
業種等一覧（003 役務提供）業種等一覧（003 役務提供）業種等一覧（003 役務提供）業種等一覧（003 役務提供）

業種

コード

業種名称

詳細

業種

コード

詳細業種名称 例示

登録にあたって添付が必要な

許可・認可証等　※1

001 建物清掃

建築物、建築物排水管、汚水枡等の

清掃

002 貯水槽清掃 貯水槽清掃

003 浄化槽清掃 浄化槽清掃 浄化槽清掃業許可証（姫路市長のみ可）

004 上下水道管等清掃 下水道管路等や処理槽等の清掃

005 河川清掃 河川清掃

006 道路公園清掃

道路、公園、公園便所、側溝・排水路

の清掃

008 除雪 除雪

099 その他 雨水排水施設機械清掃、残骨灰処理

001 ねずみ、昆虫 建築物のねずみや昆虫等の防除

002 しろあり 白アリ防除、木材防腐

099 その他

樹木消毒、ハチ等駆除、ダニ殺菌、ガ

ス燻蒸、鳥獣害対策、農作物の病害

虫防除、砂場消毒

001 陸上貨物運送 トラック運送、軽貨物運送等

002 美術品・楽器運送 美術品・楽器運送

003 海上貨物運送

海上貨物運送、港湾運送（はしけ運

送、港湾での積み下ろし等）

内航海運業登録通知書もしくは届出書

一般港湾運送事業の許可証

004 保管 倉庫保管 倉庫業登録通知書

005 陸上旅客運送 貸切バス、ハイヤー、タクシー

一般貸切旅客自動車運送事業の許可証

（※更新時期に到達時は、更新後の許可証）

一般乗用旅客自動車運送事業の許可証

006 海上旅客運送 海上旅客運送

一般旅客定期航路事業の許可証

旅客不定期航路事業の許可証

099 その他 その他の運搬業務

204 塗装 001 塗装 塗装

001 除草、草刈、剪定 除草、草刈、高木剪定、植樹

002 草花・庭園管理他

草花（花壇、鉢物等）・庭園・苗圃管

理、樹木診断・治療

001 機械警備 機械警備

警備業認定証

及び機械警備業務開始届出書

005 人的警備

施設警備（有人）、巡回警備、交通警

備、駐車場整理、雑踏警備

警備業認定証

099 その他 その他の警備 警備業認定証

001 土木コンサル関係 建設コンサル関係

002 建築コンサル関係 建築コンサル関係、耐震調査 建築士事務所登録済証

003 補償コンサル関係 補償コンサル関係

004 測量関係 測量関係 測量業者の登録証

005 登記関係

登記手続代理、不動産表示登記につ

いて必要な土地又は家屋に関する調

査又は測量等

土地家屋調査士登録証

司法書士登録証

009 調査、研究、企画 市場・経済調査、世論調査、計画策定

010 不動産鑑定 不動産鑑定 不動産鑑定業者登録通知書

011 地質調査関係 地質調査

099 その他

その他調査、ISO登録・申請業務、航

空写真撮影、ドローン撮影

一般貨物自動車運送事業許可証

貨物軽自動車運送事業届出書

第二種（第一種）貨物利用運送事業許可証

植物管理205

208 各種調査計測

207 警備

201 清掃

202 予防、駆除

203 運搬、保管

役務提供　1 / 3 



業種

コード

業種名称

詳細

業種

コード

詳細業種名称 例示

登録にあたって添付が必要な

許可・認可証等　※1

002

自家用電気工作物保安

管理

自家用電気工作物保安管理

電気主任技術者免状

※新規・追加登録時は「機械器具等を有している一

覧」も必要

※保安管理会社（法人）で左記の業務を主としてい

る場合は「マネジメント規程」も必要

003 空調設備

空調設備保守点検、エアコンクリーニ

ング

004 昇降機等 昇降機及び遊技施設点検

昇降機等検査員

建築士事務所登録済証

建築士免状（1・2級）

005 ボイラー設備 ボイラー整備・清掃・点検・管理

ボイラー整備士免状

ボイラー技士免許

006 消防設備

消防設備保守点検（消防法に基づく点

検）

消防設備士免状

消防設備点検資格者証

007 水道設備

上工水道設備保守点検、下水道設備

保守点検

009 音響設備 音響設備保守点検

010 通信設備

無線設備（機）保守点検、テレビ共聴

設備保守点検、電話交換機保守点

検、その他通信・放送設備保守点検

011 ポンプ設備 ポンプ設備保守点検

012 ガス設備 ガス設備保守点検

013 シャッター・自動ドア設備 シャッター・自動ドア設備保守点検

017 電気設備、照明設備 電気・電源設備、照明設備保守点検

018 貯水槽 貯水槽保守点検

019 浄化槽 浄化槽保守点検 浄化槽保守点検業者登録証（姫路市長のみ可）

020 楽器調律 楽器の調律

021 昇降機以外の建築設備

特定建築物の換気設備、排煙設備、

非常用照明装置、給排水設備点検

建築設備検査員

建築士事務所登録済証

建築士免状（1・2級）

022 車両 車両定期点検整備

指定自動車整備業指定証

自動車分解整備事業認定証

023 船舶 船舶定期点検整備

024 特定建築物 特定建築物の敷地及び構造点検

特定建築物調査員

建築士事務所登録済証

建築士免状（1・2級）

025 防火設備

防火扉、防火シャッター等の点検（建

築基準法第12条に基づく点検）

防火設備検査員

建築士事務所登録済証

建築士免状（1・2級）

099 その他

その他機器・装置保守点検、メンテナ

ンス（部品交換が不要なもの）、刃物

研ぎ、自転車の点検

