
令和２・３・４年度 営業種目分類表

営業
種目
番号

営業種目名称
取扱
品目
番号

取扱品目名称
取扱品目登録上の要件
（許可，免許，登録等）

３　委託・役務

3011 庁舎・施設一般清掃
　建築物清掃業登録又は建築物環境衛生総合管理業
登録（いずれも市内・近隣８町の営業店での登録必
要）

3012 庁舎・施設空気環境測定
　建築物空気環境測定業登録又は建築物環境衛生総
合管理業登録（いずれも市内・近隣８町の営業店で
の登録必要）

3013 庁舎・施設空気調和用ダクト清掃 　建築物空気調和用ダクト清掃業登録

3014 庁舎・施設飲料水水質検査 　建築物飲料水水質検査業登録

3015 庁舎・施設飲料水貯水槽清掃 　建築物飲料水貯水槽清掃業登録

3016 庁舎・施設排水管清掃 　建築物排水管清掃業登録

3017 庁舎・施設ねずみ・こん虫等防除 　建築物ねずみ・こん虫等防除業登録

3018 庁舎・施設環境衛生総合管理
　建築物環境衛生総合管理業登録（市内・近隣８町
の営業店での登録必要）

3021 電気機械器具保守管理

3022 ボイラー設備保守管理（洗缶含む）
　特級又は１級ボイラー技士免許を有する者を雇用
していること

3023 ボイラー清掃（洗缶）
　ボイラー整備士免許を有する者を雇用しているこ
と

3024 冷暖房・空調設備保守管理

3026 自家用電気工作物等保安管理
　電気事業法施行規則第52条の2に規定する要件を満
たすこと
※詳細は別記（注１）

3027 空気清浄機・分煙機保守管理
3028 燃料タンク清掃・整備・点検（地下燃料タンクを含む） 　危険物取扱者免状を有する者を雇用していること

3031 施設常駐警備
　警備業認定書
　さらに本店が道外の場合は，北海道公安委員会へ
の営業所設置等届出

3032 機械警備
　警備業認定書及び機械警備業務開始届出
　さらに本店が道外の場合は，北海道公安委員会へ
の営業所設置等届出

3033 雑踏警備（交通整理・車両誘導を含む）
　警備業認定書
　さらに本店が道外の場合は，北海道公安委員会へ
の営業所設置等届出

3034 駐車場整理（車両誘導を除く）
3035 受付，展示物案内・誘導
3036 プール管理
3051 無線機保守点検
3052 テレビ共同聴取施設設置保守（CATV回線敷設含む）

3055 ＬＡＮ配線
3056 ネットワーク機器設置保守

3057 電話交換機器・回線設置保守
　電気通信事業法工事担任規則のAI第1種及びDD第1
種の免許を有する者，又はAI・DD総合種の免許を有
する者を雇用していること

3071 エレベーター（乗用）保守
　昇降機等検査員の資格を有する者を雇用している
こと

3072 自動ドア保守

3073 階段昇降機保守
　昇降機等検査員の資格を有する者を雇用している
こと

3074 舞台床機構保守
3075 舞台吊物装置保守

3076 エレベーター（荷物専用）保守
　昇降機等検査員の資格を有する者を雇用している
こと

3081 浄化槽清掃 　浄化槽清掃業許可

3082 浄化槽保守点検 　旭川市への浄化槽保守点検業登録

3083 汚泥桝清掃
3091 貯水槽（飲料水除く）清掃
3092 貯水槽（飲料水除く）保守点検
3093 給排水設備保守点検 　建設業許可（管工事業）

3094 簡易専用水道検査 　簡易専用水道検査機関登録

3101 消防用設備保守 　旭川市への消防設備業届出

3103 消防緊急通報システム設置・保守
　電気工事士免状及び工事担任者資格証(電気通信事
業法)を有する者を雇用していること

3110 自動車点検・修理 3111 自動車点検・整備・修理 　自動車分解整備事業認証

3121 街路灯点検・修理 　電気工事士免状を有する者を雇用していること

3122 照明設備（屋内・屋外）点検・修理 　電気工事士免状を有する者を雇用していること

3131 測定機器保守
3133 医療機器保守 　医療機器修理業許可

3151 街路樹・公園等樹木・緑地保護管理 　建設業許可（造園）

3152 森林造林・保育（植林・かん伐等）
3154 草刈
3155 植栽維持管理業務
3161 鳥害防除・駆除
3162 獣害防除・駆除
3163 虫害防除・駆除

