
Ⅱ　業務委託の業務種目分類表及び業務等に必要な許可・認可書等

番号 種　　目 番号 種　　　　　目

◎浄化槽清掃業の許可証【浄化槽法】

◎浄化槽保守点検業者の登録証【浄化槽法】

2
貯水槽の清掃・保守（建物と
一体として行う場合を除
く。）

貯水槽・受水槽・高架水
槽・給水設備等の清掃・保
守

・建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書【建築
物における衛生的環境の確保に関する法律】

・電気主任技術者免状【電気事業法】

・電気工事士免状【電気工事士法】

・建設業許可証明書【建設業法】

・電気主任技術者免状【電気事業法】

・電気工事士免状【電気工事士法】

5 空調設備保守
空調設備・冷暖房・冷温水
器等の保守点検　※ボイ
ラーを除く

6 通信施設設備保守
無線機・電話設備・電話交
換機・FAX等の保守点検

（無線を扱う場合）　・無線技術士免状【電気
通信事業法】

7 エレベーター設備保守
エレベーター・昇降機・階
段昇降機等の保守点検

◎昇降機検査資格者登録証【建築基準法】

・ボイラー技士免許状【労働安全衛生法】

・危険物取扱責任者【消防法】

9 消防設備保守
消火設備・火災報知設備等
の保守点検

◎消防設備士免状【消防法】

・建築物空気環境測定業登録証明書【建築物に
おける衛生的環境の確保に関する法律】

・建築物環境衛生総合管理業登録証明書【建築
物における衛生的環境の確保に関する法律】

11 建築物ねずみ昆虫駆除
建築物内ねずみ・シロア
リ・ゴキブリ等の駆除

・建築物ねずみ昆虫等防除業登録証明書【建築
物における衛生的環境の確保に関する法律】

12 樹木管理（敷地内のもの）
敷地内樹木の剪定・殺虫消
毒・倒木処理・除草・草刈
り等

13 施設の管理運営
受付・電話交換業務、施設
の管理・運営業務等

14
道路・公園・森林等の清掃・
管理

道路・公園等の清掃・草刈
り等、公園・森林等の樹木
管理

15 自動ドア設備保守 自動ドア等の保守点検

・建築物飲料水水質検査業登録証明書【建築物
における衛生的環境の確保に関する法律】

・建築物環境衛生総合管理業登録証明書【建築
物における衛生的環境の確保に関する法律】

17 竹林伐採

18
病害虫駆除（建築物に係るも
のを除く。）

まつくいむし駆除等

19 シャッター設備保守

20 ダイオキシン測定

21 作業環境測定

99 その他

2 廃棄物処理 1 一般廃棄物（収集・運搬）
◎一般廃棄物収集運搬業許可証【廃棄物の処理
及び清掃に関する法律】

2 一般廃棄物（処分）
◎一般廃棄物処分業許可証【廃棄物の処理及び
清掃に関する法律】

3 産業廃棄物（収集・運搬）
◎産業廃棄物収集運搬業許可証【廃棄物の処理
及び清掃に関する法律】

4 産業廃棄物（処分）
◎産業廃棄物処分業許可証【廃棄物の処理及び
清掃に関する法律】

4

建築物飲料水水質検査

自家用電気工作物の保守点
検

ボイラーの清掃・保守点検

10 建築物空気環境測定

16

自家用電気工作物保安

8 ボイラーの清掃・保守

許認可等（【 】内は関係する法律・条例）
◎必須　　　・任意

具　体　的　事　例

浄化槽・合併処理槽等の清
掃・保守

受電設備・変電設備等の保
守点検　※自家用電気工作
物を除く

大　　分　　類 小　　分　　類

1 建物等の保
守管理・運
営

1
浄化槽の清掃・保守（建物と
一体として行う場合を除
く。）

3 電気設備保守
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Ⅱ　業務委託の業務種目分類表及び業務等に必要な許可・認可書等

