品目分類表（物品購入等）
大分類
1 産業部門

中分類
01 土木・建設機械
(除特殊車両）

主な単品名

大分類

［土木工事及び建設工事等に使用する機械類］
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ､ﾊﾝﾄﾞﾄﾞｰｻﾞｰ､振動ﾛｰﾗｰ､ﾊﾟﾜｰｼｮﾍﾞﾙ
等の各種積込機械、各種ｸﾚｰﾝ､杭打機、ｺﾝﾌﾟ
ﾚｯｻｰ､発電機､ｳｨﾝﾁ､ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ、削岩機

3 教育部門

02 農林業用機器及び
園芸資材

［各種農林業用機械器具、造園・園芸用資材］
ﾄﾗｸﾀｰ類、芝刈機、ﾁｪﾝｿｰ､園芸用土、園芸用肥
料､農薬類、鎌・くわ類、樹木、芝生種子、鉢類、
苗類
03 水道用機械器具及び ［水道用設備機械類、配管材類］
資材
計装計器、ｽｸﾘｰﾝ装置、汚泥装置小型浄水装
置、水処理機、水道ﾒｰﾀｰ､水道用鋼管、塩化ﾋﾞ
ﾆｰﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管、仕切弁、空気弁、ﾊﾞﾙﾌﾞ類

主な単品名
［各種スポーツ用機器及び用具類］
ｽﾎﾟｰﾂ用機器用具、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機器､体育施設機
器、ｽﾎﾟｰﾂﾕﾆﾌｫｰﾑ､ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｳｪｱ､各種ｽﾎﾟｰﾂ
ｼｭｰｽﾞ､ﾘｱｶｰ、ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ用品

31 保育用品及び遊具類 保育用品、公園施設遊具・備品
各種楽器、収録済音楽ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ・ＣＤ、録画済
32 音楽関連用品
ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ・ＤＶＤ
33 図書及び出版物

書籍、新聞、地図類、啓発用出版物、ｽﾗｲﾄﾞ
追録、映画ﾌｨﾙﾑ､収録済ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ・CD、
録画済ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ・ＤＶＤ

34 各種教材用品

学校等で使用する各種教材教具
（上記３０～３３に該当しない教材教具）

04 電気・通信機器及び ［電気製品、その他の電気機器・設備・資材］
資材
家庭電気機器類、電気冷暖房機器、照明機器、
放送設備、ﾃﾚﾋﾞ･ﾋﾞﾃﾞｵ装置、ｵｰﾃﾞｨｵ装置、ｶｾｯ
ﾄ･ﾋﾞﾃﾞｵﾃｰﾌﾟ・CD・DVD・MD（未収録品）、無線
4 事務部門
装置、電気資材類

35 教育部門機器
・教材修繕

［中分類３０～３４に係る機器・教材等修繕］

40 事務用機械

［事務用機械類］
ﾊﾟｿｺﾝ､ﾀﾌﾞﾚｯﾄ､ﾌｧｯｸｽ､計算機、印刷機、複写
機、製版機、製本機、丁合機、裁断機器、ﾏｲｸﾛ
機器

05 厨房機械器具

［業務用厨房機器、給食用器具・用品類］
調理作業機器（流し台等）、熱機器（炊飯器、ｵｰ
ﾌﾞﾝ等）、大型冷蔵庫、調理機器、食器消毒保管
庫、食器戸棚、給食用機器

41 事務用器具及び
文具類

［事務用器具及び文具類、紙、紙製品］
各種筆記用品、ﾊﾟﾝﾁ､ｶｯﾀｰﾅｲﾌ､ｸﾘｯﾌﾟ、接着用
品、画材、額縁、紙及び事務用紙製品、封筒
類、複写用品、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ用品、ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄ､製図
用機器用品

06 理化学機器

［公害測定・実験等理化学機器］
公害関係測定機器類、顕微鏡、双眼鏡、望遠
鏡、実験用理化学機器類

42 家具・調度類

［木製・鋼製品家具類及び製作家具］
机類（事務用机、会議用ﾃｰﾌﾞﾙ等）、各種椅子、
ﾛｯｶｰ､保管庫類、（書庫、ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ､金
庫、書架類）、各種ｶｳﾝﾀｰ、ﾊﾟｰﾃｨｰｼｮﾝ類､黒
板、掲示板類

