
【　物　 品　】

業種コード 品目名称

300131 コンクリート製品 Ｕ字溝、側溝蓋、ブロック、コンクリート製杭等

300132 建材・石材 セメント、生コン、砂利、砕石、砂、人工芝用砂等

300133 木材 木材・合板等

300134 鉄鋼・非鉄鋼金属 グレーチング、トタン類等

300135 塗料等 ペンキ、ニス、ラッカー、刷毛、さび取り材等

300136 上下水道用資材 配管材、マンホール、バルブ類、弁類、水道用メーター等

300137 土木用資材 アスファルト、乳剤等

300138 凍結防止剤 塩化カルシウム（凍結防止剤、グラウンド等防塵剤）等

300139 その他建設資材・部材 上記に分類されないもの

300231 ＯＡ機器・用品 パソコン、周辺機器等、OAサプライ用品、各種事務用ソフトウェア

300232 事務機器（ＯＡ機器除く） 複写機、複合機、印刷機、裁断機、製本機、製図機、印刷機関連消耗品類等

300233 文具・事務用品 文房具、ファイリング用品等

300234 印鑑・ゴム印 印鑑、ゴム印、日付印等

300235 用紙類・紙加工品 コピー用紙、上質紙、感熱紙、包装紙、和紙、洋紙、封筒等

300236 書籍 書籍、電子媒体書籍、雑誌、事務用参考図書、地図等

300237 その他事務用品 上記に分類されないもの

300331 家具 木製家具、鋼製家具、カウンター、ロッカー、移動棚等

300332 学校用家具 学校用　木製・鋼製の机、椅子、ロッカー等

300333 室内装備品 カーテン、ブラインド、カーペット、玄関マット等

300334 建具・畳 サッシ、ドア、障子、ふすま、網戸、畳等

300335 厨房機器
冷凍冷蔵庫（業務用含む）、給食調理用器具、陳列ケース、ガス台、IHクッ
キングヒーター等

300336 舞台装置 舞台幕、緞帳、舞台照明、音響機器、舞台道具等

300337 寝具類 布団、毛布、シーツ、枕、マットレス等

300401 自動車 普通・軽乗用車、貨物自動車、トラック、バス等

300402 バイク・自転車

300403 自動車用品 タイヤ、バッテリー、自動車・二輪車用部品

300404 消防車 消防ポンプ付普通・小型積載車含む

300405 その他特殊車両

建設資材・部材

資格審査業種コード一覧表

事務用機器・用品

家具・建具

車両類

物品分類
例　　　　　　　　示



【　物　 品　】
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300501 ガス 液化石油ガス等

300502 石油類 ガソリン、軽油、灯油、重油等

300503 その他燃料 木炭、石炭、ペレット、薪、潤滑油、グリース、機械油等

300601 医療用薬品 医療用医薬品、一般用医薬品、ワクチン等

300602 医療機材・用品 健康診断用測定機器、サーマルカメラ等

300603 介護福祉機材・用品 車椅子、移動補助機器、介護ベッド、日常生活介護品等

300604 衛生用品 脱脂綿、ガーゼ、包帯、紙おむつ、マスク、使い捨て手袋等

300731 測量機器 ＧＰＳ、光波距離計、水平器、巻尺等

300732 理化学機器、分析・試験機器 PH計、大気測定器、水質検査器、放射能測定器、各種分析・実験装置等

300733 光学機器 カメラ、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、分光器、干渉計、時計等

