
０１ 印刷コピー・ＤＥＰ ０７ 教材・遊具・スポーツ用品 １２ 精密・医療機器

　０１ 活版印刷 　０１ 学校用品・教材 　０１ 理化学機器材

　０２ タイプ・タイプオフセット印刷 　０２ 保育用品・教材 　０２ 分析・計測機器材

　０３ オフセット印刷 　０３ 遊具 　０３ 医療機器材

　  　（ポスター・リーフレット） 　０４ 体育器具・各種スポーツ用品 　０４ 介護福祉用具

　０４ フォーム印刷 　０５ 楽器・音楽教材 　０５ レントゲン機器材

　０５ コピーサービス 　０６ 書籍・ＣＤ／ＤＶＤ 　０６ カメラ・映写機・ドローン

　０６ 法令印刷 　０７ 手芸用品 　９９ その他

　０７ 地図印刷 　９９ その他

　０８ シール印刷 １３ 薬品・衛生材料

　０９ 現像・焼付 ０８ 諸機械器具 　０１ 医薬品・保健剤・ワクチン

　９９ その他 　０１ 家庭用電化製品 　０２ 防疫・防除剤

　０２ 電気機械器具 　０３ 衛生材料

０２ 事務用品及び機器 　０３ 電動機（製作・販売・修理） 　０４ 工業薬品

　０１ 文具 　０４ 電話電送無線機器 　０５ その他薬剤

　０２ 事務用スチール製品 　０５ 工作機械・工具部品 　０６ ガス（医療酸素・窒素ガス・

　０３ 事務用品機器 　０６ 厨房機器 　　  アセチレンガス・その他のガス）

　０４ 紙製品 　０７ ポンプ（販売・修理） 　９９ その他

　０５ 印章・ゴム印 　０８ 空調冷暖房機器

　０６ ＯＡ機器・ソフトウェア 　０９ 視聴覚機器 １４ 動物・飼料・植物・園芸

　９９ その他 　１０ 音響機器 　０１ 動物

　１１ 農業機械 　０２ 稚魚

　９９ その他 　０３ 飼料

０３ 日用品・雑貨・百貨・食品 　０４ 苗木・種子・生花

　０１ 荒物・金物・食器 ０９ 防災・保安用品 　０５ 動物用品

　０２ 時計・貴金属・眼鏡 　０１ 消火器・消防器具 　０６ 園芸・造園用品

　０３ 石鹸・洗剤 　０２ 防災用品 　０７ 農薬

　０４ 茶・菓子・食料品 　０３ 保安用具 　９９ その他

　０５ 百貨・贈答品 　０４ 道路資材・標識 　

　０６ 額縁類 　９９ その他 １５ 資材

　９９ その他 　０１ セメント

１０ 車両関係 　０２ セメント２次製品

０４ 家具・装飾 　０１ 自動車（販売） 　０３ 木材

　０１ 木工家具・スチール家具 　０２ 貨物自動車（販売） 　０４ 鉄鋼材

　  　（事務用スチール製品を除く。） 　０３ 塵芥自動車（販売） 　０５ 塗料

　０２ 室内装飾 　０４ 消防車両（販売） 　０６ 電線

　０３ 施設用品 　０５ その他の特殊車（販売） 　０７ 砕石・鉱さい

　０４ 建具・表具・畳 　０６ 車両艤装 　０８ 砂利・砂・真土

　９９ その他 　０７ 車両修理 　０９ 新建材

　０８ タイヤ・チューブ・車両部品 　１０ マンホール蓋

０５ 宣伝・記念品・啓発品 　０９ その他車両関係（電装） 　１１ グレーチング

　０１ 旗・幕・のぼり 　１０ 原動機付自転車・自動二輪車 　１２ 乳剤

　０２ 看板・ディスプレイ 　　  （販売・修理） 　１３ 常温合材

　０３ 記章・バッヂ・ 　１１ 原動機付自転車標識 　１４ 硬質塩化ビニール管

　　   ネームプレート・カップ 　１２ 自転車（販売・修理） 　１５ 陶管

　０４ 記念品・啓発品 　９９ その他 　１６ 消火栓・バルブ

　０５ 選挙関連用品 　１７ 量水器

　９９ その他 １１ 燃料・電力・都市ガス 　１８ 水道用品

　０１ ガソリン・軽油・灯油・重油 　１９ 鋳鉄管

０６ ゴム・繊維 　０２ ＬＰガス 　２０ 鉛管

　０１ ゴム製品 　０３ 薪・木炭 　２１ 補修弁

　０２ テント・シート帆布製品 　０４ 電力 　２２ 異形管

　０３ タオル 　０５ 都市ガス 　２３ 仕切弁ボックス

　０４ 寝具 　９９ その他 　２４ 鉄鋼修理加工

　０５ 制服等オーダー 　２５ コンクリートボックス・蓋

　０６ 各種既製服（作業服・防寒服） 　２６ ろ過布

　０７ 帽子 　９９ その他

　９９ その他

※業務委託関係は、別紙業務委託コードを参照してください。

□□□□品種・業種コード一覧表□□□□



大分類 小分類 業務内容

０１　建築物の清掃 建築物の清掃業務

０２　道路の清掃 道路の清掃業務

０３　建築物貯水槽清掃 貯水槽の清掃業務