番号 種　　目 番号 種　　　　　目

許認可等（【 】内は関係する法律・条例）
◎必須　　　・任意

具　体　的　事　例
大　　分　　類 小　　分　　類

2 廃棄物処理 5
特別管理廃棄物（収集・運
搬）

◎特別管理廃棄物収集運搬業許可証【廃棄物の
処理及び清掃に関する法律】

6 特別管理廃棄物（処分）
◎特別管理廃棄物処分業許可証【廃棄物の処理
及び清掃に関する法律】

99 その他

3 警備 1 機械警備 機械警備 ◎公安委員会の認定証【警備業法】

2 警備（機械警備を除く。）
パトロール、監視、夜間巡
視、イベント警備等

◎公安委員会の認定証【警備業法】

99 その他
※公安委員会の認定を必要
としないもの

4 1
調査・分析（統計調査を除
く。）

意識調査、市場調査、交通
量調査等

2 研究 各種試験研究等

3 検査・測定 水質検査、ばい煙測定等

4 統計調査
統計法に基づく指定統計調
査、条例等に基づく統計調
査

5 土地家屋調査
土地・家屋に関する調査又
は測量等

◎土地家屋調査士登録証【土地家屋調査士法】
※土地家屋調査士法人・公共嘱託登記土地家屋
調査士協会は提出不要

99 その他

5
電気通信
サービス

1
情報及びデータベースのオン
ライン検索

気象情報・防災情報等の提
供

2 ファクシミリ・サービス

3
情報及びデータのオンライン
処理（トランザクション処理
を含む。）

99 その他
電話代行、ボイスメール、
電子データ交換（ＥＤＩ）
等

6
コンピュー
タサービス

1 システムの設計・開発
システム基本設計、システ
ム開発等

2
システムの保守・維持・運用
管理

システムの運用保守

3 データ処理
データ入力、データ変換、
データベース作成、バック
アップ等

4 文書等の電子化
公文書・申請書等の電子
化、写真資料の電子データ
化（スキャニング作業）

5 データのオペレーション コンピュータ等の操作

6 コンピュータの保守及び管理
ＰＣ・サーバ等の保守点検
等

99 その他

7 企画・製作 1 物品
展示品・レプリカ等の製
作・修復

2 看板
看板・パネル・懸垂幕・横
断幕・標識・案内板等の製
作・設置

（屋外に広告物を設置する場合）　　◎屋外広
告業登録通知書【山口県屋外広告物条例】

3 映画・ビデオ
映画製作、ビデオソフト製
作、ダビング等

4 広告・広報
テレビ・ラジオ・新聞等に
よる広告及び広報

5 イベント等の企画
イベント・セミナー・研修
等の企画立案

6 イベント等の運営
会場設営、展示作業、イベ
ント・セミナー・研修等の
運営等

7 デザイン企画 看板・印刷物等のデザイン

8 ホームページ作成
ホームページの作成、管理
等

9
設計（建設業等資格審査の対
象となる設計を除く。）

船舶等の設計

99 その他 筆耕、教材作成等

調査・研究
（設計関係
を除く）
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Ⅱ　業務委託の業務種目分類表及び業務等に必要な許可・認可書等

番号 種　　目 番号 種　　　　　目

許認可等（【 】内は関係する法律・条例）
◎必須　　　・任意

具　体　的　事　例
大　　分　　類 小　　分　　類

8 写真・製図 1 写真・製図
写真撮影、航空写真撮影、
図面作成

2 マイクロ写真

3 写真アルバム制作

99 その他

9 運送・旅行
◎一般旅客自動車運送事業の許可(免許)【道路
運送法】

◎一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事
業、対外旅客定期航路事業、貨物定期航路事業
の許可(免許)【海上運送法】

◎航空運送事業の許可【航空法】

◎一般貨物自動車運送事業の許可証(免許)【貨
物自動車運送事業法】

◎貨物軽自動車運送事業の届出【貨物自動車運
送事業法】

◎内航海運業の許可証(免許)【内航海運業法】

◎航空運送事業の許可証【航空法】

3 旅行代理及び旅行業 旅行の企画・実施等
◎旅行業又は旅行業者代理業の登録証【旅行業
法】

4 特定信書便
◎特定信書便事業の許可証【民間事業者による
信書の送達に関する法律】

5 自動車レッカー作業

99 その他

10 整備(保守) 1 船舶 船舶検査等

2 機械・機器及び金属製品
産業工作機器・電気通信機
器・理化学機器・計測機
器・医療機器等の整備

3 設備（建物等以外）
トンネル電気設備・信号設
備・プール循環装置・音響
設備等の整備

4 楽器 ピアノ調律等

99 その他

99 その他 1 クリーニング

2 医事業務 医療事務等

◎医療機関としての登録証【医療法】

◎衛生検査所としての登録証【臨床検査技師等
に関する法律】

4 給食業務 学校給食、施設給食等

・網を使用する猟法又は第二条第六項の環境省
令で定める猟法　→　網猟免許【鳥獣の保護及
び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】

・わなを使用する猟法　→　わな猟免許【鳥獣
の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法
律】

・装薬銃を使用する猟法　→　第一種銃猟免許
【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関
する法律】

・空気銃を使用する猟法　→　第二種銃猟免許
【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関
する法律】

◎一般労働者派遣事業の許可証【労働者派遣事
業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等
に関する法律】

◎特定労働者派遣事業の届出【労働者派遣事業
の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に
関する法律】

6 人材派遣サービス

血液検査、尿検査、ギョウ
虫検査、保菌検査等

3 検体検査

2 貨物運送

鳥獣保護・有害鳥獣駆除5

タクシー・バス運行業務、
運転代行業務等

引越、展示品の搬送等

1 旅客運送
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Ⅱ　業務委託の業務種目分類表及び業務等に必要な許可・認可書等

番号 種　　目 番号 種　　　　　目

許認可等（【 】内は関係する法律・条例）
◎必須　　　・任意

具　体　的　事　例
大　　分　　類 小　　分　　類

99 その他 7 複写サービス

8 翻訳・通訳

9 会議録等の作成
会議録作成、議事録作成、
テープおこし等

10 保険 損害保険

11 監査・コンサルティング
セキュリティ監査、コンサ
ルティング業務等

12 研修業務
研修会、講習会等　※講
師、指導員等を含む。

13 健康診断 健康診断等

14 総務事務業務

15 ストレスチェック

16 除雪作業

17 運転免許講習等業務
高齢者講習・仮免許事務・
取得時講習・原付講習等

18 計画策定・計画策定支援

99 その他
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