07 測量・計量機器

測量用機器、計量機器、計測機器、両替機、券
売機

43 印章類

印章（製作印、既製印）、印章関連用品

44 写真用品
08 その他各種機器及び ［中分類１～７に属さない機械類及び工具］
工具
ﾎﾞｲﾗｰ､ﾎﾟﾝﾌﾟ類、溶接機、各種工具類、除雪機、
階段昇降機

［写真用品、映写機］
ｶﾒﾗ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ及び写真用品（ﾌｨﾙﾑ､DPE等）、
ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ､映写機、ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ

45 記章・旗・贈答品類

記章、ﾒﾀﾞﾙ､ﾄﾛﾌｨｰ､楯、ｶｯﾌﾟ､ﾌﾟﾚｰﾄ、国旗、贈答
品類

09 建材・原材料

46 事務部門機器修繕

［中分類４０～４５に係る機器修繕］

50 一般印刷

凸版印刷、平版印刷、軽印刷、シール印刷

［木材二次製品、鉄鉱材、金属製の外構材及び
鋼材を主体とした二次製品、ｱｽﾌｧﾙﾄ合材類及
び各種合成資材、ｺﾝｸﾘｰﾄ製品］
ﾌｪﾝｽ､各種鋼材、鉄蓋類、鋳鉄製品、各種鋼管
類､ｱｽﾌｧﾙﾄ､その他道路舗装材、人工芝、ﾋｭｰﾑ
管､下水道用ﾏﾝﾎｰﾙＵ字側溝、境界ﾌﾞﾛｯｸ､ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ蓋

51 一般フォーム印刷

下記５２に該当しないフォーム印刷

52 特殊フォーム印刷

OCR、改ざん防止用紙、ドライシーリング

54 特殊印刷

ｽｸﾘｰﾝ印刷、ｼﾙｸ印刷、磁気ｶｰﾄﾞ印刷

11 産業部門機器修繕

［中分類１～１０に係る機器修繕］

55 複写類

青写真、ﾏｲｸﾛ写真、地図複製、ｺﾋﾟｰ類

20 医療機器及び器具

［医療機器及び器具］
6 車両部門
ＣＴｽｷｬﾅｰ､Ｘ線機器、救急用具、滅菌器、消毒
器、医療用ﾍﾞｯﾄﾞ､体温計、身体測定機器、ﾚﾝﾄｹﾞ
ﾝﾌｨﾙﾑ及び現像液、医療用器材、車椅子、介護
用具

60 自動車

普通乗用車、ｼﾞｰﾌﾟ類、ﾊﾞｽ､ﾄﾗｯｸ

61 特殊車両及び
その他車両・架装

自動車以外の車両
（ﾛｰﾀﾘｰ除雪車、ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ､ｽﾉｰﾛｰﾀﾞｰ、救急車）
ｵｰﾄﾊﾞｲ､自転車、消防車両・清掃車両の架装

［一般医薬品、試薬、化学工業薬品及び分析
ｶﾞｽ類､化粧品］
医薬品、試薬（塩酸、硫酸等）、無機酸、有機薬
品､無機薬品化成品、各種化粧品類

62 車両部品
・自動車用品

［各種車両部品及び自動車用品］
各種車両部品、ｶｰﾊﾞｯﾃﾘｰ､ﾀｲﾔ､不凍液、ｵｲﾙ､
ｸｰﾗﾝﾄ､ｼｰﾄｶﾊﾞｰ､ｽﾉｰﾌﾟﾗｳ

63 車両部門修繕

車両の点検・整備［中分類６０～６２に係る機器
修繕］
ｶﾞｿﾘﾝ､軽油、灯油、重油、ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ、BDF、木
炭･薪・石炭

10 木材・鋼材の
加工資材

2 衛生部門

中分類
30 スポーツ用品

21 薬品・化粧品

22 衛生資材

23 衛生部門機器修繕

［木材類及び各種建材、路盤用骨材類］
建築用木材、内外装材、畳、ｻｯｼ､ｶﾞﾗｽ、ﾚﾝｶﾞ､ﾀ
ｲﾙ､塗料、ｾﾒﾝﾄ､ﾓﾙﾀﾙ､土類、玉石、砕石、砂
利､凍結防止剤（塩ｶﾙ他）

［各種衛生資材］
衛生陶器(大便器等)、水洗金具、洗面化粧台、
浴槽、焼却炉、濾布、ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ

［中分類２０～２２に係る機器修繕］

5 印刷部門

53 地図印刷

7 燃料部門

70 各種燃料

71 暖房機器類

ｽﾄｰﾌﾞ、ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ､ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ

72 燃料部門修繕

[中分類７１に係る機器修繕]
次頁につづく

大分類
8 繊維部門

9 その他の
部門

中分類

主な単品名

大分類

中分類

20 リース部門 200 車両（特殊車両含
む）
201 事務用機器

主な単品名

80 被服類

制服、事務服、作業服、白衣、帽子

81 寝具類

掛布団、敷布団、毛布、ｼｰﾂ､枕、座布団

82 靴鞄類・ｺﾞﾑ製品・
帆布類
83 ｶｰﾃﾝ･ｶｰﾍﾟｯﾄ
その他繊維製品

革靴、ｺﾞﾑ長靴、ｺﾞﾑ手袋、合羽、雨衣、ﾍﾞﾙﾄ､
鞄、ﾃﾝﾄ､防水前掛
ｶｰﾃﾝ（ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ含む）、ｶｰﾍﾟｯﾄ､軍手､ﾀｵﾙ、手芸
用品、おしぼり、布地、糸、暗幕、横断幕、懸垂
幕

202 土木・建設機械
203 医療機器

AED、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ機器

90 防災・保安及び
消防器材

ﾍﾙﾒｯﾄ､防塵眼鏡、防塵ﾏｽｸ､安全靴、消防ﾎｰ
ｽ、空気・酸素呼吸器、耐熱服、防火衣、消火
器､消火薬剤、発煙筒、救命胴衣、防災用品、
防災資機材

204 その他

施設機器（音響・照明等）、清掃用具、ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ、
倉庫、仮設ﾄｲﾚ､水道ﾒｰﾀｰ
［その他中分類２００～２０３以外のもの］

ﾊﾟｿｺﾝ､ﾀﾌﾞﾚｯﾄ､複写機、ﾌｧｯｸｽ､ﾌﾟﾘﾝﾀｰ

91 看板類

看板、鑑札、道路標識、
ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ用ﾎｰﾙｶｯﾌﾟ･ﾌﾗｯｸﾞ
92 時計・眼鏡・貴金属類 時計・眼鏡・宝石類
93 食料品類
94 自動販売機
95 金物・日用雑貨・
陶磁器類

各種食品、飲料水（下記９４に該当しない食品・
飲料水）、酒類、動物の餌、飼料
食品用自動販売機設置
飲料用自動販売機設置
なべ、かま、脚立、梯子、ﾊﾞｹﾂ､その他家庭用金
物雑貨、ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ､ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ､石鹸、洗
剤、その他日用品、陶器及びｶﾞﾗｽ製品、食器
類、ゴミ袋（指定ゴミ袋含）、物置、ｶﾞﾚｰｼﾞ、鍵

96 電力供給
97 その他

［どこにも属さないもの］

98 その他修繕

［どこにも属さない修繕］

10 委託部門 100 清掃業務

一般建物清掃、ﾋﾞﾙ清掃

（役務の提供）

101 警備業務

常駐警備、機械警備、交通警備

102 上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

貯水槽清掃、浄化槽清掃、タンク漏洩検査、
TVカメラ調査、浄化槽維持管理

103 道路清掃及び
維持管理業務
104 機械設備保守業務

道路清掃、道路維持管理

105 環境測定及び
水質等検査業務
106 電算処理業務
107 運送業務

電気設備、ﾎﾞｲﾗｰ､ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ､空調設備、電話機
交換機、火災報知器、電算ｼｽﾃﾑ
大気、土壌、騒音、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ､飲料水、河川水
漏水、臨床検査
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ､ﾊﾟﾝﾁｻｰﾋﾞｽ､ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ､ｼｽﾃﾑ開発

