
説明

コード 大分類 コード 小分類 例示 コード 大分類 コード 小分類 例示

01 印刷類 0101 活平版印刷 新聞・雑誌等刊行物、ポスター、様式 分類名・例示を整理⇒ 01 印刷類 0101 一般印刷・カラー印刷
市広報等のカラー印刷冊子、チラシ、パンフレット、ポスター、リーフレット、案内状（案
内状用封筒含む）、複写伝票、啓発用うちわ、啓発用ポケットティッシュ、特注品の封筒印
刷（既製品は（0502）です）

01 印刷類 0102 軽印刷 小部数単色刷 例示を整理⇒ 01 印刷類 0102 軽印刷 報告書、概要書、資料集、議事録、名簿、単色印刷冊子

01 印刷類 0103 フォーム印刷 電算用紙、連続帳票、ＯＣＲ用紙 分類名・例示を整理⇒ 01 印刷類 0103 コンピュータ帳票印刷 電算用連続帳票、ＯＣＲ印刷、電算用紙

01 印刷類 0104 特殊印刷 シール、ステッカー 例示を整理⇒ 01 印刷類 0104 特殊印刷 シール、ステッカー、ラベル、カード、マグネット、シルクスクリーン、点字、ホログラム

01 印刷類 0105 地図 地図調製、航空写真 印刷物・デザイン等製作は（5501）

01 印刷類 0106 青写真 マイクロフィルム、カラーコピー 分類名・例示を整理⇒ 01 印刷類 0105 複写 青写真、陽画写真、第二原図、カラーコピー、マイクロ写真、ＣＤＲ焼付、電子媒体コピー

新規 01 印刷類 0106 改ざん・偽造防止用紙印刷 住民票などの改ざん防止用紙

01 印刷類 0199 その他印刷類 上製本、点字印刷 点字印刷は特殊印刷（0104） 01 印刷類 0199

その他印刷・製本類（0101～0106の類似
にあてはまらない物）
（印刷物・デザイン等製作は（5501）で
す）

製本、副読本

新規 02 ゴミ収集製品類 0201 ゴミ袋 市指定ゴミ袋の製造

新規 02 ゴミ収集製品類 0202 収集ネット・ゴミ集積箱 （主として市が収集する分別用、集積用の）収集ネット、ゴミ集積箱、リサイクルかご

新規 02 ゴミ収集製品類 0299

その他ゴミ収集製品類（0201～0202の類
似にあてはまらない物）
（家庭用は家庭用品・雑貨（0701）で
す）

02 文具・事務用機器類 0203 教材 黒板、画材、製図用具 分類名・例示を整理⇒ 03 教材・遊具類 0301 学校教材具 教材、教具、遊具

新規 03 教材・遊具類 0302 学校用家具 児童・生徒用机・いす

新規 03 教材・遊具類 0303 保育用教材具 園児用机・いす、保育用教材、保育等運動用具

12 その他物品類 1204 楽器 楽器、楽譜、音楽ＣＤ 分類名・例示を整理⇒ 03 教材・遊具類 0304 楽器・楽譜
ピアノ、オルガン、管楽器、弦楽器、和楽器、楽器用アンプ、楽譜、音楽ＣＤ、楽器付属
品・消耗品

12 その他物品類 1203 スポーツ用品 体操器具、ユニフォーム 分類名・例示を整理⇒ 03 教材・遊具類 0305 運動具
球技、陸上、水泳、武道等のスポーツ用品・器具、トレーニング器具、ユニフォーム、ライ
ン用消石灰

新規 03 教材・遊具類 0306 遊具 公園用総合遊具・屋外遊具、公園用設備

12 その他物品類 1299 その他物品類 玩具、模型製作、茶道具 03 教材・遊具類 0307 玩具

03 教材・遊具類 0308 模型 人体骨格模型、工学模型、植物模型、地理模型、分子構造模型、食品模型

新規 03 教材・遊具類 0399
その他教材・遊具類（0301～0308の類似
にあてはまらない物）

12 その他物品類 1202 書籍 教科書、専門書、雑誌、ビデオソフト 分類名・例示を整理⇒ 04 図書類 0401 図書 図書、書籍、雑誌、加除追録、定期刊行物、地図、住宅地図、新聞

新規 04 図書類 0402 教科書 教科書、デジタル教科書、指導書、指導用教材

新規 04 図書類 0403 映像ソフト 映像ソフト（学校教材を除く）

新規 04 図書類 0499
その他図書（0401～0403の類似にあては
まらない物）

図書館用書籍データ

02 文具・事務用機器類 0201 用紙 一般用紙、和紙、製図用紙 例示を整理⇒ 05 文具・事務用機器類 0501 用紙 白表紙、模造紙、PPC用紙、色上質紙、コンピュータ連続用紙、更紙、段ボール

