コ
分類番号
業
種
事務用品・教材
0101 文具・紙類
0102 事務機器
0103 事務用家具類
0104 教材
0105 情報処理機器
0106 印章
印刷・出版
0201 一般印刷
0202 ＤＴＰ印刷
0203 出版
0204 フォーム印刷
0205 特殊印刷
家具・什器・室内装飾品
0301 家庭用家具類
0302 室内装飾品
衣服・その他繊維製品類
0401 繊維製品
0402 寝具
0403 ゴム・皮革製品
生活用品
0501 家電製品
0502 ガス、石油機器
医療・福祉機械器具、資材
0601 医薬品等
0602 その他薬品
0603 医療用機械器具
0604 介護用機械器具
燃料・電力
0701 燃料油
0702 ガス
0703 電力
建設・測量機械器具、資材
0801 建設機械器具
0802 測量機械器具
0803 上下水道用機械
0804 交通安全施設
0805 看板・展示品
0806 その他建設資材

品

目

ー

ド

例

事務用消耗品全般
コピー、印刷機、電卓、製図機器等
什器、キャビネット、ロッカー、事務机等
医療教材、福祉教材、標本、模型、視聴覚ソフト等
パソコン、ワープロ、周辺機器、ソフトウェア、消耗品等
各種印鑑等の製作・販売
タイプ、活版、写植、オフセット印刷、製本
出力センター、オンデマンド印刷（自ら製作できること）
報告書・計画書・要覧等の企画・製作、電子出版
コンピュータ帳票印刷等
地図、航空写真、第二原図、シール等
机、テーブル、イス、本棚等
カーテン、カーペット、ブラインド、緞帳、暗幕等
制服、作業服、スポーツウェア、雨具等衣料品全般
布団、毛布、敷布等
革靴、ゴム長靴、鞄等

テレビ、ビデオデッキ、冷蔵庫等
ストーブ等、石油やガスを燃料とするもの（民生用）

表

（物品の販売・製造）
分類番号
業
種
その他機械器具、資材
0901 冷暖房・空調機械器具
0902 厨房・調理機械器具
0903 発電・送電・配電機械器具
0904 通信機械器具
0905 放送機械器具
0906 音響・映像機械器具
0907 照明機械器具
0908 理化学機械器具
0909 計量・測定・分析機械器具
0910 体育・遊戯機械器具
0911 消防・防災用品
0912 その他機械器具、資材
車両
1001 自動車販売
1002 自動車車検・修理
1003 二輪車販売
1004 二輪車車検・修理
1005 特殊用途車両販売
1006 自動車板金塗装
不用品売買
2001 不用品買売
その他
3001 その他

医薬品、衛生材料等
防疫・環境薬品、工業用薬品等（医薬品、農薬を除く）
体重計、血圧計、滅菌器等
車いす、介護ベッド、リハビリ機器等
ガソリン、灯油、重油、軽油
プロパンガス、その他特殊ガス
電力の調達・売買

重機、建設現場作業用機器等
レベル等、現場作業用機器等
ホース、水道メーター、汚水処理装置等
ガードレール、カーブミラー、標識等
看板（製作含む）、掲示板、表示板、模型、展示品
木材、セメント、建築金物、組立式物置、ビニール管等

有田周辺広域圏事務組合
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民生用を除く
民生用を除く
電話機、ファクシミリ、電話交換機等
有線・無線放送機器、放送設備、防災無線機器
民生用を除く
民生用を除く
実験・研究用機械器具
各種計量器、測定器等
体育館設備、公園遊具等
消防用ポンプ、防火機器、消火栓ボックス等
機械工具、ボイラー、ポンプ、農業園芸用機械器具、発電機等
軽自動車、普通車、部品等の販売
軽自動車、普通車、特殊用途車両等の車検・修理（板金塗装以外）
自動二輪、原付、自転車等の販売
自動二輪、原付、自転車等の車検・修理
消防車、建設用・農業用特殊車両、塵芥収集車等の販売
自ら板金塗装を行うことができるものに限る
パソコン、自動車、鉄・非鉄くず、紙・繊維くず等
0101～2001のいずれにも属さないもの
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表

（役務の提供等）
分類番号

業

種

警備・保守業務
賃貸
4001 警備・受付
有人警備、機械警備、交通警備等
8001 総合賃貸業
4002 宿直・管理
庁舎宿直業務、施設管理業務
8002 自動車
4003 施設保守点検
8003 建設機器
4004 空調施設保守点検
8004 資機材
4005 電気設備保守点検
8005 ＯＡ機器・事務機器
4006 通信設備保守点検
運輸・旅客
4007 エレベータ保守点検
9001 運輸（貨物）
4008 情報処理機器保守点検
9002 運輸（旅客）
4009 浄化槽維持管理
9003 旅行代理店
4010 消防設備保守点検
給食
10001 給食調理
4011 特定建築物の環境衛生管理
空気環境測定、飲料水貯水槽清掃、ねずみ昆虫等防除を総合的に行えるもの
10002 栄養指導
4012 上下水道施設運転維持管理
4013 その他保守点検
その他
11111 その他
清掃・処理業務
5001 建物清掃
5002 給排水設備清掃
貯水槽、浄化槽、管渠等の清掃
5003 廃棄物処理
一般廃棄物、産業廃棄物の収集・処理
5004 予防・駆除
害虫駆除、消毒等
5005 除草・樹木管理
除草作業、樹木・芝生の剪定、消毒等
広告・企画制作
6001 広告・宣伝
6002 ホームページ企画・作成
6003 映画・ビデオ製作
6004 速記・議事録作成
調査研究・測定・情報サービス
7001 衛生検査・環境測定
水質、大気、土壌等の検査、測定等
7002 調査研究コンサルタント 社会・経済・行政等各種調査、計画策定等
7003 ソフトウェア開発
ソフトウェア・システム開発等
7004 埋蔵文化財発掘調査
7005 上下水道管調査
7006 漏水調査
7007 アスベスト濃度測定
アスベスト含有率、大気中アスベスト測定

※地籍調査は、別途、測量・建設コンサルタントとして、アスベスト処理は、建設工事として申請してください。
【測量・建設コンサルタント及び建設工事の要領を参照してください。】
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リース、レンタル等（8002～8005のいずれにも属さないもの）
リース、レンタル
建設重機、建設作業用機器のリース・レンタル
イベント用品、仮設トイレ等のリース・レンタル
複写機、印刷機、複合機等のリース・レンタル
貨物の輸送
旅客の輸送、町所有バスの運行管理等
旅行企画、手配等

4001～10002のいずれにも属さないもの

