
 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 清掃リサイクル課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
総合庁舎利用マニュアル
庶務関係
後援名義申請・報告
ウエルカムのこころで（臨時職員・課保管）
継～個人情報業務登録届
事故にあったら
電話・メール等による問い合わせ等
継～ごみ・リサイクル・環境についての過去の世論調査
継～ごみ問題
ホームページ作成運用管理の注意事項
ホームページ・ツイッター
めぐろ区報原稿
開示請求
常～緊急時広報
継～清掃リサイクル記事(広報・新聞）
広聴システムマニュアル
区民の声連絡票
広報通知調査
常～東京都震災がれき処理マニュアル
常～大震災時における清掃・し尿行動マニュアル
防災通知・調査回答
継～国民保護計画
Rマーク清刷
継～区民専用資源回収コーナー
継～庁内リサイクル資料（廃棄物処理状況）
継～物品等譲渡契約書
継～備品等保証書・取扱説明書
継～備品処理一覧
継～車両管理
継～財産台帳
継～寄付
環境物品等の調達方針
継～移管財産
常～備品総括表
備品管理システム
物品名鑑
継～目黒区自動車公害対策基本方針
ファイル基準表
文書事務の手引き
表彰等取扱要領
公益通報者保護法
継～個人情報保護審議会資料
個人情報保護・情報公開
継～ファイル基準表（９年度～１１年度清掃事業移管準備担当）
ファイリングシステムの手引き
ＬＧＷＡＮ電子文書交換システム
常～ゆうパック申込用紙
文書管理システム
ファイリングシステム
文書通知
料金後納郵便差出票　（各課控）
企画経営部通知・調査
めぐろの環境調査・回答
「清掃費の見直し」に関する調査
都からの通知・回答（環境局以外）
都区財調に関する通知・調査
他部課への調査依頼・回答
総務部通知・調査
清掃に関する調査・回答
庁内各部課からの通知・調査
情報セキュリティ
情報課通知
複写機管理
イントラネットシステム運用
情報セキュリティ基本方針及び対策基準
常～各課システム管理運用基準及びセキュリティ実施手順
各課システム資料
イントラネット申請
証明書
会計年度職員(通年)雇用
臨時職員
人事通知・調査
臨時職員雇用
常～事務引継書
臨時職員出勤簿・年次休暇簿・振替命令簿
在庁理由入力記録簿
時差出勤利用申請書
服務の手引き
非常勤職員出勤簿・年次休暇簿・休暇簿
職務義務免除申請書
出退勤時刻データ修正記録簿
職員倫理
休暇簿
給与減額免除申請簿

人事・給与 人事

服務

清掃リサイクル課 共通 庶務

広報・広聴

防災

庁内リサイクル資料

備品・財産管理

文書

通知・依頼・回答

庁内LAN・各課システム
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 清掃リサイクル課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～通勤手当認定簿（在課分）
給与通知
職員給与チェックリスト
旅費事務の手引き
通勤手当認定簿（異動分）
VDT作業の労働衛生管理のあり方について
健康危機管理マニュアル
メンタルヘルスの取り組み方
継～セクシャルハラスメントのない快適な職場を
VDT作業の労働衛生管理（新ガイドライン)
被服貸与
互助会評議会
研修通知
健康管理・福利通知
研修管理システム
安全衛生
契約事務・支出事務
登録業者・業者選定
財務情報システム
財政課通知・調査
契約課　通知・調査
会計課通知・調査
補正予算
当初予算（令和２年度予算）
政策課題
予算要望書
予算通知
予算流用・予備費充当
執行委任
科目新設申請
支出負担兼支出命令書
年間契約
年間契約（ごみ処理券　保管・配送業務委託）
負担兼命令前起案
支出負担行為書
使用済み注射針回収支援補助金
契約依頼書
常～長期継続契約
予算執行計画
公共料金管理
債権者登録・変更
収支予定
有料シール還付請求（現年還付分）
歳入調定
東京都と区市町村との連携による地域活性化補助金
有料シール還付請求（過年度還付分）

