
令和５・６年度物品購入等入札参加者資格　業種区分表

区分 大分類 小分類 業種区分番号 品目例示等

物品 文具・紙 012270 各種用紙、封筒、筆記用具、ファイル、バインダー等

事務機器 012275 ファックス、複写機、印刷機等

情報処理機器・ソフトウェア 012280 パソコン、ＰＣ周辺機器、既製ソフトウェア等

印章 012285 ゴム印、日付印、印鑑等

事務用家具 012290
机、椅子、ロッカー、書庫、戸棚、応接セット、カウン
ター等

日用雑貨 012310
荒物、金物、調理用具、食卓器具、清掃用具、陶器、ビ
ニール袋等

食材・食料品 012315
野菜、食肉、鮮魚、調味料、パン、菓子、会議用の飲物
等

鞄・靴 012320 安全靴、長靴、鞄、スリッパ等

寝具 012325 ふとん、毛布、シーツ等

被服・繊維 012330 事務服、作業着、手拭、タオル等

室内装飾・家具 012335 カーテン、じゅうたん、たんす、ベッド等

学校教材 012355
教室用机、椅子、学校用什器類、小中学校用教材備品、
参考図書等

保育教材・玩具 012360 保育所等用教材備品、玩具、参考図書等

書籍・映像音響ソフト 012365
図書館、小中学校用書籍、雑誌、映像ソフト、音楽ソフ
ト等

楽器 012370 ピアノ、オルガン、管楽器、打楽器等

運動用品・遊具 012375 スポーツ用具一式、屋外用遊具等

自動車販売 012395 乗用車、バン、軽自動車等

トラック・バス販売 012400 トラック、バス等

消防車両販売 012405 消防ポンプ車、支援車、はしご車等のぎ装・販売

救急自動車販売 012410 高規格救急自動車等のぎ装・販売

特殊車両販売 012415
移動図書館、霊きゅう車、ブルドーザー、ロードロー
ダー、タイヤローラー等

部品等 012420 タイヤ、バッテリー、オイル、エレメント等

自転車・バイク販売 012425 自転車、バイク等

車検・修理 012430 車検、点検、板金修理等

家電製品 012450
テレビ、家庭用音響機器、電気釜、電子レンジ、トース
ター、冷蔵庫、エアコン、暖房器具、水銀灯、蛍光灯等

音響・放送機器 012455 放送用設備機器等

通信機器 012460 携帯電話、電話機、無線機器、防災無線機器等

電気設備 012465 発電機、モーター、空調設備、受配電設備等

事務用品

日用品

教育用品

車両

電気器具

別紙３－１



区分 大分類 小分類 業種区分番号 品目例示等

別紙３－１

物品 建設機械 012485 砂利採取機、コンクリートミキサー、砕石機等

工作機械 012490 旋盤、切断機、電気ドリル、溶接機等

農業機械 012495 耕運機、除草機、刈払機、噴霧器等

厨房機器 012500
食器洗浄機、食品保冷庫、回転釜、焼物機等
※ボイラー等は、012660

下水道施設用機器 012505
汚水処理用機器、汚泥処理用機器、肥料化装置用機器、
施設管理用機器

その他機械 012510 発動機、自動販売機等（その他具体的に記入すること）

計測機器 012530 計測器具、測量機器、気象用機器、放射線測定器等

理化学機器 012535 実験用機器等

光学機器 012540 カメラ、映写機、顕微鏡、双眼鏡、望遠鏡等

一般医薬品・医療用資機材 012560 内服薬、外用薬、包帯、脱脂綿等

ワクチン 012565 予防接種等用ワクチン

医療機器 012570
治療用機器、看護器具、注射器、呼吸器、心電図、診療
用機器等（管理医療機器・高度管理医療機器等）

ＡＥＤ・関連機器 012575 ＡＥＤ、ＡＥＤ訓練用品、ＡＥＤ付属品

介護・衛生用品 012580 車いす、紙おむつ、介護用機器等

医療外薬品 012585
工業用薬品、水道水消毒用薬品、活性炭、凝集剤、苛性ソー
ダ、硫酸バンド、次亜塩素酸ナトリウム、硫酸、塩酸、消泡
剤、ボイラー用薬品、消石灰、キレート等

