
業種表

1　建設工事 ２　測量等 ３　物品製造等

（１）物品の製造・買入

業　　　種　　　名　　　称 略　称 業　　　種　　　名　　　称 略　称 業　　　種　　　名　　　称 略　称 業　　　種　　　名　　　称 略　称

1 土木一式工事 土木一式 測量 印刷・製本 機械・器具

2 建築一式工事 建築一式 測量（全般） 測量全般 印刷・製本（全般） 印刷製本全般 機械・器具（全般） 機械器具全般

3 大工工事 大工 測量一般 測量一般 活版，オフセット，軽印刷製本 一般印刷 測量機器，計量機器，巻尺，測定器 計測機器

4 左官工事 左官 航空測量 航空測量 電算処理用印刷 フォーム印刷 ブルドーザ，バックホウ 建設機械

5 とび・土工・コンクリート工事 とび・土工 地図調製，台帳作成，台帳補正 地図調製 地図印刷 地図印刷 トラクター，草刈機 農業機械

6 石工事 石 建築関係建設コンサルタント ステッカー，シール，ラベル 特殊印刷 調理台，流し台，食器洗浄器 厨房機器

7 屋根工事 屋根 建築関係建設コンサルタント（全般） 建築コン全般 副読本制作 副読本制作 ガス・石油機器 ガス石油機器

8 電気工事 電気 一般 一般 封入封緘 封入封緘 焼却炉，ポンプ，溶接機，空き缶処理機，脱臭装置 一般産業機器

9 管工事 管 設備 設備 文具・事務機器・家具 自動券売機，入退場管理機器 入退場管理機器

10 タイル・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事 タ・れ・ブ 調査 調査 文具・事務機器・家具（全般） 文具家具全般 消防防災・選挙用品

11 鋼構造物工事 鋼構造物 土木関係建設コンサルタント 和洋紙，感光紙，段ボール（含印刷） 用紙類 消防防災・選挙用品（全般） 消防選挙全般

12 鉄筋工事 鉄筋 土木関係建設コンサルタント（全般） 土木コン全般 一般文具，絵画材料，印章，ゴム印，将棋盤等 文具 消防ホース，消防ポンプ，消防ホース洗浄機，防災 消防防災器具

13 舗装工事 舗装 河川砂防及び海岸 河川砂防海岸 製図器，計算機，複写機，ファックス 事務機器 コンテナ，緊急時用浄水装置，避難器具，救急器具

14 しゅんせつ工事 しゅんせつ 道路 道路 ＯＡサプライ，電算用消耗品，磁器テープ 電算用品 消防服，防災服，保護具，消火器 消防防災用品

15 板金工事 板金 上水道及び工業用水道 水道施設 机，椅子，書棚，ロッカー，金庫 事務用家具 道路標識，保安灯，案内表示板，バリケード 交通安全用品

16 ガラス工事 ガラス 下水道 下水道 机，椅子，書棚，ロッカー 学校用家具 投票箱，投票記載台，計数機，投票用紙交付機 選挙用品

17 塗装工事 塗装 農業土木 農業土木 机，椅子，食器棚 一般家具 啓発用配布品 啓発用品

18 防水工事 防水 造園 造園 カーテン，ブラインド，ドン帳，暗幕 室内装飾品 医療・薬品

19 内装仕上工事 内装仕上 都市計画及び地方計画 土地利用計画 物置，自転車置場，テント，簡易トイレ 屋外家具 医療・薬品（全般） 医療薬品全般

20 機械器具設置工事 機械器具設置 地質 地質 教材・運動具・図書 医薬品，ワクチン，脱脂綿，綿棒 医療材料

21 熱絶縁工事 熱絶縁 土質及び基礎 土質及び基礎 教材・運動具・図書（全般） 教材図書全般 苛性ソーダ，塩素，消石灰，プール薬品，防塵材 薬品

22 電気通信工事 電気通信 鋼構造及びコンクリート 鋼構造コンク 教材，教育機器，理科実験器具，教材用映画 学校用品 医療機器，車椅子，特殊寝台，歩行器，補装具 医療福祉機材

