
令和５・６年度浜名湖競艇企業団「工事・工事関連業務委託」業種分類表

＜工事＞
業種番号 業種名 主な工事例

1 土木一式
溝渠、造成、擁壁、下水道管渠、橋梁下部、PC・ｺﾝｸﾘｰﾄ
橋梁等

2 建築一式 SRC造、RC造、S造、木造、ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ等

3 とび・土工・コンクリート
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ、防風ﾈｯﾄ、法面処理、道路安全施設（標識・
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）等

4 屋根

5 電気
構内電気設備、照明設備、受変電設備、信号設備、蓄
電池等

6 管
給排水衛生設備、空気調和設備、冷暖房設備、屋内水
道配管、浄化槽設備、厨房設備、ｶﾞｽ配管、ﾀﾞｸﾄ工事等

7 鋼構造物
鉄骨工事、鋼橋上部、屋外広告塔、水門等門扉、貯蔵
用ﾀﾝｸ等

8 ほ装

9 しゅんせつ 水路しゅんせつ等

10 板金

11 ガラス 窓ｶﾞﾗｽ、網戸、飛散防止ﾌｨﾙﾑ等

12 塗装 建物、鋼構造物等

13 防水
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水、モルタル防水、ｼｰﾘﾝｸﾞ工事、ｼｰﾄ防水、
FRP防水、塗膜防水等

14 内装仕上 床仕上げ、間仕切り、ｸﾛｽ張り等

15 機械器具設置
運搬機器、集塵機器、給排気機器、舞台装置、防塵機、
ﾎﾞｲﾗｰ、ｴﾚﾍﾞｰﾀ、汚水処理設備等

16 熱絶縁

17 電気通信
電話設備、放送機器設備、ﾃﾞｰﾀ通信設備、情報制御設
備等

18 造園

19 建具 自動ドア取付、ｼｬｯﾀｰ取付、木製建具、金属製建具等

20 水道施設 上水道管敷設、貯水施設等

21 消防施設
屋内消火栓、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備、消火設備、火災報知設
備、避難器具、非常警報設備等

22 清掃施設 ゴミ処理施設、屎尿処理施設等

23 解体

24 その他 上記に分類できないもの

＜工事関連業務委託＞
業種番号 業種名 主な業務例

1 測量 測量一般

2 建築設計（建築関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄを含む） 建築一般、意匠、構造、冷暖房、衛生、電気等

3 土木設計（土木関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄを含む）
河川・海岸、道路、上下水道、造園、土質基礎、鋼構造
物、施行計画及び積算等