02 文具・事務用機器類 0202 文具・事務用品 （電子計算機、複写機、家具等を除く） 例示を整理⇒ 05 文具・事務用機器類 0502 文具・事務用品

筆記用具、電話台等の机上用品、ホッチキス等の綴用品、ファイル・文書保存箱等の整理用
品、テープ等の切貼用品、封筒（印刷を含まない既製品）、保存袋、製図用具、ラミネー
ター及びラベルライター等その他文房具類、手提げ金庫、紙幣計算機、レジスター、事務用
壁掛時計

02 文具・事務用機器類 0204 ＯＡ機器・サプライ
パソコン・周辺機器、複写・印刷機器、
サプライ

例示を整理⇒ 05 文具・事務用機器類 0503 ＯＡ機器・サプライ
パソコン、タブレット、タブレット用充電保管庫、電子黒板、プリンタ、スキャナ、パソコ
ン用ソフトウェア、サーバ、ネットワーク通信機器、トナーカートリッジ、感熱ロール紙、
スイッチ、ハブ、OA周辺機器

新規 05 文具・事務用機器類 0504 複合機・印刷機 複合機、高速印刷機、製版機、幅広印刷機、封入封緘機、紙折機

02 文具・事務用機器類 0205 印判 印鑑、ゴム印 例示を整理⇒ 05 文具・事務用機器類 0505 印判 回転ゴム印、ゴム印、公印等の印鑑

新規 05 文具・事務用機器類 0506 事務用家具
（事務用）机・いす、ロッカー、書架、チェアポーター、講演台、パンフレットスタンド、
金庫、ホワイトボード、パーテーション、事務用各種じゅう器

新規 05 文具・事務用機器類 0507 選挙設備用品 選挙用品等（選挙用看板は（2004）です）

02 文具・事務用機器類 0299 その他文具・事務用機器 ⇒ 05 文具・事務用機器類 0599
その他文具・事務用機器（0501～0507の
類似にあてはまらない物）

受付整理券発行機

物品購入・役務の提供営業品目一覧表　新旧対照表

改正後改正前

各分類へ細分化⇒

物品購入物品購入

青字：分類名や例示を整理し、加除修正したもの

赤字に色付きセル：新規追加したもの

改正前のグレー色付きセル：廃止とした分類

改正後の大分類-小分類は、

改正前、どの分類であったかを確

認できます。

改正前からの変更点を説明

しています。
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説明

コード 大分類 コード 小分類 例示 コード 大分類 コード 小分類 例示

改正後改正前

06 一般家具・装飾類 0601 一般家具
（事務・学校・保育用品を除く）応接家具、一般用ベッド、タンス、食器戸棚、ベビーベッ
ド、ベビーチェア、その他木工製品、製作家具

06 一般家具・装飾類 0602 室内装飾 タイルカーペット、カーペット、じゅうたん、カーテン、ブラインド、ロールスクリーン

06 一般家具・装飾類 0603 舞台装置 舞台照明、音響設備、防音設備、暗幕（舞台用）、緞帳（舞台用）、大道具

06 一般家具・装飾類 0699
その他一般家具・室内装飾（0601～0603
の類似にあてはまらない物）

03 じゅう器類 0301 家具 木製・スチール家具、事務用家具

事務用は事務用家具（0506）

学校用は学校用家具（0302）

保育用は保育用教材具（0303）

一般家具は（0601）

03 じゅう器類 0302 ミシン・編み機 家庭用ミシン、工業用ミシン
家庭用は学校用教材具（0301）

工業用は産業用機械・器具（1306）

03 じゅう器類 0303 ガス・厨房機器
厨房機器（食器を除く・日用品類）、ガ
スストーブ

家庭用は家庭用品・雑貨（0701）

業務用は業務用厨房機器（1601）

、その他機械器具類（1399）

03 じゅう器類 0304 幕・テント・看板 会場設営、舞台装置

会場設営は（（大分類55）広告・催事・展示）

催事用レンタルはイベント用品（6104）

舞台装置は舞台装置（0603）

看板は（（大分類20）看板類）

テントは帆布（0804）

03 じゅう器類 0399 その他じゅう器 浴槽、トイレ設備
例示品は

その他業務用厨房機器・衛生器材類（1699）

11 百貨・日用品類 1107 荒物雑貨 食器、日用雑貨 分類名・例示を整理⇒ 07 百貨・日用品類 0701 家庭用品・雑貨
日用品、台所用品、掃除用品、トイレ用品、家庭用食器、ガスストーブ、石油ストーブ、ガ
スコンロ、小型・大型物置、ゴミ収納庫（既製品）、脚立、時計、動物用飼料・用品

11 百貨・日用品類 1101 百貨 従業員50人以上の衣食住全種販売業 分類を廃止

11 百貨・日用品類 1102 記念品・贈答品 額縁、置物、時計、貴金属、陶器 例示を整理⇒ 07 百貨・日用品類 0702 記念品・贈答品 贈答品カタログ、贈答品、記念品、金券、旅行券

