
 

 

 

委託 

大 

分類 
営業種目 

中 

分類 
取扱品種目 参考例 

01 情報処理 01 システム開発・ソフトウェ

ア開発 

ソフトウェア開発等 

  02 データ入力 データパンチ等 

  03 計算処理 電算処理等 

  04 システム運用 ＳＥ、オペレーター派遣を含む 

  05 システムメンテナンス システム運用・保守 

  06 コンピュータマッピング データパンチ・システム開発等 

  07 インターネット関連業務 ホームページ作成等 

  99 その他   

02 映画・写真制作 01 映画・ビデオ製作 映画制作、ビデオ制作 

  02 一般写真撮影 写真撮影等 

  03 航空写真撮影 航空写真撮影等 

  04 マイクロ写真制作 マイクロ写真制作 

  05 複写業務（青写真等） 青写真、コピーサービス等 

  06 光ディスク入力 ＣＤ－ＲＯＭ作成等 

  99 その他   

03 建物管理・清掃 01 一般清掃 庁舎・事務所清掃 

  02 病院清掃 病院・老人保健施設清掃 

  03 室内環境測定 空気環境測定 

  04 飲料水の水質検査 飲料水の水質検査 

  05 室内害虫駆除 ねずみ、ゴキブリ、シロアリ等 

  06 浄化槽清掃 浄化槽清掃 

  07 浄化槽点検 浄化槽点検 

  08 貯水槽清掃 貯水槽清掃 

  09 貯水槽点検 貯水槽点検 

  10 建物施設管理業務 建物の総合的な管理業務（警備、清掃、

保守等の複合的業務） 

  99 その他   

04 建物設備等保守・修繕（注１） 01 エレベータ等保守点検 エレベーター、エスカレーター等 

02 電気設備保守点検 受電設備、変電設備、発電設備等 

03 消防設備保守点検 消防設備、防災設備等 

04 冷暖房設備保守点検 冷暖房機、フィルター清掃等 

05 ボイラー・冷凍機保守点検 ボイラー･冷凍機の点検等 

06 放送設備保守点検 テレビ放送設備、ラジオ放送設備等 

07 クレーン設備保守 天井クレーン保守等 

08 街路灯保守点検 街路灯の保守点検 

09 建築設備等の修繕 給排水設備等の修繕 

10 防犯設備設置・点検 防犯カメラ等 

99 その他   

05 緑地管理・道路清掃 01 除草・緑地管理 草刈、植栽、施肥等 

  02 樹木管理 剪定、施肥等 

 

 

 03 害虫駆除（防除業） 樹木の害虫駆除 



 

 

大 

分類 
営業種目 

中 

分類 
取扱品種目 参考例 

05 緑地管理・道路清掃 04 道路清掃 道路清掃 

05 河川・海岸清掃 河川･海岸清掃 

06 公園清掃 公園清掃 

07 水路・側溝清掃 水路・側溝清掃 

99 その他   

06 警備・受付・施設運営 01 施設警備 施設警備、雑踏警備、警備員派遣等 

  02 機械警備 機械警備 

  03 受付・案内 受付・案内 

  04 運動施設運営 体育館、プール等の運営受託 

  05 一般施設運営 施設の運営受託 

  06 駐車場運営 駐車場管理 

  99 その他   

07 廃棄物処理 01 一般廃棄物処理 

（収集・運搬） 

一般廃棄物の収集運搬 

  02 一般廃棄物処理 

（中間処理・処分） 

一般廃棄物の中間処理又は処分 

  03 産業廃棄物処理 

（収集・運搬） 

産業廃棄物の収集運搬 

  04 産業廃棄物処理 

（中間処理・処分） 

産業廃棄物処理の中間処理又は処分 

  05 特別管理廃棄物処理 

（収集・運搬） 

特別管理産業廃棄物の収集運搬 

  06 特別管理廃棄物処理 

（中間処理・処分） 

特別管理産業廃棄物の中間処理等 

07 もっぱら物（収集・運搬） 古紙・くず鉄・あきびん類・古繊維の

収集運搬 

  99 その他   

08 施設等運転管理他 01 施設の運転・管理 浄水場・処理場の運転管理 

  02 下水道管渠内清掃 

（清掃のみ） 

管渠内の清掃 

  03 下水道管渠内清掃 

（収集・運搬を含む） 

管渠内の清掃及び汚泥等の収集運搬 

  04 下水道管渠内調査 ＴＶ調査、目視調査等 

  05 漏水調査 水道管漏水調査等 

  06 ガス内管・消費機器調査 ガス内管・消費機器調査 

  07 ガス漏洩調査 ガス漏洩調査 

  08 ガス管点検調査 ガス管点検調査 

  99 その他  

09 検査・分析 01 大気検査 大気の計量証明等 

  02 水質検査 水質の計量証明等 

  03 土壌分析 重金属等分析 

  04 騒音レベル 騒音の計量証明等 

  05 産業廃棄物分析 ダイオキシン調査等 

  06 理化学検査 食品検査、残留農薬検査等 

  07 臨床検査 血液分析等 

  08 放射線量等測定・検査 土壌・食品の放射能測定等 



 

