
令和５・６・７年度 営業種目分類表

営業
種目
番号

営業種目名称 主な品目（例示）
営業種目登録上の要件
（許可，免許，登録等）

１　物品（製作・製造物含む）の販売

1010
情報処理機器・用品，
事務用機器

パソコン，サーバー，プリンタ，周辺機器，磁気媒体，ス
トックフォーム，トナーカートリッジ，ソフトウエア（アプ
リケーション），複写機，シュレッダー，簡易印刷機・輪転
機，製本・紙折機等

1040
文房具事務用品，用紙
類

文房具類，コピー用紙，その他の用紙，事務用品等

1050 書籍 書籍，雑誌，啓蒙用冊子等（※CD，DVD等の媒体含む）
1060 音楽用品 楽器，音楽CD等
1070 学習・保育教材 学習教材，教育機器，保育用教材等
1080 運動用品 運動用品・器具，体育衣，レジャー用品，テント等
1090 美術工芸品 彫刻，絵画，レリーフ等
1100 カメラ，映像機材 カメラ，撮影機，映写機等
1110 時計，メガネ 時計，メガネ
1120 バッジ・カップ バッジ，メダル，カップ・トロフィー・盾等
1130 衣料品，繊維製品 制服，作業衣，防寒衣，白衣，雨衣，手袋，繊維製品等
1140 寝具 寝具，座布団等
1150 帽子，ヘルメット 制帽，作業帽，運動帽，ヘルメット等

1160 靴・皮革製品
作業靴・安全靴，ゴム長靴，運動靴，病院用シューズ，カバ
ン等

1170 室内装飾品
じゅうたん・カーペット，カーテン，ブラインド，簡易間仕
切り，畳等

1180 家具，什器
家具（製作家具含む），書庫，ロッカー，テーブル，机，椅
子，移動棚，金庫等

1190 厨房等機械器具
流し台・調理台，調理用機器，食器洗浄・消毒機器，給湯関
係機器，冷凍・冷蔵関係，食器類等

1200 家庭雑貨，清掃用品
家庭金物，家庭雑貨，清掃用具・用品，石鹸・洗剤，紙・繊
維製雑貨，ホース，ビニールシート，娯楽品等

1210
水道用品，ゴム・ビ
ニール製品

サクションホース，塩ビ管，パッキン，防震ゴム，オイル
フェンス，ゴムマット，水道章標，管明示テープ等

1220 家庭用電気器具
テレビ，エアコン，冷蔵庫，洗濯機，電子レンジ，照明器
具，掃除機，電池等

1230 自動車，自動車架装 自動車，自動二輪車，特殊車両，スノーモビル等
1237 消防車両 消防車，その他消防車両（救急車除く），消防車両用架装等
1238 救急車 救急車
1240 車両部品 車両部品，タイヤ，バッテリー，道路清掃車両部品・装置等
1250 自転車，雑車 自転車，車いす，一輪車等
1270 農業用機械器具 トラクター，芝刈機，噴霧器，刈払機，農機具等

1280 建設用機械器具
ブルドーザー，ロードローラー，杭打機，削岩機，クレー
ン，グレーダー，パワーショベル，道路管理車両用部品・装
置等

1290 工作用機械器具
旋盤，ボール盤，プレス機械，切断機，圧延機，溶接機・溶
断器，測定器具（マイクロメーター，ゲージ類），電動工
具，レーザー加工機，木工機械等

1300 産業用機械器具
ボイラー，ポンプ，屋内用クレーン，コンベア，送風機，油
圧・空圧機器（ジャッキ等），し尿処理機械・部品，バケッ
ト，自動車整備用機械，業務用洗濯機，動力伝導装置等

1310 産業用電気機械器具

発電機器・変電機器，受配電設備，モーター，自動制御装
置，空気清浄機，屋外照明器具，舞台照明器具，水道施設用
発電機・ポンプ類，電磁流動計，超音波流量計，無停電電源
装置（大型）等

1320 通信用機械器具
電話交換機，有線放送装置，レーダー装置，ビーコン装置，
館内放送放映設備，電話機，無線機器，テレビ共同受信機等

1322 ホットライン 消防用緊急通報システム通報機器（取付含む）

1330
券売機，精算装置，自
動販売機

券売機，両替機，料金精算装置，自動料金収納機，自動販売
機等

1340
コンクリート，セメン
ト・骨材，道路用製品

生コンクリート，アスファルト，セメント，骨材，火山灰，
岩ずり，切込採石，コンクリート製品，ブロック，レンガ等

1370 木材，木工品 木材，合板，竹材，木工品等

1380
鉄鋼・非鉄製品（鋳鉄
含む）

鉄鋼製品，非鉄（金属）製品，鋳鉄製品等

1400 給水装置材料 給水装置材料等

1410
建築金物・塗料，ガラ
ス

建築金物，大工道具・工具，塗料・錆止め，ガラス，サッシ
等

1420 仮設資材 組立ハウス，簡易物置・車庫，仮設トイレ，シャッター等

1430
道路標識，道路管理機
材

道路標識，電照式標識，カーブミラー，バリケード，セーフ
ティコーン，ポール（消火栓用・除雪用）等
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1440 飼料，飼育機材 飼料，飼育機材等

