
　　委託にかかる許可等の一覧
営業種目 細目 営業種目名／細目名 許可等名称 資格要件

400
庁舎等建物又はその敷地の維
持管理に必要な清掃の請負

01 床・ガラス 建築物清掃業登録証明書 任意
01 建築物環境衛生総合管理業登録証明書 任意
02 便所 建築物清掃業登録証明書 任意
02 建築物環境衛生総合管理業登録証明書 任意
03 オイルタンク 建築物清掃業登録証明書 任意
03 建築物環境衛生総合管理業登録証明書 任意
04 建築物内空気環境測定 建築物空気環境測定業登録証明書 任意
05 管・煙突 建築物空気調和用ダクト清掃業登録証明書 任意
05 建築物排水管清掃業登録証明書 任意
06 貯水槽 建築物飲料水水質検査業登録証明書 任意
06 建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書 任意
07 外壁 建築物清掃業登録証明書 任意
07 建築物環境衛生総合管理業登録証明書 任意
08 病院清掃 建築物清掃業登録証明書 任意
08 建築物ねずみ昆虫等防除業登録証明書 任意
08 建築物環境衛生総合管理業登録証明書 任意
09 博物館・美術館・ホール等 建築物清掃業登録証明書 任意
09 建築物ねずみ昆虫等防除業登録証明書 任意
09 建築物環境衛生総合管理業登録証明書 任意

405 清掃請負（庁舎外）
01 路面清掃 産業廃棄物収集・運搬業許可証 任意
02 側溝清掃 産業廃棄物収集・運搬業許可証 任意
03 下水道清掃 産業廃棄物収集・運搬業許可証 任意

410 廃棄物処理の請負
01 一般廃棄物収集・運搬 一般廃棄物収集・運搬業許可証 準必須
02 産業廃棄物収集・運搬 産業廃棄物収集・運搬業許可証 準必須
03 医療廃棄物収集・運搬 特別管理廃棄物収集・運搬業許可証 準必須
04 産業廃棄物処分 産業廃棄物処分業許可証 準必須
05 産あい物処理 産あい物処理業許可証 準必須

415 クリーニングの請負
01 寝具（殺菌乾燥を含む） クリーニング所検査確認済証 準必須
01 クリーニング師免許証 必須
02 一般被服 クリーニング所検査確認済証 準必須
02 クリーニング師免許証 必須
03 医療用被服 クリーニング所検査確認済証 準必須
03 クリーニング師免許証 必須
04 オムツ クリーニング所検査確認済証 準必須
04 クリーニング師免許証 必須
05 椅子カバー クリーニング所検査確認済証 準必須
05 クリーニング師免許証 必須
06 カーテン クリーニング所検査確認済証 準必須
06 クリーニング師免許証 必須
07 防炎加工 防炎表示者登録通知書 必須

420 運搬・保管の請負
01 事務室移転 一般貨物自動車運送事業の経営の免許状 ｏｒ必須

貨物軽自動車運送事業経営届出書 ｏｒ必須
02 美術品輸送 一般貨物自動車運送事業の経営の免許状 ｏｒ必須

貨物軽自動車運送事業経営届出書 ｏｒ必須
03 物品等輸送 一般貨物自動車運送事業の経営の免許状 ｏｒ必須

貨物軽自動車運送事業経営届出書 ｏｒ必須
04 スクールバス等運行 特定乗用旅客自動車運送事業の経営の免許状 ｏｒ必須

一般貸切旅客自動車運送事業の経営の免許状 ｏｒ必須
05 自動車運転代行 自動車運転代行業の認定書 必須
06 送迎サービス 一般乗用旅客自動車運送事業の経営の免許状 ｏｒ必須

一般貸切旅客自動車運送事業の経営の免許状 ｏｒ必須
07 土砂・海上運搬 一般貨物自動車運送事業の経営の免許状 ｏｒ必須

貨物軽自動車運送事業経営届出書 ｏｒ必須
08 保管 倉庫業許可書又は登録通知書 必須

425 総合建物管理の委託
01 一般庁舎 警備業認定証 必須
02 病院等医療機関 警備業認定証 必須
03 博物館・美術館・ホール 警備業認定証 必須
04 教育施設 警備業認定証 必須
05 ごみ処理施設 警備業認定証 必須

430 建物設備保守管理委託
02 ボイラー保守・運転 ボイラー技士免許証 必須

06
建物に関する日常的な電気設備
保守・運転

電気主任技術者免状 任意



　　委託にかかる許可等の一覧
営業種目 細目 営業種目名／細目名 許可等名称 資格要件
435 汚水処理施設等保守管理の委託

03 浄化槽 浄化槽保守点検業登録通知書 必須
440 警備・受付の委託

01 人的整備 警備業認定証 必須
02 機械警備 機械警備業開始届出書 必須
02 警備業認定証 必須

445 消防施設保守管理委託
01 消防設備点検 消防設備士免状 ｏｒ必須
01 消防設備点検資格者免状 ｏｒ必須

450 電気通信設備保守管理委託
01 電気設備保守点検 電気主任技術者免状 任意
02 通信設備保守点検 電気通信主任技術者資格証 任意
03 信号機保守点検 電気主任技術者免状 任意

