
 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 環境保全課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～インターンシップ受入れ
東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業
常～事務引継ぎについて
飲食届
通知・調査回答
めぐろ区報原稿
区政情報モニターの申請
広報計画
区民の声
区民と区長のまちづくり懇談会
行政情報開示
めぐろ区報校正
都市環境委員会
新議員の勉強会
代表質問
一般質問

表彰 常～区政功労推薦
防災訓練
非常配備態勢名簿
庁内調査・通知
外来種（アライグマ・ハクビシン）対策情報連絡会
目黒区地域防災計画
常～外来種(外来鳥獣)対策連絡会
高病原性鳥インフルエンザ対策区市町村担当者会議
常～危険な特定外来生物連絡協議会

鳥獣関係 鳥獣関係調査・通知
ホームページ申請
訪問者入室等管理簿
東京都環境学習総合ポータルサイト「ＴＯＫＹＯ環境学習ひろば」
庁用車管理
常～事故処理の手引き
常～自賠責保険
常～軽自動車維持管理

企画経営部 庁内調査・通知
総務部 庁内調査・通知
区民生活部 庁内調査・通知
健康福祉部 庁内調査・通知
子育て支援部 庁内調査・通知
都市整備部・環境清掃部 庁内調査・通知

教育委員会 庁内調査・通知
政策決定会議 政策決定会議

目黒川桜開花期間安全対策協議会
情報化推進委員会
情報公開・個人情報保護審議会
環境整備担当者会議
住宅対策担当者会議
目黒区財団法人等連絡会
庶務担当課長会
特別区環境・公害主管課長会
政策決定会議
特別区環境主管部長会

節電対策会議 節電対策本部
目黒区基本計画 目黒区基本計画・基本構想（調査・回答）

常～公の施設使用料の見直し
組織改正
事務分担表調査（組織改正及び定数管理資料）
常～行革計画の取組結果

部局別政策課題等 部局別政策課題　調査・回答
ファイリングシステム ファイリングシステム通知・回答

常～文書引継票
常～長期保存文書ファイル基準表

行政手続法 通知･調査回答
例規・要綱 常～立案請求

金銭出納員・現金出納員・物品出納員の任免
非常勤職員任用
選挙応援
人事通知
部局発令
時差出勤利用申請書
旅行命令簿（宿泊研修）
職務専念義務免除申請書
出退勤時刻データ修正記録簿
給与減額免除申請簿
休暇申請書
欠勤届
収受押印済個人番号提供カード専用封筒
個人番号取得事務管理簿（法定調書用）
法定調書
職員給与チェックリスト等
常～通勤手当認定簿（在課分）
給与通知
常～貸与被服

庁内調査・通知

服務

給与

環境保全課

会計課・選管・監査・区議
会

庁内調査・通知

人事・給与 人事

共通 庶務全般

広報・公聴

区議会

防災・危機管理

コンピュータ管理

車両維持管理

会議・検討会
庁内各種会議

課長会

部長会

行政計画
行財政改革

文書
ファイル基準表

福利厚生
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 環境保全課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
互助会
安全衛生
福利通知
『よりよい職場づくり』のための改善策実施
非常勤職員旅行命令簿
非常勤職員休暇簿
再任用職員・非常勤職員に関わる通知
勤務を免除された休日等の振替命令簿
非常勤職員出勤簿
欠勤届
派遣研修
人材育成係通知
人事課以外の研修
常～職員研修
常～現金出納簿
常～環境清掃部事業概要
給与取扱者指定届
物品取扱
常～備品管理（備品総括表）
令和２年度当初予算要求事項説明書等（部局枠・政策枠）
補正１号
国・都の施策及び予算に関わる要望
令和２年度当初予算見積方針・資料等
予算ヒアリング
予算通知
補正２号
予算要望書
執行委任
予算流用
予算配当通知
年間契約・早期契約（契約依頼書・支出負担行為決定書）
常～長期継続契約
債権者登録申請書・変更届
契約依頼書・支出負担行為決定書

予算執行 予算執行計画
目黒区エコプラザ使用料に係る歳入調定決議
調定
目黒区エコプラザ活動室使用料の還付資金
歳出戻入
キャッシュカード取扱基準
科目更正・振替命令
支出負担行為兼支出命令
清算・戻入命令
支出命令
定期監査口頭指摘事項・説明聴取等
主要な施策の成果等報告書
決算通知
監査資料
監査通知
決算資料
エコまつり・めぐろ２０１９
環境月間事業
行政財産使用承認申請
画像利用申込
後援名義使用承認

環境表彰・顕彰 エコ・チャレンジ顕彰
鳥インフルエンザ関係調査・通知
特別区協議会調査・通知
都（環境局ほか）調査・通知
他自治体からの調査・通知
国（環境省ほか）調査・通知
民間企業その他からの調査・通知
その他　調査・通知
外郭団体（国・都）調査・通知
平成３０年度実績報告（地域環境力活性化事業）
平成３１年度交付申請（地域環境力活性化事業）
通知・調査回答（地域環境力活性化事業）
ハクビシン等捕獲処分被害状況報告票（別紙９）
ハクビシン等捕獲処分相談対応開始連絡票（別紙１）
ハクビシン等捕獲処分作業報告書・捕獲等作業調（別紙５・別紙７）
ハクビシン等捕獲処分進捗状況報告票（別紙６）
常～目黒区ハクビシン等の相談・捕獲処分業務委託実施要綱
ハクビシン等相談受付報告票（別紙３）
定点観測業務
ハクビシン等捕獲処分等対応依頼書（別紙２）
ハクビシン等捕獲処分箱わな設置期間延長連絡票（別紙４）
委託業者提出書類
東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画
アライグマ・ハクビシン相談・捕獲処分事業の周知
委託業者打合せ
業者社屋調査
常～事業計画書・収支予算書
常～指定管理全般
常～活動室利用団体申請・登録

環境保全課

歳入管理

人事・給与

財務会計 財務会計全般

物品

予算編成

契約管理

歳出管理

福利厚生

再任用・非常勤

研修

予算管理

決算・監査

環境保全庶務 環境保全庶務全般

都補助金

外来生物等対策

調査・通知

エコプラザ運営 エコプラザ指定管理者
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 環境保全課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
指定管理者運営評価委員会
目黒区エコプラザ年度協定
エコプラザ指定管理者月報