300734 計量・測定機器 はかり、電気計測器等

300735 時計・眼鏡 時計類、眼鏡

300831 空調冷暖房機器
エアコン（業務用含む）、ガス暖房機、石油暖房機、ボイラー、空気清浄
器、送風機、脱臭器、集塵機等

300832 家電製品 テレビ、洗濯機、掃除機等

300833 照明器具 蛍光灯、電球、その他照明器具

300834 視聴覚機器 映写機、プロジェクター、スライド、音響機器・設備、放送設備等

300835 通信機器 携帯電話、電話、ファクシミリ、無線機等

300836 工作機械類 電気ドリル、電動カッター、金属加工機、工作台、溶接機等

300837 農業用機械類 トラクター、耕うん機、散布機、草刈機、噴霧器、鳥獣被害対策機器等

300838 建設機械類 建設機械、土木機械、発電機、除雪機、凍結防止剤散布機等

300839 教育・図書館機器 電気炉、金工木工用機器、図書館什器等

300840 ポンプ ポンプ（関連機器含む）

300841 その他機械器具 上記に分類されないもの

300901 学校教材
小中学校用教材、教育機器、学校用実験機器、美術・芸術教材、教育用ソフ
トウェア

300902 保育教材 保育園・幼稚園用教材

300903 楽器
洋楽器、和楽器、楽譜等
　※教育用以外は「その他百貨類」301036

300904 遊具類 屋外・屋内遊具施設、用品等

300905 その他教材 上記に分類されないもの

医療・介護・衛生用品

精密機械器具類
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燃料類



【　物　 品　】

業種コード 品目名称

物品分類
例　　　　　　　　示

301031 被服・帽子 事務服、作業服、白衣、エプロン、帽子、手袋、雨具等

301032 履物・鞄 靴、ゴム長靴、安全靴、鞄、袋物等

301033 消防・防災用品
非常用食料、非常用水、消化器、消防用制服、避難器具、災害用毛布、簡易
トイレ、間仕切り、防災倉庫等

301034 防犯・保安用品
防犯ブザー、防犯カメラ、その他防犯用品、交通安全指導用品、合図灯、誘
導灯、ヘルメット、カラーコーン、バリケード、保安灯等

301035 スポーツ用品
テント、グラウンド整備用具、スポーツ用具、スポーツ器具、トレーニング
機器、武道具、スポーツ石灰等

301036 楽器
各種楽器等
　※　教育用は「教育用教材」300903

301037 記念品・表彰用品 記念品、贈答品、徽章、表彰楯、カップ類、メダル、名札等

301038 看板・標識・旗
看板、案内板、掲示板、室内サイン、標識、プレート、鑑札、のぼり、横断
幕、懸垂幕等

301039 飲食料品 飲食料品（非常用除く）、給食用材料

301040 動物・動物用品 動物、昆虫、魚類、檻、水槽、飼料等

301041 植物・園芸用品 生花、鉢物、種苗、植木、肥料、各種園芸用品等

301042 金物・工具 一般工具、鍵、スコップ類、梯子、金網等

301043 雑貨・日用品 ほうき、ゴミ袋、タオル、バケツ、トイレットペーパー、その他家庭用品等

301044 映像・音楽ソフト BD、DVD、ビデオテープ、CD、レコード、カセットテープ等

301045 公告・啓発用品 公告用品、啓発用品

301046 選挙用品 投票箱、自動交付機、その他選挙用事務用品・機器等

301047 工業用薬品
エタノール、塩化カルシウム、液体窒素、塩酸、活性炭、苛性ソーダ、塩
素、石灰、硫酸等

301048 農業用薬品・衛生薬剤 農薬、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、脱臭剤等

301101 電気（電力） 電気（電力）の供給

303001 買受け 鉄・非鉄屑、紙・繊維屑、廃油、焼却灰、機器類、自動車等

304001 一般印刷
広報紙、冊子、リーフレット、封筒、ポスター、チラシ等
　※　デザインを主とする場合は「企画・立案・図録作成」307035

304002 特殊印刷 シール、ラベル、カード、改ざん防止用紙、地図印刷、その他特殊印刷

304003 製本 製本を主とするもの

305001 ＯＡ機器・事務機器リース パソコン、プリンター、コピー機等

305002 施設リース トイレ、テント、プレハブ等

305003 車両リース 自動車（特殊用途含む）、トラック、バス、二輪車等

305004 その他リース 上記以外のリース

買受け

印刷

リース

その他百貨類

電気



