
28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

00101001 国の機関 内閣府 （内部部局） 大臣官房 内閣府大臣官房

00101002 国の機関 内閣府 （内部部局） 賞勲局 内閣府賞勲局

00101003 国の機関 内閣府 （内部部局） 男女共同参画局 内閣府男女共同参画局

00101004 国の機関 内閣府 （内部部局） 国民生活局 内閣府国民生活局

00101005 国の機関 内閣府 （内部部局） 沖縄振興局 内閣府沖縄振興局

00101999 国の機関 内閣府 （内部部局） その他 内閣府

00102001 国の機関 内閣府 （施設等機関） 北方対策本部 内閣府北方対策本部

00102002 国の機関 内閣府 （施設等機関） 経済社会総合研究所 内閣府経済社会総合研究所

00102003 国の機関 内閣府 （施設等機関） 迎賓館 内閣府迎賓館

00102004 国の機関 内閣府 （施設等機関） 日本学術会議事務局 内閣府日本学術会議事務局

00102999 国の機関 内閣府 （施設等機関） その他 内閣府

00103000 国の機関 内閣府 金融庁 金融庁

00104000 国の機関 内閣府 公正取引委員会 公正取引委員会

00199999 国の機関 内閣府 その他 その他 内閣府

00201000 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 総務部 内閣府沖縄総合事務局総務部

00202001 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 財務部 本部 内閣府沖縄総合事務局財務部本部

00202101 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 財務部 宮古財務出張所 内閣府沖縄総合事務局財務部宮古財務出張所

00202102 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 財務部 八重山財務出張所 内閣府沖縄総合事務局財務部八重山財務出張所

00202999 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 財務部 その他 内閣府沖縄総合事務局財務部

00203001 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 農林水産部 本部 内閣府沖縄総合事務局農林水産部本部

00203101 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 農林水産部 那覇農林水産センター 内閣府沖縄総合事務局農林水産部那覇農林水産センター

00203102 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 農林水産部 宮古島農林水産センター 内閣府沖縄総合事務局農林水産部宮古島農林水産センター

00203103 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 農林水産部 石垣農林水産センター 内閣府沖縄総合事務局農林水産部石垣農林水産センター

00203104 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 農林水産部 名護農林水産センター 内閣府沖縄総合事務局農林水産部名護農林水産センター

00203105 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 農林水産部 土地改良総合事務所 内閣府沖縄総合事務局農林水産部土地改良総合事務所

00203110 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 農林水産部 宮古伊良部農業水利事業所 内閣府沖縄総合事務局農林水産部宮古伊良部農業水利事業所

00203111 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 農林水産部 石垣島農業水利事業所 内閣府沖縄総合事務局農林水産部石垣島農業水利事業所

00203999 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 農林水産部 その他 内閣府沖縄総合事務局農林水産部

00204000 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 内閣府沖縄総合事務局経済産業部

00205001 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 開発建設部 本部 内閣府沖縄総合事務局開発建設部本部

00205102 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 開発建設部 北部ダム統合管理事務所 内閣府沖縄総合事務局開発建設部北部ダム統合管理事務所

00205103 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 開発建設部 南部国道事務所 内閣府沖縄総合事務局開発建設部南部国道事務所

00205104 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 開発建設部 北部国道事務所 内閣府沖縄総合事務局開発建設部北部国道事務所

00205105 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 開発建設部 那覇港湾・空港整備事務所 内閣府沖縄総合事務局開発建設部那覇港湾・空港整備事務所

00205106 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 開発建設部 平良港湾事務所 内閣府沖縄総合事務局開発建設部平良港湾事務所

00205107 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 開発建設部 石垣港湾事務所 内閣府沖縄総合事務局開発建設部石垣港湾事務所

00205108 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 開発建設部 国営沖縄記念公園事務所 内閣府沖縄総合事務局開発建設部国営沖縄記念公園事務所

00205999 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 開発建設部 その他 内閣府沖縄総合事務局開発建設部

00206001 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 運輸部 本部 内閣府沖縄総合事務局運輸部本部

00206101 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 運輸部 陸運事務所 内閣府沖縄総合事務局運輸部陸運事務所

00206102 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 運輸部 宮古運輸事務所 内閣府沖縄総合事務局運輸部宮古運輸事務所

00206103 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 運輸部 八重山運輸事務所 内閣府沖縄総合事務局運輸部八重山運輸事務所

00206999 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 運輸部 その他 内閣府沖縄総合事務局運輸部

00299999 国の機関 内閣府沖縄総合事務局 その他 その他 内閣府沖縄総合事務局

00301001 国の機関 宮内庁 （内部部局） 長官官房 宮内庁長官官房

00301002 国の機関 宮内庁 （内部部局） 上皇職 宮内庁上皇職 2020/12/03変更

00301004 国の機関 宮内庁 （内部部局） 式部職 宮内庁式部職

00301005 国の機関 宮内庁 （内部部局） 書陵部 宮内庁書陵部

00301006 国の機関 宮内庁 （内部部局） 管理部 宮内庁管理部

00301007 国の機関 宮内庁 （内部部局） 侍従職 宮内庁侍従職 2020/12/03追加

00301008 国の機関 宮内庁 （内部部局） 皇嗣職 宮内庁皇嗣職 2020/12/03追加

00301999 国の機関 宮内庁 （内部部局） その他 宮内庁

00302001 国の機関 宮内庁 （施設等機関） 正倉院事務所 宮内庁正倉院事務所

00302002 国の機関 宮内庁 （施設等機関） 御料牧場 宮内庁御料牧場

00302999 国の機関 宮内庁 （施設等機関） その他 宮内庁

00303001 国の機関 宮内庁 （地方支分部局） 京都事務所 宮内庁京都事務所

00303999 国の機関 宮内庁 （地方支分部局） その他 宮内庁

00399999 国の機関 宮内庁 その他 その他 宮内庁

00401001 国の機関 国家公安委員会（警察庁） 警察庁（内部部局） 長官官房 警察庁長官官房

00401002 国の機関 国家公安委員会（警察庁） 警察庁（内部部局） 生活安全局 警察庁生活安全局

00401003 国の機関 国家公安委員会（警察庁） 警察庁（内部部局） 刑事局 警察庁刑事局

00401004 国の機関 国家公安委員会（警察庁） 警察庁（内部部局） 交通局 警察庁交通局

00401005 国の機関 国家公安委員会（警察庁） 警察庁（内部部局） 警備局 警察庁警備局

00401006 国の機関 国家公安委員会（警察庁） 警察庁（内部部局） 情報通信局 警察庁情報通信局
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

00401999 国の機関 国家公安委員会（警察庁） 警察庁（内部部局） その他 警察庁

00402001 国の機関 国家公安委員会（警察庁） 警察庁（地方支分部局） 東京都警察情報通信部 警察庁東京都警察情報通信部

00402002 国の機関 国家公安委員会（警察庁） 警察庁（地方支分部局） 北海道警察情報通信部 警察庁北海道警察情報通信部

00402003 国の機関 国家公安委員会（警察庁） 警察庁（地方支分部局） 東北管区警察局 警察庁東北管区警察局

00402004 国の機関 国家公安委員会（警察庁） 警察庁（地方支分部局） 関東管区警察局 警察庁関東管区警察局

00402005 国の機関 国家公安委員会（警察庁） 警察庁（地方支分部局） 中部管区警察局 警察庁中部管区警察局

00402006 国の機関 国家公安委員会（警察庁） 警察庁（地方支分部局） 近畿管区警察局 警察庁近畿管区警察局

00402007 国の機関 国家公安委員会（警察庁） 警察庁（地方支分部局） 中国四国管区警察局 警察庁中国四国管区警察局 2019/08/15変更

00402008 国の機関 国家公安委員会（警察庁） 警察庁（地方支分部局） 中国四国管区警察局四国警察支局 警察庁中国四国管区警察局四国警察支局 2019/08/15変更

00402009 国の機関 国家公安委員会（警察庁） 警察庁（地方支分部局） 九州管区警察局 警察庁九州管区警察局

00402999 国の機関 国家公安委員会（警察庁） 警察庁（地方支分部局） その他 警察庁

00403001 国の機関 国家公安委員会（警察庁） （付属機関） 皇宮警察本部 皇宮警察本部

00403002 国の機関 国家公安委員会（警察庁） （付属機関） 科学警察研究所 科学警察研究所

00403003 国の機関 国家公安委員会（警察庁） （付属機関） 警察大学校 警察大学校

00403999 国の機関 国家公安委員会（警察庁） （付属機関） その他

00499999 国の機関 国家公安委員会（警察庁） その他 その他

00501001 国の機関 防衛省 （内部部局） 大臣官房 防衛省大臣官房

00501002 国の機関 防衛省 （内部部局） 防衛政策局 防衛省防衛政策局

00501004 国の機関 防衛省 （内部部局） 人事教育局 防衛省人事教育局

00501106 国の機関 防衛省 （内部部局） 地方協力局 防衛省地方協力局

00501107 国の機関 防衛省 （内部部局） 整備計画局 防衛省整備計画局

00501999 国の機関 防衛省 （内部部局） その他 防衛省

00502001 国の機関 防衛省 （施設等機関） 陸上自衛隊 防衛省陸上自衛隊

00502002 国の機関 防衛省 （施設等機関） 海上自衛隊 防衛省海上自衛隊

00502003 国の機関 防衛省 （施設等機関） 航空自衛隊 防衛省航空自衛隊

00502004 国の機関 防衛省 （施設等機関） 防衛研究所 防衛省防衛研究所

00502005 国の機関 防衛省 （施設等機関） 防衛医科大学校 防衛省防衛医科大学校

00502006 国の機関 防衛省 （施設等機関） 防衛大学校 防衛省防衛大学校

00502007 国の機関 防衛省 （施設等機関） 自衛隊地方協力本部 防衛省自衛隊地方協力本部

00502008 国の機関 防衛省 （施設等機関） 自衛隊地区病院 防衛省自衛隊地区病院

00502009 国の機関 防衛省 （施設等機関） 自衛隊中央病院 防衛省自衛隊中央病院

00502010 国の機関 防衛省 （施設等機関） 自衛隊体育学校 防衛省自衛隊体育学校

00502012 国の機関 防衛省 （施設等機関） 防衛監察本部 防衛省防衛監察本部

00502014 国の機関 防衛省 （施設等機関） 情報本部 防衛省情報本部

00502015 国の機関 防衛省 （施設等機関） 統合幕僚監部 防衛省統合幕僚監部

00502016 国の機関 防衛省 （施設等機関） 防衛装備庁 防衛省防衛装備庁

00502999 国の機関 防衛省 （施設等機関） その他 防衛省

00504001 国の機関 防衛省 北海道防衛局 総務部 防衛省北海道防衛局総務部

00504002 国の機関 防衛省 北海道防衛局 企画部 防衛省北海道防衛局企画部

00504003 国の機関 防衛省 北海道防衛局 管理部 防衛省北海道防衛局管理部

00504004 国の機関 防衛省 北海道防衛局 調達部 防衛省北海道防衛局調達部

00504099 国の機関 防衛省 北海道防衛局 （その他の内部部局） 防衛省北海道防衛局

00504101 国の機関 防衛省 北海道防衛局 帯広防衛支局 防衛省北海道防衛局帯広防衛支局

00504102 国の機関 防衛省 北海道防衛局 千歳防衛事務所 防衛省北海道防衛局千歳防衛事務所

00504999 国の機関 防衛省 北海道防衛局 その他 防衛省北海道防衛局

00505001 国の機関 防衛省 東北防衛局 総務部 防衛省東北防衛局総務部

00505002 国の機関 防衛省 東北防衛局 企画部 防衛省東北防衛局企画部

00505003 国の機関 防衛省 東北防衛局 調達部 防衛省東北防衛局調達部

00505099 国の機関 防衛省 東北防衛局 （その他の内部部局） 防衛省東北防衛局

00505102 国の機関 防衛省 東北防衛局 三沢防衛事務所 防衛省東北防衛局三沢防衛事務所

00505103 国の機関 防衛省 東北防衛局 郡山防衛事務所 防衛省東北防衛局郡山防衛事務所

00505999 国の機関 防衛省 東北防衛局 その他 防衛省東北防衛局

00506001 国の機関 防衛省 北関東防衛局 総務部 防衛省北関東防衛局総務部

00506002 国の機関 防衛省 北関東防衛局 企画部 防衛省北関東防衛局企画部

00506003 国の機関 防衛省 北関東防衛局 管理部 防衛省北関東防衛局管理部

00506004 国の機関 防衛省 北関東防衛局 調達部 防衛省北関東防衛局調達部

00506005 国の機関 防衛省 北関東防衛局 装備部 防衛省北関東防衛局装備部

00506099 国の機関 防衛省 北関東防衛局 （その他の内部部局） 防衛省北関東防衛局

00506101 国の機関 防衛省 北関東防衛局 百里防衛事務所 防衛省北関東防衛局百里防衛事務所

00506102 国の機関 防衛省 北関東防衛局 前橋防衛事務所 防衛省北関東防衛局前橋防衛事務所

00506103 国の機関 防衛省 北関東防衛局 千葉防衛事務所 防衛省北関東防衛局千葉防衛事務所

00506104 国の機関 防衛省 北関東防衛局 横田防衛事務所 防衛省北関東防衛局横田防衛事務所

00506105 国の機関 防衛省 北関東防衛局 新潟防衛事務所 防衛省北関東防衛局新潟防衛事務所

00506106 国の機関 防衛省 北関東防衛局 宇都宮防衛事務所 防衛省北関東防衛局宇都宮防衛事務所
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

00506201 国の機関 防衛省 北関東防衛局 小笠原出張所 防衛省北関東防衛局小笠原出張所

00506999 国の機関 防衛省 北関東防衛局 その他 防衛省北関東防衛局

00507001 国の機関 防衛省 南関東防衛局 総務部 防衛省南関東防衛局総務部

00507002 国の機関 防衛省 南関東防衛局 企画部 防衛省南関東防衛局企画部

00507003 国の機関 防衛省 南関東防衛局 管理部 防衛省南関東防衛局管理部

00507004 国の機関 防衛省 南関東防衛局 調達部 防衛省南関東防衛局調達部

00507099 国の機関 防衛省 南関東防衛局 （その他の内部部局） 防衛省南関東防衛局

00507101 国の機関 防衛省 南関東防衛局 横須賀防衛事務所 防衛省南関東防衛局横須賀防衛事務所

00507102 国の機関 防衛省 南関東防衛局 座間防衛事務所 防衛省南関東防衛局座間防衛事務所

00507103 国の機関 防衛省 南関東防衛局 吉田防衛事務所 防衛省南関東防衛局吉田防衛事務所

00507104 国の機関 防衛省 南関東防衛局 浜松防衛事務所 防衛省南関東防衛局浜松防衛事務所

00507105 国の機関 防衛省 南関東防衛局 富士防衛事務所 防衛省南関東防衛局富士防衛事務所

00507999 国の機関 防衛省 南関東防衛局 その他 防衛省南関東防衛局

00508001 国の機関 防衛省 近畿中部防衛局 総務部 防衛省近畿中部防衛局総務部

00508002 国の機関 防衛省 近畿中部防衛局 企画部 防衛省近畿中部防衛局企画部

00508003 国の機関 防衛省 近畿中部防衛局 管理部 防衛省近畿中部防衛局管理部

00508004 国の機関 防衛省 近畿中部防衛局 調達部 防衛省近畿中部防衛局調達部

00508099 国の機関 防衛省 近畿中部防衛局 （その他の内部部局） 防衛省近畿中部防衛局

00508101 国の機関 防衛省 近畿中部防衛局 東海防衛支局 防衛省近畿中部防衛局東海防衛支局

00508102 国の機関 防衛省 近畿中部防衛局 金沢防衛事務所 防衛省近畿中部防衛局金沢防衛事務所

00508103 国の機関 防衛省 近畿中部防衛局 京都防衛事務所 防衛省近畿中部防衛局京都防衛事務所

00508104 国の機関 防衛省 近畿中部防衛局 舞鶴防衛事務所 防衛省近畿中部防衛局舞鶴防衛事務所

00508105 国の機関 防衛省 近畿中部防衛局 岐阜防衛事務所 防衛省近畿中部防衛局岐阜防衛事務所

00508999 国の機関 防衛省 近畿中部防衛局 その他 防衛省近畿中部防衛局

00509001 国の機関 防衛省 中国四国防衛局 総務部 防衛省中国四国防衛局総務部

00509002 国の機関 防衛省 中国四国防衛局 企画部 防衛省中国四国防衛局企画部

00509003 国の機関 防衛省 中国四国防衛局 調達部 防衛省中国四国防衛局調達部

00509099 国の機関 防衛省 中国四国防衛局 （その他の内部部局） 防衛省中国四国防衛局

00509101 国の機関 防衛省 中国四国防衛局 美保防衛事務所 防衛省中国四国防衛局美保防衛事務所

00509102 国の機関 防衛省 中国四国防衛局 津山防衛事務所 防衛省中国四国防衛局津山防衛事務所

00509104 国の機関 防衛省 中国四国防衛局 岩国防衛事務所 防衛省中国四国防衛局岩国防衛事務所

00509105 国の機関 防衛省 中国四国防衛局 高松防衛事務所 防衛省中国四国防衛局高松防衛事務所

00509106 国の機関 防衛省 中国四国防衛局 玉野防衛事務所 防衛省中国四国防衛局玉野防衛事務所

00509999 国の機関 防衛省 中国四国防衛局 その他 防衛省中国四国防衛局

00510001 国の機関 防衛省 九州防衛局 総務部 防衛省九州防衛局総務部

00510002 国の機関 防衛省 九州防衛局 企画部 防衛省九州防衛局企画部

00510003 国の機関 防衛省 九州防衛局 管理部 防衛省九州防衛局管理部

00510004 国の機関 防衛省 九州防衛局 調達部 防衛省九州防衛局調達部

00510099 国の機関 防衛省 九州防衛局 （その他の内部部局） 防衛省九州防衛局

00510101 国の機関 防衛省 九州防衛局 熊本防衛支局 防衛省九州防衛局熊本防衛支局

00510103 国の機関 防衛省 九州防衛局 佐世保防衛事務所 防衛省九州防衛局佐世保防衛事務所

00510104 国の機関 防衛省 九州防衛局 別府防衛事務所 防衛省九州防衛局別府防衛事務所

00510105 国の機関 防衛省 九州防衛局 宮崎防衛事務所 防衛省九州防衛局宮崎防衛事務所

00510106 国の機関 防衛省 九州防衛局 長崎防衛支局 防衛省九州防衛局長崎防衛支局

00510107 国の機関 防衛省 九州防衛局 鹿児島防衛事務所 防衛省九州防衛局鹿児島防衛事務所

00510999 国の機関 防衛省 九州防衛局 その他 防衛省九州防衛局

00511001 国の機関 防衛省 沖縄防衛局 総務部 防衛省沖縄防衛局総務部

00511002 国の機関 防衛省 沖縄防衛局 企画部 防衛省沖縄防衛局企画部

00511003 国の機関 防衛省 沖縄防衛局 管理部 防衛省沖縄防衛局管理部

00511004 国の機関 防衛省 沖縄防衛局 調達部 防衛省沖縄防衛局調達部

00511099 国の機関 防衛省 沖縄防衛局 （その他の内部部局） 防衛省沖縄防衛局

00511101 国の機関 防衛省 沖縄防衛局 金武出張所 防衛省沖縄防衛局金武出張所

00511102 国の機関 防衛省 沖縄防衛局 那覇防衛事務所 防衛省沖縄防衛局那覇防衛事務所

00511103 国の機関 防衛省 沖縄防衛局 名護防衛事務所 防衛省沖縄防衛局名護防衛事務所

00511999 国の機関 防衛省 沖縄防衛局 その他 防衛省沖縄防衛局

00599999 国の機関 防衛省 その他 その他 防衛省

00601001 国の機関 総務省 （内部部局） 大臣官房 総務省大臣官房

00601003 国の機関 総務省 （内部部局） 行政管理局 総務省行政管理局

00601004 国の機関 総務省 （内部部局） 行政評価局 総務省行政評価局

00601005 国の機関 総務省 （内部部局） 自治行政局 総務省自治行政局

00601006 国の機関 総務省 （内部部局） 自治財政局 総務省自治財政局

00601007 国の機関 総務省 （内部部局） 自治税務局 総務省自治税務局

00601009 国の機関 総務省 （内部部局） 総合通信基盤局 総務省総合通信基盤局

00601011 国の機関 総務省 （内部部局） 統計局 総務省統計局
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28.29.発注機関コード／発注機関名
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00601012 国の機関 総務省 （内部部局） 国際戦略局 総務省国際戦略局 2019/08/15変更

00601013 国の機関 総務省 （内部部局） 情報流通行政局 総務省情報流通行政局

00601999 国の機関 総務省 （内部部局） その他 総務省

00602001 国の機関 総務省 （地方行政評価局） 北海道管区行政評価局 総務省北海道管区行政評価局

00602002 国の機関 総務省 （地方行政評価局） 東北管区行政評価局 総務省東北管区行政評価局

00602003 国の機関 総務省 （地方行政評価局） 関東管区行政評価局 総務省関東管区行政評価局

00602004 国の機関 総務省 （地方行政評価局） 中部管区行政評価局 総務省中部管区行政評価局

00602005 国の機関 総務省 （地方行政評価局） 近畿管区行政評価局 総務省近畿管区行政評価局

00602006 国の機関 総務省 （地方行政評価局） 中国四国管区行政評価局 総務省中国四国管区行政評価局

00602007 国の機関 総務省 （地方行政評価局） 九州管区行政評価局 総務省九州管区行政評価局

00602008 国の機関 総務省 （地方行政評価局） 沖縄行政評価事務所 総務省沖縄行政評価事務所

00602009 国の機関 総務省 （地方行政評価局） 四国行政評価支局 総務省四国行政評価支局

00602999 国の機関 総務省 （地方行政評価局） その他 総務省

00603001 国の機関 総務省 （総合通信局） 北海道総合通信局 総務省北海道総合通信局

00603002 国の機関 総務省 （総合通信局） 東北総合通信局 総務省東北総合通信局

00603003 国の機関 総務省 （総合通信局） 関東総合通信局 総務省関東総合通信局

00603004 国の機関 総務省 （総合通信局） 信越総合通信局 総務省信越総合通信局

00603005 国の機関 総務省 （総合通信局） 北陸総合通信局 総務省北陸総合通信局

00603006 国の機関 総務省 （総合通信局） 東海総合通信局 総務省東海総合通信局

00603007 国の機関 総務省 （総合通信局） 近畿総合通信局 総務省近畿総合通信局

00603008 国の機関 総務省 （総合通信局） 中国総合通信局 総務省中国総合通信局

00603009 国の機関 総務省 （総合通信局） 四国総合通信局 総務省四国総合通信局

00603010 国の機関 総務省 （総合通信局） 九州総合通信局 総務省九州総合通信局

00603011 国の機関 総務省 （総合通信局） 沖縄総合通信事務所 総務省沖縄総合通信事務所

00603999 国の機関 総務省 （総合通信局） その他 総務省

00604001 国の機関 総務省 （施設等機関） 自治大学校 自治大学校

00604002 国の機関 総務省 （施設等機関） 情報通信政策研究所 情報通信政策研究所

00604999 国の機関 総務省 （施設等機関） その他 総務省

00605000 国の機関 総務省 消防庁 消防庁

00606000 国の機関 総務省 公害等調整委員会 公害等調整委員会

00699999 国の機関 総務省 その他 その他 総務省

00801001 国の機関 法務省 （内部部局） 大臣官房 法務省大臣官房

00801002 国の機関 法務省 （内部部局） 民事局 法務省民事局

00801003 国の機関 法務省 （内部部局） 刑事局 法務省刑事局

00801004 国の機関 法務省 （内部部局） 矯正局 法務省矯正局

00801005 国の機関 法務省 （内部部局） 保護局 法務省保護局

00801006 国の機関 法務省 （内部部局） 人権擁護局 法務省人権擁護局

00801008 国の機関 法務省 （内部部局） 訟務局 法務省訟務局

00801999 国の機関 法務省 （内部部局） その他 法務省

00802001 国の機関 法務省 （矯正管区） 札幌矯正管区 法務省札幌矯正管区

00802002 国の機関 法務省 （矯正管区） 仙台矯正管区 法務省仙台矯正管区

00802003 国の機関 法務省 （矯正管区） 東京矯正管区 法務省東京矯正管区

00802004 国の機関 法務省 （矯正管区） 名古屋矯正管区 法務省名古屋矯正管区

00802005 国の機関 法務省 （矯正管区） 大阪矯正管区 法務省大阪矯正管区

00802006 国の機関 法務省 （矯正管区） 広島矯正管区 法務省広島矯正管区

00802007 国の機関 法務省 （矯正管区） 高松矯正管区 法務省高松矯正管区

00802008 国の機関 法務省 （矯正管区） 福岡矯正管区 法務省福岡矯正管区

00802999 国の機関 法務省 （矯正管区） その他 法務省

00803001 国の機関 法務省 （法務局） 札幌法務局 法務省札幌法務局

00803002 国の機関 法務省 （法務局） 仙台法務局 法務省仙台法務局

00803003 国の機関 法務省 （法務局） 東京法務局 法務省東京法務局

00803004 国の機関 法務省 （法務局） 名古屋法務局 法務省名古屋法務局

00803005 国の機関 法務省 （法務局） 大阪法務局 法務省大阪法務局

00803006 国の機関 法務省 （法務局） 広島法務局 法務省広島法務局

00803007 国の機関 法務省 （法務局） 高松法務局 法務省高松法務局

00803008 国の機関 法務省 （法務局） 福岡法務局 法務省福岡法務局

00803999 国の機関 法務省 （法務局） その他 法務省

00804001 国の機関 法務省 （地方法務局） 函館地方法務局 法務省函館地方法務局

00804002 国の機関 法務省 （地方法務局） 旭川地方法務局 法務省旭川地方法務局

00804003 国の機関 法務省 （地方法務局） 釧路地方法務局 法務省釧路地方法務局

00804004 国の機関 法務省 （地方法務局） 青森地方法務局 法務省青森地方法務局

00804005 国の機関 法務省 （地方法務局） 盛岡地方法務局 法務省盛岡地方法務局

00804006 国の機関 法務省 （地方法務局） 秋田地方法務局 法務省秋田地方法務局

00804007 国の機関 法務省 （地方法務局） 山形地方法務局 法務省山形地方法務局
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00804008 国の機関 法務省 （地方法務局） 福島地方法務局 法務省福島地方法務局

00804009 国の機関 法務省 （地方法務局） 水戸地方法務局 法務省水戸地方法務局

00804010 国の機関 法務省 （地方法務局） 宇都宮地方法務局 法務省宇都宮地方法務局

00804011 国の機関 法務省 （地方法務局） 前橋地方法務局 法務省前橋地方法務局

00804012 国の機関 法務省 （地方法務局） さいたま地方法務局 法務省さいたま地方法務局

00804013 国の機関 法務省 （地方法務局） 千葉地方法務局 法務省千葉地方法務局

00804014 国の機関 法務省 （地方法務局） 横浜地方法務局 法務省横浜地方法務局

00804015 国の機関 法務省 （地方法務局） 新潟地方法務局 法務省新潟地方法務局

00804016 国の機関 法務省 （地方法務局） 甲府地方法務局 法務省甲府地方法務局

00804017 国の機関 法務省 （地方法務局） 長野地方法務局 法務省長野地方法務局

00804018 国の機関 法務省 （地方法務局） 静岡地方法務局 法務省静岡地方法務局

00804019 国の機関 法務省 （地方法務局） 富山地方法務局 法務省富山地方法務局

00804020 国の機関 法務省 （地方法務局） 金沢地方法務局 法務省金沢地方法務局

00804021 国の機関 法務省 （地方法務局） 福井地方法務局 法務省福井地方法務局

00804022 国の機関 法務省 （地方法務局） 岐阜地方法務局 法務省岐阜地方法務局

00804023 国の機関 法務省 （地方法務局） 津地方法務局 法務省津地方法務局

00804024 国の機関 法務省 （地方法務局） 大津地方法務局 法務省大津地方法務局

00804025 国の機関 法務省 （地方法務局） 京都地方法務局 法務省京都地方法務局

00804026 国の機関 法務省 （地方法務局） 神戸地方法務局 法務省神戸地方法務局

00804027 国の機関 法務省 （地方法務局） 奈良地方法務局 法務省奈良地方法務局

00804028 国の機関 法務省 （地方法務局） 和歌山地方法務局 法務省和歌山地方法務局

00804029 国の機関 法務省 （地方法務局） 鳥取地方法務局 法務省鳥取地方法務局

00804030 国の機関 法務省 （地方法務局） 松江地方法務局 法務省松江地方法務局

00804031 国の機関 法務省 （地方法務局） 岡山地方法務局 法務省岡山地方法務局

00804032 国の機関 法務省 （地方法務局） 山口地方法務局 法務省山口地方法務局

00804033 国の機関 法務省 （地方法務局） 徳島地方法務局 法務省徳島地方法務局

00804034 国の機関 法務省 （地方法務局） 松山地方法務局 法務省松山地方法務局

00804035 国の機関 法務省 （地方法務局） 高知地方法務局 法務省高知地方法務局

00804036 国の機関 法務省 （地方法務局） 佐賀地方法務局 法務省佐賀地方法務局

00804037 国の機関 法務省 （地方法務局） 長崎地方法務局 法務省長崎地方法務局

00804038 国の機関 法務省 （地方法務局） 熊本地方法務局 法務省熊本地方法務局

00804039 国の機関 法務省 （地方法務局） 大分地方法務局 法務省大分地方法務局

00804040 国の機関 法務省 （地方法務局） 宮崎地方法務局 法務省宮崎地方法務局

00804041 国の機関 法務省 （地方法務局） 鹿児島地方法務局 法務省鹿児島地方法務局

00804042 国の機関 法務省 （地方法務局） 那覇地方法務局 法務省那覇地方法務局

00804999 国の機関 法務省 （地方法務局） その他 法務省

00806000 国の機関 法務省 （保護観察所） 法務省

00807001 国の機関 法務省 （検察庁） 最高検察庁 法務省最高検察庁

00807002 国の機関 法務省 （検察庁） （高等検察庁） 法務省

00807003 国の機関 法務省 （検察庁） （地方検察庁） 法務省

00807004 国の機関 法務省 （検察庁） （区検察庁） 法務省

00807999 国の機関 法務省 （検察庁） その他 法務省

00808001 国の機関 法務省 （施設等機関） （刑務所） 法務省

00808002 国の機関 法務省 （施設等機関） （少年刑務所） 法務省

00808003 国の機関 法務省 （施設等機関） （拘置所） 法務省

00808004 国の機関 法務省 （施設等機関） （少年院） 法務省

00808005 国の機関 法務省 （施設等機関） （少年鑑別所） 法務省

00808006 国の機関 法務省 （施設等機関） （入国者収容所） 法務省

00808007 国の機関 法務省 （施設等機関） 婦人補導院 法務省婦人補導院

00808008 国の機関 法務省 （施設等機関） 法務総合研究所 法務省法務総合研究所

00808009 国の機関 法務省 （施設等機関） 矯正研修所 法務省矯正研修所

00808999 国の機関 法務省 （施設等機関） その他 法務省

00809000 国の機関 法務省 公安調査庁 法務省公安調査庁

00810000 国の機関 法務省 公安審査委員会 法務省公安審査委員会

00811000 国の機関 法務省 出入国在留管理庁 （内部部局） 法務省出入国在留管理庁 2019/08/15追加

00811100 国の機関 法務省 出入国在留管理庁 （地方出入国在留管理局） 法務省出入国在留管理庁 2019/08/15追加

00811999 国の機関 法務省 出入国在留管理庁 その他 法務省出入国在留管理庁 2019/08/15追加

00899999 国の機関 法務省 その他 その他 法務省

00901001 国の機関 外務省 （内部部局） 大臣官房 外務省大臣官房

00901002 国の機関 外務省 （内部部局） 総合外交政策局 外務省総合外交政策局

00901003 国の機関 外務省 （内部部局） アジア大洋州局 外務省アジア大洋州局

00901004 国の機関 外務省 （内部部局） 北米局 外務省北米局

00901005 国の機関 外務省 （内部部局） 中南米局 外務省中南米局

00901006 国の機関 外務省 （内部部局） 欧州局 外務省欧州局
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00901007 国の機関 外務省 （内部部局） 中東アフリカ局 外務省中東アフリカ局

00901008 国の機関 外務省 （内部部局） 経済局 外務省経済局

00901009 国の機関 外務省 （内部部局） 国際協力局 外務省国際協力局

00901010 国の機関 外務省 （内部部局） 国際法局 外務省国際法局

00901011 国の機関 外務省 （内部部局） 国際情報統括官 外務省国際情報統括官

00901012 国の機関 外務省 （内部部局） 領事局 外務省領事局

00901999 国の機関 外務省 （内部部局） その他 外務省

00902001 国の機関 外務省 （施設等機関） 外務省研修所 外務省外務省研修所

00902002 国の機関 外務省 （施設等機関） （大使館） 外務省

00902003 国の機関 外務省 （施設等機関） （総領事館） 外務省

00902004 国の機関 外務省 （施設等機関） （政府代表部） 外務省

00902999 国の機関 外務省 （施設等機関） その他 外務省

00999999 国の機関 外務省 その他 その他 外務省

01001001 国の機関 財務省 （内部部局） 大臣官房 財務省大臣官房

01001002 国の機関 財務省 （内部部局） 主計局 財務省主計局

01001003 国の機関 財務省 （内部部局） 主税局 財務省主税局

01001004 国の機関 財務省 （内部部局） 関税局 財務省関税局

01001005 国の機関 財務省 （内部部局） 理財局 財務省理財局

01001006 国の機関 財務省 （内部部局） 国際局 財務省国際局

01001999 国の機関 財務省 （内部部局） その他 財務省

01002001 国の機関 財務省 北海道財務局 総務部 財務省北海道財務局総務部

01002002 国の機関 財務省 北海道財務局 理財部 財務省北海道財務局理財部

01002003 国の機関 財務省 北海道財務局 管財部 財務省北海道財務局管財部

01002099 国の機関 財務省 北海道財務局 （その他の内部部局） 財務省北海道財務局

01002101 国の機関 財務省 北海道財務局 函館財務事務所 財務省北海道財務局函館財務事務所

01002102 国の機関 財務省 北海道財務局 旭川財務事務所 財務省北海道財務局旭川財務事務所

01002103 国の機関 財務省 北海道財務局 帯広財務事務所 財務省北海道財務局帯広財務事務所

01002104 国の機関 財務省 北海道財務局 釧路財務事務所 財務省北海道財務局釧路財務事務所

01002201 国の機関 財務省 北海道財務局 小樽出張所 財務省北海道財務局小樽出張所

01002202 国の機関 財務省 北海道財務局 北見出張所 財務省北海道財務局北見出張所

01002999 国の機関 財務省 北海道財務局 その他 財務省北海道財務局

01003001 国の機関 財務省 東北財務局 総務部 財務省東北財務局総務部

01003002 国の機関 財務省 東北財務局 理財部 財務省東北財務局理財部

01003003 国の機関 財務省 東北財務局 管財部 財務省東北財務局管財部

01003099 国の機関 財務省 東北財務局 （その他の内部部局） 財務省東北財務局

01003101 国の機関 財務省 東北財務局 青森財務事務所 財務省東北財務局青森財務事務所

01003102 国の機関 財務省 東北財務局 盛岡財務事務所 財務省東北財務局盛岡財務事務所

01003103 国の機関 財務省 東北財務局 秋田財務事務所 財務省東北財務局秋田財務事務所

01003104 国の機関 財務省 東北財務局 山形財務事務所 財務省東北財務局山形財務事務所

01003105 国の機関 財務省 東北財務局 福島財務事務所 財務省東北財務局福島財務事務所

01003999 国の機関 財務省 東北財務局 その他 財務省東北財務局

01004001 国の機関 財務省 関東財務局 総務部 財務省関東財務局総務部

01004002 国の機関 財務省 関東財務局 理財部 財務省関東財務局理財部

01004003 国の機関 財務省 関東財務局 管財第一部 財務省関東財務局管財第一部

01004004 国の機関 財務省 関東財務局 管財第二部 財務省関東財務局管財第二部

01004099 国の機関 財務省 関東財務局 （その他の内部部局） 財務省関東財務局

01004101 国の機関 財務省 関東財務局 水戸財務事務所 財務省関東財務局水戸財務事務所

01004102 国の機関 財務省 関東財務局 宇都宮財務事務所 財務省関東財務局宇都宮財務事務所

01004103 国の機関 財務省 関東財務局 前橋財務事務所 財務省関東財務局前橋財務事務所

01004104 国の機関 財務省 関東財務局 千葉財務事務所 財務省関東財務局千葉財務事務所

01004105 国の機関 財務省 関東財務局 東京財務事務所 財務省関東財務局東京財務事務所

01004106 国の機関 財務省 関東財務局 横浜財務事務所 財務省関東財務局横浜財務事務所

01004107 国の機関 財務省 関東財務局 新潟財務事務所 財務省関東財務局新潟財務事務所

01004108 国の機関 財務省 関東財務局 甲府財務事務所 財務省関東財務局甲府財務事務所

01004109 国の機関 財務省 関東財務局 長野財務事務所 財務省関東財務局長野財務事務所

01004201 国の機関 財務省 関東財務局 筑波出張所 財務省関東財務局筑波出張所

01004202 国の機関 財務省 関東財務局 立川出張所 財務省関東財務局立川出張所

01004203 国の機関 財務省 関東財務局 横須賀出張所 財務省関東財務局横須賀出張所

01004999 国の機関 財務省 関東財務局 その他 財務省関東財務局

01005001 国の機関 財務省 北陸財務局 理財部 財務省北陸財務局理財部

01005002 国の機関 財務省 北陸財務局 管財部 財務省北陸財務局管財部

01005099 国の機関 財務省 北陸財務局 （その他の内部部局） 財務省北陸財務局

01005101 国の機関 財務省 北陸財務局 富山財務事務所 財務省北陸財務局富山財務事務所

01005102 国の機関 財務省 北陸財務局 福井財務事務所 財務省北陸財務局福井財務事務所
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01005999 国の機関 財務省 北陸財務局 その他 財務省北陸財務局

