
ｺｰﾄﾞ 大　分　類 小　分　類 参加希望品目または業務内容　（下記はあくまで記載例です。明瞭簡潔に記載すること。）

物品 0101 印刷・写真類 一般印刷 頁物、ポスター、パンフレット、封筒、名刺

物品 0102 印刷・写真類 フォーム印刷 電算用連続帳票、OCR納付書、税申告書、カード型保険証

物品 0103 印刷・写真類 特殊印刷 証明用コピーガード用紙、シール、ステッカー、点字、磁気カード

物品 0104 印刷・写真類 地図・航空写真 地図調製、航空写真

物品 0105 印刷・写真類 カメラ撮影 カメラ・デジカメ撮影、写真現像・焼付け、フィルム

物品 0199 印刷・写真類 印刷写真類その他 （具体的に記載）

物品 0201 事務用品 文具・用紙 文房具、ファイル、再生コピー用紙、上質紙、アドレスタック、色紙

物品 0202 事務用品 印判 ゴム印、印鑑

物品 0299 事務用品 事務用品その他 （具体的に記載）

物品 0301 情報機器・家電 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ（ﾊｰﾄﾞ） パソコン、サーバー機器、HDD、メモリ、汎用機

物品 0302 情報機器・家電 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ（ｿﾌﾄ） ｾｷｭﾘﾃｨ対策ｿﾌﾄ、業務支援ｿﾌﾄｳｪｱ（ﾊﾟｯｹｰｼﾞ製品のみ。企画開発は除く。）

