平成30～32年度【物品・役務】瑞浪市競争入札参加資格審査申請(定期受付)

●営業品目分類表① （大分類・中分類）
【大分類】
コード
名 称
1
物品の販売
2
物品の貸付
3
物品の買受
4
物品の製造
5
役務の提供

【大分類・中分類】

大分類
コード
名 称

1

物品の販売

2
3

物品の貸付
物品の買受

4

物品の
製造

5

役務の提供

中分類
コード
名 称
01 事務用品・事務機器
02 情報処理機器・コンピュータ
03 学校用品
04 スポーツ用品・遊具
05 図書
06 食品類
07 医療器具・医薬品・薬品
08 福祉・介護用品
09 燃料・電力
10 車両類
11 家具・室内装飾品
12 繊維・ビニール製品等
13 日用品・雑貨
14 精密・光学・理化学機械器具
15 機械器具
16 電気・通信用器具
17 土木建設用機械器具類
18 土木建設等資材
19 園芸
20 看板・標識
21 消防・防災・防犯
22 その他の物品
01 物品のリース・レンタル
01 各種資材の回収
01 出版・印刷物の製造
02 機械器具の製造
03 ごみ収集製品の製造
04 その他の製造
01 清掃業務
02 廃棄物処理業務
03 警備業務
04 管理業務
05 病害虫等防除業務
06 樹木・森林整備業務
07 運送業務
08 保守・点検 業務
09 整備・修理業務
10 修繕業務
11 医事業務
12 調査・分析・測定業務
13 広告代理・イベント業務
14 情報処理業務・コンピュータサービス
15 航空写真・図面制作業務
16 記録業務
17 人材派遣業務
18 計画策定等支援業務
19 その他業務

令和3～5年度【物品・役務】瑞浪市競争入札参加資格審査申請(定期受付)

●営業品目分類表② （大分類～小分類）
大分類１
コード

01

物品の販売

中分類
名 称
事務用品・
事務機器

コード

小分類
名 称

取扱品目の例示

10101 用紙

上質紙、中質紙、更紙、感熱紙、和紙、加工紙

10102 事務用品

文房具、事務用品

特記事項

10103 印章・ゴム印
10104 事務用機械器具

シュレッダー、裁断機、紙折機、レジスター
営業品目届P2(1)に取扱いできるメーカー名
等を記入すること

10105 印刷機・複写機・複合機

02 情報処理機器

03 学校用品

04

10106 印刷機等関連用品

トナー、インク

10201 コンピュータ

パソコン、サーバ

10202 コンピュータ周辺機器

営業品目届P2(1)に取扱いできるメーカー名
等を記入すること
プリンタ、OCR、ルータ、ハブ、WEBカメラ、スキャ 営業品目届P2(1)に取扱いできるメーカー名
ナー
等を記入すること

10203 コンピュータ関連用品

コンピュータ関連サプライ用品

10204 ソフトウェア

既成ソフトウェア、ライセンス更新

10301 小・中学校教材

学校教材、教科書、理科実験器具、保健室用
品、映像ソフト

10302 幼児園・保育園教材

保育用具、教材器具

10303 楽器・音楽映像

音楽教材、楽器・楽譜、音楽ソフト

10304 体育器具

体育教材、体育器具

10305 児童生徒用机・いす

机、いす、実験台、実習台、木工工作台、黒板

スポーツ用品・ 10401 スポーツ用品
遊具
10402 スポーツ器具

スポーツ用品、運動衣、運動靴、テント等
スポーツ器具、スポーツ機械器具、トレーニング
機器

10403 遊具
05 図書

10501 図書

書籍、雑誌、ＤＶＤ、ＣＤ

10502 地図

住宅地図、道路地図

10503 加除追録
06 食品類

10601 一般食品

野菜、肉、魚、乳製品、給食材料、調味料

10602 弁当
10603 飲料
10604 菓子

医療器具・
07
医薬品・薬品

10701 医療機器

AED、AED電極パッド・バッテリー、心電計、血圧
計、身長体重計、電位治療器、ベッド

10702 医療用薬品

一般用薬品、ワクチン、血清、検査試薬

10703 衛生材料

脱脂綿、ガーゼ、包帯、歯科材料、注射器

10704 動物用薬品
10705 工業用薬品

活性炭、消石灰

10706 道路凍結防止剤

凍結防止剤、融雪剤

10707 防疫剤・農業薬品

殺虫剤、殺鼠剤、除草剤、農薬

10708 水処理薬品

プール用薬剤

10709 保健指導用品

母子手帳、ＤＶＤ教材、妊娠シミュレーター

08 福祉・介護用品 10801 福祉・介護器具

車椅子、スロープ

10802 介護用品

介護用品、介護用衛生材料

10803 健康器具

マッサージ機
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令和3～5年度【物品・役務】瑞浪市競争入札参加資格審査申請(定期受付)

