
  営業種目・品目一覧表 令和５・６・７年度用

衣服 (01) 全般 電気機器 (01) 全般
(0010) (02) 事務服・作業服 (0090) (02) 家電

(03) 消防服 (03) 電気通信機器
(04) 白衣 (04) 放送設備機器
(05) 靴・帽子 (05) 視聴覚機器
(06) 腕章 (07) 照明機器
(07) バック等 (08) 空調機器
(08) ダイビングスーツ (09) 無線機
(09) 感染防止衣 (10) 蓄電池
(10) 防火服 (11) 自家発電・無停電装置
(11) 化学防護服 (12) 石油ストーブ
(12) マスコット（着ぐるみ）等 (99) その他
(99) その他 消防・防災用品 (01) 全般

室内装飾 (01) 全般 (0100) (02) 消火器
(0020) (02) 畳 (03) 消防用器具

(03) 建具 (04) 防災用品
(04) 表具 (05) 救急用医療器具
(05) カーテン・ブラインド (06) 消防ポンプ
(06) ガラス (07) ポンプ積載車
(99) その他 (08) 消防車

食品 (01) 全般 (09) 救急車
(0030) (02) 牛乳（配送含む。） (10) 消火栓

(10) 冷凍食品 (11) 防災用備蓄食料
(13) 飲料・茶 (12) 非常用持出袋
(14) 加工食品 (13) ポンプ自動車
(15) 学校給食用物資 (14) 高規格救急車
(99) その他 (15) 防災備蓄倉庫

自動車 (01) 全般 (16) ボンベ等
(0040) (02) 自動車 (99) その他

(03) 二輪自動車 機械器具 (01) 厨房機器・用品
(04) 自転車 (0120) (02) 工事作業機器
(05) 特殊自動車 (03) 農機具
(06) タイヤ (04) 計測機器
(07) 自動車修理・車検 (05) 医療機器
(08) 自動車内装 (06) 理化学機器
(09) 部品販売 (07) 券売機・両替機
(99) その他 (08) ミシン

図書教材 (01) 書籍 (09) 水処理装置（プ－ル）
(0050) (02) 教科書 (10) 製氷機

(03) 一般教材 (11) 各種ポンプ
(04) 保育用品 (12) 環境衛生機器
(05) 運動用具・スポーツ用品 (13) 各種シミュレ－タ
(06) 遊具 (14) 遊戯機器
(07) 楽器 (15) 立体駐車場設備機器
(08) ピアノ調律・修理 (16) ごみ破砕機
(09) ＣＤ・ビデオ・ＤＶＤ (17) 生ごみ処理機
(10) 標本・模型 (19) 介護用器具（車椅子等）
(11) 教科書用教材 (20) 除菌・殺菌器具
(99) その他 (21) 機械用材料・部品

事務用品 (01) 全般 (22) ＡＥＤ
(0060) (02) 文具 (23) 電子看板

(03) 事務機器 (99) その他
(04) ＯＡ機器 薬品 (01) 全般
(05) ソフトウェア (0130) (02) 医療薬品
(06) 事務用家具 (03) 動物薬品
(07) 用紙 (04) 工業薬品
(08) 印判 (05) 防疫薬品
(09) 黒板 (06) 農薬
(10) 回覧板 (07) 衛生材料
(99) その他 (08) 清掃用品

家具・寝具 (01) 全般 (10) 濾過薬品（プ－ル）
(0070) (02) 木製家具（事務用を除く） (11) グラウンドライン用石灰

(03) 鋼製家具（事務用を除く） (99) その他
(04) 寝具 建設工事用材料 (01) 全般
(99) その他 (0140) (02) 鋼材

百貨 (01) 全般 (03) セメント
(0080) (02) 家庭用雑貨 (04) コンクリ－ト製品

(03) 旗・幕・のぼり (05) 鉄蓋・グレ－チング
(04) 記念品 (06) 砂利砕石
(05) 金物 (07) アスファルト
(06) 祭壇・仏具・神具・墓石 (08) 道路標識・反射鏡
(07) 介護用品 (09) 塗料
(08) テント (10) 法面保護資材
(09) 焼却炉 (99) その他
(10) 食器 水道工事用材料 (01) 全般
(11) 清掃用品・清掃器具・洗剤 (0150) (02) 水道メ－タ－
(12) 工具 (03) 水道弁
(13) 贈答品 (04) 陶管
(14) ごみ袋 (05) 鋼管
(15) 倉庫等 (06) 塩ビ管
(16) カメラ・写真材料・プリント (07) 鋳鉄製品
(17) 時計・眼鏡 (08) 汚水枡
(99) その他 (99) その他
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  営業種目・品目一覧表 令和５・６・７年度用

