
営業種目 区分 番号 例示

文房具・事務用品 0101 筆記用具，机上用品，綴用品，額縁

事務用家具 0102 事務用机・椅子，スチール製家具，金庫，パーティション，応接調度品，教育用家具

木製家具 0103 別注家具，木製机・椅子・書棚（既製・別製）

用紙 0104 再生PPC用紙，上質紙・色上質紙，更紙

紙工品 0105 窓あき封筒，白紙フォーム

印章・ゴム印 0106 印章，ゴム印，回転印，その他印章用品

選挙用品 0107 投票箱，投票記載台

その他 0199

事務用機器 0201 シュレッダー，レジスター，OA機器(PC・複写機・複合機等を除く)

複写機・複合機 0202

プリンタトナー 0203 プリンタ用トナー，インクカートリッジ

印刷機器類 0204 デジタル印刷機

製本機器類 0205 紙折機，連続帳票裁断機，封緘機，製本機

PC及び関連製品 0206 パソコン，プリンタ，モバイルプロジェクター，周辺機器，サプライ品（LANケーブル等）

ソフトウェア 0207 アプリケーションソフトウェア（既成品）

その他 0299

一般印刷 0301 チラシ，ポスター，パンフレット，リーフレット，カラー印刷冊子，複写伝票

軽印刷 0302 報告書，名簿，議事録，文字主体単色印刷冊子

フォーム印刷 0303 連続電算用紙印刷，OCR用紙印刷，圧着シーラー用紙印刷

シール・ラベル・ステッカー 0304

封筒 0305 封筒印刷　※窓あき封筒の調達は0105

地図印刷 0306

その他 0399

写真現像・焼付け 0401 DPE

マイクロ写真 0402

電子複写 0403 フルカラーコピー，大判白黒コピー，白焼き

陽画焼付 0404

製本（複写物・折り図） 0405

その他 0499

医薬品 0501 医療用医薬品，動物用医薬品，ワクチン，臨床検査薬，医療ガス

防疫用薬品 0502 殺虫剤，殺鼠剤

医療機器 0503 検査・診療・手術・臨床用機械器具，動物用医療機器，AED，体温計，サーマルカメラ

衛生材料 0504 ガーゼ，包帯，紙おむつ，救急セット，消毒液（医薬品），医療用マスク

工業薬品 0505 塩酸，硫酸，ソーダ類，高分子凝集剤，活性炭，消石灰，清缶剤，脱酸剤，プール用薬剤

介護・福祉用具 0506 介護用ベッド，車椅子，歩行器，点字器，いす式階段昇降機

その他 0599

写真類

※赤字はR４・５年度申請から追加した例示品です。

営 業 種 目 表　そ の １ （ 物 品 等 ）

事務用品・家具

事務用機器・情報
処理用機器・電算
用品

印刷製本

薬品・医療機器



営業種目 区分 番号 例示

営 業 種 目 表　そ の １ （ 物 品 等 ）

被服 0601 制服，作業服，防寒服，白衣，帽子

消防被服 0602 消防職員・団員用制服，作業服，救急服　※防火服の調達は1306

履物 0603 安全靴，運動靴，ゴム長靴

雨衣 0604 合羽

寝具 0605 布団，毛布，枕・布団カバー，座布団

手袋 0606 軍手，ゴム手袋　※消防用手袋の調達は1305

その他 0699

日用雑貨 0701 刃物等家庭用金物類，日常生活用品，消毒液，使い捨てマスク

洗濯用品 0702 業務用洗剤，洗濯資材

清掃用品 0703 清掃用具・用品，ゴミ袋，ポリ袋，土のう袋

家庭紙 0704 ティッシュペーパー，トイレットペーパー,ペーパータオル

包装材料 0705 ダンボール箱，粘着テープ

ビニール・プラスチック製品 0706 プラスチックコンテナ，手帳カバー，,使い捨て手袋，ポリタンク容器（飲料用）

塗料 0707 塗料，塗装用品

その他 0799

家庭用電気機器 0801 テレビ，冷蔵庫，洗濯機，家庭用エアコン，掃除機，炊飯器，電子レンジ，蛍光灯，照明器具

空調機器 0802 業務用エアコン，暖房機器

電源・発電装置 0803 無停電電源装置，発電機，電設資材，EV用急速充電装置

通信機器 0804 電話設備機器，無線通信機器，情報通信機器，携帯電話

視聴覚放送機器 0805 音響設備機器，映像設備機器，放送機器，監視カメラ，スクリーン,プロジェクター，AV調整卓

映像機器 0806 カメラ，フィルム，映写機，映画フィルム，映像機器用消耗品等

その他 0899

計量・計測機器 0901 一般計量器具，測量機器，水道メーター

産業用機器 0902 券売機，精算機，紙幣計算機，計数機