大分類１
コード

物品の販売 （つづき）

中分類
名 称

09 燃料・電力

コード

小分類
名 称

取扱品目の例示

特記事項

10901 ガソリン
営業品目届P2(2)「特定品目に関する確認事
項」に回答すること

10902 白灯油
10903 軽油
10904 重油

営業品目届P2(2)「特定品目に関する確認事
項」に回答すること

10905 LPガス・気体燃料
10906 電力
10 車両類

11001 自動車

普通乗用、小型乗用、小型貨物（バン）、軽乗
用、軽トラック

11002 消防車両

消防車、救急車

11003 バス

営業品目届P2(1)に取扱いできるメーカー名
等を記入すること

（バス）関連コード 40107、70704

11004 トラック

大型貨物、小型貨物（トラック）

11005 特殊自動車・清掃車両

フォークリフト、クレーン車、塵芥収集車、排水ポ
ンプ車、衛生車

11006 二輪車・自転車
11007 自動車部品・タイヤ
11

12

家具・
室内装飾品

事務用机、いす、ロッカー、書棚、書庫、金庫

11102 木製品・木製家具

本棚、家具、応接セット、製造木工品

11103 室内装飾品

カーテン、ブラインド、カーペット、絨毯、暗幕

11104 文化財保護製品

免震台、展示台、展示ケース

繊維・ビニール 11201 衣服・縫製品
製品等
11202 寝具類

13 日用品・雑貨

14

11101 スチール製品・鉄鋼製品

精密・光学・理
化学機械器具

作業着、事務服、防寒着、軍手、靴下、タオル、
白衣
布団、毛布、枕、座布団、タオルケット

11203 鞄・履物

鞄、靴、作業靴、ゴム長靴

11204 雨具・ゴム製品

雨合羽、ゴム手袋

11205 産業用ビニール製品

カラス対策ごみネット

11301 日用品・日用雑貨

台所用品、掃除用具、洗剤、トイレットペーパー、
ポリ袋

11302 陶磁器・食器・金物

食器、調理器具、湯呑み、花瓶、家庭金物

11303 ギフト用品

記念品、贈答品

11304 その他（日用品・雑貨）

台車、脚立、物置、ブルーシート、プラスチックコ
・（ごみ）関連コード11205、60301、60302、60303、
ンテナ、ごみ分別コンテナ
60304

11401 理化学機械器具

理化学分析機器、顕微鏡、実験用器具、光学機
器、試験検査機器
測量機器、環境測定機器、計量機器、金属探知
機

11402 計測機械器具

（ごみ）関連コード11304、60301、60302、
60303、60304

（調理）関連コード11501

・営業品目届P2(3)に具体的内容を記入すること

11403 水道メーター

15 機械器具

11404 カメラ・現像

カメラ、DPE、写真材料

11405 時計・貴金属・眼鏡

時計、ストップウォッチ、眼鏡

11501 厨房機器
11502 冷暖房用機器
11503 農林業用機械器具

給食設備、給食用等冷蔵庫、調理台、調理器、
給湯器、冷凍機、包丁まな板殺菌庫、食器洗浄 （調理）関連コード11302
機
石油ストーブ、ガスストーブ、空調機器、ミスト扇
風機
草刈機等、トラクター、コンバイン、畜産用機器、
養鶏用機器、捕獲檻

11504 券売機
11505 環境整備機械

焼却炉、ダストコンテナー、減容機、生ごみ処理
機

11506 水処理用機器

水処理器、プールろ過器

11507 ドローン

2 / 9 ページ

令和3～5年度【物品・役務】瑞浪市競争入札参加資格審査申請(定期受付)