11 百貨・日用品類 1103 記章・バッジ 楯、トロフィ、旗、腕章 例示を整理⇒ 07 百貨・日用品類 0703 記章・バッジ 楯、トロフィ、メダル、カップ、旗、腕章、銘板（金属製）、徽章

新規 07 百貨・日用品類 0704 時計・装身具 時計、めがね、貴金属

11 百貨・日用品類 1199 その他記念品・日用品類 梱包資材、ダンボール
例示品は、家庭用品・雑貨、用紙、文具・事務用

品で整理
07 百貨・日用品類 0799

その他百貨・日用品類（0701～0704の類
似にあてはまらない物）

11 百貨・日用品類 1104 衣類 制服 例示を整理⇒ 08 繊維・ゴム・革製品類 0801 衣類 事務服、作業服、白衣、制服、制帽（消防用は（1502）です）

11 百貨・日用品類 1105 寝具・その他の繊維類
ベッド、毛布、シーツ、カーテン、カー
ペット、ブラインド

カーテン、カーペット、

ブラインドは室内装飾（0602）
08 繊維・ゴム・革製品類 0802 寝具 布団、毛布、枕、座布団、布団カバー

11 百貨・日用品類 1106 ゴム・革製品 長靴、雨衣、靴、鞄 例示を整理⇒ 08 繊維・ゴム・革製品類 0803 ゴム・革製品 手袋、靴、長靴、雨具、かばん

新規 08 繊維・ゴム・革製品類 0804 帆布 テント、イベント用テント、防水シート

新規 08 繊維・ゴム・革製品類 0805 タオル タオル（贈答品除く）

新規 08 繊維・ゴム・革製品類 0899
その他繊維・ゴム・革製品類（0801～
0805の類似にあてはまらない物）

12 その他物品類 1205 嗜好品 茶、コーヒー（酒、煙草は含まない。） 09 食料品類 0901 食品 食料品（茶葉、菓子、酒類、飲料含む）、料理弁当（災害備蓄用食料は（1505）です）

12 その他物品類 1206 食品・食材 09 食料品類 0902 生鮮品 野菜、肉、魚等

09 食料品類 0999
その他食料品類（0901～0902の類似にあ
てはまらない物）

04 船舶・車両類 0401 船舶新造 分類名・例示を整理⇒ 10 船舶・車両類 1001 造船・既成舟艇 造船、既成舟艇販売

04 船舶・車両類 0402 船舶部品及び修理 船外機、艤装品、救命具 分類名・例示を整理⇒ 10 船舶・車両類 1002 船舶部品及び修理 船舶修理、エンジン整備、船舶用部品、用品等

04 船舶・車両類 0403 車両販売 10 船舶・車両類 1003 普通車、軽自動車 乗用車、軽乗用車、軽貨物自動車

04 船舶・車両類 0406 特殊自動車販売
建設・農業用特殊車両、消防車、塵芥収
集車その他産業用特殊車両

10 船舶・車両類 1004 バス・トラック・特殊車（製造を除く） 乗用バス、トラック、特殊車（製造を除く）

10 船舶・車両類 1005 特殊車の製造（架装・ぎ装含む） 消防車、指揮車、ポンプ積載車等の製造

04 船舶・車両類 0404 車両部品及び修理 車検、特殊架装 例示を整理⇒ 10 船舶・車両類 1006 車両部品及び修理 事故車修理、点検整備、車検、自動車部品、タイヤ、カー用品等

04 船舶・車両類 0405 航空機 ヘリコプター、チャーター 分類を廃止

04 船舶・車両類 0499 その他車両等 自転車、オートバイ 例示を整理⇒ 10 船舶・車両類 1007 その他車両等 バイク、自転車及びその部品

新規 10 船舶・車両類 1099
その他船舶・車両類（1001～1007の類似
にあてはまらない物）

航空機、電車等

普通車・軽自動車（1003）

建設用重機等は建設用重機・機械（1303）

農業用等は農林水産業用機器（1801）

消防車製造は特殊車の製造（1005）

その他特殊車はバス・トラック・特殊車

（1004）

新規

各分類へ細分化⇒
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説明

コード 大分類 コード 小分類 例示 コード 大分類 コード 小分類 例示

改正後改正前

05 一般機械器具設備類 0502 家電製品 一般家電製品、照明器具、蛍光灯 分類名・例示を整理⇒ 11 家電・通信等機器類 1101 家庭用電化製品
（全て家庭用の）照明器具、テレビ、DVD等の再生録画機、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子
レンジ、掃除機、炊飯器及び乾電池等の消耗品

05 一般機械器具設備類 0503 通信・音響機器 通信機器、放送・音響機器、視聴覚機器 11 家電・通信等機器類 1102 通信用機器
電話交換機、送受信装置、無線機、拡声装置、電話機、光ファイバー、放送関連機器（マイ
ク、アンプ、スピーカー）、インターホン、防犯カメラ

