
大分類 コード 小分類 業務の詳細
3001 一般印刷 カラー印刷、一色印刷、製本等
3002 フォーム印刷 連続伝票用紙、複写帳票等
3003 その他（印刷） 特殊印刷、地図印刷、青写真、シール印刷等
3101 事務用品 文具、事務機器（ＯＡ機器を除く）等
3102 事務機器 パソコン、パソコン周辺機器、複写機、トナーカートリッジ等
3103 その他（文具・事務機器類） 書籍、地図等
3201 木製家具 木製什器（応接テーブル、ソファ等）等
3202 スチール家具 鋼製什器（書庫類、更衣箱、机、椅子等）、移動棚等
3203 学校家具 黒板、学校用什器等
3204 室内装飾 じゅうたん、カーテン、簡易間仕切等
3301 自動車 乗用車、貨物車、軽自動車、バス、電気自動車等
3302 オートバイ・自転車 オートバイ、原動機付き自転車、自転車等
3303 特殊自動車 消防車、救急車等
3304 船舶 ボート、マリンジェット等
3305 車両部品・用品 部品、タイヤ、バッテリー等
3401 工作機器 電動工具、雑工具等
3402 農業機器 農機具、草刈機等
3403 建設機器 ブルドーザー、パワーショベル等

3501 家電機器
家電、空調関係（エアコン・ヒーター等）、調理（冷蔵庫、洗濯
機等）、照明器具等

3502 電気機器 発電機、変圧器、モーター、配線器具、屋外照明器具等
3503 視聴覚・通信機器 電話機、視聴覚機器、ファクシミリ、無線機等

3601 消防機器
ホース、消防ポンプ、避難器具、救助器具、防火服、防護
具、消火器、防災用品等

3602 厨房機器
流し台、調理台、調理用機器、食器洗浄・消毒用機器、冷
凍・冷蔵関係機器等

3603 暖房用器具 ガス・石油暖房器具（電気製品は除く）等

3701 計測機器
気象測定機器、大気測定機器、放射性測定機器、水道メー
ター等

3702 医療機器 治療用機器、ＡＥＤ等
3801 医薬品 医薬品、ワクチン、医療用消耗品等
3802 工業薬品 上下水道水処理用薬品等
3803 農業用薬品 殺虫剤、除草剤等
3901 車両・暖房用燃料 ガソリン、軽油、重油、白灯油、薪、木炭等
3902 気体燃料 ＬＰガス（プロパンガス含）等
4001 工事用資材 砂利、砂、砕石、セメント、コンクリート製品、アスファルト等
4002 給排水設備用資材 鋼管、鋼材、鉄製品、パイプ、ビニール管、水道用弁類等
4003 電気工事用資材 電線、電力ケーブル、架線材料、絶材料等
4101 カメラ・時計 カメラ、撮影機、写真材料、時計、貴金属等
4102 記念品・バッジ バッジ、カップ、トロフィー、楯、金杯、銀杯等
4103 スポーツ用品 スポーツ器具、武道具、運動衣等
4104 楽器 洋楽器、和楽器、楽譜、ＣＤ・レコード等
4201 被服・繊維 制服、作業服、防寒衣等
4202 寝具 ふとん、毛布、敷布等
4203 皮革・ゴム製品 作業靴、長靴、カバン、ランドセル等
4204 雑貨・金物 清掃用具、洗剤類、指定ゴミ袋、家庭用金物類等
4301 保育用具 保育教材、遊具等
4302 教育用具 教材、教具、模型等
4303 その他（教育用品類） 給食用食器、ミシン等
4401 食品 食品類、茶等
4402 広告看板 標識板、表示板、横断幕、懸垂幕等
4403 電気の供給 電気の供給
4404 その他（その他物品） 他に含まれない物品購入（主な営業品目に詳細を記載）

物品調達（販売・製造）営業種目区分表
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大分類 コード 小分類 業務の詳細
5001 広告代理 新聞折込業務、新聞・雑誌広告、車内広告等
5002 印刷・出版 広報・記念誌等の企画立案・作成等
5003 催事 催事の企画立案・会場設営等
5101 清掃 一般清掃

5102 建築物衛生維持
建築物空気環境測定、飲料水貯水槽清掃・水質検査、ねず
み害虫駆除等

5103 空調設備保守 空調設備等保守点検
5104 消防保安設備保守点検 消防設備・消火器具・警報機保守点検等
5105 警備 建物警備（機械警備含む）、イベント警備等
5106 受付・電話交換 受付・電話交換業務等
5107 その他（建築物の清掃・管理） 運動場・グラウンド・会館等管理、指定管理等
5201 下水道施設維持管理 下水道処理施設運転管理、下水道処理設備保守管理等
5202 上水道施設維持管理 上水道処理施設運転管理、上水道処理設備保守管理等
5203 通信設備維持管理 電話交換機・無線機・放送設備等保守点検
5204 その他（施設・設備の保守管理） 他に含まれない機器等の保守点検
5301 公園等清掃・除草・草刈 公園や市有地（市道含む）等の清掃、除草、草刈等
5302 樹木管理 樹木剪定・伐採等
5401 事務用機器等 ＰＣ・サーバ・複合機等
5402 建設機器等 建設機械等
5403 車両等 自動車・バス・船舶等
5404 医療機器 ＡＥＤ等
5405 その他（リース・レンタル） イベント・選挙用物品等

5501 システム開発
システム基本設計、システム開発、システム導入コンサル
ティング等

5502 インターネット業務 ＨＰ作成、メールサービス、プロバイダ業務等
5503 データ処理 データ入力、データ変換等
5504 ハードウェア保守点検 サーバ・ＰＣ保守点検等
5601 バス・タクシー バス・タクシー運行等
5602 貨物等 運搬・運送等
5603 旅行等 旅行代理業等
5701 環境・公害等調査 環境・公害等の調査・測定等
5702 市場調査・計画策定 市場調査、各種行政計画策定・コンサルティング等
5801 一般廃棄物収集運搬・処分 一般廃棄物収集運搬・処分
5802 産業廃棄物収集運搬・処分 産業廃棄物収集運搬・処分
5901 人材派遣 各種人材派遣業務等
5902 翻訳・通訳・速記 翻訳・通訳・速記・反訳等
5903 リサイクル 古紙・金属等の資源物売り払い
5904 その他（その他役務の提供） 他に含まれない役務の提供（主な営業品目に詳細を記載）
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