大分類１
コード

16

17

18

物品の販売 （つづき）

中分類
名 称
電気・
通信用器具

土木建設用
機械器具類

土木建設等
資材

コード

小分類
名 称

取扱品目の例示

11601 一般用電化製品

一般家電製品、照明器具

11602 通信機械器具
11603 視聴覚機器

無線機、電話機、ファクシミリ、通信装置、緊急通
報装置
映像機器、プロジェクタ、音響機器、放送用設備
機器、スクリーン

11604 蓄電池

アルカリ蓄電池

11701 工作機械器具

切断機、ボール盤、研削機、旋盤、溶接機

11702 建築土木機械

建設用機械、掘削機械（ブルドーザー、油圧ショ
ベル）

11703 運搬機械

エレベータ、コンベア、巻上機

11704 一般作業用機械器具

噴霧器、散布機、ポンプ、発電機、送風機、変電
器、クレーン、除雪機

11705 工具

工具一般、大工道具、建築金物

11801 砂・石・セメント

砂、セメント、砂利、コンクリート

11802 鉄鋼資材

鋼材、鋼板、鋼管、雨水枡、グレーチング、ボルト

11803 舗装材

アスファルト合剤、常温合剤等、乳剤

11804 一般資材
11806 上下水道用資材

木材全般、境界杭、コンクリート二次製品、レン
ガ、ブロック、土嚢袋
カーブミラー、反射鏡、バリケード、ガードレー
ル、防護柵
鋳鉄管、弁栓類、水栓、排水材料、給水材料、鉄
蓋

11807 塗料

ペンキ、ニス、ラッカー

11808 工業ゴム製品

ホース、塩ビ管、パッキン、工業用ベルト

11809 建具

襖、障子、ドア、サッシ、シャッター

11805 交通安全資材

特記事項

11810 畳

19 園芸

20 看板・標識

11811 ガラス

ガラス、ガラス加工品

11812 潤滑油

機械油、グリ-ス

11901 生花
11902 苗木・樹木・花苗

苗木、樹木、種子、花苗、芝生

11903 園芸用資材

肥料、鉢、プランター、園芸用土

12001 看板・表示板

屋外看板、室内表示板、掲示板、木製看板

12002 標識

道路標識、車両用ナンバープレート

12003 徽章・旗

バッチ、カップ、トロフィー、旗、のぼり、垂れ幕

21 消防・防災・防犯 12101 消火器・警報装置

12102 消防用品

救助用器具、破壊用器具、救命器具、消防ホー
ＡＥＤ関係は10701
ス、ホース関連器具、カラビナ

12103 消防ポンプ
12104 消防用被服

防火服、制服、防護服、活動服、保安帽、手袋、
腕章

12108 油防除資材

オイルフェンス、油吸着マット、油吸着材

12109 災害用品

災害用資機材、探査機器、間仕切り、簡易ベッ
ド、災害用トイレ

12110 防災用品

ヘルメット、保護メガネ、安全靴、防塵マスク

12111 防犯用品

防犯機器

12112 備蓄食糧

アルファ米、備蓄用飲料水
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令和3～5年度【物品・役務】瑞浪市競争入札参加資格審査申請(定期受付)

