
別表1．業種及び調達物品等の種類

（１） 物品の製造

業種 具体的事例
101 衣服・その他繊維製品 制服、作業服、寝具等
102 ゴム・皮革・プラスチック製品 タイヤ、かばん、合成皮革、FRP等
103 窯業・土石製品 ガラス、陶磁器等
104 非鉄金属・金属製品 アルミ、ブリキ、洋食器、刃物、手工具等
105 フォーム印刷 ビジネス帳票等
106 その他印刷 オフセット印刷、軽印刷等
107 図書 書籍、新聞、出版等
108 電子出版物 ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ等
109 紙・紙加工品 製紙、紙製品、ダンボール等
110 車両 自動車、自動二輪、自転車、フォークリフト等
111 その他輸送・搬送機械器具 ヘリコプター、航空機等
112 船舶 船舶、ボート、ゴムボート等
113 燃料 ガソリン、軽油、灯油等
114 家具・什器 事務机、椅子、ロッカー等
115 一般・産業用機器 印刷機、ボイラー等
116 電気・通信用機器 家電機器、通信機器、照明機器、音響機器、配電盤等
117 電子計算機 コンピューター、汎用ソフトウェア等
118 精密機器 計量機器、測定機器、試験分析機器、光学機器等
119 医療用機器 ＭＲＩ、ＣＴ、成分採血装置、ベッド等
120 事務用機器 帳合機、コピー機、裁断機、穿孔機等
121 その他機器 厨房器具、消火器具、消火装置等
122 医薬品・医療用品 医薬品、医療用消耗品、Ｘ線フィルム、検査試薬等
123 事務用品 事務用品、文具等
124 土木・建設・建築材料 セメント、木材、砂利等
125 救護用備品 担架、エアーテント、天幕、軽便寝台等
126 救急法等講習用備品 蘇生法訓練用人形、レスキューボード等
127 採血用備品 採血バッグ、成分採血キット等
128 表彰用備品 徽章、楯、贈与品等
129 工業製品 次亜鉛酸ナトリウム、工業用ガス等
130 その他 食料品、雑貨、運動用具、その他



（2） 物品の販売

業種 具体的事例
201 衣服・その他繊維製品 制服、作業服、寝具等
202 ゴム・皮革・プラスチック製品 タイヤ、かばん、合成皮革、FRP等
203 窯業・土石製品 ガラス、陶磁器等
204 非鉄金属・金属製品 アルミ、ブリキ、洋食器、刃物、手工具等
205 フォーム印刷 ビジネス帳票等
206 その他印刷 オフセット印刷、軽印刷等
207 図書 書籍、新聞、出版等
208 電子出版物 ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ等
209 紙・紙加工品 製紙、紙製品、ダンボール等
210 車両 自動車、自動二輪、自転車、フォークリフト等
211 その他輸送・搬送機械器具 ヘリコプター、航空機等
212 船舶 船舶、ボート、ゴムボート等
213 燃料 ガソリン、軽油、灯油等
214 家具・什器 事務机、椅子、ロッカー等
215 一般・産業用機器 印刷機、ボイラー等
216 電気・通信用機器 家電機器、通信機器、照明機器、音響機器、配電盤等
217 電子計算機 コンピューター、汎用ソフトウェア等
218 精密機器 計量機器、測定機器、試験分析機器、光学機器等
219 医療用機器 ＭＲＩ、ＣＴ、成分採血装置、ベッド等
220 事務用機器 帳合機、コピー機、裁断機、穿孔機等
221 その他機器 厨房器具、消火器具、消火装置等
222 医薬品・医療用品 医薬品、医療用消耗品、Ｘ線フィルム、検査試薬等
223 事務用品 事務用品、文具等
224 土木・建設・建築材料 セメント、木材、砂利等
225 救護用備品 担架、エアーテント、天幕、軽便寝台等
226 救急法等講習用備品 蘇生法訓練用人形、レスキューボード等
227 採血用備品 採血バッグ、成分採血キット等
228 表彰用備品 徽章、楯、贈与品等
229 工業製品 次亜鉛酸ナトリウム、工業用ガス等
230 その他 食料品、雑貨、運動用具、その他

（３） 役務の提供等　

業種 具体的事例
301 広告・宣伝 広告、映画、ビデオ、広報、イベント企画等
302 写真・製図 写真撮影、製図、製本等
303 調査・研究 調査、研究、検査等
304 情報処理 統計、集計、データ入力、媒体変換等
305 翻訳・通訳・速記 翻訳、通訳、速記、筆耕等
306 ソフトウェア開発 プログラム作成、システム開発等
307 会場等の借り上げ 施設借り上げ、会場設営等
308 賃貸借 建物、寝具、植木、物品等
309 建物管理等各種保守管理 清掃、警備、廃棄物処理、機器保守、電話交換等
310 運送 タクシー、ハイヤー、運送、荷造り、倉庫等
311 車両整備 自動車、自動二輪、航空機、ヘリコプター等の整備
312 船舶整備 船舶、ボート等の整備
313 電子出版 DVD、ビデオCD、CD-ROM、ＭＯ等の作成
314 救護用備品等の整備 業務用無線機、発電機、エアーテント等の整備
315 不動産 不動産業
316 保険 損害保険等
317 人材派遣 医事業務、検体検査、受付業務、経理事務等
318 研修 研修業務
319 その他 各種業務委託等

（４） 物品の買受け　

業種 具体的事例
401 立木竹 林産物の買受け等
402 その他 鉄屑回収、古紙回収等



（５） 建設工事

ア　総合工事
業種

501 土木一式
502 建築一式

イ　専門工事
業種 具体的事例

503 大工
504 左官
505 とび・土・コンクリート
506 石
507 屋根
508 電気
509 管
510 タイル・れんが・ブロック
511 鋼溝造物
512 鉄筋
513 舗装
514 浚渫
515 板金
516 ガラス
517 塗装
518 防水
519 内装仕上
520 器械器具設置
521 熱絶縁
522 電気通信
523 造園
524 さく井
525 建具
526 水道施設
527 消防施設
528 清掃施設

（６） 設計・測量

業種 具体的事例
601 測量・地質調査 測量、土質、地質調査
602 建築設計・監理 建築設計、電気・給水衛生・空調設備等設計、施工監理
603 建設コンサルタント 不動産調査・評価等
604 その他 補償、土木関係等コンサルタント


