昭和６０年）
継～清水池公園水質改善策
池浄化設備及び流水設備維持管理（清水池公園）
清水池公園浄化設備及び流水設備維持管理委託
継～清水池公園改修計画報告書(昭和６０年)
継～清水池公園浄化設備水質状況
常～碑文谷公園井戸ポンプ点検委託
継～碑文谷公園弁天池浚渫の検討
継～碑文谷公園濃度計量証明書
継～碑文谷公園水質改善策
碑文谷公園池水浄化設備保守点検
碑文谷公園池浄化設備保守点検委託
常～碑文谷公園池の浄化（地元）
常～碑文谷公園弁天池底質調査 他
常～碑文谷池水位調査（Ｈ２２.２～）

薬液注入 池水水質改善薬液注入委託
意見要望受付処理票 意見要望受付処理票

継～不動産罹災申告書
継～目黒区事故見舞金等支給要綱
継～事故処理の手引き
常～事故報告
みどりの散歩道　案内板
水道工事
継～（住所）
継～柿の木坂児童防災倉庫設置（防災課）
継～九品仏川緑道（擁壁改修・樹木移植）
継～（住所）先（九品仏川緑道）
継～（建物名）解体工事
継～（住所）沿道掘さく
継～（建物名）
継～西郷山公園改修工事(土留壁改修・設計図面)

区民対応
事故処理

自費工事自費工事

池・流れ 池・流れ全般

駒場野公園池・流れ

菅刈公園池・流れ

清水池公園池・流れ

碑文谷公園池・流れ

施設 施設全般

駒場・菅刈和館

便所

施設点検

緑の散歩道管理

砂場

廃棄物処理

リサイクル事業

マニュフェスト管理票

碑文谷土木公園事務
所
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 碑文谷土木公園事務所）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～蛇崩川緑道駐輪場改修
継～（企業名）提供公園図面
継～提供公園公園台帳
継～提供公園一覧表
継～公衆便所起工書
継～公園起工書
継～緑道起工書
継～児童遊園・広場起工書
継～道路緑地起工書
伊勢脇公園万年塀修繕工事
常～廃案
継～その他起工書
公衆便所
公園
児童遊園
常～占用許可申請書(河川)
継～公園図面
継～向原おもだか児童拡張工事設計図面
継～児童遊園広場図面
継～鷹番児童・月光町児童改修図面
継～田道広場公園門扉設置工事(設計図面)
継～道路緑地図面
継～緑道図面
継～公衆便所図面
継～公園芝生地管理(碑文谷・菅刈)図面
継～熊野神社公衆便所改修工事打合せ図面及び土地使用貸借契約書(写)
継～その他図面
継～道路緑地引書
継～緑道施設引書
継～児童遊園・広場施設引書
継～公衆便所施設引書
継～公園施設引書
継～その他引書

標準仕様書 東京都土木工事標準仕様書
継～目黒本町５丁目緑地公園(仮称)整備工事
継～目黒本町１丁目公園（仮称）整備工事
継～田道広場公園(仮称)整備工事
立会川緑道灯柱内ブレーカー交換工事
継～蛇崩川緑道改修工事
継～伊勢脇・東山貝塚公園電気設備改修工事
目黒区・崇文区友好交流１５周年記念植樹植栽工事
菅刈公園ブロック積み擁壁等修繕工事
三田丘の上公園親水施設周辺整備工事
継～駒場野公園拡張用地保安及び防塵処理工事
碑文谷公園園路改良工事
継～衾町公園改修計画
継～碑文谷公園改修工事
継～中根公園改修工事
継～西郷山公園土留め改修工事
継～清水池公園遊具改修工事
継～三田公園大谷石積擁壁補修工事
継～公園等英語併記表示設置工事
継～駒場公園給水管更新工事
継～駒場公園外周塀改修工事
継～宮前公園便所改修工事
２０年度工事　茶屋坂児童遊園便所フラッシュバルブ設置工事
継～唐ヶ崎児童遊園改修工事
継～中目黒一丁目児童遊園沈下原因調査
継～平町児童遊園便所改修工事
継～三田西児童遊園電気設備工事
開発に伴う別所坂児童遊園
道路上工事調整調書
建設リサイクル通知書
継～祐天寺駅公衆便所
継～南部橋公衆便所修繕工事
継～自由が丘公衆便所計画図
継～学芸大学公衆便所修繕
碑文谷１丁目トイレ建設
継～氷川神社公衆便所改修計画
継～街路樹工事
継～みどりの散歩道
継～衾町公園広場舗装及び遊具修繕完成報告
継～衾町公園広場舗装及び遊具修繕起工書
継～衾町公園広場舗装及び遊具修繕地元対応
継～衾町公園広場舗装及び遊具修繕設計変更
継～衾町公園広場舗装及び遊具修繕数量表
継～衾町公園広場舗装及び遊具修繕見積り
道路協議書
目黒のサクラ保全工事（その４）
常～ゴミ処理等通知
常～リサイクル推進委員会
常～自動車等管理
区議会
常～めぐろエコ・プラン
庁内通知
常～くらしのガイド

