
平成29・30年度

分類 業種名 コード メイン業務

0101 一般印刷 一般帳票、冊子、書籍等

0102 新聞印刷 広報誌、議会報等

0103 封筒印刷 一般封筒、窓開き封筒等

0104 地図印刷 都市計画図等

0105 フォーム印刷 連続伝票、連続封筒等

0106 特殊印刷 ＯＣＲ、シール、フォームラベル等

0107 その他 偽造防止印刷等

0201 事務用消耗品 文具類、ファイル等

0202 用紙類 上質紙、画用紙等

0203 印章・ゴム印

0204 事務用備品 机、ロッカー、キャビネット等

0205 印刷機・複写機

0206 ＯＡ機器 パソコン、プリンタ等

0207 その他

0301 教科書 準用教科書、指導書等

0302 図書 書籍、雑誌等

0303 学校用教材 指導用教材等

0304 理化学用品 理科用教材等

0305 教育備品 机、椅子、黒板等

0306 保育用品 机、椅子、遊具等

0307 楽器 ピアノ、太鼓、管楽器等

0308 レコード・ＣＤ類 ＡＶ媒体（ＣＤ、ＤＶＤ等）

0309 体育用品 マット、跳び箱等

0310 その他

0401 選挙用品 選挙にかかる消耗品、備品等

0402 選挙ポスター掲示板 選挙ポスター掲示板の作製

0403 その他

0501 家電器具 家電、照明、視聴覚、冷暖房器具等

0502 通信機器 電話機、ＦＡＸ、無線機等

0503 電気機械器具 モーター、発電器、変圧器等

0504 電気器具修理

0505 その他

0601 厨房用品・備品 流し台、調理台、釜等

0602 給食用食器類

0603 その他

0701 乗用車 乗用車、バス等

0702 貨物車 トラック、ダンプ車等

0703 二輪車 オートバイ・自転車

0704 特殊車両 消防、給水、塵芥車等

0705 福祉車両 車椅子リフト装備車等

0706 自動車部品・修理 タイヤ、バッテリー、車検分解整備等

0707 その他

0801 石油類 ガソリン、灯油、重油等

0802 ＬＰガス類

0803 その他

申　請　業　種　コ　ー　ド　一　覧　表

物品納入関係
業務分類 業務詳細

内　　　容　　　例

01 印刷製本

02 事務用品及び事務用機器類

03 学校用教材及び保育用品

04 選挙用品等

05 電気機器類

06 厨房用品

07 車両類

08 燃料類



平成29・30年度

分類 業種名 コード メイン業務

申　請　業　種　コ　ー　ド　一　覧　表

物品納入関係
業務分類 業務詳細

内　　　容　　　例

0901 医療用備品 ベッド、各種医療機器（修理を含む。）等

0902 福祉機器・介護用品 車椅子等

0903 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）

0904 衛生材料 注射器、脱脂綿、ガーゼ、おむつ等

0905 医療用薬品 薬、ワクチン等

0906 試薬品 硫酸、塩酸等

0907 防疫剤 殺虫剤、殺そ剤等

0908 工業用薬品 固化剤、凝固剤等

0909 上水道用薬品 次亜塩素酸ナトリウム等

0910 その他

1001 事務服・作業服

1002 消防等制服 消防、交通指導員等

1003 調理用被服 エプロン、白衣

1004 寝具類 布団、毛布、シーツ等

1005 履物・雨具等 安全靴、長靴、合羽等

1006 その他

1101 消防用器具 消化器、避難器具等

1102 防災用品 土のう袋、非常用食品,ヘルメット等

1103 保安用品 カーブミラー、バリケード等

1201 時計 壁掛け、置き時計等

1202 カメラ カメラ、フィルム等

1203 ギフト用品 記念品、贈答品、図書カード等

1204 トロフィー等 楯、メダル、カップ等

1205 記章・名札 胸章、腕章等

1206 その他

1301 サッシ

1302 ドア

1303 ふすま

1304 雨戸

1305 各種シャッター

1306 戸

1307 障子

1308 網戸

1309 その他

1401 建設用機械 フォークリフト、ロードローラー等

1402 園芸用機械 草刈機、芝刈機等

1403 その他 測定器、ボイラー、ポンプ等

1501 砂利・砕石・砂・土類

1502 セメント・生コン・アスファルト

