
種目 ｺｰﾄﾞ 種目 細目 ｺｰﾄﾞ 細目 具体的例示

001 事務用品、事務機器 01 事務用品 事務用品、文房具、用紙類、ファイリング用品、図書用品、新聞等

家具類

OA機器

04 トナーカートリッジ トナーカートリッジ

05 ゴム印、印章 ゴム印、印判、印章

06 ソフトウェア（ライセンスを含む） ソフトウェア（ライセンスを含む）

002 学校・保育用品 01 学校教材・用品 教材学校用机、椅子、黒板（電子黒板を含む）

02 保育教材・用品 保育教材、玩具

03 図書 図書、書籍、教科書、生徒手帳、地図、刊行物

003 スポーツ用品・器具・遊具 01 体育・スポーツの用品・器材 競技用品、スポーツ用品、スポーツ器材等

02 遊具 ブランコ、滑り台、シーソー等の公園遊具（※学校、保育遊具を含む）

004 厨房機器、給食機器

02 給食機器、給食用エプロン 食器、配膳台、給食用エプロン

005 楽器 01 楽器 楽器及び関連商品

006 燃料、ガス 01 石油類（灯油を除く） ガソリン、軽油、重油

02 灯油 灯油

03 LPガス LPガス

007 日用雑貨

03 ポリ・ビニール用品 ポリ袋、ポリ平テープ、傘袋、ＰＰバンド、ブルーシート等

04 指定ごみ袋 荒尾市指定ごみ袋

05 塗料 ワックス、ラッカースプレー、ペンキ等

06 室内装飾品 カーテン、ブラインド、カーペット、緞帳、暗幕、畳等

07 ペット用品・飼料 ペット用品（ペットを含む）、飼料（捕獲用器具）

08 制服 制服

09 白衣 白衣

008 看板、旗、プレート、シール 01 看板 トタン製、木製、樹脂、選挙用掲示板等

02 旗 旗、のぼり、たれ幕

03 車両用標識 車両用標識

04 プレート 樹脂製、金属製、その他

05 シール 検査、調査済シール

009 自動車 01 乗用・貨物自動車 乗用車、貨物車、福祉車

02 特殊・特種自動車 バス、トラック等

03 消防車 消防車

04 給食配送車 給食配送車

010 電気用品 01 電化製品 家電製品（テレビ、エアコン、空調機器）、電気部品等、

02 照明器具 蛍光灯、水銀灯、蛍光管、懐中電灯等

03 通信機器 電話機、携帯電話、無線機、電話交換機等

04 放送・音響・映像機器 放送設備機器、アンプ、スピーカー、プロジェクター、拡声器等

05 業務用電気機器 舞台照明、電力機器、発電機、モーター、電材、スポットエアコン等

011 各種機械器具 01 産業用機械 ボイラー、エンジン、モーター、ポンプ、ブロワ、コンベア等

02 産業用器具 水位計、流量計等

03 農業機械 草刈り機、チェーンソー、農業機械等

04 農業器具 農業器具、捕獲用器具

05 建設用機械 建設用機械

06 建設用器具 建設用器具

07 理化学機械・器具 理化学機械器具分析機器、計測機器、計量機器等

08 捕獲用機械・器具 捕獲用器具（野犬、イノシシ等）

99 その他機械・器具

012 資材、原材料等 01 土木・建設用資材 砂、砕石、生コン、セメント製品等

02 木材、合板 木材、合板

03 鋼材・鋳鉄製品 鋼材、鋳鉄製品、鉄蓋（マンホール用）

04 道路保安資材 道路標識、カーブミラー、ガードレール、カラーコーン等

05 園芸用品 種苗、生花、芝、樹木、園芸用品等

03
パソコン、パソコン周辺機器、ＯＡサプライ用品、プロジェクター、デジタルカメラ、
ファクシミリ等（※複写機のリースは、117-01へ）

流し台、調理台、食器洗浄機、調理機器、冷蔵、冷凍庫、給湯関係機器等（※給食
配送車を除く009-04へ）

厨房機器01

日用品、洗剤類、金物、清掃用品、カギ（製作を含む）、害虫駆除品、スリッパ、衣装
ケース、トイレットペーパー、作業用一輪車等

作業服、軍手、皮手袋、雨衣、裏メリヤス付ビニール手袋、ウエス、安全靴、短靴、
調理用エプロン、長靴（消防用等の特殊品を除く）等

作業用品02

01 日用品、金物

　　　※[種目ｺｰﾄﾞ]-[細目ｺｰﾄﾞ]をもって、確認表へチェックをお願いいたします。希望職種分類表

物品（購入機器の修理等含む）

ロッカー、机、椅子食器戸棚、応接セット、スチール家具、木製家具等02
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種目 ｺｰﾄﾞ 種目 細目 ｺｰﾄﾞ 細目 具体的例示

