
筑西広域市町村圏事務組合物品・役務等営業種目一覧表

番号 名称 番号 名称
01 用紙 諸用紙（PPC用紙・上質紙・色上質紙・更紙・感光紙等）、段ボール、板紙加工等

02 文具・事務機器 文房具、文房具特注品、電卓、ノート、封筒、紙袋、各種文具、トナーカートリッジ、USBメモリ等

03 OA機器 パソコン、パソコン周辺機器、複写機、、輪転機、プリンタ、軽印刷機、シュレッダー等

99 その他の事務用品類 既製印章（回転印・日付印等）、特注印（ゴム印・公印（木製等）等）

0１ スポーツ用品 スポーツ用品、武道具、スポーツウェア・シューズ等、トレーニングマシン等、マット等

02 遊具 ブランコ、コンビネーション遊具等

99 その他運動具 フロアシート、組立式プール、得点装置等

01 図書 一般書籍・雑誌、学術書、専門書、地図販売、電子書籍（CD-ROM・ビデオテープ・カセットテープ等）

99 その他の書籍類 新聞、雑誌等

01 一般印刷 凸版印刷、平版印刷、軽印刷等

02 フォーム印刷 電算連続帳票印刷等

03 特殊印刷 広報紙、ポスター、パンフレット、冊子、カタログ、シール、ラベル、封筒の印刷等

99 その他の印刷・製本類 組合指定ゴミ袋、製本、地図印刷、航空写真等

01 家具
スチール家具（書庫類・更衣ロッカー・机・椅子等）、木製家具（応接長テーブル・ソファ等）、間仕切り、パーテーショ
ン、特注家具等

02 装飾 カーテン・ブラインド等、緞帳、暗幕、じゅうたん・カーペット等

99 その他家具・室内装飾類 畳、床材、机上ガラス等

01 自動車 軽自動車、乗用車、商用車、貨物自動車、、バス等　　※車検等は19へ、消防車・救急車は１３へ

02 車両部品・用品 部品、タイヤ・チューブ、更正タイヤ、バッテリー、電装品、自動車用品、排気ガス浄化装置等

03 船舶・船舶部品 船舶、ボート、船舶用エンジン、オール等　　　※船舶の検査等は19へ

99 その他の車両 自転車、自動二輪車等

01 理化学機器 科学分析機器、顕微鏡、望遠鏡等

02 計量計測機器
測量機器、巻尺、アルミスタッフ、温度計気象観測機器、水圧計、分析機器、環境計測機器、健康管理用計測機器
等

03 医療機器 生体検査機器、検体検査機器、治療用機器、放射線関連機器、調剤機器等、人工蘇生器（ＡＥＤ）等、酸素ボンベ

99 その他の精密機器類 分煙機器、業務用生ごみ処理機等

01 土木建設機器 建設重機等

02 一般工作産業機器 旋盤、プレス、ボール盤、溶接機、研削盤、産業用ロボット、動力電動装置等

03 農林畜産機器 農機具（耕うん機、トラクター等）、畜産用機器、林業用機器、製茶機、刈払機、噴霧機、芝刈り機等

04 水処理・ごみ処理施設関連機器類 浄化装置、ポンプ、ブロワ、ボイラ、モーター等

99 その他の産業機器類 券売機、両替機、窯業用機器等

01 業務用厨房機器 調理用機器、調理台、業務用冷凍冷蔵庫、食器洗浄・消毒機、器、給湯関係機器等（ガス給湯器は除く）

02 ガス機器・器具類 ガスコンロ、ガス給湯器、ガス漏れ警報機、ガス遮断弁、ガス器具等

99 その他の厨房機器類

01 家電器具
映像・音響（テレビ、ビデオ、ステレオ等）、空調関係(エアコン、クーラー、ファンヒーター、クリーンヒーター等)、家
具・調理(冷蔵庫、洗濯機、レンジ等)、照明器具（電球等照明等)等

