
　　環境局　１ 　　環境局　１

課長 ℡2375(29101)
庶務係 ℡2362(29111)

　庶務係、経理係 ℡2383(29112)
　　(1)  局の人事、予算及び決算 調査 ℡2376(29121)
　　(2)  局の市税外収入（他の所管に属するものを 経理係 ℡2377(29131)
　　　 除く。） ℡2378(29132)
　　(3)  局内の連絡調整及び事務改善 担当課長 ℡2565(29103)
　　(4)  局所属職員の研修 労務管理 ℡2566(29141)
　　(5)　局所属職員の労務管理及び安全衛生管理 ℡2789(29142)
　　(6)　労務関係統計 安全衛生 ℡2567(29151)
　　(7)  局民間活用事業者選定評価委員会 ℡0420(29153)
　　(8)　局内他の課の主管に属しないこと

課長 ℡2385(29301)
企画調整 ℡2386(29311)

　　(1)　環境基本計画 ℡2386(29321)
　　(2)　環境に係る施策の総合企画及び調整 環境教育 ℡2374(29331)
　　(3)　環境教育等の推進 ℡2387(29332)
　　(4)　生物多様性の保全等に関する計画及び総合調整 環境情報・生物多様性
　　(5)　環境行政・温暖化対策推進総合調整会議 ℡3720(29341)
　　(6)　環境審議会
　　(7)　環境行政に係る情報収集及び事業の広報

室長 ℡3107(29200)
担当部長 ℡1221(29280)
担当課長 ℡2865(29201)

　　(1)　脱炭素化の推進その他地球温暖化対策（他 温暖化対策計画
　　   の所管に属するものを除く。） ℡2405(29241)
　　(2)　再生可能エネルギーの普及促進及び省エネ ℡3836(29232)
　　　 ルギーの取組の促進に係る施策の企画、調整 協働推進 ℡0390(29212)
　　　 及び推進 ℡3871(29251)

担当課長 ℡2364(29202)
脱炭素化推進

℡2169(29261)
環境技術支援

℡3872(29233)
℡0369(29211)

担当課長 ℡2956(29271)
再エネ普及・省エネ促進企画

℡2088(29204)
℡3873(29252)

再エネ普及・省エネ促進事業推進

℡1223(29283)
担当課長 ℡1222(29205)
再生可能エネルギー企画・促進

℡2178(29272)
℡2508(29203)

地域新電力 ℡2514(29221)

環 境 局 局長局長　　 ℡2370(29000)

総 務 部 部長 ℡2371(29100)

庶 務 課

企 画 課

脱炭素戦略推進室
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　　環境局　２ 　　環境局　２

部長 ℡2502(30100)

課長 ℡2505(30101)
計画・共創推進

　　(1)　大気・水等の環境に係る施策の企画及び調整 ℡2398(30121)
　　(2)　自動車に係る排出ガス抑制、道路沿道環境改 自動車交通環境
       善対策及び地球温暖化対策（他の所管に属する ℡2530(30311)
       ものを除く。） ℡2531(30321)
　　(3)　化学物質対策に係る企画、調査及び調整（他 担当課長 ℡2527(30102)
　 　　の所管に属するものを除く。） 化学物質対策
　　(4)　環境中の放射線の監視及び放射線対策に係る ℡2532(30151)
　　　 調整 ℡3495(30511)
　　(5)　大気・水等の環境に係る協働及び連携（他の 連携推進 ℡3844(30131)
　 　　所管に属するものを除く。）

課長 ℡2152(29501)
環境影響評価・事務手続

℡2156(29511)
　　(1)　環境影響評価 環境影響評価・技術指導
　　(2)　環境調査 ℡2155(29521)
　　(3)　環境影響評価審議会 ℡2155(29522)

課長 ℡2515(30201)
許認可 ℡2506(30111)

　　(1)　公害関係法令等に基づく許可及び指導（環境 ℡2507(30112)
　　　 保全課の所管に属するものを除く。） 発生源大気・悪臭
　　(2)　大気汚染、水質汚濁及び悪臭に係る防止対策 ℡2517(30212)
　　(3)　主管に属する発生源の監視及び指導 ℡2529(30216)
　　(4)　大気汚染及び水質汚濁に係る事故時及び緊急 発生源水質 ℡2521(30232)
       時の措置（環境保全課の所管に属するものを除 アスベスト ℡2526(30213)
       く。） ℡3178(30215)

課長 ℡2519(30202)
環境大気 ℡2516(30211)

　　(1)　公害関係法令等に基づく許可及び指導（環境 ℡2546(30214)
　　　 対策推進課の所管に属するものを除く。） 環境水質・地盤
　　(2)　大気及び公共用水域の水質に係る環境改善施策 ℡2520(30231)
　　(3)　土壌汚染、騒音、振動及び地盤沈下に係る防 ℡2522(30235)
       止対策 騒音振動 ℡2524(30221)
　　(4)　大気汚染及び水質汚濁に係る事故時及び緊急 ℡2525(30222)
       時の措置（環境対策推進課の所管に属するもの 土壌 ℡2528(30234)
       を除く。） ℡2534(30233)