013 医療用機械・器具・医薬品 01 医療機器、医療器具 医療機器、医療器具、医療材料

02 福祉介護機器・用品 福祉介護機器、用品

03 乳幼児用品 乳幼児用品

04 一般用医薬品 一般用医薬品、衛生器具、衛生材料

05 医療用医薬品 医療用医薬品（ワクチンを含む）、医療ガス等

014 工業薬品 01 化学薬品 活性炭、硫酸バンド、メタノール、苛性ソーダ、高分子凝集剤、消泡剤、ポリ鉄等

02 プール薬品 プール薬品

99 その他工業薬品

015 食料品類 01 飲料 お茶、清涼飲料水等

02 主食類 米穀類

03 青果物 野菜、果物

04 肉類 肉、加工肉（ハム、ソーセージ等）

05 鮮魚類 魚介類、練り製品

06 弁当 弁当

07 お菓子 お菓子等

08 その他の食品 その他の食品

016 消防、防災、防犯 01 消防機械・器具 （※消防車を除く、009-03へ）、（※消防設備・点検等は103-09へ）

02 消防用品

03 防災・防犯機械・器具

04 防災・防犯用品

017 選挙用品 01 選挙機器 投票用紙計数機、交付機、啓発物資、選挙運動表示物、投票箱等

02 選挙用品 選挙用品

018 ごみ処理関係 01 ごみ処理関係機器 ごみ処理関係機器

02 ごみ処理関係用品 ごみ処理関係用品

019 斎場関係 01 斎場機器 斎場機器

02 斎場用品 ゴトク等斎場用品

03 火葬関係 火葬関係（残骨灰の処理を含む）

020 住民票・戸籍 01 住民票・戸籍機材 レジスター、住民票、戸籍機材等

02 住民票・戸籍用品 住民票、戸籍用品等

03 改ざん防止用紙 改ざん防止用紙（住民票、納税証明書等）

021 イベント用品 01 イベント用品・機材 イベント用品、機材等

02 舞台用品・機材 舞台用品、機材等

022 記念品、贈答品 01 ギフト用品 記念品、贈答品、賞品等

02 記章・カップ カップ、金盃、トロフィー、メダル、楯、優勝旗等

023 鍵 01 鍵・合鍵 鍵、合鍵

024 その他の物品 99 その他

（確認表等へ記入をお願いします。）

希望職種分類表 　　　※[種目ｺｰﾄﾞ]-[細目ｺｰﾄﾞ]をもって、確認表へチェックをお願いいたします。

物品（購入機器の修理等含む）
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種目 ｺｰﾄﾞ 種目 細目 ｺｰﾄﾞ 細目 具体的例示

