
大分類 コード 小分類

100 一般印刷

101 フォーム印刷

102 地図印刷

103 製本

104 航空写真

105 図面製作

大分類 コード 小分類

110 コンピュータ及び周辺機器

111 複合機・複写機・印刷機

112 医療・介護機器

113 車両

114 その他

大分類 コード 小分類

120 金属くず買受

121 中古車買受

122 古紙買受

123 その他

大分類 コード 小分類

130 事務用品

131 用紙

140 事務用機器（印刷関係）

141 事務用機器（パソコン関係）

142 その他

150 図書

151 地図

152 その他

160 電力

161 液体燃料

162 気体燃料

170 一般車両

171 特殊車両

172 二輪車

173 車両部品・用品

各種車両等

燃料

１ 物品の製造請負に関する分類

出版・印刷物
の製造

２ 物品の貸付に関する分類

リース・レンタル

３ 物品の買受に関する分類

営業品目

広報誌、チラシ、リーフレット、ポスター等

電算帳票印刷、封筒印刷等

製本・表装

図面製作、地図製作（原図作成から印刷までを含む）

営業品目

パソコン、サーバー、プリンタ等

AED、車椅子等

４ 物品の販売に関する分類

事務用品

OA機器

図書

文具、事務用機器（OA機器を除く）、封筒、印章・ゴム印、
印判用品、シュレッダー、ラミネーター、タイムレコーダー等

PPC用紙、再生紙、上質紙等

複写機、印刷機、複合機（消耗品含む）

パソコン、タブレット、プリンタ、スキャナ、関連品（HDD、
UPS、メモリ、メディア、インク等）、サーバ、ソフトウェア等

OCR、ハンディターミナル（消耗品含む）等

一般図書、法規

ガソリン、灯油、軽油、重油等

プロパンガス、都市ガス等

小型・普通自動車、軽自動車、トラック等

営業品目

再資源買付

給水車、広報車、福祉車両等

自動二輪車、原付自転車、自転車

バッテリー、タイヤ、カーナビ、タイヤチェーン、自動車部品等

営業品目

営業品目等区分表（物品・役務）



大分類 コード 小分類

180 理化学機器

181 光学機器

182 非破壊検査機器

183 水処理機器

184 電気設備機器

185 通信機器

186 医療用機器・介護用品

187 空調機器

188 作業用機器

189 ポンプ類

190 その他

200 工事用資材

201 設備資材

202 電気工事用資材

203 その他

210 管・弁類

211 量水器

212 ろ過材

213 その他

220 工業用薬品

221 試薬

230 被服

231 腕章・旗・テント

232 懸垂幕、横断幕

什器 240 事務用什器

消防・保安用品 250 消防・保安用品

繊維類

原材料・資材類

上水道用資材

薬品

機械機器

流量計、濁度計、残留塩素計、水質計、PH計、水位計等

カメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、プロジェクター、
スクリーン、防犯カメラ等

漏水探知機、金属探知機、鉄管・ケーブル探知器、
非金属管探知機等

水電解消毒装置（ナチュライザー）、ジャーテスター、
上水用滅菌装置、ろ過装置、薬注装置、オゾン発生機、
紫外線殺菌装置等

電動機、受配電設備、変電機器、非常用発電機、発電機、
屋外照明器具等

電話、ファクシミリ、携帯電話、無線機、トランシーバー、
ワイヤレスマイク、TV会議システム等

AED（消耗品含む）、非接触温度計（サーマルカメラ）、
非接触型体温計、車椅子、アルコール検知器等

アンスラサイト、砂、砂利、活性炭等

扇風機、暖房機器、空気清浄機、加湿器等

草刈機、チェーンソー等

水中ポンプ、水道施設用ポンプ、建設設備用ポンプ等

生コン、セメント製品、コンクリート製品、砂利・砂・砕石、
アスファルト、タール、乳剤、石材、木材、レンガ等

鋼材、鉄製品、塩ビ、ゴム、プラスチック、鉄蓋等

残留塩素測定用試薬、ＤＰＤ試薬

飲料水袋、消火器、火災警報器、安全靴、ヘルメット、
防塵マスク、長靴等

営業品目

電線、電力ケーブル、架線材料、絶縁材料等

活性炭、硫酸、PAC、次亜塩素酸ソーダ、苛性ソーダ、消石灰等

作業服、防寒服、雨衣等

腕章、旗、のぼり、テント、シート等

懸垂幕、横断幕

事務用机、椅子、テーブル、ロッカー、スチール棚、応接セット等

配管材（鋳鉄管、樹脂管等）、継手、弁類等

水道メーター、メーターボックス



大分類 コード 小分類

260 建物清掃

261 屋外清掃

262 貯水槽清掃

263 配水池清掃

264 浄化槽清掃

270 一般廃棄物収集運搬

271 一般廃棄物処理

272 産業廃棄物収集運搬

273 産業廃棄物処理

274 特別管理廃棄物収集運搬

275 特別管理廃棄物処理

280 施設警備

281 機械警備

290 消防・防火設備保守点検

291 排煙設備保守点検

292 浄化槽保守点検

293 自家用電気工作物保安管理業務

294 電気設備保守点検

295 自動ドア保守点検

296 エレベータ保守点検

297 空調設備保守点検

298 機械設備保守点検

299 計装設備保守点検

300 事務機器保守点検

301 減圧弁保守点検

310 環境調査

311 水道水質検査（水道法第20条関係）

312 その他水質検査

313 漏水調査

314 管路診断

315 腐食調査

316 ＰＣＢ分析

320 OA事務機設定・保守

321 ネットワーク構築・保守

322 システム・ソフトウェア開発・運用・保守

323 情報サービス（IDC・ISP）

324 ホームページ作成・管理

325 データ処理・計算処理

警備業務

保守点検業務

廃棄物処理業務

５ 役務の提供に関する分類

清掃業務

調査・分析・測定業務

情報処理業務



大分類 コード 小分類

330 水道メータ検針・料金徴収

331 窓口業務

332 上水道施設ろ材入替・更生・洗浄

333 上水道施設ろ材分析

334 上水道施設運転管理

自動車整備業務 340 車検・点検、修理等

350 広告代理・新聞折込

351 各種講習・研修

352 試験作成

360 総合計画

361 アセットマネジメント

362 ＰＦＩ・ＰＰＰ

370 不動産鑑定

371 土地家屋調査

372 司法書士業務

373 筆耕・翻訳

374 例規集システム作成・運用・管理

その他業務

企画・制作業務

計画策定・コンサルタント業務

水道業務


