
コード コード

３１００１

３１００２ 印章・ゴム印は35001にまとめました。

３５００２ 事務用機器 （通信機器は除く、複写機・印刷機） ３１００３ 事務用機器 （通信機器は除く、複写機・印刷機）

３５００３ ３１００４ コンピュータ機器 （パソコン、プリンタ、パソコンソフト）

３５００４ コンピュータ用品 （消耗品、ＯＡサプライ商品） ３１００５ コンピュータ用品 （消耗品、ＯＡサプライ商品、住基カード）

３１００６ 事務用家具 （児童用机等含む）

３１３０６ 日用家具 （応接セット・ベッド） ベッドは別扱いとし、35501とします。

３５００９ 事務用品のその他 ３１００９ 事務用品のその他

３５１０１ ３１１０１

３５１０２ フォーム印刷 （ＯＣＲ用紙） ３１１０２ フォーム印刷 （ＯＣＲ用紙）

３５１０３ 学術図書印刷 ３１１０３ 学術図書印刷

３５１０４ ３１１０８ 特殊印刷 （ラベル・カード・シール・ステッカー含む）

３１１０４ 地図調整・航空写真
地図調整・航空写真は35109にまとめ
ました。

３１１０７ 製本・青焼 （製本・表装、コピー） 製本・青焼は35109にまとめました。

３１１０９ 印刷・図書のその他 （封入封かん）

３５２０１ 学校教材・幼保教材 ３１２０１ 学校教材・教材ビデオ （映画フィルム）
教材ビデオは別扱いとし、35207としま
す。

３５２０２ 玩具 ３１２０２ 遊具・玩具 （設置工事を伴わないもの） 遊具は35203にまとめました。

３１２０２ 遊具・玩具 （設置工事を伴わないもの）

３１２０３ 遊具・運動機器 （設置工事を伴うもの）

３１２０４ 運動用品 （スポーツ用品・サッカーゴール）

３１５０４ テント・シート
防災用のテント等は別扱いとし、36509
とします。

３５２０５ 楽器・レコード・ＣＤ （音楽ＤＶＤ、楽譜） ３１２０５ 楽器・レコード・ＣＤ （ＣＤ・ＤＶＤ、楽譜）

３５２０６ 書籍 （教科書、図書カード含む） ３１１０６ 書籍 （教科書含む） 図書カードは35206に含まれます。

３５２０７ ３１２０１ 学校教材・教材ビデオ （映画フィルム）

３５２０９ 学級用品・幼保用品のその他 ３１２０９ 学級用品のその他

３１３０１ 金物・荒物・雑貨・食器 （土のう袋・石けん・漂白剤）

３１３０２ 陶磁器・漆器・硝子製品
陶磁器・漆器・硝子製品は35301にまと
めました。

３５３０２ ギフト用品・記念品 ３１３０３ ギフト用品・記念品 （ティッシュ） ティッシュは35301に含まれます。

３５３０３ 清掃用品 （ごみ袋・分別用コンテナ） ３１３０４ 清掃用品 （ごみ袋・分別用コンテナ）

３１３０５ 塗料 塗料は35309にまとめました。

３１３０９ 日用品のその他

新種目コード 旧種目コード
見直し内容

種目名 種目名

事
　
　
務
　
　
用
　
　
品

３５００１ 文房具・用紙 （印章・ゴム印含む）

文房具・用紙

印章・ゴム印

３５００５

コンピュータ機器
　　　（パソコン、プリンタ、パソコンソフト）

事務用家具・日用家具
　　　　　　　　（児童用机等、応接セット）

印
　
　
刷

活版印刷・平版印刷
　　　（組版・一般印刷・軽印刷・封筒・年賀状）

活版印刷・平版印刷
　　　（組版・一般印刷・軽印刷・封筒・年賀状）

３５１０９ 印刷その他 （封入封かん含む）

特殊印刷
（ラベル・カード・シール・ステッカー含む）

学
校
・
幼
保
・
研
修
用
品

３５２０３ 遊具・運動機器

３５２０４
運動用品
（スポーツ用品、サッカーゴール、ユニフォーム、防災用以外
のテント・　シート）

研修ビデオ・教育ビデオ
　　　　　（映画フィルム・研修用ＤＶＤ）

日
　
　
　
用
　
　
　
品

３５３０１

３５３０９ 日用品のその他 （塗料含む）

金物・荒物・雑貨・食器
（土のう袋・石けん・漂白剤、ティッシュ含む）

物品供給等種目コード　新旧対照表
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コード コード