歳出管理 歳出戻入
歳出管理 支出命令書
歳出管理 清算命令書
歳出管理 ごみ処理券　振替収支資料・納入済通知書
歳出管理 科目更正
決算･監査 決算通知・資料
決算･監査 監査資料

区議会議員名簿
区議会一般質問
清掃・リサイクル事業推進体制年次計画
政策経営委員会付議要求
政策決定会議付議要求
都市環境委員会
危機管理会議次第
新行革計画策定通知
政策決定会議
めぐろ実行プラン
継～環境基本方針
基本構想検討
継～目黒区行財政改革大綱
継～新実施計画（素案）第２次行財政改革大綱・新年次別推進プラン（素案）

庶務担当課長会 庶務担当課長会
環境マネジメントシステム記録様式
環境整備担当者会
環境マネジメントシステム文書
津波被害による岩手県・宮城県の災害廃棄物の受け入れについて
リフレッシュめぐろ実施要綱
継～特別区自治体総合賠償責任保険制度
継～リサイクルシンボルマーク使用
清掃事業従事職員表彰
職場内研修等
庶務事務システム化
常～要綱等の制定
常～一般廃棄物処理業許可取扱要綱
継～要綱等の制定
継～要綱・要領等の改正
継～要綱・要領の区都対照表
常～条例・規則の改正

予算執行

歳入管理

政策 議会･委員会

区政運営

ＩＳＯ

清掃リサイクル庶務 清掃リサイクル庶務全般

条例・規則・要綱

人事・給与

給与

研修・福利厚生

財務会計 財務会計全般

予算編成

予算管理

契約管理

清掃リサイクル課
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 清掃リサイクル課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～目黒区一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する要綱
常～要綱・要領等の改正
継～リサイクルめぐろ推進協会に対する補助金要綱
継～行事実施要綱
講座等開催に伴う一時保育実施要綱
継～事業実施に関する各種要綱
継～条例・規則の改正
継～浄化槽関係の条例、規則、要綱
継～清掃事業の実施に伴う要綱の制定
継～清掃事業の実施に伴う要領の制定
継～清掃事業移管に関する立案請求
継～清掃事業従事職員表彰要綱
継～庁内リサイクルアドバイザー設置要領
継～庁内リサイクル推進委員会専門部会設置要綱・要領
継～廃棄物の発生抑制再利用の促進及び適正処理に関する条例規則（様式
集）
継～廃棄物処理作業関係規程集
目黒区行政手続条例手引き
継～環境基本計画のあり方
常～環境清掃部事業概要
常～事務事業説明書
継～環境基本計画