11 家電・通信等機器類 1103 視聴覚機器 視聴覚機器システム、スクリーン、プロジェクター、映写機

新規 11 家電・通信等機器類 1199
その他家電・通信等機器類（1101～1103
の類似にあてはまらない物）

12 その他物品類 1201 写真 撮影、カメラ、現像プリント、フィルム 分類名・例示を整理⇒ 12 写真・光学機器類 1201 写真・光学機器、用品
デジタルカメラ・用品、ビデオカメラ・用品、フィルムカメラ・用品、引伸機、映画フィル
ム、現像機、双眼鏡、望遠鏡、現像及びプリント、パネル

新規 13 機械器具類 1301 一般用工具 電動・充電式工具類、その他工具

05 一般機械器具設備類 0505 工作機器 工具、旋盤、ボール盤 分類名・例示を整理⇒ 13 機械器具類 1302 工作用機械・機器 旋盤、研削盤、切断機、溶接機、木工機械、制御装置・システム

05 一般機械器具設備類 0504 建設機器 分類名・例示を整理⇒ 13 機械器具類 1303 建設用重機・機械
フォークリフト、高所作業車、ブルドーザー、パワーショベル、ロードローラー、建設作業
用車両

13 機械器具類 1304 食品加工用機器 食品加工用機器

05 一般機械器具設備類 0501 電気設備
受変電・発電設備、配分電設備、空調設
備

13 機械器具類 1305 業務用空調機器 業務用空気清浄機、分煙機器、業務用エアコン

13 機械器具類 1306 産業用機械・機器
クレーン、エアーコンプレッサー、集塵機、各種制御盤、電動リフト、高所油圧作業台、工
業用ミシン、高圧洗浄機

13 機械器具類 1307 電気機器・装置 蓄電池、無停電電源装置、計装機器、発電機、モーター、照明機器

13 機械器具類 1308 水処理装置（上下水用）
汚水ポンプ・制御装置、汚水処理装置、脱水機、汚泥かき寄せ機、除塵機、ろ過機、乾燥
機、撹拌機、浄化槽

13 機械器具類 1309 ゴミ焼却装置 焼却装置、破砕機、ホッパー、焼却装置部品

13 機械器具類 1310 環境関係装置
脱臭装置、集塵装置、滅菌装置、排ガス洗浄装置、公害防止装置、ろ過装置、生ゴミ処理
機、空気清浄機（理化学機器類は（1401・1402）です）

13 機械器具類 1311 自動販売機 自動販売機、自動券売機、両替機、精算機

05 一般機械器具設備類 0599 その他機械器具・設備類
ポンプ、ボイラー、自販機、食品加工機
械

13 機械器具類 1399
その他機械器具類（1301～1311の類似に
あてはまらない物）

06 理化学・計測機器類 0601 理化学機器 化学・工学機器、分析装置、実験機材 例示を整理⇒ 14 理化学・計測機器類 1401 理化学機器 実験用機器・分析装置、実験機材

06 理化学・計測機器類 0602 環境機器 気象観測・公害防止機器 分類名・例示を整理⇒ 14 理化学・計測機器類 1402 分析・観測機器 気象等観測装置、環境分析装置、公害防止機器

06 理化学・計測機器類 0603 計測機器 度量衡器、測量用機器 例示を整理⇒ 14 理化学・計測機器類 1403 計測機器 水道メーター、度量衝機器、測量機器・機材

06 理化学・計測機器類 0699 その他理化学・計測機器類 ⇒ 14 理化学・計測機器類 1499
その他理化学・計測機器類（1401～1403
の類似にあてはまらない物）

05 一般機械器具設備類 0506 消防機器
防災用品、火災報知器、避難器具、災害
用備蓄品

15 消防・防災・備蓄用品類 1501 消防用器具 消防用器具、避難器具、消火器、火災警報器、消防ホース、可搬ポンプ

15 消防・防災・備蓄用品類 1502 消防用被服 防災服、制夏服、ハッピ、刺子ズボン等

15 消防・防災・備蓄用品類 1503 保安用具 ヘルメット、防塵マスク、保護メガネ、高視認性安全服、安全靴、墜落制止用器具

15 消防・防災・備蓄用品類 1504 災害備蓄用品 避難所設営用品、災害時備蓄用毛布、防災グッズ

15 消防・防災・備蓄用品類 1505 備蓄用食料品
カンパン、アルファ米、缶詰、長期保存水、缶入りパン、レトルト食品、長期保存用栄養補
助食品

15 消防・防災・備蓄用品類 1599
その他消防・防災・備蓄用品類（1501～
1505の類似にあてはまらない物）

16 業務用厨房機器・衛生器材類 1601 業務用厨房機器
業務用ガス製品、業務用冷蔵・冷凍庫、スチームコンベクション、冷温水器、スライサー、
食器洗浄機、製氷機、流し台、調理台、鍋