文書 ファイリングシステム
ＩＴ 常～イントラネット・システム
人事 人事通知

出退勤時刻データ修正記録簿
職員の勤務状況の報告
服務諸届
常～非常勤職員事務取扱
常～服務の手引き
給与減額免除申請簿
常～通勤届

衾町公園広場舗装及び
遊具修繕

街路樹工事

共通 庶務

人事・給与
服務

給与

施設引継書 施設引継書

工事
新設工事

緑道改修工事

公園改修工事

児童遊園改修工事

工事調整

公衆便所改修工事

区民農園改修・設計委託

起工書 起工書

計画通知 許可申請

図面 図面

提供公園 提供公園

自費工事

碑文谷土木公園事務
所
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 碑文谷土木公園事務所）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～通勤手当届
常～給与・旅費事務の手引き
給与通知
通勤手当認定簿　（異動分）
常～通勤手当認定簿　（在課分）
研修実施計画・案内
健康管理
都市整備部内研修
安全衛生
被服貸与
常～所内研修
常～応急医薬品使用申請書
福利・互助会
常～被服貸与品一覧表
常～職場の安全衛生
常～ショベル技能講習
道路清掃清掃手数料
財務全般通知
委託仕様書
備品処理
債権者登録
支払完了済
予定額増減書
常～指定業者登録名簿
支出負担行為書
契約変更依頼書
契約締結通知
契約依頼予定書
契約依頼書
完了報告書・納品書
来年度当初予算編成見積資料
歳入歳出予算見積書
予算通知
補正予算資料
支出起案
予算変更
収支予定表
支出命令
予算執行方針
常～工事監査資料
常～監査用継続資料
監査実施計画
決算資料
監査通知
常～特例交付金（目黒川清掃・呑川清掃）
拾得物件預り書（警察署届出）
係長会
庁用車使用記録簿
廃棄物処理票・収集実績表
産業廃棄物マニフェスト
常～高所作業車メンテナンス
個人情報の外部提供
特別区事務処理特例交付金に係る現地調査（河川）実施概要
複写機点検
常～Ｗキャブ購入
常～環境マネジメントシステム
常～財産台帳資料
常～機械警備委託
常～一般廃棄物処理業の手引き
常～ガスマインメーター
中目黒資機材置場等の一時利用承認書
日常施設点検
区有施設に関する調査
常～消防計画書
常～日常点検
常～電線共同溝鍵貸出申請書
常～消防計画変更届出
常～カンツール
常～発電機
常～シュミットハンマー
常～ジスクグラインダー
常～パートナーハンドカッター
常～ブレーカー
常～プレート
常～ポンプ
常～ランマー
常～ロビンエンジン
常～管内調査用カメラ
常～携帯発電器
常～電動ハンマー
常～振動ローラー
常～高圧洗浄機
常～コンクリートカッター
常～（企業名）（キャビネット）
常～（商品名）
常～（企業名）
常～テレビ・電気ポット
常～ファクシミリ（電話）
常～原動機付自転車
常～取扱説明書（その他）
常～小型貨物自動車
常～照度計
常～水中ポンプ
常～洗濯機
常～窓用換気扇
常～備品自転車