０４　通管・油脂分離槽維持 油脂分離槽の維持管理業務

０５　広場・公園等清掃 広場、公園、公園内便所等の清掃業務

０６　水道施設の清掃
沈砂池、沈澱池、ろ過池、排水処理場等の清掃、汚泥等の運搬業
務

０７　駐輪場清掃 駐輪場内の清掃、自転車整理等業務

００　その他 その他清掃業務

０１　有人警備 建築物の警備、交通誘導業務

０２　機械警備 建築物の機械警備業務

００　その他 その他警備業務

０１　駐輪場管理業務 駐輪場内の管理、駐輪誘導等業務

０２　駐車場管理業務 駐車場内の清掃、維持管理、料金徴収等業務

０３　ポンプ場保守管理 排水ポンプ場の保守点検業務

０４　上下水道処理施設管理 上下水道処理施設の運転管理業務

０５　浄化槽保守点検業務 浄化槽の保守点検業務

００　その他 その他施設運転管理業務

０１　大気・水質等調査
水質、悪臭物質、汚泥、ばい煙、ばいじん、廃棄物等の分析測定業
務

０２　ダイオキシン類測定 ダイオキシン類分析、測定業務

０３　臭気調査 臭気濃度及び特定悪臭物質の調査業務

０４　精密機能検査 し尿処理施設等の精密機能検査業務

０５　アスベスト調査 アスベスト等の調査業務

０６　放射能調査 放射能等の調査業務

０７　騒音・振動等測定 自動車騒音等の測定業務

００　その他 その他分析業務

０１　レセプト点検 診療報酬明細書等の点検業務

０２　ぎょう虫検査 ぎょう虫検査業務

０３　尿検査 尿検査業務

０４　調査業務 世論調査、市場調査、交通量調査等業務

０５　漏水調査 漏水調査業務

０６　検針業務 水量メーターの検針業務

０７　計画策定
都市計画、地域計画、長期総合計画等の計画策定及びコンサルタ
ント業務

０８　二次予防事業対象者把握業務 二次予防事業対象者の把握に係る調査業務

００　その他 その他調査業務

０１　造園管理 植栽、造園管理、庭園、古墳等の樹木管理等業務

０２　草刈 草刈業務

００　その他 その他造園業務

業務委託営業種目

業務委託コード表（小分類表）

１４０１　清掃

１４０２　警備

１４０４　分析

１４０６　造園等

１４０３　施設の運転管理

１４０５　点検・検査・
　　　　　調査・計画策定



大分類 小分類 業務内容

業務委託営業種目

業務委託コード表（小分類表）

０１　消防設備保守点検 消防設備の保守点検業務

０２　火災警報器設置 住宅用火災警報器の設置業務

０３　中央監視設備等保守点検 変電室、電気室、集中監視設備等の運転、点検、保守等業務

０４　冷蔵庫棟運転保守 冷蔵庫棟の運転保守業務

０５　自動ドア保守点検 自動ドアの保守点検業務

０６　エレベータ保守点検 エレベータの保守点検業務

０７　空調機器保守点検 空調機器、外気処理フィルター等の保守点検業務

０８　通信設備保守 電話設備等の保守点検業務

０９　プラネタリウム保守 プラネタリウムの点検及び調整業務

１０　展示機器保守 常設展示機器の点検、調整及び修理業務

１１　ボイラー保守 ボイラー施設等の保守点検業務

１２　医療機器保守 医療機器の保守点検業務

１３　舞台照明設備保守 舞台、音響、映像設備、照明等の保守点検業務

１４　照明設備設置 照明設備の設置、操作等業務

１５　駐車場機器保守 駐車場機器の保守点検業務

１６　クレーン保守 クレーンの保守点検業務

１７　自家用発電工作物保守 自家用電気工作物の保守点検業務

１８　階段昇降機保守 階段昇降機の運転、管理、保守等業務

１９　遊具保守点検 遊具の保守点検業務

００　その他 その他機器の保守点検業務

０１　建築物ねずみ・昆虫等駆除 害虫等の駆除業務（シロアリを除く。）

０２　シロアリ駆除 シロアリの駆除業務

０３　松くい虫駆除 松くい虫の駆除業務

００　その他 その他害虫の駆除業務

０１　産業廃棄物の収集・運搬 産業廃棄物の収集、運搬業務

０２　産業廃棄物の処分 産業廃棄物の中間処分、最終処分業務

０３　一般廃棄物の収集・運搬 一般廃棄物の収集、運搬業務

０４　リサイクル リサイクル業務

０５　一般廃棄物の処分 一般廃棄物の中間処分、最終処分業務

０６　ＰＣＢ廃棄物の収集・運搬 ＰＣＢ廃棄物の収集・運搬業務

０７　ＰＣＢ廃棄物の処分 ＰＣＢ廃棄物の処分業務

００　その他 その他廃棄物の処理業務

１４１０　封入封かん ０１　封入封かん業務 封入封かん業務

１４０７　機器保守

１４０８　害虫駆除

１４０９　廃棄物の処理