廃棄物保管場所の指導 継～廃棄物保管場所に関する規定（目黒区）
目黒清掃工場運営協議会継～目黒清掃工場の操業に関する協定書

継～目黒清掃工場運営協議会委員名簿
継～目黒清掃工場運営協議会資料
継～目黒清掃工場建設の沿革と経緯
継～目黒清掃工場操業協定改定都区打ち合わせ

清掃工場運営協議会小 継～清掃工場運営協議会小委員会（速記録）
清掃工場運営協議会開 常～清掃工場運営協議会

常～目黒清掃工場建替協議会（第１回～　）
常～目黒清掃工場建替工事確認事項
住民説明会
常～目黒清掃工場整備事業
常～目黒清掃工場建替事業実施計画
継～サーマルリサイクル陳情書
継～エコチェックシート
継～サーマルリサイクル要望書
MCA無線の設置に係る協定書等
清掃協議会調査
廃棄物運搬請負契約にかかる契約締結書及び配車計画
雇上会社の労使交渉
継～清掃協議会パンフレット
祝日、年末年始配車計画
清掃協議会通知
配車計画通知
雇上会社事故報告
常～清掃一部事務組合基本計画・実施計画
一部事務組合分担金、協議会負担金の支出
継～目黒清掃工場搬入出路図
継～不燃ごみ中継所、し尿収集協定書
常～清掃工場情報
継～清掃工場における搬入指導の指針
継～清掃一部事務組合事業概要
常～清掃一部事務組合要綱
常～年間ごみ量確定値
常～東京２３区清掃事業の国際協力
常～廃棄物処理手数料の改定
東京２３区廃棄物情報管理システム
東京２３区廃棄物情報管理システム推進委員会
継続持込業者の手数料滞納による工場搬入制限措置
東京二十三区清掃一部事務組合調査・回答
一組議会・議決結果通知
一部事務組合通知
清掃一部事務組合議案集
清掃一部事務組合予算
<企業名>㈱報告書
例月出納検査（協議会）
継～ガス化溶融炉
継～一部事務組合、協議会組織図
継～一部事務組合・協議会規約
継～近隣区における区境収集
継～事業系一般廃棄物持ち込み取扱要綱
継～新会社設立<企業名>
継～清掃車ステッカー等表示検討会実務担当者会
継～車両架装基準等説明会
継～自賠責名義変更
継～事故処理の手引き
継～災害時における雇上車両の配車マニュアル
継～清掃車購入
東京都生活環境改善事業功労者表彰
東京都区市町村清掃事業年報
廃棄物埋立処分業務委託契約
循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰

事業共通

清掃車両

環境清掃部

目黒清掃工場運営協議
会

清掃工場建設協議会

サーマルリサイクル陳情

東京２３区清掃協議会

東京２３区清掃一部事務
組合

東京都環境局

清掃リサイクル庶務

条例・規則・要綱

清掃リサイクル課

3／9



 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 清掃リサイクル課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
環境局通知・調査
廃棄物埋立処分業務に係る搬入実績（東京都環境局）
継～東京都廃棄物審議会
継～東京都市長会（多摩地区家庭ごみ）
継～改正「廃棄物処理法」
継～ねずみ・衛生害虫等被害発生状況
常～東京都廃棄物処理計画改定に関する意見聴取
リサイクル分科会・検討部会
常～オリンピック･パラリンピック関係
常～リサイクル関係事業者からの照会
常～リサイクル分科会資料
常～雇上契約検討会
常～区別持込ごみ量算定結果（平成２０年度～）
常～今後の資源循環施策（共同検討会）
廃棄物処理原価策定資料
災害廃棄物処理対策検討会
常～「負担の公平」制度検討会
清掃主管部長会
他自治体からの通知・調査
適正処理困難指定廃棄物等検討会（２３区課長会）
特別区清掃主管課長会　通知・調査
継～中央環境審議会
常～災害廃棄物処理に関する協定締結
特別区清掃主管部長会　通知・調査
他自治体への通知・調査
常～災害廃棄物処理に関する協定締結
一般廃棄物処理事業実態調査
災害廃棄物処理参集予定者会
国（各省庁）からの通知・調査
継～廃掃法
清掃主管課長会
常～災害派遣対応
常～大規模建築物啓発資料
継～労働協約・覚書
継～目黒清掃事務所事業概要
継～目黒清掃事務所一般
継～不当労働救済申立
常～大規模建築物再利用計画書集計結果
常～廃棄物管理責任者講習会テキスト
常～排出指導マニュアル
労働組合　労働協約
継～マンション収集問題
継～清掃事業所償還表
継～転居廃棄物マニュアル
継～廃棄物情報管理システム操作マニュアル
継～被保護世帯に対するごみ収納袋要綱
新聞社調査依頼照会
常～<団体名>
常～３Ｒ活動推進フォーラム
リサイクル推進関係団体
東京環境保全協会通知
大都市減量化・資源化キャンペーン
大都市清掃事業協議会国家予算要望
大都市清掃事業局長会
大都市清掃事業協議会減量化・資源化担当課長会議
大都市清掃事業協議会作業担当課長会
大都市清掃事業協議会施設担当課長会
大都市清掃事業協議会事業系一般廃棄物担当課長会
大都市清掃事業協議会庶務労務担当課長会