物品 0303 情報機器・家電 ＯＡ機器・消耗品 複写機、印刷機、スキャナ、複合機、プリンター、郵便料金計器、トナー、OA消耗品

物品 0304 情報機器・家電 ＡＶ家電 テレビ、DVD/BDレコーダー、ラジオ、カメラ、プロジェクター、映写機、書画カメラ

物品 0305 情報機器・家電 生活家電 家庭用エアコン、家庭用冷凍・冷蔵庫、家庭用洗濯機、蛍光灯、LED照明用品、空気清浄機

物品 0306 情報機器・家電 給湯器・調理家電 家庭用ガスコンロ、IHコンロ、家庭用給湯器、家庭用湯沸器、石油ストーブ、電気ストーブ

物品 0399 情報機器・家電 情報機器・家電その他 （具体的に記載）

物品 0401 じゅう器類 事務用家具 机、椅子、キャビネット、事務用家具

物品 0402 じゅう器類 学校用家具 児童生徒用机・椅子、黒板、上下ホワイトボード、ロッカー、下駄箱

物品 0403 じゅう器類 園児施設用家具 幼稚園向け家具、保育所・託児所向け家具

物品 0404 じゅう器類 特殊・大型家具 移動式書架、防火書架、図書館向け書架

物品 0405 じゅう器類 屋内装飾 カーテン、ブラインド、カーペット、舞台幕、暗幕、舞台装置

物品 0406 じゅう器類 電飾 電光掲示板、ネオン、イルミネーション電飾（蛍光灯・照明器具等の生活家電は除く。）

物品 0407 じゅう器類 看板・帆布・テント 看板製作、旗、テント、のぼり、懸垂幕、横断幕、シート

物品 0499 じゅう器類 じゅう器類その他 （具体的に記載）

物品 0501 図書・書籍 一般図書・書籍 一般刊行物、雑誌、法令関係参考書、電子書籍

物品 0502 図書・書籍 学校図書・園児図書 教科書、副読本、ドリル、参考書、絵本、保育所向け図書、幼稚園向け図書

物品 0599 図書・書籍 図書・書籍その他 （具体的に記載）

物品 0601 教育・保育教材 特別教室備品 理科実験器具、ミシン、技術・家庭科・美術用教材器具、模型

物品 0602 教育・保育教材 園児施設備品 保育教材、幼稚園向け玩具、保育園・託児所向け玩具

物品 0603 教育・保育教材 楽器 ピアノ、太鼓、ギター、その他楽器

物品 0699 教育・保育教材 教育・保育教材その他 （具体的に記載）

物品 0701 機械器具・設備類 建設機械 油圧ショベル、ブルドーザー、破砕機

物品 0702 機械器具・設備類 上下水道用機械器具 水道メーター、仕切弁、消火栓、逆止弁、水中ポンプ、循環装置、ろ過装置

物品 0703 機械器具・設備類 業務用空調機器 業務用空調設備機器、送風機、脱臭機

物品 0704 機械器具・設備類 業務用厨房機器・食器 調理台、調理機、食器洗浄機、業務用冷凍・冷蔵庫、給食用各種食器

物品 0705 機械器具・設備類 発電機 非常用発電設備、発電機、蓄電池

物品 0706 機械器具・設備類 通信機器 防災無線、消防無線、携帯電話、LAN設備、アンテナ、通信中継機器

物品 0707 機械器具・設備類 放送・音響設備機器 学校用放送設備機器、舞台用放送設備機器、音響設備、大型スピーカー、マイク

物品 0708 機械器具・設備類 計測・理化学機器 計測器、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

物品 0709 機械器具・設備類 消防用機械器具 消防ホース、消火器、小型動力ポンプ、避難器具、救助器具、火災報知器、災害用備品

物品 0710 機械器具・設備類 環境関連設備機器 焼却装置・部品、集塵装置、公害防止装置

物品 0711 機械器具・設備類 工具・工作用器具 工具、旋盤、切断機、電動工具、ボール盤、溶接機

物品 0799 機械器具・設備類 機械器具・設備類その他 （具体的に記載）

『参加希望業種　分類一覧表』（三木市物品役務等入札参加資格審査申請）

★物品の製造販売等　及び　役務（サービス）の提供等　★
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物品 0801 燃料・ガス類 石油類 ガソリン、灯油、重油、オイル、グリス

物品 0802 燃料・ガス類 電力 発電部門、送電部門、小売部門

物品 0803 燃料・ガス類 燃料系ガス 都市ガス販売、団地ガス販売、LPガス販売

物品 0804 燃料・ガス類 産業用ガス 医療用ガス、理化学用ガス、工業用ガス

物品 0899 燃料・ガス類 燃料・ガス類その他 （具体的に記載）

物品 0901 百貨・総合商社 百貨・総合商社 従業員50人以上の衣食住全種販売業

物品 1001 衣料・寝具 一般衣料品 事務服、作業服、白衣、ユニフォーム、スポーツウェア、肌着

物品 1002 衣料・寝具 消防用衣料品 消防制服、活動服、救助服、アポロキャップ、潜水服

物品 1003 衣料・寝具 ゴム・革製品 靴、手袋、雨衣、傘、カバン

物品 1004 衣料・寝具 寝具 ふとん、タオル、ベッドフレーム（福祉用特殊寝台等は除く。）

物品 1099 衣料・寝具 衣料・寝具その他 （具体的に記載）

物品 1101 雑貨・日用品 荒物雑貨 三木市指定ごみ袋、清掃用具、洗剤、金物

物品 1102 雑貨・日用品 防災用品 災害時備蓄用毛布、避難所簡易間仕切り、災害用マンホールトイレ、防災グッズ

物品 1103 雑貨・日用品 啓発用品 啓発用名入れ対応商品各種

物品 1104 雑貨・日用品 選挙用品 選挙用投票箱、記載台、投票用紙交付機、選挙用掲示用品

物品 1105 雑貨・日用品 記念品・贈答品 額縁、置物、時計、貴金属、陶器

物品 1106 雑貨・日用品 記章・トロフィー バッジ、カップ、トロフィー、楯、ワッペン、優勝旗、賞状用筒

物品 1199 雑貨・日用品 雑貨・日用品その他 （具体的に記載）

物品 1201 食品 食料品 お茶葉、仕出し配達弁当（食品衛生法に基づく営業許可がある者に限る。）

物品 1202 食品 学校給食用食材 学校給食用の食材(具体的な食材名を記載。野菜、牛肉、パン、豆腐、砂糖など。）

物品 1203 食品 非常食 災害時備蓄用アルファ米、備蓄用乾パン、備蓄用ビスケット、備蓄用水

物品 1299 食品 食品その他 （具体的に記載）

物品 1301 運動用具・機器 スポーツ用品・体育用品 各種スポーツ用品・用具、跳び箱、ハードル、マット、大玉

物品 1302 運動用具・機器 運動場設備機器 ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ、防球ﾈｯﾄ、鉄棒、雲梯、遊具、ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ設備、卓球台