指定管理者の選定 常～目黒区エコプラザ指定管理者指定申請書
エコプラザ使用料還付
エコプラザ使用料収入
徴収事務等検査
環境推進員事業
臨時開館
エコライフめぐろ推進協会後援名義
関係団体等に対する調査・通知
常～予算見積資料
常～監事推薦
エコライフめぐろ推進協会に対する補助金
財政援助団体等監査
常～事業計画書
常～事業報告書・決算報告書
めぐろの環境　初稿・第２稿・最終稿
環境に関するアンケート
環境報告書（庁内調査）
環境報告書の作成
環境報告書印刷物作成協議書
環境報告書配布
原稿作成依頼
打合せ資料
常～環境審議会公募委員選定（２９.７.１～３１.６.３０）
常～環境審議会団体推薦分（元.７.１～３.６.３０）

環境審議会委員委嘱・解
嘱

常～環境審議会委員委嘱・解嘱（元.７.１～３.６.３０）

環境審議会議事録
環境審議会・専門委員会委員報酬支払
常～環境審議会に対する意見
第１回環境審議会（８月８日）
第２回環境審議会（令和２年１月２９日）
環境学習施設使用申請書
堆肥化機械装置
常～事故対応
常～表彰式
落書き消去剤貸し出し
常～区報（美化特集）
常～環境基本計画・環境学習推進計画
美化に関する調査・回答
常～委託業者の事故報告
常～美化・企業団体名簿・町会名簿
苦情対応
啓発シート・ボード配布
清掃用具等貸出申請書
常～条例・規則・要綱
常～歩行喫煙等規制方針、歩行喫煙等禁止区域指定要綱
常～ポイ捨て防止条例施行規則
常～めぐろたばこルール
常～まちの環境美化推進庁内連絡会
常～まちの環境美化に関する行動計画・あり方
常～目黒区ポイ捨て防止条例
ポイ捨て禁止キャンペーン
常～啓発品資料

区の取り組み 常～ガム取り
常～ポイ捨て禁止標示ブロック設置占用許可（都道）
常～ポイ捨て禁止路面タイル
常～ポイ捨て禁止標示ブロック設置占用許可（国道）
常～ポイ捨て禁止標示ブロック設置占用許可（区道・緑道）
常～ポイ捨て・路上喫煙　路上シート工事等貼り替え
常～駅構内ステッカー貼付
常～占用物件等一覧表

スイーパーズ全般 スイーパーズ各団体連絡
常～中目黒スイーパーズ事務局運営
常～ボランティア清掃（区役所チーム）
常～中目黒スイーパーズ全体会・会議録
中目黒スイーパーズ（スケジュール表・連絡票）
常～権之助・大鳥スイーパーズ事務局運営
常～権之助・大鳥スイーパーズ清掃活動参加申込
常～権之助・大鳥スイーパーズ全体会・会議録
常～ 東京目黒ロータリークラブ　WeLove目黒
常～目黒区統一美化デー
東横線沿線クリーンキャンペーン
常～ クリーンキャンペーン（目黒区商店街連合会）
常～いきいき学大
常～地域・団体の美化活動
常～他自治体資料
常～落書き対策事業実施要綱
常～落書き防止対策に係る補助金交付申請
常～落書き消去マニュアル・チラシ
常～落書き防止対策
落書き消去用具（落書き消去剤）の貸与について

環境審議会
環境審議会委員改選

環境保全課

落書き対策

美化活動

環境審議会開催

まちの美化（啓発） 啓発全般

ポイ捨て禁止サイン表示

中目黒スイーパーズ

権之助・大鳥スイーパー
ズ

区民・事業者の取り組み

エコプラザ歳入管理

目黒区エコプラザ管理

エコライフめぐろ推進協会 協会運営

事業計画、決算報告

環境基本計画 環境報告書

エコプラザ運営 エコプラザ指定管理者

環境学習推進 協働事業

まちの美化（庶務） 庶務全般

行動計画・条例・要綱
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 環境保全課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
東京都補助金
常～喫煙に関する資料
喫煙に関する調査･回答
常～受動喫煙　資料
常～渋谷たばこ商業協同組合「受動喫煙対策のあり方」に関する要望
常～健康めぐろ２１の取組（路上喫煙・受動喫煙）
常～吸殻本数調査
常～路上喫煙禁止啓発路上シート設置委託
常～路上喫煙禁止啓発　立看板設置
常～東京電力電信柱　巻標識設置
常～啓発シート・ポスター
喫煙所ごみ回収及び処理
目黒区屋内型喫煙施設整備費補助制度
常～目黒区屋内型喫煙施設整備費補助金交付要綱
啓発パトロール
喫煙所清掃
常～学芸大学駅指定喫煙所（西口）
学大西口喫煙所消臭機保守点検委託
学大西口喫煙所管理運営委託
屋内型喫煙所電気料
常～指定喫煙所の設置について
常～学芸大学駅東口指定喫煙所運営管理助成
常～灰皿の道路占用について
常～指定喫煙所の寄付及び感謝状授与
常～指定喫煙所に関する覚書
常～中目黒　指定喫煙所設置（都道上、山手通り沿い）
常～中目黒　指定喫煙所設置（蛇崩川緑道上、ＧＴ横）
常～中目黒駅周辺地図
常～路上喫煙禁止区域地元懇談会（中目黒）
常～路上喫煙禁止に向けての地元協議（中目黒）
常～路上喫煙禁止区域地元懇談会（自由が丘）
常～自由が丘喫煙所　設置・工事
常～自由が丘駅南口緑道上の灰皿
常～自由が丘駅前広場アンケート
常～自由が丘　指定喫煙所設置（区道上）
常～自由が丘駅周辺地図
常～まち運営会議など　地元の会議（自由が丘）
常～路上喫煙禁止に向けての地元協議（自由が丘）
常～学芸大学駅屋内喫煙所竣工図・写真
常～学芸大学　指定喫煙所設置（区道上）
常～学芸大学駅周辺地図
常～学芸大学駅屋内喫煙所設置検討
常～学芸大学駅屋内喫煙所
常～学芸大学駅屋内喫煙所工事
常～学芸大学駅屋内喫煙所取扱説明書
常～学芸大学駅東口指定喫煙所
常～学芸大学喫煙所　設置・工事
常～路上喫煙禁止区域地元懇談会（学芸大学）
常～学芸大学西口喫煙所夜間閉鎖の試行
常～都立大学　指定喫煙所（区道上）
常～都立大学喫煙所　設置・工事
常～路上喫煙禁止区域地元懇談会（都立大学）