01006001 国の機関 財務省 東海財務局 総務部 財務省東海財務局総務部

01006002 国の機関 財務省 東海財務局 理財部 財務省東海財務局理財部

01006003 国の機関 財務省 東海財務局 管財部 財務省東海財務局管財部

01006099 国の機関 財務省 東海財務局 （その他の内部部局） 財務省東海財務局

01006101 国の機関 財務省 東海財務局 岐阜財務事務所 財務省東海財務局岐阜財務事務所

01006102 国の機関 財務省 東海財務局 静岡財務事務所 財務省東海財務局静岡財務事務所

01006103 国の機関 財務省 東海財務局 津財務事務所 財務省東海財務局津財務事務所

01006201 国の機関 財務省 東海財務局 沼津出張所 財務省東海財務局沼津出張所

01006999 国の機関 財務省 東海財務局 その他 財務省東海財務局

01007001 国の機関 財務省 近畿財務局 総務部 財務省近畿財務局総務部

01007002 国の機関 財務省 近畿財務局 理財部 財務省近畿財務局理財部

01007003 国の機関 財務省 近畿財務局 管財部 財務省近畿財務局管財部

01007099 国の機関 財務省 近畿財務局 （その他の内部部局） 財務省近畿財務局

01007101 国の機関 財務省 近畿財務局 大津財務事務所 財務省近畿財務局大津財務事務所

01007102 国の機関 財務省 近畿財務局 京都財務事務所 財務省近畿財務局京都財務事務所

01007103 国の機関 財務省 近畿財務局 神戸財務事務所 財務省近畿財務局神戸財務事務所

01007104 国の機関 財務省 近畿財務局 奈良財務事務所 財務省近畿財務局奈良財務事務所

01007105 国の機関 財務省 近畿財務局 和歌山財務事務所 財務省近畿財務局和歌山財務事務所

01007201 国の機関 財務省 近畿財務局 舞鶴出張所 財務省近畿財務局舞鶴出張所

01007999 国の機関 財務省 近畿財務局 その他 財務省近畿財務局

01008001 国の機関 財務省 中国財務局 総務部 財務省中国財務局総務部

01008002 国の機関 財務省 中国財務局 理財部 財務省中国財務局理財部

01008003 国の機関 財務省 中国財務局 管財部 財務省中国財務局管財部

01008099 国の機関 財務省 中国財務局 （その他の内部部局） 財務省中国財務局

01008101 国の機関 財務省 中国財務局 鳥取財務事務所 財務省中国財務局鳥取財務事務所

01008102 国の機関 財務省 中国財務局 松江財務事務所 財務省中国財務局松江財務事務所

01008103 国の機関 財務省 中国財務局 岡山財務事務所 財務省中国財務局岡山財務事務所

01008104 国の機関 財務省 中国財務局 山口財務事務所 財務省中国財務局山口財務事務所

01008201 国の機関 財務省 中国財務局 呉出張所 財務省中国財務局呉出張所

01008202 国の機関 財務省 中国財務局 倉敷出張所 財務省中国財務局倉敷出張所

01008203 国の機関 財務省 中国財務局 下関出張所 財務省中国財務局下関出張所

01008999 国の機関 財務省 中国財務局 その他 財務省中国財務局

01009001 国の機関 財務省 四国財務局 総務部 財務省四国財務局総務部

01009002 国の機関 財務省 四国財務局 理財部 財務省四国財務局理財部

01009003 国の機関 財務省 四国財務局 管財部 財務省四国財務局管財部

01009099 国の機関 財務省 四国財務局 （その他の内部部局） 財務省四国財務局

01009101 国の機関 財務省 四国財務局 徳島財務事務所 財務省四国財務局徳島財務事務所

01009102 国の機関 財務省 四国財務局 松山財務事務所 財務省四国財務局松山財務事務所

01009103 国の機関 財務省 四国財務局 高知財務事務所 財務省四国財務局高知財務事務所

01009999 国の機関 財務省 四国財務局 その他 財務省四国財務局

01010001 国の機関 財務省 九州財務局 総務部 財務省九州財務局総務部

01010002 国の機関 財務省 九州財務局 理財部 財務省九州財務局理財部

01010003 国の機関 財務省 九州財務局 管財部 財務省九州財務局管財部

01010099 国の機関 財務省 九州財務局 （その他の内部部局） 財務省九州財務局

01010101 国の機関 財務省 九州財務局 大分財務事務所 財務省九州財務局大分財務事務所

01010102 国の機関 財務省 九州財務局 宮崎財務事務所 財務省九州財務局宮崎財務事務所

01010103 国の機関 財務省 九州財務局 鹿児島財務事務所 財務省九州財務局鹿児島財務事務所

01010201 国の機関 財務省 九州財務局 名瀬出張所 財務省九州財務局名瀬出張所

01010999 国の機関 財務省 九州財務局 その他 財務省九州財務局

01011002 国の機関 財務省 福岡財務支局 理財部 財務省福岡財務支局理財部

01011003 国の機関 財務省 福岡財務支局 管財部 財務省福岡財務支局管財部

01011099 国の機関 財務省 福岡財務支局 （その他の内部部局） 財務省福岡財務支局

01011101 国の機関 財務省 福岡財務支局 佐賀財務事務所 財務省福岡財務支局佐賀財務事務所

01011102 国の機関 財務省 福岡財務支局 長崎財務事務所 財務省福岡財務支局長崎財務事務所

01011201 国の機関 財務省 福岡財務支局 小倉出張所 財務省福岡財務支局小倉出張所

01011202 国の機関 財務省 福岡財務支局 佐世保出張所 財務省福岡財務支局佐世保出張所

01011999 国の機関 財務省 福岡財務支局 その他 財務省福岡財務支局

01012001 国の機関 財務省 （税関） 函館税関 財務省函館税関

01012002 国の機関 財務省 （税関） 東京税関 財務省東京税関

01012003 国の機関 財務省 （税関） 横浜税関 財務省横浜税関

01012004 国の機関 財務省 （税関） 名古屋税関 財務省名古屋税関

01012005 国の機関 財務省 （税関） 大阪税関 財務省大阪税関

01012006 国の機関 財務省 （税関） 神戸税関 財務省神戸税関
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28.29.発注機関コード／発注機関名
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01012007 国の機関 財務省 （税関） 門司税関 財務省門司税関

01012008 国の機関 財務省 （税関） 長崎税関 財務省長崎税関

01012009 国の機関 財務省 （税関） 沖縄地区税関 財務省沖縄地区税関

01012999 国の機関 財務省 （税関） その他 財務省

01013001 国の機関 財務省 （施設等機関） 財務総合政策研究所 財務省財務総合政策研究所

01013002 国の機関 財務省 （施設等機関） 会計センター 財務省会計センター

01013003 国の機関 財務省 （施設等機関） 関税中央分析所 財務省関税中央分析所

01013004 国の機関 財務省 （施設等機関） 税関研修所 財務省税関研修所

01013999 国の機関 財務省 （施設等機関） その他 財務省

01099999 国の機関 財務省 その他 その他 財務省

01101001 国の機関 国税庁 （内部部局） 長官官房 国税庁長官官房

01101999 国の機関 国税庁 （内部部局） その他 国税庁

01102001 国の機関 国税庁 （国税局） 札幌国税局 国税庁札幌国税局

01102002 国の機関 国税庁 （国税局） 仙台国税局 国税庁仙台国税局

01102003 国の機関 国税庁 （国税局） 関東信越国税局 国税庁関東信越国税局

01102004 国の機関 国税庁 （国税局） 東京国税局 国税庁東京国税局

01102005 国の機関 国税庁 （国税局） 金沢国税局 国税庁金沢国税局

01102006 国の機関 国税庁 （国税局） 名古屋国税局 国税庁名古屋国税局

01102007 国の機関 国税庁 （国税局） 大阪国税局 国税庁大阪国税局

01102008 国の機関 国税庁 （国税局） 広島国税局 国税庁広島国税局

01102009 国の機関 国税庁 （国税局） 高松国税局 国税庁高松国税局

01102010 国の機関 国税庁 （国税局） 福岡国税局 国税庁福岡国税局

01102011 国の機関 国税庁 （国税局） 熊本国税局 国税庁熊本国税局

01102012 国の機関 国税庁 （国税局） 沖縄国税事務所 国税庁沖縄国税事務所

01102999 国の機関 国税庁 （国税局） その他 国税庁

01103001 国の機関 国税庁 （施設等機関） 税務大学校 国税庁税務大学校

01103999 国の機関 国税庁 （施設等機関） その他 国税庁

01199999 国の機関 国税庁 その他 その他 国税庁

01201001 国の機関 文部科学省 （内部部局） 大臣官房 文部科学省大臣官房

01201002 国の機関 文部科学省 （内部部局） 総合教育政策局 文部科学省総合教育政策局 2019/08/15変更

01201003 国の機関 文部科学省 （内部部局） 初等中等教育局 文部科学省初等中等教育局

01201004 国の機関 文部科学省 （内部部局） 高等教育局 文部科学省高等教育局

01201005 国の機関 文部科学省 （内部部局） 科学技術・学術政策局 文部科学省科学技術・学術政策局

01201006 国の機関 文部科学省 （内部部局） 研究振興局 文部科学省研究振興局

01201007 国の機関 文部科学省 （内部部局） 研究開発局 文部科学省研究開発局

01201999 国の機関 文部科学省 （内部部局） その他 文部科学省

01202001 国の機関 文部科学省 （施設等機関） 国立教育政策研究所 文部科学省国立教育政策研究所

01202002 国の機関 文部科学省 （施設等機関） 科学技術・学術政策研究所 文部科学省科学技術・学術政策研究所

01202003 国の機関 文部科学省 （施設等機関） 日本学士院 文部科学省日本学士院

01202999 国の機関 文部科学省 （施設等機関） その他 文部科学省

01299999 国の機関 文部科学省 その他 その他 文部科学省

01301000 国の機関 文化庁 （内部部局） 文化庁 2019/08/15追加

01302000 国の機関 文化庁 （施設等機関） 文化庁

01399999 国の機関 文化庁 その他 その他 文化庁

01401001 国の機関 厚生労働省 （内部部局） 大臣官房 厚生労働省大臣官房

01401002 国の機関 厚生労働省 （内部部局） 医政局 厚生労働省医政局

01401003 国の機関 厚生労働省 （内部部局） 健康局 厚生労働省健康局

01401004 国の機関 厚生労働省 （内部部局） 医薬・生活衛生局 厚生労働省医薬・生活衛生局

01401005 国の機関 厚生労働省 （内部部局） 労働基準局 厚生労働省労働基準局

01401006 国の機関 厚生労働省 （内部部局） 職業安定局 厚生労働省職業安定局

01401009 国の機関 厚生労働省 （内部部局） 社会・援護局 厚生労働省社会・援護局

01401010 国の機関 厚生労働省 （内部部局） 老健局 厚生労働省老健局

01401011 国の機関 厚生労働省 （内部部局） 保険局 厚生労働省保険局

01401012 国の機関 厚生労働省 （内部部局） 年金局 厚生労働省年金局

01401013 国の機関 厚生労働省 （内部部局） 雇用環境・均等局 厚生労働省雇用環境・均等局 2019/08/15追加

01401014 国の機関 厚生労働省 （内部部局） 子ども家庭局 厚生労働省子ども家庭局 2019/08/15追加

01401015 国の機関 厚生労働省 （内部部局） 人材開発統括官 厚生労働省人材開発統括官 2019/08/15追加

01401999 国の機関 厚生労働省 （内部部局） その他 厚生労働省

01402001 国の機関 厚生労働省 （地方厚生局） 北海道厚生局 厚生労働省北海道厚生局

01402002 国の機関 厚生労働省 （地方厚生局） 東北厚生局 厚生労働省東北厚生局

01402003 国の機関 厚生労働省 （地方厚生局） 関東信越厚生局 厚生労働省関東信越厚生局

01402004 国の機関 厚生労働省 （地方厚生局） 東海北陸厚生局 厚生労働省東海北陸厚生局

01402005 国の機関 厚生労働省 （地方厚生局） 近畿厚生局 厚生労働省近畿厚生局

01402006 国の機関 厚生労働省 （地方厚生局） 中国四国厚生局 厚生労働省中国四国厚生局
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01402007 国の機関 厚生労働省 （地方厚生局） 四国厚生支局 厚生労働省四国厚生支局

01402008 国の機関 厚生労働省 （地方厚生局） 九州厚生局 厚生労働省九州厚生局

01402999 国の機関 厚生労働省 （地方厚生局） その他 厚生労働省

01403000 国の機関 厚生労働省 （地方労働局） 厚生労働省

01404001 国の機関 厚生労働省 （施設等機関） （検疫所） 厚生労働省

01404004 国の機関 厚生労働省 （施設等機関） 国立医薬品食品衛生研究所 厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所

01404005 国の機関 厚生労働省 （施設等機関） 国立保健医療科学院 厚生労働省国立保健医療科学院

01404006 国の機関 厚生労働省 （施設等機関） 国立社会保障・人口問題研究所 厚生労働省国立社会保障・人口問題研究所

01404007 国の機関 厚生労働省 （施設等機関） 国立感染症研究所 厚生労働省国立感染症研究所

01404009 国の機関 厚生労働省 （施設等機関） 国立児童自立支援施設 厚生労働省国立児童自立支援施設

01404013 国の機関 厚生労働省 （施設等機関） 国立障害者リハビリテーションセンター 厚生労働省国立障害者リハビリテーションセンター

01404019 国の機関 厚生労働省 （施設等機関） 国立ハンセン病療養所 厚生労働省国立ハンセン病療養所

01404999 国の機関 厚生労働省 （施設等機関） その他 厚生労働省

01405000 国の機関 厚生労働省 中央労働委員会 厚生労働省中央労働委員会

01499999 国の機関 厚生労働省 その他 その他 厚生労働省

01601001 国の機関 農林水産省 （内部部局） 大臣官房 農林水産省大臣官房

01601002 国の機関 農林水産省 （内部部局） 食料産業局 農林水産省食料産業局

01601003 国の機関 農林水産省 （内部部局） 生産局 農林水産省生産局

01601004 国の機関 農林水産省 （内部部局） 経営局 農林水産省経営局

01601005 国の機関 農林水産省 （内部部局） 農村振興局 農林水産省農村振興局

01601006 国の機関 農林水産省 （内部部局） 消費・安全局 農林水産省消費・安全局

01601007 国の機関 農林水産省 （内部部局） 農林水産技術会議事務局 農林水産省農林水産技術会議事務局

01601008 国の機関 農林水産省 （内部部局） 政策統括官 農林水産省政策統括官

01601999 国の機関 農林水産省 （内部部局） その他 農林水産省

01602001 国の機関 農林水産省 東北農政局 総務部 農林水産省東北農政局総務部

01602002 国の機関 農林水産省 東北農政局 企画調整室 農林水産省東北農政局企画調整室

01602003 国の機関 農林水産省 東北農政局 経営・事業支援部 農林水産省東北農政局経営・事業支援部

01602006 国の機関 農林水産省 東北農政局 統計部 農林水産省東北農政局統計部

01602007 国の機関 農林水産省 東北農政局 消費・安全部 農林水産省東北農政局消費・安全部

01602008 国の機関 農林水産省 東北農政局 生産部 農林水産省東北農政局生産部

01602009 国の機関 農林水産省 東北農政局 農村振興部 農林水産省東北農政局農村振興部

01602099 国の機関 農林水産省 東北農政局 （その他の内部部局） 農林水産省東北農政局

01602106 国の機関 農林水産省 東北農政局 津軽土地改良建設事務所 農林水産省東北農政局津軽土地改良建設事務所

01602109 国の機関 農林水産省 東北農政局 北奥羽土地改良調査管理事務所 農林水産省東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所

01602110 国の機関 農林水産省 東北農政局 北上土地改良調査管理事務所 農林水産省東北農政局北上土地改良調査管理事務所

01602111 国の機関 農林水産省 東北農政局 西奥羽土地改良調査管理事務所 農林水産省東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所

01602112 国の機関 農林水産省 東北農政局 阿武隈土地改良調査管理事務所 農林水産省東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所

01602113 国の機関 農林水産省 東北農政局 土地改良技術事務所 農林水産省東北農政局土地改良技術事務所

01602124 国の機関 農林水産省 東北農政局 平鹿平野農業水利事業所 農林水産省東北農政局平鹿平野農業水利事業所

01602130 国の機関 農林水産省 東北農政局 岩手山麓農業水利事業所 農林水産省東北農政局岩手山麓農業水利事業所

01602132 国の機関 農林水産省 東北農政局 河南二期農業水利事業所 農林水産省東北農政局河南二期農業水利事業所 2020/12/03変更

01602134 国の機関 農林水産省 東北農政局 赤川農業水利事業所 農林水産省東北農政局赤川農業水利事業所

01602135 国の機関 農林水産省 東北農政局 田沢二期農業水利事業所 農林水産省東北農政局田沢二期農業水利事業所

01602136 国の機関 農林水産省 東北農政局 仙台東土地改良建設事業所 農林水産省東北農政局仙台東土地改良建設事業所

01602137 国の機関 農林水産省 東北農政局 平川二期農業水利事業所 農林水産省東北農政局平川二期農業水利事業所

01602138 国の機関 農林水産省 東北農政局 和賀中央農業水利事業所 農林水産省東北農政局和賀中央農業水利事業所

01602139 国の機関 農林水産省 東北農政局 会津南部農業水利事業所 農林水産省東北農政局会津南部農業水利事業所

01602140 国の機関 農林水産省 東北農政局 旭川農業水利事業所 農林水産省東北農政局旭川農業水利事業所

01602141 国の機関 農林水産省 東北農政局 最上川下流左岸農業水利事業所 農林水産省東北農政局最上川下流左岸農業水利事業所 2019/08/15追加

01602999 国の機関 農林水産省 東北農政局 その他 農林水産省東北農政局

01603001 国の機関 農林水産省 関東農政局 総務部 農林水産省関東農政局総務部

01603002 国の機関 農林水産省 関東農政局 企画調整室 農林水産省関東農政局企画調整室

01603003 国の機関 農林水産省 関東農政局 経営・事業支援部 農林水産省関東農政局経営・事業支援部

01603006 国の機関 農林水産省 関東農政局 統計部 農林水産省関東農政局統計部

01603007 国の機関 農林水産省 関東農政局 消費・安全部 農林水産省関東農政局消費・安全部

01603008 国の機関 農林水産省 関東農政局 生産部 農林水産省関東農政局生産部

01603009 国の機関 農林水産省 関東農政局 農村振興部 農林水産省関東農政局農村振興部

01603099 国の機関 農林水産省 関東農政局 （その他の内部部局） 農林水産省関東農政局

01603112 国の機関 農林水産省 関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所 農林水産省関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所

01603113 国の機関 農林水産省 関東農政局 西関東土地改良調査管理事務所 農林水産省関東農政局西関東土地改良調査管理事務所

01603114 国の機関 農林水産省 関東農政局 土地改良技術事務所 農林水産省関東農政局土地改良技術事務所

01603116 国の機関 農林水産省 関東農政局 北総中央農業水利事業所 農林水産省関東農政局北総中央農業水利事業所

01603117 国の機関 農林水産省 関東農政局 那珂川沿岸農業水利事業所 農林水産省関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所

01603133 国の機関 農林水産省 関東農政局 印旛沼二期農業水利事業所 農林水産省関東農政局印旛沼二期農業水利事業所
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

01603134 国の機関 農林水産省 関東農政局 荒川中部農業水利事業所 農林水産省関東農政局荒川中部農業水利事業所

01603135 国の機関 農林水産省 関東農政局 三方原用水二期農業水利事業所 農林水産省関東農政局三方原用水二期農業水利事業所

01603136 国の機関 農林水産省 関東農政局 栃木南部農業水利事業所 農林水産省関東農政局栃木南部農業水利事業所

01603137 国の機関 農林水産省 関東農政局 茨城中部農地整備事業所 農林水産省関東農政局茨城中部農地整備事業所

01603999 国の機関 農林水産省 関東農政局 その他 農林水産省関東農政局

01604002 国の機関 農林水産省 北陸農政局 企画調整室 農林水産省北陸農政局企画調整室

01604003 国の機関 農林水産省 北陸農政局 経営・事業支援部 農林水産省北陸農政局経営・事業支援部

01604006 国の機関 農林水産省 北陸農政局 統計部 農林水産省北陸農政局統計部

01604007 国の機関 農林水産省 北陸農政局 消費・安全部 農林水産省北陸農政局消費・安全部

01604008 国の機関 農林水産省 北陸農政局 生産部 農林水産省北陸農政局生産部

01604009 国の機関 農林水産省 北陸農政局 農村振興部 農林水産省北陸農政局農村振興部

01604099 国の機関 農林水産省 北陸農政局 （その他の内部部局） 農林水産省北陸農政局

01604104 国の機関 農林水産省 北陸農政局 信濃川水系土地改良調査管理事務所 農林水産省北陸農政局信濃川水系土地改良調査管理事務所

01604105 国の機関 農林水産省 北陸農政局 西北陸土地改良調査管理事務所 農林水産省北陸農政局西北陸土地改良調査管理事務所

01604106 国の機関 農林水産省 北陸農政局 土地改良技術事務所 農林水産省北陸農政局土地改良技術事務所

01604121 国の機関 農林水産省 北陸農政局 新川流域農業水利事業所 農林水産省北陸農政局新川流域農業水利事業所

01604123 国の機関 農林水産省 北陸農政局 加治川二期農業水利事業所 農林水産省北陸農政局加治川二期農業水利事業所

01604124 国の機関 農林水産省 北陸農政局 手取川流域農業水利事業所 農林水産省北陸農政局手取川流域農業水利事業所

01604125 国の機関 農林水産省 北陸農政局 関川用水農業水利事業所 農林水産省北陸農政局関川用水農業水利事業所

01604126 国の機関 農林水産省 北陸農政局 信濃川左岸流域農業水利事業所 農林水産省北陸農政局信濃川左岸流域農業水利事業所 2019/08/15追加

01604127 国の機関 農林水産省 北陸農政局 河北潟周辺農地防災事業所 農林水産省北陸農政局河北潟周辺農地防災事業所 2020/12/03追加

01604128 国の機関 農林水産省 北陸農政局 新津郷用水農業水利事業所 農林水産省北陸農政局新津郷用水農業水利事業所 2020/12/03追加

01604999 国の機関 農林水産省 北陸農政局 その他 農林水産省北陸農政局

01605002 国の機関 農林水産省 東海農政局 企画調整室 農林水産省東海農政局企画調整室

01605003 国の機関 農林水産省 東海農政局 経営・事業支援部 農林水産省東海農政局経営・事業支援部

01605006 国の機関 農林水産省 東海農政局 統計部 農林水産省東海農政局統計部

01605007 国の機関 農林水産省 東海農政局 消費・安全部 農林水産省東海農政局消費・安全部

01605008 国の機関 農林水産省 東海農政局 生産部 農林水産省東海農政局生産部

01605009 国の機関 農林水産省 東海農政局 農村振興部 農林水産省東海農政局農村振興部

01605099 国の機関 農林水産省 東海農政局 （その他の内部部局） 農林水産省東海農政局

01605103 国の機関 農林水産省 東海農政局 木曽川水系土地改良調査管理事務所 農林水産省東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所

01605104 国の機関 農林水産省 東海農政局 土地改良技術事務所 農林水産省東海農政局土地改良技術事務所

01605107 国の機関 農林水産省 東海農政局 新濃尾農地防災事業所 農林水産省東海農政局新濃尾農地防災事業所

01605111 国の機関 農林水産省 東海農政局 矢作川総合第二期農地防災事業所 農林水産省東海農政局矢作川総合第二期農地防災事業所

01605999 国の機関 農林水産省 東海農政局 その他 農林水産省東海農政局

01606002 国の機関 農林水産省 近畿農政局 企画調整室 農林水産省近畿農政局企画調整室

01606003 国の機関 農林水産省 近畿農政局 経営・事業支援部 農林水産省近畿農政局経営・事業支援部

01606006 国の機関 農林水産省 近畿農政局 統計部 農林水産省近畿農政局統計部

01606007 国の機関 農林水産省 近畿農政局 消費・安全部 農林水産省近畿農政局消費・安全部

01606008 国の機関 農林水産省 近畿農政局 生産部 農林水産省近畿農政局生産部

01606009 国の機関 農林水産省 近畿農政局 農村振興部 農林水産省近畿農政局農村振興部

01606099 国の機関 農林水産省 近畿農政局 （その他の内部部局） 農林水産省近畿農政局

01606106 国の機関 農林水産省 近畿農政局 淀川水系土地改良調査管理事務所 農林水産省近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所

01606107 国の機関 農林水産省 近畿農政局 南近畿土地改良調査管理事務所 農林水産省近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所

01606108 国の機関 農林水産省 近畿農政局 土地改良技術事務所 農林水産省近畿農政局土地改良技術事務所

01606120 国の機関 農林水産省 近畿農政局 加古川水系広域農業水利施設総合管理所 農林水産省近畿農政局加古川水系広域農業水利施設総合管理所

01606121 国の機関 農林水産省 近畿農政局 東播用水二期農業水利事業所 農林水産省近畿農政局東播用水二期農業水利事業所

01606122 国の機関 農林水産省 近畿農政局 湖東平野農業水利事業所 農林水産省近畿農政局湖東平野農業水利事業所

01606123 国の機関 農林水産省 近畿農政局 亀岡中部農地整備事業所 農林水産省近畿農政局亀岡中部農地整備事業所

01606124 国の機関 農林水産省 近畿農政局 和歌山平野農地防災事業所 農林水産省近畿農政局和歌山平野農地防災事業所

01606999 国の機関 農林水産省 近畿農政局 その他 農林水産省近畿農政局

01607002 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 企画調整室 農林水産省中国四国農政局企画調整室

01607003 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 経営・事業支援部 農林水産省中国四国農政局経営・事業支援部

01607006 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 統計部 農林水産省中国四国農政局統計部

01607007 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 消費・安全部 農林水産省中国四国農政局消費・安全部

01607008 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 生産部 農林水産省中国四国農政局生産部

01607009 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 農村振興部 農林水産省中国四国農政局農村振興部

01607099 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 （その他の内部部局） 農林水産省中国四国農政局

01607111 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 中国土地改良調査管理事務所 農林水産省中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所

01607112 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 四国土地改良調査管理事務所 農林水産省中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所

01607113 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 土地改良技術事務所 農林水産省中国四国農政局土地改良技術事務所

01607117 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 四国東部農地防災事務所 農林水産省中国四国農政局四国東部農地防災事務所

01607118 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 那賀川農地防災事業所 農林水産省中国四国農政局那賀川農地防災事業所

01607133 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 香川用水二期農業水利事業所 農林水産省中国四国農政局香川用水二期農業水利事業所
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

01607134 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 南周防農地整備事業所 農林水産省中国四国農政局南周防農地整備事業所

01607135 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 道前平野農地整備事業所 農林水産省中国四国農政局道前平野農地整備事業所

01607136 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 吉井川農業水利事業所 農林水産省中国四国農政局吉井川農業水利事業所

01607137 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 宍道湖西岸農地整備事業所 農林水産省中国四国農政局宍道湖西岸農地整備事業所 2019/08/15追加

01607138 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 岡山南土地改良建設事業所 農林水産省中国四国農政局岡山南土地改良建設事業所 2020/12/03変更

01607999 国の機関 農林水産省 中国四国農政局 その他 農林水産省中国四国農政局

01608001 国の機関 農林水産省 九州農政局 総務部 農林水産省九州農政局総務部

01608002 国の機関 農林水産省 九州農政局 企画調整室 農林水産省九州農政局企画調整室

01608003 国の機関 農林水産省 九州農政局 経営・事業支援部 農林水産省九州農政局経営・事業支援部

01608006 国の機関 農林水産省 九州農政局 統計部 農林水産省九州農政局統計部

01608007 国の機関 農林水産省 九州農政局 消費・安全部 農林水産省九州農政局消費・安全部

01608008 国の機関 農林水産省 九州農政局 生産部 農林水産省九州農政局生産部

01608009 国の機関 農林水産省 九州農政局 農村振興部 農林水産省九州農政局農村振興部

01608099 国の機関 農林水産省 九州農政局 （その他の内部部局） 農林水産省九州農政局

01608113 国の機関 農林水産省 九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所 農林水産省九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所

01608114 国の機関 農林水産省 九州農政局 南部九州土地改良調査管理事務所 農林水産省九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所

01608115 国の機関 農林水産省 九州農政局 土地改良技術事務所 農林水産省九州農政局土地改良技術事務所

01608122 国の機関 農林水産省 九州農政局 有明海岸保全事業所 農林水産省九州農政局有明海岸保全事業所

01608123 国の機関 農林水産省 九州農政局 玉名横島海岸保全事業所 農林水産省九州農政局玉名横島海岸保全事業所

01608134 国の機関 農林水産省 九州農政局 沖永良部農業水利事業所 農林水産省九州農政局沖永良部農業水利事業所

01608137 国の機関 農林水産省 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所 農林水産省九州農政局筑後川下流右岸農地防災事業所

01608138 国の機関 農林水産省 九州農政局 川辺川農業水利事業所 農林水産省九州農政局川辺川農業水利事業所

01608139 国の機関 農林水産省 九州農政局 駅館川農地整備事業所 農林水産省九州農政局駅館川農地整備事業所

01608140 国の機関 農林水産省 九州農政局 八代平野農業水利事業所 農林水産省九州農政局八代平野農業水利事業所 2019/08/15追加

01608141 国の機関 農林水産省 九州農政局 西国東海岸保全事業所 農林水産省九州農政局西国東海岸保全事業所 2019/08/15追加

01608142 国の機関 農林水産省 九州農政局 宮崎中部農業水利事業所 農林水産省九州農政局宮崎中部農業水利事業所 2019/08/15追加

01608143 国の機関 農林水産省 九州農政局 宇城農地整備事業所 農林水産省九州農政局宇城農地整備事業所 2020/12/03追加

01608999 国の機関 農林水産省 九州農政局 その他 農林水産省九州農政局

01610001 国の機関 農林水産省 （施設等機関） 植物防疫所 農林水産省植物防疫所

01610002 国の機関 農林水産省 （施設等機関） 動物検疫所 農林水産省動物検疫所

01610003 国の機関 農林水産省 （施設等機関） 動物医薬品検査所 農林水産省動物医薬品検査所

01610004 国の機関 農林水産省 （施設等機関） 農林水産研修所 農林水産省農林水産研修所

01610005 国の機関 農林水産省 （施設等機関） 農林水産政策研究所 農林水産省農林水産政策研究所

01610006 国の機関 農林水産省 （施設等機関） 筑波産学連携支援センター 農林水産省筑波産学連携支援センター 2019/08/15変更

01610999 国の機関 農林水産省 （施設等機関） その他 農林水産省

01611000 国の機関 農林水産省 北海道農政事務所 農林水産省北海道農政事務所

01699999 国の機関 農林水産省 その他 その他 農林水産省

01801001 国の機関 林野庁 （内部部局） 林政部 林野庁林政部

01801002 国の機関 林野庁 （内部部局） 森林整備部 林野庁森林整備部

01801003 国の機関 林野庁 （内部部局） 国有林野部 林野庁国有林野部

01801999 国の機関 林野庁 （内部部局） その他 林野庁

01802001 国の機関 林野庁 （森林管理局） 北海道森林管理局 林野庁北海道森林管理局

01802002 国の機関 林野庁 （森林管理局） 東北森林管理局 林野庁東北森林管理局

01802003 国の機関 林野庁 （森林管理局） 関東森林管理局 林野庁関東森林管理局

01802004 国の機関 林野庁 （森林管理局） 中部森林管理局 林野庁中部森林管理局

01802005 国の機関 林野庁 （森林管理局） 近畿中国森林管理局 林野庁近畿中国森林管理局

01802006 国の機関 林野庁 （森林管理局） 四国森林管理局 林野庁四国森林管理局

01802007 国の機関 林野庁 （森林管理局） 九州森林管理局 林野庁九州森林管理局

01802999 国の機関 林野庁 （森林管理局） その他 林野庁

01803001 国の機関 林野庁 （施設等機関） 森林技術総合研修所 林野庁森林技術総合研修所

01803999 国の機関 林野庁 （施設等機関） その他 林野庁

01899999 国の機関 林野庁 その他 その他 林野庁

01901001 国の機関 水産庁 （内部部局） 漁政部 水産庁漁政部

01901002 国の機関 水産庁 （内部部局） 資源管理部 水産庁資源管理部

01901003 国の機関 水産庁 （内部部局） 増殖推進部 水産庁増殖推進部

01901004 国の機関 水産庁 （内部部局） 漁港漁場整備部 水産庁漁港漁場整備部

01901999 国の機関 水産庁 （内部部局） その他 水産庁

01902001 国の機関 水産庁 （漁業調整事務所） 北海道漁業調整事務所 水産庁北海道漁業調整事務所

01902002 国の機関 水産庁 （漁業調整事務所） 仙台漁業調整事務所 水産庁仙台漁業調整事務所

01902003 国の機関 水産庁 （漁業調整事務所） 新潟漁業調整事務所 水産庁新潟漁業調整事務所

01902004 国の機関 水産庁 （漁業調整事務所） 境港漁業調整事務所 水産庁境港漁業調整事務所

01902005 国の機関 水産庁 （漁業調整事務所） 瀬戸内海漁業調整事務所 水産庁瀬戸内海漁業調整事務所

01902006 国の機関 水産庁 （漁業調整事務所） 九州漁業調整事務所 水産庁九州漁業調整事務所

01902999 国の機関 水産庁 （漁業調整事務所） その他 水産庁
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