大分類１
コード

物品の販売 （つづき）

中分類
名 称

22 その他の物品

コード

小分類
名 称

12201 選挙用品

取扱品目の例示
投函箱、計数器、記載台

特記事項
（選挙）関連コード40012、71309

12202 動物飼料
12203 舞台用道具

緞帳、舞台幕、舞台用大道具、小道具、舞台照
明

12204 儀式用具

冠婚葬祭具、斎場備品用品

12205 イベント用品

イベントグッズ

12206 図書館用備品
営業品目届P2(3)に具体的内容を記入する
こと

12299 その他（その他物品）

大分類２ 物品の貸付
コード

01

中分類
名 称

コード

小分類
名 称

物品のリース・ 40101 建物
レンタル
40102 建築機械

40103 事務機器

取扱品目の例示

特記事項

プレハブ倉庫、仮設トイレ
建設重機、工作機械
複写機、印刷機、パソコン、サーバー

40104 通信機器
40105 冷暖房用機器
40106 駐車場機器
40107 車両
40108 寝具

（バス）関連コード11003、70704
寝具、カーテン

40109 福祉用具、福祉用品
40110 清掃用具

モップ、足拭マット

40111 観葉植物
40112 イベント用品

選挙ポスター掲示板、テント、シート、テーブル

（選挙）関連コード12201、71309

40113 照明器具
40114 開発システム

セキュリティ管理システム、独自システム

40115 医療機器

AED
営業品目届P2(3)に具体的内容を記入する
こと

40199 その他（リース・レンタル）

大分類３ 物品の買受
コード

01

中分類
名 称
各種資材
の回収

コード

小分類
名 称

取扱品目の例示

特記事項

50101 車両
50102 鉄くず、非鉄金属くず

スチール、アルミ、食用缶、モーター、電線、自転
車、石油ストーブ

50103 ペットボトル

飲料用ペットボトル

50104 古紙

新聞紙、雑誌、ダンボール、紙パック

50105 繊維品

ウエス、古着、タオル、タオルケット、毛布、シーツ

50107 廃食油

植物性廃食油

50108 びん類

白色、茶、雑、1.8ℓ、ビールびん

50111 小型家電

デジタルカメラ、携帯音楽・映像プレーヤー、
ゲーム機

50112 缶類

飲食用アルミ缶、スチール缶

50113 食品用トレイ

白色無地の食品用トレイ

小型家電認定事業者と契約有の場合のみ
登録可 ※契約書等写添付

営業品目届P2(3)に具体的内容を記入する
こと

50199 その他（各種資材の回収）
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大分類４ 物品の製造
コード

01

中分類
名 称
出版・印刷物
の製造

コード

小分類
名 称

取扱品目の例示

60101 一般印刷

カラー印刷、パンフレット、頁物、封筒

60102 特殊印刷

磁気カード、ICカード

特記事項
（印刷）関連コード71306

60103 改ざん防止用紙印刷
60104 フォーム印刷

連続帳票、OCR連続帳票

60105 製本・製版
02

機械器具
の製造

60201 電気機器
60202 精密機器
60203 産業用機器

産業用機器、窯業用機器

60204 事務用機器
60205 厨房機器
03

ごみ収集製品
の製造

60301 ごみ袋製造

市指定ごみ袋

（ごみ）関連コード11205、11304

60302 収集ネット袋

市指定収集ネット袋

（ごみ）関連コード11205、11304

60303 収集用スタンド

市指定資源収集用スタンド

60304
04 その他の製造

（ごみ）関連コード11205、11304
・営業品目届P2(3)に具体的内容を記入すること
・（ごみ）関連コード11205、11304

その他（ごみ収集製品製造）

60401 飲食品
60402 繊維製品
60403 木紙製品
60404 化学製品
60405 窯業製品

美術品、陶芸品
営業品目届P2(3)に具体的内容を記入する
こと

60499 その他（その他製造）

大分類５ 役務の提供
コード

中分類
名 称

01 清掃業務

コード

小分類
名 称

取扱品目の例示

70101 建物清掃

建物、公衆便所

70102 受水槽清掃

貯水槽、水道

70103 管渠清掃

下水道管、排水管

70104 浄化槽清掃

浄化槽、農業集落排水施設

70105 汚水桝・汚水槽清掃

グリストラップ、下水施設等の汚水槽

70106 油タンク清掃

スラッジ除去

70107 ボイラー清掃
70108 厨房機器清掃

02

廃棄物処理
業務

70109 道路清掃・公園清掃

道路、道路附帯設備、公園、砂場、側溝、水路

70110 配水池清掃

配水池清掃、浄水池清掃、水中草刈

70201 一般廃棄物収集運搬

一般家庭廃棄物収集・運搬、汲み取り処理・運
搬

70202 一般廃棄物処分

ごみ焼却施設廃棄物処分

70203 一般廃棄物リサイクル

ごみ焼却施設廃棄物リサイクル

70204 産業廃棄物収集運搬
70205 産業廃棄物処分
70206 産業廃棄物リサイクル
70207

特別管理産業廃棄物収集運搬

70208 特別管理産業廃棄物処分
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特記事項

令和3～5年度【物品・役務】瑞浪市競争入札参加資格審査申請(定期受付)