16 業務用厨房機器・衛生器材類 1602 厨房・調理器具 ＰＥＴ箸、ＰＥＮ食器、ＦＢトレー、食缶等

16 業務用厨房機器・衛生器材類 1603 業務用衛生器材 手指衛生器材、うがい器、労働安全衛生器材、食品衛生器材、その他衛生管理器材

16 業務用厨房機器・衛生器材類 1699
その他業務用厨房機器・衛生器材類
（1601～1603の類似にあてはまらない
物）

舞台設備用音響機器は舞台装置（0603）

各分類へ細分化⇒

各分類へ細分化⇒

新規

各分類へ細分化⇒
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説明

コード 大分類 コード 小分類 例示 コード 大分類 コード 小分類 例示

改正後改正前

07 医療・薬品類 0701 医療機器 リハビリ機器 例示を整理⇒ 17 医療・薬品類 1701 医療機器・レントゲン機器 医療機器全般、ＡＥＤ、レントゲン機器、現像機、エックス線フィルム（保守点検含む）

07 医療・薬品類 0702 医療用薬品 医薬品、検査試薬 例示を整理⇒ 17 医療・薬品類 1702 医療用薬品 医薬品、ワクチン、検査試薬

07 医療・薬品類 0703 工業用薬品 水道用処理薬剤、滅菌剤 例示を整理⇒ 17 医療・薬品類 1703 工業用薬品 苛性ソーダ、その他劇毒物に係る薬品

新規 17 医療・薬品類 1704 その他工業用薬品 消石灰、キレート剤、尿素水、活性炭、消臭剤、その他劇毒物に係るもの以外の薬品

07 医療・薬品類 0704 衛生材料 包帯、ガーゼ、紙おむつ 例示を整理⇒ 17 医療・薬品類 1705 医療用材料 医療材料、衛生材料

07 医療・薬品類 0705 介護機器 車椅子、介護用ベッド 分類名・例示を整理⇒ 17 医療・薬品類 1706 福祉・介護用品
福祉用品、介護用品、会話補助装置、セラピーマット、車椅子、福祉ベッド、白杖、特殊浴
槽、リハビリ器具、機能訓練機器

07 医療・薬品類 0799 その他医療・薬品類 医療用消耗品、知能検査器材 例示を整理⇒ 17 医療・薬品類 1799
その他医療・薬品類（1701～1706の類似
にあてはまらない物）

08 農林水産業用品類 0801 農林水産業用機器 農業用車両、灌漑用ポンプﾟチェンソー 例示を整理⇒ 18 農林水産業用品類 1801 農林水産業用機器 農作業用車両、チェーンソー、草刈機、芝刈機、噴霧器、灌漑用ポンプ

08 農林水産業用品類 0802 農林水産業用薬品 農薬、除草剤 分類名・例示を整理⇒ 18 農林水産業用品類 1802 防疫・農業用薬品 防虫剤、殺菌剤、農薬、動物用薬品、肥料

08 農林水産業用品類 0803 肥料
防疫・農業用薬品へ

園芸用は造園材料（1804）

08 農林水産業用品類 0804 動物・飼料 家畜、飼料 例示を整理⇒ 18 農林水産業用品類 1803 動物・飼料 動物、飼料

08 農林水産業用品類 0805 植物 樹木（リースを除く）、種苗 ⇒ 18 農林水産業用品類 1804 造園材料 種苗、樹木、植木鉢、花卉、園芸用土・肥料等、園芸資材

08 農林水産業用品類 0899 その他農林水産業用品類 園芸資材 園芸資材は造園材料へ 18 農林水産業用品類 1899
その他農林水産業用品類（1801～1804の
類似にあてはまらない物）

09 工事用材料類 0901
セメント・アスファルト・コ
ンクリート

アスファルトは道路用材料で整理 19 工事用材料類 1901 セメント・コンクリート セメント、生コンクリート

新規 19 工事用材料類 1902 道路用材料 アスファルト乳剤・常温合材、道路補修材、道路凍結防止剤

09 工事用材料類 0902 石材

09 工事用材料類 0904 砂利・砂・土 19 工事用材料類 1903 土石・骨材 砂、砂利、真砂土、路盤材、砕石

09 工事用材料類 0903 鋼材 分類名・例示を整理⇒ 19 工事用材料類 1904 鋼材・２次製品 鋼材、パイプ、ワイヤーロープ、グレーチング、パイプ足場、上下水用金属製品

新規 19 工事用材料類 1905 上下水道用マンホール蓋 上下水道用マンホール蓋

09 工事用材料類 0905 セメント２次製品 コンクリートブロック、ヒューム管 例示を整理⇒ 19 工事用材料類 1906 セメント２次製品 コンクリートブロック、ヒューム管、Ｕ字溝、コンクリート２次製品