清掃会議 継～適正処理困難指定廃棄物等対策協議会
全国都市清掃会議分担金支出
全国都市清掃会議表彰
（社）全国都市清掃協議会関東地区協議会
全国都市清掃会議通知・回答
常～粗大システム機器借上げ
常～粗大ごみ受付　他社資料
常～粗大システム個人情報管理
常～粗大システム予算資料
粗大ごみ関連　調査・回答
粗大減免申請用郵券立替
常～粗大ごみ　統計
継～粗大ごみ受付センター<企業名>
継～他自治体の粗大ごみ処理資料
常～粗大収集への意見・要望・苦情
常～粗大ごみ　危機管理
常～粗大ごみ　要綱等
常～粗大ごみ　課内周知
継～バナー広告検討

粗大ごみ受付　定例会 受付センター定例会資料
継～インターネット受付（立ち上げ時）
継～粗大ごみ受付センター立ち上げ資料
継～粗大システム概要（立ち上げ時）
継～業務マニュアル
常～粗大ごみ受付センター　お待たせアナウンス

粗大ごみ受付 粗大ごみ受付関連庶務

粗大ごみ受付センター設
置

粗大ごみ受付センター運
営

事業共通

２３区・国

目黒区清掃事務所

清掃関連団体

大都市清掃事業協議会

全国都市清掃会議

東京都環境局

清掃リサイクル課
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 清掃リサイクル課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～粗大ごみ受付センターOP用Q&A
継～粗大ごみ受付センター運営体制･連絡網
継～減免の流れ
常～粗大ごみ受付センター　通知・連絡
常～粗大ごみ　ごみ処理券改定（２５年度）
常～処理手数料改定に伴う処理
継～粗大ごみ品目一覧
継～粗大ごみ品目取扱い
常～手数料改定に伴う粗大ごみ品目細分化（２９年１０月）
常～ごみ処理券管理システム　セキュリティ管理
常～インターネット品目追加
常～ごみ処理券取扱所　入力
常～粗大ごみネット画面及び区ホームページの変更
常～粗大システムセキュリティー管理
常～粗大システム保守対応
継～システム操作マニュアル
常～粗大システム　新システム提案書
常～粗大システム　マスタデータ更新通知書
常～粗大ごみ業務システム　障害内容
常～粗大　新インターネットシステム　資料
受付件数データ（日毎）　
継～粗大ごみ受付統計数値
郵便切手交付申請・承認書
常～ごみ処理券　契約関係資料
ごみ処理券管理
常～ごみ処理券　<企業名>関連
常～ごみ処理券　ＯＣＲ納付書
常～ごみ処理券　収入未済経緯
常～ごみ処理券　他区資料
還付請求の時効の整理
常～ごみ処理券　要綱・要領等
常～ごみ処理券<企業名>収入済データ伝送サービス
常～手数料資料
ごみ処理券　他区からの調査・回答
継～粗大ごみ処理券手数料有料シール制度の手引き
常～ごみ処理券　予算資料
常～有料ごみ処理券担当者会
常～有料ごみ処理券検討会・ＷＧ
常～ごみ処理券改定　旧券回収・旧券返納届出書（コンビニ・ベンダー）（平成
２９年１０月１日改定）
常～ごみ処理券改定　旧券回収・旧券返納届出書（スーパー・公募店）（平成２
９年１０月１日改定）
常～ごみ処理券改定に伴う予算資料（平成２９年１０月１日改定）
常～ごみ処理券改定に伴う変更協議書・変更承諾書（平成２９年１０月１日改
定）
常～ごみ処理券改定に伴う　ごみ処理券初期配送（平成２９年１０月１日改定）
常～ごみ処理券改定に伴うコンビニ・スーパー説明訪問（平成２９年１０月１日
改定）
常～有料シール見本（平成２９年１０月１日改定）
常～ごみ処理券改定に伴う広報・ホームページ関連資料（平成２９年１０月１日
改定）
常～ごみ処理券改定に伴う資料（平成２９年１０月１日改定）
常～ごみ処理券改定に伴う調査・回答（平成２９年１０月１日改定）
常～ごみ処理券改定に伴う通知（平成２９年１０月１日改定）
常～ごみ処理券改定　関連帳票見本（平成２９年１０月１日改定）
常～ごみ処理券改定に伴う公募店説明会（平成２９年１０月１日改定）
常～有料ごみ処理券取扱所　担当区預り資料
常　ごみ処理券取扱手数料に係る免税事業者の消費税の取扱いについて
常～有料ごみ処理券取扱　契約解除
常～有料ごみ処理券取扱　契約書
常～有料ごみ処理券取扱コンビニ本部・ベンダーへの訪問調査
常～ごみ処理券盗難事故
常～有料シール取扱所立入検査　検査報告・検査通知書
有料シール取扱所　取引変更届等（公募店・スーパー・コンビニ）
有料シール取扱所立入検査
有料シール返納届(ベンダー）
有料シール返納届(公募店）
常～取扱所マスター修正
常～有料シール取扱所立入検査　内部資料
有料シール取扱所あて通知文
継～破産申し立てについて
継～有料シール取扱所手引き原稿
有料シール配送申込書
清掃事務所ごみ処理券在庫関連
有料シール実績報告書
郵便切手交付申請・承認書
物品出納簿
常～バーコード（JANコード）の利用手引き
有料シール科目別抽出別トータルリスト
有料シール印刷入出荷在庫表・ベンダー受領書
有料シール収納消込プルーフリスト

