
物品・役務登録業種一覧表

コード 大分類
小分類
コード 小分類 対象品目

101 衣服・その他繊維製品類 01 一般用被服 作業服、事務服、防寒服、帽子、白衣、給食着、制服、雨具 等

02 消防用被服
制服、活動着、防火衣、救助服、救急服、消防作業用手袋、災
害活動靴　等

03 スポーツ用被服 運動着、ユニホーム、運動帽子、各種スポーツ用シューズ　 等

04 手袋 軍手、使い捨て手袋

05 寝具 ベット、布団、毛布、シーツ、枕 等

06 タオル タオル、手ぬぐい、風呂敷 等

07 じゅうたん じゅうたん、カーペット　等

08 カーテン カーテン　等

102 ゴム・皮革・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類 01 靴・履物 靴・長靴　等

02 手袋 革手袋

03 カバン・袋物 バッグ、巾着袋　等

04
ナイロン・ゴム

・皮製品
ビニールシート　等

103 窯業・土石製品類 01 食器 陶器製食器、ガラス製食器、花瓶　等(学校給食用食器を除く)

104 非鉄金属・金属製品類 01 鋼材 鋼矢板、敷鉄板、鉄網製品、非鉄(金属)製品、鋳鉄製品　等

105 フォーム印刷 01 フォーム印刷 連続帳票、OCR伝票　等

106 その他印刷類 01 一般印刷
多色、頁物、冊子、パンフレット、リーフレット、名刺、葉書、封
筒、単票帳票類、ポスター　等

02 特殊印刷 ステッカー・ラベル印刷、グラビア印刷　等

03 地図印刷 管内図、地図作成、地図印刷　等

04 航空写真 航空写真

05 複写・青写真 複写、青写真　等

06 製本 製本

07
企画・デザイン

・編集
印刷物企画、デザイン、編集　等

08 電子出版 CD－ROM作成　等

09 出版 記録集　等

10 写真プリント

107 図書類 01 一般書籍

02 地図

03 専門書

04 映像ソフト

05 図書館用品
書架、図書用滅菌装置、図書整理用品、製本・補修・補強用品
等

108 電子出版物類

109 紙・紙加工品類 01 用紙類
PPC用紙、再生紙、上質紙、更紙、和・洋紙、ラベルシール・
シート、ストックフォーム　等

110 車両類 01 乗用車 小型乗用車、普通乗用車

02 貨物車 ライトバン、トラック　等

03 軽自動車 乗用車、貨物車、軽トラック

04 バス バス

05 運搬車両 フォークリスト、運搬車　等

06 消防関係車両 はしご車、可搬ポンプ積載車、工作車、指揮車、ポンプ車　等

07 救急関係車両 高規格救急自動車、２Ｂ型救急自動車　等

08 除雪用車両 ロータリー除雪車、除雪トラック　等

09 凍結防止散布車 凍結防止散布車　等

10 塵芥車 塵芥車

11 車両系建設機械
ブルドーザー、油圧ショベル、モーターグレーダー、ホイール
ローダ、各機械用アタッチメント　等

12 車両系農林業機械
トラクター、コンバイン、自走マニアスプレッダ、乗用田植え機、
乗用草刈り機、各機械用アタッチメント　等

13 二輪車 自動二輪車、原動機付自転車、自転車　等

14 その他特殊車両 上記01～13以外の特殊車両

■物品
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物品・役務登録業種一覧表

コード 大分類
小分類
コード 小分類 対象品目

■物品

車両類 15
タイヤ

（二輪車用）
自転車、自動二輪車用タイヤ

16
タイヤ

（小型・普通車用）
乗用車用タイヤ、小型貨物車用タイヤ

17
タイヤ

（中・大型車用）
トラック用タイヤ、バス用タイヤ

18
タイヤ

（建設・農業機械用）
建設、農業機械用タイヤ

19 自動車用品
ウォッシャー液、バッテリー、マット、ワイパー、オイル、タイヤ
チェーン　等

111 その他輸送・搬送機械器具類

112 船舶類 01 ボート カヤック、カタマランボート、競技艇、ボート関連用品　等

02 救助用ボート 救助用ボート、救助用ボート関連用品　等