土木事務所共通 土木事務所全般

施設管理全般

工事用備品

一般備品

財務 財務全般

契約管理

予算編成

予算執行

決算・監査

人事・給与

給与

研修・福利厚生

碑文谷土木公園事務
所
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 碑文谷土木公園事務所）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～留守番電話装置
常～冷凍冷蔵庫
常～事故報告書（平成２８年度）
陥没等対応報告書
転倒事故報告書（その他）
常～阪神大震災関係資料
常～渋谷川・古川流域浸水実績図
常～呑川流域浸水実績図
常～非常配備体制
常～防災マニュアル（災対土木部）
常～防災無線
常～目黒区地域防災計画書
常～擁壁等調査
常～災害応急対策本部活動の手引き
常～管内防火水槽調書
常～橋りょうに関する耐震検討
常～緊急通行車両事前届済証
目黒川水位警報システム
常～浸水監視システム
常～警報器難聴地区図
常～除雪活動記録
除雪活動計画書
常～大橋二丁目浸水対策
常～水防倉庫の使用及び管理に関する覚書
常～水防計画（都）
常～Ｈ２５年７月２３日大雨対策の記録
常～目黒区総合水防訓練（都市整備部）
常～合流点遊び場止水板
常～目建協災害工作隊ブロック一覧表
常～目黒区水防計画書
常～Ｈ２４台風記録
常～目黒区地域福祉計画
常～土地利用計画書
常～生活圏域整備計画
常～基本計画
常～開発許可事務要領
常～めぐろ実行ﾌﾟﾗﾝ２００４
常～目黒区都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ
常～環境管理マニュアル（ＩＳＯ１４００１)
常～アメニティタウン計画
常～中目黒駅周辺整備構想
常～八雲地区コミュニティゾーン形成事業
常～目黒緑化地区
常～工事課事業概要
事業概要データー
常～都市整備部事業概要
常～特別区土木関係現況調書
常～目黒区交通安全計画　第９次（２８～３２年度）
常～交通バリアフリー法
常～通学路点検
継～道路交通法
常～総合治水技術指針（抜粋版）
常～目黒区総合治水計画
常～目黒川流域の総合治水対策推進について
常～安全管理・点検委員会
常～開発許可調整会議
常～目黒区生活道路基本計画策定
常～目黒川船入場整備
常～（住所）
常～カラー舗装要綱
常～（商店街名）整備について
R工事　単契　打ち合わせ　H２８
常～道路管理境
常～目黒区基準点資料
常～道路告示（区域決定・区域変更）平成２８年度

都市計画道路 都市計画道路１８号線・３１１号線
常～みどりの散歩道実施計画
常～目黒区みどりの条例
常～緑の散歩道整備計画
常～歴史と文化の散歩道整備工事費引継書

コミュニティ道路 常～コミュニティ道路全般
常～目黒川水質浄化実験
常～目黒川沿川通路整備
常～舟入場人道橋について
常～ふるさとの川モデル河川（リバーフロントセンター）
常～河川法に基づく許可等の手引き
常～清流復活事業(目黒川)
常～生き物記録委員会
常～目黒川・魚道魚巣整備
常～目黒川沿川ベンチ修繕計画
常～工事調整会議
常～個別案件
常～長期計画道路上工事調整調書
占用物件の作業届
全面復旧箇所掘削禁止
追加道調
道路調整会議
道路上工事調整調書（年間分）
常～下水道関連連絡協議会
常～ビルピット対策
常～簡易合流改善対策事業について
常～土木工事建設コスト縮減検討会
常～コスト縮減検討会
常～VE
建設コスト縮減ＰＴ(部)

占用業者計画 道路調整調書

下水道局

検討委員会 建設コスト

道路工事計画 道路工事計画全般

道路境界

みどりの散歩道

河川工事計画 河川計画

長期計画 計画全般

各種計画

事業概要

交通安全計画

総合治水計画

防災 防災全般

水位計・雨量計

除雪

水防 水防全般

土木事務所共通

一般備品

事故資料

碑文谷土木公園事務
所
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 碑文谷土木公園事務所）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～平成２３年度土木工事建設コスト縮減検討会（道路調査の考え方の整
理）
常～総合評価方式
常～道路台帳システム検討
工事検査に関する担当者連絡会
目黒川の桜まつり等庁内調整検討会等会議
常～指定管理者導入検討
常～成績評定書検討会

道路構造令ＰＴ 常～道路構造令等の条例化作業ＰＴ
常～維持管理ＰＴ資料編
常～自動車運転業務検討会

１９号緑化ＰＴ 常～１９号緑化ＰＴ
通行禁止道路通行許可申請
直営工事清算書・計画書
直営協議書
常～建設廃棄物処理委託契約書
常～直営工事精算書・計画書（保存用）
常～土木維持作業要領
常～廃棄物処理における手数料について
常～年末・年始路上工事抑制
常～三田フェンス
常～区民の声連絡票処理
常～目黒線洗足駅鳩対策
常～（住所）　ガードレール
常～地元要望
常～（住所）　Ｌ形
常～水路敷の基本方針
常～空川除草
常～東山小学校周辺整備依頼
継～水路敷中目黒２
常～内面補修
常～アスファルト補修材