新種目コード 旧種目コード
見直し内容

種目名 種目名

物品供給等種目コード　新旧対照表

３５４０１ はきもの・くつ （消防専用は除く、長靴） ３１４０１ はきもの・くつ （消防専用は除く、長靴）

３１４０２ 防寒着・作業着 （スポーツ・消防専用は除く）

３１４０３ 雨合羽・かさ （消防専用は除く） 雨合羽・かさは35402にまとめました。

３１４０４ かばん・帽子 （消防専用は除く、手袋） かばん・帽子は35402にまとめました。

３５４０９ 衣料のその他 （かさ・かばん・はっぴ・和服） ３１４０９ 衣料のその他 （はっぴ・和服）
ユニフォームは別扱いとし、35204とし
ます。

３１５０１ 寝具 （布団・シーツ・座布団）

３１３０６ 日用家具 （応接セット・ベッド） ベッド以外は全て35005です。

３５５０２ ３１５０３ 室内装飾品・暗幕・カーテン       （ブラインド・カーペット）

３１５０２ 縫製材料・手芸用品
縫製材料・手芸用品は35509にまとめ
ました。

３１５０９ 繊維のその他

３５６０１ 家庭薬品 （学校・給食用含む） ３１６０１ 家庭薬品 （学校・給食用含む）

３５６０２ 医療薬品 （病院用） ３１６０２ 医療薬品 （病院用）

３５６０３ 工業薬品 （酸素・窒素） ３１６０３ 工業薬品 （酸素・窒素）

３５６０４ 試薬品 ３１６０５ 試薬品

３１６０６ 防疫剤 防疫剤は35609にまとめました。

３１６０９ 薬品のその他

３５７０１ 医療機器 （大型または精密なもの・ＡＥＤ） ３１７０１ 医療機器 （大型または精密なもの・ＡＥＤ）

３５７０２ 医療材料 （手術材料および消耗品的なもの） ３１７０２ 医療材料 （手術材料および消耗品的なもの）

３１７０３
医療用具・介護機器

（鉗子・血圧計・体重計・体温計・車椅子・担架）

３１７０４ 衛生機器 （滅菌装置） 衛生機器は35703にまとめました。

３５７０４ 衛生材料 （ガーゼ・ディスポ製品・消毒液） ３１７０５ 衛生材料 （ガーゼ・ディスポ製品・消毒液）

３５７０５ 介護用品 （紙おむつ） ３１７０６ 介護用品 （紙おむつ）

３５７０９ 医療・介護のその他 （階段昇降機） ３１７０９ 医療・介護のその他 （階段昇降機）

３５８０１ 看板 （立看板・懸垂幕・横断幕） ３１８０１ 看板 （立看板・懸垂幕・横断幕）

３５８０２ 標識・プレート （マグネットシート） ３１８０２ 標識・プレート （マグネットシート）

３５８０３ 記章・トロフィー・旗 ３１８０３ 記章・トロフィー・旗

３５８０９ 看板・標識のその他 (道路標識・バリケード） ３１８０９ 看板・標識のその他 (道路標識・バリケード）

衣
　
　
　
料

３５４０２ 作業着 （防寒着・雨合羽・帽子含む）

繊
　
　
　
維

３５５０１ 寝具 （ベッド・布団・シーツ・座布団）

３５５０９ 繊維のその他 （縫製材料・手芸用品）

室内装飾品・暗幕・カーテン
        （ブラインド・カーペット）

薬
　
　
　
　
品

３５６０９ 薬品のその他

医
　
療
　
・
　
介
　
護

３５７０３
医療用具・介護機器・衛生機器
　（鉗子・血圧計・体重計・体温計・車椅子・担架・滅菌装
置）

看
板
・
標
識
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コード コード

新種目コード 旧種目コード
見直し内容

種目名 種目名

物品供給等種目コード　新旧対照表

３５９０１ 家電 A  （テレビ、ＤＶＤプレーヤー） ３１９０１ 家電 A  （テレビ、ＤＶＤプレーヤー）

３５９０２ 家電 B  （冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・蛍光灯） ３１９０２ 家電 B  （冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・蛍光灯）