113 燃料類 01 車両用燃料 ガソリン、軽油　等

02 暖房用燃料 灯油、A重油　等

03 プロパンガス

04 暖房用チップ チップボイラー用

05 電気 電力の販売

99 その他 ペレット、石炭、木炭、バイオディーゼル燃料　等

114 家具・什器類 01 家具・什器
応接用家具、会議室用机・椅子、事務用机・椅子、テーブル、
机、椅子、書棚、ロッカー　等

02
普通教室用

机・椅子
生徒用机、椅子　等

03
特別教室用

机・椅子
理科実験、調理室、家庭科室、音楽室、その他

04 幼児用机・椅子 幼稚園・保育園園児用机、椅子　等

05 掲示用パネル 作品展用防火パネル、掲示板、自立式屋外掲示板　等

06 ショーケース 展示用ガラスケース　等

115 一般・産業用機器類 01 印刷機 印刷機、輪転機、製版機

02 プリンター用消耗品
プリンター用トナー、プリンター用インク、廃トナーボトル、感光体
等

03 建設機械 凍結防止剤散布機　等（搭乗式、車両系機械を除く）

04 農林業用機械 手押し田植え機、農薬散布機　等（搭乗式、車両系機械を除く）

05 一般工具 大工道具、ドライバ、カッター、レンチ、ハンドツール全般

06 動力工具
電動工具全般、エアツール全般、空気圧縮機、動力工具用消
耗品　等

07 作業用機械
高圧洗浄機、刈払機、エンジンカッター、草刈機、チェーンソー
等

08 除雪器 ハンドガイド除雪機、融雪機　等（搭乗式、車両系機械を除く）

09 発電機

10 投光器 投光器、LED投光器　等

11 ポンプ ポンプ、浄化槽用ブロワーポンプ　等

12 ドローン 産業用ドローン、空撮用ドローン、トイドローン　等

99 その他 ミシン、編み機　等

116 電気・通信用機器類 01 調理機器 炊飯器、オーブン、ガスコンロ、ＩＨ調理機、ピューラー　等

02 食器洗浄機 食器洗浄機、食器乾燥機　等

03 冷蔵庫、冷凍庫 冷蔵庫、冷凍庫、温蔵庫　等

04 給湯器 ガス給湯器、電気温水器　等

05 暖房器具 ストーブ、ヒーター　等

06 冷房器具 エアコン、扇風機　等

07 煙突 煙突　等

08 業務用映像機器
教育用視聴覚機器、モニター、ビデオカメラ、各種レコーダー、
ビデオデッキ　等

09 業務用音響機器
舞台音響機器、インカム、アンプ、スピーカー、マイク、会議・議
場システム　等

10 業務用照明機器
舞台用照明機器、施設用照明機器、非常用照明機器、誘導灯
等

11
家庭用

映像音響機器
テレビ、ラジオ、各種プレーヤー、ビデオカメラ、オーディオ　等

2/10
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コード 大分類
小分類
コード 小分類 対象品目

■物品

電気・通信用機器類 01 一般家電機器
洗濯機、掃除機、空気清浄器、加湿器、除湿器、LED照明機
器、懐中電灯　等

02 通信機器 電話、無線機、携帯電話、衛生携帯電話、FAX　等

03 業務用放送機器 業務用放送設備、非常用放送設備、リモートマイク　等

04 充電機器 充電システム、蓄電池　等

05 乾電池 乾電池、充電式電池、ボタン型電池

06 セキュリティ機器
映像セキュリティシステム、センサーカメラ、サーモグラフィカメ
ラ、セキュリティゲート、鍵管理機　等

07 写真機 カメラ、デジタルカメラ　等

08 光学機器 プロジェクター、OHP、映写機　等

09 スクリーン スクリーン　等

117 電子計算機類 01 コンピューター
大型コンピューター、パーソナルコンピューター(本体)、モバイル
コンピューター、マウス、キーボード、テンキー　等

02
プリンター・スキャ

ナー
レーザープリンター、インクジェットプリンター、スキャナー

03 周辺機器
増設メモリ、ハブ、ハードディスク、UPS、POS、無線LAN機器、
モニター、ICカードリーダー、各種ケーブル、DHCPサーバ、
LANスイッチ、メールサーバ等