大分類５ 役務の提供 （つづき）
コード

中分類
名 称

03 警備業務

コード

小分類
名 称

取扱品目の例示

70301 施設警備

常駐警備、夜間常駐警備

70302 機械警備

非常駐警備

特記事項

70303 駐車場警備
70304 屋外警備

巡回警備

70305 交通誘導
04 管理業務

70401 建物管理
70402 総合案内業務

受付、電話交換

70403 スポーツ施設管理
70404 廃棄物処理施設管理

ごみ焼却施設、し尿処理施設、不燃物処分施設
の管理・診断

70405 水道施設管理

配水池・送水ポンプ場等の管理

70406 下水道施設管理

終末処理場、中継ポンプ場、マンホールポンプ
場の管理

70407 公園維持管理
70408 舞台管理

設備機構、音響設備、照明設備

70409 駐車場管理
05

06

病害虫等
防除業務

樹木・森林
整備業務

70501 建物病害虫防除・駆除

白アリ、ねずみ

70502 害虫防除・駆除

蜂、昆虫

70503 樹木病害虫防除・駆除

毛虫

70504 鳥獣防除・駆除

カラス、猪

70601 森林整備

伐採、伐木、植林、下刈り、枝打ち、間伐

電子入札に対応できる場合のみ登録可

70602 樹木剪定
70603 除草・草刈り
70604 森林調査

07 運送業務

70701 物品書物等

特定信書便

70702 美術品展示品
70703 給食配送
70704 バス運行

バス運行、車両運行管理

70705 旅行企画

08

保守・点検
業務

70706 引越

事務所等引越

70801 ＯＡ事務機

複写機、印刷機、複合機、パソコン、サーバ

70802 システム・システム運用

システム運用保守

70803 ネットワーク管理

インターネット関連保守、ネットワーク関連保守

70804 自家用電気工作物

保安管理

70805 電気設備

一般電気工作物、計装設備、監視設備、自動ド
ア
電話交換器・無線設備・テレビ共調設備・放送設
備、通信装置

70806 通信設備
70807 エレベータ（昇降機）
70808 空調設備

空調設備、換気設備、ボイラー設備、排煙設備

70809 給排水衛生設備

給排水衛生設備、給湯設備、プールろ過機

70810 厨房設備
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（バス）関連コード11003、40107

令和3～5年度【物品・役務】瑞浪市競争入札参加資格審査申請(定期受付)

大分類５ 役務の提供 （つづき）
コード

中分類
名 称

コード

小分類
名 称

取扱品目の例示

70811 消防設備

消火栓、火災報知器、防災設備

70812 浄化槽

浄化槽、農業集落排水施設、し尿処理施設

70813 環境整備機械設備

焼却炉、減容器、金属プレス機、生ごみ処理機

70814 油タンク
70815 精密測定機器

計測用器・検査機器・分析装置、トラックスケール

70816 ポンプ機械類

マンホールポンプ、水中エアレータ、スクリーン、
揚排水ポンプ

70817 駐車場設備

駐車場精算機

70818 遊具
70819 舞台設備
70820 音響設備
70821 火葬炉
70822 スポーツ器具
70823 機械器具

農林用機械器具、窯業用機械器具

70824 医療機器
09 整備・修理業務

70901 ＯＡ事務機
70902 自動車等整備
70903 自家用電気工作物
70904 電気設備

一般電気工作物、計装設備、監視設備

70905 通信設備

電話交換機・無線設備・テレビ共調設備・放送設
備

70906 エレベータ（昇降機）
70907 自動ドア設備
70908 空調設備

空調設備、換気設備、ボイラー設備、排煙設備

70909 給排水衛生設備

給排水衛生設備、給湯設備、プールろ過機

70910 ガス設備
70911 厨房設備

ガス設備を除く

70912 消防設備

消火栓、火災報知器、防災設備

70913 浄化槽

浄化槽、農業集落排水施設

70914 環境整備機械設備

焼却炉、減容器、金属プレス機、生ごみ処理機

70915 精密測定機器

計測用器・検査機器・分析装置、トラックスケール

70916 ポンプ機械類

マンホールポンプ、水中エアレータ、スクリーン

70917 駐車場設備

駐車場精算機

70918 遊具
70919 舞台設備
70920 音響設備
70921 楽器
70922 火葬炉
70923 スポーツ器具
70924 収納設備

電動書架、移動棚
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特記事項

令和3～5年度【物品・役務】瑞浪市競争入札参加資格審査申請(定期受付)

