
別表 ２ 　営業種目分類表（工事、設計・調査）
種目番号 営 業 種 目 内　　　　容　　　　説　　　　明　　

３０１

３０２

３０３ 河川、海岸等の堤防などを築造する工事

３０４ 水道施設工事 取水、浄水等の施設を築造する工事及び配水管等を敷設する工事

３０５ 下水道施設工事

３０６ 一般土木工事

３０７

３０８ 電気工事

３０９

３１０ 空調工事

３１１ 建築設計 建築物の設計及び監理

３１２ 土木設計 土木工作物の設計及び監理

３１３ 設備設計 電気、空調設備等の設計及び監理

３１４ 測　 量

３１５ 地質調査

３１６

３１７

３１９

３２０ しゅんせつ船で、河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

３２１ ケーソンを使用し、掘削しながらそのケーソンを沈める工事

３２２

３２３ シールド工事 シールド工法によりトンネルを構築する工事

３２４ 推進工事

３２５ 地下鉄工事

３２７ 造   園 庭園、公園、緑地帯等の苑地を築造する工事

３２８ 運動場施設 グランド、コート等の新設又は改良工事

推進工法により管等を埋設する工事

地下鉄を構築する工事

-１-

しゅんせつ

潜かん

軌   道 高速電車、路面電車等の軌道敷設工事、改良工事及び軌道の継目を溶接する工事

船   舶 20トン以上の船舶の製造及び修繕

しゅ ん せ つ 埋 め
立て

ポンプ船を使用して、河川、港湾等の水底をしゅんせつし、その土砂で埋立てる
工事

土地等の測量及び地図の調整

土地の地質及び地質等の調査

さく井(せい) さく井機等を用いてさく井、浅井戸築造等を行う工事

暖冷房、空気調和のための施設を設置する工事

河川工事

下水道管渠(汚水管のほか雨水管を含む）を敷設する工事及び下水処理場・ポン
プ所等について行う土木工事

他の業種に該当しない土木工事

建築工事 建築物を建設又は補修する工事

道路舗装工事 道路等の地盤面舗装する工事

橋りょう工事 橋りょう工事（橋台・橋脚等の下部工事含む。鋼けた・ＰＣけた等上部の工事は
除く）

屋内電気、変電、送電設備等の電気工作物を建設する工事

給排水衛生工事 ガス、給水、排水衛生等のための施設を設置する工事



種目番号 営 業 種 目 内　　　　容　　　　説　　　　明　　
３２９ ＰＣ、ＰＳ、ＨＰＣ工法によるプレハブ工事

３３０ 鉄骨プレハブ

３３１ ひき家・解体

３３２ 消火設備

３３３ 電話・通信 有線及び無線等により電気通信する設備を設置する工事

３３４

３３５ 畳 畳の製作、敷込み及び表替え工事

３３６ 室内装飾 建築物の内装仕上げを行う工事

３３７

３３８ 橋りょう塗装 橋りょう、横断歩道橋等の塗装

３３９

３４０ 鉄骨架構

３４１ 鋼けた 鋼材の加工又は組上げにより橋りょう上部を構築する工事

３４２ ＰＣけた ＰＣけたを設置する工事

３４３ 水門門扉 鋼材の加工又は組上げにより水門門扉を製作し取り付ける工事

３４４ ポンプ据付け ポンプを据付ける工事(据付けるポンプの製作を含む場合あり)

３４５ 水処理装置

３４６

３４７ ボイラーの製作及び取付

３４８ エレベーター 昇降機等の製作及び取付

３４９ 高速電車、路面電車等の電車線路敷設工事

３５０ 地中線 電線路及び通信線路ケーブルの敷設工事

３５１ 鉄道信号装置 高速電車、路面電車等の信号保安設備工事

３５２ 計装装置

３５３

３５５ 下水処理場・ポンプ所の送風機機械設備工事

３５６ 下水処理場のばっ気槽散気設備工事

送風機機械設備
工事

ばっ気槽散気設
備工事

-２-

ボイラー

電車線架線

水道施設等の測定機器設置及び制御装置の設置等工事

沈 砂 池 ・ 沈 殿 池
機械設備工事

浄水場、下水処理場及びポンプ所等の沈砂池機械設備工事、沈殿池機械設備工事

鋼材の加工又は組上げにより工作物を築造する工事(橋梁上部工事及び開門水門
の開扉設置工事を除く)

水処理(浄水場の浄水施設や、排水処理施設)のための設備及び装置を設置する工
事

焼却装置 焼却炉及びそれに付随する焼却機械設備の製作取付(下水汚泥の焼却設備を含
む）

一般塗装 塗料塗材等を工作物に吹付け又は張付ける工事(375 道路標示塗装に含まれるも
のを除く)

防   水 建築物の防水を行う工事(373 グラウトに含まれるものを除く)

