
様式 町 6 

南幌町競争入札参加資格審査付票 

大 

分 

類 

中分類 
申

請 
小分類 主な取扱品目（業務） 

 

物
品
購
入
等 

鉄工機械  建設用機械 土木・建設用機械、発電機、

その他 

  農林業用機械 チェーンソー、芝刈り機、

その他 

  その他機械器具 ボイラー部品、浄水場・処

理場部品、エアフィルタ

ー、その他 

  鉄工機械修繕 整備、修理 

建設資材  鉄鋼 鉄鋼材、アルミサッシ、そ

の他 

  骨材・セメント 砂利、砕石、ブロック、そ

の他 

  木材 仮設・建設用木材、保温材、

その他 

  合成材 アスファルト合材、その他 

  その他資材 ガラス、畳、ペンキ、凍結

防止剤、その他 

電気 

 

 

 家庭用電気製品 映像・音響機器、照明器具、

空調暖房製品、電池、その

他 

  放送・電波・通信機器 放送設備、無線機、電話・

ＦＡＸ設備、その他 

  その他電気機械器具 電設資材、昇降装置、舞台

照明、その他 

農林漁業 ○ 園芸用資材 肥料、農薬、園芸用品、そ

の他 

 ○ 生花 生花、鉢花、その他 

 ○ 漁業用資材 釣具、船舶用品、その他 

医療理科学  医療・理化学器具 医療用機器、身長・体重計、

ＡＥＤ、その他 

  精密機械器具 光学機器、公害測定機器、

水道メーター、その他 

  介護用機械器具 車椅子、ベッド、その他 



大 

分 

類 

中分類 
申

請 
小分類 主な取扱品目（業務） 

   衛生材料 衛生材料、その他 

  医薬品 医療薬品、各種家庭用薬

品、ワクチン、その他 

  化学・工業薬品 化学・工業薬品、その他 

  医療材料 注射器、カテーテル、Ｘ線

フィルム、その他 

  医療用ガス 液体酸素、液体窒素、酸素

ガス、その他 

事務教材  文具 文房具、紙 

  事務用機械器具 事務用機械、事務用器具、 

ＯＡ機器、その他 

  楽器 楽器、楽譜、その他 

  保育用品 保育教材、玩具、その他 

  教育用品 教科書、学校用教材、その

他 

  図書 書籍、雑誌、地図、ＤＶＤ

ソフトウェア、その他 

写真 ○ カメラ・カメラ用品 カメラ、デジタルカメラ、

カメラ用品、その他 

  現像・焼き付け 現像、焼き付け、その他 

スポーツ・記章  スポーツ用品 スポーツ用具、機器、その

他 

  記章 トロフィー、メダル、その

他 

印刷  一般印刷 ちらし、パンフレット、封

筒、その他 

  フォーム印刷 伝票、帳票、その他 

  特殊印刷 地図、シール、その他 

車両  自動車 乗用車、バス、トラック、

その他 

  特殊車両 除排雪用車両、掘削機、そ

の他 

  架装 消防車、救急車、その他 

  その他車両 除雪機、自転車、リアカー、

その他 



大 

分 

類 

中分類 
申

請 
小分類 主な取扱品目（業務） 

   車両部品 油脂、部品、用品、バッテ

リー、タイヤ、その他 

  車両修繕 点検・整備、修理・板金塗

装、その他 

燃料  石炭・木炭 石炭、木炭、その他 

  石油製品 ガソリン、軽油、重油、灯

油、その他 

衣料・靴  寝具 布団、毛布、座布団、枕、

その他 

  被服・呉服 作業着、手袋、雨衣、革靴、

事務服、その他 

  履物・カバン 作業靴、安全靴、カバン、

その他 

家具・室内装飾  家具類 木製家具、じゅうたん、そ

の他 

  カーテン カーテン、ブラインド、舞

台幕、その他 

  帆布類 イベントテント、シート、

その他 

保安用品  保安用品 ヘルメット、交通標識、そ

の他 

