
物品購入・役務提供等

参加希望業種一覧コード表

希 望 職 種 業務コー ド 番号

物品購入

役務提供

０１～１８

５１～６４



物品等の製造・販売（納入に伴う設置・改修・修理を含む）

業務
ｺｰﾄﾞ

取扱品目及び取扱職種

０１ 鋼材 グレーチング、マンホール蓋、鋼板等

０２ セメント、アスファルト 生コン、セメント、アスファルト、コンクリート二次製品等

０３ 骨材 砂、砂利、砕石等

０４ 建材 木材、合板、木杭、明示杭、塗料、ワックス等

０５ 上下水道用資材 量水器、止水栓、パッキン類、管、継手等

０６ 道路安全用品 バリケード、カーブミラー、ガードレール、カラーコーン等

０１ 被服（消防用を除く） 制服、作業服、防寒着、軍手、白衣等

０２ 消防用被服 消防用制服、消防用作業服、制帽等

０３ 幕類 映写幕、暗幕、どん帳、引き幕等

０４ 寝具 布団、枕、毛布、敷布等

０５ 旗類 横断幕、懸垂幕、旗、のぼり、テント、腕章等

０６ 皮革・ゴム・ビニール 靴、カバン、手袋、雨具

０７ 保安用品 ヘルメット、保護メガネ、防塵マスク等

０１ 文具 文房具、事務用品、

０２ 事務用品 事務用机・椅子、ロッカー等

０３ 事務機器 複写機、印刷機、製図用機器等

０４ パソコン及び関連商品 パソコン、プリンター、関連周辺機器

０５ 印章 木印、ゴム印等

０６ 紙類 和・洋紙、封筒、ＰＰＣ洋紙、連続用紙

０７ 選挙用計数機器 計数器、投票用紙読取機、投票用紙分類機等

０８ 選挙用投票機器 投票箱、記載台等

家具・室内装飾品

０１ 家具類（事務用家具を除く） 応接家具、食器戸棚等

０２ 室内装飾品 カーテン、ブラインド、じゅうたん、たたみ、玄関マット等

０３ 建具類 木製及び金属製建具、サッシ、ガラス、自動ドア、シャッター等

０４ 衛生用品 芳香剤、消臭剤等

印刷・出版・製本

０１ 印刷 広報誌、パンフレット、ポスター、チラシ等

０２ 特殊印刷 シール、ラベル、スクリーン

０３ 地図印刷 地図印刷、地図調整

０４ 出版・製本 町勢要覧、町史、報告書等

０５ 複写 青写真、コピー、マイクロ写真、ＤＰＥ

０６ 印刷物の企画・デザイン 印刷物の企画・デザイン

０７ カード作成 磁気カード、ＩＣカード等

燃料・油脂類

０１ 石油製品 ガソリン、軽油、灯油、重油、潤滑油

０２ ガス類その他 ＬＰガス、高圧ガス、酸素、窒素、木炭、まき等

０４

０５

０６

業種ｺｰﾄﾞ

０１

０２

０３

建設・建築材料

繊維製品・皮革・ゴム・ビニール製品

文具・事務用品・事務機器



物品等の製造・販売（納入に伴う設置・改修・修理を含む）

業務
ｺｰﾄﾞ

取扱品目及び取扱職種業種ｺｰﾄﾞ

薬品類

０１ 一般売薬品 一般売薬品

０２ 医療衛生材料 医療材料、衛生材料

０３ 次亜塩素酸ソーダ 次亜塩素酸ソーダ

０４ ポリ塩化アルミニウム ポリ塩化アルミニウム

０５ 活性炭 活性炭

０６ 消石灰 消石灰

０７ キレート キレート

０８ 融雪剤 塩化カルシュウム、塩化カリュウム等

０９ 試薬 残留塩素測定試薬等

１０ 防疫、防除剤 除草剤、殺虫剤、消毒剤等

１１ プール用薬品 薬品名記入のこと

１２ その他の薬品 薬品名記入のこと

車両類

０１ 自動車・バイク 普通乗用車、貨物自動車、バス、バイク等

０２ 消防自動車 消防自動車

０３ 塵埃収集車 塵埃収集車

０４ 車両用品 車両の部品、タイヤ、バッテリー等

機械機器

０１ 理化学機器 分析機器、実験機器、測定機器

０２ 医療機器 医療機器、医療ベッド、眼鏡、補聴器

０３ 光学機器 映写機、計測機器、度量衡機器

０４ 写真器材 写真機、レンズ、ストロボ、フィルム

０５ 工業産業機器 建設機械、農林水産機械、工作機械

０６ 電気機器 発電器、モーター、受配電設備、舞台照明機器、音響装置、防犯カメラ等

０７ 通信機器 電気通信機器、無線機、電話交換機、有線設備

０８ 家庭電化製品 テレビ、ビデオ、オーディオ製品、冷蔵庫、照明器具等