3010
建物清掃等環境衛
生管理

3020
電気設備，機械設
備，燃焼設備保守
管理等

3030 警備・受付等

3050
通信施設・設備設
置・保守

3070
エレベーター等保
守

3080 浄化槽清掃

3090
貯水槽，給排水設
備等保守

3100 消防用設備保守

3120 照明点検・修理

3130
測定機器・医療機
器保守

3150
森林・樹木・緑地
保全管理

3160
害鳥獣虫防除・駆
除
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3171 一般廃棄物処理（収集，運搬） 　旭川市の一般廃棄物収集運搬業許可

3172 一般廃棄物処理（中間処理） 　一般廃棄物処分業許可

3173 パソコン用ディスプレイ処理 　小型家電リサイクル法認定証

3174 廃棄物処理（再生処理） 　廃棄物再生事業者登録

3175 産業廃棄物処理（収集，運搬） 　旭川市又は北海道の産業廃棄物収集運搬業許可

3176 産業廃棄物処理（中間処理） 　産業廃棄物処分業許可

3177 産業廃棄物処理（最終処分） 　産業廃棄物処分業許可

3178 特別管理産業廃棄物（収集，運搬）
　旭川市又は北海道の特別管理産業廃棄物収集運搬
業許可

3179 特別管理産業廃棄物（中間処理） 　特別管理産業廃棄物処分業許可

317A 特別管理産業廃棄物（最終処分） 　特別管理産業廃棄物処分業許可

3181 下水道管渠内清掃（清掃から収集・運搬まで） 　旭川市又は北海道の産業廃棄物収集運搬業許可

3182 下水道管渠内清掃（清掃から収集・運搬・処分まで）
　産業廃棄物処分業許可及び旭川市又は北海道の産
業廃棄物収集運搬業許可

3183 下水道管渠内清掃（その他，下水道管路内調査含む）

3191 事務所移転
　一般貨物自動車運送事業許可又は軽貨物自動車運
送事業届

3192 土砂等運送
　一般貨物自動車運送事業許可又は軽貨物自動車運
送事業届

3193 貨物自動車運送
　一般貨物自動車運送事業許可又は軽貨物自動車運
送事業届

3195 旅客自動車運送 　一般旅客自動車運送事業許可

3197 給食配送
　一般貨物自動車運送事業許可又は軽貨物自動車運
送事業届

3198 通学用バス・タクシー運送 　一般旅客自動車運送事業許可

3199 航空運送（ヘリコプター） 　航空運送事業許可

3201 広告代理
3205 新聞折込
3207 ビデオ制作
3211 印刷物制作（企画，編集，制作，デザイン等），複写業務

3214 写真撮影
3216 印刷及び封入封緘
3217 写真プリント
3241 航空写真撮影から図面製作まで
3243 図面製作，地図製作
3251 医事業務（医療費の請求・点検）
3252 臨床検査業務
3253 治験支援業務
3254 歯科技工業務
3255 健康診断業務

3260 介護関係業務 3261 ケアプラン抽出点検業務
3271 催事企画・運営等
3272 催事企画・運営等（公葬）
3274 舞台設備（照明・音響等）操作業務
3276 舞台設備（電気・音響・映像等）保守点検
3281 情報システム開発（セットアップ含む）
3282 データ入力及び処理
3284 情報システム保守（ソフト）
3285 情報システム機器保守（ハード）
3291 大気測定 　計量証明事業登録（濃度）