狭あい道路拡幅整備 狭あい道路拡幅整備工事常～狭あい道路拡幅整備工事要綱
工事日誌
交通安全施設直営作業日誌

作業予定表 作業予定表
工事連絡票 工事連絡票

常～原材料品カタログ
常～原材料全般
材料使用伝票
購入依頼伝票
原材料納品書
アスファルト混合物納品書
材料品受払い簿
マニフェストアスコンがら
マニフェストその他
常～マニフェスト用紙
配車票・作業記録
マニフェスト道路・公園ごみ（一般廃棄物）
マニフェスト金属くず
マニフェストコンククリートがら
常～自動車運転登録簿
常～借上全般
常～エヴリイ運転日誌原稿
直営運転日誌
借上げ自動車配車票
常～直営車輌全般
高所作業車運転等業務委託票
常～中目黒二丁目暫定資材置場
常～白線調査
常～北部管内鍵一覧図（カギ）
洗足弁天橋歩道橋エレベーター管理
常～坂道調書
常～陥没調書
洗足弁天橋歩道橋エレベーター警備
常～粗大ごみについて
常～坂路勾配表・位置図
常～Ｕ字側溝維持全般
常～Ｕ字溝用Ｌ蓋使用路線図
常～雨水桝清掃委託台帳
常～雨水桝設置箇所平面図
常～雨水桝全般
常～道路横断グレーチング等施設調書
常～雨水桝清掃委託全般
常～雨水桝維持台帳
常～透水性舗装台帳
常～浸透施設台帳
常～透水性舗装・浸透桝委託洗浄実績箇所台帳
常～透水性舗装の洗浄について
常～浸透施設維持台帳(全般)
常～浸透桝台帳
常～横型浸透桝維持作業記録簿
常～六畝川プロムナード 南部引継
常～上目黒一丁目ガード下植裁
常～目黒川引継ぎ箇所(H５)
常～樹木の引継ぎ
常～ユスリカ対策
常～東山水車
常～特別区事務処理特例交付
常～日の出橋防護柵　CAD図　色サンプル
常～目黒川清掃(直営)
常～清流復活事業体制
常～公共溝渠調査（デング熱対策）
常～公共こうきょ全般
常～公共こうきょ路線図
常～公共用財産廃止

施設維持(日々) 施設維持全体

側溝（Ｕ字溝）

雨水桝

施設維持(期日) 浸透施設

施設引継ぎ

目黒川関係維持

公共こうきょ

直営工事 直営工事全般

住民要望

整備依頼

工事用カタログ

作業記録 工事日誌

原材料

廃棄物処理

車輌

検討委員会 建設コスト

各種検討会

維持管理ＰＴ

碑文谷土木公園事務
所
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 碑文谷土木公園事務所）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～東山小区道廃止に伴う仮設計画
道路標識共架申請
常～旧道路標識台帳
常～道路標識調査報告書
常～道路標識調査委託報告書
常～道路標識台帳起案文
常～道路標識台帳の補正
常～道路標識集計表
常～道路愛称名標識台帳
常～通学路図
常～駐輪禁止標識台帳
常～高さ規制標識設置管理要請 平成１２年１月
常～区立小学校通学路図
常～道路反射鏡維持台帳（用紙・原稿）
常～カーブミラーの占用(公有地・公団用地）
カーブミラー共架申請
常～ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ共架契約書
常～道路反射鏡台帳
常～道路防護柵調査報告書
常～ボラードの維持管理に関する覚書（商店街名）
ガードパイプ区内一斉点検
常～道路防護柵台帳（図面）
常～街路灯添架申込書
常～街路灯調査書
常～街路灯（単独柱）架空線高さ
常～階段・手摺り台帳
常～スクールゾーン路面表示
常～キララ舗装
常～街路灯の（企業名）柱への添架申込
常～鍵借用書（住所）（企業名）
常～道路施設私有地使用承諾書及び私有地使用通知書
常～交差点鋲（自発光式）
常～坂道・手摺り台帳
常～菅刈小前面道路整備 交安施設
常～段差解消用Ｌ形ブロックの使用のあり方について
常～｢道路を守る月間｣実施についての報告書