09 工事用材料類 0906 木材 例示を整理⇒ 19 工事用材料類 1907 木材 木材、竹材、合板、集成材、丸太

09 工事用材料類 0907 仮設建物 プレハブ倉庫、焼却炉、仮設トイレ 例示を整理⇒ 19 工事用材料類 1908 仮設建物 プレハブ建物、仮設トイレ

09 工事用材料類 0908 管工事材料 塩ビ等の管材として整理 19 工事用材料類 1909 塩ビ・プラスチック 塩ビ管、被覆管、可とう管、プラスチック管、上下水道用プラスチック製品

09 工事用材料類 0909 電気工事材料 例示を整理⇒ 19 工事用材料類 1910 電気工事材料 電気材料

09 工事用材料類 0911 塗料 例示を整理⇒ 19 工事用材料類 1911 塗料 工事用塗料

09 工事用材料類 0912 アルミサッシ 建具として整理

09 工事用材料類 0913 建具 畳、ガラス、ドア 分類名・例示を整理⇒ 19 工事用材料類 1912 建具・畳 建具、表具、畳、ガラス、シャッター

新規 19 工事用材料類 1913 窯業製品 耐火物、タイル、炉、瓦

09 工事用材料類 0999 その他工事用材料類 防水・防音資材、シャッター、フェンス 例示を整理⇒ 19 工事用材料類 1999
その他工事用材料類（1901～1913の類似
にあてはまらない物）

09 工事用材料類 0910 道路保安用品 道路標識、防護柵、道路凍結防止剤 例示を整理⇒ 20 看板類 2001 道路保安用品
道路標識、交通安全資材（反射鋲、ポール、バリカー、カーブミラー、クッションドラム、
防護柵、車止め、カラーコーン等）

20 看板類 2002 表示器具
看板、掲示板、表示板、サイン、ナンバープレート、のぼり、横断幕、懸垂幕、床面標示用
品

20 看板類 2003 電飾 電光掲示、電飾、ネオン、LED

20 看板類 2004 選挙用看板 選挙用候補者掲示板

20 看板類 2099
その他看板類（2001～2004の類似にあて
はまらない物）

10 燃料・動力類 1001 石油
ガソリン、灯油、軽油、工業用油脂、潤
滑油

例示を整理⇒ 21 燃料・動力類 2101 石油 ガソリン、灯油、軽油、A重油、混合油

新規 21 燃料・動力類 2102 工業用油脂 工業用油脂、潤滑油

10 燃料・動力類 1002 ＬＰガス 例示を整理⇒ 21 燃料・動力類 2103 ＬＰガス ガスボンベ、バルクタンク供給

10 燃料・動力類 1003 高圧ガス 医療・理化学・工業用ガス ⇒ 21 燃料・動力類 2104 高圧ガス 医療・理化学・工業用ガス

10 燃料・動力類 1004 電力 電力 例示を整理⇒ 21 燃料・動力類 2105 電力 電力供給、買受

10 燃料・動力類 1099 その他燃料・動力類 木炭、練炭、石炭、天然ガス 例示を整理⇒ 21 燃料・動力類 2199
その他燃料・動力類（2101～2105の類似
にあてはまらない物）

木炭、練炭、石炭、天然ガス、木質チップ、水素

15 その他 1599 その他物品 ⇒ 49 その他物品 4999
その他物品（分類のいずれにも当てはま
らないもの）

土石・骨材で整理

新規
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説明

コード 大分類 コード 小分類 例示 コード 大分類 コード 小分類 例示

改正後改正前

14 役務の提供 1412 清掃業務（建物） ビル等の清掃（設備の清掃を除く） 51 清掃・警備 5101 建物清掃 床・窓・トイレ等の日常・定期清掃

51 清掃・警備 5102 設備清掃 冷暖房設備清掃、ボイラー・厨房機器等の清掃

51 清掃・警備 5103 貯水槽清掃 飲料水貯水槽清掃、飲料水水質検査

14 役務の提供 1413 清掃業務（屋外） 道路、公園等の清掃 51 清掃・警備 5104 屋外清掃 道路、公園、公衆トイレ等の清掃

51 清掃・警備 5105 浄化槽清掃 浄化槽の清掃、汚泥汲み取り

14 役務の提供 1414 その他清掃 設備、浄化槽・貯水槽その他の清掃 51 清掃・警備 5106 その他清掃

14 役務の提供 1409 警備業務 建物、工事現場等の警備 51 清掃・警備 5107 施設警備 庁舎等有人警備

51 清掃・警備 5108 機械警備 機械警備

51 清掃・警備 5199 その他警備 交通誘導警備、駐車場整理、雑踏警備

14 役務の提供 1415 害虫駆除 建物内部、農地、林業地 52 害虫駆除・樹木等管理 5201 建物害虫駆除 ゴキブリ、ダニ等の衛生害虫駆除、ねずみ等の駆除、シロアリ駆除