物品 1303 運動用具・機器 フィットネス機器 業務用ﾄﾚｯﾄﾞﾐﾙ、ｴｱﾛﾊﾞｲｸ、ｽﾄﾚﾝｸﾞｽ、ﾀﾞﾝﾍﾞﾙ

物品 1399 運動用具・機器 運動用具・機器その他 （具体的に記載）

物品 1401 医療機器・福祉用具 医療用大型機器 手術用・診療用機械、臨床用機械器具、ＭＲＩ、ＣＴ

物品 1402 医療機器・福祉用具 医療器具・保健計器 ＡＥＤ（販売）、リハビリ器具、歯科・眼科検診・治療器具、身長計、体重計、聴力計

物品 1403 医療機器・福祉用具 福祉用具 車椅子、特殊寝台、床ずれ防止用具、手すり・ｽﾛｰﾌﾟ（簡易な取付設置のもの）

物品 1404 医療機器・福祉用具 衛生材料・介護用品 オムツ（大人用・子供用）、尿とりパッド、おしり拭き、包帯、ガーゼ、マスク、フェイスシールド

物品 1499 医療機器・福祉用具 医療機器・福祉用具その他 （具体的に記載）

物品 1501 薬品 医薬品 病院用医薬品販売、ワクチン、家庭用医薬品、消毒液

物品 1502 薬品 工業用薬品 活性炭、苛性ｿｰﾀﾞ、次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ、脱臭剤、凝集剤、塩酸、ｷﾚｰﾄ剤

物品 1503 薬品 農薬・防疫薬品 農薬、除草剤、殺虫剤、殺鼠剤、防虫剤

物品 1504 薬品 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

物品 1599 薬品 薬品その他 （具体的に記載）

物品 1601 農林水産用品・機械 植物・肥料・用具 種苗、生花、植木、大型樹木、肥料、プランター、スコップ、園芸用品

物品 1602 農林水産用品・機械 動物・飼料・用具 ウサギ飼料、ニワトリ飼料、馬飼料、各種飼育用具

物品 1603 農林水産用品・機械 農林・園芸機械 農業用車両、灌漑用ポンプ、チェーンソー、自走式草刈機、草刈機

物品 1604 農林水産用品・機械 農作物被害対策器具 猪鹿用侵入防止柵（金網柵、電気柵）、猪捕獲用檻、罠

物品 1699 農林水産用品・機械 農林水産用品・機械その他 （具体的に記載）
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物品 1701 建設資材 ｾﾒﾝﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ セメント、コンクリート、アスファルト

物品 1702 建設資材 セメント二次製品 コンクリートブロック、ヒューム管、インターロッキングブロック

物品 1703 建設資材 鉄鋼・二次製品 鋼材、鉄ﾊﾟｲﾌﾟ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ、ﾊﾟｲﾌﾟ足場、ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、上下水道用金属製品

物品 1704 建設資材 石材・二次製品 礎石、定礎石、石材銘板、及びその修理・復元

物品 1705 建設資材 土・砂・二次製品 真砂土、砂、砂利、赤土、レンガ

物品 1706 建設資材 塩ビ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・二次製品 塩ビ管、プラスチック管、上下水道用プラスチック製品

物品 1707 建設資材 木材・二次製品 木材、竹材、合板、丸太

物品 1708 建設資材 塗料 ペンキ、白線、防錆剤

物品 1709 建設資材 道路保安用品 道路凍結防止剤、土のう袋、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、ﾛｰﾄﾞﾐﾗｰ、道路標識