04 ソフトウェア OAソフト、ウィルス対策ソフト、各種ソフトライセンス

05 記録媒体
各種メモリ、フロッピーディスク、CD－R・W、DVD－R・W、BD
等

118 精密機器類 01 理化学分析器 分離分析装置、熱分析装置、ガス分析装置　等

02 電気計測機器 絶縁抵抗計、電圧計、電流計、マルチテスター　等

03
環境（公害）
計測機器

臭気測定器、大気汚染計測機器、振動・騒音計、放射線測定器
等

04 計量機器
身長計、体重計、運動能力測定器具、はかり、天秤、温度計、
圧力計、光度計　等

05 測量機器
GPS測量器、レベル、トータルステーション、光波測距儀、水準
器、測量機器関連用品　等

06 実験機器 顕微鏡等、物理、化学、その他実験機器

99 その他 水道メーター　等

119 医療用機器類 01
一般医療機器

クラスI
体外診断用機器、メス・ピンセット等鋼製小物、水銀柱式体温
計、水銀柱式血圧計、医療用ガーゼ　等

02
管理医療機器

クラスⅡ-A
電子体温計、販売・貸与業の届出が猶予されているもの

03
管理医療機器

クラスⅡ-B
家庭用マッサージ器、電解水生成器、主に家庭用で厚労大臣
が指定するもの

04
管理医療機器

クラスⅡ-C
体組成計、電子血圧計、尿糖計、心拍計、血液用冷蔵庫、画像
診断機器 等

05
高度管理医療機器

クラスⅢ
透析機器、輸液ポンプ、除細動器、人工心肺装置、自動体外式
除細動器 等

06
高度管理医療機器

クラスⅣ
ペースメーカー　等

07 滅菌・消毒器 オゾン生成器、紫外線消毒器、オゾン水生成器　等

08 測定機器類
身長計、体重計、体組成計（医療機器で無い物）、運動能力測
定器具　等

09 車いす・ベッド 車椅子、介護用ベッド　等

10 介護・福祉用品 歩行器、杖、入浴支援用品　等

120 事務用機器類 01 複写機 カラー複合機、モノクロ複合機、複写機

02
複写機・印刷機用

消耗品
印刷機用インク、マスター　等

03 事務用機械
シュレッダー、レジスター、穿孔機、券売機、メールシーラー、
ディタッチャー、バースター、紙折機　等

04 計数機 投票所用紙計数器

05 読み取り分類器 投票用紙自動読み取り分類機

121 その他機器類 01 調理台・流し台 調理台、流し台　等

02 浴槽・風呂釜 浴槽・風呂釜　等

03 ガス警報器 ガス警報器　等

04 食器保管器 食器消毒保管機

05
業務用厨房機器

全般
給食施設、食堂等業務用厨房機器全般

06 消火器 消火器
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物品・役務登録業種一覧表

コード 大分類
小分類
コード 小分類 対象品目

■物品

その他機器類 01 消防ポンプ・ホース 消防ポンプ、ホース、ホース洗浄機　等

02 ボンベ関係 酸素ボンベ、空気呼吸器、ボンベ関連用品　等

03 消防器具・用品 避難器具、救助袋、安全マット　等

04 消防資機材 消防機材、救助資機材、リヤカー、ストレッチャー　等

05 油処理用品 オイルフェンス、油吸着マット、油処理剤、油ゲル化剤　等

06 保安用品
ヘルメット、防護服、安全靴、防毒マスク、防塵マスク、安全帯、
反射材用品　等

07 防犯用品 防犯ブザー、防犯パトロール用ベスト、防犯教育用品　等

08 防災用品
避難袋、災害備蓄用毛布、メガホン、担架、避難所用テント、ダ
ンボールベッド、避難所用簡易間仕切り　等

09 保存用食品
保存用飲料水、乾パン、長期保存レトルト食品、アルファ化米、
缶詰等包装食品

10 消防訓練用品
救助訓練人形、煙体験ハウス、訓練用火点標的、放水用絵の
具　等

122 医薬品・医療用品類 01 医薬部外品 薬用歯磨き粉、薬用石鹸　等

02 一般用医薬品
薬剤師の配置必要「要指導医薬品、一般用医薬品（第1類）」、
薬剤師の配置不要「一般用医薬品（第２・３類）」

03 医療用ガス 医療用酸素、医療用液体酸素、医療用液体窒素　等

04 検査試薬 体外診断用医薬品、試薬、検査薬　等

05 衛生用品
歯ブラシ、サージカルマスク、家庭用マスク、医療用ガウン、使
い捨て不織布防護服、フェイスシールド、手指消毒液、ガーゼ、
綿棒、紙おむつ　等

06 工業用薬品 上下水道用薬品、プール用薬品　等

07 農業用薬品 殺虫剤、除草剤、消石灰　等

123 事務用品類 01 文房具 文房具全般、ファイル類　等

02 印章 印章全般

124 土木・建設・建築材料 01 土材料 山砂、川砂、焼砂、洗砂、玉砂利、砕石、真砂土　等

02
コンクリート
二次製品

側溝、U字側溝及び蓋、ヒューム管、境界石、コンクリート抗　等

03 組立ハウス 仮設住宅、スチール物置、仮設トイレ　等

04 道路資材
反射鏡、ネットフェンス、カーブミラー、視線誘導標、プラ杭、補
修用常温合材　等

05 凍結防止剤 尿素、塩化カルシウム　等

06 木製資材 各種建材、木抗、竹材、合板　等

07 アスファルト 加熱アスファルト合材

08 レンガ・タイル レンガ、タイル、ブロック　等

09 サッシ アルミサッシ、サッシ用板ガラス、網戸　等

10 シャッター

11 土のう 土のう袋

12 電気設備関連資材 線路資材、管路資材、電気設備工事材料、テレビ受信設備　等

125 警察用装備品類

126 その他 01 学校用教材 小学校・中学校用教材器具全般

02 保育教材 幼稚園・保育園用教材器具全般

03 養護教材 養護用教材器具全般

04 教科書 教科書、指導書　等

05 図書類 学校用図書

06 健康・福祉教材 健康づくり教材　等

07 検査用紙 学力検査用紙、知能検査用紙　等

08 電子教材 デジタル教科書、デジタル指導書、電子黒板、視聴覚ソフト　等

09 交通安全教育教材 交通安全教室用信号機　等

10 医療シミュレーター
乳がん触診モデル、妊婦体験モデル、心肺蘇生法練習用人形
等

11 ブラインド ブラインド、ロールスクリーン　等

12 緞帳・暗幕 緞張、暗幕、舞台幕　等

13 舞台大道具 舞台大道具　等
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物品・役務登録業種一覧表