01903000 国の機関 水産庁 （施設等機関） 水産庁

01999999 国の機関 水産庁 その他 その他 水産庁

02001001 国の機関 経済産業省 （内部部局） 大臣官房 経済産業省大臣官房

02001002 国の機関 経済産業省 （内部部局） 経済産業政策局 経済産業省経済産業政策局

02001003 国の機関 経済産業省 （内部部局） 通商政策局 経済産業省通商政策局

02001004 国の機関 経済産業省 （内部部局） 貿易経済協力局 経済産業省貿易経済協力局

02001005 国の機関 経済産業省 （内部部局） 産業技術環境局 経済産業省産業技術環境局

02001006 国の機関 経済産業省 （内部部局） 製造産業局 経済産業省製造産業局

02001007 国の機関 経済産業省 （内部部局） 商務情報政策局 経済産業省商務情報政策局

02001999 国の機関 経済産業省 （内部部局） その他 経済産業省

02002001 国の機関 経済産業省 （経済産業局） 北海道経済産業局 経済産業省北海道経済産業局

02002002 国の機関 経済産業省 （経済産業局） 東北経済産業局 経済産業省東北経済産業局

02002003 国の機関 経済産業省 （経済産業局） 関東経済産業局 経済産業省関東経済産業局

02002004 国の機関 経済産業省 （経済産業局） 中部経済産業局 経済産業省中部経済産業局

02002005 国の機関 経済産業省 （経済産業局） 近畿経済産業局 経済産業省近畿経済産業局

02002006 国の機関 経済産業省 （経済産業局） 中国経済産業局 経済産業省中国経済産業局

02002007 国の機関 経済産業省 （経済産業局） 四国経済産業局 経済産業省四国経済産業局

02002008 国の機関 経済産業省 （経済産業局） 九州経済産業局 経済産業省九州経済産業局

02002009 国の機関 経済産業省 （経済産業局） 中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局 経済産業省中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局

02002999 国の機関 経済産業省 （経済産業局） その他 経済産業省

02003000 国の機関 経済産業省 資源エネルギー庁 経済産業省資源エネルギー庁

02004000 国の機関 経済産業省 特許庁 経済産業省特許庁

02005000 国の機関 経済産業省 中小企業庁 経済産業省中小企業庁

02007000 国の機関 経済産業省 経済産業研修所 経済産業省経済産業研修所

02008000 国の機関 経済産業省 那覇産業保安監督事務所 経済産業省那覇産業保安監督事務所

02099999 国の機関 経済産業省 その他 その他 経済産業省

02101001 国の機関 国土交通省 （内部部局） 大臣官房 国土交通省大臣官房

02101002 国の機関 国土交通省 （内部部局） 総合政策局 国土交通省総合政策局

02101003 国の機関 国土交通省 （内部部局） 国土政策局 国土交通省国土政策局

02101004 国の機関 国土交通省 （内部部局） 不動産・建設経済局 国土交通省不動産・建設経済局 2020/12/03変更

02101005 国の機関 国土交通省 （内部部局） 都市局 国土交通省都市局

02101006 国の機関 国土交通省 （内部部局） 水管理・国土保全局 国土交通省水管理・国土保全局

02101007 国の機関 国土交通省 （内部部局） 道路局 国土交通省道路局

02101008 国の機関 国土交通省 （内部部局） 住宅局 国土交通省住宅局

02101009 国の機関 国土交通省 （内部部局） 鉄道局 国土交通省鉄道局

02101010 国の機関 国土交通省 （内部部局） 自動車局 国土交通省自動車局

02101011 国の機関 国土交通省 （内部部局） 海事局 国土交通省海事局

02101012 国の機関 国土交通省 （内部部局） 港湾局 国土交通省港湾局

02101013 国の機関 国土交通省 （内部部局） 航空局 国土交通省航空局

02101014 国の機関 国土交通省 （内部部局） 北海道局 国土交通省北海道局

02101999 国の機関 国土交通省 （内部部局） その他 国土交通省

02102001 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 総務部 国土交通省東北地方整備局総務部

02102002 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 企画部 国土交通省東北地方整備局企画部

02102003 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 建政部 国土交通省東北地方整備局建政部

02102004 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 河川部 国土交通省東北地方整備局河川部

02102005 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 道路部 国土交通省東北地方整備局道路部

02102006 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 港湾空港部 国土交通省東北地方整備局港湾空港部

02102007 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 営繕部 国土交通省東北地方整備局営繕部

02102008 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 用地部 国土交通省東北地方整備局用地部

02102009 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 防災室 国土交通省東北地方整備局防災室 2019/08/15追加

02102010 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 災害対策マネジメント室 国土交通省東北地方整備局災害対策マネジメント室 2019/08/15追加

02102099 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 （その他の内部部局） 国土交通省東北地方整備局

02102101 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所

02102102 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 高瀬川河川事務所 国土交通省東北地方整備局高瀬川河川事務所

02102104 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所

02102106 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所

02102107 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所

02102108 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 国土交通省東北地方整備局北上川下流河川事務所

02102109 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 鳴瀬川総合開発工事事務所 国土交通省東北地方整備局鳴瀬川総合開発工事事務所

02102111 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 国土交通省東北地方整備局秋田河川国道事務所

02102112 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所 国土交通省東北地方整備局湯沢河川国道事務所

02102113 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 能代河川国道事務所 国土交通省東北地方整備局能代河川国道事務所

02102115 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 鳥海ダム工事事務所 国土交通省東北地方整備局鳥海ダム工事事務所

02102116 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所 国土交通省東北地方整備局山形河川国道事務所
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

02102117 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所 国土交通省東北地方整備局酒田河川国道事務所

02102118 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所 国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所

02102119 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 月山ダム管理所 国土交通省東北地方整備局月山ダム管理所

02102121 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所 国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所

02102122 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 摺上川ダム管理所 国土交通省東北地方整備局摺上川ダム管理所

02102123 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 郡山国道事務所 国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所

02102124 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 磐城国道事務所 国土交通省東北地方整備局磐城国道事務所

02102125 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所 国土交通省東北地方整備局北上川ダム統合管理事務所

02102126 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 最上川ダム統合管理事務所 国土交通省東北地方整備局最上川ダム統合管理事務所

02102128 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 鳴子ダム管理所 国土交通省東北地方整備局鳴子ダム管理所

02102129 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 釜房ダム管理所 国土交通省東北地方整備局釜房ダム管理所

02102130 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 七ヶ宿ダム管理所 国土交通省東北地方整備局七ヶ宿ダム管理所

02102131 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 玉川ダム管理所 国土交通省東北地方整備局玉川ダム管理所

02102132 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 三春ダム管理所 国土交通省東北地方整備局三春ダム管理所

02102133 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 東北技術事務所 国土交通省東北地方整備局東北技術事務所

02102134 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 東北国営公園事務所 国土交通省東北地方整備局東北国営公園事務所

02102137 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 青森港湾事務所 国土交通省東北地方整備局青森港湾事務所

02102138 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 八戸港湾・空港整備事務所 国土交通省東北地方整備局八戸港湾・空港整備事務所

02102139 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 秋田港湾事務所 国土交通省東北地方整備局秋田港湾事務所

02102140 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 釜石港湾事務所 国土交通省東北地方整備局釜石港湾事務所

02102141 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 酒田港湾事務所 国土交通省東北地方整備局酒田港湾事務所

02102142 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 塩釜港湾・空港整備事務所 国土交通省東北地方整備局塩釜港湾・空港整備事務所

02102143 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 仙台港湾空港技術調査事務所 国土交通省東北地方整備局仙台港湾空港技術調査事務所

02102144 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 小名浜港湾事務所 国土交通省東北地方整備局小名浜港湾事務所

02102145 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 盛岡営繕事務所 国土交通省東北地方整備局盛岡営繕事務所

02102146 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 南三陸国道事務所 国土交通省東北地方整備局南三陸国道事務所

02102147 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 成瀬ダム工事事務所 国土交通省東北地方整備局成瀬ダム工事事務所

02102148 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 岩木川ダム統合管理事務所 国土交通省東北地方整備局岩木川ダム統合管理事務所

02102149 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 宮城南部復興事務所 国土交通省東北地方整備局宮城南部復興事務所 2020/12/03追加

02102999 国の機関 国土交通省 東北地方整備局 その他 国土交通省東北地方整備局

02103001 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 総務部 国土交通省関東地方整備局総務部

02103002 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 企画部 国土交通省関東地方整備局企画部

02103003 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 建政部 国土交通省関東地方整備局建政部

02103004 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 河川部 国土交通省関東地方整備局河川部

02103005 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 道路部 国土交通省関東地方整備局道路部

02103006 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 港湾空港部 国土交通省関東地方整備局港湾空港部

02103007 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 営繕部 国土交通省関東地方整備局営繕部

02103008 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 用地部 国土交通省関東地方整備局用地部

02103009 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 防災室 国土交通省関東地方整備局防災室 2019/08/15追加

02103010 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 災害対策マネジメント室 国土交通省関東地方整備局災害対策マネジメント室 2019/08/15追加

02103099 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 （その他の内部部局） 国土交通省関東地方整備局

02103101 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 下館河川事務所 国土交通省関東地方整備局下館河川事務所

02103102 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所

02103103 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 霞ヶ浦導水工事事務所 国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務所

02103104 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 日光砂防事務所 国土交通省関東地方整備局日光砂防事務所

02103105 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 国土交通省関東地方整備局渡良瀬川河川事務所

02103107 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所

02103108 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 国土交通省関東地方整備局八ッ場ダム工事事務所

02103109 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 利根川上流河川事務所 国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所

02103110 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所 国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所

02103111 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所 国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所

02103112 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所

02103113 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所 国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所

02103114 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所 国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所

02103115 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 相模川水系広域ダム管理事務所 国土交通省関東地方整備局相模川水系広域ダム管理事務所

02103116 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所 国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所

02103117 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 利根川ダム統合管理事務所 国土交通省関東地方整備局利根川ダム統合管理事務所

02103118 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所 国土交通省関東地方整備局鬼怒川ダム統合管理事務所

02103119 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 品木ダム水質管理所 国土交通省関東地方整備局品木ダム水質管理所

02103120 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 二瀬ダム管理所 国土交通省関東地方整備局二瀬ダム管理所

02103121 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 常総国道事務所 国土交通省関東地方整備局常総国道事務所

02103122 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所 国土交通省関東地方整備局宇都宮国道事務所

02103123 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所 国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所

02103124 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 北首都国道事務所 国土交通省関東地方整備局北首都国道事務所
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02103125 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 首都国道事務所 国土交通省関東地方整備局首都国道事務所

02103126 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所 国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所

02103128 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所 国土交通省関東地方整備局東京国道事務所

02103129 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 相武国道事務所 国土交通省関東地方整備局相武国道事務所

02103130 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 川崎国道事務所 国土交通省関東地方整備局川崎国道事務所

02103131 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所 国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所

02103132 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 長野国道事務所 国土交通省関東地方整備局長野国道事務所

02103133 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所 国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所

02103134 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 高崎河川国道事務所 国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所

02103135 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所

02103136 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 国営常陸海浜公園事務所 国土交通省関東地方整備局国営常陸海浜公園事務所

02103137 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 国営昭和記念公園事務所 国土交通省関東地方整備局国営昭和記念公園事務所

02103140 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 京浜港湾事務所 国土交通省関東地方整備局京浜港湾事務所

02103141 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 千葉港湾事務所 国土交通省関東地方整備局千葉港湾事務所

02103142 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 鹿島港湾・空港整備事務所 国土交通省関東地方整備局鹿島港湾・空港整備事務所

02103143 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 東京空港整備事務所 国土交通省関東地方整備局東京空港整備事務所

02103144 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 東京湾口航路事務所 国土交通省関東地方整備局東京湾口航路事務所

02103145 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 横浜港湾空港技術調査事務所 国土交通省関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所

02103146 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 東京第一営繕事務所 国土交通省関東地方整備局東京第一営繕事務所

02103147 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 東京第二営繕事務所 国土交通省関東地方整備局東京第二営繕事務所

02103148 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 甲武営繕事務所 国土交通省関東地方整備局甲武営繕事務所

02103149 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 宇都宮営繕事務所 国土交通省関東地方整備局宇都宮営繕事務所

02103150 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 横浜営繕事務所 国土交通省関東地方整備局横浜営繕事務所

02103151 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 長野営繕事務所 国土交通省関東地方整備局長野営繕事務所

02103152 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 関東技術事務所 国土交通省関東地方整備局関東技術事務所

02103154 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所 国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所

02103155 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 東京港湾事務所 国土交通省関東地方整備局東京港湾事務所

02103156 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 特定離島港湾事務所 国土交通省関東地方整備局特定離島港湾事務所

02103157 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 関東道路メンテナンスセンター 国土交通省関東地方整備局関東道路メンテナンスセンター 2019/08/15追加

02103158 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 荒川調節池工事事務所 国土交通省関東地方整備局荒川調節池工事事務所 2020/12/03追加

02103159 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 久慈川緊急治水対策河川事務所 国土交通省関東地方整備局久慈川緊急治水対策河川事務所 2020/12/03追加

02103999 国の機関 国土交通省 関東地方整備局 その他 国土交通省関東地方整備局

02104001 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 総務部 国土交通省北陸地方整備局総務部

02104002 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 企画部 国土交通省北陸地方整備局企画部

02104003 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 建政部 国土交通省北陸地方整備局建政部

02104004 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 河川部 国土交通省北陸地方整備局河川部

02104005 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 道路部 国土交通省北陸地方整備局道路部

02104006 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 港湾空港部 国土交通省北陸地方整備局港湾空港部

02104007 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 営繕部 国土交通省北陸地方整備局営繕部

02104008 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 用地部 国土交通省北陸地方整備局用地部

02104009 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 防災室 国土交通省北陸地方整備局防災室 2019/08/15追加

02104010 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 災害対策マネジメント室 国土交通省北陸地方整備局災害対策マネジメント室 2019/08/15追加

02104099 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 （その他の内部部局） 国土交通省北陸地方整備局

02104101 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 信濃川下流河川事務所 国土交通省北陸地方整備局信濃川下流河川事務所

02104102 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所 国土交通省北陸地方整備局阿賀野川河川事務所

02104103 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所 国土交通省北陸地方整備局新潟国道事務所

02104104 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 信濃川河川事務所 国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所

02104105 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 長岡国道事務所 国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所

02104106 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所

02104107 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 国土交通省北陸地方整備局羽越河川国道事務所

02104108 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 高田河川国道事務所 国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所

02104109 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務所

02104110 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 黒部河川事務所 国土交通省北陸地方整備局黒部河川事務所

02104111 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所 国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所

02104112 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所 国土交通省北陸地方整備局利賀ダム工事事務所

02104113 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所

02104114 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 飯豊山系砂防事務所 国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所

02104116 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 国土交通省北陸地方整備局阿賀川河川事務所

02104117 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所 国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所

02104118 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 松本砂防事務所 国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所

02104119 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所 国土交通省北陸地方整備局神通川水系砂防事務所

02104120 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 三国川ダム管理所 国土交通省北陸地方整備局三国川ダム管理所

02104121 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 大町ダム管理所 国土交通省北陸地方整備局大町ダム管理所

02104122 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 北陸技術事務所 国土交通省北陸地方整備局北陸技術事務所
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

02104123 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 国営越後丘陵公園事務所 国土交通省北陸地方整備局国営越後丘陵公園事務所

02104124 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 金沢営繕事務所 国土交通省北陸地方整備局金沢営繕事務所

02104125 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 新潟港湾・空港整備事務所 国土交通省北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所

02104126 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 伏木富山港湾事務所 国土交通省北陸地方整備局伏木富山港湾事務所

02104127 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 金沢港湾・空港整備事務所 国土交通省北陸地方整備局金沢港湾・空港整備事務所

02104128 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 敦賀港湾事務所 国土交通省北陸地方整備局敦賀港湾事務所

02104129 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 新潟港湾空港技術調査事務所 国土交通省北陸地方整備局新潟港湾空港技術調査事務所

02104999 国の機関 国土交通省 北陸地方整備局 その他 国土交通省北陸地方整備局

02105001 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 総務部 国土交通省中部地方整備局総務部

02105002 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 企画部 国土交通省中部地方整備局企画部

02105003 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 建政部 国土交通省中部地方整備局建政部

02105004 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 河川部 国土交通省中部地方整備局河川部

02105005 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 道路部 国土交通省中部地方整備局道路部

02105006 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 港湾空港部 国土交通省中部地方整備局港湾空港部

02105007 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 営繕部 国土交通省中部地方整備局営繕部

02105008 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 用地部 国土交通省中部地方整備局用地部

02105009 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 防災室 国土交通省中部地方整備局防災室 2019/08/15追加

02105010 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 災害対策マネジメント室 国土交通省中部地方整備局災害対策マネジメント室 2019/08/15追加

02105099 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 （その他の内部部局） 国土交通省中部地方整備局

02105101 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所 国土交通省中部地方整備局木曽川上流河川事務所

02105102 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 越美山系砂防事務所 国土交通省中部地方整備局越美山系砂防事務所

02105103 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 新丸山ダム工事事務所 国土交通省中部地方整備局新丸山ダム工事事務所

02105106 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所 国土交通省中部地方整備局静岡河川事務所

02105107 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所 国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所

02105108 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 長島ダム管理所 国土交通省中部地方整備局長島ダム管理所

02105109 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 庄内川河川事務所 国土交通省中部地方整備局庄内川河川事務所

02105110 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所 国土交通省中部地方整備局設楽ダム工事事務所

02105111 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所 国土交通省中部地方整備局豊橋河川事務所

02105112 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所

02105113 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所

02105114 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 三峰川総合開発工事事務所 国土交通省中部地方整備局三峰川総合開発工事事務所

02105115 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 天竜川ダム統合管理事務所 国土交通省中部地方整備局天竜川ダム統合管理事務所

02105116 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 丸山ダム管理所 国土交通省中部地方整備局丸山ダム管理所

02105117 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 矢作ダム管理所 国土交通省中部地方整備局矢作ダム管理所

02105118 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 蓮ダム管理所 国土交通省中部地方整備局蓮ダム管理所

02105119 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所 国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所

02105120 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所 国土交通省中部地方整備局高山国道事務所

02105121 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 静岡国道事務所 国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所

02105122 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所 国土交通省中部地方整備局名古屋国道事務所

02105123 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 愛知国道事務所 国土交通省中部地方整備局愛知国道事務所

02105124 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 名四国道事務所 国土交通省中部地方整備局名四国道事務所

02105126 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 紀勢国道事務所 国土交通省中部地方整備局紀勢国道事務所

02105127 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 北勢国道事務所 国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所

02105128 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 飯田国道事務所 国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所

02105129 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 国土交通省中部地方整備局多治見砂防国道事務所

02105130 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 沼津河川国道事務所 国土交通省中部地方整備局沼津河川国道事務所

02105131 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所 国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所

02105132 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所

02105133 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 静岡営繕事務所 国土交通省中部地方整備局静岡営繕事務所

02105134 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 中部技術事務所 国土交通省中部地方整備局中部技術事務所

02105135 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 清水港湾事務所 国土交通省中部地方整備局清水港湾事務所

02105136 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 名古屋港湾事務所 国土交通省中部地方整備局名古屋港湾事務所

02105137 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 三河港湾事務所 国土交通省中部地方整備局三河港湾事務所

02105138 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 四日市港湾事務所 国土交通省中部地方整備局四日市港湾事務所

02105139 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 名古屋港湾空港技術調査事務所 国土交通省中部地方整備局名古屋港湾空港技術調査事務所

02105140 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 中部道路メンテナンスセンター 国土交通省中部地方整備局中部道路メンテナンスセンター 2019/08/15追加

02105999 国の機関 国土交通省 中部地方整備局 その他 国土交通省中部地方整備局

02106001 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 総務部 国土交通省近畿地方整備局総務部

02106002 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 企画部 国土交通省近畿地方整備局企画部

02106003 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 建政部 国土交通省近畿地方整備局建政部

02106004 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 河川部 国土交通省近畿地方整備局河川部

02106005 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 道路部 国土交通省近畿地方整備局道路部

02106006 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 港湾空港部 国土交通省近畿地方整備局港湾空港部

02106007 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 営繕部 国土交通省近畿地方整備局営繕部
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02106008 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 用地部 国土交通省近畿地方整備局用地部

02106009 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 防災室 国土交通省近畿地方整備局防災室 2019/08/15追加

02106010 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 災害対策マネジメント室 国土交通省近畿地方整備局災害対策マネジメント室 2019/08/15追加

02106099 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 （その他の内部部局） 国土交通省近畿地方整備局

02106101 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 国営飛鳥歴史公園事務所 国土交通省近畿地方整備局国営飛鳥歴史公園事務所

02106102 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所 国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所

02106103 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所 国土交通省近畿地方整備局大戸川ダム工事事務所

02106104 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 滋賀国道事務所 国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所

02106105 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所

02106106 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所 国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所

02106107 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 舞鶴港湾事務所 国土交通省近畿地方整備局舞鶴港湾事務所

02106108 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所 国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所

02106109 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 大和川河川事務所 国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所

02106110 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 猪名川河川事務所 国土交通省近畿地方整備局猪名川河川事務所

02106112 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 大阪国道事務所 国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所

02106113 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 浪速国道事務所 国土交通省近畿地方整備局浪速国道事務所

02106114 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 大阪港湾・空港整備事務所 国土交通省近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所

02106116 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 国土交通省近畿地方整備局豊岡河川国道事務所

02106117 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所 国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所

02106118 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 六甲砂防事務所 国土交通省近畿地方整備局六甲砂防事務所

02106119 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所 国土交通省近畿地方整備局兵庫国道事務所

02106121 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 神戸港湾事務所 国土交通省近畿地方整備局神戸港湾事務所

02106122 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所 国土交通省近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所

02106123 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 奈良国道事務所 国土交通省近畿地方整備局奈良国道事務所

02106124 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所 国土交通省近畿地方整備局和歌山河川国道事務所

02106125 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 国土交通省近畿地方整備局紀南河川国道事務所

02106126 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 和歌山港湾事務所 国土交通省近畿地方整備局和歌山港湾事務所

02106127 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所

02106128 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所 国土交通省近畿地方整備局足羽川ダム工事事務所

02106129 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 木津川上流河川事務所 国土交通省近畿地方整備局木津川上流河川事務所

02106130 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 淀川ダム統合管理事務所 国土交通省近畿地方整備局淀川ダム統合管理事務所

02106131 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 九頭竜川ダム統合管理事務所 国土交通省近畿地方整備局九頭竜川ダム統合管理事務所

02106132 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所 国土交通省近畿地方整備局近畿技術事務所

02106133 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 神戸港湾空港技術調査事務所 国土交通省近畿地方整備局神戸港湾空港技術調査事務所

02106134 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 国営明石海峡公園事務所 国土交通省近畿地方整備局国営明石海峡公園事務所

02106135 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 京都営繕事務所 国土交通省近畿地方整備局京都営繕事務所

02106136 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所 国土交通省近畿地方整備局紀伊山系砂防事務所

02106137 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 近畿道路メンテナンスセンター 国土交通省近畿地方整備局近畿道路メンテナンスセンター 2020/12/03追加

02106999 国の機関 国土交通省 近畿地方整備局 その他 国土交通省近畿地方整備局

02107001 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 総務部 国土交通省中国地方整備局総務部

02107002 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 企画部 国土交通省中国地方整備局企画部

02107003 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 建政部 国土交通省中国地方整備局建政部

02107004 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 河川部 国土交通省中国地方整備局河川部

02107005 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 道路部 国土交通省中国地方整備局道路部

02107006 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 港湾空港部 国土交通省中国地方整備局港湾空港部

02107007 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 営繕部 国土交通省中国地方整備局営繕部

02107008 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 用地部 国土交通省中国地方整備局用地部

02107009 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 防災室 国土交通省中国地方整備局防災室 2019/08/15追加

02107010 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 災害対策マネジメント室 国土交通省中国地方整備局災害対策マネジメント室 2019/08/15追加

02107099 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 （その他の内部部局） 国土交通省中国地方整備局

02107102 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 日野川河川事務所 国土交通省中国地方整備局日野川河川事務所

02107103 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所 国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所

02107105 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所

02107106 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 苫田ダム管理所 国土交通省中国地方整備局苫田ダム管理所

02107107 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所 国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所

02107109 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 温井ダム管理所 国土交通省中国地方整備局温井ダム管理所

02107110 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 土師ダム管理所 国土交通省中国地方整備局土師ダム管理所

02107111 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 弥栄ダム管理所 国土交通省中国地方整備局弥栄ダム管理所

02107112 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 八田原ダム管理所 国土交通省中国地方整備局八田原ダム管理所

02107113 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 松江国道事務所 国土交通省中国地方整備局松江国道事務所

02107114 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所 国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所

02107115 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所 国土交通省中国地方整備局広島国道事務所

02107117 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所

02107118 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所 国土交通省中国地方整備局倉吉河川国道事務所
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02107119 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 浜田河川国道事務所 国土交通省中国地方整備局浜田河川国道事務所

02107120 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所 国土交通省中国地方整備局福山河川国道事務所

02107121 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 三次河川国道事務所 国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所

02107122 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所 国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所

02107124 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 境港湾・空港整備事務所 国土交通省中国地方整備局境港湾・空港整備事務所

02107125 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 宇野港湾事務所 国土交通省中国地方整備局宇野港湾事務所

02107126 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 広島港湾・空港整備事務所 国土交通省中国地方整備局広島港湾・空港整備事務所

02107127 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 宇部港湾・空港整備事務所 国土交通省中国地方整備局宇部港湾・空港整備事務所

02107128 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 広島港湾空港技術調査事務所 国土交通省中国地方整備局広島港湾空港技術調査事務所

02107129 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 岡山営繕事務所 国土交通省中国地方整備局岡山営繕事務所

02107131 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 中国技術事務所 国土交通省中国地方整備局中国技術事務所

02107132 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所 国土交通省中国地方整備局高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所 2019/08/15追加

02107133 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 広島西部山系砂防事務所 国土交通省中国地方整備局広島西部山系砂防事務所 2019/08/15追加

02107134 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 山陰西部国道事務所 国土交通省中国地方整備局山陰西部国道事務所 2020/12/03追加

02107135 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 中国道路メンテナンスセンター 国土交通省中国地方整備局中国道路メンテナンスセンター 2020/12/03追加

02107999 国の機関 国土交通省 中国地方整備局 その他 国土交通省中国地方整備局

02108001 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 総務部 国土交通省四国地方整備局総務部

02108002 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 企画部 国土交通省四国地方整備局企画部

02108003 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 建政部 国土交通省四国地方整備局建政部

02108004 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 河川部 国土交通省四国地方整備局河川部

02108005 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 道路部 国土交通省四国地方整備局道路部

02108006 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 港湾空港部 国土交通省四国地方整備局港湾空港部

02108007 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 営繕部 国土交通省四国地方整備局営繕部

02108008 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 用地部 国土交通省四国地方整備局用地部

02108009 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 防災室 国土交通省四国地方整備局防災室 2019/08/15追加

02108010 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 災害対策マネジメント室 国土交通省四国地方整備局災害対策マネジメント室 2019/08/15追加

02108099 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 （その他の内部部局） 国土交通省四国地方整備局

02108101 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所

02108102 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 香川河川国道事務所 国土交通省四国地方整備局香川河川国道事務所

02108103 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 松山河川国道事務所 国土交通省四国地方整備局松山河川国道事務所

02108104 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 大洲河川国道事務所 国土交通省四国地方整備局大洲河川国道事務所

02108105 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 山鳥坂ダム工事事務所 国土交通省四国地方整備局山鳥坂ダム工事事務所

02108106 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 高知河川国道事務所 国土交通省四国地方整備局高知河川国道事務所

02108107 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 中村河川国道事務所 国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所

02108108 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 土佐国道事務所 国土交通省四国地方整備局土佐国道事務所

02108109 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 渡川ダム統合管理事務所 国土交通省四国地方整備局渡川ダム統合管理事務所 2020/12/03変更

02108110 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 吉野川ダム統合管理事務所 国土交通省四国地方整備局吉野川ダム統合管理事務所

02108111 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 肱川ダム統合管理事務所 国土交通省四国地方整備局肱川ダム統合管理事務所 2020/12/03変更

02108112 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 大渡ダム管理所 国土交通省四国地方整備局大渡ダム管理所

02108113 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 四国技術事務所 国土交通省四国地方整備局四国技術事務所

02108115 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 那賀川河川事務所 国土交通省四国地方整備局那賀川河川事務所

02108116 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 四国山地砂防事務所 国土交通省四国地方整備局四国山地砂防事務所

02108117 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 高松港湾・空港整備事務所 国土交通省四国地方整備局高松港湾・空港整備事務所

02108118 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 松山港湾・空港整備事務所 国土交通省四国地方整備局松山港湾・空港整備事務所

02108119 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 小松島港湾・空港整備事務所 国土交通省四国地方整備局小松島港湾・空港整備事務所

02108120 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 高知港湾・空港整備事務所 国土交通省四国地方整備局高知港湾・空港整備事務所

02108121 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 高松港湾空港技術調査事務所 国土交通省四国地方整備局高松港湾空港技術調査事務所

02108122 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 肱川緊急治水対策河川事務所 国土交通省四国地方整備局肱川緊急治水対策河川事務所 2020/12/03追加

02108999 国の機関 国土交通省 四国地方整備局 その他 国土交通省四国地方整備局

02109001 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 総務部 国土交通省九州地方整備局総務部

02109002 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 企画部 国土交通省九州地方整備局企画部

02109003 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 建政部 国土交通省九州地方整備局建政部

02109004 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 河川部 国土交通省九州地方整備局河川部

02109005 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 道路部 国土交通省九州地方整備局道路部

02109006 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 港湾空港部 国土交通省九州地方整備局港湾空港部

02109007 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 営繕部 国土交通省九州地方整備局営繕部

02109008 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 用地部 国土交通省九州地方整備局用地部

02109009 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 防災室 国土交通省九州地方整備局防災室 2019/08/15追加

02109010 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 災害対策マネジメント室 国土交通省九州地方整備局災害対策マネジメント室 2019/08/15追加

02109099 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 （その他の内部部局） 国土交通省九州地方整備局

02109101 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所 国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所

02109102 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 雲仙復興事務所 国土交通省九州地方整備局雲仙復興事務所

02109103 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 国土交通省九州地方整備局熊本河川国道事務所

02109104 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所 国土交通省九州地方整備局八代河川国道事務所
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02109105 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 大分河川国道事務所 国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所

02109106 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 佐伯河川国道事務所 国土交通省九州地方整備局佐伯河川国道事務所

02109107 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所

02109108 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 延岡河川国道事務所 国土交通省九州地方整備局延岡河川国道事務所

02109109 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所

02109110 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 筑後川河川事務所 国土交通省九州地方整備局筑後川河川事務所

02109111 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所 国土交通省九州地方整備局遠賀川河川事務所

02109112 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所 国土交通省九州地方整備局武雄河川事務所

02109115 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所 国土交通省九州地方整備局川辺川ダム砂防事務所

02109116 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 菊池川河川事務所 国土交通省九州地方整備局菊池川河川事務所

02109117 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 立野ダム工事事務所 国土交通省九州地方整備局立野ダム工事事務所

02109118 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 川内川河川事務所 国土交通省九州地方整備局川内川河川事務所

02109119 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 筑後川ダム統合管理事務所 国土交通省九州地方整備局筑後川ダム統合管理事務所

02109121 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 緑川ダム管理所 国土交通省九州地方整備局緑川ダム管理所

02109122 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 鶴田ダム管理所 国土交通省九州地方整備局鶴田ダム管理所

02109123 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 福岡国道事務所 国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所

02109124 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 北九州国道事務所 国土交通省九州地方整備局北九州国道事務所

02109126 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 佐賀国道事務所 国土交通省九州地方整備局佐賀国道事務所

02109127 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 国土交通省九州地方整備局鹿児島国道事務所

02109128 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 下関港湾事務所 国土交通省九州地方整備局下関港湾事務所

02109129 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 北九州港湾・空港整備事務所 国土交通省九州地方整備局北九州港湾・空港整備事務所

02109130 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 博多港湾・空港整備事務所 国土交通省九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所

02109131 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 苅田港湾事務所 国土交通省九州地方整備局苅田港湾事務所

02109132 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 別府港湾・空港整備事務所 国土交通省九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所

02109133 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 唐津港湾事務所 国土交通省九州地方整備局唐津港湾事務所

02109134 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 長崎港湾・空港整備事務所 国土交通省九州地方整備局長崎港湾・空港整備事務所

02109135 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 熊本港湾・空港整備事務所 国土交通省九州地方整備局熊本港湾・空港整備事務所

02109136 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 宮崎港湾・空港整備事務所 国土交通省九州地方整備局宮崎港湾・空港整備事務所

02109137 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島港湾・空港整備事務所 国土交通省九州地方整備局鹿児島港湾・空港整備事務所

02109138 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 志布志港湾事務所 国土交通省九州地方整備局志布志港湾事務所

02109139 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 関門航路事務所 国土交通省九州地方整備局関門航路事務所

02109140 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 下関港湾空港技術調査事務所 国土交通省九州地方整備局下関港湾空港技術調査事務所

02109142 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 熊本営繕事務所 国土交通省九州地方整備局熊本営繕事務所

02109143 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 鹿児島営繕事務所 国土交通省九州地方整備局鹿児島営繕事務所

02109144 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 国営海の中道海浜公園事務所 国土交通省九州地方整備局国営海の中道海浜公園事務所

02109146 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 九州技術事務所 国土交通省九州地方整備局九州技術事務所

02109148 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 山国川河川事務所 国土交通省九州地方整備局山国川河川事務所

02109149 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 熊本復興事務所 国土交通省九州地方整備局熊本復興事務所

02109150 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 有明海沿岸国道事務所 国土交通省九州地方整備局有明海沿岸国道事務所 2019/08/15追加

02109151 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 佐賀河川事務所 国土交通省九州地方整備局佐賀河川事務所 2020/12/03追加

02109999 国の機関 国土交通省 九州地方整備局 その他 国土交通省九州地方整備局

02110001 国の機関 国土交通省 北海道運輸局 総務部 国土交通省北海道運輸局総務部

02110002 国の機関 国土交通省 北海道運輸局 観光部 国土交通省北海道運輸局観光部

02110003 国の機関 国土交通省 北海道運輸局 海上安全環境部 国土交通省北海道運輸局海上安全環境部

02110004 国の機関 国土交通省 北海道運輸局 海事振興部 国土交通省北海道運輸局海事振興部

02110005 国の機関 国土交通省 北海道運輸局 鉄道部 国土交通省北海道運輸局鉄道部

02110006 国の機関 国土交通省 北海道運輸局 自動車交通部 国土交通省北海道運輸局自動車交通部

02110007 国の機関 国土交通省 北海道運輸局 自動車技術安全部 国土交通省北海道運輸局自動車技術安全部

02110008 国の機関 国土交通省 北海道運輸局 交通政策部 国土交通省北海道運輸局交通政策部 2020/12/03変更

02110099 国の機関 国土交通省 北海道運輸局 （その他の内部部局） 国土交通省北海道運輸局

02110999 国の機関 国土交通省 北海道運輸局 その他 国土交通省北海道運輸局

02111001 国の機関 国土交通省 東北運輸局 総務部 国土交通省東北運輸局総務部

02111002 国の機関 国土交通省 東北運輸局 観光部 国土交通省東北運輸局観光部

02111003 国の機関 国土交通省 東北運輸局 海上安全環境部 国土交通省東北運輸局海上安全環境部

02111004 国の機関 国土交通省 東北運輸局 海事振興部 国土交通省東北運輸局海事振興部

02111005 国の機関 国土交通省 東北運輸局 鉄道部 国土交通省東北運輸局鉄道部

02111006 国の機関 国土交通省 東北運輸局 自動車交通部 国土交通省東北運輸局自動車交通部

02111007 国の機関 国土交通省 東北運輸局 自動車技術安全部 国土交通省東北運輸局自動車技術安全部

02111008 国の機関 国土交通省 東北運輸局 交通政策部 国土交通省東北運輸局交通政策部 2020/12/03変更

02111099 国の機関 国土交通省 東北運輸局 （その他の内部部局） 国土交通省東北運輸局

02111999 国の機関 国土交通省 東北運輸局 その他 国土交通省東北運輸局

02112001 国の機関 国土交通省 北陸信越運輸局 総務部 国土交通省北陸信越運輸局総務部

02112002 国の機関 国土交通省 北陸信越運輸局 観光部 国土交通省北陸信越運輸局観光部

02112003 国の機関 国土交通省 北陸信越運輸局 交通政策部 国土交通省北陸信越運輸局交通政策部 2020/12/03変更
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28.29.発注機関コード／発注機関名
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02112004 国の機関 国土交通省 北陸信越運輸局 海事部 国土交通省北陸信越運輸局海事部