  消防器材 消防ホース・ポンプ、救命

器具、消火器、その他 

時計・眼鏡  時計・眼鏡・貴金属 時計、眼鏡、貴金属、その

他 

  贈答品 贈答品全般 

金物・雑貨  金物・家庭用器具 一般用金物、車庫、その他 

  日用雑貨 家庭用雑貨、軍手、清掃用

品、その他 

  厨房用機器 業務用厨房機器、給食用器

具、食器類、その他 

  暖房用器具・ガス器具 ストーブ（灯油・ガス）、

ガスコンロ、その他 

看板  看板 看板、横断幕・懸垂幕、そ

の他 



大 

分 

類 

中分類 
申

請 
小分類 主な取扱品目（業務） 

 物品賃貸  自動車賃貸 乗用車、バス、除雪車、そ

の他 

  事務用機器・通信機器賃

貸 

複写機、携帯電話、ＯＡ機

器、その他 

  医療用機器賃貸 医療機器、検査・分析機器、

その他 

  その他物品賃貸 仮設ハウス・トイレ、トレ

ーニング機器、その他 

不用物品買い受け  不用物品買い受け 鉄くず、非鉄金属くず、車

両、その他再生資源 

 

業
務
委
託 

警備業務  施設警備 常駐警備 

  機械警備 駐車場整理 

建物清掃業務  館内清掃 一般清掃(庁舎、施設等)、

特別清掃（ワックス掛け

等） 

  その他建物清掃 ガラス、外壁、その他 

建物設備保守業務  電気設備保守 電気工作物、通信設備保

守、その他 

  危険物貯槽所・消防用設

備等保守 

危険物貯槽所保守、消防用

設備等保守 

  機械設備保守 昇降装置保守、自動ドア保

守、その他 

  その他建物設備等保守 舞台設備保守、音響・映像

システム保守、その他 

建物環境衛生管理業務  水質検査  

  貯水槽・排水槽等清掃 貯水槽清掃、排水槽等清

掃、その他 

  その他建物環境衛生管理 煤煙測定、室内空気環境測

定、その他 

計量証明業務  環境測定分析 大気測定分析、土壌汚染測

定分析、騒音測定分析、そ

の他 

臨床検査業務  臨床検査 臨床検査 

廃棄物処理業務  一般廃棄物処理 浄化槽清掃・保守点検、一

般廃棄物収集運搬・処理、

その他 



大 

分 

類 

中分類 
申

請 
小分類 主な取扱品目（業務） 

   産業廃棄物処理 産業廃棄物収集運搬・処

分、特別管理産業廃棄物収

集運搬・処理、その他 

運送業務  旅客運送 一般・特別旅客自動車運

送、スクールバス運行管理 

  貨物運送 一般・特別貨物自動車運

送、給食配送、その他 

情報サービス・調査等業務 

 

 電算処理 コンピューターシステ

ム・ソフトウェア（データ

ベース等）の開発・保守、

その他 

  調査研究・企画立案 各種統計調査・分析、構

想・計画（建設工事除く）

の企画立案、イベントの企

画立案 

  航空写真撮影・図面・台

帳作成 

航空写真撮影から図面製

作まで、航空写真撮影、現

況図・地番図等の作成・修

正 

  その他情報サービス・調

査等業務 

ホームページ作成、自然環

境調査、下水道管管内調査

（漏水調査）、その他 

その他業務  学校用務業務 学校用務業務 

  ピアノ調律業務 ピアノ調律業務 

  構内除排雪業務 構内除排雪業務 

  庭園等管理業務 施設等周辺の草刈、施設等

周辺の枝払い、施設等周辺

の軽易な清掃 

  広告業務 広告代理業、その他広告業 

  その他業務 パンフレット・ガイドブッ

ク企画制作、映像企画制

作、翻訳、クリーニング、

その他 

電
力 

供
給 

電力供給  電力供給 電力供給 

※希望する小分類の申請欄にチェックをいれてください。 

申請者商号又は名称  株式会社南幌商事       



 


