
○明石市競争入札等参加資格者名簿(物品・サービス部門）における登録業種一覧表

１　物品の製造・売買の部

大CD 分　類　名 小CD 分　　類　　名

001 一般印刷 頁物、ポスター、パンフレット、封筒

002 フォーム印刷 電算用連続帳票、ＯＣＲ印刷、電算用紙

003 特殊印刷 シール、ラベル、カード、マグネット、シルクスクリーン、点字、ホログラム、改ざん防止

004 写真 ＤＰＥ、フィルム、写真撮影、プリント、アルバム

005 複写 青写真、コピー、マイクロ写真

006 図面 図面製作、写図、地図製作、航空写真

099 印刷写真その他

001 文具 文房具、ファイル

002 用紙 一般用紙、和紙、製図用紙

003 印章 ゴム印、印章、印判

004 家具 キャビネット、机、椅子、応接セット、金庫、黒板、ホワイトボード

005 教材 学校・保育用教材、教育機器、保育等運動用具、ミシン、理科備品

006 書籍
一般書籍、電子書籍、DVD/ブルーレイディスク等ソフト
教科書、参考書、副読本、ドリル、絵本

007 室内装飾 じゅうたん、カーテン、ブラインド、どん帳、暗幕

099 事務用品その他

001 パソコン パソコン、サーバー機、汎用機、パソコン周辺機器

002 ソフトウェア コンピュータソフトウェア

003 ＯＡ機器 複写機、印刷機、スキャナ、複合機、トナー

004 ＡＶ情報家電
テレビ、プロジェクタ、HDD/DVD/ブルーレイディスクレコーダ、ラジオ、カメラ
スピーカ、電話、ファクシミリ

005 生活家電 家庭用空調機、家庭用冷凍・冷蔵庫、家庭用洗濯機、事務所用蛍光灯

006 特殊通信機器 無線、通信用機器

099 情報機器・家電その他

001 医療用機械器具 診療用・手術用、臨床用機械器具、検査用機械器具、車椅子、ＡＥＤ

002 計測・理化学機器 計測機、化学分析装置、公害測定機器、光学機械機器、工業計器、測量機器

003 工作用機械器具 旋盤、研削盤、切断機、木工機械、電動工具、溶接機

004 産業用機械器具 ポンプ、クレーン、エンジン、大型空調機、杭打機

005 厨房用機械器具 調理台、調理機、ガス器具、ガス湯沸器、食器洗浄機、業務用冷凍・冷蔵庫

006 消防用機械器具 ホース、消火器、消防ポンプ、避難器具、救助器具、防災・防火用具、保安用品

007 上下水道用機械器具 水道メータ、仕切弁、消火栓、逆支弁

008 放送・音響器具 施設放送、舞台照明・音響設備、防音設備

099 機械器具その他

001 自動車 乗用、貨物、軽、特殊（新車に限る）

002 二輪・雑車 自動二輪車、原付自転車、自転車、運搬車

003 自動車部品 部品、タイヤ、バッテリー、電装品、自動車用品

004 自動車整備 車検、整備、板金

099 車両その他

001 一般衣料品 事務服、作業服、白衣、帽子

002 消防用衣料品 制服、活動服、救助服、アポロキャップ

003 ゴム・皮革 靴、かばん、手袋、雨衣、傘

004 帆布 テント、シート

005 寝具 寝具、タオル、肌着

099 縫製その他
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大CD 分　類　名 小CD 分　　類　　名
品　　名　　等　　例　　示