祐天寺 常～路上喫煙禁止に向けての地元協議
常～路上喫煙禁止に向けての地元協議（目黒）
常～目黒駅周辺地図

グリーン購入 常～説明会
森林環境譲与税使途検討
森林環境譲与税通知・回答
バイオマス発電
水素エネルギー
常～補助金関連リーフレット
常～東京都地球温暖化防止活動推進センター
常～地球温暖化関連リーフレット
常～みどり東京・温暖化防止プロジェクト
常～助成金
常～研究会
常～見学会

地球温暖化対策地域協
議会庶務

地域協議会専門委員謝礼支払い

地球温暖化対策地域協議会
地域協議会開催
前年度新エネ・省エネ助成者アンケート
常～太陽光発電システム等設置費助成事業一般
常～太陽光発電システム等設置費助成要綱
事前審査・要件非該当・辞退
助成予定決定
助成予定者要件審査
支出決定
助成決定
支出
補助金利用事業
啓発事業
絵本

カーボンオフセット 常～「めぐろエコの森」創設・維持管理

環境保全課

地球温暖化対策（地域） 地球温暖化対策資料

オール東京６２共同事業

地域協議会

地域推進計画実施事業

新エネ機器等助成申請
（申請～助成予定）

新エネ機器等助成決定
（決定～支出）

地球温暖化防止

路上喫煙　検討地域
目黒

地球温暖化対策一般
森林環境税及び譲与税

エネルギー 再生可能エネルギー

路上喫煙禁止区域 自由が丘

学芸大学

都立大学

路上喫煙（啓発）

路上喫煙（喫煙所管理） 喫煙所維持管理

路上喫煙禁止区域 中目黒

啓発

路上喫煙（庶務） 庶務全般
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 環境保全課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
ヒートアイランド対策 ヒートアイランド対策（全般）ヒートアイランド対策調査・回答

常～エネルギー管理講習
常～中長期計画書
常～定期報告書
常～通知

環境確保条例 常～自動車管理実績報告
環境確保条例 常～温暖化対策報告
フロン類排出抑制 常～漏洩量調査
エネルギー等管理システ
ム

常～委託（保守・改修等）

常～セルフチェック(環境推進員)
常～推進本部
常～環境研修
常～評価委員会
常～周知・啓発
常～各種取組
常～ポケットブック
常～専門部会

講演会・学習会 講演会資料
ＥＭＳ研運営委託 ＥＭＳ研補助金支出

ＭｅＧＡプログラム事業所通信
常～ＭｅＧＡプログラム運用マニュアル

交流・コラボ 永年取組表彰表彰式・交流会
MeGAプログラム（事業所版）登録
MeGAプログラム（事業所版）認定
認定会議事録
MeGAプログラム認定審査会
認定審査会委員謝礼支出

登録事業所　か行 ＜企業名＞
登録事業所　か行 ＜企業名＞
登録事業所　さ行 ＜企業名＞
登録事業所　た行 ＜企業名＞
登録事業所　な行 ＜企業名＞
登録事業所　な行 ＜企業名＞
登録事業所　は行 ＜企業名＞
登録事業所　ま行 ＜企業名＞
登録事業所　や行 ＜企業名＞

エントリーシート
常～MeGAプログラム（家庭版）事務一般
公害対策業務各種身分証明書
研修資料（環境行政全般）
継～工場等指導台帳整理
係長会資料
区ホームページ更新（公害対策係）
特別区環境・公害担当係長会
継～法律にかかる届出書の共通化
継～届出手続の電子化・押印手続の見直し
羽田空港機能強化に関わる開示請求
常～羽田空港に関する国からの情報提供
常～関係市区協議会
羽田空港関係（依頼）

告示 告示（騒音規制法・振動規制法）
継～自治法改正・平成１２年度事務移管資料
継～三法移譲・事案決定手続
継～権限移譲事務資料（H１３、H１４）
継～環境確保条例改正・事案決定手続
継～地方分権ワーキンググループ全般

公害対策契約 契約依頼資料
特別区事務処理特例交付金実績報告
常～特別区事務処理特例交付金に係る実績報告【挙証資料】
決算事務（公害対策係）
監査資料（公害対策係）
予算編成（公害対策係）
現年度予算（公害対策係）
継～公害法令と行政手続法
めぐろ区報
常～公害対策係ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
工場認可等情報開示請求
解体工事等情報開示請求
調査・回答
通知
継～臭気判定者要領
継～工場認可取扱い要領
常～証明事務方針
工場認可申請受理
納入済通知書・領収証書
継～手数料減免
継～工場認可手数料改定資料
工場認可等手数料の歳入調定
常～工場認可手数料領収書・納付書用紙

認可等受付簿 常～工場認可等受付簿（昭和５８年度～現年度）
届出受付簿 常～指定作業場届出受付簿（昭和６１年度～現年度）

常～区長変更に伴う氏名変更届について
区長変更に伴う氏名変更届について

環境保全課

公害対策　情報公開

通知・調査全般

公害指導運用方針

認可届出事務 認可届出受理

認可届出事務方針

MeGA登録事業所（あ～
た行）

MeGA登録事業所（な～
わ行）

MeGAプログラム（家庭版）MeGAプログラム（家庭版）

公害対策全般 公害対策全般

羽田空港機能強化

組織改正・事務移譲

公害対策予算・決算・監
査

公害対策文書

省エネ法・温対法

計画推進（エコプラン３）

地球温暖化対策推進実
行計画

めぐろＥＭＳ研

MeGAプログラム（事業所
版）

MeGAプログラムシステム

登録・認定

認定審査会
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 環境保全課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
認可届出等の特例起案用紙処理
継～工場認可事務運用方針
継～指定作業場届出事務処理方針
継～他区との境界上に立地する事業場の取扱