02112005 国の機関 国土交通省 北陸信越運輸局 鉄道部 国土交通省北陸信越運輸局鉄道部

02112006 国の機関 国土交通省 北陸信越運輸局 自動車交通部 国土交通省北陸信越運輸局自動車交通部

02112007 国の機関 国土交通省 北陸信越運輸局 自動車技術安全部 国土交通省北陸信越運輸局自動車技術安全部

02112099 国の機関 国土交通省 北陸信越運輸局 （その他の内部部局） 国土交通省北陸信越運輸局

02112999 国の機関 国土交通省 北陸信越運輸局 その他 国土交通省北陸信越運輸局

02113001 国の機関 国土交通省 関東運輸局 総務部 国土交通省関東運輸局総務部

02113002 国の機関 国土交通省 関東運輸局 観光部 国土交通省関東運輸局観光部

02113003 国の機関 国土交通省 関東運輸局 海上安全環境部 国土交通省関東運輸局海上安全環境部

02113004 国の機関 国土交通省 関東運輸局 海事振興部 国土交通省関東運輸局海事振興部

02113005 国の機関 国土交通省 関東運輸局 鉄道部 国土交通省関東運輸局鉄道部

02113006 国の機関 国土交通省 関東運輸局 自動車交通部 国土交通省関東運輸局自動車交通部

02113007 国の機関 国土交通省 関東運輸局 自動車監査指導部 国土交通省関東運輸局自動車監査指導部

02113008 国の機関 国土交通省 関東運輸局 自動車技術安全部 国土交通省関東運輸局自動車技術安全部

02113009 国の機関 国土交通省 関東運輸局 交通政策部 国土交通省関東運輸局交通政策部 2020/12/03変更

02113099 国の機関 国土交通省 関東運輸局 （その他の内部部局） 国土交通省関東運輸局

02113999 国の機関 国土交通省 関東運輸局 その他 国土交通省関東運輸局

02114001 国の機関 国土交通省 中部運輸局 総務部 国土交通省中部運輸局総務部

02114002 国の機関 国土交通省 中部運輸局 観光部 国土交通省中部運輸局観光部

02114003 国の機関 国土交通省 中部運輸局 海上安全環境部 国土交通省中部運輸局海上安全環境部

02114004 国の機関 国土交通省 中部運輸局 海事振興部 国土交通省中部運輸局海事振興部

02114005 国の機関 国土交通省 中部運輸局 鉄道部 国土交通省中部運輸局鉄道部

02114006 国の機関 国土交通省 中部運輸局 自動車交通部 国土交通省中部運輸局自動車交通部

02114007 国の機関 国土交通省 中部運輸局 自動車技術安全部 国土交通省中部運輸局自動車技術安全部

02114008 国の機関 国土交通省 中部運輸局 交通政策部 国土交通省中部運輸局交通政策部 2020/12/03変更

02114099 国の機関 国土交通省 中部運輸局 （その他の内部部局） 国土交通省中部運輸局

02114201 国の機関 国土交通省 中部運輸局 鳥羽海事事務所 国土交通省中部運輸局鳥羽海事事務所

02114202 国の機関 国土交通省 中部運輸局 下田海事事務所 国土交通省中部運輸局下田海事事務所

02114999 国の機関 国土交通省 中部運輸局 その他 国土交通省中部運輸局

02115001 国の機関 国土交通省 近畿運輸局 総務部 国土交通省近畿運輸局総務部

02115002 国の機関 国土交通省 近畿運輸局 観光部 国土交通省近畿運輸局観光部

02115003 国の機関 国土交通省 近畿運輸局 海上安全環境部 国土交通省近畿運輸局海上安全環境部

02115004 国の機関 国土交通省 近畿運輸局 海事振興部 国土交通省近畿運輸局海事振興部

02115005 国の機関 国土交通省 近畿運輸局 鉄道部 国土交通省近畿運輸局鉄道部

02115006 国の機関 国土交通省 近畿運輸局 自動車交通部 国土交通省近畿運輸局自動車交通部

02115007 国の機関 国土交通省 近畿運輸局 自動車技術安全部 国土交通省近畿運輸局自動車技術安全部

02115008 国の機関 国土交通省 近畿運輸局 交通政策部 国土交通省近畿運輸局交通政策部 2020/12/03変更

02115009 国の機関 国土交通省 近畿運輸局 自動車監査指導部 国土交通省近畿運輸局自動車監査指導部

02115099 国の機関 国土交通省 近畿運輸局 （その他の内部部局） 国土交通省近畿運輸局

02115999 国の機関 国土交通省 近畿運輸局 その他 国土交通省近畿運輸局

02116001 国の機関 国土交通省 神戸運輸監理部 総務企画部 国土交通省神戸運輸監理部総務企画部

02116002 国の機関 国土交通省 神戸運輸監理部 海上安全環境部 国土交通省神戸運輸監理部海上安全環境部

02116003 国の機関 国土交通省 神戸運輸監理部 海事振興部 国土交通省神戸運輸監理部海事振興部

02116004 国の機関 国土交通省 神戸運輸監理部 兵庫陸運部 国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部

02116099 国の機関 国土交通省 神戸運輸監理部 （その他の内部部局） 国土交通省神戸運輸監理部

02116101 国の機関 国土交通省 神戸運輸監理部 姫路海事事務所 国土交通省神戸運輸監理部姫路海事事務所

02116999 国の機関 国土交通省 神戸運輸監理部 その他 国土交通省神戸運輸監理部

02117001 国の機関 国土交通省 中国運輸局 総務部 国土交通省中国運輸局総務部

02117002 国の機関 国土交通省 中国運輸局 観光部 国土交通省中国運輸局観光部

02117003 国の機関 国土交通省 中国運輸局 海上安全環境部 国土交通省中国運輸局海上安全環境部

02117004 国の機関 国土交通省 中国運輸局 海事振興部 国土交通省中国運輸局海事振興部

02117005 国の機関 国土交通省 中国運輸局 鉄道部 国土交通省中国運輸局鉄道部

02117006 国の機関 国土交通省 中国運輸局 自動車交通部 国土交通省中国運輸局自動車交通部

02117007 国の機関 国土交通省 中国運輸局 自動車技術安全部 国土交通省中国運輸局自動車技術安全部

02117008 国の機関 国土交通省 中国運輸局 交通政策部 国土交通省中国運輸局交通政策部 2020/12/03変更

02117099 国の機関 国土交通省 中国運輸局 （その他の内部部局） 国土交通省中国運輸局

02117999 国の機関 国土交通省 中国運輸局 その他 国土交通省中国運輸局

02118001 国の機関 国土交通省 四国運輸局 総務部 国土交通省四国運輸局総務部

02118099 国の機関 国土交通省 四国運輸局 （その他の内部部局） 国土交通省四国運輸局

02118999 国の機関 国土交通省 四国運輸局 その他 国土交通省四国運輸局

02119001 国の機関 国土交通省 九州運輸局 総務部 国土交通省九州運輸局総務部

02119002 国の機関 国土交通省 九州運輸局 観光部 国土交通省九州運輸局観光部

02119003 国の機関 国土交通省 九州運輸局 海上安全環境部 国土交通省九州運輸局海上安全環境部

02119004 国の機関 国土交通省 九州運輸局 海事振興部 国土交通省九州運輸局海事振興部
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

02119005 国の機関 国土交通省 九州運輸局 鉄道部 国土交通省九州運輸局鉄道部

02119006 国の機関 国土交通省 九州運輸局 自動車交通部 国土交通省九州運輸局自動車交通部

02119007 国の機関 国土交通省 九州運輸局 自動車技術安全部 国土交通省九州運輸局自動車技術安全部

02119008 国の機関 国土交通省 九州運輸局 交通政策部 国土交通省九州運輸局交通政策部 2020/12/03変更

02119099 国の機関 国土交通省 九州運輸局 （その他の内部部局） 国土交通省九州運輸局

02119999 国の機関 国土交通省 九州運輸局 その他 国土交通省九州運輸局

02120001 国の機関 国土交通省 東京航空局 総務部 国土交通省東京航空局総務部

02120002 国の機関 国土交通省 東京航空局 空港部 国土交通省東京航空局空港部

02120003 国の機関 国土交通省 東京航空局 保安部 国土交通省東京航空局保安部

02120101 国の機関 国土交通省 東京航空局 新千歳空港事務所 国土交通省東京航空局新千歳空港事務所

02120102 国の機関 国土交通省 東京航空局 成田空港事務所 国土交通省東京航空局成田空港事務所

02120103 国の機関 国土交通省 東京航空局 東京空港事務所 国土交通省東京航空局東京空港事務所

02120104 国の機関 国土交通省 東京航空局 仙台空港事務所 国土交通省東京航空局仙台空港事務所

02120999 国の機関 国土交通省 東京航空局 その他 国土交通省東京航空局

02121001 国の機関 国土交通省 大阪航空局 総務部 国土交通省大阪航空局総務部

02121002 国の機関 国土交通省 大阪航空局 空港部 国土交通省大阪航空局空港部

02121003 国の機関 国土交通省 大阪航空局 保安部 国土交通省大阪航空局保安部

02121101 国の機関 国土交通省 大阪航空局 中部空港事務所 国土交通省大阪航空局中部空港事務所

02121102 国の機関 国土交通省 大阪航空局 大阪空港事務所 国土交通省大阪航空局大阪空港事務所

02121103 国の機関 国土交通省 大阪航空局 関西空港事務所 国土交通省大阪航空局関西空港事務所

02121104 国の機関 国土交通省 大阪航空局 福岡空港事務所 国土交通省大阪航空局福岡空港事務所

02121105 国の機関 国土交通省 大阪航空局 鹿児島空港事務所 国土交通省大阪航空局鹿児島空港事務所

02121106 国の機関 国土交通省 大阪航空局 那覇空港事務所 国土交通省大阪航空局那覇空港事務所

02121999 国の機関 国土交通省 大阪航空局 その他 国土交通省大阪航空局

02122001 国の機関 国土交通省 （航空交通管制部） 札幌航空交通管制部 国土交通省札幌航空交通管制部

02122002 国の機関 国土交通省 （航空交通管制部） 東京航空交通管制部 国土交通省東京航空交通管制部

02122003 国の機関 国土交通省 （航空交通管制部） 福岡航空交通管制部 国土交通省福岡航空交通管制部

02122004 国の機関 国土交通省 （航空交通管制部） 那覇航空交通管制部 国土交通省那覇航空交通管制部

02122999 国の機関 国土交通省 （航空交通管制部） その他 国土交通省

02123001 国の機関 国土交通省 （船員労働委員会） 船員中央労働委員会 船員中央労働委員会

02123002 国の機関 国土交通省 （船員労働委員会） 船員地方労働委員会 船員地方労働委員会

02123999 国の機関 国土交通省 （船員労働委員会） その他 国土交通省

02124000 国の機関 国土交通省 小笠原総合事務所 国土交通省小笠原総合事務所

02125001 国の機関 国土交通省 国土地理院 総務部 国土交通省国土地理院総務部

02125002 国の機関 国土交通省 国土地理院 企画部 国土交通省国土地理院企画部

02125003 国の機関 国土交通省 国土地理院 測地部 国土交通省国土地理院測地部

02125004 国の機関 国土交通省 国土地理院 基本図情報部 国土交通省国土地理院基本図情報部

02125005 国の機関 国土交通省 国土地理院 応用地理部 国土交通省国土地理院応用地理部

02125006 国の機関 国土交通省 国土地理院 地理空間情報部 国土交通省国土地理院地理空間情報部

02125099 国の機関 国土交通省 国土地理院 （その他の内部部局） 国土交通省国土地理院

02125101 国の機関 国土交通省 国土地理院 測地観測センター 国土交通省国土地理院測地観測センター

02125102 国の機関 国土交通省 国土地理院 地理地殻活動研究センター 国土交通省国土地理院地理地殻活動研究センター

02125201 国の機関 国土交通省 国土地理院 北海道地方測量部 国土交通省国土地理院北海道地方測量部

02125202 国の機関 国土交通省 国土地理院 東北地方測量部 国土交通省国土地理院東北地方測量部

02125203 国の機関 国土交通省 国土地理院 関東地方測量部 国土交通省国土地理院関東地方測量部

02125204 国の機関 国土交通省 国土地理院 北陸地方測量部 国土交通省国土地理院北陸地方測量部

02125205 国の機関 国土交通省 国土地理院 中部地方測量部 国土交通省国土地理院中部地方測量部

02125206 国の機関 国土交通省 国土地理院 近畿地方測量部 国土交通省国土地理院近畿地方測量部

02125207 国の機関 国土交通省 国土地理院 中国地方測量部 国土交通省国土地理院中国地方測量部

02125208 国の機関 国土交通省 国土地理院 四国地方測量部 国土交通省国土地理院四国地方測量部

02125209 国の機関 国土交通省 国土地理院 九州地方測量部 国土交通省国土地理院九州地方測量部

02125301 国の機関 国土交通省 国土地理院 沖縄支所 国土交通省国土地理院沖縄支所

02125999 国の機関 国土交通省 国土地理院 その他 国土交通省国土地理院

02126001 国の機関 国土交通省 国土交通大学校 計画管理部 国土交通大学校計画管理部

02126002 国の機関 国土交通省 国土交通大学校 建設部 国土交通大学校建設部

02126003 国の機関 国土交通省 国土交通大学校 測量部 国土交通大学校測量部

02126004 国の機関 国土交通省 国土交通大学校 総務部 国土交通大学校総務部

02126099 国の機関 国土交通省 国土交通大学校 （その他の内部部局） 国土交通大学校

02126101 国の機関 国土交通省 国土交通大学校 柏研修センター 国土交通大学校柏研修センター

02126999 国の機関 国土交通省 国土交通大学校 その他 国土交通大学校

02127000 国の機関 国土交通省 国土交通政策研究所 国土交通省国土交通政策研究所

02128001 国の機関 国土交通省 航空保安大学校 総務課 航空保安大学校総務課

02128002 国の機関 国土交通省 航空保安大学校 会計課 航空保安大学校会計課

02128003 国の機関 国土交通省 航空保安大学校 教務課 航空保安大学校教務課
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

02128099 国の機関 国土交通省 航空保安大学校 （その他の内部部局） 航空保安大学校

02128101 国の機関 国土交通省 航空保安大学校 岩沼研修センター 航空保安大学校岩沼研修センター

02128999 国の機関 国土交通省 航空保安大学校 その他 航空保安大学校

02129001 国の機関 国土交通省 国土技術政策総合研究所 総務部 国土交通省国土技術政策総合研究所総務部

02129002 国の機関 国土交通省 国土技術政策総合研究所 企画部 国土交通省国土技術政策総合研究所企画部

02129003 国の機関 国土交通省 国土技術政策総合研究所 管理調整部 国土交通省国土技術政策総合研究所管理調整部

02129005 国の機関 国土交通省 国土技術政策総合研究所 下水道研究部 国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部

02129006 国の機関 国土交通省 国土技術政策総合研究所 河川研究部 国土交通省国土技術政策総合研究所河川研究部

02129008 国の機関 国土交通省 国土技術政策総合研究所 建築研究部 国土交通省国土技術政策総合研究所建築研究部

02129009 国の機関 国土交通省 国土技術政策総合研究所 住宅研究部 国土交通省国土技術政策総合研究所住宅研究部

02129010 国の機関 国土交通省 国土技術政策総合研究所 都市研究部 国土交通省国土技術政策総合研究所都市研究部

02129011 国の機関 国土交通省 国土技術政策総合研究所 沿岸海洋・防災研究部 国土交通省国土技術政策総合研究所沿岸海洋・防災研究部

02129012 国の機関 国土交通省 国土技術政策総合研究所 港湾研究部 国土交通省国土技術政策総合研究所港湾研究部

02129013 国の機関 国土交通省 国土技術政策総合研究所 空港研究部 国土交通省国土技術政策総合研究所空港研究部

02129016 国の機関 国土交通省 国土技術政策総合研究所 土砂災害研究部 国土交通省国土技術政策総合研究所土砂災害研究部

02129017 国の機関 国土交通省 国土技術政策総合研究所 道路交通研究部 国土交通省国土技術政策総合研究所道路交通研究部

02129018 国の機関 国土交通省 国土技術政策総合研究所 道路構造物研究部 国土交通省国土技術政策総合研究所道路構造物研究部

02129019 国の機関 国土交通省 国土技術政策総合研究所 社会資本マネジメント研究センター 国土交通省国土技術政策総合研究所社会資本マネジメント研究センター

02129999 国の機関 国土交通省 国土技術政策総合研究所 その他 国土交通省国土技術政策総合研究所

02130000 国の機関 国土交通省 海難審判所 （内部部局） 国土交通省海難審判所

02130101 国の機関 国土交通省 海難審判所 地方海難審判所 国土交通省海難審判所地方海難審判所

02130999 国の機関 国土交通省 海難審判所 その他 国土交通省海難審判所

02131000 国の機関 国土交通省 運輸安全委員会 国土交通省運輸安全委員会

02199999 国の機関 国土交通省 その他 その他 国土交通省

02201001 国の機関 国土交通省北海道開発局 （内部部局） 開発監理部 国土交通省北海道開発局開発監理部

02201002 国の機関 国土交通省北海道開発局 （内部部局） 事業振興部 国土交通省北海道開発局事業振興部

02201003 国の機関 国土交通省北海道開発局 （内部部局） 建設部 国土交通省北海道開発局建設部

02201004 国の機関 国土交通省北海道開発局 （内部部局） 港湾空港部 国土交通省北海道開発局港湾空港部

02201005 国の機関 国土交通省北海道開発局 （内部部局） 農業水産部 国土交通省北海道開発局農業水産部

02201006 国の機関 国土交通省北海道開発局 （内部部局） 営繕部 国土交通省北海道開発局営繕部

02201999 国の機関 国土交通省北海道開発局 （内部部局） その他 国土交通省北海道開発局

02202001 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 本部 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部本部

02202101 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 札幌道路事務所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部札幌道路事務所

02202102 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 岩見沢道路事務所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部岩見沢道路事務所

02202103 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 滝川道路事務所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部滝川道路事務所

02202104 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 深川道路事務所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部深川道路事務所

02202105 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 国営滝野すずらん丘陵公園事務所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部国営滝野すずらん丘陵公園事務所

02202106 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 札幌北農業事務所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部札幌北農業事務所

02202107 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 札幌南農業事務所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部札幌南農業事務所

02202108 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 岩見沢農業事務所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部岩見沢農業事務所

02202110 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 千歳空港建設事業所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部千歳空港建設事業所

02202116 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 千歳道路事務所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部千歳道路事務所

02202117 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 札幌河川事務所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部札幌河川事務所

02202118 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 岩見沢河川事務所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部岩見沢河川事務所

02202119 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 江別河川事務所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部江別河川事務所

02202120 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 千歳川河川事務所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部千歳川河川事務所

02202121 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 滝川河川事務所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部滝川河川事務所

02202122 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 豊平川ダム統合管理事務所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部豊平川ダム統合管理事務所

02202123 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 幾春別川ダム建設事業所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部幾春別川ダム建設事業所

02202125 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 空知川河川事務所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部空知川河川事務所

02202126 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 夕張川ダム総合管理事務所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部夕張川ダム総合管理事務所

02202127 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 深川農業事務所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部深川農業事務所

02202128 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 雨竜川ダム調査事業所 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部雨竜川ダム調査事業所 2019/08/15追加

02202999 国の機関 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 その他 国土交通省北海道開発局札幌開発建設部

02203001 国の機関 国土交通省北海道開発局 小樽開発建設部 本部 国土交通省北海道開発局小樽開発建設部本部

02203101 国の機関 国土交通省北海道開発局 小樽開発建設部 小樽道路事務所 国土交通省北海道開発局小樽開発建設部小樽道路事務所

02203102 国の機関 国土交通省北海道開発局 小樽開発建設部 岩内道路事務所 国土交通省北海道開発局小樽開発建設部岩内道路事務所

02203106 国の機関 国土交通省北海道開発局 小樽開発建設部 小樽港湾事務所 国土交通省北海道開発局小樽開発建設部小樽港湾事務所

02203109 国の機関 国土交通省北海道開発局 小樽開発建設部 後志中部農業開発事業所 国土交通省北海道開発局小樽開発建設部後志中部農業開発事業所

02203110 国の機関 国土交通省北海道開発局 小樽開発建設部 倶知安開発事務所 国土交通省北海道開発局小樽開発建設部倶知安開発事務所

02203999 国の機関 国土交通省北海道開発局 小樽開発建設部 その他 国土交通省北海道開発局小樽開発建設部

02204001 国の機関 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 本部 国土交通省北海道開発局函館開発建設部本部

02204101 国の機関 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 函館道路事務所 国土交通省北海道開発局函館開発建設部函館道路事務所

02204102 国の機関 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 江差道路事務所 国土交通省北海道開発局函館開発建設部江差道路事務所
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

02204103 国の機関 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 函館港湾事務所 国土交通省北海道開発局函館開発建設部函館港湾事務所

02204104 国の機関 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 江差港湾事務所 国土交通省北海道開発局函館開発建設部江差港湾事務所

02204105 国の機関 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 函館農業事務所 国土交通省北海道開発局函館開発建設部函館農業事務所

02204106 国の機関 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 今金河川事務所 国土交通省北海道開発局函館開発建設部今金河川事務所

02204108 国の機関 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 八雲道路事務所 国土交通省北海道開発局函館開発建設部八雲道路事務所

02204999 国の機関 国土交通省北海道開発局 函館開発建設部 その他 国土交通省北海道開発局函館開発建設部

02205001 国の機関 国土交通省北海道開発局 室蘭開発建設部 本部 国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部本部

02205101 国の機関 国土交通省北海道開発局 室蘭開発建設部 苫小牧道路事務所 国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部苫小牧道路事務所

02205102 国の機関 国土交通省北海道開発局 室蘭開発建設部 室蘭道路事務所 国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部室蘭道路事務所

02205103 国の機関 国土交通省北海道開発局 室蘭開発建設部 有珠道路事務所 国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部有珠道路事務所 2020/12/03変更

02205104 国の機関 国土交通省北海道開発局 室蘭開発建設部 室蘭港湾事務所 国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部室蘭港湾事務所

02205105 国の機関 国土交通省北海道開発局 室蘭開発建設部 苫小牧港湾事務所 国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部苫小牧港湾事務所

02205106 国の機関 国土交通省北海道開発局 室蘭開発建設部 浦河港湾事務所 国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部浦河港湾事務所

02205107 国の機関 国土交通省北海道開発局 室蘭開発建設部 沙流川ダム建設事業所 国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部沙流川ダム建設事業所

02205108 国の機関 国土交通省北海道開発局 室蘭開発建設部 二風谷ダム管理所 国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部二風谷ダム管理所

02205111 国の機関 国土交通省北海道開発局 室蘭開発建設部 浦河道路事務所 国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部浦河道路事務所

02205115 国の機関 国土交通省北海道開発局 室蘭開発建設部 苫小牧河川事務所 国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部苫小牧河川事務所

02205116 国の機関 国土交通省北海道開発局 室蘭開発建設部 日高道路事務所 国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部日高道路事務所

02205117 国の機関 国土交通省北海道開発局 室蘭開発建設部 厚真川水系砂防事業所 国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部厚真川水系砂防事業所 2019/08/15追加

02205118 国の機関 国土交通省北海道開発局 室蘭開発建設部 胆振農業事務所 国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部胆振農業事務所 2020/12/03追加

02205999 国の機関 国土交通省北海道開発局 室蘭開発建設部 その他 国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部

02206001 国の機関 国土交通省北海道開発局 旭川開発建設部 本部 国土交通省北海道開発局旭川開発建設部本部

02206101 国の機関 国土交通省北海道開発局 旭川開発建設部 旭川河川事務所 国土交通省北海道開発局旭川開発建設部旭川河川事務所

02206102 国の機関 国土交通省北海道開発局 旭川開発建設部 名寄河川事務所 国土交通省北海道開発局旭川開発建設部名寄河川事務所

02206103 国の機関 国土交通省北海道開発局 旭川開発建設部 旭川道路事務所 国土交通省北海道開発局旭川開発建設部旭川道路事務所

02206104 国の機関 国土交通省北海道開発局 旭川開発建設部 旭川農業事務所 国土交通省北海道開発局旭川開発建設部旭川農業事務所

02206107 国の機関 国土交通省北海道開発局 旭川開発建設部 サンルダム建設事業所 国土交通省北海道開発局旭川開発建設部サンルダム建設事業所

02206110 国の機関 国土交通省北海道開発局 旭川開発建設部 士別道路事務所 国土交通省北海道開発局旭川開発建設部士別道路事務所

02206115 国の機関 国土交通省北海道開発局 旭川開発建設部 名寄農業開発事業所 国土交通省北海道開発局旭川開発建設部名寄農業開発事業所

02206116 国の機関 国土交通省北海道開発局 旭川開発建設部 富良野地域農業開発事業所 国土交通省北海道開発局旭川開発建設部富良野地域農業開発事業所

02206117 国の機関 国土交通省北海道開発局 旭川開発建設部 富良野道路事務所 国土交通省北海道開発局旭川開発建設部富良野道路事務所

02206999 国の機関 国土交通省北海道開発局 旭川開発建設部 その他 国土交通省北海道開発局旭川開発建設部

02207001 国の機関 国土交通省北海道開発局 留萌開発建設部 本部 国土交通省北海道開発局留萌開発建設部本部

02207101 国の機関 国土交通省北海道開発局 留萌開発建設部 留萌開発事務所 国土交通省北海道開発局留萌開発建設部留萌開発事務所

02207102 国の機関 国土交通省北海道開発局 留萌開発建設部 留萌港湾事務所 国土交通省北海道開発局留萌開発建設部留萌港湾事務所

02207103 国の機関 国土交通省北海道開発局 留萌開発建設部 幌延河川事務所 国土交通省北海道開発局留萌開発建設部幌延河川事務所

02207106 国の機関 国土交通省北海道開発局 留萌開発建設部 羽幌道路事務所 国土交通省北海道開発局留萌開発建設部羽幌道路事務所

02207110 国の機関 国土交通省北海道開発局 留萌開発建設部 天塩地域農業開発事業所 国土交通省北海道開発局留萌開発建設部天塩地域農業開発事業所

02207999 国の機関 国土交通省北海道開発局 留萌開発建設部 その他 国土交通省北海道開発局留萌開発建設部

02208001 国の機関 国土交通省北海道開発局 稚内開発建設部 本部 国土交通省北海道開発局稚内開発建設部本部

02208101 国の機関 国土交通省北海道開発局 稚内開発建設部 稚内農業事務所 国土交通省北海道開発局稚内開発建設部稚内農業事務所

02208102 国の機関 国土交通省北海道開発局 稚内開発建設部 稚内港湾事務所 国土交通省北海道開発局稚内開発建設部稚内港湾事務所

02208103 国の機関 国土交通省北海道開発局 稚内開発建設部 稚内道路事務所 国土交通省北海道開発局稚内開発建設部稚内道路事務所

02208108 国の機関 国土交通省北海道開発局 稚内開発建設部 浜頓別道路事務所 国土交通省北海道開発局稚内開発建設部浜頓別道路事務所

02208999 国の機関 国土交通省北海道開発局 稚内開発建設部 その他 国土交通省北海道開発局稚内開発建設部

02209001 国の機関 国土交通省北海道開発局 網走開発建設部 本部 国土交通省北海道開発局網走開発建設部本部

02209101 国の機関 国土交通省北海道開発局 網走開発建設部 北見道路事務所 国土交通省北海道開発局網走開発建設部北見道路事務所

02209102 国の機関 国土交通省北海道開発局 網走開発建設部 北見河川事務所 国土交通省北海道開発局網走開発建設部北見河川事務所

02209103 国の機関 国土交通省北海道開発局 網走開発建設部 網走道路事務所 国土交通省北海道開発局網走開発建設部網走道路事務所

02209104 国の機関 国土交通省北海道開発局 網走開発建設部 網走港湾事務所 国土交通省北海道開発局網走開発建設部網走港湾事務所

02209105 国の機関 国土交通省北海道開発局 網走開発建設部 紋別港湾事務所 国土交通省北海道開発局網走開発建設部紋別港湾事務所

02209106 国の機関 国土交通省北海道開発局 網走開発建設部 北見農業事務所 国土交通省北海道開発局網走開発建設部北見農業事務所

02209107 国の機関 国土交通省北海道開発局 網走開発建設部 網走農業事務所 国土交通省北海道開発局網走開発建設部網走農業事務所

02209116 国の機関 国土交通省北海道開発局 網走開発建設部 興部道路事務所 国土交通省北海道開発局網走開発建設部興部道路事務所

02209117 国の機関 国土交通省北海道開発局 網走開発建設部 遠軽開発事務所 国土交通省北海道開発局網走開発建設部遠軽開発事務所

02209999 国の機関 国土交通省北海道開発局 網走開発建設部 その他 国土交通省北海道開発局網走開発建設部

02210001 国の機関 国土交通省北海道開発局 帯広開発建設部 本部 国土交通省北海道開発局帯広開発建設部本部

02210101 国の機関 国土交通省北海道開発局 帯広開発建設部 帯広河川事務所 国土交通省北海道開発局帯広開発建設部帯広河川事務所

02210102 国の機関 国土交通省北海道開発局 帯広開発建設部 帯広道路事務所 国土交通省北海道開発局帯広開発建設部帯広道路事務所

02210103 国の機関 国土交通省北海道開発局 帯広開発建設部 帯広農業事務所 国土交通省北海道開発局帯広開発建設部帯広農業事務所

02210104 国の機関 国土交通省北海道開発局 帯広開発建設部 池田河川事務所 国土交通省北海道開発局帯広開発建設部池田河川事務所

02210113 国の機関 国土交通省北海道開発局 帯広開発建設部 鹿追地域農業開発事業所 国土交通省北海道開発局帯広開発建設部鹿追地域農業開発事業所

02210115 国の機関 国土交通省北海道開発局 帯広開発建設部 広尾道路事務所 国土交通省北海道開発局帯広開発建設部広尾道路事務所

02210116 国の機関 国土交通省北海道開発局 帯広開発建設部 足寄道路事務所 国土交通省北海道開発局帯広開発建設部足寄道路事務所
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

02210999 国の機関 国土交通省北海道開発局 帯広開発建設部 その他 国土交通省北海道開発局帯広開発建設部

02211001 国の機関 国土交通省北海道開発局 釧路開発建設部 本部 国土交通省北海道開発局釧路開発建設部本部

02211101 国の機関 国土交通省北海道開発局 釧路開発建設部 釧路道路事務所 国土交通省北海道開発局釧路開発建設部釧路道路事務所

02211102 国の機関 国土交通省北海道開発局 釧路開発建設部 釧路港湾事務所 国土交通省北海道開発局釧路開発建設部釧路港湾事務所

02211103 国の機関 国土交通省北海道開発局 釧路開発建設部 釧路農業事務所 国土交通省北海道開発局釧路開発建設部釧路農業事務所

02211108 国の機関 国土交通省北海道開発局 釧路開発建設部 中標津道路事務所 国土交通省北海道開発局釧路開発建設部中標津道路事務所

02211111 国の機関 国土交通省北海道開発局 釧路開発建設部 根室港湾事務所 国土交通省北海道開発局釧路開発建設部根室港湾事務所

02211113 国の機関 国土交通省北海道開発局 釧路開発建設部 根室農業事務所 国土交通省北海道開発局釧路開発建設部根室農業事務所

02211114 国の機関 国土交通省北海道開発局 釧路開発建設部 釧路河川事務所 国土交通省北海道開発局釧路開発建設部釧路河川事務所

02211115 国の機関 国土交通省北海道開発局 釧路開発建設部 弟子屈道路事務所 国土交通省北海道開発局釧路開発建設部弟子屈道路事務所

02211116 国の機関 国土交通省北海道開発局 釧路開発建設部 根室道路事務所 国土交通省北海道開発局釧路開発建設部根室道路事務所

02211999 国の機関 国土交通省北海道開発局 釧路開発建設部 その他 国土交通省北海道開発局釧路開発建設部

02299999 国の機関 国土交通省北海道開発局 その他 その他 国土交通省北海道開発局

02301001 国の機関 気象庁 （内部部局） 総務部 気象庁総務部

02301002 国の機関 気象庁 （内部部局） 予報部 気象庁予報部

02301003 国の機関 気象庁 （内部部局） 観測部 気象庁観測部

02301004 国の機関 気象庁 （内部部局） 地震火山部 気象庁地震火山部

02301005 国の機関 気象庁 （内部部局） 地球環境・海洋部 気象庁地球環境・海洋部

02301999 国の機関 気象庁 （内部部局） その他 気象庁

02302001 国の機関 気象庁 （気象台） 札幌管区気象台 気象庁札幌管区気象台

02302002 国の機関 気象庁 （気象台） 仙台管区気象台 気象庁仙台管区気象台

02302003 国の機関 気象庁 （気象台） 東京管区気象台 気象庁東京管区気象台

02302004 国の機関 気象庁 （気象台） 大阪管区気象台 気象庁大阪管区気象台

02302005 国の機関 気象庁 （気象台） 福岡管区気象台 気象庁福岡管区気象台

02302006 国の機関 気象庁 （気象台） 沖縄気象台 気象庁沖縄気象台

02302999 国の機関 気象庁 （気象台） その他 気象庁

02304001 国の機関 気象庁 （施設等機関） 気象研究所 気象庁気象研究所

02304002 国の機関 気象庁 （施設等機関） 気象衛星センター 気象庁気象衛星センター

02304003 国の機関 気象庁 （施設等機関） 高層気象台 気象庁高層気象台

02304004 国の機関 気象庁 （施設等機関） 地磁気観測所 気象庁地磁気観測所

02304005 国の機関 気象庁 （施設等機関） 気象大学校 気象庁気象大学校

02304999 国の機関 気象庁 （施設等機関） その他 気象庁

02399999 国の機関 気象庁 その他 その他 気象庁

02401001 国の機関 海上保安庁 （内部部局） 総務部 海上保安庁総務部

02401002 国の機関 海上保安庁 （内部部局） 装備技術部 海上保安庁装備技術部

02401003 国の機関 海上保安庁 （内部部局） 警備救難部 海上保安庁警備救難部

02401004 国の機関 海上保安庁 （内部部局） 海洋情報部 海上保安庁海洋情報部

02401005 国の機関 海上保安庁 （内部部局） 交通部 海上保安庁交通部

02401999 国の機関 海上保安庁 （内部部局） その他 海上保安庁

02402001 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 総務部 海上保安庁第一管区海上保安本部総務部

02402002 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 経理補給部 海上保安庁第一管区海上保安本部経理補給部

02402003 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 船舶技術部 海上保安庁第一管区海上保安本部船舶技術部

02402004 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 警備救難部 海上保安庁第一管区海上保安本部警備救難部

02402005 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 海洋情報部 海上保安庁第一管区海上保安本部海洋情報部

02402006 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 交通部 海上保安庁第一管区海上保安本部交通部

02402099 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 （その他の内部部局） 海上保安庁第一管区海上保安本部

02402101 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 函館海上保安部 海上保安庁第一管区海上保安本部函館海上保安部

02402102 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 小樽海上保安部 海上保安庁第一管区海上保安本部小樽海上保安部

02402103 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 室蘭海上保安部 海上保安庁第一管区海上保安本部室蘭海上保安部

02402104 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 釧路海上保安部 海上保安庁第一管区海上保安本部釧路海上保安部

02402105 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 留萌海上保安部 海上保安庁第一管区海上保安本部留萌海上保安部

02402106 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 稚内海上保安部 海上保安庁第一管区海上保安本部稚内海上保安部

02402107 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 紋別海上保安部 海上保安庁第一管区海上保安本部紋別海上保安部

02402108 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 根室海上保安部 海上保安庁第一管区海上保安本部根室海上保安部

02402201 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 函館航空基地 海上保安庁第一管区海上保安本部函館航空基地

02402202 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 釧路航空基地 海上保安庁第一管区海上保安本部釧路航空基地

02402203 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 千歳航空基地 海上保安庁第一管区海上保安本部千歳航空基地

