
区分 営業種目 番号 物品の種類(品目名)例示（役務） 必要な資格・許可・登録等

建物清掃等環境衛生管理 建物清掃 5001 建物施設内の清掃業務 建築物清掃業登録証明書

建築物環境衛生総合管理 5002
建築物環境衛生総合管理（空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、
ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な
管理）

建築物環境衛生総合管理業登録証
明書（建築物環境衛生管理技術者）

飲料水貯水槽清掃 5004 飲料水貯水槽点検・清掃業務 建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書

オイルタンク清掃 5005 オイルタンク清掃業務

ボイラー清掃 5006 ボイラー清掃業務

排水原水槽清掃 5007 排水原水槽点検・清掃業務

除雪 5008 除雪・雪おろし等

建築物空気環境測定 5009 （建築物）空気環境測定
建築物空気環境測定業登録証明書
（建築物環境衛生管理技術者等）

建築物消毒 5010 建築物消毒（手すり、ドアノブ、机、椅子等を含む）

焼却炉内清掃 5051 焼却炉内清掃

その他 5099 その他建物清掃等環境衛生管理（具体的な業務名を記載してください）

浄化槽管理 浄化槽清掃 5201 浄化槽清掃 浄化槽清掃業許可証

浄化槽保守点検 5202 浄化槽保守点検・保守業務 浄化槽保守点検業者登録

電気設備保守 自家用電気工作物保安管理 5301 自家用電気工作物保安管理業務
電気主任技術者、電気工事士、電気
事業主任技術者

電気設備保守管理 5302
受変電設備、自家発電設備等点検保守業務、一般電気工作物、受変電設備
等点検・保守業務

道路照明灯保守管理 5303 道路照明灯等点検・修理

その他 5399 その他電気設備保守（具体的な業務名を記載してください）

通信設備保守 電話交換機保守管理 5401 通信設備の保守管理業務
AI第一種、DD第一種、AI・DD総合工
事担任者、電気通信工事業

無線機保守 5402 無線機の保守管理業務

防災行政無線保守管理 5403 防災行政無線の保守管理業務

その他 5499 その他通信設備保守（具体的な業務名を記載してください）

機械設備等保守 事務機器保守管理 5501 ＯＡ機器点検・保守管理業務

ボイラー保守管理 5502 ボイラー機器点検・保守管理業務 ボイラー整備士、管工事施工技士

自動ドア設備保守管理 5503 自動ドア設備の点検・保守管理業務 自動ドア施工技能士

昇降機保守管理 5504 エレベータ（小荷物専用含む。）の点検・保守管理業務 昇降機検査資格者、建築士

冷暖房機器等保守管理 5505 冷暖房機器・給排水関連設備の点検・保守管理業務 冷凍機械責任者、管工事施工技士

消防設備保守管理 5506 消防用設備の点検・保守管理業務
消防設備士、消防設備点検資格者、
消防設備業届出書

地下タンク等保守管理 5507 地下タンク等の点検・保守管理、漏洩点検業務 地下タンク等定期点検事業者認定証

厨房機器類保守管理 5509 厨房機器類点検・保守管理業務



区分 営業種目 番号 物品の種類(品目名)例示（役務） 必要な資格・許可・登録等

舞台・音響設備保守管理 5510 舞台音響、照明、機構設備、その他舞台関係機器の点検・保守管理業務

給排水・換気設備保守 5511 ポンプ・送風機・ダンパー等の点検・保守管理業務

その他 5599 その他の点検・保守管理業務（具体的な業務名を記載してください）

測定・医療機器保守 測定機器保守 5701 測定・分析機器保守管理

医療機器保守 5702 医療機器保守 医療機器修理業許可

検査・測定等 計量証明事業に係る検査 5801 大気測定、水質検査、土壌分析、騒音測定業務等 計量証明事業登録、水質検査登録

アスベスト測定 5802 アスベスト測定業務 計量証明事業登録（濃度）

ダイオキシン類測定 5803 ダイオキシン類測定業務 特定計量証明事業者登録

悪臭分析・測定 5804 悪臭分析・測定業務

環境アセスメント 5805 環境アセスメント調査関連業務

健康診断 5806 健康診断業務

ばい煙量測定 5807 ばい煙量測定業務

その他 5899 その他の検査・測定・健診業務（具体的な業務名を記載してください）

調査・計画 不動産鑑定 5901 不動産鑑定業務 不動産鑑定業者登録

市場・経済調査 5902 市場・経済調査業務

世論調査 5903 事業執行の前後に実施する世論調査業務

費用便益分析調査 5906 費用便益分析調査業務

福祉計画・調査 5907 福祉計画策定、福祉関係調査業務

電波障害調査 5909 電波障害調査業務

その他 5999 その他の調査・計画業務（具体的な業務名を記載してください）

修繕 厨房・冷暖房機器修繕 6001 厨房・冷暖房機器修繕

車両修繕（普通） 6002 車両整備・車検（小型・普通・軽自動車）