都公害防止条例 東京都環境審議会答申
継～条例改正区担当者説明会資料
継～環境確保条例改正資料(東京都公報)
継～事務処理特例条例資料
常～環境確保条例一部改正
環境確保条例事務処理状況報告
継～工場台帳番号簿
継～工場名簿（５４頃）
継～工場名簿（６０・元・２・７）

工場届出指導 継～工場現況調査（１３年度分）
工場等事故対策 継～工場等事故報告書

継～清掃工場アセスメント資料
継～清掃工場全般
継～目黒清掃工場設備の資料
継～指定作業場台帳番号簿
継～指定作業場名簿
継～指定作業場既設届届出指導
継～立体駐車場建築事前公開指導要領
継～緑化計画事務との連動
騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法施行状況調査（規制状況に係る調査）報
告
継～騒音規制法・振動規制法特定施設台帳番号簿
継～騒音規制法改正にともなう特定施設届出指導（切断機）
電気事業法工事計画届出に伴う騒音規制法に基づく通知について
継～定置型内燃機関の窒素酸化物審査
継～ばい煙発生施設事業所名簿
継～大気汚染防止法の改正資料

水濁法・下水道法 常～水質汚濁防止法の改正資料
水濁法・下水道法 東京都下水道局からの通知

事業場監察票
継～平成１８年度監察結果（無認可工場等）
継～平成１６年度監察結果（塗装）
継～平成１６年度監察結果（無認可工場・未届指定作業場）
継～平成１７年度監察結果（一般・切削）
継～平成１７年度監察結果（印刷）
継～平成１９年度監察結果（無認可工場等）
常～平成２０年度監察結果（無認可工場等）
法定公害防止管理者国家試験及び資格認定講習
継～公害防止管理者に関する法律の改正資料
継～法定公害防止管理者選任状況一覧

東京都公害防止管理者指導東京都公害防止管理者講習（未選任対象）及び定期講習（選任済対象）
東京都公害防止管理者指導東京都公害防止管理者選任状況報告（選任・未選任提出名簿含）
臭気規制 常～悪臭防止法
臭気規制 継～臭気指数導入に伴う改正資料
地下水揚水規制 地下水揚水量調査報告
地下水揚水施設 継～地下水揚水施設（工場・指定作業場）
地下水揚水施設 継～地下水揚水施設名簿

燃料規制 燃料規制事務 継～燃料規制事務マニュアル
継～目黒区のダイオキシン排出抑制対策
継～清掃工場及び焼却炉のＤＸＮ類調査
継～ダイオキシン類対策特別措置法
継～アスベスト資料（業界）
常～アスベスト通知
常～アスベスト資料（行政）
継～都条例説明会資料（アスベスト関係）
常～アスベスト対策担当者会議
継～アスベスト対策担当者連絡会議（平成１８年第１回～第３回）
継～アスベスト対策担当者会議（平成１９年度）
継～アスベスト対策担当者会議（平成１８年度第４回～第５回）
アスベスト対策担当者連絡会議通知
アスベスト通知（東京都建築安全担当）
常～アスベスト年間相談件数調査（健康推進課）
常～アスベスト届出件数等調査
常～アスベストに関する調査
継～震災時におけるアスベスト・廃棄物対策調査結果

アスベスト情報 継～アスベスト製品製造工場
常～アスベスト調査助成受付簿
アスベスト調査助成相談中
常～アスベスト調査助成広報
アスベスト調査助成交付申請
アスベスト調査助成交付額決定及び支出
東山３－１３－６　目黒区東山解体工事
青葉台２－１－１９　青葉台二丁目アパート共用廊下ほか手すり設置工事
東山１－１－２　東山ビル配管更新工事
大橋２－１７－１６　東邦大学医療センター旧大橋病院解体工事（追加その２）
中目黒４－４－２　中目黒計画解体工事
中目黒３－１３－３２　ガスヒートポンプエアコン賃貸借（中目黒小学校体育館）
大橋２－１７－６　東邦大学医療センター旧大橋病院解体工事（外壁塗材）
大橋２－１７－６　東邦大学医療センター旧大橋病院解体工事（追加その１）
大橋２－１７－６　東邦大学医療センター旧大橋病院解体工事

環境保全課

臭気対策

地盤沈下対策

大気規制 ダイオキシン類対策

アスベスト対策

アスベスト対策担当者会
議

アスベストに関する調査

アスベスト調査助成

石綿工事計画書(目黒地
区)