02402999 国の機関 海上保安庁 第一管区海上保安本部 その他 海上保安庁第一管区海上保安本部

02403001 国の機関 海上保安庁 第二管区海上保安本部 総務部 海上保安庁第二管区海上保安本部総務部

02403002 国の機関 海上保安庁 第二管区海上保安本部 経理補給部 海上保安庁第二管区海上保安本部経理補給部

02403003 国の機関 海上保安庁 第二管区海上保安本部 船舶技術部 海上保安庁第二管区海上保安本部船舶技術部

02403004 国の機関 海上保安庁 第二管区海上保安本部 警備救難部 海上保安庁第二管区海上保安本部警備救難部

02403005 国の機関 海上保安庁 第二管区海上保安本部 海洋情報部 海上保安庁第二管区海上保安本部海洋情報部

02403006 国の機関 海上保安庁 第二管区海上保安本部 交通部 海上保安庁第二管区海上保安本部交通部
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

02403099 国の機関 海上保安庁 第二管区海上保安本部 （その他の内部部局） 海上保安庁第二管区海上保安本部

02403101 国の機関 海上保安庁 第二管区海上保安本部 宮城海上保安部 海上保安庁第二管区海上保安本部宮城海上保安部

02403102 国の機関 海上保安庁 第二管区海上保安本部 青森海上保安部 海上保安庁第二管区海上保安本部青森海上保安部

02403103 国の機関 海上保安庁 第二管区海上保安本部 八戸海上保安部 海上保安庁第二管区海上保安本部八戸海上保安部

02403104 国の機関 海上保安庁 第二管区海上保安本部 釜石海上保安部 海上保安庁第二管区海上保安本部釜石海上保安部

02403105 国の機関 海上保安庁 第二管区海上保安本部 秋田海上保安部 海上保安庁第二管区海上保安本部秋田海上保安部

02403106 国の機関 海上保安庁 第二管区海上保安本部 酒田海上保安部 海上保安庁第二管区海上保安本部酒田海上保安部

02403301 国の機関 海上保安庁 第二管区海上保安本部 仙台航空基地 海上保安庁第二管区海上保安本部仙台航空基地

02403999 国の機関 海上保安庁 第二管区海上保安本部 その他 海上保安庁第二管区海上保安本部

02404001 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 総務部 海上保安庁第三管区海上保安本部総務部

02404002 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 経理補給部 海上保安庁第三管区海上保安本部経理補給部

02404003 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 船舶技術部 海上保安庁第三管区海上保安本部船舶技術部

02404004 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 警備救難部 海上保安庁第三管区海上保安本部警備救難部

02404005 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 海洋情報部 海上保安庁第三管区海上保安本部海洋情報部

02404006 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 交通部 海上保安庁第三管区海上保安本部交通部

02404099 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 （その他の内部部局） 海上保安庁第三管区海上保安本部

02404101 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 茨城海上保安部 海上保安庁第三管区海上保安本部茨城海上保安部

02404102 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 千葉海上保安部 海上保安庁第三管区海上保安本部千葉海上保安部

02404103 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 銚子海上保安部 海上保安庁第三管区海上保安本部銚子海上保安部

02404104 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 東京海上保安部 海上保安庁第三管区海上保安本部東京海上保安部

02404105 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 横浜海上保安部 海上保安庁第三管区海上保安本部横浜海上保安部

02404106 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 横須賀海上保安部 海上保安庁第三管区海上保安本部横須賀海上保安部

02404107 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 清水海上保安部 海上保安庁第三管区海上保安本部清水海上保安部

02404108 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 下田海上保安部 海上保安庁第三管区海上保安本部下田海上保安部

02404201 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 東京湾海上交通センター 海上保安庁第三管区海上保安本部東京湾海上交通センター

02404301 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 羽田航空基地 海上保安庁第三管区海上保安本部羽田航空基地

02404302 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 羽田特殊救難基地 海上保安庁第三管区海上保安本部羽田特殊救難基地

02404303 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 横浜機動防除基地 海上保安庁第三管区海上保安本部横浜機動防除基地

02404999 国の機関 海上保安庁 第三管区海上保安本部 その他 海上保安庁第三管区海上保安本部

02405001 国の機関 海上保安庁 第四管区海上保安本部 総務部 海上保安庁第四管区海上保安本部総務部

02405002 国の機関 海上保安庁 第四管区海上保安本部 警備救難部 海上保安庁第四管区海上保安本部警備救難部

02405003 国の機関 海上保安庁 第四管区海上保安本部 海洋情報部 海上保安庁第四管区海上保安本部海洋情報部

02405004 国の機関 海上保安庁 第四管区海上保安本部 交通部 海上保安庁第四管区海上保安本部交通部

02405099 国の機関 海上保安庁 第四管区海上保安本部 （その他の内部部局） 海上保安庁第四管区海上保安本部

02405101 国の機関 海上保安庁 第四管区海上保安本部 名古屋海上保安部 海上保安庁第四管区海上保安本部名古屋海上保安部

02405102 国の機関 海上保安庁 第四管区海上保安本部 四日市海上保安部 海上保安庁第四管区海上保安本部四日市海上保安部

02405103 国の機関 海上保安庁 第四管区海上保安本部 尾鷲海上保安部 海上保安庁第四管区海上保安本部尾鷲海上保安部

02405104 国の機関 海上保安庁 第四管区海上保安本部 鳥羽海上保安部 海上保安庁第四管区海上保安本部鳥羽海上保安部

02405201 国の機関 海上保安庁 第四管区海上保安本部 名古屋港海上交通センター 海上保安庁第四管区海上保安本部名古屋港海上交通センター

02405999 国の機関 海上保安庁 第四管区海上保安本部 その他 海上保安庁第四管区海上保安本部

02406001 国の機関 海上保安庁 第五管区海上保安本部 総務部 海上保安庁第五管区海上保安本部総務部

02406002 国の機関 海上保安庁 第五管区海上保安本部 経理補給部 海上保安庁第五管区海上保安本部経理補給部

02406003 国の機関 海上保安庁 第五管区海上保安本部 船舶技術部 海上保安庁第五管区海上保安本部船舶技術部

02406004 国の機関 海上保安庁 第五管区海上保安本部 警備救難部 海上保安庁第五管区海上保安本部警備救難部

02406005 国の機関 海上保安庁 第五管区海上保安本部 海洋情報部 海上保安庁第五管区海上保安本部海洋情報部

02406006 国の機関 海上保安庁 第五管区海上保安本部 交通部 海上保安庁第五管区海上保安本部交通部

02406099 国の機関 海上保安庁 第五管区海上保安本部 （その他の内部部局） 海上保安庁第五管区海上保安本部

02406101 国の機関 海上保安庁 第五管区海上保安本部 神戸海上保安部 海上保安庁第五管区海上保安本部神戸海上保安部

02406102 国の機関 海上保安庁 第五管区海上保安本部 大阪海上保安監部 海上保安庁第五管区海上保安本部大阪海上保安監部

02406103 国の機関 海上保安庁 第五管区海上保安本部 田辺海上保安部 海上保安庁第五管区海上保安本部田辺海上保安部

02406104 国の機関 海上保安庁 第五管区海上保安本部 徳島海上保安部 海上保安庁第五管区海上保安本部徳島海上保安部

02406105 国の機関 海上保安庁 第五管区海上保安本部 高知海上保安部 海上保安庁第五管区海上保安本部高知海上保安部

02406106 国の機関 海上保安庁 第五管区海上保安本部 和歌山海上保安部 海上保安庁第五管区海上保安本部和歌山海上保安部

02406201 国の機関 海上保安庁 第五管区海上保安本部 大阪湾海上交通センター 海上保安庁第五管区海上保安本部大阪湾海上交通センター

02406202 国の機関 海上保安庁 第五管区海上保安本部 関西空港海上保安航空基地 海上保安庁第五管区海上保安本部関西空港海上保安航空基地

02406203 国の機関 海上保安庁 第五管区海上保安本部 下里水路観測所 海上保安庁第五管区海上保安本部下里水路観測所

02406302 国の機関 海上保安庁 第五管区海上保安本部 大阪特殊警備基地 海上保安庁第五管区海上保安本部大阪特殊警備基地

02406999 国の機関 海上保安庁 第五管区海上保安本部 その他 海上保安庁第五管区海上保安本部

02407001 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 総務部 海上保安庁第六管区海上保安本部総務部

02407002 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 経理補給部 海上保安庁第六管区海上保安本部経理補給部

02407003 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 船舶技術部 海上保安庁第六管区海上保安本部船舶技術部

02407004 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 警備救難部 海上保安庁第六管区海上保安本部警備救難部

02407005 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 海洋情報部 海上保安庁第六管区海上保安本部海洋情報部

02407006 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 交通部 海上保安庁第六管区海上保安本部交通部
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

02407099 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 （その他の内部部局） 海上保安庁第六管区海上保安本部

02407101 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 水島海上保安部 海上保安庁第六管区海上保安本部水島海上保安部

02407102 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 玉野海上保安部 海上保安庁第六管区海上保安本部玉野海上保安部

02407103 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 広島海上保安部 海上保安庁第六管区海上保安本部広島海上保安部

02407104 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 呉海上保安部 海上保安庁第六管区海上保安本部呉海上保安部

02407105 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 尾道海上保安部 海上保安庁第六管区海上保安本部尾道海上保安部

02407106 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 徳山海上保安部 海上保安庁第六管区海上保安本部徳山海上保安部

02407107 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 高松海上保安部 海上保安庁第六管区海上保安本部高松海上保安部

02407108 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 松山海上保安部 海上保安庁第六管区海上保安本部松山海上保安部

02407109 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 今治海上保安部 海上保安庁第六管区海上保安本部今治海上保安部

02407110 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 宇和島海上保安部 海上保安庁第六管区海上保安本部宇和島海上保安部

02407201 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 備讃瀬戸海上交通センター 海上保安庁第六管区海上保安本部備讃瀬戸海上交通センター

02407202 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 来島海峡海上交通センター 海上保安庁第六管区海上保安本部来島海峡海上交通センター

02407301 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 広島航空基地 海上保安庁第六管区海上保安本部広島航空基地

02407999 国の機関 海上保安庁 第六管区海上保安本部 その他 海上保安庁第六管区海上保安本部

02408001 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 総務部 海上保安庁第七管区海上保安本部総務部

02408002 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 経理補給部 海上保安庁第七管区海上保安本部経理補給部

02408003 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 船舶技術部 海上保安庁第七管区海上保安本部船舶技術部

02408004 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 警備救難部 海上保安庁第七管区海上保安本部警備救難部

02408005 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 海洋情報部 海上保安庁第七管区海上保安本部海洋情報部

02408006 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 交通部 海上保安庁第七管区海上保安本部交通部

02408099 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 （その他の内部部局） 海上保安庁第七管区海上保安本部

02408101 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 門司海上保安部 海上保安庁第七管区海上保安本部門司海上保安部

02408102 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 若松海上保安部 海上保安庁第七管区海上保安本部若松海上保安部

02408103 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 福岡海上保安部 海上保安庁第七管区海上保安本部福岡海上保安部

02408104 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 三池海上保安部 海上保安庁第七管区海上保安本部三池海上保安部

02408105 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 唐津海上保安部 海上保安庁第七管区海上保安本部唐津海上保安部

02408106 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 長崎海上保安部 海上保安庁第七管区海上保安本部長崎海上保安部

02408107 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 佐世保海上保安部 海上保安庁第七管区海上保安本部佐世保海上保安部

02408108 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 対馬海上保安部 海上保安庁第七管区海上保安本部対馬海上保安部

02408109 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 大分海上保安部 海上保安庁第七管区海上保安本部大分海上保安部

02408110 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 仙崎海上保安部 海上保安庁第七管区海上保安本部仙崎海上保安部

02408201 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 関門海峡海上交通センター 海上保安庁第七管区海上保安本部関門海峡海上交通センター

02408301 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 福岡航空基地 海上保安庁第七管区海上保安本部福岡航空基地

02408999 国の機関 海上保安庁 第七管区海上保安本部 その他 海上保安庁第七管区海上保安本部

02409001 国の機関 海上保安庁 第八管区海上保安本部 総務部 海上保安庁第八管区海上保安本部総務部

02409002 国の機関 海上保安庁 第八管区海上保安本部 経理補給部 海上保安庁第八管区海上保安本部経理補給部

02409003 国の機関 海上保安庁 第八管区海上保安本部 船舶技術部 海上保安庁第八管区海上保安本部船舶技術部

02409004 国の機関 海上保安庁 第八管区海上保安本部 警備救難部 海上保安庁第八管区海上保安本部警備救難部

02409005 国の機関 海上保安庁 第八管区海上保安本部 海洋情報部 海上保安庁第八管区海上保安本部海洋情報部

02409006 国の機関 海上保安庁 第八管区海上保安本部 交通部 海上保安庁第八管区海上保安本部交通部

02409099 国の機関 海上保安庁 第八管区海上保安本部 （その他の内部部局） 海上保安庁第八管区海上保安本部

02409101 国の機関 海上保安庁 第八管区海上保安本部 敦賀海上保安部 海上保安庁第八管区海上保安本部敦賀海上保安部

02409102 国の機関 海上保安庁 第八管区海上保安本部 舞鶴海上保安部 海上保安庁第八管区海上保安本部舞鶴海上保安部

02409103 国の機関 海上保安庁 第八管区海上保安本部 境海上保安部 海上保安庁第八管区海上保安本部境海上保安部

02409104 国の機関 海上保安庁 第八管区海上保安本部 浜田海上保安部 海上保安庁第八管区海上保安本部浜田海上保安部

02409301 国の機関 海上保安庁 第八管区海上保安本部 美保航空基地 海上保安庁第八管区海上保安本部美保航空基地

02409999 国の機関 海上保安庁 第八管区海上保安本部 その他 海上保安庁第八管区海上保安本部

02410001 国の機関 海上保安庁 第九管区海上保安本部 総務部 海上保安庁第九管区海上保安本部総務部

02410002 国の機関 海上保安庁 第九管区海上保安本部 警備救難部 海上保安庁第九管区海上保安本部警備救難部

02410003 国の機関 海上保安庁 第九管区海上保安本部 海洋情報部 海上保安庁第九管区海上保安本部海洋情報部

02410004 国の機関 海上保安庁 第九管区海上保安本部 交通部 海上保安庁第九管区海上保安本部交通部

02410099 国の機関 海上保安庁 第九管区海上保安本部 （その他の内部部局） 海上保安庁第九管区海上保安本部

02410101 国の機関 海上保安庁 第九管区海上保安本部 新潟海上保安部 海上保安庁第九管区海上保安本部新潟海上保安部

02410102 国の機関 海上保安庁 第九管区海上保安本部 伏木海上保安部 海上保安庁第九管区海上保安本部伏木海上保安部

02410103 国の機関 海上保安庁 第九管区海上保安本部 金沢海上保安部 海上保安庁第九管区海上保安本部金沢海上保安部

02410104 国の機関 海上保安庁 第九管区海上保安本部 七尾海上保安部 海上保安庁第九管区海上保安本部七尾海上保安部

02410301 国の機関 海上保安庁 第九管区海上保安本部 新潟航空基地 海上保安庁第九管区海上保安本部新潟航空基地

02410999 国の機関 海上保安庁 第九管区海上保安本部 その他 海上保安庁第九管区海上保安本部

02411001 国の機関 海上保安庁 第十管区海上保安本部 総務部 海上保安庁第十管区海上保安本部総務部

02411002 国の機関 海上保安庁 第十管区海上保安本部 経理補給部 海上保安庁第十管区海上保安本部経理補給部

02411003 国の機関 海上保安庁 第十管区海上保安本部 警備救難部 海上保安庁第十管区海上保安本部警備救難部

02411004 国の機関 海上保安庁 第十管区海上保安本部 海洋情報部 海上保安庁第十管区海上保安本部海洋情報部

02411005 国の機関 海上保安庁 第十管区海上保安本部 交通部 海上保安庁第十管区海上保安本部交通部
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02411099 国の機関 海上保安庁 第十管区海上保安本部 （その他の内部部局） 海上保安庁第十管区海上保安本部

02411101 国の機関 海上保安庁 第十管区海上保安本部 鹿児島海上保安部 海上保安庁第十管区海上保安本部鹿児島海上保安部

02411102 国の機関 海上保安庁 第十管区海上保安本部 熊本海上保安部 海上保安庁第十管区海上保安本部熊本海上保安部

02411103 国の機関 海上保安庁 第十管区海上保安本部 宮崎海上保安部 海上保安庁第十管区海上保安本部宮崎海上保安部

02411104 国の機関 海上保安庁 第十管区海上保安本部 串木野海上保安部 海上保安庁第十管区海上保安本部串木野海上保安部

02411105 国の機関 海上保安庁 第十管区海上保安本部 奄美海上保安部 海上保安庁第十管区海上保安本部奄美海上保安部

02411301 国の機関 海上保安庁 第十管区海上保安本部 鹿児島航空基地 海上保安庁第十管区海上保安本部鹿児島航空基地

02411999 国の機関 海上保安庁 第十管区海上保安本部 その他 海上保安庁第十管区海上保安本部

02412001 国の機関 海上保安庁 第十一管区海上保安本部 本部 海上保安庁第十一管区海上保安本部本部

02412101 国の機関 海上保安庁 第十一管区海上保安本部 石垣海上保安部 海上保安庁第十一管区海上保安本部石垣海上保安部

02412201 国の機関 海上保安庁 第十一管区海上保安本部 那覇航空基地 海上保安庁第十一管区海上保安本部那覇航空基地

02412202 国の機関 海上保安庁 第十一管区海上保安本部 石垣航空基地 海上保安庁第十一管区海上保安本部石垣航空基地

02412999 国の機関 海上保安庁 第十一管区海上保安本部 その他 海上保安庁第十一管区海上保安本部

02413001 国の機関 海上保安庁 （施設等機関） 海上保安大学校 海上保安庁海上保安大学校

02413002 国の機関 海上保安庁 （施設等機関） 海上保安学校 海上保安庁海上保安学校

02413999 国の機関 海上保安庁 （施設等機関） その他 海上保安庁

02499999 国の機関 海上保安庁 その他 その他 海上保安庁

02601001 国の機関 環境省 （内部部局） 大臣官房 環境省大臣官房

02601002 国の機関 環境省 （内部部局） 総合環境政策統括官グループ 環境省総合環境政策統括官グループ

02601003 国の機関 環境省 （内部部局） 地球環境局 環境省地球環境局

02601004 国の機関 環境省 （内部部局） 水・大気環境局 環境省水・大気環境局

02601005 国の機関 環境省 （内部部局） 自然環境局 環境省自然環境局

02601006 国の機関 環境省 （内部部局） 環境再生・資源循環局 環境省環境再生・資源循環局

02601999 国の機関 環境省 （内部部局） その他 環境省

02602001 国の機関 環境省 （施設等機関） 国立水俣病総合研究センター 環境省国立水俣病総合研究センター

02602002 国の機関 環境省 （施設等機関） 環境調査研修所 環境省環境調査研修所

02602999 国の機関 環境省 （施設等機関） その他 環境省

02603001 国の機関 環境省 （地方支分部局） 北海道地方環境事務所 環境省北海道地方環境事務所

02603002 国の機関 環境省 （地方支分部局） 東北地方環境事務所 環境省東北地方環境事務所

02603003 国の機関 環境省 （地方支分部局） 関東地方環境事務所 環境省関東地方環境事務所

02603004 国の機関 環境省 （地方支分部局） 中部地方環境事務所 環境省中部地方環境事務所

02603005 国の機関 環境省 （地方支分部局） 近畿地方環境事務所 環境省近畿地方環境事務所

02603006 国の機関 環境省 （地方支分部局） 中国四国地方環境事務所 環境省中国四国地方環境事務所

02603007 国の機関 環境省 （地方支分部局） 九州地方環境事務所 環境省九州地方環境事務所

02603008 国の機関 環境省 （地方支分部局） 福島地方環境事務所 環境省福島地方環境事務所

02603999 国の機関 環境省 （地方支分部局） その他 環境省

02604000 国の機関 環境省 原子力規制庁 環境省原子力規制庁

02699999 国の機関 環境省 その他 その他 環境省

02701003 国の機関 裁判所 最高裁判所 経理局 最高裁判所経理局

02701009 国の機関 裁判所 最高裁判所 裁判所職員総合研修所 最高裁判所裁判所職員総合研修所

02701999 国の機関 裁判所 最高裁判所 その他 最高裁判所

02702001 国の機関 裁判所 （高等裁判所） 東京高等裁判所 東京高等裁判所

02702002 国の機関 裁判所 （高等裁判所） 大阪高等裁判所 大阪高等裁判所

02702003 国の機関 裁判所 （高等裁判所） 名古屋高等裁判所 名古屋高等裁判所

02702004 国の機関 裁判所 （高等裁判所） 広島高等裁判所 広島高等裁判所

02702005 国の機関 裁判所 （高等裁判所） 福岡高等裁判所 福岡高等裁判所

02702006 国の機関 裁判所 （高等裁判所） 仙台高等裁判所 仙台高等裁判所

02702007 国の機関 裁判所 （高等裁判所） 札幌高等裁判所 札幌高等裁判所

02702008 国の機関 裁判所 （高等裁判所） 高松高等裁判所 高松高等裁判所

02702999 国の機関 裁判所 （高等裁判所） その他

02799999 国の機関 裁判所 その他 その他

02801000 国の機関 立法機関 衆議院 衆議院

02802000 国の機関 立法機関 参議院 参議院

02899999 国の機関 立法機関 その他 その他

02901001 国の機関 観光庁 （内部部局） 観光地域振興部 観光庁観光地域振興部

02901002 国の機関 観光庁 （内部部局） 国際観光部 観光庁国際観光部 2020/12/03追加

02901999 国の機関 観光庁 （内部部局） その他 観光庁

02999999 国の機関 観光庁 その他 その他 観光庁

03001000 国の機関 復興庁 （内部部局） 復興庁

03002000 国の機関 復興庁 岩手復興局 （内部部局） 復興庁岩手復興局

03002101 国の機関 復興庁 岩手復興局 宮古支所 復興庁岩手復興局宮古支所

03002102 国の機関 復興庁 岩手復興局 釜石支所 復興庁岩手復興局釜石支所

03002999 国の機関 復興庁 岩手復興局 その他 復興庁岩手復興局

03003000 国の機関 復興庁 宮城復興局 （内部部局） 復興庁宮城復興局

26 / 131 ページ



28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

03003101 国の機関 復興庁 宮城復興局 気仙沼支所 復興庁宮城復興局気仙沼支所

03003102 国の機関 復興庁 宮城復興局 石巻支所 復興庁宮城復興局石巻支所

03003999 国の機関 復興庁 宮城復興局 その他 復興庁宮城復興局

03004000 国の機関 復興庁 福島復興局 （内部部局） 復興庁福島復興局

03004101 国の機関 復興庁 福島復興局 南相馬支所 復興庁福島復興局南相馬支所

03004102 国の機関 復興庁 福島復興局 いわき支所 復興庁福島復興局いわき支所

03004999 国の機関 復興庁 福島復興局 その他 復興庁福島復興局

03099999 国の機関 復興庁 その他 その他 復興庁

09999999 国の機関 その他 その他 その他

11110001 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 航空大学校 総務課 独立行政法人航空大学校総務課

11110002 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 航空大学校 会計課 独立行政法人航空大学校会計課

11110003 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 航空大学校 整備課 独立行政法人航空大学校整備課

11110004 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 航空大学校 運用課 独立行政法人航空大学校運用課

11110005 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 航空大学校 教務課 独立行政法人航空大学校教務課

11110099 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 航空大学校 （その他の内部部局） 独立行政法人航空大学校

11110101 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 航空大学校 帯広分校 独立行政法人航空大学校帯広分校

11110102 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 航空大学校 仙台分校 独立行政法人航空大学校仙台分校

11110999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 航空大学校 その他 独立行政法人航空大学校

11111001 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 労働者健康安全機構 本部 独立行政法人労働者健康安全機構本部

11111101 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 労働者健康安全機構 労災病院 独立行政法人労働者健康安全機構労災病院

11111102 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 労働者健康安全機構 治療就労両立支援センター 独立行政法人労働者健康安全機構治療就労両立支援センター

11111103 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 労働者健康安全機構 看護専門学校 独立行政法人労働者健康安全機構看護専門学校

11111104 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 労働者健康安全機構 産業保健総合支援センター 独立行政法人労働者健康安全機構産業保健総合支援センター

11111105 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所

11111106 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 労働者健康安全機構 日本バイオアッセイ研究センター 独立行政法人労働者健康安全機構日本バイオアッセイ研究センター

11111107 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 労働者健康安全機構 高尾みころも霊堂 独立行政法人労働者健康安全機構高尾みころも霊堂

11111108 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 労働者健康安全機構 労災委託病棟 独立行政法人労働者健康安全機構労災委託病棟

11111999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 労働者健康安全機構 その他 独立行政法人労働者健康安全機構

11199001 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 国立公文書館 独立行政法人国立公文書館

11199004 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 酒類総合研究所 独立行政法人酒類総合研究所

11199005 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 国立特別支援教育総合研究所 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所

11199006 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 大学入試センター 独立行政法人大学入試センター

11199007 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 国立青少年教育振興機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構

11199008 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 国立女性教育会館 独立行政法人国立女性教育会館

11199012 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 国立科学博物館 独立行政法人国立科学博物館

11199016 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 国立美術館 独立行政法人国立美術館

11199019 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 教職員支援機構 独立行政法人教職員支援機構

11199025 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 家畜改良センター 独立行政法人家畜改良センター

11199040 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 経済産業研究所 独立行政法人経済産業研究所

11199041 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 工業所有権情報・研修館 独立行政法人工業所有権情報・研修館

11199044 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 製品評価技術基盤機構 独立行政法人製品評価技術基盤機構

11199045 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 海技教育機構 独立行政法人海技教育機構

11199048 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 駐留軍等労働者労務管理機構 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構

11199049 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 統計センター 独立行政法人統計センター

11199050 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 造幣局 独立行政法人造幣局

11199051 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 国立印刷局 独立行政法人国立印刷局

11199052 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 国民生活センター 独立行政法人国民生活センター

11199053 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 北方領土問題対策協会 独立行政法人北方領土問題対策協会

11199055 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 国際交流基金 独立行政法人国際交流基金

11199058 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 日本学術振興会 独立行政法人日本学術振興会

11199060 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 日本スポーツ振興センター 独立行政法人日本スポーツ振興センター

11199061 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 日本芸術文化振興会 独立行政法人日本芸術文化振興会

11199062 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 日本学生支援機構 独立行政法人日本学生支援機構

11199064 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 国立高等専門学校機構 独立行政法人国立高等専門学校機構

11199068 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 勤労者退職金共済機構 独立行政法人勤労者退職金共済機構

11199070 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

11199071 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 労働政策研究・研修機構 独立行政法人労働政策研究・研修機構

11199072 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 国立病院機構 独立行政法人国立病院機構

11199073 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 医薬品医療機器総合機構 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

11199074 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 農業者年金基金 独立行政法人農業者年金基金

11199075 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金

11199077 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 日本貿易振興機構 独立行政法人日本貿易振興機構

11199079 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 情報処理推進機構 独立行政法人情報処理推進機構

11199080 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 国際観光振興機構 独立行政法人国際観光振興機構
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11199081 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 自動車事故対策機構 独立行政法人自動車事故対策機構

11199082 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 空港周辺整備機構 独立行政法人空港周辺整備機構

11199084 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 日本高速道路保有・債務返済機構 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

11199090 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 国立文化財機構 独立行政法人国立文化財機構

11199091 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 農林水産消費安全技術センター 独立行政法人農林水産消費安全技術センター

11199092 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 自動車技術総合機構 独立行政法人自動車技術総合機構

11199093 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） 大学改革支援・学位授与機構 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構

11199999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人 （その他の独立行政法人） その他 独立行政法人

11200000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 本社 （内部部局） 独立行政法人水資源機構本社

11200102 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 本社 利根導水総合事業所 独立行政法人水資源機構本社利根導水総合事業所

11200104 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 本社 思川開発建設所 独立行政法人水資源機構本社思川開発建設所

11200106 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 本社 荒川ダム総合管理所 独立行政法人水資源機構本社荒川ダム総合管理所

11200109 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 本社 沼田総合管理所 独立行政法人水資源機構本社沼田総合管理所

11200110 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 本社 利根川下流総合管理所 独立行政法人水資源機構本社利根川下流総合管理所

11200111 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 本社 千葉用水総合管理所 独立行政法人水資源機構本社千葉用水総合管理所

11200112 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 本社 下久保ダム管理所 独立行政法人水資源機構本社下久保ダム管理所

11200114 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 本社 草木ダム管理所 独立行政法人水資源機構本社草木ダム管理所

11200115 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 本社 群馬用水管理所 独立行政法人水資源機構本社群馬用水管理所

11200116 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 本社 霞ヶ浦用水管理所 独立行政法人水資源機構本社霞ヶ浦用水管理所

11200117 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 本社 総合技術センター 独立行政法人水資源機構本社総合技術センター

11200999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 本社 その他 独立行政法人水資源機構本社

11201000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 中部支社 （内部部局） 独立行政法人水資源機構中部支社

11201101 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 中部支社 愛知用水総合管理所 独立行政法人水資源機構中部支社愛知用水総合管理所

11201102 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 中部支社 豊川用水総合事業部 独立行政法人水資源機構中部支社豊川用水総合事業部

11201103 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 中部支社 木曽川用水総合管理所 独立行政法人水資源機構中部支社木曽川用水総合管理所

11201104 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 中部支社 徳山ダム管理所 独立行政法人水資源機構中部支社徳山ダム管理所

11201105 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 中部支社 岩屋ダム管理所 独立行政法人水資源機構中部支社岩屋ダム管理所

11201106 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 中部支社 阿木川ダム管理所 独立行政法人水資源機構中部支社阿木川ダム管理所

11201107 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 中部支社 長良川河口堰管理所 独立行政法人水資源機構中部支社長良川河口堰管理所

11201108 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 中部支社 味噌川ダム管理所 独立行政法人水資源機構中部支社味噌川ダム管理所

11201109 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 中部支社 三重用水管理所 独立行政法人水資源機構中部支社三重用水管理所

11201110 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 中部支社 木曽川水系連絡導水路建設所 独立行政法人水資源機構中部支社木曽川水系連絡導水路建設所

11201999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 中部支社 その他 独立行政法人水資源機構中部支社

11202000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社 （内部部局） 独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社

11202101 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社 川上ダム建設所 独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社川上ダム建設所

11202102 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社 丹生事務所 独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社丹生事務所

11202103 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社 琵琶湖開発総合管理所 独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社琵琶湖開発総合管理所

11202104 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社 木津川ダム総合管理所 独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社木津川ダム総合管理所

11202105 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社 一庫ダム管理所 独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社一庫ダム管理所

11202106 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社 日吉ダム管理所 独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社日吉ダム管理所

11202999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社 その他 独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社

11203000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社吉野川本部 （内部部局） 独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社吉野川本部

11203101 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社吉野川本部 香川用水管理所 独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社吉野川本部香川用水管理所

11203102 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社吉野川本部 池田総合管理所 独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社吉野川本部池田総合管理所

11203103 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社吉野川本部 旧吉野川河口堰管理所 独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社吉野川本部旧吉野川河口堰管理所

11203999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社吉野川本部 その他 独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社吉野川本部

11204000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 筑後川局 （内部部局） 独立行政法人水資源機構筑後川局

11204109 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 筑後川局 筑後川上流総合管理所 独立行政法人水資源機構筑後川局筑後川上流総合管理所 2020/12/03追加

11204110 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 筑後川局 筑後川下流総合管理所 独立行政法人水資源機構筑後川局筑後川下流総合管理所 2020/12/03追加

11204999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 筑後川局 その他 独立行政法人水資源機構筑後川局

11299999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人水資源機構 その他 その他 独立行政法人水資源機構

11300000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 本社 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構本社

11302000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 東京支社 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構東京支社

11305000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構大阪支社

11306000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北海道新幹線建設局 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構北海道新幹線建設局

11309000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 九州新幹線建設局 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構九州新幹線建設局

11310000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 国鉄清算事業管理部 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構国鉄清算事業管理部

11313000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 関東甲信工事局 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構関東甲信工事局

11399999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 その他 その他 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

11400000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人中小企業基盤整備機構 本部 独立行政法人中小企業基盤整備機構本部

11402001 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人中小企業基盤整備機構 （地域本部） 北海道本部 独立行政法人中小企業基盤整備機構北海道本部

11402002 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人中小企業基盤整備機構 （地域本部） 東北本部 独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部

11402003 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人中小企業基盤整備機構 （地域本部） 関東本部 独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部

11402004 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人中小企業基盤整備機構 （地域本部） 北陸本部 独立行政法人中小企業基盤整備機構北陸本部
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11402005 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人中小企業基盤整備機構 （地域本部） 中部本部 独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部

11402006 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人中小企業基盤整備機構 （地域本部） 近畿本部 独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部

11402007 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人中小企業基盤整備機構 （地域本部） 中国本部 独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部

11402008 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人中小企業基盤整備機構 （地域本部） 四国本部 独立行政法人中小企業基盤整備機構四国本部

11402009 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人中小企業基盤整備機構 （地域本部） 九州本部 独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部

11402999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人中小企業基盤整備機構 （地域本部） その他 独立行政法人中小企業基盤整備機構

11499999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人中小企業基盤整備機構 その他 その他 独立行政法人中小企業基盤整備機構

11500000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 本社 （内部部局） 独立行政法人都市再生機構本社

11500999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 本社 その他 独立行政法人都市再生機構本社

11507000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 中部支社 （内部部局） 独立行政法人都市再生機構中部支社

11507203 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 中部支社 新清洲都市再生事務所 独立行政法人都市再生機構中部支社新清洲都市再生事務所

11507301 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 中部支社 業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ 独立行政法人都市再生機構中部支社業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ

11507999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 中部支社 その他 独立行政法人都市再生機構中部支社

11508000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 （内部部局） 独立行政法人都市再生機構西日本支社

11508114 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 中国まちづくり支援事務所 独立行政法人都市再生機構西日本支社中国まちづくり支援事務所 2019/08/15変更

11508115 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 うめきた都市再生事務所 独立行政法人都市再生機構西日本支社うめきた都市再生事務所

11508116 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 堺都市再生事務所 独立行政法人都市再生機構西日本支社堺都市再生事務所

11508201 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ 独立行政法人都市再生機構西日本支社業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ

11508999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 その他 独立行政法人都市再生機構西日本支社

11509000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 九州支社 （内部部局） 独立行政法人都市再生機構九州支社

11509107 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 九州支社 荒尾都市再生事務所 独立行政法人都市再生機構九州支社荒尾都市再生事務所

11509201 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 九州支社 業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ 独立行政法人都市再生機構九州支社業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ

11509999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 九州支社 その他 独立行政法人都市再生機構九州支社

11511000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 岩手震災復興支援本部 （内部部局） 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部

11511999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 岩手震災復興支援本部 その他 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部

11512000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 （内部部局） 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部

11512002 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 北海道まちづくり支援事務所 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部北海道まちづくり支援事務所 2019/08/15追加

11512003 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 東北まちづくり支援事務所 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部東北まちづくり支援事務所 2019/08/15追加

11512999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 その他 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部

11513000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 （内部部局） 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部

11513002 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ

11513999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 その他 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部

11515000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 宮城震災復興支援本部 （内部部局） 独立行政法人都市再生機構宮城震災復興支援本部 2019/08/15追加

11515999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 宮城震災復興支援本部 その他 独立行政法人都市再生機構宮城震災復興支援本部 2019/08/15追加

11516000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 福島震災復興支援本部 （内部部局） 独立行政法人都市再生機構福島震災復興支援本部 2019/08/15追加

11516999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 福島震災復興支援本部 その他 独立行政法人都市再生機構福島震災復興支援本部 2019/08/15追加

11599999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人都市再生機構 その他 その他 独立行政法人都市再生機構

11700000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 本部 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構本部

11701000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 技術センター 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構技術センター

11703000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 柏崎テストフィールド 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構柏崎テストフィールド

11706000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 金属資源技術研究所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構金属資源技術研究所

11707001 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （鉱害防止支援・地熱開発事務所） 北海道鉱害防止支援・地熱開発事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構北海道鉱害防止支援・地熱開発事務所

11707002 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （鉱害防止支援・地熱開発事務所） 東北鉱害防止支援・地熱開発事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構東北鉱害防止支援・地熱開発事務所

11707003 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （鉱害防止支援・地熱開発事務所） 中国・近畿鉱害防止支援・地熱開発事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構中国・近畿鉱害防止支援・地熱開発事務所