コード 大分類
小分類
コード 小分類 対象品目

■物品

その他 14 間仕切り
アクリルパーテーション、衝立、可動式間仕切り　等
（避難所等で使用する簡易式を除く）

15 建具 襖、障子、壁紙　等

16 畳 畳　等

17 給食用食器 トレー、茶碗、お椀、はし、カート　等

18 種苗・種子 種苗、種子、苗木　等

19 園芸用資材 ビニールハウス材料、温室　等

20 肥料・飼料 園芸用肥料、飼料

21 シート 防草シート、遮光シート、牧草用ラップフィルム　等

22 フレコンバック フレキシブルコンテナバック

23 スポーツ用品 ボール、シャトル、ライン用石灰、その他スポーツ用品全般

24 武道具 防具、柔道着、剣道着、竹刀、柔道用畳　等

25 レジャー用品 キャンプ用テント、飯盒、その他キャンプ用品　等

26 スポーツ備品
鉄棒、マット、跳び箱、電光表示器、卓球台、サッカーゴール、
バレーボールネット支柱、各種トレーニング器具　等

27 施設整備用土材料 グラウンド用真砂土、野球場用混合土　等

28 楽器
弦楽器、管楽器、打楽器、和楽器、鍵盤楽器、民族楽器、電子
ピアノ、電子オルガン　等

29 音楽CD CD、カセットテープ、レコード　等

30 音楽用品 楽譜、譜面台、指揮棒　等

31 学校用遊具 学校用遊具

32 一般用遊具 公園用遊具

33 保育用遊具 保育用遊具

34 金物 鍋、包丁、やかん　等

35 塗料 ペンキ、ラッカー、希釈溶剤　等

36 洗剤・ワックス 洗剤、石鹸、ワックス　等

37 家庭用品 トイレットペーパー、布テープ、紙紐　等

38 荒物 清掃用具　等

39 生花 花束、式典花　等

40 時計 室内用時計　等

41 表彰用品 カップ、トロフィー、盾、金杯、賞状額、旗　等

42 徽章 バッジ、メダル　等

43 販促用品 ポケットティッシュ　等

44 記念品 贈答品、長寿祝座布団、名入記念品　等

45 看板 布看板、プラスチック看板、ごみ集積所看板　等

46 掲示板・表示板 掲示板、表示板　等(選挙用を除く)