業種区分契約の種類

001 医療用薬品 医薬品、医療用品、衛生材料、ワクチン、医療用酸素

002 防疫・農業用薬品 防虫剤、殺菌剤、農薬、動物用薬品

003 工業用薬品
塩酸、苛性ソーダ、次亜塩素酸ソーダ、ポリ塩化アルミニウム、脱臭剤、試薬、工業
用ガス、凝集剤、活性炭、水処理剤、キレート剤

004 運動場整備用薬品 塩化カルシウム、塩化マグネシウム、炭酸カルシウム

099 薬品その他

001 石油製品 ガソリン、重油、軽油、灯油、潤滑油

002 ガス・木炭 プロパンガス、天然ガス、木炭、薪、木質チップ

003 電力 買電を含む

099 燃料その他

001 運動具 運動用品、運動器具、運動着、運動場設備、体育館設備、総合遊具

002 楽器 楽器、楽譜、レコード、ＣＤ

099 運動・音楽用品その他

001 土石・二次製品 砂、砂利、真砂土、赤土、レンガ

002 セメント・二次製品 セメント、コンクリート、ブロック、杭、上下水道用セメント、コンクリート製品

003 木材 木材、竹材、合板、丸太

004 鉄鋼・二次製品 鋼材、パイプ、ワイヤーロープ、グレーチング、パイプ足場、マンホール蓋、上下水道用金属製品

005 塩ビ・プラスチック 塩ビ管、プラスチック管、上下水道用プラスチック製品

006 園芸 植木、種苗、肥料、鉢、生花、造花、植樹

007 建具・畳 建具、表具、畳、ガラス

008 塗料

099 資材その他

001 茶

002 菓子

003 酒・飲物

004 材料 給食用食料品、冷凍食品、調味料

005 肉・魚 牛肉、豚肉、鶏肉、いかなご、加工品

006 穀類 米、パン、餅、麺

007 備蓄用食料品 カンパン、アルファ米、缶詰、飲料水、缶入りパン、レトルト食品

008 弁当

099 食品その他

001 時計・装身具 時計、めがね、貴金属

002 バッジ、トロフィー バッジ、カップ、トロフィー、楯、ワッペン、旗

003 娯楽用品 囲碁、将棋、オセロ、玩具、トランプ

004 荒物・雑貨 金物、陶器、ポリ袋、清掃用具、工具、物置、トイレットペーパー

005 選挙用品

006 百貨店・総合商社 全品目　（総合商社については定款に定める範囲）

007 贈答品 啓発用品

008 福祉・介護用品 （医療用具販売業届書の必要のない品目に限る）

009 防災用品 （備蓄用食料品を除く）

010 葬祭用品

099 雑貨・百貨店その他

001 表示器具 看板、掲示板、表示板、サイン、ナンバープレート、のぼり、横断幕、懸垂幕、路面表示用品

002 安全器具 標識、カーブミラー、ガードフェンス、ポール

003 電飾 電光掲示、電飾、ネオン、LED

099 看板その他
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○明石市競争入札等参加資格者名簿(物品・サービス部門）における登録業種一覧表

２　サービス業務の部

大CD 分　類　名 小CD 分　　類　　名

001 屋外清掃 道路、海岸、公園、排水

002 建築物衛生管理 屋内清掃、貯水槽清掃、飲料水水質検査、環境衛生管理

003 浄化槽清掃

004 施設警備

005 機械警備

006 雑踏警備

099 清掃・警備その他

001 ボイラー設備保守 点検、管理、修理

002 電気設備保守 点検、管理、修理

003 浄化槽設備保守 点検、管理、修理

004 昇降機設備保守 点検、管理、修理

005 消防設備保守 点検、管理、修理

006 冷暖房設備保守 点検、管理、修理、フロンガス

007 上水施設設備保守 点検、管理、修理

008 下水施設設備保守 点検、管理、修理

009 建物施設設備保守 点検、管理、修理

099 設備保守その他

001 一般廃棄物 収集、運搬、処理

002 産業廃棄物 収集、運搬、処理

003 胞衣 収集、運搬、処理

099 廃棄物処理その他

001 自動車

002 二輪・雑車

003 紙・プラスチック 古紙、ペットボトル

004 金属 鉄、非鉄、機械類

005 フィルム・現像液

006 情報機器類 パソコン、サーバ、プリンター

099 不用品の買受その他

001 環境調査 交通量、環境アセス

002 計量測定 濃度、騒音、熱量、水質、大気

003 施設調査 漏洩、非破壊

004 医学的検査 臨床検査、健康診断、ストレスチェック、メンタル診断

005 不動産鑑定 不動産鑑定（補償コンサルタントを除く）

006 埋蔵文化財

007 アンケート、統計 意識、実態、世論、社会経済、マーケティング

008 土地家屋調査 境界確定、分合筆、建物表示登記

009 上下水道管路調査 漏水・管老朽度（上下水）

099 調査その他
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大CD 分　類　名 小CD 分　　類　　名

契約の種類 業種区分
品名等例示

001 情報 システム開発、電算受託、パンチ業務

002 デザイン・広告 印刷物・ウェブ等の企画・デザイン、広告企画、宣伝、ノベルティグッズ

003 イベント・企画

004 給食 給食調理

005 医療 レセプト

006 介護

007 保険

008 旅行

009 小規模修繕 クロス・床張替え、棚・手すり取付け、建具取替え、塗装作業

010 防除 シロアリ、害虫、ねずみこん虫等防除

011 草木管理 伐採、剪定、除草、消毒、維持

012 プラント施設運営管理 浄水場、浄化センター、クリーンセンター運転・管理等

013 一般施設運営管理 図書館、市民会館、博物館、駐車場・駐輪場、水道メーター検針

014 受付代行 水道開閉栓受付、病院受付、ごみ収集受付

015 収納代行 収納代行、コンビニ収納、クレジット

016 レンタル・リース

017 クリーニング リネンを含む

018 筆耕 速記、通訳、筆耕、テープ起こし

019 封入・封緘 製本、封入、封緘、圧着はがき加工

020 運搬 荷物運搬、引越し

021 人材派遣

022 葬祭関連業務

099 サービスその他

サービス56
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