1503 コンクリート製品 Ｕ字溝蓋、石杭、床板等

1504 木材・建築金物 丸太、杭、工具、塗料、金物等

1505 その他

1601 看板 つり看板、立看板、標識等

1602 テント・シート

1603 横断幕・旗類 横・懸垂幕、国旗、市旗、のぼり等

1604 カーテン・絨毯 カーテン、ブラインド、カーペット等

09 医療・衛生・薬品類

10 被服及び寝具類

11 消防用器具及び保安用品

12 時計・カメラ・ギフト

13 建具

14 建設用機械及び産業機械

15 建設用資材

16 展示・装飾品



平成29・30年度

分類 業種名 コード メイン業務

申　請　業　種　コ　ー　ド　一　覧　表

物品納入関係
業務分類 業務詳細

内　　　容　　　例

1701 演台

1702 舞台照明

1703 舞台道具

1704 舞台幕

1705 緞帳

1706 その他

1801 量水器

1802 材料

1803 その他

19 電力 1901 電力供給

2001 日用品雑貨

2002 食料品 せんべい、茶菓子等

2003 園芸用品 種、苗木、球根、肥料等

2004 その他

17 舞台装置

18 水道資材

20 その他の物品



平成29・30年度

分類 業　　種　　名 コード メイン業務

2101 清掃（建物等） 建物清掃、トイレ、窓ガラス、病院

2102 衛生設備 洗面器、便器、配水管

2103 浄化槽（保守） 保守

2104 浄化槽（清掃） 清掃

2105 受水槽、高架水槽、貯水槽 保守、清掃

2106 貯留槽 保守、清掃

2107 警備業（機械警備を除く。） 施設、雑踏、交通誘導、身辺等

2108 警備業（機械警備に限る。） 機械警備

2109 消毒 ネズミ・害虫駆除、薬剤散布

2110 草刈り（公共施設周辺等） 公共施設周辺等の草刈り、除草

2111 樹木の保護管理（公共施設周辺等） 公共施設周辺等の剪定、消毒

2112 運営管理 公共施設の運営管理

2113 運動施設等の維持管理 運動グラウンド整備等

2114 建築物及び建築設備 建築基準法によるもの

2115 その他

2201 消防・救急・防災機器 火災報知器、非常電源装置、救急機材、ガス漏警報器

2202 エレベーター 昇降機、ダムウェーター

2203 通信機 電話機、無線機、テレビ共聴機、受信装置

2204 冷暖房機 冷凍機、ボイラー、空調機

2205 自家用電気工作物

2206 自動ドア

2207 環境関係機器 気象観測装置、大気汚染監視

2208 医療関係機器

2209 排水機

2210 資源物の分類

2211 空調 空調設備清掃、消耗品交換

2212 水ろ過 ろ過機ほか

2213 浄水場、排水場 雨水処理

2214 音響、舞台

2215 電波障害

2216 電気、ガス 発電機、コージェネレーション、タービン

2217 照明

2218 遊具 公園等の遊具点検・保守管理

2219 その他 レジスター、車両排気装置、トラックスケール

2301 収集・運搬（一般廃棄物）

2302 中間処分（一般廃棄物）

2303 最終処分（一般廃棄物）

2304 収集・運搬（産業廃棄物）

2305 中間処分（産業廃棄物）

2306 最終処分（産業廃棄物）

2307 収集・運搬（特別管理産業廃棄物）

2308 中間処分（特別管理産業廃棄物）

2309 最終処分（特別管理産業廃棄物）

申　請　業　種　コ　ー　ド　一　覧　表

業務委託関係
業務分類 業務詳細

内　　　容　　　例

21 建物等の維持・運営管理

22 設備、機械類の保守管理

23 廃棄物処理



平成29・30年度

分類 業　　種　　名 コード メイン業務

申　請　業　種　コ　ー　ド　一　覧　表

業務委託関係
業務分類 業務詳細

内　　　容　　　例

2401 広告代理 車両内公告、駅ばり、新聞折込、車体利用

2402 催物の会場設営、企画運営 フェスティバル、パーティ、イベント

2403 花火の打ち上げ

2404 イルミネーション

2405 その他

2501 社会・世論 市民意識調査

2502 環境 大気調査、水質、調査、生物調査

2503 交通

2504 漏水 上水道

2505 下水管渠 下水道管路内調査

2506 地下埋設物 下水管、ガス管、埋設状況調査