02 電気設備 発電機器、変電機器、受配電設備、自動制御装置、空気洗浄機、送風機、冷凍機、空調機器等

03 通信機器
電話交換機、有線放送装置、ファクシミリ等搬送装置、ＨＵＢ、テレビ・ラジオ放送装置、移動局通信装置、レーダー
装置、無線機、信号管制設備・信号機等

99 その他の電気製品 屋外照明器具、舞台照明器具等

電気機器類

08 産業機器類

09 厨房機器類

10

05 家具・室内装飾類

06 車輌・船舶類

07 精密機器類

02 運動具

03 書籍類

04 印刷・製本類

物　品
業種 営業種目

主要取扱品目（例示）

01 文具・事務用品類
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筑西広域市町村圏事務組合物品・役務等営業種目一覧表

番号 名称 番号 名称

01 衣料品
制服、作業衣、事務服、外勤衣、防寒衣、白衣、雨衣、体育衣、手袋類、帽子、 革靴、作業靴・安全靴、ゴム長靴・
防寒長靴、地下足袋、運動靴等　　　　　　　　　※消防用被服は１３へ

02 寝具 布団、毛布、敷布、枕、座布団 等

99 その他の繊維皮革類 テント、カバン等

01 日用雑貨・金物・荒物類
家庭金物、荒物、陶磁漆器類、清掃用具、石鹸洗剤、厨房用、雑貨、トイレットペーパー、ダンボール、ポリ袋、ごみ
袋、ロープ、回収袋、プラスチックコンテナ等

02 建築金物 工具、のこぎり、カンナ、ドライバー、ペンチ等

03 塗料 塗料、溶剤、接着剤、防水剤等

99 その他の雑貨類

01 救急・消防車両 消防ポンプ自動車、小型消防ポンプ、高規格救急車等

02 消防設備 消火器、火災報知機、煙感知器・熱感知器等スポット、誘導灯、避難器具、屋内外消火栓設備等

03 消防本部で使用する資器材 消防ホース・ロープ、空気ボンベ、消防ポンプ、消火栓器具、救助器具、油圧器具、防塵防毒マスク、訓練資器材

04 消防用被服類 消防用被服（制服、制帽、防火服、活動服、レスキュー服等）、防火長靴、防火ヘルメット等

05 警報装置 防犯ブザー、監視カメラ、ガス検知器等

99 その他の消防防災機器・用品類 消防標識、備蓄用パック毛布、油吸着剤、油処理剤、浄水器、非常用トイレ等

01 医薬品 医薬品、家庭薬、ワクチン、医療用酸素、血清、培地、検査試薬等、救急用手袋・マスク等

02 化学工業薬品 水処理薬剤、上下水道施設・し尿処理施設・ごみ焼却施設用薬剤　※環境センター薬品は別紙を作成

03 防疫用薬剤 農薬、除草剤、殺菌剤、殺虫剤等

04 電極 主電極、補助電極

99 その他の薬品類 衛生材料（脱脂綿・ガーゼ等）

01 ガソリン等 ガソリン、軽油、重油、灯油等

99 その他の燃料類 プロパンガス、木炭、石炭、オガライト、コークス等

01 建築資材 鉄骨、鉄管、塩ビ管　等

02 土木資材 砂、土、砕石、セメント、生コン等

03 硝子・木竹材 木、竹、ガラス等

04 住宅屋外設備 物置、サッシ、シャッター、簡易ハウス、野外ベンチ　等

05 公園設備 公園ベンチ、時計塔、噴水装置等

06 園芸用品 生花、種子、プランター、園芸用品、肥料飼料等

99 その他の資材・設備 ろ過材等

01 ギフト・記念品 贈答品、カタログギフト、商品券、盾、トロフィー、カップ等

02 看板・標識 看板、掲示板、表示板、道路標識等

03 食糧品 茶、コーヒー、紅茶、仕出し弁当等

99 その他の物品 時計、眼鏡、貴金属等

17 その他の物品

15 燃料・油脂類

16 資材・設備

14 薬品類

11 繊維皮革類

12 日用雑貨・金物・荒物類

13 消防防災機器・用品

物　品
業種 営業種目

主要取扱品目（例示）
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筑西広域市町村圏事務組合物品・役務等営業種目一覧表