車両修繕（大型） 6003 車両整備・車検（中型・大型車等）

産業用機器類修繕 6004 建設機械、産業・農畜産業・工業用機械器具等の修繕
（特定）自主検査事業登録証、建設機
械整備技能士

医療機器類修理 6006 医療・介護機器類の修繕

排水・換気設備等修 6007 ポンプ・送風機・ダンパー等の修繕

機械設備修繕 6008 機械設備等（ボイラー、自動ドア、昇降機等）の修繕

環境衛生施設計装設備修繕 6051 最終処分場、し尿処理施設の計装設備修繕

し尿処理施設散気装置修繕 6052 し尿処理施設のディフューザー（散気装置）修繕

し尿処理施設遠心分離機修繕 6053 し尿処理施設の遠心分離機修繕

し尿処理施設前処理設備修繕 6054 し尿処理施設の前処理設備修繕

環境衛生施設ポンプ修繕 6055 最終処分場、し尿処理施設、ごみ焼却施設のポンプ修繕

環境衛生施設ブロワ修繕 6056 最終処分場、し尿処理施設のブロワ修繕

空気圧縮機修繕 6057 コンプレッサー（空気圧縮機）修繕

最終処分場脱水機修繕 6058 最終処分場の脱水機修繕

ごみ焼却施設ごみクレーン修繕6059 ごみ焼却施設のごみクレーン修繕

自動車分解整備事業認証、指定自動
車整備事業指定



区分 営業種目 番号 物品の種類(品目名)例示（役務） 必要な資格・許可・登録等

ごみ焼却施設ホイスト修繕 6060 ごみ焼却施設のホイスト修繕

し尿処理施設破砕機整備 6061 し尿処理施設の破砕機カッター刃交換整備等

環境衛生施設インバータ修繕 6062 環境衛生施設のインバータ交換・修繕

その他 6099 その他の修繕業務（具体的な業務名を記載してください）

警備 常駐警備 6101
警備員を駐在させて行う警備業務（夜間警備、休日警備、雑踏警備、駐車場
警備（管理）等

警備業認定証、営業所設置届
（県外業者）

機械警備 6102 警備業務用機械装置を使用した警備業務 警備業認定証、機械警備業届出書

その他 6199
イベント会場内の交通誘導・整理、その他の警備業務（具体的な業務名を記
載してください

廃棄物処理 一般廃棄物収集運搬 6202 一般廃棄物収集運搬業務 一般廃棄物収集運搬業許可

一般廃棄物処分 6203 一般廃棄物処分業務 一般廃棄物処分業許可証

産業廃棄物収集運搬 6204 産業廃棄物収集運搬業務 産業廃棄物収集運搬業許可証

産業廃棄物処分 6205 産業廃棄物処分業務 産業廃棄物処分業許可証

病害虫防除 建物病害虫防除 6301 ねずみ駆除、白アリ駆除等

樹木病害虫防除 6302 松くい虫防除

その他 6399 ハチ駆除、その他の防除業務

コンピュータ業務 システム企画・開発 6401 システム企画・開発

システム運用・保守 6402 システム運用・保守

ネットワーク保守・ 6403 ネットワーク保守・運用

データ入力 6404 データ入力、アンケート調査集計、電算入出力、印字処理等

ホームページ作成 6405 ホームページ作成

その他 6499 その他のコンピュータ業務（具体的な業務名を記載してください）

催事関係業務 企画・運営 6501 イベントの企画から運営まで

会場設営 6502 会場設営・展示業務

映画・ビデオ 6504 映画・ビデオ・ＤＶＤ・スライド等の制作

広告 6505 ＣＭの制作、テレビ・ラジオ・新聞・車体利用等による広告・広報等

写真撮影、ドローン撮影 6508 各種写真撮影、ドローン撮影

その他 6599 その他の催事関係業務

輸送業務 貨物運送 6601 貨物等の輸配送、貸切車両の配車等業務 運送に関する免許、貨物自動車運送事業許可

運転代行 6602 タクシー、バス 運送に関する免許、旅客自動車運送事業許可

排雪 6603 排雪業務

サービス クリーニング 6701 クリーニング業務 クリーニング所開設届

介護サービス 6702 介護サービス

旅行 6703 旅行代理・旅行業務 旅行業登録（更新）通知書

翻訳・通訳 6704 翻訳・通訳業務

その他 記録 9901 議事録反訳、速記等

人材派遣 9902 一般事務、教育用務等人材派遣業務 一般労働者派遣業許可、特定労働者派遣事業届出

プライバシーマーク、JIS Q 27001
（ISO/IEC 27001）またはISMS



区分 営業種目 番号 物品の種類(品目名)例示（役務） 必要な資格・許可・登録等

研修 9903 職員研修業務、住民向け講座の講師

掲示板設置 9904 掲示板（選挙ポスター掲示板等）の製作、設置及び撤去業務

楽器調律 9906 ピアノ等楽器の調律

給食 9907 給食調理及び配送業務等
飲食店営業許可、食品営業許可、管理栄
養士、調理師、医療サービスマーク認定
（患者給食）

火葬等業務 9908 火葬場残骨灰処理業務等

行政窓口関連業務 9910 証明発行業務、各種申請受付、端末入力、コールセンター等
プライバシーマーク、JIS Q 27001
（ISO/IEC 27001）またはISMS

その他 9999 その他（具体的な業務名を記載してください）