11707004 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （鉱害防止支援・地熱開発事務所） 九州鉱害防止支援・地熱開発事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構九州鉱害防止支援・地熱開発事務所

11707005 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （鉱害防止支援・地熱開発事務所） 松尾管理事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構松尾管理事務所

11707999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （鉱害防止支援・地熱開発事務所） その他 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

11708001 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （石油備蓄基地事務所） むつ小川原国家石油備蓄基地事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構むつ小川原国家石油備蓄基地事務所

11708002 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （石油備蓄基地事務所） 苫小牧東部国家石油備蓄基地事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構苫小牧東部国家石油備蓄基地事務所

11708003 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （石油備蓄基地事務所） 白島国家石油備蓄基地事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構白島国家石油備蓄基地事務所

11708004 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （石油備蓄基地事務所） 福井国家石油備蓄基地事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構福井国家石油備蓄基地事務所

11708005 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （石油備蓄基地事務所） 上五島国家石油備蓄基地事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構上五島国家石油備蓄基地事務所

11708006 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （石油備蓄基地事務所） 秋田国家石油備蓄基地事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構秋田国家石油備蓄基地事務所

11708007 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （石油備蓄基地事務所） 志布志国家石油備蓄基地事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構志布志国家石油備蓄基地事務所

11708008 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （石油備蓄基地事務所） 串木野国家石油備蓄基地事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構串木野国家石油備蓄基地事務所

11708009 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （石油備蓄基地事務所） 久慈国家石油備蓄基地事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構久慈国家石油備蓄基地事務所

11708010 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （石油備蓄基地事務所） 菊間国家石油備蓄基地事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構菊間国家石油備蓄基地事務所

11708999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （石油備蓄基地事務所） その他 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

11709001 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （石油ガス備蓄基地事務所） 七尾国家石油ガス備蓄基地事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構七尾国家石油ガス備蓄基地事務所

11709002 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （石油ガス備蓄基地事務所） 福島国家石油ガス備蓄基地事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構福島国家石油ガス備蓄基地事務所

11709003 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （石油ガス備蓄基地事務所） 神栖国家石油ガス備蓄基地事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構神栖国家石油ガス備蓄基地事務所

11709004 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （石油ガス備蓄基地事務所） 波方国家石油ガス備蓄基地事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構波方国家石油ガス備蓄基地事務所

11709005 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （石油ガス備蓄基地事務所） 倉敷国家石油ガス備蓄基地事務所 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構倉敷国家石油ガス備蓄基地事務所

11709999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 （石油ガス備蓄基地事務所） その他 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

11710000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 九州支部 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構九州支部

11799999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 その他 その他 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

11800000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人環境再生保全機構 本部 独立行政法人環境再生保全機構本部

11899999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人環境再生保全機構 その他 その他 独立行政法人環境再生保全機構

11900000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 本部 （内部部局） 独立行政法人国際協力機構本部

11900101 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 本部 ＪＩＣＡ研究所 独立行政法人国際協力機構本部ＪＩＣＡ研究所

11900999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 本部 その他 独立行政法人国際協力機構本部

11901001 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 （国内機関） ＪＩＣＡ東北 独立行政法人国際協力機構ＪＩＣＡ東北

11901002 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 （国内機関） ＪＩＣＡ北陸 独立行政法人国際協力機構ＪＩＣＡ北陸

11901003 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 （国内機関） ＪＩＣＡ四国 独立行政法人国際協力機構ＪＩＣＡ四国

11901004 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 （国内機関） ＪＩＣＡ北海道（札幌） 独立行政法人国際協力機構ＪＩＣＡ北海道（札幌）

11901005 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 （国内機関） ＪＩＣＡ北海道（帯広） 独立行政法人国際協力機構ＪＩＣＡ北海道（帯広）

11901006 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 （国内機関） ＪＩＣＡ筑波 独立行政法人国際協力機構ＪＩＣＡ筑波

11901008 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 （国内機関） ＪＩＣＡ中部 独立行政法人国際協力機構ＪＩＣＡ中部

11901011 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 （国内機関） ＪＩＣＡ中国 独立行政法人国際協力機構ＪＩＣＡ中国

11901012 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 （国内機関） ＪＩＣＡ九州 独立行政法人国際協力機構ＪＩＣＡ九州

11901013 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 （国内機関） ＪＩＣＡ沖縄 独立行政法人国際協力機構ＪＩＣＡ沖縄

11901014 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 （国内機関） ＪＩＣＡ二本松 独立行政法人国際協力機構ＪＩＣＡ二本松

11901016 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 （国内機関） ＪＩＣＡ東京 独立行政法人国際協力機構ＪＩＣＡ東京

11901017 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 （国内機関） ＪＩＣＡ横浜 独立行政法人国際協力機構ＪＩＣＡ横浜

11901018 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 （国内機関） ＪＩＣＡ駒ヶ根 独立行政法人国際協力機構ＪＩＣＡ駒ヶ根

11901019 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 （国内機関） ＪＩＣＡ関西 独立行政法人国際協力機構ＪＩＣＡ関西

11901999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 （国内機関） その他 独立行政法人国際協力機構

11999999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人国際協力機構 その他 その他 独立行政法人国際協力機構

12300000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 本部 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構本部

12303000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 （都道府県支部） 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

12399999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 その他 その他 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

12400000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人農畜産業振興機構 本部 独立行政法人農畜産業振興機構本部

12401000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人農畜産業振興機構 札幌事務所 独立行政法人農畜産業振興機構札幌事務所

12411000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人農畜産業振興機構 那覇事務所 独立行政法人農畜産業振興機構那覇事務所

12412000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人農畜産業振興機構 鹿児島事務所 独立行政法人農畜産業振興機構鹿児島事務所

12499999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人農畜産業振興機構 その他 その他 独立行政法人農畜産業振興機構

12501000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人福祉医療機構 本部 独立行政法人福祉医療機構本部

12502000 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人福祉医療機構 大阪支店 独立行政法人福祉医療機構大阪支店

12599999 国の機関（独立行政法人・事業団） 独立行政法人福祉医療機構 その他 その他 独立行政法人福祉医療機構

15500000 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 本社 日本下水道事業団本社

15502001 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 （設計センター） 東日本設計センター 日本下水道事業団東日本設計センター

15502002 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 （設計センター） 西日本設計センター 日本下水道事業団西日本設計センター

15502999 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 （設計センター） その他 日本下水道事業団

15503000 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 北海道総合事務所 日本下水道事業団北海道総合事務所

15504000 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 東北総合事務所 （内部部局） 日本下水道事業団東北総合事務所

15504001 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 東北総合事務所 青森事務所 日本下水道事業団東北総合事務所青森事務所

15504002 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 東北総合事務所 岩手事務所 日本下水道事業団東北総合事務所岩手事務所

15504003 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 東北総合事務所 秋田事務所 日本下水道事業団東北総合事務所秋田事務所

15504004 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 東北総合事務所 山形事務所 日本下水道事業団東北総合事務所山形事務所

15504005 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 東北総合事務所 福島事務所 日本下水道事業団東北総合事務所福島事務所

15504999 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 東北総合事務所 その他 日本下水道事業団東北総合事務所

15505000 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 関東・北陸総合事務所 （内部部局） 日本下水道事業団関東・北陸総合事務所

15505001 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 関東・北陸総合事務所 茨城事務所 日本下水道事業団関東・北陸総合事務所茨城事務所

15505002 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 関東・北陸総合事務所 栃木事務所 日本下水道事業団関東・北陸総合事務所栃木事務所

15505003 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 関東・北陸総合事務所 群馬事務所 日本下水道事業団関東・北陸総合事務所群馬事務所

15505004 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 関東・北陸総合事務所 千葉事務所 日本下水道事業団関東・北陸総合事務所千葉事務所

15505005 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 関東・北陸総合事務所 新潟事務所 日本下水道事業団関東・北陸総合事務所新潟事務所

15505006 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 関東・北陸総合事務所 北陸事務所 日本下水道事業団関東・北陸総合事務所北陸事務所

15505007 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 関東・北陸総合事務所 長野事務所 日本下水道事業団関東・北陸総合事務所長野事務所

15505008 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 関東・北陸総合事務所 神奈川事務所 日本下水道事業団関東・北陸総合事務所神奈川事務所

15505009 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 関東・北陸総合事務所 埼玉事務所 日本下水道事業団関東・北陸総合事務所埼玉事務所

15505999 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 関東・北陸総合事務所 その他 日本下水道事業団関東・北陸総合事務所

15506000 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 東海総合事務所 （内部部局） 日本下水道事業団東海総合事務所

15506101 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 東海総合事務所 静岡事務所 日本下水道事業団東海総合事務所静岡事務所

15506999 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 東海総合事務所 その他 日本下水道事業団東海総合事務所

15509000 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 九州総合事務所 （内部部局） 日本下水道事業団九州総合事務所

15509001 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 九州総合事務所 佐賀事務所 日本下水道事業団九州総合事務所佐賀事務所

15509002 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 九州総合事務所 長崎事務所 日本下水道事業団九州総合事務所長崎事務所
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15509003 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 九州総合事務所 熊本事務所 日本下水道事業団九州総合事務所熊本事務所

15509004 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 九州総合事務所 大分事務所 日本下水道事業団九州総合事務所大分事務所

15509005 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 九州総合事務所 宮崎事務所 日本下水道事業団九州総合事務所宮崎事務所

15509006 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 九州総合事務所 鹿児島事務所 日本下水道事業団九州総合事務所鹿児島事務所

15509007 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 九州総合事務所 沖縄事務所 日本下水道事業団九州総合事務所沖縄事務所

15509999 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 九州総合事務所 その他 日本下水道事業団九州総合事務所

15510000 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 研修センター 日本下水道事業団研修センター

15511000 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 近畿総合事務所 （内部部局） 日本下水道事業団近畿総合事務所 2019/08/15追加

15511101 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 近畿総合事務所 福井事務所 日本下水道事業団近畿総合事務所福井事務所 2019/08/15追加

15511102 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 近畿総合事務所 滋賀事務所 日本下水道事業団近畿総合事務所滋賀事務所 2019/08/15追加

15511103 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 近畿総合事務所 大阪湾事務所 日本下水道事業団近畿総合事務所大阪湾事務所 2019/08/15追加

15511104 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 近畿総合事務所 兵庫事務所 日本下水道事業団近畿総合事務所兵庫事務所 2019/08/15追加

15511999 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 近畿総合事務所 その他 日本下水道事業団近畿総合事務所 2019/08/15追加

15512000 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 中国・四国総合事務所 （内部部局） 日本下水道事業団中国・四国総合事務所 2019/08/15追加

15512101 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 中国・四国総合事務所 鳥取事務所 日本下水道事業団中国・四国総合事務所鳥取事務所 2019/08/15追加

15512102 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 中国・四国総合事務所 島根事務所 日本下水道事業団中国・四国総合事務所島根事務所 2019/08/15追加

15512103 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 中国・四国総合事務所 広島事務所 日本下水道事業団中国・四国総合事務所広島事務所 2019/08/15追加

15512104 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 中国・四国総合事務所 山口事務所 日本下水道事業団中国・四国総合事務所山口事務所 2019/08/15追加

15512105 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 中国・四国総合事務所 徳島事務所 日本下水道事業団中国・四国総合事務所徳島事務所 2019/08/15追加

15512106 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 中国・四国総合事務所 香川事務所 日本下水道事業団中国・四国総合事務所香川事務所 2019/08/15追加

15512107 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 中国・四国総合事務所 高知事務所 日本下水道事業団中国・四国総合事務所高知事務所 2019/08/15追加

15512108 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 中国・四国総合事務所 愛媛事務所 日本下水道事業団中国・四国総合事務所愛媛事務所 2019/08/15追加

15512999 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 中国・四国総合事務所 その他 日本下水道事業団中国・四国総合事務所 2019/08/15追加

15599999 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本下水道事業団 その他 その他 日本下水道事業団

15701000 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本私立学校振興・共済事業団 本社 日本私立学校振興・共済事業団本社

15702000 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本私立学校振興・共済事業団 私学振興事業本部 日本私立学校振興・共済事業団私学振興事業本部

15703000 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部 日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部

15799999 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本私立学校振興・共済事業団 その他 その他 日本私立学校振興・共済事業団

15800000 国の機関（独立行政法人・事業団） 日本年金機構 日本年金機構 日本年金機構

15901001 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 土木研究所 総務部 国立研究開発法人土木研究所総務部

15901002 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 土木研究所 企画部 国立研究開発法人土木研究所企画部

15901003 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 土木研究所 つくば中央研究所 国立研究開発法人土木研究所つくば中央研究所

15901004 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 土木研究所 自然共生研究センター 国立研究開発法人土木研究所自然共生研究センター

15901005 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 土木研究所 雪崩・地すべり研究センター 国立研究開発法人土木研究所雪崩・地すべり研究センター

15901006 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所 国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所

15901007 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 土木研究所 水災害・リスクマネジメント国際センター 国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター

15901008 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 土木研究所 構造物メンテナンス研究センター 国立研究開発法人土木研究所構造物メンテナンス研究センター

15901009 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 土木研究所 先端材料資源研究センター 国立研究開発法人土木研究所先端材料資源研究センター

15901999 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 土木研究所 その他 国立研究開発法人土木研究所

15902001 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 建築研究所 総務部 国立研究開発法人建築研究所総務部

15902002 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 建築研究所 企画部 国立研究開発法人建築研究所企画部

15902003 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 建築研究所 構造研究グループ 国立研究開発法人建築研究所構造研究グループ

15902004 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 建築研究所 環境研究グループ 国立研究開発法人建築研究所環境研究グループ

15902005 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 建築研究所 防火研究グループ 国立研究開発法人建築研究所防火研究グループ

15902006 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 建築研究所 材料研究グループ 国立研究開発法人建築研究所材料研究グループ

15902007 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 建築研究所 建築生産研究グループ 国立研究開発法人建築研究所建築生産研究グループ

15902008 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 建築研究所 住宅・都市研究グループ 国立研究開発法人建築研究所住宅・都市研究グループ

15902009 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 建築研究所 国際地震工学センター 国立研究開発法人建築研究所国際地震工学センター

15902999 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 建築研究所 その他 国立研究開発法人建築研究所

15906001 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 本社 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構本社

15906002 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 種子島宇宙センター 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構種子島宇宙センター

15906003 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 筑波宇宙センター 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構筑波宇宙センター

15906004 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 地球観測センター 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構地球観測センター

15906005 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 角田宇宙センター 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構角田宇宙センター

15906006 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 増田宇宙通信所 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構増田宇宙通信所

15906007 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 勝浦宇宙通信所 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構勝浦宇宙通信所

15906008 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 沖縄宇宙通信所 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構沖縄宇宙通信所

15906011 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 調布航空宇宙センター 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構調布航空宇宙センター

15906012 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 相模原キャンパス 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構相模原キャンパス

15906013 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 内之浦宇宙空間観測所 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構内之浦宇宙空間観測所

15906014 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 能代ロケット実験場 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構能代ロケット実験場

15906015 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 東京事務所 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構東京事務所

15906016 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 臼田宇宙空間観測所 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構臼田宇宙空間観測所

15906999 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 その他 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

15907001 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 本部 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部

15907002 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 敦賀事業本部（内部部局） 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀事業本部

15907003 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 敦賀事業本部（その他） 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀事業本部

15907004 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 新型転換炉原型炉ふげん 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 2019/08/15変更

15907005 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ 2019/08/15変更

15907006 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 大洗研究所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所 2019/08/15変更

15907007 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター

15907008 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 東濃地科学センター 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構東濃地科学センター

15907009 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 幌延深地層研究センター 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構幌延深地層研究センター

15907011 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所

15907012 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所

15907013 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 福島研究開発拠点 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島研究開発拠点

15907014 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 青森研究開発センター 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センター 2019/08/15追加

15907999 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 その他 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

15908001 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 科学技術振興機構 本部 国立研究開発法人科学技術振興機構本部

15908002 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 科学技術振興機構 東京本部 国立研究開発法人科学技術振興機構東京本部

15908999 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 科学技術振興機構 その他 国立研究開発法人科学技術振興機構

15909001 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 総務部 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所総務部

15909002 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 企画部 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所企画部

15909003 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 管理調整・防災部 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所管理調整・防災部

15909004 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 経営戦略室 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所経営戦略室

15909099 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 （その他の内部部局） 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所

15909100 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所海上技術安全研究所

15909200 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所

15909300 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所電子航法研究所

15909999 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 その他 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所

15999001 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 情報通信研究機構 国立研究開発法人情報通信研究機構

15999002 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 物質・材料研究機構 国立研究開発法人物質・材料研究機構

15999003 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 防災科学技術研究所 国立研究開発法人防災科学技術研究所

15999004 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 量子科学技術研究開発機構 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

15999005 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 医薬基盤・健康・栄養研究所 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

15999006 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 農業・食品産業技術総合研究機構 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

15999009 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 国際農林水産業研究センター 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

15999010 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 森林研究・整備機構 国立研究開発法人森林研究・整備機構

15999012 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 産業技術総合研究所 国立研究開発法人産業技術総合研究所

15999013 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 国立環境研究所 国立研究開発法人国立環境研究所

15999014 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 理化学研究所 国立研究開発法人理化学研究所

15999015 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 海洋研究開発機構 国立研究開発法人海洋研究開発機構

15999016 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 新エネルギー・産業技術総合開発機構 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

15999017 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 国立がん研究センター 国立研究開発法人国立がん研究センター

15999018 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 国立循環器病研究センター 国立研究開発法人国立循環器病研究センター

15999019 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 国立精神・神経医療研究センター 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

15999020 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 国立国際医療研究センター 国立研究開発法人国立国際医療研究センター

15999021 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 国立成育医療研究センター 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

15999022 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 国立長寿医療研究センター 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

15999023 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 日本医療研究開発機構 国立研究開発法人日本医療研究開発機構

15999024 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） 水産研究・教育機構 国立研究開発法人水産研究・教育機構

15999999 国の機関（独立行政法人・事業団） 国立研究開発法人 （その他の国立研究開発法人） その他

19999999 国の機関（独立行政法人・事業団） その他 その他 その他

20104000 国の機関（その他） 公庫・金庫 地方公共団体金融機構 地方公共団体金融機構

20105000 国の機関（その他） 公庫・金庫 沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫

20107000 国の機関（その他） 公庫・金庫 日本銀行 日本銀行

20108000 国の機関（その他） 公庫・金庫 株式会社国際協力銀行 株式会社国際協力銀行

20110000 国の機関（その他） 公庫・金庫 株式会社日本政策金融公庫 株式会社日本政策金融公庫

20199999 国の機関（その他） 公庫・金庫 その他 その他

20201000 国の機関（その他） 基金 国民年金基金連合会 国民年金基金連合会

20203000 国の機関（その他） 基金 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償基金

20205000 国の機関（その他） 基金 日本商品委託者保護基金 日本商品委託者保護基金

20299999 国の機関（その他） 基金 その他 その他

20301000 国の機関（その他） 政府関係団体 国家公務員共済組合連合会 国家公務員共済組合連合会

20302000 国の機関（その他） 政府関係団体 企業年金連合会 企業年金連合会

20303000 国の機関（その他） 政府関係団体 地方公務員共済組合連合会 地方公務員共済組合連合会

20304000 国の機関（その他） 政府関係団体 農林漁業団体職員共済組合 農林漁業団体職員共済組合

20305000 国の機関（その他） 政府関係団体 公立学校共済組合 公立学校共済組合
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20306000 国の機関（その他） 政府関係団体 地方職員共済組合 地方職員共済組合

20307000 国の機関（その他） 政府関係団体 警察共済組合 警察共済組合

20313000 国の機関（その他） 政府関係団体 危険物保安技術協会 危険物保安技術協会

20316000 国の機関（その他） 政府関係団体 日本中央競馬会 日本中央競馬会

20317000 国の機関（その他） 政府関係団体 地方競馬全国協会 地方競馬全国協会

20318000 国の機関（その他） 政府関係団体 日本放送協会 日本放送協会

20319000 国の機関（その他） 政府関係団体 放送大学学園 放送大学学園

20320001 国の機関（その他） 政府関係団体 国立大学法人 （国立大学）

20320999 国の機関（その他） 政府関係団体 国立大学法人 その他

20321100 国の機関（その他） 政府関係団体 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 大学共同利用機関法人人間文化研究機構

20321200 国の機関（その他） 政府関係団体 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 大学共同利用機関法人自然科学研究機構

20321300 国の機関（その他） 政府関係団体 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構

20321400 国の機関（その他） 政府関係団体 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構

20321999 国の機関（その他） 政府関係団体 大学共同利用機関法人 その他

20322000 国の機関（その他） 政府関係団体 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園

20399999 国の機関（その他） 政府関係団体 その他 その他

29999999 国の機関（その他） その他 その他 その他

30101001 地方公共団体（都道府県） 北海道 （内部部局） 総務部 北海道総務部

30101002 地方公共団体（都道府県） 北海道 （内部部局） 総合政策部 北海道総合政策部

30101003 地方公共団体（都道府県） 北海道 （内部部局） 環境生活部 北海道環境生活部

30101004 地方公共団体（都道府県） 北海道 （内部部局） 保健福祉部 北海道保健福祉部

30101005 地方公共団体（都道府県） 北海道 （内部部局） 経済部 北海道経済部

30101006 地方公共団体（都道府県） 北海道 （内部部局） 農政部 北海道農政部

30101007 地方公共団体（都道府県） 北海道 （内部部局） 水産林務部 北海道水産林務部

30101008 地方公共団体（都道府県） 北海道 （内部部局） 建設部 北海道建設部

30101999 地方公共団体（都道府県） 北海道 （内部部局） その他 北海道

30106000 地方公共団体（都道府県） 北海道 企業局 （内部部局） 北海道企業局

30106101 地方公共団体（都道府県） 北海道 企業局 鷹泊発電管理事務所 北海道企業局鷹泊発電管理事務所

30106103 地方公共団体（都道府県） 北海道 企業局 夕張川発電管理事務所 北海道企業局夕張川発電管理事務所

30106104 地方公共団体（都道府県） 北海道 企業局 室蘭地区工業用水道管理事務所 北海道企業局室蘭地区工業用水道管理事務所

30106105 地方公共団体（都道府県） 北海道 企業局 苫小牧地区工業用水道管理事務所 北海道企業局苫小牧地区工業用水道管理事務所

30106106 地方公共団体（都道府県） 北海道 企業局 石狩湾新港地域工業用水道管理事務所 北海道企業局石狩湾新港地域工業用水道管理事務所

30106999 地方公共団体（都道府県） 北海道 企業局 その他 北海道企業局

30107001 地方公共団体（都道府県） 北海道 公社（都道府県） 北海道土地開発公社 北海道土地開発公社

30107002 地方公共団体（都道府県） 北海道 公社（都道府県） 北海道住宅供給公社 北海道住宅供給公社

30107999 地方公共団体（都道府県） 北海道 公社（都道府県） その他

30108000 地方公共団体（都道府県） 北海道 水道企業団（水道組合）

30109000 地方公共団体（都道府県） 北海道 土地区画整理組合

30110000 地方公共団体（都道府県） 北海道 下水道組合

30111000 地方公共団体（都道府県） 北海道 土地改良区

30112000 地方公共団体（都道府県） 北海道 市街地再開発組合

30113001 地方公共団体（都道府県） 北海道 北海道公安委員会 北海道警察本部 北海道警察本部

30113002 地方公共団体（都道府県） 北海道 北海道公安委員会 （警察署）

30113999 地方公共団体（都道府県） 北海道 北海道公安委員会 その他

30114000 地方公共団体（都道府県） 北海道 石狩振興局 （内部部局） 北海道石狩振興局

30114999 地方公共団体（都道府県） 北海道 石狩振興局 その他 北海道石狩振興局

30115001 地方公共団体（都道府県） 北海道 渡島総合振興局 函館建設管理部 北海道渡島総合振興局函館建設管理部

30115099 地方公共団体（都道府県） 北海道 渡島総合振興局 （その他の内部部局） 北海道渡島総合振興局

30115999 地方公共団体（都道府県） 北海道 渡島総合振興局 その他 北海道渡島総合振興局

30116000 地方公共団体（都道府県） 北海道 檜山振興局 （内部部局） 北海道檜山振興局

30116999 地方公共団体（都道府県） 北海道 檜山振興局 その他 北海道檜山振興局

30117001 地方公共団体（都道府県） 北海道 後志総合振興局 小樽建設管理部 北海道後志総合振興局小樽建設管理部

30117099 地方公共団体（都道府県） 北海道 後志総合振興局 （その他の内部部局） 北海道後志総合振興局

30117999 地方公共団体（都道府県） 北海道 後志総合振興局 その他 北海道後志総合振興局

30118001 地方公共団体（都道府県） 北海道 空知総合振興局 札幌建設管理部 北海道空知総合振興局札幌建設管理部

30118099 地方公共団体（都道府県） 北海道 空知総合振興局 （その他の内部部局） 北海道空知総合振興局

30118999 地方公共団体（都道府県） 北海道 空知総合振興局 その他 北海道空知総合振興局

30119001 地方公共団体（都道府県） 北海道 上川総合振興局 旭川建設管理部 北海道上川総合振興局旭川建設管理部

30119099 地方公共団体（都道府県） 北海道 上川総合振興局 （その他の内部部局） 北海道上川総合振興局

30119999 地方公共団体（都道府県） 北海道 上川総合振興局 その他 北海道上川総合振興局

30120001 地方公共団体（都道府県） 北海道 留萌振興局 留萌建設管理部 北海道留萌振興局留萌建設管理部

30120099 地方公共団体（都道府県） 北海道 留萌振興局 （その他の内部部局） 北海道留萌振興局

30120999 地方公共団体（都道府県） 北海道 留萌振興局 その他 北海道留萌振興局

30121001 地方公共団体（都道府県） 北海道 宗谷総合振興局 稚内建設管理部 北海道宗谷総合振興局稚内建設管理部
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30121099 地方公共団体（都道府県） 北海道 宗谷総合振興局 （その他の内部部局） 北海道宗谷総合振興局

30121999 地方公共団体（都道府県） 北海道 宗谷総合振興局 その他 北海道宗谷総合振興局

30122001 地方公共団体（都道府県） 北海道 オホーツク総合振興局 網走建設管理部 北海道オホーツク総合振興局網走建設管理部

30122099 地方公共団体（都道府県） 北海道 オホーツク総合振興局 （その他の内部部局） 北海道オホーツク総合振興局

30122999 地方公共団体（都道府県） 北海道 オホーツク総合振興局 その他 北海道オホーツク総合振興局

30123001 地方公共団体（都道府県） 北海道 胆振総合振興局 室蘭建設管理部 北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部

30123099 地方公共団体（都道府県） 北海道 胆振総合振興局 （その他の内部部局） 北海道胆振総合振興局

30123999 地方公共団体（都道府県） 北海道 胆振総合振興局 その他 北海道胆振総合振興局

30124000 地方公共団体（都道府県） 北海道 日高振興局 （内部部局） 北海道日高振興局

30124999 地方公共団体（都道府県） 北海道 日高振興局 その他 北海道日高振興局

30125001 地方公共団体（都道府県） 北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部 北海道十勝総合振興局帯広建設管理部

30125099 地方公共団体（都道府県） 北海道 十勝総合振興局 （その他の内部部局） 北海道十勝総合振興局

30125999 地方公共団体（都道府県） 北海道 十勝総合振興局 その他 北海道十勝総合振興局

30126001 地方公共団体（都道府県） 北海道 釧路総合振興局 釧路建設管理部 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部

30126099 地方公共団体（都道府県） 北海道 釧路総合振興局 （その他の内部部局） 北海道釧路総合振興局

30126999 地方公共団体（都道府県） 北海道 釧路総合振興局 その他 北海道釧路総合振興局

30127000 地方公共団体（都道府県） 北海道 根室振興局 （内部部局） 北海道根室振興局

30127999 地方公共団体（都道府県） 北海道 根室振興局 その他 北海道根室振興局

30199999 地方公共団体（都道府県） 北海道 その他 その他 北海道

30201001 地方公共団体（都道府県） 青森県 （内部部局） 総務部 青森県総務部

30201002 地方公共団体（都道府県） 青森県 （内部部局） 企画政策部 青森県企画政策部

30201003 地方公共団体（都道府県） 青森県 （内部部局） 環境生活部 青森県環境生活部

30201004 地方公共団体（都道府県） 青森県 （内部部局） 健康福祉部 青森県健康福祉部

30201005 地方公共団体（都道府県） 青森県 （内部部局） 商工労働部 青森県商工労働部

30201006 地方公共団体（都道府県） 青森県 （内部部局） 農林水産部 青森県農林水産部

30201007 地方公共団体（都道府県） 青森県 （内部部局） 県土整備部 青森県県土整備部

30201008 地方公共団体（都道府県） 青森県 （内部部局） 観光国際戦略局 青森県観光国際戦略局

30201009 地方公共団体（都道府県） 青森県 （内部部局） 危機管理局 青森県危機管理局

30201999 地方公共団体（都道府県） 青森県 （内部部局） その他 青森県

30204000 地方公共団体（都道府県） 青森県 青森空港管理事務所 青森県青森空港管理事務所

30205000 地方公共団体（都道府県） 青森県 公営企業局 （内部部局） 青森県公営企業局

30205999 地方公共団体（都道府県） 青森県 公営企業局 その他 青森県公営企業局

30206001 地方公共団体（都道府県） 青森県 公社（都道府県） 青森県土地開発公社 青森県土地開発公社

30206003 地方公共団体（都道府県） 青森県 公社（都道府県） 青森県道路公社 青森県道路公社

30206999 地方公共団体（都道府県） 青森県 公社（都道府県） その他

30207000 地方公共団体（都道府県） 青森県 水道企業団（水道組合）

30208000 地方公共団体（都道府県） 青森県 土地区画整理組合

30209000 地方公共団体（都道府県） 青森県 下水道組合

30210000 地方公共団体（都道府県） 青森県 土地改良区

30211000 地方公共団体（都道府県） 青森県 市街地再開発組合

30212001 地方公共団体（都道府県） 青森県 青森県公安委員会 青森県警察本部 青森県警察本部

30212002 地方公共団体（都道府県） 青森県 青森県公安委員会 （警察署）

30212999 地方公共団体（都道府県） 青森県 青森県公安委員会 その他

30213001 地方公共団体（都道府県） 青森県 中南地域県民局 地域農林水産部 青森県中南地域県民局地域農林水産部

30213002 地方公共団体（都道府県） 青森県 中南地域県民局 地域整備部 青森県中南地域県民局地域整備部

30213999 地方公共団体（都道府県） 青森県 中南地域県民局 その他 青森県中南地域県民局

30214001 地方公共団体（都道府県） 青森県 三八地域県民局 地域農林水産部 青森県三八地域県民局地域農林水産部

30214002 地方公共団体（都道府県） 青森県 三八地域県民局 地域整備部 青森県三八地域県民局地域整備部

30214999 地方公共団体（都道府県） 青森県 三八地域県民局 その他 青森県三八地域県民局

30215001 地方公共団体（都道府県） 青森県 下北地域県民局 地域農林水産部 青森県下北地域県民局地域農林水産部

30215002 地方公共団体（都道府県） 青森県 下北地域県民局 地域整備部 青森県下北地域県民局地域整備部

30215999 地方公共団体（都道府県） 青森県 下北地域県民局 その他 青森県下北地域県民局

30218000 地方公共団体（都道府県） 青森県 八戸工業用水道管理事務所 青森県八戸工業用水道管理事務所

30219000 地方公共団体（都道府県） 青森県 エネルギー総合対策局 青森県エネルギー総合対策局

30220001 地方公共団体（都道府県） 青森県 東青地域県民局 地域農林水産部 青森県東青地域県民局地域農林水産部

30220002 地方公共団体（都道府県） 青森県 東青地域県民局 地域整備部 青森県東青地域県民局地域整備部

30220999 地方公共団体（都道府県） 青森県 東青地域県民局 その他 青森県東青地域県民局

30221001 地方公共団体（都道府県） 青森県 西北地域県民局 地域農林水産部 青森県西北地域県民局地域農林水産部

30221002 地方公共団体（都道府県） 青森県 西北地域県民局 地域整備部 青森県西北地域県民局地域整備部

30221999 地方公共団体（都道府県） 青森県 西北地域県民局 その他 青森県西北地域県民局

30222001 地方公共団体（都道府県） 青森県 上北地域県民局 地域農林水産部 青森県上北地域県民局地域農林水産部

30222002 地方公共団体（都道府県） 青森県 上北地域県民局 地域整備部 青森県上北地域県民局地域整備部

30222999 地方公共団体（都道府県） 青森県 上北地域県民局 その他 青森県上北地域県民局

30299999 地方公共団体（都道府県） 青森県 その他 その他 青森県
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

30301001 地方公共団体（都道府県） 岩手県 （内部部局） 政策企画部 岩手県政策企画部 2020/12/03変更

30301002 地方公共団体（都道府県） 岩手県 （内部部局） 総務部 岩手県総務部

30301003 地方公共団体（都道府県） 岩手県 （内部部局） ふるさと振興部 岩手県ふるさと振興部 2020/12/03変更

30301004 地方公共団体（都道府県） 岩手県 （内部部局） 環境生活部 岩手県環境生活部

30301005 地方公共団体（都道府県） 岩手県 （内部部局） 保健福祉部 岩手県保健福祉部

30301006 地方公共団体（都道府県） 岩手県 （内部部局） 商工労働観光部 岩手県商工労働観光部

30301007 地方公共団体（都道府県） 岩手県 （内部部局） 農林水産部 岩手県農林水産部

30301008 地方公共団体（都道府県） 岩手県 （内部部局） 県土整備部 岩手県県土整備部

30301009 地方公共団体（都道府県） 岩手県 （内部部局） 復興局 岩手県復興局

30301011 地方公共団体（都道府県） 岩手県 （内部部局） 文化スポーツ部 岩手県文化スポーツ部 2019/08/15追加

30301999 地方公共団体（都道府県） 岩手県 （内部部局） その他 岩手県

30302000 地方公共団体（都道府県） 岩手県 花巻空港事務所 岩手県花巻空港事務所

30304000 地方公共団体（都道府県） 岩手県 北上川上流流域下水道事務所 岩手県北上川上流流域下水道事務所

30317000 地方公共団体（都道府県） 岩手県 企業局 （内部部局） 岩手県企業局

30317101 地方公共団体（都道府県） 岩手県 企業局 施設総合管理所 岩手県企業局施設総合管理所

30317102 地方公共団体（都道府県） 岩手県 企業局 県南施設管理所 岩手県企業局県南施設管理所

30317999 地方公共団体（都道府県） 岩手県 企業局 その他 岩手県企業局

30318001 地方公共団体（都道府県） 岩手県 公社（都道府県） 岩手県土地開発公社 岩手県土地開発公社

30318999 地方公共団体（都道府県） 岩手県 公社（都道府県） その他

30319000 地方公共団体（都道府県） 岩手県 水道企業団（水道組合）

30320000 地方公共団体（都道府県） 岩手県 土地区画整理組合

30321000 地方公共団体（都道府県） 岩手県 下水道組合

30322000 地方公共団体（都道府県） 岩手県 土地改良区

30323000 地方公共団体（都道府県） 岩手県 市街地再開発組合

30324001 地方公共団体（都道府県） 岩手県 岩手県公安委員会 岩手県警察本部 岩手県警察本部

30324002 地方公共団体（都道府県） 岩手県 岩手県公安委員会 （警察署）

30324999 地方公共団体（都道府県） 岩手県 岩手県公安委員会 その他

30325004 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県南広域振興局 農政部 岩手県県南広域振興局農政部

30325005 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県南広域振興局 林務部 岩手県県南広域振興局林務部

30325006 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県南広域振興局 土木部 岩手県県南広域振興局土木部

30325099 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県南広域振興局 （その他の内部部局） 岩手県県南広域振興局

30325101 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県南広域振興局 花巻農林振興センター 岩手県県南広域振興局花巻農林振興センター

30325102 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県南広域振興局 遠野農林振興センター 岩手県県南広域振興局遠野農林振興センター

30325103 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県南広域振興局 一関農林振興センター 岩手県県南広域振興局一関農林振興センター