52 害虫駆除・樹木等管理 5202 樹木病害虫駆除 樹木診断・治療、樹木の害虫の駆除

52 害虫駆除・樹木等管理 5203 造園・樹木維持管理 樹木、花壇、造園等の維持管理、雑草伐採等

52 害虫駆除・樹木等管理 5299 その他害虫駆除・樹木等管理 ハチ駆除、鳥獣害対策、農作物の病害虫防除、砂場消毒

14 役務の提供 1420 建物保守・管理 ビル等建築物の保守管理 53 設備等管理 5301 空調・冷暖房・換気設備保守 点検、管理、修理

53 設備等管理 5302 フロン類使用機器定期点検 フロン排出抑制法に基づく業務用空調・冷凍冷蔵機器の定期点検

14 役務の提供 1421 建物保守・管理（昇降機） エレベーター等の保守管理 53 設備等管理 5303 エレベータ設備保守 点検、管理、修理

14 役務の提供 1422 設備保守・管理 電気設備、衛生設備等の保守管理 53 設備等管理 5304 自動扉設備保守 点検、管理、修理

53 設備等管理 5305 自家用電気工作物保安管理 点検、管理、修理

53 設備等管理 5306 電気設備、照明設備 点検、管理、修理

53 設備等管理 5307 通信設備保守 点検、管理、修理

14 役務の提供 1423 設備保守・管理（消防点検） 消防設備点検業務 53 設備等管理 5308 消防設備保守 点検、管理、修理

53 設備等管理 5309 ポンプ設備保守 点検、管理、修理

53 設備等管理 5310 ガス設備保守 点検、管理、修理

53 設備等管理 5311 ボイラー設備保守 点検、管理、修理

53 設備等管理 5312 音響設備保守 点検、管理、修理

53 設備等管理 5313 楽器保守 楽器等の保守、調律、調整

53 設備等管理 5314 遊具保守点検 点検、管理、修理

53 設備等管理 5315 建築物環境衛生管理（総合） 特定建築物の環境衛生管理全般

53 設備等管理 5316 下水道等の維持管理 下水道施設、浄化槽の維持管理

14 役務の提供 1424 その他点検業務 53 設備等管理 5399 その他設備等点検・保守

14 役務の提供 1401 電算業務（開発、保守管理） システム・ソフト開発、保守管理 54 情報処理 5401 システム開発・運用 システム開発・運用

54 情報処理 5402 データ入力・計算集計 データ入力、オペレーター派遣等

54 情報処理 5403 電気通信サービス 携帯電話（通信役務含む）、インターネット等の回線サービスの提供・保守等業務

54 情報処理 5404 システム運用・監視 システム操作、稼働監視、障害対応

54 情報処理 5405 ホームページ作成 ホームページ作成

14 役務の提供 1402 その他電算業務 データ処理、ホームページ作成 54 情報処理 5499 その他情報処理

14 役務の提供 55 広告・催事・展示 5501 印刷物・デザイン等製作 デザイン制作・印刷、図面製作、写図、地図製作・印刷、案内図製作・印刷

14 役務の提供 1403 広告 広告代理、ＣＭ撮影 55 広告・催事・展示 5502 広告・番組等製作
総合広告代行、各種広告の企画制作、情報誌等企画編集、映画・ビデオ・番組等製作、録
音、写真撮影

1418 イベント等企画 イベント・編集の企画、ビデオ製作 55 広告・催事・展示 5503 イベント企画演出・会場設営 イベント運営（企画、演出、会場設営）、展示業務