屋外広告物 常～屋外広告物法について
カラー舗装全般 常～カラー舗装維持台帳

常～すべり止め舗装要望
常～すべり止め舗装維持台帳
常～開粒すべり止め維持台帳
常～上目黒コミュニティ道路
常～東山コミュニティ道路

林試周辺道路 常～羅漢寺プロムナード
常～緊急道路点検
常～擁壁等調査
歴史と文化の散歩道～調査点検
常～　空洞化調査（Ｈ２８）
常～空洞化調査結果に伴う対応
常～移管法定外公共物(H１５予定)
常～区内横断歩道位置図
常～坂路調書・北部管内
常～蛇崩・伊勢脇通り調査
常～調査用紙原紙
常～道路現況調査
常～道路施設点検要領
常～道路調査全般
常～道路番号図
継～特殊地下壕調査（目黒一丁目）
常～法定外・法定公共物
常～目黒区内目黒川・橋の名称
道路・橋梁工事等要望路線
常～設計単価表
常～電線類地中化事業の施行に伴う引込管路工事等に関する基本協定
常～都まちづくり条例施設整備基準
常～目黒区電線共同溝事務手続要綱他
常～インタロ設計施工要領
常～監督基準の手引き（都）
常～建設局材料検査実施基準 H１１．６月
常～公共基準点網図（標準箇所図）
常～工事に伴う環境調査要綱
常～工事記録写真撮影基準
常～水準基標測量成果表
常～積算基準
常～積算資料
常～設計の手引き
常～防犯照明ガイド
常～土木工事施工管理基準
常～工事請負契約書
常～建設業法の改訂
常～樹脂系すべり止め舗装要綱書
常～施工計画書（例）
常～産業廃棄物処理ガイドブック
常～土木材料試験（検査基準）
常～土木材料製品資料
常～東京都土木工事標準仕様書
常～マイクロフィルム作成について
常～道路関係標準構造図集
常～透水性舗装構造図
常～Ｕ字溝構造図集
常～工事竣工に伴う施設引継の事務処理要綱
常～工事写真の手引き
常～下水道局公設汚水桝申請書
常～下水仕事の流れ
常～東京都下水道設計標準 下水道局土木工事標準仕様書
常～損害補償実務の手引き(下水道局)

調査 調査全般

積算資料 積算基準

積算仕様書

構造図

下水道局積算資料

安全施設 道路標識

道路反射鏡

道路防護柵

安全施設

カラー舗装
すべり止め舗装

コミュニティ道路

施設維持(期日)

公共こうきょ

碑文谷土木公園事務
所
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 碑文谷土木公園事務所）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～下水検査・しゅん工
常～下水工事監督の解説
常～道路工事に伴う下水道施設高さ調整工事の委託に関する協定
常～請負工事施工箇所図
常～請負工事台帳全般
常～契約課の内規規程（写）
常～下水道局との打ち合わせ
常～都下水道局指定区内一覧表
常～土木デザイン推進要領
常～道路の維持管理等に関する協定書の実施細目（含３１１号線）
常～道路認定の手引き
常～目建協との打ち合わせ
常～目黒警察署管内図
常～路上工事看板の改善について
常～町会・住区・商店街名簿
常～（企業名）添架受付業の連絡先
工事監督依頼
工事調整全般
工事月報
常～雨水桝取付管の下水道本管接続
常～維持単契手順
常～設計係への要望箇所
常～単価契約における特殊単価の取扱い
常～維持単契高さ調整工事
監督員選任通知
人孔及び汚水桝高さ調整工事完了確認書
工事通知
工事成績評定書
道路工事等協議書
常～目黒区立施設福祉環境整備要綱
常～ＣＯＲＩＮＳ工事実績入力システムＶｅｒ２.０利用者マニュアル
常～アスファルト混合物事前審査認定結果
常～エコトライ実践帳Ⅱ
常～セメント系固化材・地盤改良への措置 六価クロム溶出試験
常～下請契約における代金支払い適正化等について
常～過積載防止対策指針
常～監理技術者制度運用マニュアル
常～建設業退職金事業について
常～公共工事の品質確保のための手引き
常～工事施工規程及び基準
常～工事設計変更要領
常～施工体制台帳について
常～視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ設置指針
常～請負業者等提出書類処理基準同実施細目（都）
常～請負者提出書類
常～自動車に関する規制等のあらまし
常～低騒音及び排出ガス対策型の認定
常～建設副産物実態調査
常～東京たまエコセメント
常～東京都リサイクルガイドライン
常～東京都建設発生土ネットワークシステム
常～民間リサイクル施設（路盤材処分）
常～産業廃棄物適正委託処理ガイドライン
常～建設泥土リサイクル指針
常～建設リサイクル法に関する事務処理の手引き
常～UCR受入地新規開設
出来高報告書
設計書
請負者提出書類
監督員起案書類
出来高報告書
設計書
請負者提出書類
監督員起案書類
設計書
請負者提出書類
監督員起案書類
出来高報告書
設計書
請負者提出書類
監督員起案書類
出来高報告書
出来高報告書
設計書
請負者提出書類
監督員起案書類
出来高報告書
設計書
請負者提出書類
監督員起案書類
監督員起案書類
請負者提出書類
設計書
出来高報告書
監督員起案書類
請負者提出書類
設計書
出来高報告書
常～道路清掃委託・事前打合せ
常～清掃委託仕様書
常～雨桝しゅんせつ委託
常～カーブミラー清掃委託仕様書
常～道路清掃委託路線図
実績報告書　
受託者提出書類
実績報告書　