30325104 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県南広域振興局 北上農村整備センター 岩手県県南広域振興局北上農村整備センター

30325105 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県南広域振興局 一関農村整備センター 岩手県県南広域振興局一関農村整備センター

30325106 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県南広域振興局 花巻土木センター 岩手県県南広域振興局花巻土木センター

30325107 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県南広域振興局 北上土木センター 岩手県県南広域振興局北上土木センター

30325108 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県南広域振興局 遠野土木センター 岩手県県南広域振興局遠野土木センター

30325109 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県南広域振興局 一関土木センター 岩手県県南広域振興局一関土木センター

30325110 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県南広域振興局 千厩土木センター 岩手県県南広域振興局千厩土木センター

30325999 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県南広域振興局 その他 岩手県県南広域振興局

30326001 地方公共団体（都道府県） 岩手県 盛岡広域振興局 農政部 岩手県盛岡広域振興局農政部

30326002 地方公共団体（都道府県） 岩手県 盛岡広域振興局 林務部 岩手県盛岡広域振興局林務部

30326003 地方公共団体（都道府県） 岩手県 盛岡広域振興局 土木部 岩手県盛岡広域振興局土木部

30326099 地方公共団体（都道府県） 岩手県 盛岡広域振興局 （その他の内部部局） 岩手県盛岡広域振興局

30326101 地方公共団体（都道府県） 岩手県 盛岡広域振興局 綱取ダム管理事務所 岩手県盛岡広域振興局綱取ダム管理事務所

30326102 地方公共団体（都道府県） 岩手県 盛岡広域振興局 簗川ダム建設事務所 岩手県盛岡広域振興局簗川ダム建設事務所

30326103 地方公共団体（都道府県） 岩手県 盛岡広域振興局 岩手土木センター 岩手県盛岡広域振興局岩手土木センター

30326999 地方公共団体（都道府県） 岩手県 盛岡広域振興局 その他 岩手県盛岡広域振興局

30327001 地方公共団体（都道府県） 岩手県 沿岸広域振興局 農林部 岩手県沿岸広域振興局農林部

30327002 地方公共団体（都道府県） 岩手県 沿岸広域振興局 水産部 岩手県沿岸広域振興局水産部

30327003 地方公共団体（都道府県） 岩手県 沿岸広域振興局 土木部 岩手県沿岸広域振興局土木部

30327099 地方公共団体（都道府県） 岩手県 沿岸広域振興局 （その他の内部部局） 岩手県沿岸広域振興局

30327101 地方公共団体（都道府県） 岩手県 沿岸広域振興局 宮古農林振興センター 岩手県沿岸広域振興局宮古農林振興センター

30327102 地方公共団体（都道府県） 岩手県 沿岸広域振興局 宮古農林振興センター岩泉林務出張所 岩手県沿岸広域振興局宮古農林振興センター岩泉林務出張所

30327103 地方公共団体（都道府県） 岩手県 沿岸広域振興局 大船渡農林振興センター 岩手県沿岸広域振興局大船渡農林振興センター

30327104 地方公共団体（都道府県） 岩手県 沿岸広域振興局 宮古水産振興センター 岩手県沿岸広域振興局宮古水産振興センター

30327105 地方公共団体（都道府県） 岩手県 沿岸広域振興局 大船渡水産振興センター 岩手県沿岸広域振興局大船渡水産振興センター

30327106 地方公共団体（都道府県） 岩手県 沿岸広域振興局 宮古土木センター 岩手県沿岸広域振興局宮古土木センター

30327107 地方公共団体（都道府県） 岩手県 沿岸広域振興局 岩泉土木センター 岩手県沿岸広域振興局岩泉土木センター

30327108 地方公共団体（都道府県） 岩手県 沿岸広域振興局 大船渡土木センター 岩手県沿岸広域振興局大船渡土木センター

30327109 地方公共団体（都道府県） 岩手県 沿岸広域振興局 大船渡土木センター住田整備事務所 岩手県沿岸広域振興局大船渡土木センター住田整備事務所

30327999 地方公共団体（都道府県） 岩手県 沿岸広域振興局 その他 岩手県沿岸広域振興局
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

30328001 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県北広域振興局 農政部 岩手県県北広域振興局農政部

30328002 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県北広域振興局 林務部 岩手県県北広域振興局林務部

30328003 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県北広域振興局 水産部 岩手県県北広域振興局水産部

30328004 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県北広域振興局 土木部 岩手県県北広域振興局土木部

30328099 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県北広域振興局 （その他の内部部局） 岩手県県北広域振興局

30328101 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県北広域振興局 二戸農林振興センター 岩手県県北広域振興局二戸農林振興センター

30328102 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県北広域振興局 滝ダム管理事務所 岩手県県北広域振興局滝ダム管理事務所

30328103 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県北広域振興局 二戸土木センター 岩手県県北広域振興局二戸土木センター

30328999 地方公共団体（都道府県） 岩手県 県北広域振興局 その他 岩手県県北広域振興局

30399999 地方公共団体（都道府県） 岩手県 その他 その他 岩手県

30401001 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （内部部局） 総務部 宮城県総務部

30401002 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （内部部局） 震災復興・企画部 宮城県震災復興・企画部

30401003 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （内部部局） 環境生活部 宮城県環境生活部

30401004 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （内部部局） 保健福祉部 宮城県保健福祉部

30401006 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （内部部局） 土木部 宮城県土木部

30401008 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （内部部局） 経済商工観光部 宮城県経済商工観光部

30401009 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （内部部局） 農政部 宮城県農政部 2019/08/15追加

30401010 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （内部部局） 水産林政部 宮城県水産林政部 2019/08/15追加

30401999 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （内部部局） その他 宮城県

30402001 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （地方振興事務所） 大河原地方振興事務所 宮城県大河原地方振興事務所

30402002 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （地方振興事務所） 仙台地方振興事務所 宮城県仙台地方振興事務所

30402003 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （地方振興事務所） 北部地方振興事務所 宮城県北部地方振興事務所

30402004 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （地方振興事務所） 北部地方振興事務所栗原地域事務所 宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所

30402005 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （地方振興事務所） 東部地方振興事務所登米地域事務所 宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所

30402006 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （地方振興事務所） 東部地方振興事務所 宮城県東部地方振興事務所

30402007 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （地方振興事務所） 気仙沼地方振興事務所 宮城県気仙沼地方振興事務所

30402999 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （地方振興事務所） その他 宮城県

30403000 地方公共団体（都道府県） 宮城県 松島公園管理事務所 宮城県松島公園管理事務所

30404001 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （土木事務所） 大河原土木事務所 宮城県大河原土木事務所

30404002 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （土木事務所） 仙台土木事務所 宮城県仙台土木事務所

30404004 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （土木事務所） 北部土木事務所 宮城県北部土木事務所

30404005 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （土木事務所） 北部土木事務所栗原地域事務所 宮城県北部土木事務所栗原地域事務所

30404006 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （土木事務所） 東部土木事務所登米地域事務所 宮城県東部土木事務所登米地域事務所

30404007 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （土木事務所） 東部土木事務所 宮城県東部土木事務所

30404008 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （土木事務所） 気仙沼土木事務所 宮城県気仙沼土木事務所

30404999 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （土木事務所） その他 宮城県

30405001 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （港湾事務所） 仙台塩釜港湾事務所 宮城県仙台塩釜港湾事務所

30405003 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （港湾事務所） 石巻港湾事務所 宮城県石巻港湾事務所

30405999 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （港湾事務所） その他 宮城県

30407001 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （ダム総合事務所） 仙台地方ダム総合事務所 宮城県仙台地方ダム総合事務所

30407002 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （ダム総合事務所） 栗原地方ダム総合事務所 宮城県栗原地方ダム総合事務所

30407003 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （ダム総合事務所） 大崎地方ダム総合事務所 宮城県大崎地方ダム総合事務所

30407999 地方公共団体（都道府県） 宮城県 （ダム総合事務所） その他 宮城県

30409000 地方公共団体（都道府県） 宮城県 企業局 （内部部局） 宮城県企業局

30409102 地方公共団体（都道府県） 宮城県 企業局 大崎広域水道事務所 宮城県企業局大崎広域水道事務所

30409103 地方公共団体（都道府県） 宮城県 企業局 仙南・仙塩広域水道事務所 宮城県企業局仙南・仙塩広域水道事務所

30409104 地方公共団体（都道府県） 宮城県 企業局 中南部下水道事務所 宮城県企業局中南部下水道事務所 2019/08/15追加

30409105 地方公共団体（都道府県） 宮城県 企業局 東部下水道事務所 宮城県企業局東部下水道事務所 2019/08/15追加

30409999 地方公共団体（都道府県） 宮城県 企業局 その他 宮城県企業局

30410001 地方公共団体（都道府県） 宮城県 公社（都道府県） 宮城県土地開発公社 宮城県土地開発公社

30410002 地方公共団体（都道府県） 宮城県 公社（都道府県） 宮城県住宅供給公社 宮城県住宅供給公社

30410003 地方公共団体（都道府県） 宮城県 公社（都道府県） 宮城県道路公社 宮城県道路公社

30410999 地方公共団体（都道府県） 宮城県 公社（都道府県） その他

30411000 地方公共団体（都道府県） 宮城県 水道企業団（水道組合）

30412000 地方公共団体（都道府県） 宮城県 土地区画整理組合

30413000 地方公共団体（都道府県） 宮城県 下水道組合

30414000 地方公共団体（都道府県） 宮城県 土地改良区

30415000 地方公共団体（都道府県） 宮城県 市街地再開発組合

30416001 地方公共団体（都道府県） 宮城県 宮城県公安委員会 宮城県警察本部 宮城県警察本部

30416002 地方公共団体（都道府県） 宮城県 宮城県公安委員会 （警察署）

30416999 地方公共団体（都道府県） 宮城県 宮城県公安委員会 その他

30417000 地方公共団体（都道府県） 宮城県 王城寺原補償工事事務所 宮城県王城寺原補償工事事務所

30499999 地方公共団体（都道府県） 宮城県 その他 その他 宮城県

30501001 地方公共団体（都道府県） 秋田県 （内部部局） 総務部 秋田県総務部
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

30501002 地方公共団体（都道府県） 秋田県 （内部部局） 企画振興部 秋田県企画振興部

30501003 地方公共団体（都道府県） 秋田県 （内部部局） 健康福祉部 秋田県健康福祉部

30501004 地方公共団体（都道府県） 秋田県 （内部部局） 生活環境部 秋田県生活環境部

30501005 地方公共団体（都道府県） 秋田県 （内部部局） 農林水産部 秋田県農林水産部

30501006 地方公共団体（都道府県） 秋田県 （内部部局） 産業労働部 秋田県産業労働部

30501007 地方公共団体（都道府県） 秋田県 （内部部局） 建設部 秋田県建設部

30501999 地方公共団体（都道府県） 秋田県 （内部部局） その他 秋田県

30504001 地方公共団体（都道府県） 秋田県 （港湾事務所） 秋田港湾事務所 秋田県秋田港湾事務所

30504002 地方公共団体（都道府県） 秋田県 （港湾事務所） 船川港湾事務所 秋田県船川港湾事務所

30504003 地方公共団体（都道府県） 秋田県 （港湾事務所） 能代港湾事務所 秋田県能代港湾事務所

30504999 地方公共団体（都道府県） 秋田県 （港湾事務所） その他 秋田県

30506001 地方公共団体（都道府県） 秋田県 （空港管理事務所） 秋田空港管理事務所 秋田県秋田空港管理事務所

30506002 地方公共団体（都道府県） 秋田県 （空港管理事務所） 大館能代空港管理事務所 秋田県大館能代空港管理事務所

30506999 地方公共団体（都道府県） 秋田県 （空港管理事務所） その他 秋田県

30508001 地方公共団体（都道府県） 秋田県 公社（都道府県） 秋田県土地開発公社 秋田県土地開発公社

30508999 地方公共団体（都道府県） 秋田県 公社（都道府県） その他

30509000 地方公共団体（都道府県） 秋田県 水道企業団（水道組合）

30510000 地方公共団体（都道府県） 秋田県 土地区画整理組合

30511000 地方公共団体（都道府県） 秋田県 下水道組合

30512000 地方公共団体（都道府県） 秋田県 土地改良区

30513000 地方公共団体（都道府県） 秋田県 市街地再開発組合

30514001 地方公共団体（都道府県） 秋田県 秋田県公安委員会 秋田県警察本部 秋田県警察本部

30514002 地方公共団体（都道府県） 秋田県 秋田県公安委員会 （警察署）

30514999 地方公共団体（都道府県） 秋田県 秋田県公安委員会 その他

30515101 地方公共団体（都道府県） 秋田県 鹿角地域振興局 農林部 秋田県鹿角地域振興局農林部

30515102 地方公共団体（都道府県） 秋田県 鹿角地域振興局 建設部 秋田県鹿角地域振興局建設部

30515199 地方公共団体（都道府県） 秋田県 鹿角地域振興局 （その他内部部局） 秋田県鹿角地域振興局

30515999 地方公共団体（都道府県） 秋田県 鹿角地域振興局 その他 秋田県鹿角地域振興局

30516101 地方公共団体（都道府県） 秋田県 北秋田地域振興局 農林部 秋田県北秋田地域振興局農林部

30516102 地方公共団体（都道府県） 秋田県 北秋田地域振興局 建設部 秋田県北秋田地域振興局建設部

30516199 地方公共団体（都道府県） 秋田県 北秋田地域振興局 （その他内部部局） 秋田県北秋田地域振興局

30516999 地方公共団体（都道府県） 秋田県 北秋田地域振興局 その他 秋田県北秋田地域振興局

30517101 地方公共団体（都道府県） 秋田県 山本地域振興局 農林部 秋田県山本地域振興局農林部

30517102 地方公共団体（都道府県） 秋田県 山本地域振興局 建設部 秋田県山本地域振興局建設部

30517199 地方公共団体（都道府県） 秋田県 山本地域振興局 （その他内部部局） 秋田県山本地域振興局

30517999 地方公共団体（都道府県） 秋田県 山本地域振興局 その他 秋田県山本地域振興局

30518101 地方公共団体（都道府県） 秋田県 秋田地域振興局 農林部 秋田県秋田地域振興局農林部

30518102 地方公共団体（都道府県） 秋田県 秋田地域振興局 建設部 秋田県秋田地域振興局建設部

30518199 地方公共団体（都道府県） 秋田県 秋田地域振興局 （その他内部部局） 秋田県秋田地域振興局

30518999 地方公共団体（都道府県） 秋田県 秋田地域振興局 その他 秋田県秋田地域振興局

30519101 地方公共団体（都道府県） 秋田県 由利地域振興局 農林部 秋田県由利地域振興局農林部

30519102 地方公共団体（都道府県） 秋田県 由利地域振興局 建設部 秋田県由利地域振興局建設部

30519199 地方公共団体（都道府県） 秋田県 由利地域振興局 （その他内部部局） 秋田県由利地域振興局

30519999 地方公共団体（都道府県） 秋田県 由利地域振興局 その他 秋田県由利地域振興局

30520101 地方公共団体（都道府県） 秋田県 仙北地域振興局 農林部 秋田県仙北地域振興局農林部

30520102 地方公共団体（都道府県） 秋田県 仙北地域振興局 建設部 秋田県仙北地域振興局建設部

30520199 地方公共団体（都道府県） 秋田県 仙北地域振興局 （その他内部部局） 秋田県仙北地域振興局

30520999 地方公共団体（都道府県） 秋田県 仙北地域振興局 その他 秋田県仙北地域振興局

30521101 地方公共団体（都道府県） 秋田県 平鹿地域振興局 農林部 秋田県平鹿地域振興局農林部

30521102 地方公共団体（都道府県） 秋田県 平鹿地域振興局 建設部 秋田県平鹿地域振興局建設部

30521199 地方公共団体（都道府県） 秋田県 平鹿地域振興局 （その他内部部局） 秋田県平鹿地域振興局

30521999 地方公共団体（都道府県） 秋田県 平鹿地域振興局 その他 秋田県平鹿地域振興局

30522101 地方公共団体（都道府県） 秋田県 雄勝地域振興局 農林部 秋田県雄勝地域振興局農林部

30522102 地方公共団体（都道府県） 秋田県 雄勝地域振興局 建設部 秋田県雄勝地域振興局建設部

30522199 地方公共団体（都道府県） 秋田県 雄勝地域振興局 （その他内部部局） 秋田県雄勝地域振興局

30522999 地方公共団体（都道府県） 秋田県 雄勝地域振興局 その他 秋田県雄勝地域振興局

30523000 地方公共団体（都道府県） 秋田県 秋田発電・工業用水道事務所 秋田県秋田発電・工業用水道事務所

30524001 地方公共団体（都道府県） 秋田県 （発電事務所） 大館発電事務所 秋田県大館発電事務所

30524002 地方公共団体（都道府県） 秋田県 （発電事務所） 玉川発電事務所 秋田県玉川発電事務所

30524999 地方公共団体（都道府県） 秋田県 （発電事務所） その他 秋田県

30599999 地方公共団体（都道府県） 秋田県 その他 その他 秋田県

30601001 地方公共団体（都道府県） 山形県 （内部部局） 総務部 山形県総務部

30601003 地方公共団体（都道府県） 山形県 （内部部局） 健康福祉部 山形県健康福祉部

30601004 地方公共団体（都道府県） 山形県 （内部部局） 産業労働部 山形県産業労働部 2020/12/03変更
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

30601005 地方公共団体（都道府県） 山形県 （内部部局） 農林水産部 山形県農林水産部

30601006 地方公共団体（都道府県） 山形県 （内部部局） 県土整備部 山形県県土整備部

30601007 地方公共団体（都道府県） 山形県 （内部部局） 子育て若者応援部 山形県子育て若者応援部 2020/12/03変更

30601008 地方公共団体（都道府県） 山形県 （内部部局） みらい企画創造部 山形県みらい企画創造部 2020/12/03変更

30601009 地方公共団体（都道府県） 山形県 （内部部局） 環境エネルギー部 山形県環境エネルギー部

30601010 地方公共団体（都道府県） 山形県 （内部部局） 観光文化スポーツ部 山形県観光文化スポーツ部

30601011 地方公共団体（都道府県） 山形県 （内部部局） 防災くらし安心部 山形県防災くらし安心部 2019/08/15追加

30601999 地方公共団体（都道府県） 山形県 （内部部局） その他 山形県

30604001 地方公共団体（都道府県） 山形県 村山総合支庁 総務企画部 山形県村山総合支庁総務企画部

30604002 地方公共団体（都道府県） 山形県 村山総合支庁 産業経済部 山形県村山総合支庁産業経済部

30604003 地方公共団体（都道府県） 山形県 村山総合支庁 建設部 山形県村山総合支庁建設部

30604004 地方公共団体（都道府県） 山形県 村山総合支庁 保健福祉環境部 山形県村山総合支庁保健福祉環境部 2019/08/15追加

30604999 地方公共団体（都道府県） 山形県 村山総合支庁 その他 山形県村山総合支庁

30605001 地方公共団体（都道府県） 山形県 最上総合支庁 総務企画部 山形県最上総合支庁総務企画部

30605002 地方公共団体（都道府県） 山形県 最上総合支庁 産業経済部 山形県最上総合支庁産業経済部

30605003 地方公共団体（都道府県） 山形県 最上総合支庁 建設部 山形県最上総合支庁建設部

30605004 地方公共団体（都道府県） 山形県 最上総合支庁 保健福祉環境部 山形県最上総合支庁保健福祉環境部 2019/08/15追加

30605999 地方公共団体（都道府県） 山形県 最上総合支庁 その他 山形県最上総合支庁

30606001 地方公共団体（都道府県） 山形県 置賜総合支庁 総務企画部 山形県置賜総合支庁総務企画部

30606002 地方公共団体（都道府県） 山形県 置賜総合支庁 産業経済部 山形県置賜総合支庁産業経済部

30606003 地方公共団体（都道府県） 山形県 置賜総合支庁 建設部 山形県置賜総合支庁建設部

30606004 地方公共団体（都道府県） 山形県 置賜総合支庁 保健福祉環境部 山形県置賜総合支庁保健福祉環境部 2019/08/15追加

30606999 地方公共団体（都道府県） 山形県 置賜総合支庁 その他 山形県置賜総合支庁

30607001 地方公共団体（都道府県） 山形県 庄内総合支庁 総務企画部 山形県庄内総合支庁総務企画部

30607002 地方公共団体（都道府県） 山形県 庄内総合支庁 建設部 山形県庄内総合支庁建設部

30607003 地方公共団体（都道府県） 山形県 庄内総合支庁 産業経済部 山形県庄内総合支庁産業経済部

30607104 地方公共団体（都道府県） 山形県 庄内総合支庁 保健福祉環境部 山形県庄内総合支庁保健福祉環境部 2019/08/15追加

30607999 地方公共団体（都道府県） 山形県 庄内総合支庁 その他 山形県庄内総合支庁

30608000 地方公共団体（都道府県） 山形県 企業局 （内部部局） 山形県企業局

30608104 地方公共団体（都道府県） 山形県 企業局 置賜電気水道事務所 山形県企業局置賜電気水道事務所

30608105 地方公共団体（都道府県） 山形県 企業局 最上電気水道事務所 山形県企業局最上電気水道事務所

30608107 地方公共団体（都道府県） 山形県 企業局 鶴岡電気水道事務所 山形県企業局鶴岡電気水道事務所

30608108 地方公共団体（都道府県） 山形県 企業局 村山電気水道事務所 山形県企業局村山電気水道事務所

30608109 地方公共団体（都道府県） 山形県 企業局 酒田水道事務所 山形県企業局酒田水道事務所

30608999 地方公共団体（都道府県） 山形県 企業局 その他 山形県企業局

30609001 地方公共団体（都道府県） 山形県 公社（都道府県） 山形県土地開発公社 山形県土地開発公社

30609002 地方公共団体（都道府県） 山形県 公社（都道府県） 山形県住宅供給公社 山形県住宅供給公社

30609003 地方公共団体（都道府県） 山形県 公社（都道府県） 山形県道路公社 山形県道路公社

30609999 地方公共団体（都道府県） 山形県 公社（都道府県） その他

30610000 地方公共団体（都道府県） 山形県 水道企業団（水道組合）

30611000 地方公共団体（都道府県） 山形県 土地区画整理組合

30612000 地方公共団体（都道府県） 山形県 下水道組合

30613000 地方公共団体（都道府県） 山形県 土地改良区

30614000 地方公共団体（都道府県） 山形県 市街地再開発組合

30615001 地方公共団体（都道府県） 山形県 山形県公安委員会 山形県警察本部 山形県警察本部

30615002 地方公共団体（都道府県） 山形県 山形県公安委員会 （警察署）

30615999 地方公共団体（都道府県） 山形県 山形県公安委員会 その他

30616001 地方公共団体（都道府県） 山形県 （出先機関） 東京事務所 山形県東京事務所 2019/08/15追加

30616999 地方公共団体（都道府県） 山形県 （出先機関） その他 山形県 2019/08/15追加

30699999 地方公共団体（都道府県） 山形県 その他 その他 山形県

30701001 地方公共団体（都道府県） 福島県 （内部部局） 総務部 福島県総務部

30701002 地方公共団体（都道府県） 福島県 （内部部局） 企画調整部 福島県企画調整部

30701003 地方公共団体（都道府県） 福島県 （内部部局） 生活環境部 福島県生活環境部

30701004 地方公共団体（都道府県） 福島県 （内部部局） 保健福祉部 福島県保健福祉部

30701005 地方公共団体（都道府県） 福島県 （内部部局） 商工労働部 福島県商工労働部

30701006 地方公共団体（都道府県） 福島県 （内部部局） 農林水産部 福島県農林水産部

30701007 地方公共団体（都道府県） 福島県 （内部部局） 土木部 福島県土木部

30701008 地方公共団体（都道府県） 福島県 （内部部局） 危機管理部 福島県危機管理部

30701999 地方公共団体（都道府県） 福島県 （内部部局） その他 福島県

30702001 地方公共団体（都道府県） 福島県 （地方振興局） 県北地方振興局 福島県県北地方振興局

30702002 地方公共団体（都道府県） 福島県 （地方振興局） 県中地方振興局 福島県県中地方振興局

30702003 地方公共団体（都道府県） 福島県 （地方振興局） 県南地方振興局 福島県県南地方振興局

30702004 地方公共団体（都道府県） 福島県 （地方振興局） 会津地方振興局 福島県会津地方振興局

30702005 地方公共団体（都道府県） 福島県 （地方振興局） 南会津地方振興局 福島県南会津地方振興局
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

30702006 地方公共団体（都道府県） 福島県 （地方振興局） 相双地方振興局 福島県相双地方振興局

30702007 地方公共団体（都道府県） 福島県 （地方振興局） いわき地方振興局 福島県いわき地方振興局

30702999 地方公共団体（都道府県） 福島県 （地方振興局） その他 福島県

30703001 地方公共団体（都道府県） 福島県 （農林事務所） 県北農林事務所 福島県県北農林事務所

30703002 地方公共団体（都道府県） 福島県 （農林事務所） 県中農林事務所 福島県県中農林事務所

30703003 地方公共団体（都道府県） 福島県 （農林事務所） 県南農林事務所 福島県県南農林事務所

30703004 地方公共団体（都道府県） 福島県 （農林事務所） 会津農林事務所 福島県会津農林事務所

30703005 地方公共団体（都道府県） 福島県 （農林事務所） 南会津農林事務所 福島県南会津農林事務所

30703006 地方公共団体（都道府県） 福島県 （農林事務所） 相双農林事務所 福島県相双農林事務所

30703007 地方公共団体（都道府県） 福島県 （農林事務所） いわき農林事務所 福島県いわき農林事務所

30703999 地方公共団体（都道府県） 福島県 （農林事務所） その他 福島県

30706001 地方公共団体（都道府県） 福島県 （建設事務所） 県北建設事務所 福島県県北建設事務所

30706002 地方公共団体（都道府県） 福島県 （建設事務所） 県中建設事務所 福島県県中建設事務所

30706003 地方公共団体（都道府県） 福島県 （建設事務所） 県南建設事務所 福島県県南建設事務所

30706004 地方公共団体（都道府県） 福島県 （建設事務所） 会津若松建設事務所 福島県会津若松建設事務所

30706005 地方公共団体（都道府県） 福島県 （建設事務所） 喜多方建設事務所 福島県喜多方建設事務所

30706006 地方公共団体（都道府県） 福島県 （建設事務所） 南会津建設事務所 福島県南会津建設事務所

30706007 地方公共団体（都道府県） 福島県 （建設事務所） 相双建設事務所 福島県相双建設事務所

30706008 地方公共団体（都道府県） 福島県 （建設事務所） いわき建設事務所 福島県いわき建設事務所

30706999 地方公共団体（都道府県） 福島県 （建設事務所） その他 福島県

30707101 地方公共団体（都道府県） 福島県 （土木事務所） 保原土木事務所 福島県保原土木事務所

30707102 地方公共団体（都道府県） 福島県 （土木事務所） 二本松土木事務所 福島県二本松土木事務所

30707103 地方公共団体（都道府県） 福島県 （土木事務所） 三春土木事務所 福島県三春土木事務所

30707104 地方公共団体（都道府県） 福島県 （土木事務所） 須賀川土木事務所 福島県須賀川土木事務所

30707105 地方公共団体（都道府県） 福島県 （土木事務所） 石川土木事務所 福島県石川土木事務所

30707106 地方公共団体（都道府県） 福島県 （土木事務所） 棚倉土木事務所 福島県棚倉土木事務所

30707107 地方公共団体（都道府県） 福島県 （土木事務所） 宮下土木事務所 福島県宮下土木事務所

30707108 地方公共団体（都道府県） 福島県 （土木事務所） 猪苗代土木事務所 福島県猪苗代土木事務所

30707109 地方公共団体（都道府県） 福島県 （土木事務所） 山口土木事務所 福島県山口土木事務所

30707110 地方公共団体（都道府県） 福島県 （土木事務所） 富岡土木事務所 福島県富岡土木事務所

30707111 地方公共団体（都道府県） 福島県 （土木事務所） 勿来土木事務所 福島県勿来土木事務所

30707999 地方公共団体（都道府県） 福島県 （土木事務所） その他 福島県

30708000 地方公共団体（都道府県） 福島県 大峠・日中総合管理事務所 福島県大峠・日中総合管理事務所

30709004 地方公共団体（都道府県） 福島県 （ダム管理事務所） 大柿ダム管理事務所 福島県大柿ダム管理事務所

30709005 地方公共団体（都道府県） 福島県 （ダム管理事務所） 鮫川水系ダム管理事務所 福島県鮫川水系ダム管理事務所

30709999 地方公共団体（都道府県） 福島県 （ダム管理事務所） その他 福島県

30710000 地方公共団体（都道府県） 福島県 あぶくま高原道路管理事務所 福島県あぶくま高原道路管理事務所

30711001 地方公共団体（都道府県） 福島県 （港湾建設事務所） 相馬港湾建設事務所 福島県相馬港湾建設事務所

30711002 地方公共団体（都道府県） 福島県 （港湾建設事務所） 小名浜港湾建設事務所 福島県小名浜港湾建設事務所

30711999 地方公共団体（都道府県） 福島県 （港湾建設事務所） その他 福島県

30712000 地方公共団体（都道府県） 福島県 福島空港事務所 福島県福島空港事務所

30713001 地方公共団体（都道府県） 福島県 （下水道建設事務所） 県北流域下水道建設事務所 福島県県北流域下水道建設事務所

30713002 地方公共団体（都道府県） 福島県 （下水道建設事務所） 県中流域下水道建設事務所 福島県県中流域下水道建設事務所

30713999 地方公共団体（都道府県） 福島県 （下水道建設事務所） その他 福島県

30715000 地方公共団体（都道府県） 福島県 企業局 福島県企業局

30716001 地方公共団体（都道府県） 福島県 公社（都道府県） 福島県土地開発公社 福島県土地開発公社

30716003 地方公共団体（都道府県） 福島県 公社（都道府県） 福島県道路公社 福島県道路公社

30716999 地方公共団体（都道府県） 福島県 公社（都道府県） その他

30717000 地方公共団体（都道府県） 福島県 水道企業団（水道組合）

30718000 地方公共団体（都道府県） 福島県 土地区画整理組合

30719000 地方公共団体（都道府県） 福島県 下水道組合

30720000 地方公共団体（都道府県） 福島県 土地改良区

30721000 地方公共団体（都道府県） 福島県 市街地再開発組合

30722001 地方公共団体（都道府県） 福島県 福島県公安委員会 福島県警察本部 福島県警察本部

30722002 地方公共団体（都道府県） 福島県 福島県公安委員会 （警察署）

30722999 地方公共団体（都道府県） 福島県 福島県公安委員会 その他

30799999 地方公共団体（都道府県） 福島県 その他 その他 福島県

30801001 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （内部部局） 総務部 茨城県総務部

30801002 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （内部部局） 政策企画部 茨城県政策企画部 2019/08/15変更

30801003 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （内部部局） 県民生活環境部 茨城県県民生活環境部 2019/08/15変更

30801004 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （内部部局） 保健福祉部 茨城県保健福祉部

30801005 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （内部部局） 産業戦略部 茨城県産業戦略部 2019/08/15変更

30801006 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （内部部局） 農林水産部 茨城県農林水産部

30801007 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （内部部局） 土木部 茨城県土木部
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

30801008 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （内部部局） 営業戦略部 茨城県営業戦略部 2020/12/03追加

30801999 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （内部部局） その他 茨城県

30804001 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （土木事務所） 水戸土木事務所 茨城県水戸土木事務所

30804002 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （土木事務所） 常陸大宮土木事務所 茨城県常陸大宮土木事務所

30804006 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （土木事務所） 潮来土木事務所 茨城県潮来土木事務所

30804008 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （土木事務所） 土浦土木事務所 茨城県土浦土木事務所

30804009 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （土木事務所） 筑西土木事務所 茨城県筑西土木事務所

30804010 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （土木事務所） 土浦土木事務所つくば支所 茨城県土浦土木事務所つくば支所

30804011 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （土木事務所） 常陸大宮土木事務所大子工務所 茨城県常陸大宮土木事務所大子工務所

30804999 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （土木事務所） その他 茨城県

30805003 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （港湾事務所） 鹿島港湾事務所 茨城県鹿島港湾事務所

30805005 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （港湾事務所） 茨城港湾事務所 茨城県茨城港湾事務所

30805999 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （港湾事務所） その他 茨城県

30806001 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （下水道事務所） 鹿島下水道事務所 茨城県鹿島下水道事務所

30806006 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （下水道事務所） 流域下水道事務所 茨城県流域下水道事務所

30806999 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （下水道事務所） その他 茨城県

30810001 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （県民センター） 県北県民センター 茨城県県北県民センター

30810002 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （県民センター） 鹿行県民センター 茨城県鹿行県民センター

30810003 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （県民センター） 県南県民センター 茨城県県南県民センター

30810004 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （県民センター） 県西県民センター 茨城県県西県民センター

30810999 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （県民センター） その他 茨城県

30811000 地方公共団体（都道府県） 茨城県 企業局 （内部部局） 茨城県企業局

30811101 地方公共団体（都道府県） 茨城県 企業局 県南水道事務所 茨城県企業局県南水道事務所

30811102 地方公共団体（都道府県） 茨城県 企業局 鹿行水道事務所 茨城県企業局鹿行水道事務所

30811103 地方公共団体（都道府県） 茨城県 企業局 県西水道事務所 茨城県企業局県西水道事務所

30811104 地方公共団体（都道府県） 茨城県 企業局 県中央水道事務所 茨城県企業局県中央水道事務所

30811106 地方公共団体（都道府県） 茨城県 企業局 利根川浄水場 茨城県企業局利根川浄水場

30811107 地方公共団体（都道府県） 茨城県 企業局 新治浄水場 茨城県企業局新治浄水場

30811108 地方公共団体（都道府県） 茨城県 企業局 涸沼川浄水場 茨城県企業局涸沼川浄水場

30811109 地方公共団体（都道府県） 茨城県 企業局 水海道浄水場 茨城県企業局水海道浄水場

30811110 地方公共団体（都道府県） 茨城県 企業局 鰐川浄水場 茨城県企業局鰐川浄水場

30811111 地方公共団体（都道府県） 茨城県 企業局 阿見浄水場 茨城県企業局阿見浄水場

30811112 地方公共団体（都道府県） 茨城県 企業局 水質管理センター 茨城県企業局水質管理センター

30811113 地方公共団体（都道府県） 茨城県 企業局 那珂川浄水場 茨城県企業局那珂川浄水場

30811999 地方公共団体（都道府県） 茨城県 企業局 その他 茨城県企業局

30812001 地方公共団体（都道府県） 茨城県 公社（都道府県） 茨城県土地開発公社 茨城県土地開発公社

30812003 地方公共団体（都道府県） 茨城県 公社（都道府県） 茨城県道路公社 茨城県道路公社

30812999 地方公共団体（都道府県） 茨城県 公社（都道府県） その他

30813000 地方公共団体（都道府県） 茨城県 水道企業団（水道組合）

30814000 地方公共団体（都道府県） 茨城県 土地区画整理組合

30815000 地方公共団体（都道府県） 茨城県 下水道組合

30816000 地方公共団体（都道府県） 茨城県 土地改良区

30817000 地方公共団体（都道府県） 茨城県 市街地再開発組合

30818001 地方公共団体（都道府県） 茨城県 茨城県公安委員会 茨城県警察本部 茨城県警察本部

30818002 地方公共団体（都道府県） 茨城県 茨城県公安委員会 （警察署）

30818999 地方公共団体（都道府県） 茨城県 茨城県公安委員会 その他

30819001 地方公共団体（都道府県） 茨城県 県央農林事務所 土地改良部門 茨城県県央農林事務所土地改良部門

30819099 地方公共団体（都道府県） 茨城県 県央農林事務所 （その他の内部部局） 茨城県県央農林事務所

30819999 地方公共団体（都道府県） 茨城県 県央農林事務所 その他 茨城県県央農林事務所

30820001 地方公共団体（都道府県） 茨城県 県北農林事務所 土地改良部門 茨城県県北農林事務所土地改良部門

30820099 地方公共団体（都道府県） 茨城県 県北農林事務所 （その他の内部部局） 茨城県県北農林事務所

30820101 地方公共団体（都道府県） 茨城県 県北農林事務所 高萩土地改良事務所 茨城県県北農林事務所高萩土地改良事務所

30820999 地方公共団体（都道府県） 茨城県 県北農林事務所 その他 茨城県県北農林事務所

30821001 地方公共団体（都道府県） 茨城県 鹿行農林事務所 土地改良部門 茨城県鹿行農林事務所土地改良部門

30821099 地方公共団体（都道府県） 茨城県 鹿行農林事務所 （その他の内部部局） 茨城県鹿行農林事務所

30821999 地方公共団体（都道府県） 茨城県 鹿行農林事務所 その他 茨城県鹿行農林事務所

30822001 地方公共団体（都道府県） 茨城県 県南農林事務所 土地改良部門 茨城県県南農林事務所土地改良部門

30822099 地方公共団体（都道府県） 茨城県 県南農林事務所 （その他の内部部局） 茨城県県南農林事務所

30822101 地方公共団体（都道府県） 茨城県 県南農林事務所 稲敷土地改良事務所 茨城県県南農林事務所稲敷土地改良事務所

30822999 地方公共団体（都道府県） 茨城県 県南農林事務所 その他 茨城県県南農林事務所

30823001 地方公共団体（都道府県） 茨城県 県西農林事務所 土地改良部門 茨城県県西農林事務所土地改良部門

30823099 地方公共団体（都道府県） 茨城県 県西農林事務所 （その他の内部部局） 茨城県県西農林事務所

30823101 地方公共団体（都道府県） 茨城県 県西農林事務所 境土地改良事務所 茨城県県西農林事務所境土地改良事務所

30823999 地方公共団体（都道府県） 茨城県 県西農林事務所 その他 茨城県県西農林事務所
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

