
【別表 1】 
指名希望業種分類表（物品） 

 
注意 1）各業種の「その他」のみ、具体的に 3つ以内例示品目を記入すること。 

 注意 2）※印の品目や例示品目を登録される場合は、許可書等の写しを提出すること。（【別表 2】「営業に関

し必要な許可・認可等一覧表」を参考とする。許可なく営業できる例示品目の場合は除く。） 
注意 3）※印以外の品目を申請する場合であっても、その営業内容が許可・認可を必要とする場合には、それ

を証する書類の写しを添付すること。 
 

業種

番号 業種 品目

番号 品目 例示品目 

01 事務用品 
（可能な場合は、修理や移

動、廃棄も含む。） 
01 事務用機器 

ﾊﾟｿｺﾝ【部品含む】、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ､ｲﾝｸ､ｹｰﾌﾞﾙ､ﾏｳｽ､HUB､ｿﾌﾄｳｴｱ､ｶ

ｰﾄﾞ､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ､ｽｸﾘｰﾝ、台車等事務で使用する物品、机、

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ等のｵﾌｨｽ家具 

02 選挙用品 記載台、投票用機器、政治活動用看板用証票 

03 文房具 文具、用紙、額縁（簡易）、封筒 

04 印判・印章 印章、ｺﾞﾑ印、回転印 

05 その他 具体的に記入すること（3つ以内） 

02 教育用品 
（可能な場合は、修理や移

動、廃棄も含む。） 

01 教材 授業で使用する教材、防犯ﾌﾞｻﾞｰ、学校用ﾐｼﾝ 

02 書籍等（事務上使用する書籍も含む） 書籍、図書ｶｰﾄﾞ、辞書 

03 体育用品 ｽﾎﾟｰﾂ用品、ｿﾌﾄﾃﾆｽﾈｯﾄ、体力測定機器、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ器具 

04 保育用品 保健室備品（身長体重計、ﾍﾞｯﾄﾞ等）、療育関連備品、学童

関連備品、おもちゃ 

05 文化用品 楽器、楽譜、ﾋﾟｱﾉ（調律）、CD、DVD、映画ﾌｨﾙﾑ、映写機 

06 
学校家具（教室で児童、生徒が使用

する家具） 
机、椅子、教卓、ｽｸｰﾙﾛｯｶｰ、ｼｭｰｽﾞﾛｯｶｰ 

07 その他 具体的に記入すること（3つ以内） 

03 家具・装飾 
（可能な場合は、修理や移

動、廃棄も含む。） 

01 家具 応接ｾｯﾄ、食器棚、ｿﾌｧｰ 

02 室内装飾 ｶｰﾃﾝ･ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ類、ｶｰﾍﾟｯﾄ、壁紙、ﾀｲﾙ、絵画用額縁、木工

製品、ｲﾝﾃﾘｱ 

03 表装  

04 畳等 畳・ふすま 

05 その他 具体的に記入すること（3つ以内） 

04 日用雑貨・百貨 
01 雑貨 

家庭用台所用品、掃除用品（用具、洗剤）、ｷｯﾁﾝﾊｲﾀｰ、手

指消毒剤、ｱﾙｺｰﾙ除菌ｽﾌﾟﾚｰ、ﾎﾟﾘ袋、ｺﾞﾐ袋、ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、