区画線維持工事（単価契
約）

北部区域

南部区域

北部区域

南部区域

委託清掃 委託清掃全般

道路清掃委託(機械)

単価契約工事（北部区域）道路維持工事

交通安全施設工事

単価契約工事（南部区域）道路維持工事

交通安全施設工事

工事調整 工事調整全般

請負工事提出書類

施工規程

環境対策

道路清掃委託(人力)

積算資料

下水道局積算資料

請負工事台帳

碑文谷土木公園事務
所
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 碑文谷土木公園事務所）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
受託者提出書類
受託者提出書類
実績報告書　

Ｕ字溝清掃委託 常～Ｕ字溝清掃委託全般
実績報告書
受託者提出書類
常～雨水桝清掃委託全般
常～雨桝桝浚せつ委託(委託路線)
実績報告書　
受託者提出書類
実績報告書　
受託者提出書類
実績報告書　
受託者提出書類
呑川清掃委託の年間予定及び廃棄物処理の負担割合について
実績報告書
受託者提出書類
常～雨水流出抑制マニュアル
常～緑が丘駅周辺整備
常～自由が丘駅東急改修工事
常～自由が丘南口整備計画
常～自由通り（都道）移管についての協議
常～新設橋梁計画図
常～設計ＶＥ検討報告書
常～都建設発生土情報システム
常～都立大学駅前地中化計画
常～呑川緑道改修計画
常～八雲地区コミュニティゾーン
常～目黒区生活道路網のあり方
常～目黒区都市計画マスタープラン
常～立会川幹線水位監視システム
常～緊急用土のう配置計画
常～屋外広告物のしおり
常～公共物管理条例
常～自動車の最低地上高
常～洗足二丁目五差路ポストコーン
常～不法投棄処理の流れ
常～目黒区道路監察要綱
継～用地の一時使用（東が丘１）
常～区民の声
継～自由が丘２
継～大岡山１
常～都道（７建）の相談苦情等の処理要項
継～（特定地区）商店街
常～碑文谷警察署管内図
常～碑文谷土木管内図（マイクロフィルム）
常～違法駐車対策に関する確認事項
常～月光プロムナード
常～洗足橋の取扱
常～緑の散歩道
常～目黒・品川道路管理協定箇所図
常～目黒・大田道路管理協定箇所図
常～歴史と文化の散歩道
常～脱着式ポール取扱確認書
常～都市計画等の道路予定地の管理
常～目黒・世田谷道路管理協定箇所図
区道認定図
常～特別区道認定基準
常～都市再生街区基本調査
常～公用財産管理図
常～公共財産の認定用途廃止に関する会議の設置要領
常～法定外・法定公共物に関する譲与申請
常～バリアフリーのまちづくり(都立大学駅周辺)
常～交通バリアフリー法に関する道路構造基準
常～視覚障害者誘導用ブロック設置指針
常～障害者向け建築指針(東京都)
常～歩道における段差及び勾配等に関する基準
常～目黒区交通バリアフリー推進基本構想
常～目黒区立施設福祉環境整備要綱
常～目黒区基準点管理要綱
常～浸透桝設置箇所図
常～逆流防止弁設置箇所図（下水道局施工）
常～水準基表測量成果表
常～臭気止め設置箇所図
常～道路区域線調査測量施行箇所図
常～道路勾配一覧表
常～管理道路路線図
常～水路調査図
常～カラー舗装の管理に関する協定書
常～樹脂系カラー舗装の復旧
常～商店街カラー舗装（議事録）
常～カラー舗装台帳
常～カーブミラー設置箇所図
常～坂道手すり台帳
常～通学路図
常～道路標識調書
常～歩道・準歩道図
常～すべり止め舗装箇所図
常～わだち掘れ調査
常～公用財産管理図
常～下請契約における代金支払の適正化
常～適正な施行体制の確保について
常～前払金取扱要綱
常～契約工期速算表
常～契約約款
常～公共工事入札・契約適正化