3292 水質検査 　計量証明事業登録（濃度）

3293 土壌分析 　計量証明事業登録（濃度）

3294 アスベスト測定業務 　計量証明事業登録（濃度）

3295 ダイオキシン類測定 　特定計量証明事業者認定

3296 環境ホルモン類分析
3297 悪臭測定 　計量証明事業登録（濃度）

3298 ごみ質分析
3299 化学物質測定検査（シックハウス関係）
329A 作業環境測定 　作業環境測定機関登録

3301 都市計画関係調査
3307 交通量調査
3308 住居表示及び町名変更 　測量業の登録通知書

3311 地質・地盤調査
3312 路面性状調査
3313 土木構造・耐震耐力度調査
3314 地形・砂防調査
3315 河川・水理調査（流量・水位観測含む）
3331 市場・経済調査
3334 費用便益分析調査

3170 廃棄物処理

3180 下水道管渠清掃

3190 運送請負

3200 広告代理等

3210
印刷物制作，写真
撮影等

3240
航空写真，図面製
作

3250 医療関係業務

3270 催事関係業務

3280 情報処理業務

3290 検査・分析業務

3300
都市計画・交通関
係調査等業務

3310
土木・水系関係調
査業務

3330 市場調査等業務
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3341 不動産鑑定 　不動産鑑定業登録

3342 物件（不動産除く）鑑定・調査
3344 土地境界等調査 　測量業登録

3345 登記申請資料作成
　土地家屋調査士登録又は土地家屋調査士法第63条
に規定する協会

3351 環境関係調査（アセスメント含む）
3352 電波障害調査
3353 景観調査

3360 クリーニング 3361 クリーニング 　クリーニング所開設届出

3371 浄水場排水処理・給水所等機械運転管理
3373 浄水場・給水所等電気機械設備保守点検
3376 計装設備保守点検 　建設業許可（電気工事業）

3377 取水施設等維持管理 　建設業許可（水道施設工事又は土木工事業）

3378 水道施設維持管理（保守点検含む）
3382 大型融雪槽維持管理業務 　下水道処理施設維持管理業者登録

3384 ポンプ場電気機械設備保守点検
3385 下水道処理施設維持管理 　下水道処理施設維持管理業者登録

3386 プラント電気設備保守点検
3387 プラント機械設備保守点検
3388 下水道施設保守点検管理（雨水排水ポンプ設置，下水道管路目視点検など）

3389 浸水防除業務 　建設業許可（土木工事業）を有し，かつ下水道管理技術
認定試験（管路施設）合格者を雇用していること

3391 廃棄物処分場浸出水処理施設等機械運転管理
3392 廃棄物処分場ごみ搬入等管理 　狩猟免許（わな猟）を有している者を雇用していること

3393 廃棄物処分場ごみ埋立作業等管理
3394 廃棄物処理・し尿処理・資源化処理施設機械等運転管理

3395 廃棄物処理・し尿処理・資源化処理施設機械等保守管理

3396 廃棄物処理・し尿処理・資源化処理施設機械設備等補修整備

3410 デザイン 3411 プロダクト，ビジュアル，スペース等デザイン
3422 パソコン研修
3423 ネットワーク保守・運用業務
3426 情報セキュリティ監査
3427 収納代行業務

3430 給食関係 3431 給食提供業務
3440 電力関係 3441 電力供給等

3501 事務・ＯＡ機器保守
3502 資料等マイクロフィルム化業務
3503 体育運動器具設備保守点検
3504 流雪溝監視維持管理
3505 水処理装置保守管理
3506 屋根雪下ろし・駐車場等除排雪業務(道路除雪を除く)