環 境 対 策 部

地域環境共創課

環 境 評 価 課

環境対策推進課

環 境 保 全 課
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　　環境局　３ 　　環境局　３

課長 ℡2562(31401)
減量推進係 ℡2579(31431)

　減量推進係、普及広報係、指導係 ℡2605(31441)
　　(1)　廃棄物の減量化及び資源化の推進 普及広報係 ℡2580(31411)
　　(2)　廃棄物の適正な排出の推進 ℡2518(31421)
　　(3)　環境美化推進のための普及啓発 指導係 ℡2568(31451)
　　(4)　事業系一般廃棄物の指導業務の企画 ℡3436(31452)
　　(5)　事業系一般廃棄物排出事業者に対する指導
　　(6)　リサイクルコミュニティセンター
　　(7)　余熱利用市民施設(局に属するものに限る。)
　　(8)　余熱利用市民施設(局に属するものに限る。)及びリサイクルコミュニ
　　　 ティセンターの市税外収入

課長 ℡2582(31201)
ごみ収集計画

　　(1)　課の市税外収入 ℡2583(31211)
　　(2)　廃棄物の収集に係る計画 ℡2584(31212)
　　(3)　廃棄物の保管施設 業務管理 ℡2523(31213)
　　(4)　浄化槽の設置に伴う助成及び貸付け ℡2551(31222)
　　(5)　浄化槽の設置に伴う審査及び工事検査の総括 し尿・浄化槽 ℡2585(31221)
　　(6)　浄化槽の維持管理指導及び水質検査の総括 車両管理         ℡2570(31231)
　　(7)　公衆便所の維持管理計画          ℡2571(31232)
　　(8)　生活環境部及び施設部所属車両の整備及び
　　　 管理
　　(9)　生活環境部及び施設部所属車両の修理に係
       る仕様書の作成及び検査
　　(10) 生活環境事業所との連絡調整

課長 ℡2592(31301)
計画推進係 ℡2596(31311)

　計画推進係、処理業許可係、処理施設許可係 ℡2581(31351)
　　(1)　産業廃棄物の指導業務の企画 処理業許可係
　　(2)　産業廃棄物排出事業者に対する指導 ℡2542(31352)
　　(3)　廃棄物の処理業の許可及び処理業者に対す ℡2593(31321)
　　　 る指導 処理施設許可係
　　(4)　廃棄物処理施設の設置許可及び設置業者に ℡2595(31331)
　　　 対する指導 ℡2594(31341)
　　(5)　廃棄物の再生利用指定業者の指定 ＰＣＢ対策 ℡0158(31361)
　　(6)　使用済自動車の再資源化等に関する法律に ℡0159(31362)
　　　 基づく許可及び指導
　　(7)　建設工事に係る資材の再資源化等に関する
　　　 法律に基づく特定建設資材の再資源化の指導
　　(8)　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等
　　(9)　廃棄物の違法処分の監視及び防止指導
　　(10) 有害使用済機器の保管及び処分の届出等
　　(11) 廃棄物処理施設専門家会議

生 活 環 境 部 部長 ℡2552(31100)

減 量 推 進 課

収 集 計 画 課

廃 棄 物 指 導 課
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　　環境局　４ 　　環境局　４

担当部長 ℡2578(31110)
担当課長 ℡2557(31101)
企画・調整 ℡2558(31111)

　　(1)　廃棄物に係る施策の企画 事業調整 ℡2564(31121)
施策推進 ℡3721(31131)

　庶務係、安全管理係、業務第１係、業務第２係、
　し尿・浄化槽係
　　(1)　所の維持管理
　　(2)　所の市税外収入
　　(3)　所の安全衛生管理
　　(4)　廃棄物の適正な排出の指導
　　(5)　廃棄物の減量化及び資源化の推進
　　(6)　廃棄物（し尿を除く。）の収集及び運搬
　　(7)　し尿の収集及び運搬並びに浄化槽の清掃
　　(8)　公衆便所の維持管理
　　(9)　浄化槽設置に伴う審査及び工事検査
　　(10) 浄化槽の維持管理指導及び水質検査

　中原・宮前・多摩
　庶務係、安全管理係、業務第１係、業務第２係、
　し尿・浄化槽係（宮前生活環境事業所に限る。）
　　(1)　所の維持管理
　　(2)　所の市税外収入
　　(3)　所の安全衛生管理
　　(4)　廃棄物の適正な排出の指導
　　(5)　廃棄物の減量化及び資源化の推進
　　(6)　廃棄物（し尿を除く。）の収集及び運搬
　　(7)　し尿の収集及び運搬並びに浄化槽の清掃(宮前生活環境事業所に限る。)
　　(8)　公衆便所の維持管理
　　(9)　し尿の下水道投入（宮前生活環境事業所に限る。）
　　(10) 浄化槽設置に伴う審査及び工事検査（宮前生活環境事業所に限る。）
　　(11) 浄化槽の維持管理指導及び水質検査（宮前生活環境事業所に限る。）