23 造園工事 造園 施工計画・施工設備及び積算 施工計画等 保育教材，遊具，玩具，乳母車，三輪車 保育用品 殺虫剤，除草剤，農薬，動物薬品 防疫剤

24 さく井工事 さく井 建設環境 建設環境 鉄棒，卓球台，武道具，トレーニングウエア 運動用具 表示板・看板・展示品

25 建具工事 建具 建設機械 建設機械 ミシン，編み機，時計，貴金属，眼鏡 ミシン・時計 表示板・看板・展示品（全般） 表示看板全般

26 水道施設工事 水道施設 電気・電子 電気・電子 雑誌，書籍，地図 図書 住居表示板，室内表示板，標識 標示板

27 消防施設工事 消防施設 地質調査 映写機，スクリーン，スライド，放送設備 視聴覚機器 看板，黒板，掲示板，標示板 看板

28 清掃施設工事 清掃施設 地質調査（全般） 地質調査全般 楽器，オーディオソフト，ビデオソフト，楽譜 楽器 標本，模型，絵画，彫刻 展示品

29 解体工事 解体 補償関係コンサルタント 自動車 繊維製品・日用品

注意事項 補償関係コンサルタント（全般） 補償コン全般 自動車（全般） 自動車全般 繊維製品・日用品（全般） 日用品全般

　１　建設工事 土地調査 土地調査 乗用車，軽自動車，貨物車，ダンプカー，バス 自動車 制服，作業服，白衣，制帽，雨衣 被服

　　（１）希望される業種名称を登録してください。 土地評価 土地評価 特殊車両 特殊車両 布団，毛布，シーツ，マットレス，ベッド 寝具

　　（２）希望業種は１０業種まで登録できます。 物件 物件 オートバイ，自転車 二輪車 家庭金物，洗剤，生地，裁縫材，清掃用具 日用雑貨

　２　測量等 機械工作物 機械工作物 自動車部品，バッテリー，電装品，タイヤ，修理 自動車部品 指定ごみ袋 指定ごみ袋

　　（１）希望される業種名称を登録してください。 営業補償・特殊補償 営業特殊補償 電気・情報処理機器 ペンキ，ニス，ラッカー，刷毛 塗料用品

　　　①最初に，希望される業種の全般を登録してください。 事業損失 事業損失 電気・情報処理機器（全般） 電気情報全般 茶碗，コップ，花瓶，皿 陶磁器・漆器

　　　②次に，希望される業種の取扱業種を登録してください。 補償関連 補償関連 映像・音響，空調，通信，家事・調理，照明器具 家電製品 靴，かばん，ゴム長靴，はきもの 靴・かばん

　　（２）希望業種は２０業種まで登録できます。 その他業務 汎用，オフィスコンピュータ，パソコン，ワープロ 情報処理機器 　 全品 百貨店

　３　物品製造等 その他業務（全般） その他全般 教育用ソフト，一般用ソフト コンピュータソフト

　　（１）希望される業種名称登録してください。 不動産鑑定 不動産鑑定

　　　①最初に，希望される業種の全般を登録してください。 土地家屋調査 土地家屋調査

　　　②次に，希望される業種の取扱業種を登録してください。 司法書士 司法書士

　　（２）希望業種は２０業種まで登録できます。 計量証明事業 計量証明事業

1



（２）リース・レンタル

業　　　種　　　名　　　称 略　称 業　　　種　　　名　　　称 略　称 業　　　種　　　名　　　称 略　称 業　　　種　　　名　　　称 略　称

写真・表彰用品・記念品 リース・レンタル 屋外施設清掃管理業務 事務処理業務

写真・表彰用品・記念品（全般） 記念品全般 リース・レンタル（全般） リース全般 屋外施設清掃管理業務（全般） 屋外管理全般 事務処理業務（全般） 事務処理全般

カメラ，フィルム，焼付，引伸 写真 総合物品 総合物品リース 道路・側溝清掃 道路側溝清掃 企業内研修，講師派遣 企業内研修

バッジ，カップ，トロフィー，盾，旗，記章 表彰用品 汎用，オフィスコンピュータ，パソコン，ワープロ ＯＡ機器リース 公園清掃 公園清掃 宣伝・広告，チラシ折込 宣伝・広告