特定施設全般 騒音・振動規制法

大気汚染防止法

工場監察 日常監察

公害防止管理者 法定公害防止管理者指
導

公害防止法令
環境確保条例

工場全般 工場名簿等

目黒清掃工場

指定作業場全般 指定作業場名簿等

指定作業場届出指導

認可届出事務

認可届出事務方針
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 環境保全課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
五本木３-３２（個人名）様住宅解体工事
下目黒４－２－１７　下目黒４丁目解体工事
上目黒３－３９－２０　上目黒保育園解体工事
大橋２－１７－３８　大橋住宅外壁改修その他工事（外壁）
中目黒２－７－７　既存ビル解体工事
上目黒５－６　上目黒５丁目（建物名）解体工事
祐天寺１－２４　（ビル名）１F店舗解体その他工事
三田２－７　（ビル名）解体工事に伴う石綿除去工事
東山２－１４－１３　目黒コンパウンド再開発PROJIECT解体工事
アスベスト除去事前情報
目黒本町４－２０－６　目黒本町４－２０－６既存建物解体工事
碑文谷５－１６　都営新町２丁目アパート他１団地全面打診調査及び補修工事
碑文谷１－１－３３　ガスヒートポンプエアコン賃貸借（第七中学校）
目黒本町６－１２－２３　共立信用組合目黒本町出張所解体工事
目黒本町５－４－２　ＲＣ造６階建解体工事
中央町２－３１－６　学芸大コーポ解体工事に伴うアスベスト除去工事
碑文谷１（マンション名）アスベスト工事
自由が丘２－１１－２１　（仮）自由が丘２丁目計画既存建物解体工事
八雲１－６－２２　目黒八雲１丁目計画解体工事
継～大規模小売店舗立地法関係資料
継～大規模小売店舗立地法のしおり
継～大規模小売店舗等の立地に関する意見の提出（中目黒ラピュートプラザ）
継～大規模小売店舗等の立地に関する意見の提出（自由が丘駅前ビル）
継～目黒区特定商業施設の出店に伴う生活環境と調和のための要綱関係資
料
継～恵比寿地区地域冷暖房（区域指定）
継～地域冷暖房資料
継～恵比寿地区地域冷暖房（地区資料）
継～恵比寿地区地域冷暖房（区長意見）
適正管理化学物質使用量届出対象事業者名簿
継～化学物質の適正管理にかかる集計結果
適正管理化学物質の使用量等報告書（めっき）
適正管理化学物質の使用量等報告書（ガソリンスタンド）
適正管理化学物質の使用量等報告書（クリーニング）
適正管理化学物質の使用量等報告書（印刷・一般）
適正管理化学物質の使用量等報告書（塗装）
東京消防庁への情報提供
化学物質の適正管理に係る都への報告（使用量データ・事務処理件数）
適正管理化学物質使用量等報告指導
適正管理化学物質の使用に関する報告書
継～ＶＯＣ等管理計画
継～化学物質管理方法書（ＶＯＣ）
ＶＯＣ対策
継～電気めっき資料
継～有機溶剤の取り扱い
継～酸化エチレン現場調査マニュアル
継～酸化エチレン滅菌器
継～炭化水素排出防止対策
継～環境ホルモン情報
継～旧軍毒ガス弾調査
条例に基づく土壌汚染対策届出受理件数調査
常～要措置区域台帳・形質変更時要届出区域台帳
常～土壌汚染対策関連通知（東京都）
常～土壌汚染に関する事例調査
常～区域の指定について(通知）
継～土壌汚染対策案件連絡票（区⇔都）
継～自主調査等取扱方針
継～庁内土壌汚染対策連絡会
継～調査対象事業場指導指針
継～土壌汚染関連リスト
継～土壌汚染審査マニュアル
継～有害物質取扱状況報告書取扱方針
常～特定施設届出事業場名簿閲覧
工場・指定作業場名簿等閲覧申込書
常～飲用井戸・調査協力一覧表
継～飲用井戸設置状況調査（⑮～⑱）
継～地下水汚染対策資料
継～中目黒５丁目地下水汚染情報（企業名）
常～土壌汚染届出一覧（１１６条）
土壌汚染対策関係事前情報

区外 継～（企業名）
継～（企業名）
継～東山３－２４－１２国土地理院【自主】
継～三田２－１９－４３目黒清掃工場（概況・詳細）
継～三田２－１９－４３目黒清掃工場（拡散防止・完了）
継～三田２－１９－４３目黒清掃工場（資料）
継～（企業名）
継～中目黒２－３－１２金属材料技術研究所（資料）【自主】
継～（企業名）
継～上目黒２－４９－１６㈲一越クリーニング（概況・詳細）
継～大橋２－７－１６警視庁第三機動隊（概況・詳細・拡散防止・完了）
継～中目黒２－３－１２金属材料技術研究所

目黒 継～（企業名）
下目黒１丁目 継～（企業名）

環境保全課

土壌汚染対策 土壌汚染対策（法・条例）

土壌汚染取扱方針

窓口照会

地下水汚染

土壌汚染届出情報（目黒
区）

駒場・青葉台・東山

大橋・上目黒・中目黒・三
田

大規模小売店舗立地法

地域冷暖房

有害化学物質規制 適正管理化学物質の使
用量等報告

化学物質管理方法書

化学物質対策

大気規制

石綿工事計画書(目黒地
区)

石綿工事計画書(碑文谷
地区)
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 環境保全課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
下目黒２丁目 継～（企業名）

継～（企業名）
継～下目黒６－１－２２東京消防庁目黒消防署
継～（企業名）
継～中央町２－４－５目黒区本庁舎（履歴）

目黒本町・原町・洗足・南 継～（企業名）
碑文谷・鷹番・平町 継～（企業名）

継～東京工業大学・実験廃液保管庫（拡散防止・完了）
継～東京工業大学・実験廃液保管庫（概況・詳細）
継～東京工業大学・石川台４号館（概況）
継～東京工業大学・石川台新３号館（概況）
継～東京工業大学・大岡山西４号館（概況）
継～東京工業大学・大岡山西９号館（履歴）
継～東京工業大学・大岡山東１号館低層棟（概況）
継～東京工業大学・水力実験室（１１７条資料）
継～東京工業大学・１号車庫（概況）
継～（企業名）