455 エレベーター保守管理委託
04 昇降機法定検査 昇降機検査資格者名簿登載証 必須

460 害虫駆除委託
01 鼠・昆虫駆除 建築物ねずみ昆虫等防除業登録証明書 任意

495 環境影響調査
01 大気汚染 計量証明事業者登録証（濃度） 必須
02 水質汚染 計量証明事業者登録証（濃度） 必須
03 土壌汚染 計量証明事業者登録証（濃度） 必須
04 悪臭 計量証明事業者登録証（濃度） 必須
05 廃棄物 計量証明事業者登録証（濃度） 必須
06 音圧 計量証明事業者登録証（音圧） 必須
07 振動加速度 計量証明事業者登録証（振動加速度レベル） 必須

500 検査業務委託
02 臨床検査 衛生検査所登録証明書 準必須
04 血液検査 衛生検査所登録証明書 準必須

505 損失補償調査
01 土地調査 国土交通省の補償コンサルタント登録 任意
02 土地評価 国土交通省の補償コンサルタント登録 任意
03 物件建築 国土交通省の補償コンサルタント登録 任意
04 物件庭園 国土交通省の補償コンサルタント登録 任意
05 機械工作 国土交通省の補償コンサルタント登録 任意
06 営業補償 国土交通省の補償コンサルタント登録 任意
07 事業損失 国土交通省の補償コンサルタント登録 任意
08 補償関連 国土交通省の補償コンサルタント登録 任意

513 土地家屋調査士業務の委託
01 土地家屋調査士業務 土地家屋調査士登録証 必須

515 不動産鑑定の委託

01 不動産鑑定
不動産の鑑定評価に関する法律に基づく登録
通知書

必須

520 給食業務委託
01 調理員派遣方式 調理師免許証 ｏｒ必須
01 栄養士免許証 ｏｒ必須
02 調理済給食配達方式 飲食店営業許可証 必須

530 催事関係業務委託
04 旅行（国外） 旅行業許可証 ｏｒ必須
05 旅行（国内） 旅行業許可証 ｏｒ必須

560 労働者派遣業務 労働者派遣事業許可証 必須

資格要件
必須：

準必須：
ｏｒ必須：
任意：

当該許可等が認定にあたって必要となるもの。
許可等の発行者が複数あるとき、うち最低ひとつは必要となるもの。
同一細目内に複数の許可等があるとき、うち最低ひとつは必要となるもの。
認定にあたって必要とまでいえないもの。



　　物品にかかる許可等の一覧

営業種目 細目 営業種目名／細目名 許可等名称 資格要件
705 医療機器

01 生体検査機器（心電計等） 高度管理医療機器等販売業許可証 任意
01 管理医療機器販売業届書 任意
01 医療機器製造業許可証 任意
01 医療機器製造販売業許可証 任意
02 検体検査機器（遠心分離器等） 高度管理医療機器等販売業許可証 任意
02 管理医療機器販売業届書 任意
02 医療機器製造業許可証 任意
02 医療機器製造販売業許可証 任意
03 高度管理医療機器等販売業許可証 任意
03 管理医療機器販売業届書 任意
03 医療機器製造業許可証 任意
03 医療機器製造販売業許可証 任意
04 高度管理医療機器等販売業許可証 任意
04 管理医療機器販売業届書 任意
04 医療機器製造業許可証 任意
04 医療機器製造販売業許可証 任意
05 手術関連機器 高度管理医療機器等販売業許可証 任意
05 管理医療機器販売業届書 任意
05 医療機器製造業許可証 任意
05 医療機器製造販売業許可証 任意
06 看護器具 高度管理医療機器等販売業許可証 任意
06 管理医療機器販売業届書 任意
06 医療機器製造業許可証 任意
06 医療機器製造販売業許可証 任意
07 歯科用機器 高度管理医療機器等販売業許可証 任意
07 管理医療機器販売業届書 任意
07 医療機器製造業許可証 任意
07 医療機器製造販売業許可証 任意
08 眼科用機器 高度管理医療機器等販売業許可証 任意
08 管理医療機器販売業届書 任意
08 医療機器製造業許可証 任意
08 医療機器製造販売業許可証 任意