有料シール還付 常～還付制度財務処理の整理
常～ごみ処理券管理システム更改
常～ごみ処理券システム機器借上げ（資料）

有料シール歳入･実績報
告書

有料シール経理

ごみ処理券管理システム

有料ごみ処理券 ごみ処理券庶務

ごみ処理券担当者会

ごみ処理券改定

有料シール取扱所

有料シール発注･配送

粗大ごみ受付

粗大ごみ受付センター運
営

粗大ごみ受付品目

粗大ごみインターネット受
付

粗大ごみ業務システム管
理

粗大ごみ受付統計

清掃リサイクル課
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 清掃リサイクル課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～ごみ処理券管理システムＣＤ－ＲＯＭ
継～ごみ処理券管理システム
継～ごみ処理券管理システム研修マニュアル
継～ストックヤード関係資料
継～カレット資料
継～中央町ストックヤード計画通知書
継～中央町１丁目ストックヤード
継～ストックヤード使用に関する協定
継～中央町ストックヤード近隣対応
継～消防用設備等点検報告
継～資源とごみの排出実態調査報告書（２１年度）
常～ストックヤード施設修繕・施設課点検
継～中央町ストックヤードフェンス工事
継～一般廃棄物処理基本計画（目黒区）
常～一般廃棄物処理基本計画（目黒区　フロッピーディスク）
常～コンサル委託予算資料
継～計画改定経過
継～委託業社選定委員会
常～委託業者プロポーザル資料（環境基本計画）
継～審議会への諮問
継～一般廃棄物処理実施計画
常～他区の実施計画
常～一般廃棄物処理実施計画（２１年度以降）
継～若年層意識調査報告書
継～一廃計画事前調査報告書概要版原稿⑩
継～平成１８年度ごみの排出実態報告書
継～一廃計画事前調査報告書⑩
常～目黒区一般廃棄物処理基本計画改定に向けた基礎調査等業務委託プロ
ポーザル
常～計量調査・組成調査
常～容リ法説明会資料
継～容リ法（分別収集事例集）
継～廃プラサーマルリサイクルの課題
継～紙製容器包装分別収集手引
継～プラ製容器包装分別収集手引
継～ガラスびん分別収集手引
継～PETボトル分別収集手引
常～容リ法（指定法人ルート）
常～分別基準・品質ガイドライン
常～再商品化手法検討
継～資源プラ中間処理施設
継～容器包装のリサイクル
継～廃プラリサイクル方針決定
継～廃プラステックのリサイクル
継～ペットボトル拠点回収の検証
継～ネット容器
継～１８年度新規事業の検討