０９ 空調・冷暖房機器 空調機、冷暖房機器

１０ 清掃施設設備機器 ごみクレーンバケット、灰クレーンバケット、ガス冷却設備

１１ 諸機器 ミシン、焼却炉等

防災用品

０１ 防災機器 消火器、避難機器、防災設備

０２ 防災（食品）用品 防災備蓄（食品）用品

厨房機器・用品類

０１ 厨房機器類 調理台、流し台、ガステーブル、給食用調理機器等

０２ 厨房用品類 食器、漆器、給食用品等

介護機器

０１ 介護用品 紙おむつ等介護用品

０２ 介護機器 車椅子、介護用ベッド等
１２

０８

０９

１０

１１

０７



物品等の製造・販売（納入に伴う設置・改修・修理を含む）

業務
ｺｰﾄﾞ

取扱品目及び取扱職種業種ｺｰﾄﾞ

地図・図書

０１ 地図 地図

０２ 図書（教育用図書を除く） 書籍、法規、刊行物、雑誌

０３ 啓発用品 啓発用冊子類

貴金属・工芸品

０１ 時計・貴金属 時計、金杯、銀杯

０２ 美術工芸品 絵画、彫刻等

０３ バッチ、カップ バッチ、カップ、トロフィー、盾、ワッペン等

０４ ギフト用品 ギフト品、記念品、商品券、旅行券、図書カード、バスカード等

教材・楽器・運動用品

０１ 教育用図書 教育用図書

０２ 学校教育用品
理科実験器具、実習用機器、視聴覚教育機器、映画フィルム、スライド、
保健室用品、保育用教材

０３ 教育用システム 電子黒板、タッチパッド、デジタル教科書等

０４ 楽器 楽器、楽譜、ＣＤ

０５ 運動用品 球技、陸上、武道、登山、キャンプ用品、運動衣等

０６ 遊具 ブランコ、すべり台、雲梯、玩具等

雑品

０１ 雑貨品 日用品、金物、荒物、生ゴミ処理容器、物置等

０２ 看板・標識・各種サイン 看板、標識、表示板、住居表示板、車両登録番号票等

０３ 園芸用品 園芸資材、植木

０４ 食料品（給食用材料を除く） 茶、菓子、酒等

０５ 弁当 弁当、仕出し、寿司等

食料品（給食用材料）

０１ 青果

０２ 食肉（鶏肉を除く）

０３ 豆腐・あげ

０４ 麺類

０５ 鶏肉

０６ 冷凍食品

０７ 牛乳

０８ 調味料

０９ 乾物

１０ 氷

１１ 自然食品

１２ 鮮魚、練製品

１３ 漬物

１４ こんにゃく

１５ 卵

１６ パン、ケーキ

１７ その他

その他

０１ 買受け 鉄、非鉄金属くず、紙、繊維、リサイクル可能品、通信機器、OA機器

０２ その他 その他の物品

０３ 電力 電力供給

１６

１7

18

１３

１４

１５



役務の提供及び賃貸借、リース業務

業務
ｺｰﾄﾞ

取扱品目及び取扱職種

清掃業務

０１ 日常清掃 日常の総合的な清掃

０２ 床清掃 ジュウタン清掃、ワックスがけ等

０３ ガラス清掃 ガラス清掃、サッシ清掃、ブラインド清掃等

０４ プール清掃 室内、屋外プールの清掃

０５ 道路清掃 路面清掃車による道路清掃

０６ 除草 道路路肩、法面、公園、緑地、町営住宅敷地の除草

０７ 管渠清掃 汚水、雨水管等の清掃

害虫駆除業務

０１ 害虫駆除 害虫・ねずみの駆除、白蟻防除、樹木害虫防除

０２ 鳥害防除 鳥害防除

保守点検業務

０１ 空調機器保守点検 冷暖房機器の保守点検

０２ 消防設備保守点検 火災報知器、消火設備、誘導灯等の保守点検

０３ 自家用電気工作物保安業務 受変電設備の保守点検

０４ 通信設備保守点検 電話交換機、無線機等の保守点検

０５ エレベーター保守点検 エレベーター、搬送用コンベアー等の保守点検

０６ 駐車場設備保守点検 自動監視設備の保守点検

０７ 自動ドア保守点検 自動ドア保守点検

０８ ＯＡ機器保守点検 ＯＡ機器保守点検

０９ 音響設備保守点検 音響設備保守点検

１０ 舞台設備保守点検 舞台設備保守点検

１１ 焼却施設設備保守点検 焼却施設設備保守点検

１２ 遊具保守点検 遊具、運動施設等の保守点検

１３ 貯水槽、受水槽保守点検
（清掃業務含む）

貯水槽・高架水槽等、給水設備の保守点検及び清掃

１４ 浄化槽保守点検