一般印刷 012605 帳票類、ポスター、パンフレット、封筒等

フォーム印刷 012610 連続帳票、ＯＣＲ帳票等

特殊印刷 012615 シール、ラベル、カード、偽造防止用紙等

青写真 012620 写真現像焼付、焼増、青写真

地図印刷 012625 地図印刷（※１）

石油製品 012645 ガソリン、重油、軽油、灯油等

ＬＰガス 012650 施設用ＬＰガス

その他高圧ガス 012655
都市ガス、窒素ガス、酸素ガス、水素ガス、アセチレン
ガス、校正ガス等

器具類 012660 ボイラー、石油ストーブ、ガスストーブ、ガスレンジ等

消防設備 012680 消火器、火災報知器等

防犯用品 012685 防犯カメラ、三又等

保安用品 012690 ヘルメット、安全帯、防疫用品等

災害対応用品 012695 毛布、備蓄用飲食料、避難所用品、防災用資機材等

被服類等 012715 常備消防用被服類、救急救命用被服類、消防団用被服類

消防用資機材 012720 常備消防用資機材、消防団用資機材

救急救命用資機材 012725
救急救命用資機材
※ＡＥＤ関係は、012575

機械器具

精密機器

薬品・医療機器

印刷

燃料・ガス

消防保安用品

消防・救急
救命活動用

品



区分 大分類 小分類 業種区分番号 品目例示等
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物品 舗装材 012745 アスファルト合材、常温合材、乳化剤、タール等

砕石、砂利・砂、セメント 012750 砕石、砂利・砂、セメント、生コンクリート等

木材、コンクリート製品 012755
木材、合板、丸太、パイル、道路用製品、ブロック、鉄
筋コンクリート管等

鉄鋼品 012760
鋼材、鋼管、ガードレール、ワイヤーロープ、金網、鉄
線、鉄蓋等

上・下水道用資材 012765 鋳鉄管、塩ビ管、水道メーター、ポンプ、弁栓類等

電気工事材料、建築金物、塗料 012770
電線、光ファイバーケーブル、絶縁材料、建築金物、工
具、塗料、電磁接触器等

仮設資材 012775 組立ハウス、仮設トイレ、組立式駐車場等

標識・看板 012780
道路標識、カーブミラー、交通安全用品、看板、掲示
板、標識板、横断幕等

その他 012785 樹木、芝、造園石材等

図書類 012805 定期刊行物、専門書、一般図書等

記念品 012810 贈答品、啓発グッズ等

宝飾・徽章 012815 宝石、貴金属、眼鏡、トロフィー、旗、楯、バッジ等

農業用品 012820 動物、植物、肥料、飼料、種苗、園芸資材、農薬等

選挙用機器・用品 012825 投票箱、記載台、投票用紙分類機等

斎場用物品 012830 斎場用特殊物品

廃棄物処理施設用物品 012835 ごみ処理、し尿処理施設用特殊物品

電力供給 012840

その他 012845
収入印紙、切手、美術品、模型（その他具体的に記入す
ること）

その他物品

建設資材等



区分 大分類 小分類 業種区分番号 品目例示等

別紙３－１

役務 常駐巡回警備 013250 施設常駐警備、会場警備、交通整理員

機械警備 013255 機械警備

清掃 013275 施設内清掃（※２）

排水・給水管清掃 013280
施設内配管清掃、貯水槽清掃、浄化槽清掃（保守点検等
も含む）

害虫駆除・消毒 013285 施設内害虫駆除

緑地管理 013290 施設敷地内樹木剪定、樹木殺虫等（※３）

有線通信放送機器 013295
電話交換機、施設内放送設備等の保守管理、点検
※無線通信放送機器に関することは、013300

無線通信放送機器 013300
防災無線、防災情報ステーション、FM放送設備等の保守
管理、点検

電気工作物 013305 受電設備等の保守管理、点検

空調設備 013310 エアコン等の保守管理、点検

消防設備 013315 消火器、消火栓、火災報知器等の保守管理、点検

自動ドア等 013320
自動ドア、エレベータ、エスカレータ、シャッター等の
保守管理、点検

ボイラー 013325 施設ボイラーの清掃、保守管理、点検

廃棄物処理施設 013330 ごみ処理、し尿処理施設の設備等の保守管理、点検

その他の施設 013335 上記の小分類に属しないもの（具体的に記入すること）

事務機器 013355 複写機、複合機等の保守管理、点検

情報処理機器 013360 パソコン、サーバー機器等の保守管理、点検

医療機器 013365 医療機器、ＡＥＤ等の保守管理、点検

消防・救急救命用資機材 013370
常備消防、消防団、救急救命に関する資機材、車両装備
品等の保守管理、点検

その他の機器 013375
各種測定器、ピアノ調律、舞台機器等、上記の小分類に属しな
いもの（具体的に記入すること）の保守管理、点検

浄水施設 013395 水道施設等の運転管理業務（保守等含む）

下水道施設 013400
下水道施設（農業集落排水施設を含む）の運転管理業務
（保守等含む）

廃棄物処理施設 013405 ごみ処理、し尿処理施設の運転管理業務（保守等含む）

その他の施設 013410 上記の小分類に属しないもの（具体的に記入すること）

給食調理業務 013430 給食調理場業務委託等

弁当調理・宅配 013435 高齢者宅配弁当等の配食サービス

給食配送業務 013440 給食配送業務委託等

一般廃棄物収集運搬 013460 再資源化を含む

一般廃棄物処分 013465 再資源化を含む

産業廃棄物収集運搬 013470 特別管理産業廃棄物を含む

産業廃棄物処分 013475 特別管理産業廃棄物を含む

その他の廃棄物処理 013480

施設管理

機器類等保守

施設運転管理

警備

給食

廃棄物処理



区分 大分類 小分類 業種区分番号 品目例示等
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役務 行政政策 013500 計画策定支援、事務支援等