分別変更資料 継～１９年度モデル事業資料
継～資源回収業者
継～住民説明会
継～配布物
継～普及・啓発
継～排出指導

分別収集計画 継～分別収集計画
常～審議会委員の報酬
審議会に関する調査・回答
継～区長への提言
常～審議会資料
常～区政功労者推薦

審議会委員選定及び委 常～委員の委嘱・解嘱
常～施設見学会資料
審議会会議録
常～口座振替ＦＤ
常～支払金口座振替依頼書
常～振込明細一覧表
審議会委員報酬の支出
常～傍聴者名簿
審議会開催
継～委員の委嘱
継～委員の選定
継～公募区民委員の選定
継～懇談会設置要綱

家庭系ごみ組成調査 継～資源とごみの排出実態調査報告書（１９年度）
事業系ごみ排出調査 常～全事業者アンケート調査

継～事業系分別回収の２３区実施状況
常～古紙持ち去り問題
事業所に対する適正排出指導
常～事業系古紙回収資料
常～事業系廃棄物にかかる資料（２３区）
常～自由が丘方式　資料
常～区内商店街古紙回収状況
常～企業団体名簿

不用園芸土 常～不用園芸土の回収
宅配便による小型家電回収

事業実施

事業系ごみ

小型家電リサイクル

廃棄物減量等推進審議
会

審議会全般

審議会開催

買い物ルール懇談会 懇談会資料

一般廃棄物処理基本計
画

基本計画

基本計画改定

実施計画

計画基礎調査

容器包装リサイクル 容器包装リサイクル法

目黒区の容器包装リサイ
クル

分別変更資料

ごみ処理券管理システム

リサイクル施設運営管理 ストックヤード庶務

ストックヤード施設管理

有料ごみ処理券

清掃リサイクル課
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 清掃リサイクル課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
使用済小型家電回収の啓発
小型家電リサイクル回収実績
常～使用済小型家電の宅配便回収にかかわる協定書
環境保全施策実施状況等調査
区民の声課調査
３R活動推進フォーラム
補助計画等調査
各種団体等からの調査・回答
産業振興ビジョン
観光ビジョン
健康推進課調査
調査・回答（国）
調査･回答（東京都）
清掃一組各種調査
政策課題調査
小型家電リサイクル
他部局からの調査・回答
容器包装リサイクル法に基づく分別収集量等調査
文化･交流課調査
めぐろの環境
継～紙パックの集団回収拡大
継～紙リサイクルハンドブック
継～他区の集団回収支援実施要綱
常～古紙集団回収一元化資料
常～古紙集団回収一元化ホームページ変更
常～古紙集団回収一元化「全戸配布ちらし」
継～回収業者指名順
継～「目黒区の集団回収」
継～古紙回収実施地域拡大方針
継～回収業者団体設立に関する要望書

高齢者への訪問収集 常～高齢者への訪問ごみ・資源収集
常～家電リサイクルセンター実績集計
継～運用マニュアル
継～家電４品目不法投棄
継～家電リサイクル啓発用パンフ
継～家電リサイクル法
常～家電リサイクル料金一覧表
継～廃消火器リサイクル
継～食品リサイクル法
継～循環型社会形成基本法
継～自動車リサイクル法
継～資源有効利用促進法
継～産業構造審議会ガイドライン
継～パソコンリサイクルシステムの経緯
継～建設リサイクル法
継～グリーン購入法
常～家庭系パソコンリサイクル
常～二輪車リサイクル

家庭ごみの有料化 継～ごみの有料化･他自治体の取組
継～生ごみ処理システム
継～事業系生ごみリサイクル
常～台東区生ごみリサイクル
継～ルール１住民説明会資料
継～ルール１導入検討
継～ルール１広報発行物
継～ルール１議会説明資料
継～東資協の最終見解（ルール１導入）
継～東京都・東京都市長会（オール東京６２市区町村共同事業）
継～タイヤリサイクルハンドブック
継～廃タイヤ取扱店リスト
継～古布・古着のリサイクル
継～乾電池
継～廃食用油リサイクル
継～産廃ノートブック
継～清掃とリサイクル
継～中央防波堤埋立処分場
継～清掃局施設概要
継～清掃のあらまし
継～東京都産業廃棄物適正処理推進行動計画
継～新ごみ減量化行動計画
継～清掃工場建設計画
継～都清掃審答申
継～東京都一般廃棄物処理基本計画計画
継～東京都産業廃棄物処理計画
継～がれき処理マニュアル
継～ごみの分別モデルの研究
継～東京ごみ会議スクエア
継～適正処理困難物対策の推進に関する調査報告書（６年３月）
継～清掃研究所研究報告
継～清掃リサイクルに関するQ&A（港区）
継～商店街のごみ減量にむけて
継～事業者のためのごみ減量マニュアル
継～事業系有料化
継～ごみ問題緊急レポート

