
別紙４【様式４－１（役務の提供等）関係】

401 警備・受付 001 機械警備 要資格（警備業認定機械警備業務開始届）

002 常駐警備 要資格（警備業認定業務開始届 ）

003 巡回警備 要資格（　　　　　　〃　 　　　　　　 ）

004 交通誘導 要資格（　　　　　　〃　 　　　　　　 ）

005 駐車場整理 要資格（　　　　　　〃　 　　　　　　 ）

006 受付･展示物案内※ 要資格（　　　　　　〃　 　　　　　　 ）　※警備を伴うもの

402 庁舎等管理 001 建築物清掃 要資格（建築物清掃業登録）

002 建築物空気環境測定 要資格（建築物空気環境測定業登録）

003 建築物空気調和用ダクト清掃 要資格（建築物空気調和用ダクト清掃業登録）

004 建築物飲料水水質検査 要資格（建築物飲料水水質検査業登録）

005 建築物飲料水貯水槽清掃 要資格（建築物飲料水貯水槽清掃業登録）

006 建築物排水管清掃 要資格（建築物排水管清掃業登録）

007 建築物ねずみ昆虫等防除 要資格（建築物ねずみ昆虫等防除業登録）

008 建築物環境衛生総合管理 要資格（建築物環境衛生総合管理業登録）

009 作業環境測定 要資格（作業環境測定機関登録）

010 ボイラー運転監視 要資格（ボイラー技士）

011 防火対象物定期点検 要資格（防火対象物点検資格者）

012 危険物貯蔵施設点検（地下タンク等） 要資格（危険物取扱者）

013 消防設備点検 要資格（消防設備士又は消防設備点検資格者）

014 日常清掃業務 建築物清掃にも登録することが条件

015 定期清掃業務 建築物清掃にも登録することが条件

016 住宅維持管理業務 市営住宅の維持管理

017 文化財等燻蒸業務 要資格（文化財虫菌害防除作業主任者）

018 自家用電気工作物保安管理 要資格（電気主任技術者）

019 し尿処理施設保守点検 要資格（浄化槽管理士）

020 有機センター施設保守点検

403 上・下水道施設管理 001 下水道処理施設維持管理業務
要資格（下水道処理施設維持管理業者登録・
下水道処理施設管理技士）

002 下水道管路調査等 要資格（下水道管路管理技士）

003 下水道管路等清掃 要資格（下水道管路管理技士）

004 下水道管路流量調査 要資格（下水道管路管理技士・酸素欠乏危険作業主任者）

005 浄水場施設維持管理業務 要資格（水道浄水施設管理技士）

006 上水道施設清掃業務
要資格（水道施設管理者等）
※配水池内部清掃業務の場合は、ロボット清掃技術士

007 上水道漏水調査

008 上水道施設保守点検 水圧調査 等

009 上水道管洗浄作業 要資格（配水管技能者、水道管路施設管理技士等）

404 浄化槽管理 001 浄化槽保守点検
浄化槽点検業務の許可を有し、営業範囲に登米市が含まれて
いること

002 浄化槽清掃 登米市の浄化槽清掃業許可があること

405 通信設備保守 001 電話機・交換機

002 無線機等 登録検査等事業者であること（総務省登録証）

003 放送設備 舞台装置以外のもの（テレビ共聴設備保守 等）

004 観測装置保守点検 気象観測、地震観測 等

005 情報通信機器 医療情報通信機器以外のもの

006 カメラ設備保守点検

007 非常通報装置保守
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406 病院等施設関連業務 001 衛生検査業務

