
鹿沼市が発注する測量・建設コンサルタント等委託業務の種類と内容
業種
区分

委託業務の種類 コード 委託業務の内容 許可・登録・資格等（提出書類）の例示

測量一般 3001
地図の調整（印刷を除く） 3002
航空測量 3003
建築一般 3101
専門(意匠） 3102
専門(構造） 3103
専門(暖冷房） 3104
専門(衛生) 3105
専門(電気) 3106
専門(建築積算) 3107
専門(機械設備積算） 3108
専門(電気設備積算） 3109
専門(調査） 3110
建築士事務所（１級） 3111
建築士事務所（２級） 3112
河川、砂防及び海岸・海洋部門 3201
港湾及び空港部門 3202
電力土木部門 3203
道路部門 3204
鉄道部門 3205
上水道及び工業用水道部門 3206
下水道部門 3207
農業土木部門 3208
森林土木部門 3209
水産土木部門 3210
廃棄物部門 3211
造園部門 3212
都市計画及び地方計画部門 3213
地質部門 3214
土質及び基礎部門 3215
鋼構造及びコンクリート部門 3216
トンネル部門 3217
施工計画、施工設備及び積算部門 3218
建設環境部門 3219
機械部門 3220
電気電子部門 3221

3300
地質又は土質について調査、
計測及び解析等の請負又は
委託を行う業務

地質調査業者登録規程に基づく登録証写し
現況報告書写し等

土地調査 3401
土地評価 3402
物件 3403
機械工作物 3404
営業補償・特殊補償 3405
事業損失 3406
補償関連 3407
総合補償 3408

土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

土木に関する工事の設計若し
くは工事監理又は土木に関す
る工事に関する調査、企画、
立案若しくは助言をすることの
請負又は委託を行う業務

建設コンサルタント各登録部門登録証写し
現況報告書写し等

地質調査

補
償
関
係
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

公共工事に必要な土地等の
取得、使用若しくはこれに伴う
損失の補償又はこれらに関連
する業務の受託又は請負を
行う業務

補償コンサルタント登録規程に基づく登録証
写し
現況報告書写し等

測
量

土地に関する測量及び地図
の調整並びに測量写真の請
負又は委託を行う業務

測量業者登録証写し
国交省の情報提供システム要覧写し等

建
築
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

建築に関する工事の設計若し
くは工事監理又は建築に関す
る工事に関する調査、企画、
立案若しくは助言をすることの
請負又は委託を行う業務

建築士事務所登録証写し
建築コンサルタント部門登録証写し等



業種
区分

委託業務の種類 コード 委託業務の内容 許可・登録・資格等（提出書類）の例示

3500 不動産鑑定士が行う業務 不動産鑑定業者登録証明書写し
3600 土地家屋調査士が行う業務 土地家屋調査士登録証明書写し
3700 司法書士が行う業務 司法書士登録証明書写し