4 地質調査 地質調査一般

5 電気設備設計
構内電気設備、照明設備、受変電設備、信号設備、蓄
電池等



6 機械設備設計 給排水衛生、空気調和、冷暖房、ﾀﾞｸﾄ等

7 上下水道設計 上下水道配管等

8 建築物耐震補強計画・耐震診断 建築物耐震補強計画、耐力度調査等

9 建築物定期点検 特殊建物建築基準法点検、建築物外壁診断等

10 土木施設耐震補強計画・耐震診断 河川堤防、水門、橋梁、土工構造物等

11 土木施設定期点検等 河川堤防、水門、橋梁、土工構造物等の点検

12 その他 上記業務委託に分類できないもの



令和５・６年度浜名湖競艇企業団「物品」業種分類表

＜物品＞
業種番号 業種名 主な取り扱い品例

1 木工・家具類 机、椅子、ロッカー、書架、じゅうたん、カーテン等

2 事務用品 各種文房具、コピー用紙、ゴム印等

3 事務機器類
複写機、パソコン及び周辺機器類、トナーカートリッジ、イ
ンク等　　※事務機器は保守・修繕も含む

4 日用品雑貨
ビニール袋、トイレットペーパー、ペーパータオル、紙コッ
プ、紙おしぼり、各種洗剤、掃除用具、消臭・除菌剤

5 投票・入場関係消耗品
マークカード、プラスチック鉛筆、舟券袋、舟券・入場券
ロール紙、マークカード印字用インクリボン等

6 衣料・洋品雑貨・履物類
事務服、作業服、警備服、カッパ、長靴、安全靴、帽子、
タオル、軍手等

7 寝具類 布団、シーツ、毛布等

8 看板・幕・旗類 看板、懸垂幕、横断幕、のぼり、国旗・企業団旗等

9 表彰具・装飾類 表彰用盆、トロフィー等

10 印刷
各種印刷物　※編集、封入その他の作業が含まれるも
の等「業務委託」で発注するケースあり

11 図書・新聞類 図書、新聞、雑誌、各種法規・追録等

12 印紙・切手類 印紙、切手、商品券、各種プリペイドカード等

13 飲食料品 各種飲料、食品、弁当、菓子類等

14 自動販売機 飲料自動販売機等

15 車両・運搬機器類
各種車両類、自転車、台車等
※車検や車両整備も含む

16 競技用ボート・モーター等
競技用ボート、モーター、救助艇、各種部品、
ターンマーク等　　※整備・修繕も含む

17 競技関係衣料 競技用ユニフォーム、救命胴衣、重量ベスト等

18 厨房機器類
業務用冷蔵庫、給茶機、各種調理器具、コンロ、ガス器
具　　※保守・修繕を含む

19 機械器具類
各種工具、ポンプ等工業用機器、建設用機器、空調機器、給排
水衛生機器、両替機、清掃用掃除機等 ※保守・修繕を含む

20 警備・防犯用品 セーフティーコーン、プラスチックチェーン等

21 消防・防災機器類
消防ポンプ装置類、消化器具、防火布、ヘルメット、非常
食、備蓄用毛布等　　※機器類は保守・修繕を含む

22 電気・通信音響機器類
一般家電、発電機、配線器具、電話、乾電池、照明・音
響機器、放送設備、無線機等　　※保守・修繕を含む

23 写真・映像機器類
各種カメラ、プロジェクター、映写機等
※保守・修繕を含む

24 環境保全機器類
振動・騒音機器、大気汚染測定器、水質測定器等
※保守・修繕を含む

25 医療・保健衛生機器類
車椅子、AED、担架、体温計等
※機器類は保守・修繕を含む

26 医薬品 内服薬、外用薬、包帯、ガーゼ等

27 原材料・建築材料類
コンクリート類、道路等舗装材料、石・土・砂類、金属原
材料、木材、ガラス、塗料等



28 電気 電力供給

29 石油類 ガソリン、重油、灯油、軽油、混合油、各種オイル等

30 ガス類 都市ガス等

31 工業薬品・試薬 苛性ソーダ、ボイラー薬剤等

32 植栽関係 生花、培養土、除草剤、花苗等

33 旅行 切符の手配、視察研修の提案・添乗等

34 クリーニング

35 不用品回収 古紙、紙くず等

36 その他



令和５・６年度浜名湖競艇企業団「業務委託・賃貸借」業種分類表

＜業務委託＞
業種番号 業種名 主な業務例

1 広告・宣伝業務委託（紙媒体関係） 新聞広告掲載、パンフレット・ポスター等デザイン・制作

2
広告・宣伝業務委託（放送・映像・ネット関
係）

番組制作・放送、CM制作・放送、ホームページ・制作・管
理

3 実況放送業務委託 レース実況、解説