002 患者等給食業務

003 患者等搬送業務

004 寝具類洗濯業務（カーテン等含む）

005 院内清掃業務

407 医療機器保守 001 医療機器修理 医療関連サービスマークを取得していること

002 医療用器具滅菌消毒 医療関連サービスマークを取得していること

003 病院物品搬送管理

004 医療機器コンサルタント

005 医療情報システム管理

006 医療ガス設備保守点検 医療関連サービスマークを取得していること

007 医療通信情報機器 ナースコール等

408 機械設備保守 001 空調設備 冷凍・冷房機器

002 自家用発電設備

003 ポンプ類 プール濾過装置 含む

004 ボイラー類

005 昇降機（荷物専用含む）

006 自動ドア

007 舞台装置 舞台吊物装置、照明装置 等

008 音響設備 舞台装置以外のもの

009 照明制御設備 舞台装置以外のもの

010 視聴覚機器

011 運動用機械・器具

012 厨房機器保守点検

013 シャッター等建具保守点検

409 一般廃棄物 001 収集運搬 要資格（一般廃棄物収集運搬許可）

002 中間処理 要資格（一般廃棄物収集運搬許可）

003 最終処分

410 産業廃棄物 001 収集運搬 要資格（産業廃棄物収集運搬許可）

002 中間処理 要資格（産業廃棄物処理業許可）

003 最終処分 要資格（産業廃棄物処理業許可）

004 特別管理産業廃棄物収集運搬 要資格（特別管理産業廃棄物収集運搬許可）

005 特別管理産業廃棄物処理 要資格（特別管理産業廃棄物処理業許可）

411 再生資源物 001 再生資源物回収 要資格（一般・産業廃棄物収集運搬業の許可）

002 再生資源物分類 要資格（一般・産業廃棄物収集運搬業の許可）

412 し尿 001 し尿収集運搬業務 要資格（一般廃棄物処理収集運搬業の許可【し尿】）

413 車両等 001 点検整備 自動車分解整備事業認証

002 板金・塗装

003 船舶整備・修理

004 特殊車両の点検・修理 フォークリフト、ローダー 等

414 旅客運送 001 通学用バス
要資格（一般貸切旅客自動車運送事業許可または
特定旅客自動車運送事業許可）

002 タクシー運送 要資格（一般乗用旅客自動車運送事業許可）

003 一般貸切旅客自動車運送 要資格（一般貸切旅客自動車運送事業許可）

004 一般乗合旅客自動車運送 要資格（一般乗合旅客自動車運送事業許可）

005 福祉タクシー等
要資格（ディサービス送迎含む）
一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送事業限定）

医療関連サービスマークを取得していること
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415 貨物運送等 001 一般貨物運送 軽貨物を含む  　引越業務等

002 給食配送

003 美術品輸送

004 梱包・発送業務

416 事務・業務の委託 001 一般事務

002 医寮事務

003 技術系業務

004 受付･案内 電話交換・施設案内等

005 各種研修講師

006 データ入出力

417 福祉関連業務 001 介護サービス

002 入浴サービス

003 食事サービス

004 疾病予防業務

418 給食関係 001 学校等給食調理業務

002 保育所給食調理業務

419 クリーニング 001 クリーニング 医療、福祉施設は除く　　クリーニング所適合確認書

002 カーテン・カーペット

003 ハウスクリーニング

420 道路清掃等 001 道路清掃 側溝・排水路清掃　含む

002 道路除草 施設管理除草作業　含む

421 公園・緑地管理 001 樹木管理

002 樹木剪定・伐採

003 薬剤散布

004 庭園管理

005 芝生管理
造園工事施工管理技士若しくは芝生管理技術者の資格保有者
資格保有者がいない場合は、官公庁における施工実績を提出
すること

006 遊具管理 日本公園施設業協会認定資格

422 山林管理 001 山林管理
「宮城県林業事業体登録」または「宮城県意欲と能力のある林
業経営者」に応募し、林業経営者として公表されていること

423 害虫等駆除等 001 害虫駆除

002 鳥獣害対策

003 松くい虫防除

424 コンピューター業務 001 システム開発・保守・運用

002 ネットワーク保守・運用

003 ホームページ作成

004 コンピュータ機器保守

005 通信回線サービス提供

006 証明書等交付サービス

007 電算処理

008 納税代行

介護予防サービス事業者
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425 映画・ビデオ制作 001 映画、スライド制作

002 ビデオ、ＤＶＤ制作

003 録音、ＣＤ制作

426 催事関係 001 企画運営等一式

002 会場設営 イベント用品レンタル含む

003 展示業務

004 音響、照明

427 検査・分析・調査等 001 環境調査
大気測定、悪臭調査、土壌・底質分析、ダイオキシン類分析
肥料分析、廃棄物分析、放射能分析、動物・植物・生態系調査

002 騒音・振動調査 自動車等騒音調査

003 水質検査 水質検査・管路内水質調査等

004 食品、衛生検査 栄養分析検査、食品微生物検査、残留農薬検査

005 腸内細菌検査 検便、腸内細菌検査

006 飲料水検査 飲料水検査、浴槽・プール検査

007 特殊分析 材料分析、環境負荷物質

008 各種アンケート調査

009 施策、計画策定

010 文化財・発掘調査

011 交通量調査

012 世論調査

013 試験問題・学力テスト

428 広告等 001 テレビ、ラジオ

002 新聞、雑誌

003 ホームページ・広報誌有料広告販売

429 各種検診・検査 001 健康診断

002 結核検診

003 各種ガン検診

004 各種衛生検査

430 金属・非金属等の買受 001 金属類 要資格（古物商）

002 非金属類 要資格（古物商）

003 紙類 要資格（古物商）

004 車両 要資格（古物商）

005 ペットボトル 要資格（古物商）

431 翻訳等 001 翻訳業務

002 速記業務

432 保険 001 傷害保険

433 旅行 001 旅行業務

※各細目に必要な法令上の許可・登録等がない場合は登録できません。