道路施設管理 図面

カラー舗装

図面（交通安全）

道路調査

工事施行 契約

道路管理 道路管理共通

区民の要望

管内図

管理協定

道路認定

公共用財産調整会議

バリアフリー

雨水桝清掃委託

目黒川清掃委託

目黒川水面清掃委託

呑川清掃委託

落ち葉清掃委託

碑文谷土木共通 計画

委託清掃

道路清掃委託(駅周辺)

道路清掃委託(人力)

碑文谷土木公園事務
所
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 碑文谷土木公園事務所）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～提出書類見本
常～道路・河川工事等に関する安全点検要領
常～目黒区土木部工事変更委員会要綱
常～請負者提出書類処理基準（貸出用）
常～請負工事の流れ
常～新工事成績評定要領（案）
常～建設工事公衆災害防止対策要綱
常～管理技術者運用マニュアル
常～過積載防止対策指針
常～委託契約提出書類（貸出用）
常～マイクロフィルム作成要領
常～マイクロフィルム

監督業務 常～工事安全パトロール
常～案内標識・信号機
常～交通規制の手引き（警視庁）
常～白線調査図
常～道路標示設置方針
常～道路標示に関する手引き
常～ＣＢＲ報告書
常～ＣＢＲ透水試験材料採取メッシュ図
常～マニフェストのしくみ
常～建設リサイクル法に関する事務処理の手引き
常～公共工事土量調査要領
常～廃棄物処理法
常～建設残土の発生量の抑制及び利用促進等に関する指針
常～建設副産物実態調査（通知）
常～建設副産物受入施設一覧（１５年度）
常～ディーゼル車規制適合車使用関係
常～エコトライ実践帳Ⅱ
常～焼却灰溶融スラグの利用について
常～半たわみ性舗装
常～飛散性アスベストの都処分場の受け入れ
常～舗装の構造に関する技術基準
常～目黒区交通安全実施計画
常～Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ技術資料
常～ＣＢＲ・透水試験
常～なごみいす整備検討会資料
常～雨水浸透装置施工手順
常～下水道用資機材の検査の合理化
常～建設局技術関係通知類
常～視覚障害者誘導用ブロックステップガイド
常～樹脂系すべり止め舗装要領書
常～ＣＯＲＩＮＳ
常～アスファルト混合物および建設機械について
常～環境物品等調達方針（公共工事）
常～橋面舗装設計施行要領
常～建設コスト縮減
常～民活規制緩和推進の取組み
常～建設局監督基準・同解説
常～工事に伴う環境調査要項
常～東京都建設リサイクルガイドライン
常～道路上工事保安設置基準
常～標示施設等の設置基準
常～建設業退職金共済制度
常～下水道施設区域告示
常～管きょ設計の手引き（都下水道局）
常～公共下水道受託工事の流れ
常～硬質塩化ビニール管標準図
常～人孔調整工事委託協定書
常～損害補償実務の手引き（都下水道局）
常～土木工事標準仕様書（都下水道局）
常～東京都下水道設計標準
常～認定工場制度の手引き
常～ビルピット等の臭気対策連絡会
常～下水道構想
常～土木事務所と設計係の協議録
常～事故防止対策評価チェックシート
常～感謝状の贈呈基準
常～安全管理用紙
常～両土木事務所内協議録
常～建設局材料検査実施基準
常～材料検査実施基準
常～土木材料仕様書
常～土木材料試験年報
常～認定工場一覧
常～大田区土木部年間契約工事基準
常～請負者等提出書類処理基準（都建設局）
常～工事施工規程及び基準
常～工事記録写真撮影基準
常～東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル
常～歩道の一般的構造に関する基準
常～道路維持工事単契工事マニュアル
常～土木工事施工管理基準
常～標準構造図集
常～零段差Ｌ形ブロック
常～目黒区土木工事標準仕様書
常～東京都土木工事標準仕様書
常～測量委託標準仕様書
常～地質調査委託標準仕様書
常～設計の手引き
常～歩道設置工事の手引き（国庫）
常～低騒音型建設機械の指定