３１９０３ 通信関係機器 （電話・ファクシミリ・無線機）

３２００９ 精密機器のその他 (ＧＰＳ） ＧＰＳ以外は全て36009です。

３５９０４ 視聴覚機器 （液晶プロジェクター・音響設備） ３１９０５ 視聴覚機器 （液晶プロジェクター・音響設備）

３１９０４ 蓄電池・重電機器 (変圧器）
蓄電池・重電機器は35909にまとめまし
た。

３１９０９ 電気機械器具のその他 (電動工具）

３２００１ 理化学機器

３２００２ 計測機器 (照度計・線量計） 計測機器は36001にまとめました。

３２００３ 光学機器 （望遠鏡・顕微鏡）

３２００４ カメラ・写真材料 （カメラ・フィルム・現像・焼付）
カメラ・写真材料は36002にまとめまし
た。

３２００５ デジタルカメラ デジタルカメラは36002にまとめました。

３１１０５ マイクロフィルム （マイクロ写真）
マイクロフィルムは36002にまとめまし
た。

３６００３ ミシン・編機 ３２００７ ミシン・編機

３２００６ 時計・貴金属 時計・貴金属は36009にまとめました。

３２００９ 精密機器のその他 (ＧＰＳ） ＧＰＳは別扱いとし、35903とします。

３６１０１ 空調機器 （家電製品は除く） ３２１０１ 空調機器 （家電製品は除く）

３６１０２ 厨房機器 ３２１０２ 厨房機器

３６１０３ ガス・石油機器 （ボイラー・FF暖房機） ３２１０５ ガス・石油機器 （ボイラー・FF暖房機）

３６１０４ 建設機械（車両型以外） ３２１０６ 建設機械（車両型以外）

３６１０５ 運搬機械（車両型以外） （ボート） ３２１０７ 運搬機械（車両型以外） （ボート）

３６１０６ ポンプ （消防用は除く） ３２１０８ ポンプ （消防用は除く）

３２１０３ 生ごみ処理機 生ごみ処理機は36109にまとめました。

３２１０４ 焼却炉 焼却炉は36109にまとめました。

３２１０９ 一般機械器具のその他 （発電機・草刈機・農機具・工具）

３６２０１ 自動車 （部品・バッテリー･タイヤ） ３２２０１ 自動車 （部品・バッテリー･タイヤ）

３６２０２ オートバイ・自転車  ３２２０２ オートバイ・自転車  

３６２０３ 架装自動車 ３２２０３ 架装自動車

３６２０４ 消防車・救急車 ３２２０４ 消防車・救急車

３６２０５ 建設機械（車両型） ３２２０５ 建設機械（車両型）

３６２０６ 運搬機械（車両型） ３２２０６ 運搬機械（車両型）

電
気
機
械
器
具

３５９０３

通信関係機器

（電話・ファクシミリ・ＧＰＳ・無線機）

３５９０９ 電気機械器具のその他 (蓄電池・重電機器・電動工具・変圧器）

精
　
 
密
　
 
機
　
 
器

３６００１ 理化学機器・計測機器 (照度計・線量計含む）

３６００２ 光学機器（望遠鏡・顕微鏡・カメラ・写真材料フィルム・現像・焼付）

３６００９ 精密機器のその他 (時計含む）

一
 
般
 
機
 
械
 
器
 
具

３６１０９
一般機械器具のその他
　　（発電機・草刈機・農機具・工具・生ごみ処理機・焼却
炉）

車
　
　
　
　
　
　
両
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コード コード

新種目コード 旧種目コード
見直し内容

種目名 種目名

物品供給等種目コード　新旧対照表