108 処分業務

ｽｸｰﾙﾊﾞｽ､引越し、荷物運送、学校給食配送、
ｺﾞﾐ収集、廃棄物（一般・産業）収集運搬
廃棄物（一般・産業）処分

109 広告・企画及び
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作業務
110 除雪業務

新聞広告、ﾃﾚﾋﾞ広告、ﾗｼﾞｵ広告、各種企画、
写真撮影、ビデオ・DVD・ホームページ制作
除雪、排雪

111 草刈業務

草刈、樹木伐採・剪定、害虫駆除

112 テープ起こし業務

ﾃｰﾌﾟ起こし、会議録作成

113 クリーニング

寝具、衣類

114 派遣業務

人材派遣、職員研修

115 調理・配食業務

給食調理、食事提供

116 その他委託業務

ISO審査、公金収納業務、動物飼育、保険業
動物死体の収集・火葬、残骨灰処理業務
健康診断業務、レセプト点検業務

※許可や登録などの資格等が必要な取扱品目・業務については、別紙「主な資格等の証明一覧」を参考に証明書の写しを添付してください。

主な資格等の証明一覧
大分類

中分類

1 産業部門

02 農林業用機器及び
園芸資材

肥料販売業務開始届出書

07 測量・計量機器

計量証明事業登録証
特定計量器販売事業の届出済証明書

09 建材・原材料

2 衛生部門

7 燃料部門

9

証明書名称

93 食料品類

食品製造販売業許可書
製造業許可
米穀の出荷又は販売の事業の開始届出
飼料販売事業届

採石業者登録通知書
砂利採取業者登録通知書

96 電力供給

一般電気事業許可
特定規模電気事業届

11 産業部門機器修繕

特定計量器修理事業の届出済証明書
農業機械整備施設認定書

97 その他

火薬類販売営業許可
危険物製造所等設置許可指令書

20 医療機器及び器具

高度管理医療機器等販売業許可証
管理医療機器販売業届
一般医療機器販売業
医療機器製造販売業許可証

21 薬品・化粧品

6 車両部門

中分類

大分類

証明書名称

その他の部門

10 委託部門 100 清掃業務

※ 1

（役務の提供）

医薬品販売業許可証
毒物劇物特定品目販売業登録票
毒物劇物一般販売業登録票
毒物劇物農業用品目販売業登録票
動物用医薬品一般販売業許可証
農薬販売業届
アルコール類販売業者指定証

101 警備業務

※ 2

102 上下水道の清掃
・点検・調査及び
維持管理業務

浄化槽保守点検業登録済証
し尿浄化槽保守点検業者名簿登載済証

105 環境測定及び
水質等検査業務

衛生検査所登録証明書
作業環境測定期間登録
水質検査機関・簡易専用水道検査機関登録

107 運送業務

一般廃棄物収集運搬業許可証
産業廃棄物収集運搬業許可書
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証
一般区域貨物自動車運送事業の免許
一般貸切旅客自動車運送事業の免許

23 衛生部門機器修繕

医療機器修理業許可

60 自動車

自家用自動車有償貸渡許可書

108 処分業務

一般廃棄物処分業許可証
産業廃棄物処分業許可証
特別管理産業廃棄物処分業許可証

63 車両部門修繕

指定自動車整備事業指定書
自動車分解整備事業認証書
特定自主検査業者登録証

113 クリーニング

クリーニング所確認済証

70 各種燃料

揮発油販売業登録通知書
石油販売業開始届出書
液化石油ガス販売事業許可証
危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置許可証
高圧ガス販売事業届

114 派遣業務

労働者派遣事業許可証
一般労働者派遣事業許可
特定労働者派遣事業届

20 リース部門 203 医療機器

[※１ 清掃業]

[※２ 警備業]

根拠法令：建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル管理法） 他

根拠法令：警備業法 他

種

類

建築物清掃業

種

証明書名称
建築物清掃業登録証明書

高度管理医療機器等賃貸業許可証
管理医療機器貸与業届
一般医療機器貸与業

類

証明書名称
警備業認定証

警備業
建築物空気環境測定業

建築物空気環境測定業登録証明書

警備員指導教育責任者資格者証

建築物空気調和用ダクト清掃業

建築物空気調和用ダクト清掃業登録証明書

警備業認定書

建築物飲料水水質検査業

建築物飲料水水質検査業登録証明書

機械警備業務開始届出書
機械警備業

建築物飲料水貯水槽清掃業

建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書

警備員指導教育責任者資格者証

建築物排水管清掃業

建築物排水管清掃業登録証明書

機械警備業務管理者資格者証

建築物ねずみ昆虫等防除業

建築物ねずみ昆虫等防除業登録証明書

建築物環境衛生総合管理業

建築物環境衛生総合管理業登録証明書

浄化槽清掃業

浄化槽清掃業許可証

※上記の表に示す証明書はあくまで一例ですので、それ以外のものでも、免許・許可・登録等を受けている場合は、その証明書の写しを提出してください。
証明書の名称は、必ずしも正式な名称ではありません。また、取得した時期や場所によって名称が異なる場合があります。

