
許可，認可等は参考です。記載がなくても業務上必要なものは添付してください。

営業種目区分表

大分類 小分類 業務の詳細
希望するにあたって
関係する許可，認可等

1　一般印刷 カラー印刷，一色印刷

2　フォーム印刷 連続伝票用紙，OCR伝票用紙，
複写帳票類等

3　地図印刷 地図印刷

1　文具,事務機器 文具，事務機器（ＯＡ機器を除
く），シュレッダー，マイクロ
リーダー，和用紙製品，封筒
（事務用，プラ窓，セロ窓），
製図用品，教材，印章・ゴム
印，書籍，雑誌，地図等

2　OA機器 パソコン，パソコン周辺機器，
サーバ，複写機，トナーカート
リッジ，パソコンソフトウェ
ア，ＯＡサプライ品等

3　用紙 上質紙，中質紙，更紙，コート
紙，ノーカーボン紙，乗車券用
紙，ストックフォーム，複写用
感熱紙(湿式，乾式，ＰＰＣ用
紙等）

4　ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞﾘｻｲｸﾙ トナーカートリッジ

1　事務用･学校用家具 書庫類，更衣箱，机，椅子，移
動棚，黒板，図書館用什器類，
学校用什器類等

2　一般家具,室内装飾品 応接テーブル，ソファ，安楽椅
子，じゅうたん，畳，カーテ
ン，ふすま・障子，ブライン
ド，簡易間仕切り，緞帳・暗幕
等

3　テント,物置 テント，物置等

1　自動車 乗用車，貨物車，軽自動車，バ
ス，電気自動車等

2　特殊車両 自動車架装，特殊用途車（消防
車,救急車）等

3　オートバイ，自転車 オートバイ，原動機付き自転
車，自転車，乳母車，運搬車等

1　建設機器 ブルドーザー・パワーショベ
ル，ロードローラー，クレー
ン，ミキサー，フォークリフ
ト，巧打機，さく岩機，舗装機
等

2　農業機器 トラクター，コンバイン，精米
機，製茶機，搾乳機，噴霧器，
芝刈り機，草刈機等

3　厨房機器 流し台・調理台，調理用機器，
食器洗浄・消毒用機器，給湯関
係機器，冷凍・冷蔵関係機器等

4　ガス石油機器

01 印刷類

02 文具・事務機
器類

03 家具類

04 車両類

05 産業機器類



許可，認可等は参考です。記載がなくても業務上必要なものは添付してください。

大分類 小分類 業務の詳細
希望するにあたって
関係する許可，認可等

1　家電器具 映像，音響（テレビ，ビデオ，
ステレオ等），空調関係(エア
コン，クーラー，ファンヒー
ター，クリーンヒーター等)，
家具・調理(冷蔵庫，洗濯機，
レンジ等)，照明器具（電球等
照明等)等

2　視聴覚機器 映像・音響(映写機，プロジェ
クター，スライド，スクリーン
等）等

1　理科学機器 分析機器(光，クロマト，ガス
等），光学機器(顕微鏡)，試験
検査機器，動物(畜産・養鶏)実
験用機器，前処理用機器等

2　計測機器 気象測定機器，大気測定機器，
放射線測定機器，電気測定機
器，測量機器等

計量器販売（製造）事業登録
（任意）

3　医療機器,福祉機器 生体検査機器，検体検査機器，
治療用機器，放射線関連機器，
手術関連機器，調剤機器，看護
器具，歯科用機器，介護用ベッ
ト，簡易浴槽，入浴補助器具，
車椅子，障害者対応機器等