蚊取り線香、殺虫ｽﾌﾟﾚｰ、毒物劇物に該当する洗剤等※（配

水管洗浄剤） 

02 動植物・農業用品 種、ﾎﾟｯﾄ苗、土、肥料、除草剤、植木、鳥獣捕獲用籠、飼

料、農薬※
 

03 ごみ袋等製作 直方市指定ごみ袋（製作）、資源ﾘｻｲｸﾙ回収容器・ｺﾝﾃﾅ 

04 記念品・贈答品 成人式記念品、卒業記念品、盾、ﾄﾛﾌｨｰ 

05 鍵 鍵、合鍵 

06 その他 茶道道具、陶磁器、等具体的に記入すること（3つ以内） 

05 縫製・繊維製品 
（可能な場合は、修理を含

む。） 

01 衣服 作業服、防寒着、雨合羽、長靴、帽子、手袋 

02 寝具 布団、枕、毛布 

03 テント（付随するものを含む）  

04 幕・旗 懸垂幕、横断幕、のぼり旗、日章旗、校旗 

05 その他 皮革製品、等具体的に記入すること（3つ以内） 

06 生花・造花 01 生花・造花 生花、造花、鉢物 

02 その他 具体的に記入すること（3つ以内） 



07 食料品 
（学校給食用物資の納入

は、教育委員会で業者登録

が必要。） 

01 食料品※ 米穀・麺類、青果類、魚介類・食肉・鶏卵類、調味料、牛

乳、乳製品、乾物類 

02 弁当※ 惣菜、弁当、おにぎり 

03 パン ﾊﾟﾝ、調理ﾊﾟﾝ、菓子ﾊﾟﾝ 

04 氷 氷 

05 酒・飲料水※ 酒、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ（飲料水） 

06 茶 茶 

07 菓子類 お菓子、団子、饅頭、ｹｰｷ､ｸｯｷｰ、せんべい 

08 その他 具体的に記入すること（3つ以内） 

08 印刷・写真 
（企画・編集ﾃﾞｻﾞｲﾝは含ま

ない。） 

 
 
 
 
 

01 一般印刷 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ､ﾃｷｽﾄ､ﾎﾟｽﾀｰ､ｼｰﾙ､卒業証書 

02 フォーム印刷 電算帳票、圧着はがき 

03 航空写真等 航空写真、ﾄﾞﾛｰﾝ空撮 

04 地図（ﾄﾚｰｽを含む） 製図、複写、地図印刷 

05 マイクロフィルム ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ 

06 DPE 現像、焼き付け、引き伸ばし 

07 その他 ｺﾋﾟｰ製本、等具体的に記入すること（3つ以内） 

09 薬品 
（可能な場合は、廃棄を含

む。） 
01 医薬品※ 一般用医薬品（第 1類、第 2類、第 3類）、ﾜｸﾁﾝ、消毒用

ｴﾀﾉｰﾙ、ﾌﾟｰﾙ薬品 

02 試薬・工業薬品等 
活性炭、ﾌﾟｰﾙ薬品、殺菌剤（次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ、ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐ

ﾆｳﾑ）、凝固剤、高分子凝集剤、微生物管理剤、活性汚泥栄

養ﾊﾞﾗﾝｽ剤、遊離残留塩素測定用試薬 

03 衛生材料等 粉なしﾆﾄﾘﾙ極うす手袋、ｶﾞｰｾﾞ、ｵﾑﾂ（子ども、大人）、粉

ﾐﾙｸ 

04 その他 具体的に記入すること（3つ以内） 

10 燃料 
（可能な場合は、廃棄を含

む。） 

01 石油類※ ｶﾞｿﾘﾝ、軽油、灯油、重油、混合油、B5燃料 

02 プロパンガス※ ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 

03 その他 酸素、窒素、等具体的に記入すること（3つ以内） 

11 消防・防災用品 
（主に消防救助活動で使用

するもの。可能な場合は、

修理を含む。） 

01 消防器材用品 消防用ﾎｰｽ、保護具（ﾍﾙﾒｯﾄ、ﾒｶﾞﾈ、ﾏｽｸ）、ﾛｰﾌﾟ、ｶﾗﾋﾞﾅ、

ﾎﾞﾝﾍﾞ（充填含む） 

02 水難救助資機材 水難救助資機材、潜水具（ﾍﾙﾒｯﾄ、ｽｰﾂ、ﾏｽｸ）、ﾎﾞﾝﾍﾞ（充

填含む） 

03 消防用被服 
防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙﾍﾞｽﾄ、救助救急活動服、防火靴、銀長靴、救急・