（清掃業務含む）

浄化槽・中継槽等、排水設備の保守点検及び清掃

１５ ボイラー保守点検
（清掃業務含む）

ボイラー保守点検及び清掃

１６ プール設備保守点検
（清掃業務含む）

プールろ過装置等の保守点検及び清掃

１７ 情報システム保守点検 サーバ、ネットワーク機器等

１８ その他 その他の機器・設備の保守点検（設備機器名記入）

車両点検整備

０１ 自動車・単車 自動車、単車等の車両整備・点検・修理

０２ 特殊車両 特殊車両の車両整備・点検・修理

警備業務

０１ 宿日直業務 庁舎等の宿日直

０２ 電話交換業務 電話交換

０３ 警備員派遣 催事時の交通整理

０４ 機械警備 遠隔警備・機械設備を用いる警備

０５ 監視業務 プールの監視

業種ｺｰﾄﾞ

54

55
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51



役務の提供及び賃貸借、リース業務

業務
ｺｰﾄﾞ

取扱品目及び取扱職種業種ｺｰﾄﾞ

施設管理業務

０１ 上水道施設管理 浄水場維持管理

０２ 下水道施設管理 終末処理場維持管理

企画、開発業務

０１ 広告、企画、イベント運営 広告、企画、会場設営、イベントの運営等

０２ 各種ソフトウェア開発 ソフトウェア、プログラム、ホームページ等の開発・保守

０３ 情報処理・提供サービス パンチ、データ、ワープロ、光ディスク等への入力等

０４ 映画、ビデオ製作 ビデオ、スライド等を含む映画（教育、広報、記録等）

０５ 試験問題製作 作成、評価

検査・調査業務

０１ 空気環境測定 空気環境測定

０２ ごみ質分析 ごみ質分析

０３ 排ガス測定 排ガス測定

０４ 環境アセスメント 環境アセスメント

０５ ダイオキシン測定 ダイオキシン測定

０６ 放射線、放射能測定 放射線、放射能測定

０７ 臨床検査 臨床等の検査・測定

０８ 測定 騒音等

０９ レセプト点検 診療報酬明細書の点検業務

１０ 水道検針 水道メーターの検針

１１ 世論・アンケート調査 世論、アンケート調査・分析

１２ その他 その他の検査・調査業務（検査・調査業務名記入）

役務類

０１ 運行代行 町有車両の代理運行

０２ 自動車撤去 放置自動車の撤去作業

０３ 人材派遣 事務要員、労務要員等

０４ 学校給食 調理委託等

業種別業務

０１ 運送業 給食配送、広報配送、引越し等、運搬全般

０２ 旅行代理店業 旅行の企画・運営等

０３ クリーニング業 被服・寝具等のクリーニング等

０４ 写真撮影業 写真撮影業

０５ 研修業 職員研修、パソコン研修等

０６ 解体工事業 建物解体

廃棄物収集運搬業務

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 医療廃棄物の収集運搬

０４ し尿収集運搬 し尿収集運搬
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役務の提供及び賃貸借、リース業務

業務
ｺｰﾄﾞ

取扱品目及び取扱職種業種ｺｰﾄﾞ

その他

０１ 会議録作成、速記、翻訳 議事録作成、速記、テープおこし等

０２ 映画上映 映画上映

０３ その他 その他の役務提供

物品リース、レンタル

０１ パソコン類 パソコン、ワープロ、周辺機器等

０２ 複写機 複写機

０３ 印刷機類 印刷機

０４ 事務用品 机、椅子、ロッカー、掲示板等

０５ 医療機器 医療機器

０６ 介護用品類 介護用品全般

０７ 自動車 自動車

０８ 建設用機械 建設用機械

０９ マット等衛生器材類 玄関マット、芳香剤等

１０ イベント用品 ぬいぐるみ、カラオケ機器等

１１ 植物等 観葉植物

１２ 仮設物 テント、倉庫、仮設トイレ、仮設校舎等

１３ 電化製品 暖房機器、冷房機器、電話機、照明機器

１４ その他 その他の賃貸借（具体名を記入）

ファイナンシャルリース

64 ０１ 賃貸業 機器等購入に伴うリース

63

62