710 計測機器類（医療用を除く）
01 測量用機器 特定計量器販売事業届出書 任意
01 特定計量器製造事業届出書 任意
02 環境測定機器 特定計量器販売事業届出書 任意
02 特定計量器製造事業届出書 任意
03 放射線測定機器 特定計量器販売事業届出書 任意
03 特定計量器製造事業届出書 任意
04 実験用測定機器 特定計量器販売事業届出書 任意
04 特定計量器製造事業届出書 任意

760 運動用品
09 競技用紙雷管 火薬類販売許可証 必須

800 種苗飼肥料
02 肥料 肥料販売業務開始届出書 必須
03 飼料 飼料販売業者届出書 必須

810 石油類（ローリー納め）
01 ガソリン 石油製品販売業開始届出書 必須
02 軽油 石油製品販売業開始届出書 必須
03 重油 石油製品販売業開始届出書 必須
04 ジェット燃料 石油製品販売業開始届出書 必須
05 灯油 石油製品販売業開始届出書 必須

815 石油類（店頭販売）
01 ガソリン 石油製品販売業開始届出書 ｏｒ必須
01 揮発油販売業者登録通知書 ｏｒ必須
01 危険物取扱所設置許可書 任意
02 軽油 石油製品販売業開始届出書 必須
02 危険物取扱所設置許可書 任意
04 灯油 石油製品販売業開始届出書 任意
04 危険物取扱所設置許可書 任意

820 その他の燃料
01 ＬＰガス 液化石油ガス販売業登録済証 必須
01 液化石油ガス設備士免状 任意
03 天然ガス 高圧ガス販売事業届出書 必須
03 高圧ガス製造許可証 任意

治療用機器（ﾚｰｻﾞｰ・赤外線治療
機器等）

放射線関連機器（Ｘ線撮影機、磁
気共鳴診断装置）



　　物品にかかる許可等の一覧

営業種目 細目 営業種目名／細目名 許可等名称 資格要件
830 医療用薬品・衛生材料

01 医療品（家庭用を除く） 医薬品販売業許可証 任意
01 医薬品製造業許可証 任意
01 医薬部外品製造業許可証 任意
01 医薬品製造販売業許可証 任意
01 毒物劇物販売業登録票 任意
01 毒物劇物輸入業登録票 任意
01 毒物劇物製造業登録票 任意
01 麻薬卸売業者免許証 任意
01 麻薬小売業者免許証 任意
01 麻薬大麻取扱者免許証 任意
01 放射線同位元素販売業許可証 任意
01 薬局開設許可証 任意
02 医療用ガス 高圧ガス販売事業届出書 任意
02 高圧ガス製造許可証 任意
05 家庭用医薬品 医薬品販売業許可証 任意
05 薬局開設許可証 任意

835 産業用薬品
01 農薬 農薬販売届 必須
01 毒物劇物販売業（農業用品目）登録票 任意
02 動物薬 動物用医薬品販売業許可証 ｏｒ必須
02 動物用医薬品製造業許可証 ｏｒ必須
02 動物用医薬部外品製造業許可証 ｏｒ必須
02 動物用医薬品製造販売業許可証 ｏｒ必須
03 工業用薬品 医薬品販売業許可証 任意
03 医薬品製造業許可証 任意
03 医薬部外品製造業許可証 任意
03 医薬品製造販売業許可証 任意
03 毒物劇物販売業登録票 任意
03 毒物劇物輸入業登録票 任意
03 毒物劇物製造業登録票 任意
04 工業用ガス 高圧ガス販売事業届出書 任意
04 高圧ガス製造許可証 任意
05 水道用薬品 医薬品販売業許可証 任意
05 医薬品製造業許可証 任意
05 医薬部外品製造業許可証 任意
05 医薬品製造販売業許可証 任意

841 船舶製造等の請負
01 船舶製造（総トン数20トン以上） 造船施設又は設備の許可証又は登録証 任意
01 造船業開始届出書 任意
01 小型船造船業登録済証 任意
02 船舶修理 造船施設又は設備の許可証又は登録証 任意
02 造船業開始届出書 任意
02 小型船造船業登録済証 任意

船舶用内燃機関の製造又は修理
03 船舶用推進機関の製造業の開始届 任意
03 船舶用ボイラーの製造業の開始届 任意

900 物件の借入れ
02 医療機器 高度管理医療機器等賃貸業許可証 任意
02 管理医療機器賃貸業届書 任意
09 建物・仮設建物 建設業許可証 任意

910 不用物品の買受け
01 自動車 古物商許可証 必須

資格要件
必須：

準必須：
ｏｒ必須：
任意：

当該許可等が認定にあたって必要となるもの。
許可等の発行者が複数あるとき、うち最低ひとつは必要となるもの。
同一細目内に複数の許可等があるとき、うち最低ひとつは必要となるもの。
認定にあたって必要とまでいえないもの。