救助用手袋、作業服等ﾍﾞﾙﾄ、消防団活動服、編上げｺﾞﾑ長

靴、ｹﾌﾞﾗｰ手袋、消防団半袖 T ｼｬﾂ、感染防止衣 

04 防災用品 住宅用火災警報器、消火器、備蓄用防災食料、緊急簡易ﾄｲ

ﾚ 

05 防災機器 地震速報受信、避難機器、消防緊急通信指令機器 

06 車両 消防車、救急車 

07 その他 具体的に記入すること（3つ以内） 

12 機械器具 
（可能な場合は、修理や移

動、廃棄も含む。） 

01 医療機器 AED
※、撮影装置、車椅子、医療、介護ﾍﾞｯﾄﾞ、義肢・装具、

血圧計、舌圧子、介護・福祉用品 

02 計測理化学機器 
濁度・色度ｾﾝｻｰ、光波距離計、ﾚｰｻﾞｰ距離計、ｱﾙｺｰﾙﾁｪｯｶｰ、

水温計、DO ﾒｰﾀｰ、環境測定機器（大気・水質）、分析機器、

土木計測機器、測量機、一般計量機器、精密計量機器、試

験機器、工事用計測機器 

03 厨房機器 
移動台、ｼﾝｸ、配膳台、食器洗浄機、回転釜、消毒保管庫、

調理道具、給湯器、ﾎﾞｲﾗｰ、ｶﾞｽ機器、業務用冷凍冷蔵庫、

生ｺﾞﾐ処理機、牛乳保冷庫、ｶﾞｽ式ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ 

04 水道機械器具 ﾋﾟｽﾄﾝﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾄｲﾚ部品、ﾊﾞｰﾙ、水道用弁類、異形管、ろ過

器、量水器、各種ﾎﾟﾝﾌﾟ 

05 建設機械器具・農業機械器具 
刈払機、ﾁｪｰﾝｿｰ、ﾃﾞｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ、ｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ、高圧洗

浄機、ﾘｱｶｰ、物置、足場、脚立、ﾄﾞﾛｰﾝ、発電機、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ

ｰ、噴霧器、芝生剥ぎ取り機 

06 舞台装置等（道具等含む） 舞台装置、舞台大道具、どん帳、舞台用幕 

07 その他 太陽光発電装置、駐車場管理機器、発券機、等具体的に記

入すること（3つ以内） 



13 電気製品 
（可能な場合は、修理や移

動、廃棄も含む。） 

01 電気機器（家電品等） 冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機、掃除機、集じん機、ｴｱｺﾝ、