大分類５ 役務の提供 （つづき）
コード

中分類
名 称

コード

小分類
名 称

70925 機械器具

取扱品目の例示

特記事項

農林用機械器具、窯業用機械器具

70926 医療機器
10 修繕業務

71001 大工
71002 左官
71003 板金
71004 塗装

11 医事業務

71005 内装

建具修繕、畳表替え、襖張替え

71101 健康診断

一般健康診査、人間ドック、尿検査、ぎょう虫検
査
肝炎検査、がん検診、骨密度検査、歯科検診、
臨床検査

71102 検診

営業品目届P2(2)「特定品目に関する確認事
項」に回答すること

71103 腸内細菌検査
71104 医師派遣
71105 予防接種

12

調査・分析・
測定業務

71106 滅菌

検診器具

71107 レセプト点検

レセプト点検、過誤調整

71201 世論調査

世論調査、意識調査

71202 市場調査

市場調査、経済調査

71203 環境調査

騒音調査、振動調査、面的評価、土壌調査、地
質調査、大気調査、放射能測定、環境計画

71204 水質調査

水道水、河川等水質調査・検査

71205 漏水調査

漏水調査（建物）、漏水調査（水道）、流量調査、
水圧調査

営業品目届P2(2)「特定品目に関する確認事
項」に回答すること

71206 下水道管渠調査
71207 史蹟・文化財・発掘調査

発掘、試掘調査

71208 気象観測

気象観測、気象情報提供

（文化財）関連コード79926

71212 防災行政無線電波調査
71213 食品検査
13

広告代理・
イベント業務

食品検査、食品分析

71301 広告企画
71302 新聞折り込み
71303 ビデオ・ＤＶＤ制作

ビデオ、ＤＶＤ、ＣＤ－ＲＯＭ

71304 放送番組制作
71305 写真撮影
71306 デザイン制作

印刷物、展示物、掲示板、アニメーション、WEB

71308 催し物企画運営

健康イベント、スポーツイベント

71309 選挙ポスター掲示板管理

掲示板設置、撤去、管理

71310 会場設営
情報処理業務・ 71401 データ入力・計算集計
14 コンピュータ
71402 システム開発
サービス

71403 情報サービス

バッチ処理、集計処理、例規集加除追録、デジ
タルブック、文書電子化
システム開発、ホームページ開発
ＩＤＣ、ＩＳＰ

71404 情報セキュリティ診断
15

航空写真・
図面制作業務

71501 航空写真
71502 図面制作

図面、公図、路線価図、都市計画図、GIS
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（印刷）関連コード60101

（選挙）関連コード12201、40112

令和3～5年度【物品・役務】瑞浪市競争入札参加資格審査申請(定期受付)

大分類５ 役務の提供 （つづき）
コード

中分類
名 称

16 記録業務

コード

小分類
名 称

取扱品目の例示

特記事項

71601 会議録作成
71602 筆耕
71603 翻訳

17 人材派遣業務

71701 研修講師

研修講師、講座講師、ドローン

71702 講演講師

講演会講師

71703 外国語講師

外国語講師、通訳

71704 コンピュータ技術者

18

計画策定等
支援業務

71705 一般事務

一般事務、受付業務

71799 その他（人材派遣業務）

ＩＣＴ支援員、図書館員、健康指導員、運動指導 営業品目届P2(3)に具体的内容を記入する
員
こと

71801 行政計画策定等支援

総合計画、地域計画、行政施策評価

71802 保健福祉計画策定等支援

福祉計画、老人保健計画、介護保険計画、健康
増進計画

71803 人権施策策定等支援

人権施策計画、男女共同参画計画

71804 都市・環境計画策定等支援

都市整備計画、交通計画、環境計画、空家対策
計画、農業振興地域整備計画

71805 防災計画策定等支援

地域防災計画

71806 財務・経営等支援

経営コンサルティング、財務書類作成
営業品目届P2(3)に具体的内容を記入する
こと

71899 その他（計画策定等支援）
19 その他業務

79921 不動産鑑定

路線価評定、標準宅地鑑定

79922 土地家屋調査
79923 司法書士
79924 給食調理

給食調理、施設内給食運営

79925 図書館運営
79926 文化財修復保存

文化財修復保存・複製、レプリカ作成、模型製作 （文化財）関連コード71207

79927 介護認定調査
79928 介護サービス

介護サービス、介護指導、訪問給食、人員輸送

79929 検針業務
79930 料金徴収
79931 火葬業務
79932 火葬炉残骨灰処理
79933 クリーニング
79934 保険
営業品目届P2(3)に具体的内容を記入する
こと

79999 その他（その他の業務）
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