番号 名称 番号 名称
01 清掃施設 清掃施設の運転管理

02 し尿処理施設 し尿処理施設の運転管理

03 火葬場 火葬場の運転管理

04 斎場 斎場の管理

05 プール等施設 プール等施設の運転管理

06 施設警備 有人警備、交通誘導警備、イベント等会場警備等

07 機械警備 監視・警報機等による警備等

99 その他の施設運転管理 厨房運営管理、受付・電話対応業務等

01 厨房機器類整備等 業務用厨房機器類、ガス機器・器具類、給湯器、その他各種厨房機器の修繕等

02 空調設備保守点検 空調設備・空調用自動制御設備・換気設備・ボイラー保守点検、空調設備日常運転監視等

03 浄化槽保守点検 浄化槽保守点検・清掃等

04 電気設備保守点検
発電機器・変電機器・受配電設備・モーター・自動制御装置・空気洗浄機・屋外照明器具・舞台照明器具・ポンプ
類・送風機等

05 昇降機・自動ドア保守 エレベータ・エスカレータ・自動ドア・シャッター保守点検等

06 通信設備保守点検 電話交換機・無線機・放送設備・信号設備・テレメーター・ネットワーク機器保守点検等

07 消防設備保守点検 消防設備・消火器具・警報機保守点検等

08 消防用資材器具類点検 空気呼吸器、油圧器具、ガス測定器その他消防用資材器具類の点検整備等

09 計装設備等保守点検 計装設備・工業計器保守等

10 車両・船舶保守点検 車検、点検、タイヤ交換、船舶・船外機の整備、法定検査、修理等

11 ごみ処理施設点検整備 別紙を作成

12 し尿処理施設維持管理 活性炭交換清掃業務等

99 その他

01 植栽管理 除草樹木剪定、芝張、草刈、施肥、樹木害虫駆除等

02 給排水設備 貯留槽清掃、高架水槽清掃等

03 屋内外清掃 一般清掃、庁舎清掃、外壁・道路・道路付属物・公園清掃等

99 その他の環境衛生管理 消毒、防虫除去等

01 自然環境 大気・水質検査、土壌分析、放射線測定、ダイオキシン類測定、作業環境測定等

02 市場調査・計画策定 市場・経済・社会・経営調査、各種行政計画策定・コンサルティング・調査等

99 その他の調査・分析・検査業務

01 一般廃棄物収集運搬 一般廃棄物収集運搬

02 産業廃棄物収集運搬 産業廃棄物収集運搬

03 一般廃棄物処分 一般廃棄物処分

04 産業廃棄物処分 産業廃棄物処分

05 ＰＣＢ処理 ＰＣＢ運搬・処分

06 廃乾電池処理 廃乾電池運搬・処分

07 蛍光管処理 蛍光管運搬・処分

99 その他の廃棄物処理

21 調査・分析・検査業務

22 廃棄物処理

19 施設・設備等の保守管理

20 環境衛生管理

役務の提供
業種 営業種目

取扱い業務（例示）

18 施設運転管理
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筑西広域市町村圏事務組合物品・役務等営業種目一覧表