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ、ｽﾄｰﾌﾞ、ﾊﾞｯﾃﾘｰ、照明器具、電池、蛍光灯 

02 通信機器 電話機、ﾌｧｸｼﾐﾘ、無線機、ﾄﾞｱﾎﾝ、防犯ｶﾒﾗ 

03 放送機器 ﾏｲｸ、ｱﾝﾌﾟ、音響機器 

04 その他 電設資材、等具体的に記入すること（3つ以内） 

14 車両 
（可能な場合は、移動も含

む。） 

01 
販売（買取を含む。11 消防・防災用

品 06車両を除く。） 

乗用車、軽自動車、ﾄﾗｯｸ、ﾊﾞｽ、特殊車両、塵芥車、衛生

関係車両 

02 修理・点検 車検、点検、修理 

03 板金修理・塗装 板金修理・塗装 

04 
部品・用品 
（14車両 05電装 06 ﾀｲﾔを除く） 自動車部品、自動車用品、自動車用工具 

05 電装 ﾊﾞｯﾃﾘｰ、放送用ｽﾋﾟｰｶｰ取り付け、ETC ｾｯﾄｱｯﾌﾟ 

06 タイヤ ﾀｲﾔ 

07 その他 洗車、ﾊﾞｲｸ、自転車、等具体的に記入すること（3つ以内） 

15 不用品回収 
01 

金属・鉄屑（15不用品回収 03車両

を除く）  

02 紙類 新聞、ﾁﾗｼ、ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 

03 車両 ｽｸﾗｯﾌﾟ車両（再登録不可） 

04 
一般廃棄物収集・運搬※ 
（市が一般廃棄物として処分・運搬を発注するもの） 収集運搬、中間処理 

05 
産業廃棄物収集・運搬※ 
（市が産業廃棄物として処分・運搬を発注するもの） 収集運搬、処分 

06 その他 
伐採木類、家財処分、等具体的に記入すること 

（3つ以内） 

16 看板・標識 
（企画・編集ﾃﾞｻﾞｲﾝは含ま

ない。） 

01 看板 看板、案内表示板 

02 
標識（16 看板・標識 04 原動機付自

転車標識を除く） 避難標識、避難誘導標識 

03 犬鑑札 鑑札、注射済標 

04 原動機付自転車標識 ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 

05 その他 具体的に記入すること（3つ以内） 

17 建設・建築資材 
 
 

01 鋼材 鋼管、鉄蓋、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 

02 建材 材木、合板、ﾀｷﾛﾝ、ﾄﾀﾝ 

03 骨材 砂、砕石、真砂土 

04 鋳鉄管・陶管 鋳鉄管・陶管 

05 道路保安用品 
土のう、鉄ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ、三角ｺｰﾝ、ｺｰﾝﾊﾞｰ、ﾅﾏｼ鉄線、ﾄﾗﾛｰﾌﾟ、

塩化ｶﾙｼｳﾑ、油・液体吸着剤、ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ、電柱ﾊﾞﾝﾄﾞ、両面

取付金具 

06 道路補修材 常温合材、ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤、ｱｽﾌｧﾙﾄ合材（蜜粒式）ｱｽﾌｧﾙﾄ合材

（ﾄﾍﾟｶﾌﾟﾗﾝﾄ渡し）、ｱｽﾌｧﾙﾄ補修材 

07 塗装 塗料、塗料副資材、塗装道具 

08 建具 ｶﾞﾗｽ、ｻｯｼ、ｼｬｯﾀｰ、建具、網戸、ﾄﾞｱﾉﾌﾞ 

09 セメント・コンクリート類 ｾﾒﾝﾄ・石灰類、生ｺﾝｸﾘｰﾄ 

10 コンクリート製品 側溝、側溝蓋、ｶﾙﾊﾞｰﾄ、PC床版 

11 鉄工製作 鉄工製作 

12 その他 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ、ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ、仮設ﾄｲﾚ、測量資材（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ杭、境界

ﾌﾟﾚｰﾄ等）、等具体的に記入すること（3つ以内） 

18 その他 
01 その他 電力供給※、葬儀備品、火葬炉用品、等具体的に記入する

こと（3つ以内） 

 
 

 



 
指名希望業種分類表（役務） 

 
注意 1）各業種の全ての品目において、具体的に 3つ以内例示品目を記入すること。 

注意 2）※印の品目や例示品目を登録される場合は、許可書等の写しを提出すること。（【別表 2】「営業に関し

必要な許可・認可等一覧表」を参考とする。但し許可なく営業できる例示品目の場合は除く。） 
注意 3）※印以外の品目についても許可がないと営業できない場合は添付すること。 
 