大分類 小分類 業務内容

業務委託営業種目

業務委託コード表（小分類表）

０１　運転代行 乗用車等の運転業務

０２　貨物運送 貨物等の運搬業務

０３　自転車収集運搬 放置自転車等の撤去、運搬業務

０４　旅行業務 旅行業務

０５　移動図書館業務 移動図書館全般に係る業務

０６　配達業務 宅配便等書類の配達業務

０７　バス運行業務 バスの貸し付け、運転手の派遣等業務

０８　美術品移送等業務 美術品の集荷、展示、撤去、返却等業務

００　その他 その他輸送業務

０１　イベント会場設営 イベント会場の設営、必要な資材の調達及び製作業務

０２　イベント企画・施行 イベントの企画及び施行業務

０３　情報誌等の企画・デザイン・製作 情報誌等の企画、デザイン及び製作業務

０４　広告欄掲載
広報紙、ホームページ等の掲載希望者の募集及び広告欄掲載業
務

０５　標識等設置 標識等看板の作成及び設置保守業務

０６　ポスター掲示板等設置・保守等 選挙用掲示板等の作成及び設置保守業務

０７　ボードカー看板製作・運行 ボードカーの看板製作及び運行業務

０８　展示物設計・製作・修復・保守 展示物等の設計、製作、修復、保守等業務

００　その他 その他イベント等業務

０１　システム分析・開発
各種システム、プログラムの設計開発等（Ｗebアプリケーション開
発を含む。）業務

０２　システム運用・保守 各種システム、プログラム運用管理、障害対応等業務

０３　インターネットコンテンツ作成・運用 ホームページコンテンツ作成、ホームページ運用管理業務

０４　データ処理 データ集計、データ変換、加工、その他入出力業務

０５　ハードウェア保守 コンピュータ機器等の保守業務

０６　ソフトウェア保守 ソフトウェアの導入及び保守業務

０７　システム賃貸借 各種システムの賃貸借及び導入支援業務

０８　ネットワーク構築・保守 ネットワークの構築及び保守業務

０９　データ入力 データ入力等業務

１０　スキャニング業務 スキャニングによるデータ化業務

００　その他 その他情報処理業務

０１　医療機器 ＡＥＤ等

０２　自動車 軽貨物、軽自動車、特殊車両等

０３　事務機器 複写機、複合機、プリンター、電話、ＦＡＸ等

０４　パソコン及び周辺機器 パソコン、周辺機器等

０５　建物等 仮設ハウス、トイレ等

０６　分析・計測機器 理化学機器材等

０７　寝具等 布団、シーツ、毛布等

００　その他 その他賃貸借業務

１４１４　賃貸借

１４１１　輸送・運転・旅行

１４１２　展示・イベント・デザイン

１４１３　情報処理



大分類 小分類 業務内容

業務委託営業種目

業務委託コード表（小分類表）

０１　文化財調査 文化財発掘に係る機械掘削、埋戻、調査等業務

０２　文化財修復 文化財の修復業務

０３　遺物整理 出土遺物の整理業務

００　その他 その他文化財業務

０１　足拭マット供給業務 足拭マット供給業務

０２　活性炭入れ替え 活性炭入れ替え業務

０３　土地評価替え
地理情報システムを利用した固定資産税賦課に係る土地評価検証
業務

０４　水路等の浚渫 水路、管渠等の浚渫及び緊急補修工事業務

０５　給食業務 給食業務

０６　人材派遣 労働者派遣業務

０７　電話交換 電話交換業務

０８　航空写真撮影 航空写真撮影業務

０９　地図の調整 地図の調整業務

１０　航空測量 航空測量業務

１１　測量一般 測量一般業務

１２　翻訳 翻訳業務

１３　エネルギー管理業務 エネルギー管理業務

１４　クリーニング クリーニング業務

１５　コールセンター構築等 コールセンターの構築及び運営等業務

１６　パソコン教室 パソコン教室開催業務

１７　防火水槽簡易耐震化 防火水槽の簡易耐震化業務

１８　ラッピング製作業務 ラッピングの製作及び貼付業務

１９　燻蒸業務 収蔵庫等の燻蒸業務

２０　写真撮影 証明写真の撮影業務

２１　配給水管等修繕維持 配給水管等の修繕維持業務

２２　映画・ビデオ製作 映画、ビデオ等の製作業務

２３　改葬業務 墓所における遺骨収集、指定場所への改葬等

２４　下水道管路施設修繕 人孔鉄蓋据付、ます修繕、陥没調査・復旧等

２５　道路反射鏡補修 道路反射鏡の補修業務

００　その他 その他業務

１４９９　その他

１４１５　文化財
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