47 標識 消火栓標識、道路標識　等

48 黒板 黒板、ホワイトボード　等

49 のぼり・たすき のぼり旗、たすき　等

50 横断幕・懸垂幕 横断幕、懸垂幕　等

51 模型・展示品 模型、複製品　等

52 腕章 腕章　等

53 美術工芸品 絵画・書画・彫刻・工芸品　等

54 展示器具材料 絵画用額縁　等

55 選挙用掲示板 選挙用ポスター掲示板印刷

56 投票所用備品 投票箱、記載台　等

57
その他

（選挙専用物品）
選挙専用物品

58 中古品

99 その他
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物品・役務登録業種一覧表

コード 大分類
小分類
コード 小分類 対象品目

■物品

301 （物品の買受け）立木竹 01 立木

302 （物品の買受け）その他 01 鉄くず

02 アルミくず

03 非鉄金属くず

04 一般車両

05 特殊車両

06 建設機械

07 古紙

08 ペットボトル

09 ビン類

10 古物

11 余剰電力

99 その他
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物品・役務登録業種一覧表

コード 大分類
小分類
コード 小分類 対象品目

■役務の提供等

401 広告・宣伝 01 映画・ビデオ制作 映画作成、ビデオ制作

02 駅貼り広告 駅貼り広告　等

03 新聞・雑誌広告 新聞・雑誌への広告掲載　等

04 テレビ・ラジオ広告 テレビ・ラジオスポット広告　等

05 　広報誌制作 広報誌の企画立案・編集・制作　等

06 催事場の企画運営 イベントの企画運営

07 会場設営 各種催し物(展示会等)会場の設営、撤去　等

08 音響・照明操作 ホール等の音響及び照明装置の操作

99 その他

402 写真・製図 01 一般写真撮影 写真撮影　等

02 航空写真撮影 航空写真撮影　等

03 マイクロ写真制作 マイクロ写真作成

99 その他

403 調査・研究 01 世論・住民意識調査 世論調査、住民意識調査　等

02 市場・経済調査 市場調査、経営調査　等

03 環境アセスメント調査 環境アセスメント調査　等

04 交通関係調査 交通量調査

05 地域計画 地域振興計画

06 健康・福祉計画 福祉計画等

07 介護計画 介護計画等、生活機能評価業務　等

08 環境計画 環境計画　等

09 防災計画 防災計画、ハザードマップ制作　等

10 信用調査業務 企業の信用調査業務

11 文化財調査

12 公会計コンサルティング 公会計コンサルティング業務

13 その他コンサルティング
各種コンサルティング業務等（公会計コンサルティング業務を除
く）

14 固定資産土地評価業務

15 総合計画 総合計画　等

16 大気検査 大気の計量証明　等

17 水質検査 水質の計量証明　等

18 土壌分析 重金属等分析

調査・研究 19 騒音レベル 騒音の計量証明　等

20 産業廃棄物分析 ダイオキシン調査　等

21 理化学検査 食品検査、残留農薬検査　等

22 臨床検査 血液分析　等

23 環境測定 放射性物質濃度測定　等

99 その他

404 情報処理 01 データ入力

02 計算処理 電算処理、帳票印刷出力　等

03 システム運用 ＳＥ、オペレーター派遣を含む

99 その他

405 翻訳・通訳・速記 01 翻訳・通訳

02 速記・議事録作成 速記、議事録作成、調整　等

406 ソフトウェア開発 01 システム・ソフトウエア開発

02 システム・ソフトウエア保守

03 インターネット関連業務 ホームページ作成　等

99 その他

407 会場等の借り上げ