ルール１

各種資料

国・東京都資料 都清掃統計・施設

都清掃計画

都清掃調査・研究･報告
書

事業実施

小型家電リサイクル

各種調査・回答

リサイクル資料 集団回収

家電リサイクル法

リサイクル諸法

生ごみリサイクル

清掃リサイクル課
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 清掃リサイクル課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
継～オフィスビルの弁当がらの取扱資料
継～ダイオキシン類環境調査結果
継～安全作業手順
継～資源回収モデル事業最終のまとめ
継～事業系廃棄物減量

環境コンサル 継～環境コンサル会社概要
継～特別区リサイクル事業の実態調査報告書
継～紙リサイクルの比較調査と国際協調の可能性
継～古物営業法

調査報告書 継～他自治体調査報告書
他自治体ごみ組成調査 継～他自治体ごみ組成調査
事業・施設概要 継～他自治体事業・施設概要

３Ｒ推進全般
９月：エコプラザロビー展示
３Ｒ促進ポスターコンクール
消費生活展
エコまつり
区職員活用しま専科等
常～啓発品
継～マイバッグ検討
継～イベント用容器などパンフレット
継～イベントごみ減量
常～イベント支援
環境学習

商店街支援 常～リサイクル推進商店街支援事業
めぐろ買い物ルール参加店制度実施要綱
めぐろ買い物ルール参加店申請
めぐろ買い物ルール
常～ごみへるしー表彰式（２０年度）
常～めぐろ買い物ルールソング（ごみごみアミ～ゴ）
常～めぐろ買い物ルールリーフレット・チラシ
資源・ごみの分別品目一覧表（５０音順）
情報紙
子ども向けパンフレット（未就学児用）
子ども向けパンフレット（低学年用）
パンフレット『「プラスチックリサイクル」に伴うごみの分別品目一覧（５０音順）』
転入者向けパンフレット
資源とごみの話（子ども向け）パンフレット

ＭＧＲプロジェクト ＭＧＲ１００プロジェクト
食育推進連絡会
食品ロス実態調査支援事業
窓口配布用個別チラシ
継～エコロめぐろバックナンバー
継～事業者向けパンフレット
継～資源とごみの正しい分け方・出し方
継～各種シンボルマークの使用規定
継～外国語版資源とごみの正しい分け方・出し方
継～ポスティング資料
継～ごみ減量ガイドブック
継～Cｙｃｌｅ  Rｅｃｙｃｌｅ（サイクル・リサイクル）
常～単身者用パンフレット資料
常～粗大ごみ一覧
常～バス車内放送
常～５０音順パンフレット資料
常～外国語版資源とごみの分け方・出し方
常～子ども向けパンフレット
常～資源とごみの分け方・出し方
常～他区カレンダー
常～他区パンフレット
広報誌掲載・取材等
継～ごみと資源の正しい分け方
継～その他パンフレット
継～レジ袋条例（杉並）
継～外国語のガイドブック･チラシ
継～事業者向けガイドブック･パンフレット（他自治体発行）
継～児童･生徒向け啓発冊子
継～他区のごみ減量ガイドブック
継～他自治体のユニーク事業

職員派遣 講演・説明会等職員派遣
常～許可事務検討委員会担当者会
常～特別区一般廃棄物処理業に関する規約の改正
常～特別区一般廃棄物処理業能力認定試験及び更新講習会実施規約の改
正
継～車両表示是正
許可事務に関する通知、調査回答
清掃工場での一斉搬入物検査
常～一般廃棄物処理業者担当者連絡会・説明会資料
継～行政処分
継～申請にかかる標準処理期間の設定
継～東京ボードの取り扱い
継～東京二十三区清掃協議会からの引継ぎ調査
継～道路清掃車両について
常～行政指導
常～「道路公園ごみ」の取扱い