101 取替、修繕等 01 土木関係

02 建築関係

03 電気関係

04 管関係

05 造園関係

102 清掃、洗浄 01 庁舎・施設の室内清掃

02 公衆トイレ清掃

03 病院室内清掃

04 各種設備洗浄

103 各種検査 01 空気環境測定 建築物空気環境測定

02 飲料水水質検査 建築物飲料水水質検査

03 貯水槽点検清掃 貯水槽、受水槽等の点検、清掃

04 プール水質検査

05 土壌検査

06 漏水調査

07 エレベーター、昇降機、自動ドア エレベーター、昇降機、自動ドア保守点検

08 環境測定 ダイオキシン、ばい煙、悪臭、騒音、アスベスト等

09 消防設備 消防設備、点検等

99 その他調査

104 調査 01 土地鑑定

02 建物鑑定

03 固定資産税評価支援

04 市場・世論・社会調査

05 史跡・文化財調査

99 その他調査

105 計画策定業務 01 福祉計画策定 福祉計画、子ども子育て支援計画、健康増進計画等

02 防災・防犯計画策定 防災計画等

03 環境計画策定 ごみ処理基本計画、環境計画等

04 農業計画策定 農業計画策定計画等

99 その他計画策定 基本計画、総合計画等

106 検診・診査 01 健康診査

02 特定健康診査、特定保健指導

03 各種検診

04 診療報酬明細書等点検

05 診療受診者訪問指導

06 ストレスチェック ストレスチェック

99 その他

107 駆除・捕獲 01 蜂駆除・捕獲 蜂（スズメバチ、ミツバチ等）

02 害虫・小動物駆除・捕獲 ネズミ、シロアリ、ゴキブリ、鳩、コウモリ等

03 動物駆除・捕獲 イノシシ、サル等

108 除草・伐採・剪定・樹木等管理 01 除草、伐採

02 樹木剪定

03 樹木の診断・治療 樹木の診断、治療等（樹木医登録）

04 街路樹等の散水 街路花壇、街路樹等（期間委託を含む）

109 廃棄物処理 01 一般廃棄物（収集・運搬、中間処理）

02 一般廃棄物（処分）

03 産業廃棄物（収集・運搬、中間処理）

04 産業廃棄物（処分）

05 特別管理産業廃棄物（収集・運搬、中間処理）

06 特別管理産業廃棄物（処分）

07 機密書類廃棄処分

110 処分品買受 01 車輌 自動車、バイク等

02 鉄類 鉄屑（処理困難物及び破砕物）

99 その他処分品 上記以外の処分品

希望職種分類表 　　　※[種目ｺｰﾄﾞ]-[細目ｺｰﾄﾞ]をもって、確認表へチェックをお願いいたします。

役務（委託）
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種目 ｺｰﾄﾞ 種目 細目 ｺｰﾄﾞ 細目 具体的例示

111 印刷 01 軽印刷

02 一般印刷・製本 冊子、封筒、パンフレット、ポスター

03 フォーム印刷 連続伝票、OCR帳票、メールシール

04 地図印刷 地図製作・印刷

05 複写・青写真 大型コピー、青写真焼付、第二原図

06 オフセット印刷

07 ダンボール印刷 「ダンボール印刷」、フレキソ印刷（凸版印刷）・インクジェット印刷（直接印刷）等

08 封入封緘

99 その他印刷

112 広告 01 テレビ、ラジオ

02 新聞、雑誌、フリーペーパー

03 ウェブサイト

99 その他

113 イベント 01 イベント企画・運営

02 展示物製作

03 貸切バス

04 旅行

05 写真撮影

06 着ぐるみ作製

99 その他

114 クリーニング 01 クリーニング

02 特殊クリーニング 着ぐるみ等

115 システム開発・情報処理・導入 01 財務会計システム

02 会計管理システム

03 福祉システム

04 図書館システム

05 地図システム

06 農業システム 農地台帳システム、農業システム等

07 パッケージシステム導入

08 その他のシステム

09 データ入力支援

99 その他

116 航空写真 01 航空写真撮影

02 ドローン

99 その他

117 賃貸（リース・レンタル） 01 複写機（複合機） 複写機、複合機

02 OA機器 パソコン等の情報機器

03 各種システム 各種システム

04 自動車 自動車リース

05 自動車（特殊自動車） 特殊車輌リース

06 福祉用具類 福祉用具、介護用品、寝具等

レンタル 07 医療機器 医療機器等

　　（日、週、月単位） 08 イベント関係 テント、音響機器等

リース 09 ユニットハウス ユニットハウス、仮設トイレ等

　　（半年～年単位） 99 その他

118 警備 01 人的警備 人的警備、輸送警備

02 機械警備 セキュリティー

03 駐車場誘導員 駐車場誘導員

99 その他

119 指定ごみ袋作製 01 指定ごみ袋作製

120 講師派遣 01 職員等研修 研修（ワークショップ、ディスカッション、ロールプレイ）

02 メンタルヘルス研修

03 職員等講習 講習（セミナー、講習会）

99 その他研修・講習

121 人材派遣 01 一般事務

02 医療事務

99 その他

122 反訳、翻訳、通訳 01 音声データ反訳

02 翻訳

03 通訳

123 保険 01 各種保険

124 その他 99 その他（確認表へ記入）

希望職種分類表 　　　※[種目ｺｰﾄﾞ]-[細目ｺｰﾄﾞ]をもって、確認表へチェックをお願いいたします。

役務（委託）
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