2507 埋蔵文化財発掘

2508 土地鑑定

2509 金融関連

2510 集団検診・衛生検査 健康診断

2511 計画策定 マスタープラン、防災計画

2512 福祉計画策定 福祉施策に関連する計画

2513 経営戦略 事業・組織・人材・マーケティング・財務戦略

2514 その他 建築・設備設計　長期修繕計画等

2601 写真撮影 一般写真、マイクロフィルム

2602 映画製作 映画製作、ビデオ制作、スライド製作

2603 その他 撮影誘致

2701 プログラム開発、保守等 ソフト開発、コンサルティング、カスタマイズ等

2702 システム開発、保守等 業務系システム開発、コンサルティング、カスタマイズ等

2703 ネットワーク設計、保守等 ネットワーク設計、コンサルティング等

2704 ホームページ作成、管理等

2705 GIS関連

2706 セキュリティ関連 ウイルス監視、コンサルティング等

2707 画像処理関連

2708 データ更新 単価入れ換え

2709 データ入力

2710 データセンター運営管理

2711 研修、講師派遣

2712 OA機器、事務機器の保守 パソコン、コピー機（使用料）、印刷機、プリンター

2713 その他

2801 在宅介護サービス

2802 巡回入浴サービス

2803 配食サービス

2804 給食業務委託 施設の食堂運営

2805 おむつ支給

2806 その他

2901 水道検針

2902 水道料金徴収

2903 その他

24 広告及び会場設営

25 調査・研究等

26 写真・映画

27 電算機器関連

28 介護等

29 水道料金に係る業務



平成29・30年度

分類 業　　種　　名 コード メイン業務

申　請　業　種　コ　ー　ド　一　覧　表

業務委託関係
業務分類 業務詳細

内　　　容　　　例

3001 書誌データ作成 人名典拠・内容細目・図書資料マーク作成

3002 図書館業務システム開発、保守 自動貸出機、資料盗難防止機構築

3003 その他

3101 選挙事務 選挙に係る受付、事務作業等

3102 教育補助

3103 ALT

3104 その他

3201 クリーニング

3202 窓口、案内 受付事務、コールセンター

3203 テープ起こし 会議録の作成

3204 速記 会議録の作成

3205 翻訳、通訳

3206 自動車の運行 バス、自動車の運行請負

3207 運搬 引越し、荷物等の運搬

3208 保険 損害保険等

3209 学校給食

3210 放置車両確認

3211 複写業務 コピー、DPE、青写真印刷

3212 封入、封かん 印刷物の封入、封かん、発送業務

3213 配布 チラシ・広報誌等

3214 旅行代理 プラン作成

3215 研修、講師等派遣 各種研修・相談会実施

3216 看板の設置、撤去（選挙） 選挙ポスター掲示板の設置撤去

3217 看板の設置、撤去（その他） 違反広告物等

3218 土俵関連 設置、維持管理

3219 自転車撤去業務

3220 測量 境界確認

3221 文書の溶解

3222 その他の業務委託

4001 道路・水路の清掃

4001 下水管渠の清掃 下水管渠の清掃

4001 草刈り 河川敷、空き地等の草刈り・除草

4001 樹木の保護管理 剪定、消毒等

4001 公園の清掃

4001 その他

4101 建築 建築一式

4102 電気設備 電気設備一式

4103 機械設備 機械設備一式

4104 その他 その他一式

30 図書館運営に係る業務

40 道路・水路等の維持管理

41 工事・修繕

31 人材派遣

32 その他の業務委託



平成29・30年度

分類 業　　種　　名 コード メイン業務

5101 事務機器、用品 椅子、ロッカー、コピー機、シュレッダー、スキャナー等

5102 ＯＡ機器 パソコン（一式）、プリンタ、ソフト等

5103 学校教材 教材、ピアノ、スポーツ用品等

5104 車両類 バス、トラック、自動車等

5105 図書館関係機器

5106 寝具類 布団類、ベッド（介護、医療用を除く。）

5107 介護・医療備品 ベッド、各種医療機器

5108 消防・防災用器具 消化器、ガス漏れ警報器、避難器具等

5109 自動体外式除細動器（ＡＥＤ)