医療用具販売業届出（任意）

4　水道メーター 水道メーター，水道メーター部
品等

計量器販売（製造）事業登録
（任意）

1　消防防災器具用品 ホース，消防ポンプ，避難器
具，救助器具，防火服，保護
具，消火器，防災用品等

2　交通安全用品

3　選挙用品 投票箱，記載台，掲示板等

1　医薬品 医療用薬品，家庭薬，ワクチ
ン，医療用酸素，笑気ガス，血
清，培地，検査試薬等

医薬品販売業許可・薬局開設許
可のいずれか（必須），麻薬
（向精神）小売業者免許（任
意），覚醒剤製造業者指定（任
意），毒物劇物販売（製造）業
許可（任意）

2　医療衛生材料 脱脂綿，ガーゼ，包帯，歯科材
料，紙オムツ等

医薬品販売業許可（任意），薬
局開設許可（任意），医療用器
具販売業届出（任意）

塩化第二鉄，塩酸，硫酸，硫酸
銅，液体塩素，液体アンモニ
ア，過酸化水素，苛性ソーダ，
次亜塩素酸ナトリウム，ケイ酸
ソーダ，硫酸アルミニウム，ポ
リ塩化アルミニウム，生石灰，
消石灰，塩等

化カルシウム，高分子凝集剤，
活性炭，流出油処理剤，消臭剤
等

消泡剤，科学消化薬剤，試薬，
工業用ガス，重金属固定剤等

4　農業薬品（防疫剤） 殺虫剤，殺そ剤，除草剤，農薬
等

農薬製造（輸入）登録・農薬販
売業届出のいずれか（必須）

06 電気機器類

07 精密機器類

08 消防防災用
品・選挙用品

09 薬品類

3　化学･工業薬品 毒物劇物販売（製造）業登録
（任意）



許可，認可等は参考です。記載がなくても業務上必要なものは添付してください。

大分類 小分類 業務の詳細
希望するにあたって
関係する許可，認可等

1　石油 ガソリン，灯油，軽油，重油，
潤滑油等

石油製品販売業届出・揮発油販
売業者登録のいずれか（必
須），危険物製造所（取扱所）
等設置（変更）許可（任意）

2　プロパンガス ＬＰガス（プロパンガスを含
む)等

液化石油ガス販売事業登録（必
須）

3　高圧ガス 酸素ガス，熔解アセチレンガス
等高圧ガス製造許可・高圧ガス
販売

高圧ガス製造許可・高圧ガス販
売事業届出のいずれか（必須）

1　骨材等 自社で砂利・砂・採石する場
合，岩石採取計画認可，火薬類
消費許可（必須）

2  アスファルト合材

3　コンクリート製品

4　建築資材

5　電気資材 電線，電力ケーブル，架線材
料，絶縁材料等

6　給排水設備用資材 鋼管・鋼材，鉄製品，パイプ，
ビニール管，水道用弁類等

7　造園用資材

1　学校教材･保育用品

2　図書

3　スポーツ用品 スポーツ用品，スポーツ器具，
武道具，運動衣，運動帽，運動
靴等

4　楽器 洋楽器，和楽器，楽譜，ＣＤ・
レコード，映像ソフト等

5　カメラ,時計,ミシン カメラ，撮影機，写真材料，
フィルム，時計，貴金属等

6　記念品,表彰用品,旗 バッジ，カップ，トロフィー，
楯，金杯，銀杯等

1　被服,繊維 制服，作業服，事務服，防護
服，外とう，防寒衣，白衣，雨
衣，肌着，ネクタイ，帽子，手
袋，作業用手袋(軍手），靴下
等

2　寝具 ふとん，毛布，敷布等

3　雑貨,金物,陶磁器等 清掃用具・用品，石鹸・洗剤
類，ワックス類，食器類，紙繊
維製雑貨類（トイレットペー
パーを含む），脚立，倉庫，家
庭用金物類，陶器，磁器，ガラ
ス器・漆器類等