物品 1710 建設資材 建具・畳 ガラス、サッシ、ドア、網戸、畳

物品 1799 建設資材 建設資材その他 （具体的に記載）

物品 1801 倉庫・仮設建物 倉庫・物置 物置、倉庫、車庫（簡易な設置工事も可能であること。）

物品 1802 倉庫・仮設建物 仮設建物・トイレ 仮設トイレ、仮設校舎、仮設園舎、仮設ハウス（賃貸借は除く。）

物品 1899 倉庫・仮設建物 倉庫・仮設建物その他 （具体的に記載）

物品 1901 車両販売 自動車販売 普通自動車、軽自動車、軽トラック、マイクロバス（リースは除く。）

物品 1902 車両販売 二輪車・雑車販売 自動二輪、原付、自転車（リースは除く。）

物品 1903 車両販売 特殊車両販売 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ車、はしご車、救急車、ごみ収集車、清掃車、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ（リースは除く。）

物品 1904 車両販売 架装・艤装 消防車用架装、救急車用架装（架装・艤装のみで受注可能の場合のみ）

物品 1905 車両販売 車両部品販売・修理 タイヤ販売、車両部品販売、カーナビ、ドライブレコーダー、各修理

物品 1906 車両販売 ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ制作・販売 原付用ナンバープレート販売、ご当地ナンバープレート制作

物品 1999 車両販売 車両販売その他 （具体的に記載）

物品 2001 ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ 市が選定した物品等のファイナンスリース

物品 2002 ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ 事務OA機器ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ コピー機、複合機、プリンターのリースまたはレンタル

物品 2003 ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ 情報機器ﾘｰｽ パソコン、サーバ、ネットワーク機器のリースまたはレンタル

物品 2004 ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ 車両ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ 普通自動車・軽自動車・マイクロバス・フォークリフトのリース、短期レンタカー

物品 2005 ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ 建設機械ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ 油圧ショベル、ブルドーザー、破砕機等のリースまたはレンタル

物品 2006 ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ 建築・構築物ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ 仮設校舎・園舎・ﾊｳｽﾘｰｽ、街路灯ﾘｰｽ、仮設ﾄｲﾚ・道路保安用品ﾚﾝﾀﾙ

物品 2007 ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ 医療機器ﾘｰｽ･ﾚﾝﾀﾙ 診療・手術用大型医療機器、診察・検診機器ﾘｰｽ、AEDﾚﾝﾀﾙ

物品 2008 ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ 日用品・介護用品ﾚﾝﾀﾙ リネン、ベッドのリースまたはレンタル

物品 2099 ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙその他 （具体的に記載）

物品 2101 不用品の買受 車両買受 自動車、自動二輪、ごみ収集車、特殊車両の買受

物品 2102 不用品の買受 紙・プラスチック買受 古紙、ペットボトルの買受

物品 2103 不用品の買受 金属類買受 鉄、非鉄、金属くずの買受

物品 2104 不用品の買受 情報機器類買受 パソコン、サーバ、プリンターの買受

物品 2199 不用品の買受 不用品の買受その他 （具体的に記載）

役務 5001 施設総合管理 一般施設・ﾋﾞﾙ総合管理 市庁舎、公民館、図書館等の施設管理一式（警備、設備保守管理、日常清掃）

役務 5002 施設総合管理 上下水道施設運転管理 上下水道施設維持運転管理一式（運転管理、設備保守管理、日常清掃、警備）

役務 5003 施設総合管理 ごみ処理施設運転管理 ごみ処理施設維持運転管理一式（運転管理、設備保守管理、日常清掃、警備）

役務 5099 施設総合管理 施設総合管理その他 （具体的に記載）
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ｺｰﾄﾞ 大　分　類 小　分　類 参加希望品目または業務内容　（下記はあくまで記載例です。明瞭簡潔に記載すること。）