川崎生活環境事業所 〔第２類〕 電話番号は、P116に掲載

〔第１類〕 電話番号は、P116に掲載

廃棄物政策担当

生 活 環 境 事 業 所
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　　環境局　５ 　　環境局　５

課長 ℡2586(31701)
施設搬入・埋立計画

  (1)　埋立処分料金その他の市税外収入 ℡2589(31711)
  (2)　廃棄物の処理に係る計画 ℡2576(31712)
  (3)　埋立処分に係る計画 施設維持管理
  (4)　事業系一般廃棄物の施設搬入計画 ℡2587(31721)
  (5)　廃棄物に係る理化学試験 ℡2588(31722)
  (6)　廃棄物処理事業用施設の維持管理 計画･調整 ℡2590(31731)
  (7)　クリーンセンター及び処理センターとの連 化学 ℡2540(31741)
     絡調整
  (8)　廃棄物処理事業用施設に係る施策の企画及び調整
  (9)　廃棄物処理事業用施設の環境マネジメントシステムに係る調整

入江崎・加瀬
  (1)　センターの維持管理
  (2)　し尿の下水道投入（入江崎クリーンセンターに限る。）
  (3)　ごみの積替え及び運搬（加瀬クリーンセンターに限る。）
  (4)　機械設備及び附帯設備の運転操作並びに維持管理

課長 ℡2573(31501)
長寿命化計画

  (1)　廃棄物処理事業用施設の管理の総括 ℡2574(31511)
  (2)　廃棄物処理事業用施設の整備計画等（施設 財産管理・調整
 　　建設課の所管に属するものを除く。） ℡2574(31511)
  (3)　廃棄物処理事業用施設の整備等（施設建設 施設維持管理・補修
 　　課の所管に属するものを除く。） ℡2556(31531)

℡2577(31541)
施設整備・計画

℡2572(31521)
建築・土木 ℡2575(31551)

課長 ℡2569(31801)
事業調整 ℡3995(31814)

  (1)　廃棄物処理事業用施設の建設計画等 事業計画 ℡2554(31813)
  (2)　廃棄物処理事業用施設の建設等 プラント ℡2591(31811)

建築･土木 ℡2597(31812)

施 設 部 部長 ℡2553(31500)

処 理 計 画 課

クリーンセンター 〔第３類〕 電話番号は、P116に掲載

施 設 整 備 課

施 設 建 設 課
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　　環境局　６ 　　環境局　６

管理係、技術係、整備係、
操作第１係、操作第２係
  (1)　センターの市税外収入
  (2)　ごみの受入れ及び焼却灰等の運搬
  (3)　動物の死体の処理
  (4)　作業用被服等の洗濯
  (5)　センターの維持管理
  (6)　焼却等設備及び附帯設備の維持管理
  (7)　焼却炉等の運転計画

　　  (8)　ごみの焼却
  (9)  焼却設備及び附帯設備の保守管理及び運転操作
  (10) 浮島埋立事業所との連絡調整

    (1)　粗大ごみの処理  (1)　廃棄物等の埋立て
    (2)　粗大ごみ処理設備の保守管理及び運転操作  (2)　所及び埋立地の維持管理
    (3)　資源物の選別処理  (3)　排水処理設備の維持管理及び運転操作

  堤根・王禅寺
管理係、技術係、
操作第１係、操作第２係、操作第３係、
操作第４係（堤根処理センターに限る。）、
操作第５係（堤根処理センターに限る。）
  (1)　センターの市税外収入
  (2)　ごみの受入れ及び焼却灰等の運搬
  (3)　作業用被服等の洗濯（王禅寺処理センターに限る。）
  (4)　センターの維持管理
  (5)　焼却等設備及び附帯設備の維持管理
  (6)　焼却炉等の運転計画
  (7)　ごみの焼却
  (8)　焼却設備及び附帯設備の保守管理及び運転操作
　(9)　ごみの積替え及び運搬（王禅寺処理センターに限る。）

  (1)　所の維持管理
  (2)　環境に係る研究企画及び事業調整
  (3)　環境研究に係る広報等
  (4)　環境技術情報の収集及び発信
　(5)  国際環境協力の実施
　(6)  環境に係る国際的な連携及び研究の推進
  (7)　都市環境に係る調査研究等
  (8)　気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析、提供及
　　 び助言
  (9)　環境技術に係る産学公民連携の推進
  (10) 大気環境に係る測定、調査研究等
  (11) 水環境に係る測定、調査研究等
  (12) 化学物質に係る測定、調査研究等
  (13) 大気汚染状況の常時監視及び測定局の維持管理
  (14) 環境中の放射線の測定

浮 島 処 理 セ ン タ ー 〔第２類〕 電話番号は、P116に掲載

環境総合研究所 〔第１類〕 電話番号は、P116に掲載

浮 島 埋 立 事 業 所 〔第３類〕 電話番号は、P116に掲載

処 理 セ ン タ ー 〔第２類〕 電話番号は、P116に掲載
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