4　皮製品,履物 革靴，作業靴，ゴム長靴，地下
足袋，病院用シューズ，手袋
(皮・ゴム・ビニール製)，ゴム
製雨衣，カバン等

13 繊維・日用品
類

10 燃料類

11 建設用資材類

12 教材・趣味・
表彰用品類



許可，認可等は参考です。記載がなくても業務上必要なものは添付してください。

大分類 小分類 業務の詳細
希望するにあたって
関係する許可，認可等

1　食品 食品類，茶等 食品衛生法許可（任意），米穀
小売業届出（任意）

2　広告･看板,標本･模型 模型（展示台を含む），実験模
型，展示品，レプリカ等

屋外広告希望の場合，屋外広告
業届出（必須）

3　指定ごみ袋

上記にあてはまら
ないもの（物品）

Ⅱ―2　入札に参加を希望する営業種目(役務)

大分類 小分類 業務の詳細
希望するにあたって
関係する許可，認可等

1　OA機器･事務機器 ＰＣ・サーバ・複合機，印刷機
械他

2　車両･建設機械 マイクロバス等

3　福祉機器･医療機器 医療機械等 医療用具賃借希望の場合，医療
用具賃貸業届出（任意）

4　清掃用具 清掃用具・用品等

5　寝具 ふとん，毛布，敷布等

6　仮設建物 プレハブ建築物等

7　植木

1　建物清掃 一般清掃，病院清掃，外壁清掃
等

建築物清掃業登録（任意），建
築物環境衛生一般管理登録（任
意），医療関連サービスマーク
認定（任意）

2　建築物環境衛生管理 建築物空気環境測定，建築物飲
料水水質検査，建築物飲料水貯
水槽清掃，建築物ねずみ昆虫防
除，建築物環境衛生一般管理
等,空気調和用ダクトの清掃，
排水管清掃

建築物空気環境測定登録（任
意），建築物ねずみ昆虫防除登
録（任意），建築物環境衛生一
般管理登録（任意），建築物空
調用ダクト清掃業登録（任意）
建築物排水管清掃業登録（任
意）