001 システム開発・運用 システム開発・運用、アプリ作成

002 データ作成・入力 データ作成・入力

003 電算機オペレーション 電算機オペレーション

099 その他

コンピュータ機器保守点検、画像作

成・処理、ネットワーク構築・保守・運

用、インターネット接続サービス、シス

テム監査、ホームページ作成・管理運

営、情報配信、携帯電話サービス

004 展示物製作・修復 展示物・美術品の製作・修復等

006 印刷物・デザイン等製作

デザイン製作・印刷、図面製作、写図、

地図製作・印刷、案内図製作・印刷

008 広告・番組等制作

総合広告代行、各種広告の企画製

作、情報誌等企画編集、映画・ビデオ・

番組等制作、録音、写真撮影

009

イベント企画演出、会場

設営

イベント運営（企画、演出、会場設営

等）、展示業務

コンピュータ・情

報処理関連業務

210

設備等点検・保

守

209

広告、催事、展示211
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業種

コード

業種名称

詳細

業種

コード

詳細業種名称 例示

登録にあたって添付が必要な

許可・認可証等　※1

001 仮設建物 仮設建物（仮設ハウス、トイレ等）

004 電気製品 電気製品、携帯電話

005 寝具 寝具、リネン

006 美術品 美術品

007 展示物 展示物

010 事務・ＯＡ機器

事務機器、ＯＡ機器（パソコン、コピー

機、電算機等）

011 レンタカー レンタカー 自家用自動車の有償貸渡しの許可証

012 カーリース カーリース

099 その他 その他

001 受付案内業務（秘書）

庁舎・施設での受付（窓口）、イベント

等会場案内

002 行政サービス 郵便物発送・受領・仕分け等

003

翻訳、速記、議事録等作

成

翻訳、通訳（手話通訳含む）、速記、議

事録等作成、点字版・声版作成

004 点検業務 レセプト点検

005 医療関係業務 医療関係業務

006 福祉サービス 介護、入浴サービス

007 給食サービス 学校等給食サービス

008 旅行業務 旅行業務

旅行業登録証

旅行業者代理業登録証

010 試験、研修、講座運営 試験、研修、講座運営

011 宿日直業務 宿日直業務

012 料金収納サービス 料金収納サービス、収納代行サービス

013 メーター検針 メーター検針

015 洗濯 洗濯（リネンサプライは除く） クリーニング業法に基づく検査確認証（一般）

016 人材派遣 人材派遣

一般労働者派遣事業許可

労働者派遣事業許可証

099 その他

梱包作業、封入・封緘、ダイレクトメー

ル（発送作業を含む）、図書整理、運

行管理、家電リサイクルの引取（処理

は含まない）、テレアポ

002 水質検査 水質検査

003 環境アセスメント 環境アセスメント

005 空気・環境測定 建築物の空気・環境測定

006 計量証明 計量証明事業 計量証明事業登録証

007 特定計量証明 特定計量証明事業 計量証明事業登録証

008 作業環境測定 作業環境測定

作業環境測定士登録証

作業環境測定機関登録証

009 臨床検査 臨床検査 衛生検査所登録

099 その他 理化学検査、集団検診

004 一般廃棄物（収集・運搬） 一般廃棄物（収集・運搬） 一般廃棄物収集運搬業許可証（姫路市長のみ可）

005 一般廃棄物（処分） 一般廃棄物（処分） 一般廃棄物処分業許可証（姫路市長のみ可）

006 産業廃棄物（収集・運搬） 産業廃棄物（収集・運搬） 産業廃棄物収集運搬業許可証

007 産業廃棄物（処分） 産業廃棄物（処分） 産業廃棄物処分業許可証

008

特別管理産業廃棄物（収

集・運搬）

特別管理産業廃棄物（収集・運搬）

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の認定証

009

特別管理産業廃棄物（処

分）

特別管理産業廃棄物（処分）

特別管理産業廃棄物処分業許可証

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の認定証

099 その他 専ら物分類・回収

216 施設運営管理 001 施設運営管理

施設の運転・操作・管理・運営、駐車

場・駐輪場管理、（放置）自転車整理

280

その他の役務提

供

099 その他

舞台音響操作、舞台照明操作等、土

嚢作成・設置・撤去、損害保険等

損害保険の代理店を登録する場合は「代理店委任

契約書」

事務委託

（コンピュータ・情

報処理関連を除

く）

214

213

リース、レンタル212

※1　記載のあるものは、１つの詳細業種ごとに最低１つの添付書類が必要です。記載のある全ての許可・認可証等を添付する必要はありません。

　　   記載のないものであっても、当該業務や業務経歴書に記載した業務に関して、法令等により、許可、認可、登録、免許、届出等を義務付けれらて

     いる場合は、それを証する書類を必ず添付してください。また、業者登録後、当該許可等の更新、失効など内容に変更があった場合は、すみやかに

     変更内容が確認できる書類（更新後の許可証の写し等）を契約課に提出してください。

廃棄物処理215

検査
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