4 イベント・ファンサービス業務委託
イベント企画・運営、イベント会場設営・撤去、特別展企
画・運営、各種出店設営・撤去、場内装飾、オリジナル
グッズ企画・制作

5 案内・場内サービス業務委託
場内案内、インフォメーション運営、イベント・ファンサー
ビス補助等

6 有料席チケット販売業務 有料席チケット販売

7 湯茶接待業務委託
場内飲料サービス管理（一般席湯茶専用機管理、有料
席での飲料提供）

8 無料送迎バス運行業務委託 レース中止順延時の臨時バス配車

9 番組業務委託
前検資料等作成・配布・送信、前夜版印刷、レース結果
等資料作成・配布・送信、場外簡易出走表印刷等

10 出走表関係業務委託
浜名湖及び場外レース出走表の編集、印刷、各駅等へ
の配布・回収、コンビニエンスストアでの出力サービス

11 競技関係整備業務委託
ボート整備、モーター整備、掃海（水路）、競走水面の安
全維持、その他競技関係業務

12 一般廃棄物関係業務委託 普通ごみ収集運搬

13 産業廃棄物関係業務委託 産業廃棄物収集・運搬、資源物収集運搬等

14 警備業務委託（人的警備） 建物警備、交通整理、守衛業務等

15 警備業務委託（機械警備） 建物警備

16 建物清掃業務委託 建物清掃、建物外周清掃、窓ガラス清掃等

17 投票関係機器保守・管理業務委託 投票機器の管理、保守、機械トラブルへの対応



18 投票センター業務委託 投票センターにて集計業務、関連事務作業

19 場外発売場運営・管理業務委託 ボートレースチケットショップの運営・管理

20 電子スリット写真関係業務委託
スタート判定写真の撮影、場内等テレビモニターへの送
出

21 駅・鉄道関係業務委託 新居駅北口の運営・管理、鉄道保安業務

22 緑地・樹木・雑草等管理業務委託 道路除草、樹木管理、落葉清掃、緑地管理

23 道路維持管理業務委託
路面小破修繕、雪氷対策、林道修繕、ガードレール清掃
等

24 ビル（建物）管理業務委託
場内及び事務所環境衛生管理、建物総合管理、施設維
持管理、設備機器運転監視、遊具点検
※施設を動かすために常時運転操作員を配備する業務

25 消防用設備保守点検業務委託
消防設備保守点検、自家発電設備保守点検、消火器点
検、防排煙設備点検

26 電気設備保守点検業務委託
自家用電気工作物保守点検、夜間照明保守点検、照明
灯施設修繕、放送設備保守点検、情報通信設備保守点
検、大型映像機器保守点検等

27 昇降機等保守点検業務委託 エレベーター・エスカレーター等保守点検

28 空調設備保守点検業務委託 空調設備保守点検

29 その他機械設備保守点検業務委託
自動ドア保守点検、舞台設備保守点検、天井クレーン保
守点検、ボイラー保守点検

30 浄化槽保守清掃業務委託
浄化槽清掃、浄化槽保守点検、排水処理施設汚泥清
掃、し尿浄化槽保守点検、公園トイレし尿収集運搬

31 貯水槽（受水槽・高架水槽等）清掃業務委託 貯水槽清掃、飲料水タンク保守点検

32 害虫駆除等業務委託
殺鼠害虫駆除、施設くん蒸、白蟻駆除、松くい虫防除、
樹木殺虫、スズメバチ安全対策

33 検査・分析業務委託
ダイオキシン測定、水質検査、ばい煙測定、ごみ処理場
周辺環境調査、道路環境調査、一般廃棄物処理施設分
析調査、地下水分析

34 各種システム開発・保守等業務委託 システム構築、改修、運用支援、保守等

35 保健医療サービス業務委託 健康診断、予防接種



36 研修等業務委託 能力向上研修、人材育成講座等

37 保険等業務委託 各種保険

38 その他業務委託
上記業務委託に分類できないもの、代表電話案内業
務、会議録作成、場内BGM放送、労働者派遣業務、各
種事務作業等

＜賃貸借＞

1 事務機器類賃貸借
電話機、複写機、印刷機、ファックス、電子レジスター、プ
リンター等の賃貸借

2 電子計算機類関連賃貸借 パソコン、サーバー一式、各システム機器の賃貸借

3 車両等賃貸借 公用車として使用する車両賃貸借、フォークリフト賃貸借

4 その他賃貸借
上記賃貸借に分類できないもの、仮設トイレ、寝具、電
化製品、ＡＥＤ、玄関マット・モップ、観葉植物の賃貸借な
ど