『参加希望業種　分類一覧表』（三木市物品役務等入札参加資格審査申請）

★物品の製造販売等　及び　役務（サービス）の提供等　★

役務 5101 警備業 施設警備 常駐施設警備

役務 5102 警備業 機械警備 機械警備

役務 5103 警備業 交通誘導・保安・雑踏警備 イベント警備、交通誘導警備、防犯保安警備

役務 5199 警備業 警備業その他 （具体的に記載）

役務 5201 清掃・防疫 施設清掃 施設の日常清掃、定期清掃、床清掃、窓ガラス清掃、高所清掃

役務 5202 清掃・防疫 衛生設備清掃 貯水槽、高架水槽、受水槽、給排水設備清掃、換気扇・フードダクト清掃

役務 5203 清掃・防疫 浄化槽清掃 （三木市浄化槽清掃業許可番号、一般廃棄物（浄化槽汚泥）収集運搬業許可番号を記載）

役務 5204 清掃・防疫 消毒・防疫・防虫 施設消毒、調理場洗浄消毒、害虫駆除、防虫防鼠、蜂の巣駆除撤去

役務 5205 清掃・防疫 草花・樹木管理 公園清掃、除草、芝生管理、植木剪定、街路樹剪定（造園土木工事を除く簡易なもの。）

役務 5299 清掃・防疫 清掃・防疫その他 （具体的に記載）

役務 5301 設備保守 空調設備保守 冷暖房設備、空調機器の点検・管理・修理

役務 5302 設備保守 給排水衛生設備保守 ボイラー保守点検、給排水設備の点検・管理・修理、衛生設備点検修理

役務 5303 設備保守 消防設備保守 消防用設備等保守点検および報告書作成、防火対象物定期点検および報告書作成、修理

役務 5304 設備保守 電気設備保守 自家用電気工作物の保安・点検、受電設備の点検・管理・修理

役務 5305 設備保守 浄化槽設備保守 浄化槽設備の点検・管理・修理

役務 5306 設備保守 昇降機設備保守 エレベーターの点検・管理・保守・修理、小型リフト点検・管理・保守・修理

役務 5399 設備保守 設備保守その他 （具体的に記載）

役務 5401 廃棄物処理 一般廃棄物収集運搬 許可行政庁・許可番号・許可を受けている廃棄物の種類を記載

役務 5402 廃棄物処理 一般廃棄物処理 許可行政庁・許可番号・許可を受けている廃棄物の種類を記載

役務 5403 廃棄物処理 産業廃棄物収集運搬 許可行政庁・許可番号・許可を受けている廃棄物の種類を記載

役務 5404 廃棄物処理 産業廃棄物処理 許可行政庁・許可番号・許可を受けている廃棄物の種類を記載

役務 5499 廃棄物処理 廃棄物処理その他 （具体的に記載）

役務 5501 測定・検査・調査 環境測定・計量・検査 騒音、交通量、熱量、水質、大気、土壌、作業環境、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ、建築物飲料水、環境ｱｾｽﾒﾝﾄ

役務 5502 測定・検査・調査 上下水道管渠調査 漏水調査、管渠TVカメラ調査、つまり抜き

役務 5503 測定・検査・調査 施設検査・調査 非破壊検査、放射線検査

役務 5504 測定・検査・調査 健康診断・医療検診 健康診断、VDT検診、がん検診、特定健診、血液検査、ストレス検診、体力測定

役務 5505 測定・検査・調査 アンケート・統計調査 市民アンケート調査、利用者アンケート調査およびその集計（分析・提案は含まない。）

役務 5506 測定・検査・調査 埋蔵文化財 埋蔵文化財の発掘調査

役務 5599 測定・検査・調査 測定・検査・調査その他 （具体的に記載）

役務 5601 分析・研究 環境分析・研究 環境調査結果の分析、環境計画・廃棄物処理計画策定支援

役務 5602 分析・研究 経済・経営分析・研究 マーケティング調査・分析、経済政策・経営戦略研究、組織経営分析

役務 5603 分析・研究 福祉・医療分析・研究 福祉事業計画、介護事業計画の策定支援、実態調査・分析、疾病予防研究

役務 5604 分析・研究 教育・保育分析・研究 教育アンケート調査・分析、保育アンケート調査・分析、教育計画策定支援

役務 5605 分析・研究 文化・歴史分析・研究 文化・歴史調査・分析、保存計画策定支援

役務 5699 分析・研究 分析・研究その他 （具体的に記載）

役務 5701 情報処理・ICT データ化作業 パンチ入力データ化業務、文書スキャニングデータ化

役務 5702 情報処理・ICT ｼｽﾃﾑ・ｿﾌﾄ開発・保守 税務・文書管理・財務会計・入札事務支援システム・ソフト開発・運用支援・保守（具体的に記載）

役務 5703 情報処理・ICT ICTｿﾘｭｰｼｮﾝ構築・保守 教育、医療・介護、地域コミュニティ、情報セキュリティなど（分野を具体的に記載）

役務 5704 情報処理・ICT 通信・通話ｻｰﾋﾞｽ・保守 無線・有線設備機器、携帯電話などによる通信・通話ｻｰﾋﾞｽの提供、公衆無線LAN整備、ﾈｯﾄﾜｰｸ保守