55 広告・催事・展示 5504 展示物製作・修復 天然記念物野島断層の修復、展示物・美術品の製作、修復等、着ぐるみ製作

55 広告・催事・展示 5599 その他広告・催事・展示

14 役務の提供 1404 旅客運送 バス、自動車等による旅客運送 56 運搬・保管 5601 運送 貨物運送、引越、宅配

56 運搬・保管 5602 美術品・楽器運搬 美術品・楽器等の梱包、運搬、展示等

14 役務の提供 1425 貸倉庫業務 貸倉庫 56 運搬・保管 5603 保管 物品等の集配、運搬、保管等

56 運搬・保管 5604 旅客運送 バス、自動車、船等による旅客運送

56 運搬・保管 5605 給食配送 学校等への給食配送

14 役務の提供 1426 車両運行管理業務 56 運搬・保管 5606 車両運行管理 車両運行管理業務

14 役務の提供 1405 その他運送 貨物運送、引越、宅配 56 運搬・保管 5699 その他運搬・保管

各分類へ細分化⇒

役務の提供役務の提供

各分類へ細分化⇒

各分類へ細分化⇒

各分類へ細分化⇒

各分類へ細分化⇒

各分類へ細分化⇒
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説明

コード 大分類 コード 小分類 例示 コード 大分類 コード 小分類 例示

改正後改正前

14 役務の提供 1410 一般廃棄物収集 廃棄物収集業務 57 廃棄物処理 5701 一般廃棄物（収集・運搬） 淡路市長許可のみ

57 廃棄物処理 5702 一般廃棄物（処分）

14 役務の提供 1411 産業廃棄物処理 （収集、運搬を含む） 57 廃棄物処理 5703 産業廃棄物（収集・運搬）

57 廃棄物処理 5704 産業廃棄物（処分）

57 廃棄物処理 5705 特別管理産業廃棄物（収集・運搬）

57 廃棄物処理 5706 特別管理産業廃棄物（処分）

14 役務の提供 1408 資源回収 古紙・金属等の売払 ⇒ 57 廃棄物処理 5707 資源回収 古紙・金属等の売払

57 廃棄物処理 5799 その他廃棄物処理 専ら物分類・回収

58 人材派遣・研修・筆耕 5801 受付案内業務 コールセンター運営、庁舎案内、受付窓口等業務

14 役務の提供 1407 人材派遣
（労働者派遣法に基づく許可を有するも
の）

58 人材派遣・研修・筆耕 5802 人材派遣 （労働者派遣法に基づく許可を有するもの）

58 人材派遣・研修・筆耕 5803 各種研修・講座 各種研修、講座

14 役務の提供 1419 筆耕、翻訳等業務
筆耕、翻訳、速記、テープ起し、製図、
トレース

58 人材派遣・研修・筆耕 5804 筆耕・通訳 翻訳、通訳（手話通訳含む）、速記、議事録作成

58 人材派遣・研修・筆耕 5899 その他人材派遣・研修・筆耕

59 医事業務 5901 医療事務 医療関係業務

59 医事業務 5902 健康診断・臨床検査 健診、予防接種

59 医事業務 5903 点検業務 レセプト点検

59 医事業務 5999 その他医事業務

14 役務の提供 1417 各種調査・研究 （設計・測量等の業務を除く） 廃止

60 調査・測定 6001 環境調査・検査
計量証明事業に係る調査・検査等業務（水質・土壌のダイオキシン類の測定、ばい煙測定、
騒音実態調査等）

60 調査・測定 6002 土壌汚染状況調査 土壌汚染対策法に基づく調査

60 調査・測定 6003 食品衛生検査等 食品衛生検査、腸内細菌検査等

60 調査・測定 6004 漏水調査 漏水調査

60 調査・測定 6005 埋蔵文化財調査 埋蔵文化財の発掘調査

60 調査・測定 6099 その他調査・測定

13 リース・レンタル 1301 リース（事務機器） コンピューター、コピー機 例示を整理⇒ 61 リース・レンタル 6101 事務・ＯＡ機器 事務機器、ＯＡ機器（パソコン、複写機、電算機等）

新規 61 リース・レンタル 6102 電気製品 事務用照明器具、エアコン、電気製品

新規 61 リース・レンタル 6103 仮設建物 プレハブ建物、仮設トイレ

新規 61 リース・レンタル 6104 イベント用品 テント、アーチ、幕、バルーン、看板類、安全施設、机、椅子等

新規 61 リース・レンタル 6105 園芸用品 植木鉢等

新規 61 リース・レンタル 6106 建設機械・機器 建設用重機、発電機、照明装置等

新規 61 リース・レンタル 6107 清掃用具 マット、モップ、タオル等

13 リース・レンタル 1302
リース（リネン、医療用機
器）

リネン、ベッド 61 リース・レンタル 6108 医療機器・器具 医療機器、医療ベッド、医療用分析機器、AED等

61 リース・レンタル 6109 寝具 寝具、リネン

13 リース・レンタル 1303 リース（車輌） 61 リース・レンタル 6110 カーリース 普通車、軽自動車、軽貨物自動車のリース

61 リース・レンタル 6111 レンタカー 自家用自動車の有償貸渡しの許可に係るレンタカー

13 リース・レンタル 1399 その他リース 車両、樹木 61 リース・レンタル 6199
その他リース・レンタル（6101～6111の
類似にあてはまらない物）

62 計画策定等支援 6201 意識調査 世論、アンケート等の調査

62 計画策定等支援 6202 総合計画 総合計画の策定

62 計画策定等支援 6203 保健・福祉計画 保健・福祉に係る計画策定

62 計画策定等支援 6204 地域防災計画 地域防災計画策定

62 計画策定等支援 6299 その他計画策定等支援業務

新規 99 その他 9901 福祉サービス 介護、入浴サービス

14 役務の提供 1406 クリーニング 衣服、シーツ 例示を整理⇒ 99 その他 9902 クリーニング 衣服、シーツ（寝具リース・レンタルは除く）

99 その他 9903 旅行業 視察等

99 その他 9904 司法書士に係る業務 司法書士に係る業務

99 その他 9905 土地家屋調査士に係る業務 土地家屋調査士に係る業務

99 その他 9906 給食調理 給食調理

99 その他 9907 施工監理 土木工事に係る施工監理業務

14 役務の提供 1499 その他役務 分類名を整理⇒ 99 その他 9999
その他役務の提供（分類のいずれにも当
てはまらないもの）

新規

新規

各分類へ細分化⇒

新規

各分類へ細分化⇒

新規

新規

各分類へ細分化⇒
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