【 業務委託等 】

業種コード 受注希望業務

307031 イベント企画・運営 イベントの企画・運営、会場設営、展示関連、音響・照明操作等

307032 映像・音楽制作 映像・ビデオ・音楽作品等の企画・制作

307033 写真撮影 アルバム制作等含む

307034 公告 公告代理業、屋外広告物の作成・設置

307035 デザイン業務
ポスター・チラシ・冊子等の企画・編集・作成等
　※　印刷のみの場合は「印刷」304001

307036 その他企画・制作等 上記に分類されないもの

307131
システム・プログラム開発・
運用・保守

システム・プログラム開発、ネットワークシステム設計・構築（LAN構築含
む）、システム運用・保守等

307132 ＧＩＳ・ＣＡＤ関連業務
GIS及び地図関連システムの開発・運用、CAD/CAMシステムの開発・運用、
CAD/CAMデータの作成等

307133 インターネット関連業務 インターネットシステム関連業務、ホームページ関連業務

307134 セキュリティ関連業務 情報セキュリティ関連業務

307135 データ処理 データ入力、データ作成、データ変換等

307136 その他の電算業務 データ解析、データベースサービス、クラウドサービス等

307201 計画策定業務 各種計画策定・支援等

307202 会議録調整 速記、録音、文字起こし、会議録調製等

307203 資料整理 電子化含む

307204 翻訳・通訳 映像翻訳、外国語人材派遣含む

307205 ＰＦＩ支援業務

307206 固定資産評価業務

307207 マイクロフィルム処理

307208 レセプト点検業務

307209 埋蔵文化財調査等

307210 公共サービス 封入・封緘業務、水道検針料金収納業務、コンビニ収納代行業務等

307331 車両運行業務 自家用有償バス、町有バス、スクールバス等の運行管理等

307332 貨物運送業務 宅配便、引っ越し、配送等

307333
旅客運送業務
（一般乗用・貸切）

タクシー、ハイヤー、貸切バス

307334 旅客運送業務（乗合） 乗合バス、乗合タクシー
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【 業務委託等 】

業種コード 受注希望業務

業務分類

例　　　　　　　　示

307431 健康診断業務 メンタルヘルス診断、保健指導、栄養指導含む

307432 介護福祉業務 訪問介護、介護予防、介護認定調査、障がい者支援、相談サービス等

307433 人材派遣 講師派遣、労働者派遣

307434 図書館業務

307435 給食業務 学校・保育所給食、配食サービス等

307436 洗濯業務 衣類、寝具、室内装飾品（カーテン等）等のクリーニング・リネンサプライ

307437 保険業務 損害保険、傷害保険、自動車保険等

307438 旅行代理店 旅行代理業務

307439 倉庫業務 保管業務、貸倉庫業

307440 一般廃棄物処理 一般廃棄物処理・収集運搬

307441 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理・収集運搬

307442 その他業務 上記に分類されない業務

308031 施設管理・運営 建物管理、施設管理等

308032 清掃 床、窓、トイレ、空調用ダクト、貯水槽、排水管、その他建物附属設備等の清掃

308033 警備 人間警備、機械警備

308034 殺虫・消毒 消毒、ねずみ・害虫駆除、ガス燻蒸、防カビ処理等

308035 電気通信設備
建物電気設備、発電設備、電気工作物の保安管理、無線設備、電話機等の点検・
検査・修繕等

308036 空調設備 熱源設備、空調設備、換気設備等の点検・検査・修繕等

308037 機械設備 エレベーター、自動ドア等の点検・検査・修繕等

308038 消防・防災設備 消防設備、火災報知器、消火器具等の点検・検査・修繕等

308039 給排水衛生設備 ポンプ設備、給排水管、プール等の点検・検査・修繕等

308040 下水道施設 下水道施設の維持管理運転

308041 浄化槽 浄化槽保守点検、清掃等

308042 車両等点検・修理 一般・特殊車両、二輪車の点検・修理

308043 遊具保守・点検 公園、学校、保育所等の遊具の保守・点検・修繕等

308044 舞台設備 舞台設備の点検・検査・修繕等

308045 その他の維持管理 駐車場管理、植栽管理、除草等

建物・設備等維持管理

その他業務