記念品 記念品 印刷機，複写機 事務機器リース 植栽・剪定 植栽・剪定 ビデオ制作 ビデオ制作

燃料 福祉機器 福祉機器リース 害虫防除 害虫防除 写真撮影 写真撮影

燃料（全般） 燃料全般 医療機器 医療機器リース 下水管渠清掃 下水管渠清掃 イベント運営 イベント運営

ガソリン，重油，軽油，灯油，プロパンガス 燃料 清掃用具 清掃用具リース 下水管渠調査 下水管渠調査 速記・翻訳 速記・翻訳

資材 ブルドーザ，バックホウ 建設機械リース 下水管止水，補修 下水管補修 台帳照合 台帳照合

資材（全般） 資材全般 乗用車，軽自動車，貨物車，ダンプカー，バス 自動車リース 除草 除草 公図，地図作成 公図作成

砂利，砂，砕石，セメント，アスファルト，生コン 骨材等 仮設建物 仮設建物リース 上水管渠調査 上水管渠調査 マイクロ撮影 マイクロ撮影

鋼材，鋼管，ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ，グレーチング，鋼鉄蓋 鉄類等 布団，毛布，シーツ，マットレス，ベッド 寝具リース 施設運転管理業務 旅行業 旅行業

木材，合板，竹材，丸太 木材等 施設運転管理業務（全般） 施設管理全般 運送業務

Ｕ字溝，境界杭，ﾌﾞﾛｯｸ，蓋，ます類 ＣＯ製品 （３）清総・管理業務等 ごみ処理施設運転管理 ごみ処理施設 運送業務（全般） 運送業務全般

木製建具，金属製建具，畳，ガラス，内・外装材 建築資材 業　　　種　　　名　　　称 略　称 水処理施設運転管理，排水ポンプ場運転管理 水処理施設 一般貨物運送 貨物運送

電線，電線管，照明器具，通信機器，分電盤 電気資材 建物清掃管理業務 体育施設運営管理 体育施設 梱包 梱包

配管材，計器類，保温材，ダクト，給水・排水機器 機械資材 建物清掃管理業務（全般） 建物管理全般 公園施設運営管理 公園施設 倉庫業 倉庫業

樹木，草花，種 植木等 建物清掃 建物清掃 給食施設運営管理 給食施設 自動車運行管理 自動車運行管理

食品 空気環境測定，害虫駆除，飲料水水質検査 建物環境衛生 プール施設運営管理 プール施設 給食配送 給食配送

食品（全般） 食品全般 施設警備，機械・人間警備 警備 旅客運送 旅客運送

米，パン，麺類 主食類 火葬業務 火葬業務 （４）調査・情報処理・事務処理業務 廃棄物処理業務

肉 肉類 電話交換，受付 受付業務 業　　　種　　　名　　　称 略　称 廃棄物処理業務（全般） 廃棄物全般

魚介類，水産物 水産物 設備保守点検業務 調査・コンサルタント業務 廃品回収，資源物回収 廃品回収

野菜，果物 青果類 設備保守点検業務（全般） 設備保守全般 調査・コンサルタント業務（全般） 調査コン全般 廃棄物収集・運搬 廃棄物収集

加工食品 加工食品 電気設備 電気設備 世論調査 世論調査 廃棄書類の機密処理 書類機密処理

飲料 飲料 昇降機設備 昇降機設備 経済調査 経済調査 一般廃棄物処理 一廃処理

調味料，食用油 調味料 消防設備 消防設備 環境及び公害調査・測定，交通量調査 環境公害調査 産業廃棄物処理 産廃処理

牛乳，乳製品 乳製品 給排水衛生設備 給排水衛生 廃棄物分析 廃棄物分析 その他業務

不用品買取 浄化槽 浄化槽 臨床検査 臨床検査 その他業務（全般） その他全般

空調設備 空調設備 行政診断 行政診断 クリーニング クリーニング

ボイラー設備 ボイラー設備 文書管理 文書管理 寝具乾燥 寝具乾燥

排煙設備 排煙設備 運営・経営マネジメント 運営ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 巡回入浴サービス 巡回入浴

通信設備，共同アンテナ 通信設備 事業計画策定，行動計画策定 計画策定 損害保険 損害保険

自動ドア 自動ドア 情報化管理，ＩＴコーディネータ ITｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ 自動車点検整備 自動車整備

受水槽，高架水槽 受水槽 情報処理業務 人材派遣 人材派遣

プール濾過機 プール濾過機 情報処理業務（全般） 情報処理全般 放置自転車撤去 自転車撤去

集中暖房機器 集中暖房機器 情報処理 情報処理 ペット処理 ペット処理

地下燃料タンク 地下燃料タンク システム開発，システム改造 システム開発 障害者・高齢者介助，配食宅配 福祉サービス

排水ポンプ 排水ポンプ システム運用支援 システム運用 新電力（電力供給等） その他

駐車場機械，駐輪場機械 駐車駐輪機械 要員派遣 要員派遣

情報機器保守 情報機器保守

データ入力，データパンチ データパンチ
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