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物品・役務登録業種一覧表

コード 大分類
小分類
コード 小分類 対象品目

■役務の提供等

408 賃貸借 01 電算機器
パーソナルコンピューター、プリンター、サーバ類等周辺機器含
む

02 医療機器 医療機器

03 福祉機器 介護用品、福祉用機器　等

04 寝具 貸し布団　等

05 複写機 モノクロ複写機、カラー複写機、複合機　等

06 印刷機 印刷機、デジタル印刷機、輪転機　等

07 視聴覚機器 テレビ、プロジェクター、ビデオカメラ　等

08 通信機器 電話、ＦＡＸ　等

09 照明機器 照明機器、LED照明機器　等

10 冷暖房機器 エアコン、ストーブ　等

11 仮設建物 組立ハウス、仮設トイレ、倉庫　等

12 植木・鉢物 植木、鉢物、生花、観賞用植物　等

13 普通乗用車 小型乗用車、普通乗用車　等

14 貨物自動車 ライトバン、トラック　等

15 軽自動車 軽乗用、軽貨物、軽トラック　等

16 バス バス　等

17 運搬車両 フォークリフト、運搬車　等

18 除雪用車両 除雪車　等

19 除雪機 除雪機　等

20 建設用機械 重機、機械

21 発電機 発電機、投光器　等

22 家具 机、椅子、棚　等

23 ソフトウエア 各種コンピューターソフトウエア

24 システム 各種コンピューターシステム　等

99 その他

409 建物管理等各種保守管理 01 一般清掃 庁舎・事務所清掃

02 病院清掃 病院、診療所　等清掃

03 貯水槽清掃

04 浄化槽清掃

05 ガス内管・消費機器調査 ガス内管・消費機器調査

06 ガス漏洩調査 ガス漏洩調査

07 ガス管点検調査 ガス管点検調査

08 除雪 施設　等敷地内の除排雪

09 貯水槽点検

10 浄化槽点検

11 建物施設管理業務 水道・下水道施設を除く

12 油地下タンク点検・清掃 油地下タンク等点検、清掃

13 害虫駆除 建物の害虫駆除

14 エレベーター等保守点検 エレベーター、エスカレーター　等

15 自動ドア等保守点検 自動ドア保守点検

16 電気設備保守点検 受電設備、変電設備、発電設備　等

17 消防設備保守点検 消防設備、防災設備、消防無線設備、多重無線設備　等

18 冷暖房設備保守点検 冷暖房機、フィルター清掃　等

19 ボイラー保守点検 ボイラー保守点検

20 放送設備保守点検 テレビ放送設備、ラジオ放送設備

21 舞台装置・設備保守点検 ホール　等の舞台照明設備、舞台吊もの設備　等

22 除草・緑地管理 草刈、植栽　等

23 樹木管理 剪定　等
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物品・役務登録業種一覧表

コード 大分類
小分類
コード 小分類 対象品目

■役務の提供等

建物管理等各種保守管理 24 害虫駆除（防除） 樹木の害虫駆除

25 道路清掃 道路清掃

26 側溝排水路清掃 道路側溝、排水路等の清掃

27 道路除排雪 道路除排雪

28 河川清掃 河川清掃

29 公園清掃 公園清掃

30 造林等 造林、下刈り、枝打ち、除伐、間伐、萌芽整理　等

31 施設警備
常駐警備、巡回警備、監視警備　等　施設警備、雑踏警備、警
備員派遣　等

32 機械警備 機械警備

33 交通誘導警備 通行車両の誘導、駐車場での車両誘導

34 イベント警備 催し事の警備

35 保安警備 デパート　等の安全点検

36 貴重品警備 現金、美術品　等の貴重品の輸送時の警備　等

37 身辺警備 身辺警備

38 受付・案内 受付、案内、日直、宿直業務

39 運動施設運営 運動場、体育館、プール等の運営