緑が丘～東が丘 継～（企業名）
工場正本・駒場地区 駒場～中央町 継～（工場名）
工場正本・東が丘地区 東が丘２丁目 継～（工場名）
指定作業場正本・駒場地
区

駒場～中央町 継～（作業場名）

指定作業場正本・東が丘
地区

目黒本町～東が丘 継～（作業場名）

他区 継～（特定施設名）
駒場～中央町 継～（特定施設名）
目黒本町～八雲 継～（特定施設名）

祐天寺１－３２－６　高坂駐車場
鷹番２－２０－１４　鷹番日の出商会
大岡山１－３４－１１　株式会社　清野製作所
中央町２－３７－２　飯塚モータース
中目黒４－７－１２　田子クリーニング
目黒本町４－２０－６　サカモトダイテム株式会社
碑文谷６－１－２５　ブラザークリーニング
自由が丘１－１４－３　アローパーキング
原町１－８　タイムズ西小山駅前
常～工場駒場・青葉台
常～工場三田・目黒
常～工場東山・大橋
継～工場上目黒３～５丁目
継～工場上目黒１・２丁目
継～工場中目黒
継～工場中町
継～工場下目黒１丁目・下目黒２丁目(～１２)
継～工場中央町２丁目
常～工場五本木・祐天寺
継～工場下目黒２丁目(１３～)・下目黒３～６丁目
継～工場中央町１丁目
継～工場目黒本町２丁目
継～工場目黒本町４丁目
継～工場目黒本町３丁目
継～工場目黒本町５丁目
継～工場目黒本町１丁目
継～工場目黒本町６丁目
継～工場原町
常～工場大岡山・緑が丘・自由が丘
継～工場碑文谷２～６丁目
継～工場碑文谷１丁目
継～工場中根
継～工場柿の木坂・八雲・東が丘
継～工場洗足・南
継～工場鷹番・平町
継～指定作業場目黒
継～指定作業場東山
継～指定作業場中目黒
継～指定作業場中町・五本木・祐天寺
継～指定作業場大橋
継～指定作業場青葉台
継～指定作業場三田
継～指定作業場駒場
継～指定作業場下目黒
継～指定作業場上目黒
継～指定作業場原町・洗足・南
継～指定作業場目黒本町
継～指定作業場大岡山・緑が丘
継～指定作業場鷹番・平町
継～指定作業場自由が丘
継～指定作業場中根・柿の木坂
継～指定作業場八雲・東が丘
継～指定作業場碑文谷１・２丁目
継～指定作業場碑文谷３～６丁目
継～指定作業場中央町
継～特定施設駒場・青葉台
継～特定施設中目黒・三田

環境保全課

特定施設台帳 駒場～五本木

下目黒・中町・五本木・祐
天寺・中央町

目黒本町

原町～東が丘

指定作業場台帳 駒場～五本木

中央町～東が丘

不在指定作業場正本

廃止工場正本

廃止指定作業場正本

工場台帳 駒場･青葉･東山･大橋･
上目･中目･三田･目黒

大岡山

特定施設正本

不在等事業場正本

土壌汚染対策

下目黒３～６丁目

中町・五本木・祐天寺・中
央町
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 環境保全課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～特定施設東山・大橋・上目黒
継～特定施設目黒・下目黒
継～特定施設原町・洗足・碑文谷・南
継～特定施設中央町
継～特定施設目黒本町１～３丁目
継～特定施設目黒本町４～６丁目

不在工場台帳 不在工場台帳
不在指定作業場台帳 不在指定作業場台帳
不在特定施設台帳 不在特定施設台帳

廃止工場台帳 廃止工場台帳
廃止指定作業場台帳 廃止指定作業場台帳
全廃特定施設台帳 全廃特定施設台帳

アスベストパトロール
下水道関連連絡調整協議会
公害相談等現場調査時における駐車料金
常～空家資料
常～桜まつり資料
空き地の適正管理指導
常～所有者不明土地法
登記簿調査
環境測定機器貸出
常～公害苦情調査
常～各種帳票類原稿
公害相談特例帳票等の使用
受付票・受付記録
常～相談未処理　駒場～東が丘

公害苦情処理票（目黒地
区）

処 理 票　１～１２（駒場～祐天寺）

公害苦情処理票(碑文谷
地区）

処 理 票　１３～２７（中央町～東が丘）

常～６軒長屋（駒場３丁目）
（個人名）振動苦情
常～（企業名）騒音
常～捜査関係事項照会(自由が丘）
常～目黒区民キャンパス
常～下目黒（ビル名称）
常～空き地の適正管理に関する要綱
継～解体要綱制定
継～環境確保条例・逐条解説
継～アスベスト飛散防止マニュアル
継～機器取扱説明書
継～公害苦情処理事例集
継～公害苦情陳情処理の手引き
継～低周波騒音測定マニュアル
継～騒音振動基準集
継～騒音防止用カタログ
継～都市環境騒音の把握法

その他公害対策 継～電磁波資料
常～特定建設受付簿
継～騒音・振動規制法届出状況
他区様式
特定建設作業パトロール予定表
騒音規制法作業届出書
過年度届出分　工期未了

振動 振動規制法作業届出書
解体工事全般 常～解体工事受付簿

解体標識設置届
過年度届出分　工期未了
解体工事等標識設置届出受付簿閲覧申込書
環境監視調査等補助金要綱及び実施要領
常～調査業者パンフレット

公共料金管理 常～通話・通信料等（ＮＴＴコミュニケーションズ）
継～水質（環境調査写真）
継～大気（環境調査写真）
継～鉄道（環境調査写真）
継～道路（環境調査写真）
継～補助２６号線環境調査（環境調査報告書）
継～ネガフィルム（環境調査写真）
環境調査報告書の公開（ＨＰ・窓口）
常～環境調査報告書
継～環境測定データの製本
継～分析室じゅう器類仕様図
常～分析室施設管理
継～分析室有害物質管理
常～大気汚染測定機器更新手続き
常～大気汚染測定機器譲渡・移設手続き
常～気象業務法第六条観測施設資料
常～東山測定室（教育財産）使用許可
常～測定器等修理報告書
継～環境大気測定機器維持管理要綱
継～廃棄物処理法令
継～廃液処理資料
継～気象観測装置検定証書
継～一酸化炭素計検定証書