建設農業機器 0903 油圧ショベル，ホイルローダー，チェーンソー，草刈機，刈払機

工作用機械器具・工具 0904 発電機(可搬型)，溶接機，施盤，フライス盤，ボール盤，バンドソー，高圧洗浄機・工具

ポンプ 0905

ボイラ 0906

その他 0999

厨房機器 1001 業務用オーブン，業務用ガステーブル，給湯器，ガス炊飯器

食器洗浄・消毒機器 1002 食器洗浄機，食器乾燥機，食器消毒用保管庫

業務用冷凍庫冷蔵庫 1003

調理用什器 1004 食器棚，移動棚，配膳車，流し台，調理台

食器 1005 給食用食器・トレイ，陶器製食器，ガラス製食器

その他 1099

機械器具

厨房機器等

被服・寝具

日用品

電気・通信用機器・
精密機械等

※赤字はR４・５年度申請から追加した例示品です。



営業種目 区分 番号 例示

営 業 種 目 表　そ の １ （ 物 品 等 ）

環境測定機器 1101 気象観測，公害測定等機器

分析機器 1102 気体・液体・化学分析機器，顕微鏡(電子含む)・実験機器　※理科用教材は2004

試薬 1103 理化学実験・検査用試薬，消耗品

その他 1199

石油類 1201 ガソリン，重油，軽油，灯油，潤滑油

気体燃料 1202 LPガス

その他 1299

消防用品 1301 消火器，消防用ホース，消防ポンプ，消火薬剤

避難・救助器具 1302 担架，防塵マスク，避難梯子，救助袋

防災用品 1303 災害用毛布，災害用トイレ，災害時用物品

災害用備蓄食料 1304 災害時用非常食，アルファ化米，長期保存飲料水，育児用ミルク，離乳食

消防保安具 1305 ヘルメット，防塵マスク，保護メガネ，消火・救助活動用手袋・安全靴

防火服 1306 消火・救助活動用防火衣，防火帽，防護服，救助服

交通安全用品 1307
道路交通安全用品（車線分離標，路面標示材，バリケード等），融雪剤，凍結防止剤，交通安
全グッズ

その他 1399

自動車 1401 乗用車，貨物自動車，軽自動車

二輪車 1402 自動二輪車，原動機付自転車，自転車

消防車両 1403

救急車両 1404

塵芥収集車 1405

車両用品 1406 エンジンオイル，タイヤ，バッテリー，電装品，ドライブレコーダー

船舶用品 1407 船舶類(ボート・ゴムボート等を含む)，船舶用機器，船舶用具(浮き輪等)

その他 1499

鋼材 1501 鋼板，鋼管

砂利・砂・セメント 1502 砕石，砂利，砂，セメント

木材 1503 角材，丸太，合板

コンクリート製品 1504 コンクリート２次製品

アスファルト乳剤 1505

アスファルト合材 1506

道路資材 1507 集水枡蓋，グレーチング

上下水道資材 1508 メーターパッキン，閉栓プラグ，ソケット

その他 1599

看板 1601 屋内外看板，パネル，標柱

標識 1602 原動機付自転車標識番号，住居番号表示板，家屋調査済証

のぼり旗・横断幕 1603 のぼり旗，横断幕，懸垂幕，横断指導旗

その他 1699

看板・広告

理化学機器

燃料

※赤字はR４・５年度申請から追加した例示品です。

消防・防災保安用
品

車両・船舶

原材料



営業種目 区分 番号 例示

営 業 種 目 表　そ の １ （ 物 品 等 ）

種苗 1701 種子・花苗・樹木

飼料 1702 動物用飼料

肥料 1703 肥料・農薬

園芸用品・園芸用資材 1704 植木鉢，培養土，花壇用等資材

その他 1799

室内装飾用品 1801 カーテン，ブラインド，ロールスクリーン，じゅうたん，カーペット，暗幕

畳 1802

その他 1899

組立て式物置 1901 倉庫，物置

エクステリア 1902 遊具，公園資材，フェンス，門扉等

テント 1903 テント，シート

その他 1999

保育用具・教材 2001 保育園幼稚園用遊具・備品，乳幼児用品

学校用具・教材 2002 小中学校用学校教材・教具

楽器・音楽用品 2003 和楽器，洋楽器，楽譜，メトロノーム，譜面台

理科教材 2004 顕微鏡，電圧計，電波計，ビーカー，試験管，実験器具

教材用ソフトウェア 2005 教育・啓発映像ソフト(DVD・ビデオ)

保健用教材 2006 健康診断・保健指導用物品

その他 2099

運動器具 2101 フィットネス器具，学校体育器具(とび箱・平均台・体操マット等)