 

大 

分類 
営業種目 

中 

分類 
取扱品種目 参考例 

09 検査・分析 99 その他   

10 調査・計画 

 

01 世論・住民意識調査 世論調査、住民意識調査等 

02 市場・経済調査 市場調査、経営調査等 

03 環境アセスメント調査 環境アセスメント調査、埋立て影響調

査 

  04 交通関係調査 交通量調査 

  05 地域計画 地域振興計画 

  06 健康・福祉計画 福祉計画 

  07 環境計画 ＩＳＯ取得等 

  08 防災計画 防災計画、ハザードマップ制作等 

  09 信用調査業務 企業の信用調査等 

  99 その他   

11 広告・催事 01 車内・駅貼り広告 車内・車体への広告、駅貼り広告等 

  02 新聞・雑誌広告 新聞・雑誌への広告掲載等 

  03 テレビ・ラジオ広告 テレビ・ラジオスポット広告等 

  04 広報誌製作 折込広告、広報誌の企画立案・制作等 

  05 催事の企画運営 イベントの企画運営等 

  06 会場設営 各種催し物会場の設営等 

  07 音響・照明操作 ホール等の音響及び照明装置の操作 

  08 選挙関連業務 掲示板設営等 

  09 看板等の設置 屋外広告物等の設置 

99 その他  

12 運搬・保管 01 事務所移転 事務所の引越し等 

  02 美術・貴重品輸送 美術品・貴重品の輸送等 

  03 貨物輸送 一般貨物の陸上輸送等 

  04 海上輸送 一般貨物の海上輸送等 

  05 旅客輸送 陸上旅客輸送、海上旅客輸送等 

  06 保管・倉庫業 書類の保管、物品の保管等 

  07 放置自転車撤去 放置自転車の撤去等 

  99 その他   

13 医療・医事・給食 01 医事業務（医療費請求・点

検） 

保険請求事務、レセプト点検等 

  02 病院事務（病歴管理・受付

等） 

患者受付、クラーク業務等 

  03 病院事務（病棟作業・物流

管理等） 

病棟作業、物品管理等 

  04 病院給食 病院給食業務等 

  05 学校・寮給食 学校給食、寄宿舎給食、食堂運営等 

  06 給食配送業務 学校給食配送等 

  07 集団検診 集団検診等 

  08 特定保健指導 特定保健指導等 

  99 その他  

14 人材派遣 01 パソコンインストラクタ

ー 

パソコンインストラクター派遣等 

  02 スポーツインストラクタ スポーツインストラクター派遣等 



 

 

大 

分類 
営業種目 

中 

分類 
取扱品種目 参考例 

14 人材派遣  ー  

03 一般労働者派遣事業 一般労働者派遣事業 

04 特定労働者派遣事業 特定労働者派遣事業 

05 外国語指導助手（ＡＬＴ） 外国語指導助手派遣等 

99 その他  

15 機器保守 01 事務機器保守 コピー機等 

  02 通信機器保守 ＰＢＸ、電話機等 

  03 医療機器保守 Ｘ線撮影装置等 

  04 測定機器保守 環境測定機、理化学機器等 

  05 交通管制システム保守 交通信号機、交通管制装置等 

  06 遊具 公園遊具等保守点検 

  99 その他   

16 クリーニング 01 衣類 衣類 

  02 布団・寝具 布団、毛布等 

  03 オムツ オムツ等 

  04 寝具殺菌乾燥 布団乾燥等 

  99 その他   

17 介護・保育 01 介護サービス 介護サービス 

  02 配食サービス 配食サービス 

  03 保育業務 保育業務 

  99 その他  

99 その他委託 01 旅行業 旅行業 

  02 翻訳・通訳 翻訳、通訳等 

  03 速記・議事録作成 速記、議事録作成等 

  04 司書・図書整理 司書、図書整理等 

  05 メーター検針 水道メーターの検針等 

  06 料金徴収業務 駐車場等の料金徴収、水道料金徴収 

  07 動物飼育 動物の飼育等 

  08 封緘・発送業務 文書発送、文書の封緘等 

  09 車両運行管理 自動車の運転、運行管理等 

  10 保険業務 損害保険、イベント保険等 

  11 埋蔵文化財業務 発掘調査等 

  12 不動産鑑定（注２） 公共用地売却や賃借料算出など、「建設

工事とは無関係」なもの 

  13 土地家屋調査（注２） 土地家屋調査 

  99 その他  

※ 赤字表記箇所は、今回から追加・変更となった内容です。 