環境保全課

測定機器検定

解体工事
解体標識設置届

環境調査全般

環境調査報告書

環境調査共通資料

分析室・大気測定室 分析室運営管理

大気測定室運営管理

廃液処理

相談資料 条例・要綱

公害処理手引き

騒音振動対策

特定建設 特定建設全般

騒音

特定施設台帳 駒場～五本木

中央町～東が丘

不在事業場台帳

公害苦情相談 公害相談全般

公害苦情受付

公害苦情受付（長期）

大気測定機
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 環境保全課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～酸性雨測定器検定証書
継～レベルレコーダー検査合格書
継～検定計画
継～振動レベル計検定済票
継～騒音計検定済票
継～環境学習用器具
継～ＦＡＸ機、電話機
継～トランシーバー
継～温度計
継～酸性雨計取扱説明書
継～大気汚染測定器の知識
継～大気汚染測定装置取扱説明書（Ｎｏｘ・Ｏｘ・ＳＯ２・ＳＰＭ）
継～大気中窒素酸化物測定記録計取扱説明書
継～記録計取扱説明書
継～非メタン炭化水素計取扱説明書
継～ハイボリュームエアサンプラー（紀本ＭＯＤＥＬ－１２１）
継～ガスパック取扱説明書
継～気象機器（Ａ―１１５９）取扱説明書
継～スペクトル分析器取扱説明書
継～ストップウォッチ
継～１／３オクタ－ブバンド実時間分析器取扱説明書（ＳＡ－２５）
継～データレコーダー説明書
継～普通騒音計取扱説明書
継～普通騒音計NL２２
継～低周波音レベル計
継～騒音振動レベル処理器取扱説明書
継～騒音・振動計収納ボックス
継～レベルレコーダー取扱説明書
継～雑音信号発生器取扱説明書
継～三脚・充電器
継～紙送り制御アダプタ取扱説明書
継～実時間オクタ－ブ騒音分析器取扱説明書（リオンＮＡ－２３）
継～振動校正器取扱説明書
継～公害用振動レベル計取扱説明書
空間放射線量定点測定実施起案
空間放射線量定点測定結果
常～測定機校正・修理
常～放射線測定器の点検・校正報告書
継～東京都大気汚染常時監視システム
テレメータシステムの新元号改造対応
継～目黒区大気汚染常時監視システム
常～目黒区大気汚染情報公開システム
継～二酸化窒素測定方法
大気関係照会･通知
継～二酸化硫黄測定の廃止について
継～光触媒（資料）
測定室維持管理報告書４～６月分
測定室維持管理報告書１～３月分
大気汚染測定結果年報
大気汚染測定結果（チャート）
大気汚染維持管理委託・システム・酸性雨計借上げ　納品書等
委託業者連絡体制表
測定室維持管理報告書７～９月分
測定室維持管理報告書１０～１２月分
常～降下物等測定結果報告書（年報）
常～降下物等測定結果報告書
継～酸性雨モニタリング
継～酸性雨分析方法
沿道のＮＯＸ測定結果（秋季）
沿道のＮＯＸ測定結果（夏季）
沿道のＮＯＸ測定結果（冬季）
沿道のＮＯＸ測定結果（年報）
沿道のＮＯＸ測定結果（春季）
沿道のＮＯＸ測定実施起案
常～アスベスト一般大気測定結果
継～アスベストモニタリングマニュアル
常～アスベスト一般大気測定起案

PM２.５ 継～黄砂
二酸化いおう 継～三宅島噴火による二酸化硫黄情報

継～都局地汚染実態調査結果
継～中央環状新宿線品川線資料
継～大橋地区沿道環境改善検討会
継～局地汚染改善対策連絡会
継～局地汚染改善対策連絡会設置要綱
光化学スモッグ情報（都からのＦＡＸ）
常～光化学スモッグ緊急時対策マニュアル
常～光化学スモッグ被害対応実務担当者説明会
常～光化学スモッグ緊急時連絡体制
常～光化学スモッグ発生状況
継～光化学スモッグＦネット通信
継～光化学スモッグ緊急時対策実施要綱
継～光化学スモッグ緊急連絡（学校）
継～光化学スモッグ被害対策
継～他区の光化学スモッグ対策

環境保全課

光化学スモッグ

測定機器検定

大気 大気汚染常時監視システ
ム

大気関係調査・通知

測定室維持管理報告書

降下物等測定結果

酸性雨

ＮＯｘ測定

アスベスト

局地汚染対策

放射線 空間放射線量測定

放射線資料

大気測定機

騒音振動測定機

機器取扱説明書 測定以外の機器

大気用機器

騒音用機器

振動用機器
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 環境保全課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～東京都からの大気汚染周知方法
継～防災行政無線
継～フロンガス
継～中央環境審議会答申
継～環境ホルモン
ダイオキシン関係調査結果等通知
継～PCB
継～ダイオキシンとは
継～ダイオキシン類に関する参考資料
継～ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル
継～ダイオキシン類発生防止技術（焼却炉）
継～ダイオキシン類対策（目黒区）
継～ダイオキシン類対策（東京都）１２年度以降
継～ダイオキシン類対策（東京都）１１年度以前
常～東京都ダイオキシン類調査方針・説明会資料
継～ダイオキシン類対策（国）
継～ダイオキシン測定結果(東京都)
大気中ダイオキシン類測定　結果報告書
継～ダイオキシン類の分析
大気中ダイオキシン類測定　起案
継～環境ホルモン調査データ
継～東京都ロードプライシング
継～TＤM（交通需要マネジメント）
継～アイドリングストップ対策資料
継～自動車ＮＯＸ管理者講習会
継～自動車NOX総量削減法
継～ＤＰＦ補償資料
継～ディーゼル車排出ガス低減対策推進費補助金資料
継～ディーゼル車規制補助･助成関係資料都・市区
継～粒子状物質減少装置資料
継～デイーゼル車対策全般
継～デイーゼル車規制関係資料
継～LPガス自動車資料
継～健康被害予防事業資料（低公害車導入にかかる補助金）
継～先駆的低公害車実用評価事業資料(運輸省)
継～低公害車対策全般
継～電気自動車資料
継～天然ガス自動車資料
継～低公害車導入
継～東京都指定低公害車資料
継～自動車騒音・振動・交通量調査実施区間・評価マニュアル
継～自動車振動規制運用方針
継～環七騒音振動健康影響調査報告
継～幹線道路の沿道整備
継～羽田空港際拡張に係る飛行ルート資料
常～環境騒音セミナー・（騒音・振動）研修講演会
常～都自動車騒音常時監視資料
騒音・振動関係照会・通知
継～自動車騒音規制運用方針
継～用途地域図
継～道路交通騒音防止対策の要望
継～道路交通騒音対策
継～東京都環境騒音評価図
継～都市環境騒音地図（環境騒音測定結果）
継～騒音振動規制法等の都区事務移管資料
継～騒音暫定マニュアル
継～騒音・振動規制法等の都区事務移管
継～道路沿道環境対策基本方針
継～騒音・振動事務処理手続
継～騒音・振動測定マニュアル
常～騒音・振動測定マニュアル
継～音響測定入門講座
継～振動測定の手引き
継～騒音・振動　基礎資料
継～騒音測定の手引き
継～騒音・振動基準集
継～騒音に係る環境基準の評価マニュアル（環境省）
継～都市環境騒音の把握手法
継～鉄道騒音振動調査測定
常～自動車騒音常時監視資料
自動車騒音常時監視　起案・仕様書・実施計画書
自動車騒音常時監視　環境省・東京都への報告～前年度分
自動車騒音常時監視　結果報告書
交通騒音・振動・交通量調査（要請限度）　東京都への報告
交通騒音・振動・交通量調査（要請限度）　起案・仕様書・実施計画書
交通騒音・振動・交通量調査（要請限度）　結果報告書
水質関係照会
継～ゴルフ場農薬の水質汚濁防止
継～水質自動監視システム
継～水質総量規制に係る事務手引
継～東京都水質環境基準水域類型指定図
継～地下水汚染対策
継～東京都水環境保全計画
継～東京都水質異常事故対策