運動用品 2102
一般スポーツ用品，学校用体育用品(ボール，バット，グローブ，ラケット，武道具，ゴール
等)，スポーツウェア

運動用機器 2103 タイマー，写真判定装置

その他 2199

贈答品 2201 各種記念品，ギフト用品

記章 2202 バッジ，メダル，キーホルダー

カップ・トロフィー・盾 2203

その他 2299

図書・書籍 2301 一般書籍，専門書，雑誌，定期刊行物

地図 2302 住宅地図

その他 2399

電力 2401

その他 2499

その他の物品 その他 2999

金属類 3001

古紙 3002

自動車・二輪車 3003

その他 3099

スポーツ用品

記念品

保育・学校用品・教
材

種苗及び飼料・肥
料

図書・書籍

不用品買取

室内装飾家具

屋外設備

電力



営業種目 区分 番号 例示

PC及び周辺機器 4001 パソコン，サーバー，プリンタ

複写機・複合機 4002

OA機器 4003 事務用機器類，印刷機

医療機器 4004 医療機器，AED

寝具 4005

仮設建物・トイレ 4006 プレハブ建物，仮設トイレ，仮設什器，事務用備品

建設機械・重機・建設車両 4007

自動車 4008

イベント関係資機材 4009 テント，イベント用音響・照明・映像機器，長机，パイプ椅子

その他 4099

運送業務(一般) 4101 引越し，移転等に伴う作業

運送業務(特殊) 4102 美術品，貴重品，精密機器，重量物

旅行業 4103

人員輸送 4104 貸切バス，スクールバス，タクシー

その他 4199

テレビ・ラジオ広告 4201

新聞･雑誌広告 4202

催事企画・運営 4203 イベントの企画・運営(設営等を含む)

展示設計 4204

その他 4299

印刷物等の企画・編集 4301

ホームページの企画・編集 4302

その他 4399

システム・プログラム開発 4401

システム運用保守 4402

データ入力 4403

電算処理 4404

その他 4499

一般廃棄物処理(収集・運
搬)

4501

産業廃棄物処理(収集・運
搬)

4502

産業廃棄物処理(処分) 4503

特別管理産業廃棄物(収集・
運搬)

4504

特別管理産業廃棄物(処分) 4505

その他 4599

物件賃貸業務

旅行・運送運搬業
務

広告・催事関係業
務

デザイン・編集業務

営 業 種 目 表　そ の ２ （ 業 務 委 託 等 ）

情報処理業務

廃棄物処理業務



営業種目 区分 番号 例示

営 業 種 目 表　そ の ２ （ 業 務 委 託 等 ）

建物清掃 4601 庁舎・事務所等の清掃

害虫駆除 4602 白蟻･蜂･ゴキブリ等の駆除

害獣駆除 4603 ネズミ，鳩等の駆除

浄化槽清掃 4604

浄化槽保守点検 4605

貯水槽清掃保守 4606

上下水道設備調査 4607 水道メーター取替，上下水道管内調査，水道メーター検針

その他 4699

電気設備保守点検 4701 自家用電気工作物，自家発電設備，動力設備

通信機器保守点検 4702

空調設備保守点検 4703 空調機，冷暖房機

消防設備保守点検 4704

給排水設備保守点検 4705 給排水・衛生・ボイラー

施設運転管理業務 4706 上下水道処理施設運転管理等

昇降機保守点検 4707

自動ドア保守点検 4708

遊具等保守点検 4709

その他 4799

環境測定 4801 環境アセスメント調査，騒音調査，大気検査，水質・土壌検査

作業環境測定 4802 作業場の粉塵・騒音・化学物質等の測定

臨床検査 4803

調査・研究 4804 意識調査，市場調査，交通量調査

各種計画策定 4805

土地家屋調査 4806

埋蔵文化財調査 4807

その他 4899

翻訳 4901

筆耕・テープ起こし・会議録
作成

4902

窓口業務・コールセンター 4903

給食調理 4904

レセプト点検 4905

発送代行(封入・封緘含む) 4906

その他 4999

施設警備(人的) 5001

施設警備(機械) 5002

交通誘導・雑踏警備 5003

その他 5099

警備業務

建物管理・清掃

建物・機械設備等
保守

調査・測定業務

代行業務



営業種目 区分 番号 例示

営 業 種 目 表　そ の ２ （ 業 務 委 託 等 ）

樹木剪定・植栽管理 5101

除草 5102

暗渠浚渫 5103

浚渫（小規模） 5104 道路側溝

浚渫（大規模） 5105 河川・貯水池・港湾

樹木消毒 5106 樹木の消毒

その他 5199

自動車整備業務 9901

人材派遣業務 9902

職員研修等 9903

残骨灰処理 9904

クリーニング 9905

航空写真 9906

その他 9999

※以下の番号について例示品を赤字で追加しておりますので,申請にあたっては十分ご確認ください。

【0503・0504・0506・0701・1406】

樹木剪定・浚渫等

その他の業務
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