3　施設警備･機械警備 建物警備（機械警備を含む），
イベント警備等

警備業認定（必須），営業所設
置届（任意），機械警備希望の
場合，機械警備業届出（必須）

4　電話交換･受付 受付・電話交換業務等 人材派遣を行う場合，一般（特
定）労働者派遣事業許可（任
意）

1　空調設備保守点検 空調設備・空調用自動制御設
備・換気設備・ボイラー保守点
検，空調設備日常運転監視等

ボイラー保守点検希望の場合，
ボイラー技師，ボイラー整備
士，ボイラー取扱技能講習修了
者のいずれか（必須）

2　消防設備保守点検 消防設備・消火器具・警報機保
守点検等消

消防設備士・消防設備点検資格
者のいずれか（必須）

3　浄化槽保守点検 浄化槽保守点検・清掃等 浄化槽保守点検業登録・浄化槽
清掃業登録のいずれか（必須）

15 リース・レン
タル

16 建築物管理

17 施設・設備等
保守管理

14 その他

大分類　14　小分類　0　（具体的内容を記入）
例　電気の供給　…
　　一般電気事業許可（任意），特定規模電気事業届出（任意）



許可，認可等は参考です。記載がなくても業務上必要なものは添付してください。

大分類 小分類 業務の詳細
希望するにあたって
関係する許可，認可等

4  受水槽･高架水槽清掃 建築物飲料水水質検査登録（任
意），建築物飲料水貯水槽清掃
登録（任意）

5　通信設備保守点検 電話交換機・無線機・放送設
備・信号設備・テレメータ・
ネットワーク機器保守点検等

6  昇降機･自動ドア保守 エレベータ・エスカレータ・自
動ドア・シャッター保守点検等

7  機械設備保守点検 発電機器・変電機器・受配電設
備・モーター・自動制御装置・
空気洗浄機・屋外照明器具・舞
台照明器具・ポンプ類・送風
機・冷凍機等

電気技術主任者（任意），電気
工事士（任意），冷凍機械責任
者（任意）

8  燃料タンク

9  下水処理施設維持管理 下水道処理施設運転管理，下水
道処理設備保守点検等

下水道処理施設維持管理業者登
録（任意）

10　電気工作物の保安管理 自家用電気工作物保安管理

1  植栽管理,害虫防除 樹木剪定，芝張，草刈，施肥，
樹木害虫駆除等

2　漏水調査

3  下水管渠調査 管路内ＴＶカメラ調査・音響調
査・スモーク調査等

4  下水管渠清掃 管渠内清掃等

1  上水施設 上水道処理施設運転管理，上水
道処理設備保守点検，活性炭交
換再生業務等

2  体育施設･プール施設 プール・運動場・グランド管理
等

人材派遣を行う場合，一般（特
定）労働者派遣事業許可（任
意），プール管理を希望する場
合は警備業認定（必須）

3　舞台操作

1　広告代理 新聞折り込み業務，新聞・雑誌
広告，車内広告，駅張り広告，
バスラッピング広告等

2　ビデオ製作 広報・記念映像の企画立案・作
成等

3　写真撮影

4　催物･イベント運営 催物の企画立案・会場設営，展
示業務，舞台装置操作，司会等
の派遣等

1　ハードウェア保守監理 サーバ・ＰＣ保守点検等

2　システム開発･運用支援 システム基本設計，システム開
発，システム運用・保守，シス
テム導入コンサルティング等

3　データ処理 データ入力，データ変換等

4　専門要員派遣 講習会講師派遣等

17 施設・設備等
保守管理

18 屋外施設管理

19 施設運転管理
業務

20 広告・催物

21 コンピュータ
関連サービス



許可，認可等は参考です。記載がなくても業務上必要なものは添付してください。

大分類 小分類 業務の詳細
希望するにあたって
関係する許可，認可等

1　旅客業 バス・タクシー運行等 一般（特定）旅客自動車運送事
業許可若しくはそれに代わるも
の（必須）

2　貨物運送 自動車・船舶・航空貨物輸送，
宅急便，事務所移転等（取次ぎ
を含む）

一般（特定）貨物自動車運送事
業許可・貨物軽自動車運送事業
届出・第１種（第２種）貨物利
用運送事業許可のいずれか若し
くはそれに代わるもの（任意）

3  自動車運行管理

1　水質検査

2　食品衛生検査･臨床検査

3　自然環境調査 気象・騒音・振動測定，大気成
分・水質・地質調査，地盤沈下
調査，ダイオキシン調査，廃棄
物調査，植物・動物調査，海洋
観測等

計量証明事業登録証（任意），
水質検査者指定（任意）

4　市場調査,計画策定 市場・経済・社会・経営調査，
各種行政計画策定・コンサル
ティング・調査等

プライバシーマーク（任意）

5　行政診断,文書･情報管理

1　廃棄物処理 一般・産業・特別管理産業廃棄
物処分（中間処理を含む）

一般・産業・特別管理産業廃棄
物処分業許可のいずれか（必
須）

2　廃棄物収集運搬･廃品回収 一般・産業・特別管理産業廃棄
物収集運搬

一般・産業・特別管理産業廃棄
物処分業許可のいずれか（必
須）

3　リサイクル 古紙・金属等の売払い等 古物商許可（必須）

4　クリーニング クリーニング業届出（必須）

1　車両点検整備 自動車車両点検（自賠責保険代
理業務を含む），自動車・自転
車修理

自動車整備業希望の場合，自動
車分解整備事業者認定（必須）

2　速記,翻訳

3　企業内研修,講師派遣

4　旅行代理業 旅行業登録・旅行業者代理業登
録のいずれか（必須）

5　調理･給食 学校給食，病院給食，施設給食
等

食品衛生法許可（任意）

6　医療事務代行

7　各種人材派遣 一般（特定）労働者派遣事業許
可（任意）

8　埋蔵文化財調査

9　検針･徴収

上記にあてはまら
ないもの（役務）

24 廃棄物処理，
衛生その他環境保
護

25 その他業務

大分類　　　　小分類　0　（具体的内容を記入）

22 運送

23　測定・検査・
調査