40 一般施設運営 施設の運営

41 駐車場運営 駐車場の運営、管理

42 一般廃棄物処理 一般廃棄物の中間処理又は処分

43 産業廃棄物処理 産業廃棄物の中間処理又は処分

44 特別管理廃棄物処理 特別管理産業廃棄物の中間処理又は処分

45 上・下水道施設の運転管理 浄水場・処理場の運転管理

46 下水道管渠内清掃① 管渠内の清掃、気体分析機器

47 下水道管渠内清掃② 管渠内の清掃及び汚泥等の収集運搬

48 下水道管渠内調査 ＴＶ調査、目視調査　等

49 漏水調査 水道管漏水調査　等

50 下水道維持管理 下水道施設の運転管理

51 事務機器保守 コピー機、パソコン等保守

52 通信機器保守 電話機等保守

53 医療機器保守

54 測定機器保守

55 遊具 公園遊具　等保守点検

56 楽器調整・修理 ピアノ調律　等

99 その他

410 運送 01 一般廃棄物収集運搬 一般廃棄物の収集運搬

02 産業廃棄物収集運搬 産業廃棄物の収集運搬

03 特別管理廃棄物収集運搬 特別管理産業廃棄物の収集運搬

04 古紙等の収集運搬 古紙・くず鉄・あきびん類・古繊維の収集運搬

05 事務所移転 事務所の引っ越し　等

06 美術・貴重品輸送 美術品、貴重品の輸送　等

07 貨物輸送 一般貨物の輸送

08 旅客輸送 陸上旅客輸送　等

09 保管・倉庫業 書類の保管、物品の保管　等

10 放置自転車撤去 放置自転車の撤去　等

11 給食配送業務 学校給食配送　等

12 配食サービス 介護に係る配食サービス　等

13 送迎サービス タクシー、マイクロバス等による送迎

14 市営バス運行業務
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物品・役務登録業種一覧表

コード 大分類
小分類
コード 小分類 対象品目

■役務の提供等

運送 15 通学バス運行業務 幼稚園、保育園、小学校、中学校の通園、通学バスの運行業務

16 運行管理 車両の運行、管理業務

99 その他

411 車両整備 01 車両整備

412 船舶整備

413 電子出版 01 電子出版

414 その他 01 医事業務 保険請求事務、レセプト点検

02 病院事務 受付　等

03 集団検診 集団検診　等

04 特定保健指導 特定保健指導　等

05 予防接種

06 歯科技工

07 各種検査 生体検査、検体検査、臨床検査　等

08 学校給食 学校給食調理　等

09 その他給食 給食調理、食堂運営　等

10 食育 食育関連業務

11 パソコンインストラクター パソコンインストラクター等派遣

12 スポーツインストラクター スポーツインストラクター等派遣

13 労働者派遣事業

14 外国語指導助手（ＡＬＴ） 外国語指導助手派遣

15 クリーニング 衣類、布団、毛布、シーツ　等

16 介護サービス 介護サービス

17 保育業務 保育業務

18 司書・図書整理 司書、図書整理　等

19 メーター検針 水道メーターの検針　等

20 料金徴収業務 駐車場等の料金徴収、水道料金徴収　等

21 文書発送業務 文書の発送、配布業務

22 保険業務 損害保険、イベント保険　等

23 埋蔵文化財業務 発掘調査　等

24 看板等製作設置業務 看板、標識、模型、表示版等の製作から設置までの業務

25 不動産鑑定 公共用地売却、賃貸料算出　等

26 不動産紹介・仲介業務 市有地の売買に係る照会、仲介業務

27 職員研修 職員研修、講習

28 火葬場残骨灰処理業務 火葬場残骨灰処理業務　等

99 その他
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