花木 (01) 全般 (41) 講座・研修企画実施
(0160) (02) 植木 (42) 選挙用掲示板設置

(03) 花 (43) 英語指導助手派遣
(04) 植栽 (44) 蜂駆除
(05) 肥料 (45) 新聞チラシ折込
(06) 庭園用品 (99) その他
(07) 種 各種調査・検査 (01) 水質調査・検査
(99) その他 （0210） (02) 化学調査・検査

印刷 (01) 一般印刷 (03) 測量調査
(0170) (02) 事務用印刷 (04) 試掘調査

(03) フォ－ム印刷 (05) 医療調査
(04) 青焼・電子印刷 (06) 環境調査
(05) スクリ－ン印刷 (07) レセプト点検
(06) シ－ル印刷・封筒印刷 (08) ストレスチェック
(07) アルバム印刷 (09) 世論・意識調査
(08) 地図印刷 (10) 衛生検査
(09) 製本 (99) その他
(10) トレ－ス 運送 (01) 引越業務
(11) マイクロ写真 (0220) (02) 精密機械等運搬
(12) コピ－サ－ビス (03) 美術品等展示物運搬
(13) カード印刷 (04) 自動車運転代行（バス等）
(14) 圧着ハガキ印刷 (05) 配送業務
(16) 封入封緘発送サービス (99) その他
(99) その他 監査法人 (01) 財務諸表の作成支援

管理・保守 (01) 建物総合管理 (0230) (02) 公会計制度構築支援
(0180) (02) 各種保守管理 (03) 法人化支援

(03) 浄化槽管理 (99) その他
(04) 建物清掃 物件の貸付 (01) 全般
(05) 給排水管清掃 (0300) (02) リース
(06) 消防設備保守 (03) レンタル
(07) プ－ル管理業務 (04) 仮設(プレハブ等）
(08) 駐車場管理 (05) 寝具・シーツ等
(09) 貯水槽保守・清掃 (06) 自動車等
(10) 車両運行管理 (07) 植木等
(11) 電気設備保守 (08) ＯＡ機器
(12) 通信設備保守 (09) 医療機器
(13) エレベータ保守 (10) ソフト等
(14) 空調設備保守 (99) その他
(15) ＯＡ機器保守 修繕（土木） (01) 道路
(16) 計装設備保守 (0400) (02) 道路安全施設
(17) 機械器具保守 (03) 水路
(19) 防災無線保守 (04) 遊具
(20) 遊具保守 (05) 舗装
(21) 各種警備 (99) その他
(22) 宿日直 修繕（建築） (01) フェンス・門扉・手摺
(23) 電話交換 (0410) (02) 屋根
(24) 機械警備 (03) 外壁
(25) 交通整理 (04) モルタル・タイル
(26) 自家用電気工作物保安管理 (05) 塀・ブロック・レンガ
(99) その他 (99) その他

役務 (01) 情報処理 修繕（内装） (01) 内装・木部・棚
(0200) (02) 映画・番組製作 (0420) (02) 建具・障子・襖

(03) 広告企画 (03) サッシ・シャッター・網戸
(05) 看板 (04) 間仕切り・トイレブース
(07) 興行 (05) クロス・床材張り・畳
(08) 害虫等駆除 (06) カーテン・ブラインド
(09) 人材派遣 (07) ガラス
(10) 航空写真 (08) 家具
(11) 翻訳・速記・会議録 (09) 自動ドア
(12) 産業廃棄物処理 (99) その他
(13) 医療廃棄物処理 修繕（設備） (01) 電気配線
(14) 一般廃棄物処理 (0430) (02) 電気機器
(15) 舞台設置・管理 (03) 放送機器
(16) 発掘調査報告書作成 (04) 空調機器・ボイラー
(17) 遺跡発掘物の分析・発掘支援 (05) 水道管・受水槽・高架水槽
(18) 介護サ－ビス (06) 水道機器・便器・浴槽
(19) クリ－ニング (07) 浄化槽
(20) 旅行業 (08) プール濾過装置
(21) 健康診断 (09) 消防設備
(22) システム・ソフト開発 (10) 厨房機器
(23) コンピュ－タ教育 (11) 各種ポンプ
(24) イベント企画・運営・設置 (12) 機械設備
(25) ホームページ作成 (99) その他
(26) 資源回収 修繕（塗装） (01) 看板
(27) 廃棄物運搬 (0440) (02) 壁面塗装
(28) 文化財修復 (03) 遊具塗装
(30) 剪定・除草 (99) その他
(31) 給食調理 その他 (01) コークス
(32) 不動産鑑定 (0900) (02) 燃料
(33) 土地家屋調査 (03) 選挙用品
(34) 計量証明等 (04) 電力
(35) 下水道内部調査 (05) ナンバ－プレ－ト
(36) 通訳 (06) 交通安全用品
(37) 機密文書廃棄処理 (07) ペット
(38) 金属等処分 (08) 防犯用品
(39) 事業計画策定 (09) 保険

（↓続きあり） (40) インターネット配信 (99) その他
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