税務事務 013505 計画策定支援、事務支援等

環境政策 013510 計画策定支援、事務支援等（廃棄物処理を含む）

福祉政策 013515 計画策定支援、事務支援等

産業振興 013520 計画策定支援、事務支援等

都市政策 013525 計画策定支援、事務支援等

文化振興 013530 計画策定支援、事務支援等

その他の分野 013535 上記の小分類に属しないもの（具体的に記入すること）

環境測定 013555
大気、水質、下水道水質、土壌、騒音、ダイオキシン、
アスベスト等測定（施設内含む）

害虫調査・防除 013558 博物館・美術館等での環境調査、害虫防除

遺跡調査 013560

漏水調査 013565 施設内漏水調査

市場等調査 013570 世論調査、交通関係調査、アンケート調査

システム開発・提供 013590 電算システム・プログラム開発、webページ作成等

データ入力・出力 013595 データ入力、出力、統集計等

運用支援 013600 サポート、情報処理関連研修等

映像・音楽制作 013620

広告・宣伝 013625 広告企画・代行

イベント 013630 イベント企画・運営、研修講師派遣、会場設営等

展示 013633
博物館・美術館等の展示、展示用パネル・ケース等の製
作

デザイン 013635 印刷物、展示物等のデザイン等

旅客運送 013655 旅客運送事業者

貨物運送 013660 貨物運送事業者

旅行企画・手配 013665
旅程作成・随行、交通機関（貸切バス含む）・宿泊施設
等の手配等

美術品運送 013670

引越・事務所移転 013675

倉庫業 013680

レンタル 013700
複写機、複合機、情報処理機器・ソフトウェア、施設内
衛生・清掃用品、ＡＥＤ、イベント用品、貸衣裳、車
両、寝具等

事務機器リース 013705 複写機、複合機等

情報処理機器等リース 013710 パソコン、ＰＣ周辺機器、電算システム等

車両リース 013715

調査・測定

運送等

賃貸借

コンサルティング

情報処理

広告・催事等



区分 大分類 小分類 業種区分番号 品目例示等
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仮設建物リース 013720 プレハブ、仮設建物

その他リース 013725 上記の小分類に属しないもの（具体的に記入すること）

役務 複写サービス 013745
電子複写機による複写サービス（機器使用料、保守管理
料、トナー代等を含むサービスの提供）

受付・電話交換等 013750 受付（庁舎・施設）、電話交換等

写真撮影 013755 写真撮影、美術品写真撮影、マイクロ写真、航空写真等

人材派遣 013760 人材派遣業（許可等を有すること）

検針・徴収 013765 上下水道検針、上下水道料金徴収等

保険代理業 013770 各種保険代理業

クリーニング 013775 衣類、保育所用寝具丸洗い・乾燥・消毒

福祉関連業務 013780 介護サービス、紙おむつの給付等

医療関連業務 013783 レセプト点検、検診業務、保健事業、データ分析業務等

不用品買取り 013785

その他の業務 013790
会議録作成、美術品設置、文化財修復、新聞折込等（そ
の他具体的に記入すること。）

その他役務

賃貸借

※１「地図の調製」、※２「道路清掃（側溝清掃含む）」、※３「樹木剪定・草刈り（街路樹、公園
等）」は、測量・設計・建設コンサルタント業務等での申請となります。



令和５・６年度物品購入等入札参加者資格　業種区分表　主な変更点

○業種を分けたもの

  令和３・４年度
区分 大分類 小分類 業種区分番号 品目例示等

役務
広告・催事

等
イベント 013630

イベント企画・運営、研修講師派遣、会場設営、展示
等

  令和５・６年度 ⇓
イベント 013630 イベント企画・運営、研修講師派遣、会場設営等

展示 013633
博物館・美術館等の展示、展示用パネル・ケース等の
製作

○業種を追加したもの

  令和５・６年度
区分 大分類 小分類 業種区分番号 品目例示等

役務 調査・測定 害虫調査・防除 013558 博物館・美術館等での環境調査、害虫防除

○業種名が変更になったもの

  令和３・４年度
区分 大分類 小分類 業種区分番号 品目例示等

役務 情報処理 システム設計・開発 013590 電算システム・プログラム開発、webページ作成等

  令和５・６年度 ⇓
役務 情報処理 システム開発・提供 013590 電算システム・プログラム開発、webページ作成等

○品目例示等が変更になったもの

  令和３・４年度
区分 大分類 小分類 業種区分番号 品目例示等

物品 その他物品 図書類 012805 定期刊行物、専門書等

  令和５・６年度 ⇓
物品 その他物品 図書類 012805 定期刊行物、専門書、一般図書等

役務
広告・催事

等

別紙３－２


