
コー
ド

名　　　
称

コード 名　　　称

1 清掃等 101 建物清掃・管理 建築物内の衛生維持管理
建築物環境衛生総合管理業登録証明書
建築物清掃業登録証明書

必須

102 受水槽清掃 飲料水、貯水槽 建築物飲料水貯水層清掃業登録証明書 任意

103 浄化槽清掃 し尿、浄化槽汚泥
・一般廃棄物収集運搬業許可証
・浄化槽清掃業許可証

必須
(両方)

104 下水道・河川清掃 管渠内清掃、汚水桝清掃等 産業廃棄物収集運搬業許可証 必須

105 屋外清掃等 （道路、側溝、公園）の清掃、草刈り等 一般廃棄物収集運搬業許可証 任意

106 害虫駆除 建物の害虫（白アリ）、ねずみの駆除 建築物ねずみこん虫等防除業登録証明書 任意

107 樹木剪定・芝生管理 街路樹等の剪定、施設の芝生管理
建設業許可（造園工事業）
毒物劇物取扱責任者資格
農薬管理指導士

任意

108 雪囲い 公共施設、都市公園等の雪囲い 建設業許可（造園工事業） 任意

109 森林整備 市有林等の間伐処理等 森林整備専門技術者資格 任意

110 その他（清掃等） ダクト、給排水管、プール、公衆トイレの清掃等
建築物空気調和用ダクト清掃業登録証明書
建築物排水管清掃業登録証明書
その他必要な許可・証明・登録

任意

2
警備・受
付等

201 有人警備 常駐警備、宿日直等、交通誘導 警備業認定証 必須

202 機械警備 機械による警備   
・警備業認定証
・機械警備業届出書

必須
(両方)

203 受付・案内 受付、案内、電話交換等

204 その他（警備・受付等） 自転車指導整理、駐車場管理等

3
設備保
守等

301 電気設備 電気設備点検、自家発電機、水位計等 電気主任技術者免状（高圧のみ） 任意

302 空調衛生設備 冷暖房等

303 通信施設 電話交換機、無線機、防災行政無線等

304 エレベーター 昇降機検査資格者 任意

305 消防設備 屋内消火栓､スプリンクラー､火災報知機等
消防設備士免状
消防設備点検資格者免状

必須

306 浄化槽 浄化槽保守点検業者登録証 必須

307 ボイラー ボイラー、煙突等
・ボイラー技士(整備士)免許証
・危険物取扱者免状

必須
(両方)

308 給排水設備
汚水ポンプ、給水ポンプ、水中ポンプ、プール浄
化装置等

309 地下タンク 地下タンク、埋設配管等 地下タンク等定期点検認定業者 必須

310 消雪設備等 消雪設備の保守点検等 ※建設業許可（管工事業）【必須】 必須

311 自動ドア 自動ドアの保守点検 自動ドア施工技能士 必須

312 その他（設備保守等）
舞台設備、音響設備等、医療機器
自記録水圧計の用紙取替・保守点検、からくり
時計等

4 401 ごみ処理施設

402 上下水道処理施設 下水道処理施設維持管理業登録証 任意

403 農業集落排水処理施設 浄化槽保守点検業者登録証 必須

404 斎場

405
その他（施設運転維持管
理・保守等）

5
廃棄物
処理

501 一般廃棄物収集・運搬 一般廃棄物 一般廃棄物収集運搬業許可証 必須

502 一般廃棄物処理 一般廃棄物 一般廃棄物処分業許可証 必須

503 産業廃棄物収集・運搬 産業廃棄物 産業廃棄物収集運搬業許可証 必須

504 産業廃棄物処理 産業廃棄物 産業廃棄物処分業許可証 必須

505 理科薬品等処理 理科薬品等運搬廃棄
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処分業許可証 必須

