
１ 物品調達

業種
ｺｰﾄﾞ

種目
ｺｰﾄﾞ

００１ ００１ 医療機器 診察用・手術用臨床用機器等 ※リース・レンタルは「０８１００１」

００１ ００２ 医療用品・衛生材料 ガーゼ・包帯等衛生材料、歯科材料等

００２ ００１ 医薬・試薬 医家用薬品、家庭薬、ワクチン等

００２ ００２ 工業用薬品 消石灰、苛性ソーダ、塩酸、清缶剤、脱臭剤等

００３ ００１ 環境保全機器 大気汚染・水質汚濁環境測定機器等

００３ ００２ 実験機器 ガスクロマトグラフ分析計、化学分析装置等

００３ ００３ 光学機器 電子画像機器、光学機械器具等

００３ ００４ 計測量機器 流量計、水圧測定器、測量機器等

００４ ００１ 石油 ガソリン、軽油、灯油、重油、潤滑油等

００４ ００２ ガス ＬＰガス、天然ガス、各種ガス等

００５ ００１ 学校教材 教材・教育用品、理科実験器具等

００５ ００２ 保育教材 保育用遊具・玩具、心身発達教材器具等

００５ ００３ 楽器 楽器、楽譜、CD（音楽用）、レコード等 ※ピアノ調律は「０８０００５」

００５ ００４ スポーツ スポーツ用品、スポーツ器具、武道具等

００５ ００５ 映画・ビデオ 映画フィルム、ビデオソフト、スライド等 ※フィルム貸出は「０８１０９０」

００６ ００１ 事務用品・機器 事務機器、文房具、用紙類、オフィス家具（応接セット含む。）等

００６ ００２ ＯＡ用品・機器
コンピュータ（本体）・周辺機器・消耗品、複写機、印刷機、
ファクシミリ等 ※リース・レンタルは「０８１００３」

００６ ００３ 電算用品 ドラムカートリッジ等電算用消耗品

００６ ００４ 梱包 ダンボール、各種テープ・ロープ類等

００６ ００５ 印判 ゴム印、印章、印判等

００７ ００１ 写真 カメラ、フィルム、写真現像

００７ ００２ 青写真 青写真、図面複写 ※マイクロフィルム作成は「０６２００３」

００８ ００１ 図書・雑誌 書籍、雑誌、専門書等

００８ ００２ 地図 住宅地図、道路地図等

００８ ００３ 航空写真 航空写真 ※航空写真作成は「０６２００４」

００９ ００１ カーテン・カーペット カーテン、ブラインド、緞帳類、暗幕、カーペット、絨毯等

００９ ００２ 木工製品 木製品製造・販売（図書館用書架類含む。）

００９ ００３ 畳・ガラス・建具 畳、ガラス、表具、建具、襖等

００９ ００４ テント・シート 帆布、ビニールシート等

０１０ ００１ 家電製品 家庭用電化製品

０１０ ００２ 通信・音響 通信機器、放送設備等

０１０ ００３ 空調機器 業務用空調機器、フィルター等

０１０ ０９０ その他電気製品

０１１ ００１ 厨房用品・機器 調理台・回転釜等厨房機器、給食用品

０１１ ００２ ガス器具 ガスストーブ、ガスコンロ等

０１２ ００１ 建設機械 産業用重機

０１２ ００２ 機械・工具 旋盤、切断機、研磨機、溶接機、ポンプ、発電機、草刈機、建築金物等

０１２ ００３ 上・下水道機器 量水器、上下水道用資材 ※鋳物類は「０１４００３」

０１２ ０９０ その他機械工具

０１３ ００１ 木材 木材、竹材

０１３ ００２ 骨材・セメント 砂、海砂、真砂土、砕石、クラッシャーラン、セメント等

０１３ ００３ コンクリート二次製品 コンクリートブロック、Ｕ字側溝等

０１３ ００４ ヒューム管 ヒューム管

０１３ ００５ 塗料 塗料、各種溶剤

０１３ ０９０ その他一般資材
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０１４ ００１ 常温合材 アスファルト材

０１４ ００２ 鋼材 鋼材、パイプ、ワイヤーロープ、グレーチング等

０１４ ００３ 鋳物 人孔鉄蓋、雨水桝鉄蓋、汚水桝鉄蓋等

０１４ ００４ 道路標識・防護柵 防護柵、カーブミラー、バリカー、ガードレール、サイン等

０１５ ００１ 消火器 消火器、消防設備用ホース、消防設備用ポンプ

０１５ ００２ 保安用品 ヘルメット、防災用トイレ、防災グッズ等

０１５ ００３ 消防資機材 消防隊用資機材、救急隊用資機材

０１６ ００１ 看板 看板、表示板、案内板 ※選挙看板は「０５９００３」

０１６ ００２ 旗・幕 国旗・市旗、懸垂幕、横断幕、腕章、のぼり等

０１７ ００１ 日用雑貨 家庭用金物、清掃用具、石けん、洗剤等

０１７ ００２ 園芸用品 草花、樹木、種苗、用土肥料等

０１８ ００１ 茶 茶、茶道具

０１８ ００２ 牛乳 牛乳

０１８ ０９０ その他食料品 菓子、弁当、賄材料、給食材料、非常食等

０１９ ００１ 被服 制服、作業服、白衣、帽子等

０１９ ００２ 寝具 ふとん、毛布、枕等 ※リネン類のリースは「０８１００４」

０１９ ００３ はきもの 靴、長靴、安全靴等

０１９ ０９０ その他繊維 タオルほか

０２０ ００１ 時計 時計

０２０ ００２ 記念品 贈答品等

０２１ ００１ 自動車 乗用車、貨物車、マイクロバス

０２１ ００２ 自動二輪・自転車 原動付自転車、自転車等

０２１ ００３ 特殊車両 特装車、車両架装等

０２１ ００４ 車両修理 車両修理

０２１ ００５ 車両用品 車両部品、タイヤ、バッテリー、ホイール等

０２２ ００１ イベント・舞台
平台、大道具等イベント・舞台用品

※催事の役務提供は「０５７」の各種目

０２２ ００２ 選挙用品 投票箱、投票用紙交付機、選挙用啓発用品

０２３ ００１ 環境用品 生ごみ処理機ほか

０２３ ０９０ その他 福祉用品・機器、その他

０２４ ００１ 一般印刷
ポスター、ちらし、パンフレット、帳票類、封筒等

※デザイン、企画・編集は「０５８００１」

０２４ ００２ フォーム 電算帳票、ＯＣＲ・ＯＭＲ伝票

０２４ ０９０ その他印刷 シール印刷、ステッカー印刷等
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※自動車保守点検 は
「０５４００３」