5110 建設機械 ショベルカー、タンパ、ダンプ、バックホー等

5111 簡易・仮設建築物 プレハブ、トイレ、物置等

5112 通信機器 固定電話、携帯電話、無線機等

5113 環境関係機器 計測機器等

5114 音響・舞台機器

5115 救急、防災機器

5116 業務システム（端末を含む。）

5117 その他の借上げ

平成29・30年度

コード 業　　種　　名 コード 種　　　　　　　類

6101 古紙 新聞、雑誌、段ボール等

6102 鉄くず プレスしたもの

6103 アルミニウム

6104 カレット 色選別済みのもの

6105 生びん 一升びん、ビールびん等

6106 ペットボトル

6107 自転車 放置自転車等

6108 その他 車両等

平成29・30年度

コード 業　　種　　名 コード 種　　　　　　　類

7101 その他の物品納入 類似する他の業務に属さないもの

7102 その他の業務委託 類似する他の業務に属さないもの

7103 その他の借上げ 類似する他の業務に属さないもの

7104 建築及び設備修繕 建築及び機械・電気等の設備の修繕

その他
申　　請　　業　　種 詳　細　コ　ー　ド

内　　　容　　　例

７１ その他

申　請　業　種　コ　ー　ド　一　覧　表

賃貸関係
業務分類 業務詳細

内　　　容　　　例

５１ 賃　　貸（リース、レンタル）

売却関係
申　　請　　業　　種 詳　細　コ　ー　ド

内　　　容　　　例

61 不用品売却



平成29・30年度

分類 業　　種　　名 コード メイン業務

0903 自動体外式除細動器（AED） 高度管理医療機器等販売業許可証の写し

0901 医療用備品 医療機器修理業の許可証の写し

2103 浄化槽（保守） 浄化槽保守点検業登録証の写し

2104 浄化槽（清掃） 草加市又は八潮市の浄化槽清掃業許可証の写し

①警備業認定証の写し

②埼玉県公安委員会の営業所の届出書の写し（埼玉県外に本店を有する場合のみ）

①警備業届出書の写し

②埼玉県公安委員会の営業所の届出書の写し（埼玉県外に本店を有する場合のみ）

2301 収集・運搬（一般廃棄物）

2302 中間処分（一般廃棄物）

2303 最終処分（一般廃棄物）

2304 収集・運搬（産業廃棄物）

2305 中間処分（産業廃棄物）

2306 最終処分（産業廃棄物）

2307 収集・運搬（特別管理産業廃棄物）

2308 中間処分（特別管理産業廃棄物）

2309 最終処分（特別管理産業廃棄物）

3101 選挙事務

3102 教育補助

3103 ALT

3104 その他

5109 自動体外式除細動器（AED）

5107 介護・医療備品

6101 古紙

6102 鉄くず

6103 アルミニウム

6104 カレット

6105 生びん

6106 ペットボトル

6107 自転車

6108 その他

71 その他 7104 建築及び設備修繕 建設業法又は電気工事業法上の許可・登録証等の写し

建物等の維持・運営管理

2108 警備業（機械警備に限る。）

51 賃貸（リース・レンタル） 高度管理医療機器等賃貸業許可証の写し

61

※営　業　に　必　要　な　登　録　・　許　可　証　の　例

業務分類 業務詳細
内　　　容　　　例

2107 警備業（機械警備を除く。）21

09 医療・衛生・薬品類

【留意事項】
※本表は例であり、本表に係わらず、受託しようとする業に必要な許可・登録・資格証の写しを確実に添付すること。

不用品売却 古物商営業許可証の写し

23 廃棄物処理
処分については、廃棄物処理業の許可証の写し

運搬については、廃棄物収集運搬業許可証の写し

31 人材派遣
一般労働者派遣事業許可証の写し
又は
特定労働者派遣事業届出書の写し