506 その他（廃棄物処理）
特別管理一般廃棄物
特別管理産業廃棄物

その他必要な許可・証明・登録 任意
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6
運搬請
負

601 貨物業 運送、引越し等 一般貨物自動車運送事業許可書等 必須

602 旅客業 貸切バス、スクールバス等 一般貸切旅客自動車運送事業許可書等 必須

603 その他（運搬請負） その他必要な許可・証明・登録 任意

7
調査・検
査・分析

701 飲料水水質検査 飲料水、プール水質検査
建築物飲料水水質検査業登録証明書
水質検査機関指定（水道法第20条第3項規定）

任意

702 大気・水質・土壌調査 大気、河川、排水、土壌調査等 計量証明事業登録証（濃度） 必須

703 騒音・振動測定
計量証明事業登録証（音圧レベル、振動加速度レベ
ル）

必須

704 下水道及び管渠調査 下水道及び管渠のＴＶカメラ調査等
下水道管理技術者（管路施設）
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

任意

705 漏水調査 水道管漏水調査等

706 その他（調査・検査・分析）

埋蔵文化財発掘調査、建築物内空気環境測
定、作業環境測定、ごみ質分析調査、井戸調
査、血液中ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類測定、塗膜に含まれる
鉛・六価クロム・ＰＣＢ含有調査、アスベスト等

その他必要な許可・証明・登録 任意

8 801 情報システム・保守
システム及びプログラムの開発・構築、電算機器及
びソフトウェアの保守、IP電話機の保守

802 データ入力・処理 データ作成・入力等
プライバシーマーク登録証
ISMS（ISO27001）認証登録証

任意

803
会議録・議事録・例規集関
連

804
その他（コンピュータ関連
業務）

9
福祉・健
康関連

901 健康診断（集団検診） 市民、職員等の集団健康診断

902 検便、寄生虫卵等

903 ストレスチェック 市民、職員等のストレスチェック

904 福祉・介護関連
介護サービス、介護予防事業、レセプト点検、
等

905 健康・スポーツ教室等
健康・スポーツ教室等の企画、運営、スポーツ
インストラクター派遣、スポーツ器具使用指導　
等

906 その他（福祉・健康関連） 上記のいずれにも属さない業務委託

10
その他
の業務
委託

1001
印刷物・広告・デザイン制
作

印刷物の企画・デザイン・製作・封入封緘作業等、写
真撮影、映画・ビデオ製作、番組制作、放送、広告、
ホームページ作成等

プライバシーマーク登録証
ISMS（ISO27001）認証登録証

任意

1002 イベント企画設営　　
イベントの企画、設営、運営、イルミネーション
デザイン・設置　等

1003 各種調査企画

防災（ﾊｻﾞｰﾄﾞ）ﾏｯﾌﾟ、総合計画、都市マスタープ
ラン、ｱﾝｹｰﾄ、市場・世論・社会調査、分野別計
画・その他 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ（建設 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ等の
業務を除く）

技術士登録証 任意

1004 航空写真・図面・台帳製作
航空写真、図面製作、台帳製作、地図データ作
成等

測量業者登録証
プライバシーマーク登録証
ISMS（ISO27001）認証登録証

任意

1005 人材派遣 労働者派遣事業届出書 必須

1006 工業薬品交換 上下水道関係薬品の入れ替え

1007 各種研修 職員研修等

1008 文化財保存処理 木製、金属製等の文化財の保存加工処理

1009 土地家屋調査業務 土地家屋調査、測量等 土地家屋調査士 必須

1010 不動産鑑定 不動産鑑定士 必須

1011 建築物の定期点検 特殊建築物（公共施設）定期調査
一級建築士、二級建築士又は特殊建築物等調査資
格者

必須

1012 監査 財政援助団体等財務調査 公認会計士 必須

1013 公会計財務書類等作成
地方公会計制度に基づく財務書類の作成、固
定資産台帳の整備等

公認会計士
税理士

必須

1014 旅行業 旅行業登録証 必須

1015 骨灰搬出業務

1016
その他（その他の業務委
託）

上記のいずれにも属さない業務委託
翻訳・通訳、ふるさと納税関連業務等

その他必要な許可・証明・登録 任意

※ 許可・認可・登録・免許等で営業区域の定めのあるものについては、勝山市が営業区域内に含まれていること。

コン
ピュータ
関連業
務