環境保全課

水質 水質全般

交通量対策 交通量対策全般

自動車NOX総量抑制対
策

デイーゼル車対策

低公害車対策

騒音・振動 騒音振動　全般

騒音振動　測定技術資料

自動車騒音常時監視

交通騒音・振動・交通量
調査（要請限度）

光化学スモッグ

その他大気資料

ダイオキシン ダイオキシン全般

ダイオキシン類対策

ダイオキシン類データ

大気
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 環境保全課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～水質測定マニュアル
継～目黒川白濁現象に関する資料
継～目黒川水質調査資料
継～目黒川の水質５７以前
目黒川関連通報
目黒川関連照会回答
目黒川水質調査（実施起案、計画書等）
常～目黒川臭気調査　平成３１年度
目黒川水質調査（報告書・完了届）
常～目黒川水質浄化対策評価委員会
継～河川浄化取組み資料（東京都他）
継～河川浄化取組み資料（目黒川）
継～目黒川清流復活事業資料
継～水生生物調査資料（東京都他）
継～ビオトープ事業
継～目黒川水生生物調査委託報告書
常～目黒川水生生物調査
東京都地下水調査推薦起案
常～東京都地下水調査井戸リスト（１９９０～）
常～東京都地下水調査結果通知平成２２年度～現在

地下水・目黒区 常～目黒区地下水汚染実態調査
継～有害物質使用工場周辺の地下水調査結果一覧
継～公園池湧水の水質調査
継～防衛庁池水質測定結果
継～東京教育大跡地内の池水質（駒場野公園）
常～東京の名湧水５７選調査
継～東京の名湧水・湧水マップ
継～湧水資料
継～東京都湧水マップ作成のための調査資料　～平成２４年度
常～東京都湧水マップ作成のための調査資料　平成３０年度～
継～土壌汚染に係る環境基準
継～重金属等による土壌汚染の処理基準
東京都土壌調査推薦起案
継～土壌汚染に係る資料
継～新宿線環境影響評価に対する目黒区長意見
継～中央環状新宿線に係る変更の届出（事業変更）
継～新宿線住民説明会（平成元年以降）
継～新宿線住民説明会（平成４年度以降）
継～新宿線住民説明会（昭和６３年まで）
継～新宿線公聴会
継～環境影響評価に対する各部各党意見（新宿線）
継～渋谷地区清掃工場事後調査報告書（工事の完了後）
継～渋谷地区清掃工場アセス参考資料
継～渋谷地区清掃工場見解書都民意見
継～渋谷地区清掃工場建設計画
継～渋谷地区清掃工場環境影響評価書案都民意見
継～渋谷地区清掃工場環境影響評価書案公示・縦覧・閲覧
継～渋谷地区清掃工場環境影響評価書案区長意見
継～渋谷地区清掃工場環境影響評価書案・説明会・公聴会
継～渋谷地区清掃工場環境影響について
継～渋谷地区清掃工場アセス手続き
継～渋谷地区清掃工場環境影響評価関係区長意見
継～上目黒２丁目再開発中間報告書（１９９４．４）
継～上目黒１丁目再開発（専門部会資料）
継～上目黒１丁目再開発
継～世田谷深沢二丁目計画
継～東京都立大学跡地周辺大気調査（１９９３．１０）

小山三丁目 常～環境影響評価調査計画書（小山三丁目）
目黒駅前地区再開発事 常～目黒駅前地区第一種市街地再開発事業

継～サッポロ環境影響評価に係る関係地域
継～サッポロ環境影響評価各部、各党意見
継～サッポロ環境影響評価区長意見
継～サッポロ環境影響評価書案
継～サッポロ環境影響評価書の縦覧・説明会
継～サッポロ跡地開発事業パンフレット
継～サッポロ工場跡地再開発事業の計画変更
継～サッポロ環境影響評価書案公聴会
継～恵比寿地区交通施設計画検討調査
継～サッポロ環境影響評価区民意見
継～サッポロ恵比寿工場跡地再開発事業工事完了届（平成６年９月）
継～サッポロ環境影響評価書事後調査報告書（平成８年４月工事完了後その
２）
継～サッポロ環境影響評価書事後調査報告書（平成７年８月工事完了後その
１）
継～サッポロ環境影響評価事後調査報告書（平成６年６月工事施行中その３）
継～サッポロ環境影響評価事後調査報告書（平成５年４月工事施工中その２）
継～サッポロ環境影響評価事後調査報告書（平成４年９月工事施行中その１）
継～サッポロ環境影響評価事後調査計画書（平成２年９月）
継～サッポロ環境影響評価事後調査概要版
継～地区の清掃工場
継～目黒清掃工場環境影響評価事後調査報告書（平成４年５月工事完了後そ
の１）
継～目黒清掃工場環境影響評価事後調査報告書（平成８年８月工事完了後そ
の２）

環境保全課

恵比寿周辺再開発 サッポロアセス事前調査

サッポロアセス事後調査

旧目黒清掃工場建設 旧目黒清掃工場建設

土壌

環境影響評価 新宿線環境影響評価手
続
新宿線住民説明会

渋谷地区清掃工場

その他環境影響調査

水質 水質全般

目黒川水質調査

目黒川浄化対策

目黒川水生生物調査

地下水・東京都

地下水・個別調査

湧水
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 環境保全課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～目黒清掃工場環境影響評価書手続き
継～目黒清掃工場建設における全員協議会会議録
継～テレビ電波受像状況調査
継～電波障害
継～電波障害(渋谷地区)

環境保全課

旧目黒清掃工場建設 旧目黒清掃工場建設

電波障害（広域） 電波障害
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