番号 名称 番号 名称
01 ハードウェア保守点検 サーバー・パソコン保守点検修理等

02 システム開発 システム基本設計、システム開発、システム運用・保守等

03 データ処理 電算、データ入力（パンチ業務）、データ集計、データ変換・加工等

04 インターネット業務 ホームページ作成、メールサービス、プロバイダ、サーバー等

05 地図作成 GIS 地理情報、コンピュータマッピング等

99 その他のコンピュータ関連サービス

01 OA機器等 パソコン、サーバー・複合機等

02 各種機器 電気・通信機器リース、医療機械・ランニングマシン等

03 車輌等 乗用車、マイクロバス等

04 清掃具等 サウナ・玄関マット、モップ等

05 寝具等 布団、毛布、敷布、枕、座布団 等

06 仮設建物 プレハブ等

99 その他リース・レンタル 観葉植物等

01 鉄・非鉄屑買受

02 炉底メタル・傾動メタル買受

03 紙屑買受

04 車輌買受

05 ペットボトル等買受 ペットボトル、プラスチック容器

06 ビン類買受

07 溶融スラグ買受 溶融スラグ等

99 その他の資源物買受

01 企業内研修・講師派遣 パソコン研修、講習会講師派遣等

02 人材派遣業務 人材派遣等

03 イベント業務 イベント企画、会場設営、イベント運営等

04 広告・宣伝・出版業務 新聞・チラシ広告、テレビ・ラジオ広告等

05 クリーニング 寝具類のクリーニング、破損部分の補修等

06 速記・会議録 議会議事録作成、タイプ、テープ起こし等

07 保険等業務 損害保険等

08 火葬残骨灰処理等 火葬残骨灰処理等

09 電気の供給 電力の供給等

10 自動販売機等 自動販売機設置等

99 その他の業務 試験問題集提供及び採点等

業種 営業種目
取扱い業務（例示）

※　この営業品目一覧表は、取扱品目一覧表の記入に使用します｡

その他の業務

※　その他に該当する場合は、取扱い品目を具体的に記載してください｡

23 コンピューター関連サービス

役務の提供

※　この用紙は、提出の必要はありません。

24 リース・レンタル

25 資源物買受

26
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別紙 登　録　希　望　業　種　申　請　書

点検整備等
希望欄 希望欄 希望欄

４排ガス処理設備

⑶その他

⑵その他

薬品
希望欄 希望欄 希望欄

希望する種目の小分類を選び、希望欄に○印を記入すること（複数可）実績がある場合は○ではなく◎を記入すること

機器冷薬品

⑶灰クレーン

⑴灰溶融炉

キレート剤

⑵その他
⑺純水装置
⑻水噴射式燃焼ガス冷却設備
⑼その他

塩酸 清缶剤
水処理用活性炭 苛性ソーダ（25％） 保缶剤
調質剤 活性炭 その他
その他

環境センター
し尿処理施設

苛性ソーダ（20％）

環境センター
ごみ処理施設

液化アンモニア

環境センター
ごみ処理施設

消石灰
凝集剤 液体キレート スケール防止剤
消泡剤

８灰溶融装置

⑷各ポンプ・タンク

大分類 小分類

⑹タービン排気復水器
⑸薬液注入装置

⑴コンベヤ

大分類 小分類 大分類 小分類

⑶脱気器 ⑷その他

３燃焼ガス冷却設備

⑴ボイラー本体 ⑵搬出装置

12その他の設備

⑴空気圧縮機
⑵スートブロワ ⑵各選別機（磁選機等）

⑶その他

⑴各送風機
⑷バーナー ⑵その他

11計装制御設備
⑴計装制御設備

⑸その他

７灰だし設備

２燃焼設備

⑴給じん装置
10電気設備

⑴電気設備
⑵燃焼装置 ⑵その他
⑶焼却炉本体（耐火物）

６通風設備

⑶各槽（高架水槽・貯留槽等）
⑷投入扉 ⑷井水処理装置
⑸その他

５余熱利用設備

⑴タービン ⑸その他
⑵温水発生装置

１受入・供給設備

⑴ごみ計量機 ⑴集じん器

９給排水処理設備

⑴給排水用ポンプ・ブロワ
⑵ごみクレーン ⑵有害ガス等除去装置 ⑵冷却塔
⑶可燃性粗大ごみ破砕機 ⑶その他

大分類 小分類 大分類 小分類 大分類 小分類