上記の｢329 コンクリートプレハブ｣に含まれないプレハブ工事

既存建物等の移動又は取り壊し工事

消火設備、避難設備、消火活動等に必要な施設を設置又は工作物に取り付ける工
事

拡声装置 放送機械等を設置する工事

コンクリートプレ
ハブ



種目番号 営 業 種 目 内　　　　容　　　　説　　　　明　　
３５７ 浄水場、汚泥処理工場の脱水設備工事

３５８

３５９ 汚泥消化槽から発生するガスの貯留設備工事

３６０ 宅地等からの下水を公共下水道へ流入させるための公設ます工事

３６１

３６２

３６３

３６４

３６６

３６７

３６８

３６９

３７０

３７２

３７３

３７４

３７５

３７６

３７７

３７８

３７９

３８０

３８１

３８２

３８４

３８５

３８６ ガソリンスタンド 給油所の改修や設備の設置、取替え等を行う工事

-３-

と場施設 食肉市場等のと場施設の設備工事

煙   突 煙突の修理、改修等の工事

防音壁・しゃ音壁 音を防いだり、しゃ断したりする壁を設置する工事

舞台装置 舞台装置等を設置又は作成する工事

運動器具設置 運動器具等の設置工事

テレビ共聴工事 電波障害等の影響のあるテレビを、正常に視聴可能な状態とするための工事

モルタル吹付け 道路の法面保護等を目的としたモルタルの吹付けを行う工事

植   生 草花などを植える工事、(327 造園と異なり、草花の植え付けのみを行うもの）

道路標示塗装 道路の路面に白線を引いたり、塗装を行ったりする工事

ガードレール ガードレール等の交通安全対策用の防護柵工事

グラウト ひび割れ、空洞等の隙間にセメントペースト、モルタル、薬液等を注入し、充填
する工事(例.地盤改良工事)

道路標識設置 交通標識及び道路標識の設置工事

起重機 クレーン等の製作・据付工事、改修工事及び修繕

冷 凍 ・ 冷 蔵 庫 工
事

冷凍庫・冷蔵庫等の据付工事、改修工事

サッシュ 窓枠及び飾りに付ける建具類の取付、取替工事

シャッター シャッター(よろい戸)工事

金網さく 窓手すり、ネット、フェンス、柵、落下防止網等を設置する工事(376 ガード
レールに含まれる交通安全用の防護柵を除く)

板   金 板状の金属により構成された設備等の改修、補修工事(例.雨樋改修工事、煙道保
温その他補修工事)

機械器具設置 他の業種に含まれない機械器具の設置

屋   根 屋根の設置、ふき替えの工事

水道管更正工事 公道下にある既設配水管内をクリーニングしライニング等を行い、管を更正させ
る工事(公道を除く敷地内にある管への施工は 397 パイプライニング)

石綿処理 吹付けアスベストの除去、封じ込め、囲い込み工事

消化槽機械設備
工事

汚泥消化槽機械設備工事

ガス貯留設備工
事

公設マス工事

汚泥脱水設備工
事



種目番号 営 業 種 目 内　　　　容　　　　説　　　　明　　
３８７

３９１ すべり止め舗装 交差点の手前・坂道などの路面にブレーキがかかり易いような舗装を行う工事

３９２

３９３

３９４

３９５

３９６

３９７

３９８

特殊工事
４０１

４０２

４０４

４０６

４０７

４０８

４０９

４１０

４１１

４１２

４１４

４１５

４１７

４２０

４２３

４２４

４２５

-４-

強化樹脂板取付 水処理施設及び汚泥処理施設からの悪臭を防止するため、通常、ガラス繊維強化
プラスチックの板で、施設の上部を覆蓋する工事

医療ガス配管 酸素、窒素等、医療施設で使用するガスの配管工事

石工事 石材、コンクリートブロック、擬石等の加工又は積方により工作物を築造する工
事又は工作物に石材を取り付ける工事

自動ドア装置 自動ドアを設置する工事

ろ過層処理 水処理のためのろ過槽に関する工事

厨   房 厨房設備の設置、改修工事

放射線防御 放射線を防御するための施設を設置する工事

飛散防止工事 ガラス等の飛散防止するための施設を設置する工事

給 湯 器 ・ 浴 槽 設
備工事

給湯器や浴槽等の設備に関する工事

床仕上 フロアパネルの張り替え等、床仕上げを行う工事(ＯＡ通信等の配線のための床
工事を含む。配線工事は 433 電話・通信)

発電設備 水・石油・太陽光等のエネルギーを電気エネルギーに変換する設備の工事

電気防食 イオン化傾向を利用して水中の金属の腐食を防止する設備を設置する工事

床版補強 橋等の床版を補強するための工事( 341 鋼けた、442 ＰＣけたに属するものを除
く)

電源設備 バッテリー等を用いて電力を供給する設備の工事

安全溝設置 空港滑走路、車道関係の安全溝(側溝)の工事

空気搬送 空気圧による搬送設備の設置工事(エアーシューター、気送管等)

脱硫・脱臭 大気汚染防止のため、ボイラー・焼却炉等から発生する排煙から硫黄酸化物や窒
素酸化物を除去するための設備を設置する工事

基準タンク タストタンク、プラインタンク、中圧タンク等、基準タンクの据付け、加工、改
造工事

ウェルポイント 地盤中にウェルポイントを打ち込み、地下水を汲み上げて地盤の改良を行う工事

パイプライニング 公道を除く敷地内にある給水管等の管の内側壁を耐熱材・耐薬品材などで被覆す
る工事(公道下にある管の施工は 361 水道管更正工事)

伸縮継手 橋りょう等に補強するための伸縮自在の継手を設置する工事

鉄鋼加工 鉄鋼を加工して、施設を補修又は新設する工事

樹脂塗装 合成樹脂ペイントの塗料を使用して建物の内外、船舶、管等を塗装する工事(例.
建物防触樹脂塗装工事、ライニング工事、床等補強防水工事)

陸上信号機 交通信号機、交通管制機構施設等の設置などを行う工事

ＰＣタンク 水源施設の貯水タンクを設置する工事



種目番号 営 業 種 目 内　　　　容　　　　説　　　　明　　
４２６

４３０

４３３

＊

＊ 　上記営業種目には、当社では発注実績のないものも含まれています。

-５-

タイル工事 橋面、デッキ面、道路面等のタイル材新設、修繕工事

営業種目及び内容説明は、東京都と同様です。ただし、営業種目番号３８５は当社で独
自に設定した種目です。

高圧ガス配管 高圧ガス保安法で定める高圧ガス(特殊ガス)の配管工事

集じん装置 集じん装置(ごみ・汚泥等を集める装置)工事
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