単価・代価表 常～材料一覧表
常～積算システム（システム概要書）
常～積算システム操作マニュアル
常～積算システム（操作手引き）

仕様書

設計積算 設計手引き

電算・設計積算システム

建設副産物

技術資料

都工事施行 建設局

下水道局

工事施工基準 課内協議

材料

基準

構造図

工事施行

工事施工マニュアル

道路標識・標示

試験結果

碑文谷土木公園事務
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 令和元年度 行政情報目録 （都市整備部 碑文谷土木公園事務所）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～工事に伴う環境調査要綱
常～積算基準等の改定
常～都立大学駅前（２５号線）電線共同溝詳細設計
常～補助３０号検討委員会
常～補助４６号事業説明会資料
常～補助３０号事業説明会
常～作業部会
常～大岡山駅前開発
常～目黒本町５丁目地盤沈下連絡会
常～不動前駅～洗足駅地下化線路切替工法
常～庁内連絡会
常～道路使用許可証
常～武蔵小山四号踏切付近区道の舗装について
常～目黒線に係る区道の復旧について
常～薬液注入工事
常～路面覆工工事
常～仮設地下水対策工事
常～観測井戸設置工事
常～月間工程表
常～止水壁工事
常～地下水対策工事（水平ドレーン）立会川橋りょう部
常～仮設山止杭工事
常～仮線路切替工事
継～（住所）地盤沈下連絡調整会
常～道路使用許可証
常～工事用斜路工事
常～施工計画書
常～洗足駅改良工事
常～洗足架道橋埋設物切り回し工事
常～洗足弁天橋エレベータ管理概要書
常～大岡山駅自転車駐車場整備工事
常～地質調査
常～地盤沈下の現状報告書
常～電路柱基礎工事
常～道路協議書
常～地下水対策検討作業部会
常～地下水対策検討会

交通対策 常～交通管理者事業説明会
常～開発許可指導指針
常～開発許可調整会議設置要綱

開発許可担当者会議 継～八雲５丁目（地番）
常～くずかご・吸いがら箇所図
常～雨水浸透桝清掃カ所（委託路線図）
常～会議録（直営）
常～洗足弁天橋点検
常～班の月間目標及び自己評価
常～道路工事のお知らせ（直営）
常～直営工事技術資料
常～自由が丘一丁目フェンス構造
常～Ｕ字溝及び公共こうきょ清掃委託路線図
常～不法投棄処理の流れ
常～調査資料
常～道路安全パトロール点検票

原材料執行 常～単価表（原材料）
常～廃棄物持ち込み申込書
常～東京都廃棄物処理条例
常～区道清掃ゴミ等の持ち込み
常～架空線の道路占用に係る安全確保について
常～交通人身事故発生地点図
常～道路付属物損傷事故取扱要領
常～事故連絡
常～コンデンサー異常への対応
常～ＬＥＤ街路灯の実験設置について
常～要望等調査結果
常～商店街の目黒区街路灯高さ調査
常～街路灯添架申請書・承諾書
常～街路灯維持管理マニュアル
常～道路案内標識標準構造図
常～添架申込承諾書
常～通学路・裏通りの交通安全対策整備計画
常～交通安全施設施行状況表
常～カーブミラー都道と関係する箇所
常～カーブミラー電柱供架申込書
継～標識供架申込書（企業名）
常～カーブミラー管理台帳
常～カーブミラー設置要望

維持直営工事 維持直営共通

工事記録

残土処分等委託

開発許可共通

設計積算

街路灯・交通安全施設 道路付属物等事故処理

街路灯

交通安全施設

目蒲線立体交差 庁内連絡会

西小山駅工区

洗足架道橋工区

地下水対策

開発行為

積算基準

都市計画道路整備 都市計画道路整備

碑文谷土木公園事務
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