業種

番号 業種 品目

番号 
品目 例示品目 

31 電気保安 01 電気保安  

32 各種点検・保守 01 電気設備 自動制御設備、計装設備 

02 空調設備 冷暖房設備 

03 機械設備 ﾎﾞｲﾗｰ、ﾎﾟﾝﾌﾟ設備、薬注設備、上下水道機械設備、火葬炉、

厨房機器 

04 通信・放送設備 無線設備、電話機、放送設備 

05 音響・映像設備（舞台装置含む） 舞台用照明、音響 

06 消防設備  

07 エレベーター ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、昇降機 

08 自動ドア・スライドゲート  

09 槽内 貯水槽保守、浄化槽保守 

10 その他 遊具、駐車場機器、駐輪場機器、等具体的に記入すること

（3つ以内） 

33 清掃 01 建物  

02 その他 し尿汲み取り、浄化槽清掃、道路、除草、貯水槽清掃、

配管洗浄、等具体的に記入すること（3つ以内） 

34 警備 01 有人・常駐・交通誘導※  

02 機械※  

03 その他 具体的に記入すること（3つ以内） 

35 害虫駆除 
01 

ネズミ・害虫駆除    

（35害虫駆除02白蟻駆除04ﾊﾁ駆除

を除く） 
 

02 白蟻駆除  

03 文化財虫菌防除 文化財燻蒸 

04 ハチ駆除  

05 その他 具体的に記入すること（3つ以内） 

36 運送・旅行 01 旅客 鉄道、ﾊﾞｽ、ﾀｸｼｰ 

02 貨物※ 荷物運搬、引越し 

03 文化財・美術品等  

04 旅行代理及び旅行業※  

05 その他 具体的に記入すること（3つ以内） 

37 事務処理・人材派遣※ 01 会議録作成・速記  

02 封緘・封入  

03 事務補助 ｲﾍﾞﾝﾄ、選挙等での人材派遣 

04 計画策定 調査、計画策定 

05 検針・徴収 水道ﾒｰﾀｰ検針、徴収 

06 収納代行業務  



07 

市営住宅明渡等強制執行指

定代理人業務（業務に伴う清掃

等を含む） 
 

08 窓口受付・案内  

09 施設管理 上下水道施設運転管理、火葬業務施設管理 

10 レセプト点検  

11 外国語指導  

12 教育指導（11外国語指導を除く） 体育指導、保健指導 

13 その他 託児、翻訳・通訳、登記業務、ふるさと納税代行業務、採

用試験、等具体的に記入すること（3つ以内） 

38 電算・情報処理 
01 

ソフト・システム開発・保

守・運用  

02 ホームページ作成・保守  

03 データ作成・入力  

04 その他 具体的に記入すること（3つ以内） 

39 調査・検査 
（42文化財調査・修復を除

く） 

01 交通調査  

02 環境調査 動物生態、公害等調査 

03 漏水調査  

04 環境測定 計量証明事業（環境、特定濃度） 

05 理化学検査 有害物質、残留農薬、ｱｽﾍﾞｽﾄ 

06 水質検査  

07 食品検査  

08 
検診・予防接種・各種医療

検査 健康診断、寄生虫卵検査、検便検査 

09 その他 要介護認定調査、学力調査、等具体的に記入すること（3

つ以内） 

40 広告・イベント 01 広告・宣伝※ 広告代理、編集ﾃﾞｻﾞｲﾝを伴うﾎﾟｽﾀｰ・ﾁﾗｼ作成、看板ﾃﾞｻﾞｲﾝ

製作・設置 

02 企画・運営 催事、祭事 

03 会場設営・撤収  

04 舞台音響装置等設営・操作  

05 映像撮影・制作  

06 講座・研修  

07 その他 具体的に記入すること（3つ以内） 

41 リース・レンタル 01 電算機器 ﾊﾟｿｺﾝ、ﾌﾟﾘﾝﾀ 

02 電算システム・電算ソフト  

03 電気製品  

04 仮設建物等 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ、ﾄｲﾚ 

05 

車両 
（41 ﾘｰｽ･ﾚﾝﾀﾙ 06 建設関係車両を除

く） 
 

06 

産業建設機械・建設関係車

両 
（42 文化財調査・修復 03 埋蔵文化

財調査用重機等ﾘｰｽを除く） 
 

07 寝具  

08 医療・福祉機器  

09 その他 厨房機器、等具体的に記入すること（3つ以内） 



42 文化財調査・修復 01 文化財調査 文化財発掘調査、出土品分析調査 

02 
文化財関連物品の製作・修

復 文化財修復、ﾚﾌﾟﾘｶ製作 

03 
埋蔵文化財調査用重機等リ

ース  

04 その他 具体的に記入すること（3つ以内） 

43 

 

その他 01 給食調理（運搬を含む）※  

02 火葬場残骨灰処理業務  

03 クリーニング業務※  

04 保険※ 損害保険 

05 その他 おむつ給付、放課後児童健全育成事業、等具体的に記入す

ること（3つ以内） 

 