３６３０１ 石油類 ３２３０１ 石油類

３６３０２ ＬＰガス ３２３０３ ＬＰガス

３２３０２ 石炭・薪炭 石炭・薪炭は36309にまとめました。

３２３０９ 燃料類のその他

３２４０１ 飼料・肥料 飼料は別扱いとし、36403とします。

３２４０２ 種子・苗木 種子・苗木は36401にまとめました。

３２４０３ 園芸用品 園芸用品は36401にまとめました。

３２４０４ 生花 生花は36401にまとめました。

３１６０４ 農業薬品 農業薬品は36401にまとめました。

３６４０２ 食料品 （飲料水） ３２４０５ 食料品 （飲料水）

３２４０１ 飼料・肥料
肥料は別扱いとし、36401とします。

３２４０６ 各種動物 飼育用品もここに含みます。

３６４０９ 農林水産物のその他 ３２４０９ 農林水産物のその他

３６５０１ 消火器 ３２５０１ 消火器

３６５０２ 消防用機器 （消防艇・ボート・携帯警報器・ホース・ポンプ） ３２５０２ 消防用機器 （消防艇・ボート・携帯警報器・ホース・ポンプ）

３６５０３ 消防装備品(消防用[制服・ヘルメット・雨衣・長靴]防毒マスク) ３２５０３ 消防装備品(消防用[制服・ヘルメット・雨衣・長靴]防毒マスク)

３６５０４ 防災用非常食 ３２５０４ 防災用非常食

３１５０４ テント・シート
防災用のみ36509とし、それ以外のテン
ト・シートは35204になります。

３２５０９ 消防用品のその他 （防災用品・簡易トイレ）

３２６０１ セメント・同製品

３２６０２ アスファルト・同製品
アスファルト・同製品は36601にまとめ
ました。

３２６０３ 土・砂利・砕石 土・砂利・砕石は36601にまとめました。

３６６０２ 建材・木材・石材・鋼材 ３２６０４ 建材・木材・石材・鋼材

３２６０５ 建具・ガラス・表具一式

３２６０６ たたみ （競技用は除く） たたみは36603にまとめました。

３６６０４ 電設資材 ３２６０７ 電設資材

３６６０５ 上下水道用資材 （量水器・マンホール蓋･弁類・ろ過砂） ３２６０８ 上下水道用資材 （量水器・マンホール蓋･弁類・ろ過砂）

３６６０６ 組立ハウス・組立物置 ３２６０９ 組立ハウス・組立物置

３６６０９ 資材のその他 （獣防止柵用資材） ３２６１０ 資材のその他 （獣防止柵用資材）

３６７０１ 陳列棚・展示板 ３２７０１ 陳列棚・展示板

３６７０２ 絵画・美術品・模型 ３２７０２ 絵画・美術品・模型

３６７０３ 選挙機器・器具 ３２７０９ その他のその他 （他の区分に該当しないもの） 選挙機器・器具を新たに設けました。

３６７０９ その他のその他 （他の区分に該当しないもの） ３２７０９ その他のその他 （他の区分に該当しないもの）

各種動物・飼料・飼育用品

燃
　
料
　
類

３６３０９ 燃料類のその他 （石炭・薪炭含む）

そ
の
他

消
防
用
品

３６５０９ 消防用品のその他
（避難所用テント・防災用品・

簡易トイレ）

資
　
　
　
　
　
材

３６６０１ セメント・アスファルト・土・砂利・砕石

３６６０３ 建具・ガラス・たたみ・表具一式

農
 
林
 
水
 
産
 
物

３６４０１ 園芸用品 （種子・苗木・生花・農業薬品含む）

３６４０３
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