3507 学校屋根雪下ろし業務
3508 損害保険業務 　損害保険業免許

3509 楽器等保守点検
3511 集塵船関係業務
3512 石油ストーブ整備点検

3513 違反広告物除却等業務
　屋外広告士又は都道府県，指定都市並びに中核市
が行う屋外広告物講習会の課程を修了した者のいず
れかを雇用していること

3514 ダム関連電気電子機器保守点検
3515 近文墓地給水業務
3516 バイオ式水洗トイレ管理業務
3517 切り花アレンジメント等設置業務

3518 建築物定期点検業務
　一級建築士，二級建築士又は特定建築物調査員の
いずれかの資格を有する者を雇用していること

3519 建築設備定期点検業務
　一級建築士，二級建築士又は建築設備検査員のい
ずれかの資格を有する者を雇用していること

3521 プール上屋ビニール取付・取外業務
3522 プールろ過装置保守管理業務
3523 シャッター等点検業務
3524 ウッドデッキ維持管理業務

3525 省エネ法に基づく中長期計画作成業務
　エネルギー管理士の資格を有している者を雇用し
ていること

3526 飲料用自動販売機設置業務（カップ式除く）
3527 飲料用自動販売機設置業務（カップ式）
3528 電話交換，電話受付
3529 火葬等業務
3531 特殊清掃
3532 遺品整理

3350
環境関係調査（ア
セスメント含む）
業務等

3340
不動産等鑑定・調
査

3370
浄水場・水道施設
保守点検管理等業
務

3390
廃棄物処理・し尿
処理・資源化処理
施設管理等業務

下水処理場・下水
道施設保守点検管
理等業務

3380

3420 ＩＴ関連業務

3500
その他の委託・役
務業務１

3510
その他の委託・役
務業務２

3520
その他の委託・役
務業務３

3530
その他の委託・役
務業務４
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４　賃貸借

4011 コンピューター及び周辺機器賃貸借
4012 複写機賃貸借
4013 通信機器賃貸借
4015 無線連絡装置（クリアーカム含む）賃貸借
4016 システム一式（ソフトウエア含む）賃貸借
4017 ソフトウエア賃貸借
4019 その他ＯＡ機器賃貸借
4022 建設機械・機具賃貸借，仮設ハウス・トイレ賃貸借

4023 農業用機械・機具賃貸借
4026 農産加工機器賃貸借

4027 管理医療機器賃貸借
　高度管理医療機器等賃貸業許可，管理医療機器賃
貸業届，医療用具賃貸業届のいずれか

4028 医療保健衛生用検査・分析機器（管理医療機器除く）賃貸借

4029 医療保健衛生用以外の検査・分析機器賃貸借
4032 空気清浄機（分煙機）賃貸借
4033 レジスター・契印機賃貸借
4034 印刷機賃貸借
4035 丁合機賃貸借
4036 電光表示システム賃貸借
4037 音響・映像機器賃貸借
4039 自動券売機・発券機賃貸借
4041 電気設備賃貸借
4042 舞台設備賃貸借
4045 ボイラー設備
4051 自動車賃貸借（レンタル） 　自家用自動車有償貸渡許可

4052 自動車賃貸借（レンタル除く）
4053 公営ポスター掲示場及び投票所スロープ賃貸借
4054 消防活動用品（防火衣等）賃貸借
4055 植木賃貸借
4057 バイオトイレ賃貸借
4058 屋内外美化清掃用品賃貸借
4059 基準寝具・病衣賃貸借

注１ 「電気事業法施行規則第52条の2に規定する要件を満たすこと」の内容
　次の事項全てに該当する者
　(1)

　(2)

　(3)

　(4)

その他賃貸借

4010
ＯＡ機器・通信機
器等賃貸借

4020
機械・機具１賃貸
借

　電気主任技術者免状を有する者を雇用していること。ただし第1種電気主任技術者においては3年，第2種電気主任技
術者においては4年，第3種電気主任技術者においては5年の実務経験を有すること
　平成15年7月1日付経済産業省告示第249号第2条の規定による次の機械器具を有していること

　　絶縁抵抗計，電流計，電圧計，低圧検電器，高圧検電器，接地抵抗計，騒音計，振動計，回転計，
　　継電器試験装置，絶縁耐力試験装置

　業務に従事する電気主任技術者が，平成15年7月1日付経済産業省告示第249号第3条の規定に基づき算定した値が33未
満の者であること
　電気主任技術者の主たる勤務場所が旭川市内の委託施設に遅滞なく（概ね2時間以内）到達できる場所であること

4030
機械・機具２賃貸
借

4040 設備賃貸借

4050
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