役務 5799 情報処理・ICT 情報処理・ICTその他 （具体的に記載）
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ｺｰﾄﾞ 大　分　類 小　分　類 参加希望品目または業務内容　（下記はあくまで記載例です。明瞭簡潔に記載すること。）

『参加希望業種　分類一覧表』（三木市物品役務等入札参加資格審査申請）

★物品の製造販売等　及び　役務（サービス）の提供等　★

役務 5801 サービス 情報機器・OA機器保守点検 パソコン、プリンター、コピー機等の保守点検

役務 5802 サービス 封入・封緘・帳票加工 封入封緘業務、はがき圧着加工、個人情報保護シール貼付処理

役務 5803 サービス 筆耕・翻訳 会議録作成、テープおこし、速記、外国語翻訳（何語か具体的に）

役務 5804 サービス 受付・案内・電話交換 電話交換、病院受付、公共施設受付案内

役務 5805 サービス 収納代行 公金収納代行、コンビニ収納、クレジット収納

役務 5806 サービス 水道検針・料金収納代行 水道メーター検針、開閉栓、水道料金収納・徴収

役務 5807 サービス 介護・医療・福祉ｻｰﾋﾞｽ 訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ、訪問介護ｻｰﾋﾞｽ、介護予防事業、特定保健指導事業

役務 5808 サービス 医療事務・介護事務 医療・柔整レセプト点検、医療事務、診療報酬請求事務、要介護認定業務、障害区分認定業務

役務 5809 サービス クリーニング 衣料品・寝具・リネンの洗濯・乾燥、クリーニング

役務 5810 サービス ｲﾍﾞﾝﾄ会場設営・企画運営 屋外イベント会場設営、屋内イベント会場設営、イベント企画運営

役務 5811 サービス 広告・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ホームページ制作・運用支援・保守、広告代理店（媒体を具体的に記載。）

役務 5812 サービス ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｺﾝﾃﾝﾂ制作 映像制作、動画撮影、CM制作、PRコンテンツ制作、映画制作、Webデザイン

役務 5813 サービス 貨物運送・輸送・郵便 施設間定期運送、美術品等保護輸送、セキュリティ輸送、信書郵便、メール便、引越し

役務 5814 サービス 旅客運送・車両運行管理 一般貸切バス運送、スクールバス運行管理、自治体バス運行管理、公用車運行管理

役務 5815 サービス 旅行代理・通訳 修学旅行・校外学習企画案内、ビジネス通訳、海外出張支援（旅行業法に基づく登録を受けていること）

役務 5816 サービス 学校園運営管理 放課後児童健全育成事業（アフタースクール）運営

役務 5817 サービス 給食調理業務 小中学校給食調理業務受託

役務 5899 サービス サービスその他 （具体的に記載）

役務 5901 人材派遣 一般事務員派遣 （労働者派遣法に基づく許可を有するもの）

役務 5902 人材派遣 給食調理員派遣 小中学校給食調理への調理員派遣

役務 5903 人材派遣 ＡＬＴ派遣 小中学校への外国語指導助手の派遣

役務 5999 人材派遣 人材派遣その他 （具体的に記載）

役務 6001 小規模修繕 外壁・外構・屋根 クラック補修、タイル補修、石材補修、雨樋補修、屋根補修、瓦補修（小規模・簡易なもの）

役務 6002 小規模修繕 内装 クロス張替、床補修、簡易な段差解消、棚・手すり取付（小規模・簡易なもの）

役務 6003 小規模修繕 建具・ガラス 建具、サッシ、ガラス、ドア等の修理・交換

役務 6004 小規模修繕 電気 照明、電気配線等の修理・交換（小規模・簡易なもの）

役務 6005 小規模修繕 塗装・防水 塗装補修作業、防水塗装（小規模・簡易なもの）

役務 6099 小規模修繕 小規模修繕その他 （具体的に記載）
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