1450 造園資材
種苗，樹木，芝，草花，用土，園芸用品，冬囲い用品，1456
を除く肥料等

1456 肥料 肥料（販売業務開始届の必要な肥料） 肥料販売業務開始届

1460 計測機器，分析機器
計量機器，測量機器，気象用計器，音響測定器，身長・体重
計，分析機器，試験検査機器，環境測定機器，光学機器（顕
微鏡，投影機等），水道メータ，基本・誘動量計測定機器等

1480 管理医療機器
医薬品医療機器等法の高度管理医療機器・特定保守管理医療
機器・管理医療機器に該当する医療機器

　高度管理医療機器等販売業許可，管理医
療機器販売業届，医療用具販売業届のいず
れか

1490
医薬品，試薬，医療用
気体

医薬品，ワクチン，医療用酸素，笑気ガス，血清，培地，試
薬，動物用医薬品等

　薬局開設許可，医薬品販売業許可，動物
用医薬品販売業許可のいずれか

1500
一般医療機器，医療用
品・資材

医薬品医療機器等法の一般医療機器に該当する（許可，届出
不要のもの）医療機器，医療用品・資材

1520 防疫剤 防疫用殺虫剤，殺そ剤等
　医薬品販売業許可，毒物劇物販売業登録
のいずれか

1524 農薬 除草剤・農業用殺虫剤等の農薬 　農薬販売届

1530 工業薬品
凝集剤，消泡剤，アルコール製剤，ＰＨ調整剤，消石灰，活
性炭，固形塩素，珪藻土，ボイラ水処理剤・冷却水処理剤・
井水・下水処理剤，防食剤，流出油処理，分析用試薬等

1540 石油燃料 ガソリン，軽油，灯油，重油等
　石油製品販売業開始届，揮発油販売業者
登録のいずれか

1546 燃料用ガス ＬＰガス等
　液化石油ガス販売事業登録，高圧ガス販
売事業届のいずれか

1547 その他の燃料 石炭・コークス，木炭，バイオディーゼル燃料等

1550 消防・防災用品
消防用ホース，消防ポンプ，防火服，防災用品，防災資機
材，消防用機器，発煙筒，交通安全用品等（1558の消防用設
備除く）

1558 消防用設備 消火器・避難はしご等消防法で規定する消防用設備 　旭川市の消防設備業届

1560 贈答品 贈答品全般
1580 除排雪用車両 除排雪用車両
1582 除雪機，融雪機 除雪機，融雪機等
1590 防滑材・融雪剤 プラスチック分解防滑剤，乾燥砕石，融雪剤，凍結防止剤等

1600 梱包資材，袋
段ボール製品，発泡スチロール製品，容器・タンク，ごみ袋
等

1606 旭川市指定ごみ袋 旭川市指定ごみ袋（特注品）を製造又は調達し旭川市へ納入

1710 食品関係 食料品等

1720 環境用機械器具・用品
廃棄物処理機器，生ゴミ処理装置，エアフィルタ，バイオト
イレ，上下水道処理施設用品等

1730 選挙専用物品 投票箱・記載台等選挙専用物品
1740 葬祭物品 葬祭物品，斎場物品
1750 舞台装置等 舞台装置，大道具，舞台照明等
1810 印章・ゴム印 印章，ゴム印，旭川市職員氏名票等

1820
活版印刷・オフセット
印刷

活版印刷，オフセット印刷，製本
　印刷設備を保有している者（印刷設備調
書を提出）

1830 フォーム印刷
連続用紙印刷，ＯＣＲ・ＯＭＲ用紙印刷，圧着封筒・はがき
印刷等

　印刷設備を保有している者（印刷設備調
書を提出）

1840 特殊印刷
シール・ラベル，スクリーン，カード類，偽造防止印刷，金
属プレート印刷，地図，点字印刷等

　印刷設備を保有している者（印刷設備調
書を提出）

1860 天幕・旗 天幕，旗・のぼり，腕章，ワッペン，暗幕等

1870 看板・展示品
看板，横断幕，懸垂幕，掲示板・標示板，模型，標本，ナン
バープレート打刻，表具・額装，住居表示板等（1871の屋外
広告物除く）

1871 屋外広告物 旭川市屋外広告物条例で規定する屋外広告物 　旭川市の屋外広告業登録

1890 地場工芸品 木工クラフト，陶芸，織物，ガラス工芸等

２　不用物品の買い受け

2010 金属類 鉄屑，非鉄屑，機械，金属製事務用品 　古物商営業許可及び金属くず商営業許可

2020 紙 古紙，古新聞，古雑誌(本) 　古物商営業許可

2030 廃油 廃食用油，その他の廃油
2040 自転車 自転車 　古物商営業許可

2050 自動車 自動車，自動二輪車，特殊車両，スノーモービル等 　古物商営業許可

2060 機械 機械，金属製機具　※金属くずを含まないもの 　古物商営業許可

2070 木材及び枝 木材，剪定枝
2080 消防用ホース 消防用ホース 　古物商営業許可

2090 使用済小型電子機器 携帯電話，タブレット端末，ゲーム機器等 　小型家電リサイクル法認定証

2100 布類 衣類全般・古布 　古物商営業許可

2200 道路除排雪車輌
除雪ドーザ，除雪グレーダ，ロータリ除雪車，除雪トラック
等（道路除雪用のものに限る）

　過去5年間に旭川市が発注した「地区総合
除雪業務」又は「地区総合除雪維持業務」
の受託又は入札の実績がある者
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