普及・啓発資料 目黒区発行の啓発資料

他自治体等発行の啓発
資料

一般廃棄物処理業 一般廃棄物処理業全般

一般廃棄物処理業資料

他自治体資料 特別区の動向

普及啓発事業 ３Ｒ推進

その他普及啓発事業

めぐろ買い物ルール

啓発パンフレット・チラシ

食品ロス

国・東京都資料

都清掃調査・研究･報告
書

清掃リサイクル課
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 令和元年度 行政情報目録 （環境清掃部 清掃リサイクル課）

名称 第１ガイド 第２ガイド タイトル
常～一般廃棄物処理業の手引き
常～持込み事務の手引き
常～食品リサイクル法の規定に基づく再生利用事業計画認定通知
継～１８年度移行事務(許可）
継～ディスポーザー汚泥の取扱にかかる一般廃棄物処理業者への周知
継～廃棄物再生事業者登録名簿
継～一般廃棄物処理実績報告書
継～河川ごみの取扱い
継～空車計量制度
第３ブロック許可担当者会
一般廃棄物処理業許可手数料
他自治体への一般廃棄物搬入の事前協議
立入検査報告
継～立入検査マニュアル
常～許可事務検討委員会ワーキンググループ
不適正搬入防止検討委員会による調査・啓発
継～一般廃棄物処理業許可更新講習会
継～一般廃棄物立入検査証明書
浄化槽法定検査実施結果
浄化槽関係通知・調査回答
浄化槽搬入状況
継～浄化槽管理者名簿
継～事業系し尿等有料化の手引き
継～汚水槽等の清掃業務委託契約について
継～汚水槽に係る清掃委託契約事務改善依頼
継～一般廃棄物（し尿・汚泥）マニフェスト
継～し尿混じりのビルピット汚でい
常～浄化槽管理者変更報告書
常～浄化槽についての資料（一般廃棄物処理基本計画の汚でいの部分など）
継～浄化槽関係法令集
継～法定検査機関の事務所の移転
継～浄化槽保守点検業者登録簿
継～浄化槽担当者会・通知及び資料
継～浄化槽台帳
継～浄化槽清掃経費助成特別措置
継～浄化槽清掃業者リスト
継～浄化槽清掃業許可
実績報告書（次年度分）
継～一廃実績報告書（マニュアル・集計結果）
一廃実績報告書
継～<企業名>
継～<企業名>

１～５０ 継～<企業名>
５１～１００ 継～<企業名>
１０１～１５０ 継～<企業名>
１５１～２００ 継～<企業名>
２０１～２５０ 継～<企業名>
２５１～３００ 継～<企業名>
３０１～３５０ 継～<企業名>
３５１～４００ 継～<企業名>
４０１～４５０ 継～<企業名>
４５１～５００ 継～<企業名>
５０１～５５０ 継～<企業名>
５５１～６００ 継～<企業名>
６０１～６５０ 継～<企業名>
６５１～７００ 継～<企業名>
７０１～７５０ 継～<企業名>
７５１～８００ 継～<企業名>
８０１～８５０ 継～<企業名>
８５１～９００ 継～<企業名>
９０１～９５０ 継～<企業名>
９５１～１０００ 継～<企業名>
１００１～１０５０ 継～<企業名>
１０５１～１１００ 継～<企業名>
１１０１～１１５０ 継～<企業名>
１１５１～１２００ 継～<企業名>
１２０１～１２５０ 継～<企業名>
１２５１～１３００ 継～<企業名>
１３０１～１３５０ 継～<企業名>
１３５１～１４００ 継～<企業名>
１４０１～ 継～<企業名>

一般廃棄物処理業者 協議会時　業者ファイル

一般廃棄物処理業

一般廃棄物処理業資料

処理業許可・更新・立入
検査全般

浄化槽全般

浄化槽資料

実績報告書

清掃リサイクル課
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