3800
長さ・質量・面積・体積等の計
量証明事業

計量証明事業者登録証明書写し、指定調査
機関の認定書写し

3900
道路・公園等の維持管理、草
刈り、害虫防除

（害虫防除も取り扱う場合）農薬管理指導士
認定証、造園建設業の許可証、防除業者届
出受理証等

4000
路面清掃車、散水車等を用い
た舗装道路面の清掃業務

4100
ジェット式配水管清掃車等を
用いた側溝・管渠の清掃業務

消防用設備等保守点検 4201
消防設備士等の資格者証写し、消防設備業
届出証明書写し

危険物取扱所保守点検 4202
危険物取扱者又は危険物施設保安員資格
者証写し

ボイラー･圧力容器保守点検 4203 ボイラー整備士資格者証写し
エレベーター保守点検 4204 昇降機検査資格者証写し

汚水処理施設（浄化槽）保守点検 4205
浄化槽清掃業許可証、浄化槽保守点検業
登録証写し、浄化槽管理士・浄化槽設備士
資格者証写し

冷暖房関連機器保守点検 4206 ボイラー整備士資格者証写し

特定建築物保守点検 4207
建築物環境衛生管理技術者免状写し、講習
修了証書写し

特殊建築物保守点検 4208
１級建築士若しくは２級建築士又は建築設
備検査資格者資格者証写し

給排水衛生機器保守点検 4209 都道府県健康福祉センター登録済み証写し

冷凍機保守点検 4210
１～３種冷凍保安責任者又は冷凍空調技士
第１種製造者の冷凍機保守点検は高圧ガス
保安協会が行う。

簡易専用水道保守点検 4211
国又は厚生大臣から指定を受けた者である
ことを証する書類、水道技術管理者・水道施
設管理技士資格者証写し

自家用電気工作物保安 4212
電気主任技術者（第１種～第３種のいずれ
か）又は第１種電気工事士資格者証写し

井戸保守点検 4213
衛生検査技師又は臨床検査技師資格者証
写し

電気設備保守点検 4214
電気主任技術者（第１種～第３種のいずれ
か）、又は第１種電気工事士資格者証写し

重油タンク保守点検 4215 危険物取扱者資格者証写し
地下タンク保守点検 4216 （財）全国危険物安全協会認定証写し
自動ドア保守点検 4217 自動ドア施工技能士資格者証写し
ごみ処理施設保守点検 4218 電気主任技術者証等の写し

電気設備運転・監視 4301
電気主任技術者
第１種電気工事士等の資格者証写し

機械設備運転・監視 4302

電気主任技術者
第１種電気工事士
危険物取扱者
クレーン運転士
酸欠講習修了者等の資格者証写し

その他運転・監視 4303
管工事施工管理技士
給水工事技能者
冷凍機械保安責任者等の資格者証写し

側溝・管渠清掃事業

建
築
物
の
点
検
及
び
保
守
業
務

建築物、電気設備、機械設
備、冷熱源機器、冷暖房関連
機器、給排水衛生機器、ダク
ト及び配管､水質､昇降機、し
尿浄化槽並びに井戸の点検
及び保守業務

建
築
物
の
運
転
及
び
監
視
業
務

電気設備､機械設備､監視制
御設備の運転及び監視業務

不動産鑑定士
土地家屋調査士
司法書士

計量証明事業

草木管理事業

舗装道清掃事業



業種
区分

委託業務の種類 コード 委託業務の内容 許可・登録・資格等（提出書類）の例示

一般建築物定期清掃 4401
ビルクリーニング技能審査又は検定合格証
書の写し及び指定講習修了証書の写し

特定建築物定期清掃 4402 都道府県健康福祉センター登録済み証写し
特定建築物排水設備清掃 4403 都道府県健康福祉センター登録済み証写し
特定建築物貯水槽清掃 4404 都道府県健康福祉センター登録済み証写し
簡易専用水道受水槽清掃 4405 都道府県健康福祉センター登録済み証写し

室内環境測定 4501

建築物環境衛生管理監理技術者資格取得
者で指定講習修了者名簿
ビルクリーニング技能審査又は検定合格者
で指定講習の修了者名簿
作業環境測定機関登録証写し
都道府県健康福祉センター登録済み証写し

室内照度測定 4502 作業環境測定機関登録証写し
アスベスト粉塵測定 4503 作業環境測定機関登録証写し

特定建築物のねずみ・昆虫等の防除 4504

建築物環境衛生管理技術者資格取得者で
指定講習修了証書写し
毒物劇物取扱責任者資格取得者証写し
研修修了証写し
作業環境測定機関登録証写し
都道府県健康福祉センター登録済み証写し
ペストコントロール一級技術者資格取得者証
写し

一般建築物のねずみ・昆虫等の防除 4505

毒物劇物取扱責任者資格取得者証
研修修了証書
都道府県健康福祉センター登録済み証写し
ペストコントロール一級技術者資格取得者証
写し

4600 中小企業診断士が行う業務 中小企業診断士登録証明書写し

※  草刈業務、樹木管理については、「測量・建設コンサルタント等委託業務」の「草木管理事業」への登録が必要です。

執
務
環
境
測
定
業
務

室内環境測定、照度測定及
びアスベスト粉塵の点検業務

中小企業診断士

建
物
清
掃
業
務

建物内部及び外部の清掃業
務