30824001 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （工事事務所） 常陸太田工事事務所 茨城県常陸太田工事事務所

30824002 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （工事事務所） 高萩工事事務所 茨城県高萩工事事務所

30824003 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （工事事務所） 鉾田工事事務所 茨城県鉾田工事事務所

30824004 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （工事事務所） 竜ケ崎工事事務所 茨城県竜ケ崎工事事務所

30824005 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （工事事務所） 常総工事事務所 茨城県常総工事事務所

30824006 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （工事事務所） 境工事事務所 茨城県境工事事務所

30824999 地方公共団体（都道府県） 茨城県 （工事事務所） その他 茨城県

30899999 地方公共団体（都道府県） 茨城県 その他 その他 茨城県

30901001 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （内部部局） 経営管理部 栃木県経営管理部

30901003 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （内部部局） 県民生活部 栃木県県民生活部

30901004 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （内部部局） 保健福祉部 栃木県保健福祉部

30901005 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （内部部局） 産業労働観光部 栃木県産業労働観光部

30901006 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （内部部局） 農政部 栃木県農政部

30901007 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （内部部局） 環境森林部 栃木県環境森林部

30901008 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （内部部局） 県土整備部 栃木県県土整備部

30901009 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （内部部局） 総合政策部 栃木県総合政策部

30901999 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （内部部局） その他 栃木県

30902001 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （農業振興事務所） 河内農業振興事務所 栃木県河内農業振興事務所

30902002 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （農業振興事務所） 上都賀農業振興事務所 栃木県上都賀農業振興事務所

30902003 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （農業振興事務所） 芳賀農業振興事務所 栃木県芳賀農業振興事務所

30902004 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （農業振興事務所） 下都賀農業振興事務所 栃木県下都賀農業振興事務所

30902006 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （農業振興事務所） 那須農業振興事務所 栃木県那須農業振興事務所

30902008 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （農業振興事務所） 安足農業振興事務所 栃木県安足農業振興事務所

30902009 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （農業振興事務所） 塩谷南那須農業振興事務所 栃木県塩谷南那須農業振興事務所

30902999 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （農業振興事務所） その他 栃木県

30903001 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （環境森林事務所） 県東環境森林事務所 栃木県県東環境森林事務所

30903002 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （環境森林事務所） 県西環境森林事務所 栃木県県西環境森林事務所

30903004 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （環境森林事務所） 矢板森林管理事務所 栃木県矢板森林管理事務所

30903005 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （環境森林事務所） 県北環境森林事務所 栃木県県北環境森林事務所

30903007 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （環境森林事務所） 県南環境森林事務所 栃木県県南環境森林事務所

30903008 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （環境森林事務所） 小山環境管理事務所 栃木県小山環境管理事務所

30903999 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （環境森林事務所） その他 栃木県

30906001 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （土木事務所） 宇都宮土木事務所 栃木県宇都宮土木事務所

30906002 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （土木事務所） 鹿沼土木事務所 栃木県鹿沼土木事務所

30906003 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （土木事務所） 日光土木事務所 栃木県日光土木事務所

30906004 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （土木事務所） 真岡土木事務所 栃木県真岡土木事務所

30906005 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （土木事務所） 栃木土木事務所 栃木県栃木土木事務所

30906006 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （土木事務所） 矢板土木事務所 栃木県矢板土木事務所

30906007 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （土木事務所） 大田原土木事務所 栃木県大田原土木事務所

30906008 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （土木事務所） 烏山土木事務所 栃木県烏山土木事務所

30906011 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （土木事務所） 安足土木事務所 栃木県安足土木事務所

30906999 地方公共団体（都道府県） 栃木県 （土木事務所） その他 栃木県

30907000 地方公共団体（都道府県） 栃木県 下水道管理事務所 栃木県下水道管理事務所

30908000 地方公共団体（都道府県） 栃木県 公園事務所 栃木県公園事務所

30911000 地方公共団体（都道府県） 栃木県 企業局 （内部部局） 栃木県企業局

30911101 地方公共団体（都道府県） 栃木県 企業局 今市発電管理事務所 栃木県企業局今市発電管理事務所

30911103 地方公共団体（都道府県） 栃木県 企業局 北那須水道事務所 栃木県企業局北那須水道事務所

30911104 地方公共団体（都道府県） 栃木県 企業局 鬼怒水道事務所 栃木県企業局鬼怒水道事務所

30911999 地方公共団体（都道府県） 栃木県 企業局 その他 栃木県企業局

30912001 地方公共団体（都道府県） 栃木県 公社（都道府県） 栃木県土地開発公社 栃木県土地開発公社

30912002 地方公共団体（都道府県） 栃木県 公社（都道府県） 栃木県住宅供給公社 栃木県住宅供給公社

30912003 地方公共団体（都道府県） 栃木県 公社（都道府県） 栃木県道路公社 栃木県道路公社

30912999 地方公共団体（都道府県） 栃木県 公社（都道府県） その他

30913000 地方公共団体（都道府県） 栃木県 水道企業団（水道組合）

30914000 地方公共団体（都道府県） 栃木県 土地区画整理組合

30915000 地方公共団体（都道府県） 栃木県 下水道組合

30916000 地方公共団体（都道府県） 栃木県 土地改良区

30917000 地方公共団体（都道府県） 栃木県 市街地再開発組合

30918001 地方公共団体（都道府県） 栃木県 栃木県公安委員会 栃木県警察本部 栃木県警察本部

30918002 地方公共団体（都道府県） 栃木県 栃木県公安委員会 （警察署）

30918999 地方公共団体（都道府県） 栃木県 栃木県公安委員会 その他

30919000 地方公共団体（都道府県） 栃木県 林業センター 栃木県林業センター

30920000 地方公共団体（都道府県） 栃木県 農業試験場 栃木県農業試験場

30921000 地方公共団体（都道府県） 栃木県 農業大学校 栃木県農業大学校
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28.29.発注機関コード／発注機関名
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30999999 地方公共団体（都道府県） 栃木県 その他 その他 栃木県

31001001 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （内部部局） 総務部 群馬県総務部

31001002 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （内部部局） 健康福祉部 群馬県健康福祉部

31001003 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （内部部局） 環境森林部 群馬県環境森林部 2020/12/03変更

31001004 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （内部部局） 農政部 群馬県農政部

31001005 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （内部部局） 産業経済部 群馬県産業経済部

31001006 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （内部部局） 県土整備部 群馬県県土整備部

31001007 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （内部部局） 知事戦略部 群馬県知事戦略部 2020/12/03変更

31001008 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （内部部局） 地域創生部 群馬県地域創生部 2020/12/03変更

31001009 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （内部部局） 生活こども部 群馬県生活こども部 2020/12/03変更

31001999 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （内部部局） その他 群馬県

31008000 地方公共団体（都道府県） 群馬県 企業局 （内部部局） 群馬県企業局

31008103 地方公共団体（都道府県） 群馬県 企業局 管理総合事務所 群馬県企業局管理総合事務所

31008104 地方公共団体（都道府県） 群馬県 企業局 利根発電事務所 群馬県企業局利根発電事務所

31008105 地方公共団体（都道府県） 群馬県 企業局 吾妻発電事務所 群馬県企業局吾妻発電事務所

31008106 地方公共団体（都道府県） 群馬県 企業局 坂東発電事務所 群馬県企業局坂東発電事務所

31008107 地方公共団体（都道府県） 群馬県 企業局 渡良瀬発電事務所 群馬県企業局渡良瀬発電事務所

31008108 地方公共団体（都道府県） 群馬県 企業局 高浜発電事務所 群馬県企業局高浜発電事務所

31008109 地方公共団体（都道府県） 群馬県 企業局 渋川工業用水道事務所 群馬県企業局渋川工業用水道事務所

31008110 地方公共団体（都道府県） 群馬県 企業局 東毛工業用水道事務所 群馬県企業局東毛工業用水道事務所

31008111 地方公共団体（都道府県） 群馬県 企業局 県央第一水道事務所 群馬県企業局県央第一水道事務所

31008113 地方公共団体（都道府県） 群馬県 企業局 水質検査センター 群馬県企業局水質検査センター

31008115 地方公共団体（都道府県） 群馬県 企業局 県央第二水道事務所 群馬県企業局県央第二水道事務所

31008116 地方公共団体（都道府県） 群馬県 企業局 団地総合事務所 群馬県企業局団地総合事務所

31008999 地方公共団体（都道府県） 群馬県 企業局 その他 群馬県企業局

31009002 地方公共団体（都道府県） 群馬県 公社（都道府県） 群馬県住宅供給公社 群馬県住宅供給公社

31009999 地方公共団体（都道府県） 群馬県 公社（都道府県） その他

31010000 地方公共団体（都道府県） 群馬県 水道企業団（水道組合）

31011000 地方公共団体（都道府県） 群馬県 土地区画整理組合

31012000 地方公共団体（都道府県） 群馬県 下水道組合

31013000 地方公共団体（都道府県） 群馬県 土地改良区

31014000 地方公共団体（都道府県） 群馬県 市街地再開発組合

31015001 地方公共団体（都道府県） 群馬県 群馬県公安委員会 群馬県警察本部 群馬県警察本部

31015002 地方公共団体（都道府県） 群馬県 群馬県公安委員会 （警察署）

31015999 地方公共団体（都道府県） 群馬県 群馬県公安委員会 その他

31023001 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （土木事務所） 前橋土木事務所 群馬県前橋土木事務所

31023002 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （土木事務所） 渋川土木事務所 群馬県渋川土木事務所

31023003 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （土木事務所） 伊勢崎土木事務所 群馬県伊勢崎土木事務所

31023004 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （土木事務所） 高崎土木事務所 群馬県高崎土木事務所

31023005 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （土木事務所） 藤岡土木事務所 群馬県藤岡土木事務所

31023006 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （土木事務所） 富岡土木事務所 群馬県富岡土木事務所

31023007 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （土木事務所） 安中土木事務所 群馬県安中土木事務所

31023008 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （土木事務所） 太田土木事務所 群馬県太田土木事務所

31023009 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （土木事務所） 桐生土木事務所 群馬県桐生土木事務所

31023010 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （土木事務所） 館林土木事務所 群馬県館林土木事務所

31023011 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （土木事務所） 中之条土木事務所 群馬県中之条土木事務所

31023012 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （土木事務所） 沼田土木事務所 群馬県沼田土木事務所

31023999 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （土木事務所） その他 群馬県

31025001 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （農業事務所） 中部農業事務所 群馬県中部農業事務所

31025002 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （農業事務所） 西部農業事務所 群馬県西部農業事務所

31025003 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （農業事務所） 東部農業事務所 群馬県東部農業事務所

31025004 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （農業事務所） 吾妻農業事務所 群馬県吾妻農業事務所

31025005 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （農業事務所） 利根沼田農業事務所 群馬県利根沼田農業事務所

31025999 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （農業事務所） その他 群馬県

31026002 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （県土整備部） 八ッ場ダム水源地域対策事務所 群馬県八ッ場ダム水源地域対策事務所

31026003 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （県土整備部） 下水道総合事務所 群馬県下水道総合事務所

31026004 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （県土整備部） 上信自動車道建設事務所 群馬県上信自動車道建設事務所

31026999 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （県土整備部） その他 群馬県

31028001 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （環境森林事務所等） 渋川森林事務所 群馬県渋川森林事務所 2020/12/03追加

31028002 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （環境森林事務所等） 西部環境森林事務所 群馬県西部環境森林事務所 2020/12/03追加

31028003 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （環境森林事務所等） 藤岡森林事務所 群馬県藤岡森林事務所 2020/12/03追加

31028004 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （環境森林事務所等） 富岡森林事務所 群馬県富岡森林事務所 2020/12/03追加

31028005 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （環境森林事務所等） 桐生森林事務所 群馬県桐生森林事務所 2020/12/03追加

31028006 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （環境森林事務所等） 吾妻環境森林事務所 群馬県吾妻環境森林事務所 2020/12/03追加
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31028007 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （環境森林事務所等） 利根沼田環境森林事務所 群馬県利根沼田環境森林事務所 2020/12/03追加

31028008 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （環境森林事務所等） 中部環境事務所 群馬県中部環境事務所 2020/12/03追加

31028009 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （環境森林事務所等） 東部環境事務所 群馬県東部環境事務所 2020/12/03追加

31028999 地方公共団体（都道府県） 群馬県 （環境森林事務所等） その他 群馬県 2020/12/03追加

31099999 地方公共団体（都道府県） 群馬県 その他 その他 群馬県

31101001 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （内部部局） 企画財政部 埼玉県企画財政部

31101002 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （内部部局） 総務部 埼玉県総務部

31101005 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （内部部局） 産業労働部 埼玉県産業労働部

31101006 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （内部部局） 農林部 埼玉県農林部

31101007 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （内部部局） 県土整備部 埼玉県県土整備部

31101008 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （内部部局） 都市整備部 埼玉県都市整備部

31101009 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （内部部局） 環境部 埼玉県環境部

31101010 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （内部部局） 危機管理防災部 埼玉県危機管理防災部

31101011 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （内部部局） 福祉部 埼玉県福祉部

31101012 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （内部部局） 保健医療部 埼玉県保健医療部

31101013 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （内部部局） 県民生活部 埼玉県県民生活部

31101999 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （内部部局） その他 埼玉県

31102001 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （農林振興センター） さいたま農林振興センター 埼玉県さいたま農林振興センター

31102002 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （農林振興センター） 川越農林振興センター 埼玉県川越農林振興センター

31102003 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （農林振興センター） 東松山農林振興センター 埼玉県東松山農林振興センター

31102004 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （農林振興センター） 秩父農林振興センター 埼玉県秩父農林振興センター

31102005 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （農林振興センター） 本庄農林振興センター 埼玉県本庄農林振興センター

31102006 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （農林振興センター） 大里農林振興センター 埼玉県大里農林振興センター

31102007 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （農林振興センター） 加須農林振興センター 埼玉県加須農林振興センター

31102008 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （農林振興センター） 春日部農林振興センター 埼玉県春日部農林振興センター

31102999 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （農林振興センター） その他 埼玉県

31103000 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 寄居林業事務所 埼玉県寄居林業事務所

31104000 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 農村整備計画センター 埼玉県農村整備計画センター

31105001 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （県土整備事務所） さいたま県土整備事務所 埼玉県さいたま県土整備事務所

31105002 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （県土整備事務所） 北本県土整備事務所 埼玉県北本県土整備事務所

31105003 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （県土整備事務所） 川越県土整備事務所 埼玉県川越県土整備事務所

31105004 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （県土整備事務所） 飯能県土整備事務所 埼玉県飯能県土整備事務所

31105005 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （県土整備事務所） 東松山県土整備事務所 埼玉県東松山県土整備事務所

31105006 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （県土整備事務所） 秩父県土整備事務所 埼玉県秩父県土整備事務所

31105007 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （県土整備事務所） 本庄県土整備事務所 埼玉県本庄県土整備事務所

31105008 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （県土整備事務所） 熊谷県土整備事務所 埼玉県熊谷県土整備事務所

31105009 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （県土整備事務所） 行田県土整備事務所 埼玉県行田県土整備事務所

31105010 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （県土整備事務所） 越谷県土整備事務所 埼玉県越谷県土整備事務所

31105011 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （県土整備事務所） 杉戸県土整備事務所 埼玉県杉戸県土整備事務所

31105012 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （県土整備事務所） 朝霞県土整備事務所 埼玉県朝霞県土整備事務所

31105999 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （県土整備事務所） その他 埼玉県

31106000 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 西関東連絡道路建設事務所 埼玉県西関東連絡道路建設事務所

31108002 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （新都市建設事務所） 八潮新都市建設事務所 埼玉県八潮新都市建設事務所

31108999 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （新都市建設事務所） その他 埼玉県

31109001 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （下水道事務所） 荒川左岸南部下水道事務所 埼玉県荒川左岸南部下水道事務所

31109002 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （下水道事務所） 荒川右岸下水道事務所 埼玉県荒川右岸下水道事務所

31109003 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （下水道事務所） 荒川左岸北部下水道事務所 埼玉県荒川左岸北部下水道事務所

31109004 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （下水道事務所） 中川下水道事務所 埼玉県中川下水道事務所

31109999 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 （下水道事務所） その他 埼玉県

31110000 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 営繕・公園事務所 埼玉県営繕・公園事務所 2020/12/03変更

31111000 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 企業局 （内部部局） 埼玉県企業局

31111101 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 企業局 大久保浄水場 埼玉県企業局大久保浄水場

31111102 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 企業局 庄和浄水場 埼玉県企業局庄和浄水場

31111103 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 企業局 行田浄水場 埼玉県企業局行田浄水場

31111104 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 企業局 新三郷浄水場 埼玉県企業局新三郷浄水場

31111106 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 企業局 水質管理センター 埼玉県企業局水質管理センター

31111109 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 企業局 地域整備事務所 埼玉県企業局地域整備事務所

31111111 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 企業局 吉見浄水場 埼玉県企業局吉見浄水場

31111112 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 企業局 水道整備事務所 埼玉県企業局水道整備事務所

31111999 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 企業局 その他 埼玉県企業局

31112001 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 公社（都道府県） 埼玉県土地開発公社 埼玉県土地開発公社

31112002 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 公社（都道府県） 埼玉県住宅供給公社 埼玉県住宅供給公社

31112003 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 公社（都道府県） 埼玉県道路公社 埼玉県道路公社

31112999 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 公社（都道府県） その他
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31113000 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 水道企業団（水道組合）

31114000 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 土地区画整理組合

31115000 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 下水道組合

31116000 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 土地改良区

31117000 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 市街地再開発組合

31118001 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 埼玉県公安委員会 埼玉県警察本部 埼玉県警察本部

31118002 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 埼玉県公安委員会 （警察署）

31118999 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 埼玉県公安委員会 その他

31119000 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 大宮公園事務所 埼玉県大宮公園事務所

31120000 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 病院局 埼玉県病院局

31121000 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 総合技術センター 埼玉県総合技術センター

31122000 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 総合治水事務所 埼玉県総合治水事務所

31123000 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 鉄道高架建設事務所 埼玉県鉄道高架建設事務所 2020/12/03追加

31199999 地方公共団体（都道府県） 埼玉県 その他 その他 埼玉県

31201001 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （内部部局） 総務部 千葉県総務部

31201002 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （内部部局） 総合企画部 千葉県総合企画部

31201003 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （内部部局） 健康福祉部 千葉県健康福祉部

31201004 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （内部部局） 環境生活部 千葉県環境生活部

31201005 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （内部部局） 商工労働部 千葉県商工労働部

31201006 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （内部部局） 農林水産部 千葉県農林水産部

31201007 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （内部部局） 県土整備部 千葉県県土整備部

31201009 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （内部部局） 防災危機管理部 千葉県防災危機管理部

31201999 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （内部部局） その他 千葉県

31202001 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （地域振興事務所） 葛南地域振興事務所 千葉県葛南地域振興事務所

31202002 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （地域振興事務所） 東葛飾地域振興事務所 千葉県東葛飾地域振興事務所

31202006 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （地域振興事務所） 印旛地域振興事務所 千葉県印旛地域振興事務所

31202007 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （地域振興事務所） 香取地域振興事務所 千葉県香取地域振興事務所

31202008 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （地域振興事務所） 海匝地域振興事務所 千葉県海匝地域振興事務所

31202009 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （地域振興事務所） 長生地域振興事務所 千葉県長生地域振興事務所

31202010 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （地域振興事務所） 山武地域振興事務所 千葉県山武地域振興事務所

31202011 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （地域振興事務所） 夷隅地域振興事務所 千葉県夷隅地域振興事務所

31202012 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （地域振興事務所） 君津地域振興事務所 千葉県君津地域振興事務所

31202013 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （地域振興事務所） 安房地域振興事務所 千葉県安房地域振興事務所

31202999 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （地域振興事務所） その他 千葉県

31203001 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （農業事務所） 千葉農業事務所 千葉県千葉農業事務所

31203002 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （農業事務所） 東葛飾農業事務所 千葉県東葛飾農業事務所

31203003 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （農業事務所） 印旛農業事務所 千葉県印旛農業事務所

31203004 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （農業事務所） 香取農業事務所 千葉県香取農業事務所

31203005 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （農業事務所） 海匝農業事務所 千葉県海匝農業事務所

31203006 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （農業事務所） 山武農業事務所 千葉県山武農業事務所

31203007 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （農業事務所） 長生農業事務所 千葉県長生農業事務所

31203008 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （農業事務所） 夷隅農業事務所 千葉県夷隅農業事務所

31203009 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （農業事務所） 君津農業事務所 千葉県君津農業事務所

31203010 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （農業事務所） 安房農業事務所 千葉県安房農業事務所

31203999 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （農業事務所） その他 千葉県

31204001 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （林業事務所） 北部林業事務所 千葉県北部林業事務所

31204002 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （林業事務所） 中部林業事務所 千葉県中部林業事務所

31204003 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （林業事務所） 南部林業事務所 千葉県南部林業事務所

31204999 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （林業事務所） その他 千葉県

31205001 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （漁港事務所） 銚子漁港事務所 千葉県銚子漁港事務所

31205002 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （漁港事務所） 南部漁港事務所 千葉県南部漁港事務所

31205999 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （漁港事務所） その他 千葉県

31206602 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （道路建設事務所） 北千葉道路建設事務所 千葉県北千葉道路建設事務所

31206999 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （道路建設事務所） その他 千葉県

31209001 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （ダム管理事務所） 亀山・片倉ダム管理事務所 千葉県亀山・片倉ダム管理事務所

31209002 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （ダム管理事務所） 高滝ダム管理事務所 千葉県高滝ダム管理事務所

31209999 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （ダム管理事務所） その他 千葉県

31211001 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （下水道事務所） 印旛沼下水道事務所 千葉県印旛沼下水道事務所

31211002 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （下水道事務所） 手賀沼下水道事務所 千葉県手賀沼下水道事務所

31211003 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （下水道事務所） 江戸川下水道事務所 千葉県江戸川下水道事務所

31211999 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （下水道事務所） その他 千葉県

31215001 地方公共団体（都道府県） 千葉県 公社（都道府県） 千葉県土地開発公社 千葉県土地開発公社

31215002 地方公共団体（都道府県） 千葉県 公社（都道府県） 千葉県住宅供給公社 千葉県住宅供給公社

31215003 地方公共団体（都道府県） 千葉県 公社（都道府県） 千葉県道路公社 千葉県道路公社
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31215999 地方公共団体（都道府県） 千葉県 公社（都道府県） その他

31216000 地方公共団体（都道府県） 千葉県 水道企業団（水道組合）

31217000 地方公共団体（都道府県） 千葉県 土地区画整理組合

31218000 地方公共団体（都道府県） 千葉県 下水道組合

31219000 地方公共団体（都道府県） 千葉県 土地改良区

31220000 地方公共団体（都道府県） 千葉県 市街地再開発組合

31221001 地方公共団体（都道府県） 千葉県 千葉県公安委員会 千葉県警察本部 千葉県警察本部

31221002 地方公共団体（都道府県） 千葉県 千葉県公安委員会 （警察署）

31221999 地方公共団体（都道府県） 千葉県 千葉県公安委員会 その他

31233000 地方公共団体（都道府県） 千葉県 病院局 千葉県病院局

31234001 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （土木事務所） 千葉土木事務所 千葉県千葉土木事務所

31234002 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （土木事務所） 市原土木事務所 千葉県市原土木事務所

31234003 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （土木事務所） 葛南土木事務所 千葉県葛南土木事務所

31234004 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （土木事務所） 東葛飾土木事務所 千葉県東葛飾土木事務所

31234005 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （土木事務所） 柏土木事務所 千葉県柏土木事務所

31234006 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （土木事務所） 印旛土木事務所 千葉県印旛土木事務所

31234007 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （土木事務所） 成田土木事務所 千葉県成田土木事務所

31234008 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （土木事務所） 香取土木事務所 千葉県香取土木事務所

31234009 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （土木事務所） 海匝土木事務所 千葉県海匝土木事務所

31234010 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （土木事務所） 銚子土木事務所 千葉県銚子土木事務所

31234011 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （土木事務所） 山武土木事務所 千葉県山武土木事務所

31234012 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （土木事務所） 長生土木事務所 千葉県長生土木事務所

31234013 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （土木事務所） 夷隅土木事務所 千葉県夷隅土木事務所

31234014 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （土木事務所） 安房土木事務所 千葉県安房土木事務所

31234015 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （土木事務所） 君津土木事務所 千葉県君津土木事務所

31234999 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （土木事務所） その他 千葉県

31235001 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （港湾事務所） 千葉港湾事務所 千葉県千葉港湾事務所

31235002 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （港湾事務所） 葛南港湾事務所 千葉県葛南港湾事務所

31235003 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （港湾事務所） 木更津港湾事務所 千葉県木更津港湾事務所

31235999 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （港湾事務所） その他 千葉県

31236001 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （区画整理事務所） 流山区画整理事務所 千葉県流山区画整理事務所

31236002 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （区画整理事務所） 柏区画整理事務所 千葉県柏区画整理事務所

31236003 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （区画整理事務所） 木更津区画整理事務所 千葉県木更津区画整理事務所

31236999 地方公共団体（都道府県） 千葉県 （区画整理事務所） その他 千葉県

31237000 地方公共団体（都道府県） 千葉県 企業局 （内部部局） 千葉県企業局 2019/08/15追加

31237101 地方公共団体（都道府県） 千葉県 企業局 千葉水道事務所 千葉県企業局千葉水道事務所 2019/08/15追加

31237102 地方公共団体（都道府県） 千葉県 企業局 船橋水道事務所 千葉県企業局船橋水道事務所 2019/08/15追加

31237103 地方公共団体（都道府県） 千葉県 企業局 市川水道事務所 千葉県企業局市川水道事務所 2019/08/15追加

31237200 地方公共団体（都道府県） 千葉県 企業局 施設整備センター 千葉県企業局施設整備センター 2019/08/15追加

31237301 地方公共団体（都道府県） 千葉県 企業局 千葉工業用水道事務所 千葉県企業局千葉工業用水道事務所 2019/08/15追加

31237302 地方公共団体（都道府県） 千葉県 企業局 葛南工業用水道事務所 千葉県企業局葛南工業用水道事務所 2019/08/15追加

31237303 地方公共団体（都道府県） 千葉県 企業局 君津工業用水道事務所 千葉県企業局君津工業用水道事務所 2019/08/15追加

31237999 地方公共団体（都道府県） 千葉県 企業局 その他 千葉県企業局 2019/08/15追加

31238000 地方公共団体（都道府県） 千葉県 一宮川改修事務所 千葉県一宮川改修事務所 2020/12/03追加

31299999 地方公共団体（都道府県） 千葉県 その他 その他 千葉県

31301000 地方公共団体（都道府県） 東京都 総務局 （内部部局） 東京都総務局

31301101 地方公共団体（都道府県） 東京都 総務局 大島支庁 東京都総務局大島支庁

31301102 地方公共団体（都道府県） 東京都 総務局 三宅支庁 東京都総務局三宅支庁

31301103 地方公共団体（都道府県） 東京都 総務局 八丈支庁 東京都総務局八丈支庁

31301104 地方公共団体（都道府県） 東京都 総務局 小笠原支庁 東京都総務局小笠原支庁

31301999 地方公共団体（都道府県） 東京都 総務局 その他 東京都総務局

31302000 地方公共団体（都道府県） 東京都 財務局 東京都財務局

31303000 地方公共団体（都道府県） 東京都 主税局 東京都主税局

31305000 地方公共団体（都道府県） 東京都 環境局 （内部部局） 東京都環境局

31305201 地方公共団体（都道府県） 東京都 環境局 多摩環境事務所 東京都環境局多摩環境事務所

31305301 地方公共団体（都道府県） 東京都 環境局 廃棄物埋立管理事務所 東京都環境局廃棄物埋立管理事務所

31305999 地方公共団体（都道府県） 東京都 環境局 その他 東京都環境局

31306000 地方公共団体（都道府県） 東京都 福祉保健局 東京都福祉保健局

31308000 地方公共団体（都道府県） 東京都 産業労働局 （内部部局） 東京都産業労働局

31308102 地方公共団体（都道府県） 東京都 産業労働局 森林事務所 東京都産業労働局森林事務所

31308999 地方公共団体（都道府県） 東京都 産業労働局 その他 東京都産業労働局

31309000 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 （内部部局） 東京都建設局

31309101 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 第一建設事務所 東京都建設局第一建設事務所

31309102 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 第二建設事務所 東京都建設局第二建設事務所
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31309103 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 第三建設事務所 東京都建設局第三建設事務所

31309104 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 第四建設事務所 東京都建設局第四建設事務所

31309105 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 第五建設事務所 東京都建設局第五建設事務所

31309106 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 第六建設事務所 東京都建設局第六建設事務所

31309108 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 西多摩建設事務所 東京都建設局西多摩建設事務所

31309109 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 南多摩東部建設事務所 東京都建設局南多摩東部建設事務所

31309110 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 南多摩西部建設事務所 東京都建設局南多摩西部建設事務所

31309111 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 北多摩南部建設事務所 東京都建設局北多摩南部建設事務所

31309112 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 北多摩北部建設事務所 東京都建設局北多摩北部建設事務所

31309301 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 土木技術支援・人材育成センター 東京都建設局土木技術支援・人材育成センター

31309401 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 東部公園緑地事務所 東京都建設局東部公園緑地事務所

31309402 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 西部公園緑地事務所 東京都建設局西部公園緑地事務所

31309501 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 恩賜上野動物園 東京都建設局恩賜上野動物園

31309601 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 多摩動物公園 東京都建設局多摩動物公園

31309701 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 江東治水事務所 東京都建設局江東治水事務所

31309999 地方公共団体（都道府県） 東京都 建設局 その他 東京都建設局

31310000 地方公共団体（都道府県） 東京都 港湾局 （内部部局） 東京都港湾局

31310101 地方公共団体（都道府県） 東京都 港湾局 東京港管理事務所 東京都港湾局東京港管理事務所

31310301 地方公共団体（都道府県） 東京都 港湾局 東京港建設事務所 東京都港湾局東京港建設事務所

31310401 地方公共団体（都道府県） 東京都 港湾局 調布飛行場管理事務所 東京都港湾局調布飛行場管理事務所

31310999 地方公共団体（都道府県） 東京都 港湾局 その他 東京都港湾局

31311000 地方公共団体（都道府県） 東京都 交通局 （内部部局） 東京都交通局

31311101 地方公共団体（都道府県） 東京都 交通局 工務事務所 東京都交通局工務事務所

31311102 地方公共団体（都道府県） 東京都 交通局 地下鉄改良工事事務所 東京都交通局地下鉄改良工事事務所

31311999 地方公共団体（都道府県） 東京都 交通局 その他 東京都交通局

31312000 地方公共団体（都道府県） 東京都 水道局 （内部部局） 東京都水道局

31312101 地方公共団体（都道府県） 東京都 水道局 多摩水道改革推進本部 東京都水道局多摩水道改革推進本部

31312201 地方公共団体（都道府県） 東京都 水道局 東部建設事務所 東京都水道局東部建設事務所

31312202 地方公共団体（都道府県） 東京都 水道局 西部建設事務所 東京都水道局西部建設事務所

31312999 地方公共団体（都道府県） 東京都 水道局 その他 東京都水道局

31313000 地方公共団体（都道府県） 東京都 下水道局 （内部部局） 東京都下水道局

31313101 地方公共団体（都道府県） 東京都 下水道局 中部下水道事務所 東京都下水道局中部下水道事務所

31313104 地方公共団体（都道府県） 東京都 下水道局 東部第一下水道事務所 東京都下水道局東部第一下水道事務所

31313105 地方公共団体（都道府県） 東京都 下水道局 東部第二下水道事務所 東京都下水道局東部第二下水道事務所

31313106 地方公共団体（都道府県） 東京都 下水道局 西部第一下水道事務所 東京都下水道局西部第一下水道事務所

31313107 地方公共団体（都道府県） 東京都 下水道局 西部第二下水道事務所 東京都下水道局西部第二下水道事務所

31313108 地方公共団体（都道府県） 東京都 下水道局 南部下水道事務所 東京都下水道局南部下水道事務所

31313109 地方公共団体（都道府県） 東京都 下水道局 北部下水道事務所 東京都下水道局北部下水道事務所

31313202 地方公共団体（都道府県） 東京都 下水道局 森ヶ崎水再生センター 東京都下水道局森ヶ崎水再生センター

31313302 地方公共団体（都道府県） 東京都 下水道局 第一基幹施設再構築事務所 東京都下水道局第一基幹施設再構築事務所

31313303 地方公共団体（都道府県） 東京都 下水道局 第二基幹施設再構築事務所 東京都下水道局第二基幹施設再構築事務所

31313401 地方公共団体（都道府県） 東京都 下水道局 流域下水道本部 東京都下水道局流域下水道本部

31313999 地方公共団体（都道府県） 東京都 下水道局 その他 東京都下水道局

31314999 地方公共団体（都道府県） 東京都 （その他の内部部局） その他 東京都

31315001 地方公共団体（都道府県） 東京都 公社（都道府県） 東京都住宅供給公社 東京都住宅供給公社

31315002 地方公共団体（都道府県） 東京都 公社（都道府県） 東京都道路整備保全公社 東京都道路整備保全公社

31315003 地方公共団体（都道府県） 東京都 公社（都道府県） 東京都環境科学研究所 東京都環境科学研究所

31315999 地方公共団体（都道府県） 東京都 公社（都道府県） その他

31316000 地方公共団体（都道府県） 東京都 水道企業団（水道組合）

31317000 地方公共団体（都道府県） 東京都 土地区画整理組合

31318000 地方公共団体（都道府県） 東京都 下水道組合

31319000 地方公共団体（都道府県） 東京都 土地改良区

31320000 地方公共団体（都道府県） 東京都 市街地再開発組合

31321001 地方公共団体（都道府県） 東京都 東京都公安委員会 警視庁 警視庁

31321002 地方公共団体（都道府県） 東京都 東京都公安委員会 （警察署）

31321999 地方公共団体（都道府県） 東京都 東京都公安委員会 その他

31322000 地方公共団体（都道府県） 東京都 都市整備局 （内部部局） 東京都都市整備局

31322105 地方公共団体（都道府県） 東京都 都市整備局 多摩建築指導事務所 東京都都市整備局多摩建築指導事務所

31322108 地方公共団体（都道府県） 東京都 都市整備局 第一市街地整備事務所 東京都都市整備局第一市街地整備事務所

31322109 地方公共団体（都道府県） 東京都 都市整備局 第二市街地整備事務所 東京都都市整備局第二市街地整備事務所

31322999 地方公共団体（都道府県） 東京都 都市整備局 その他 東京都都市整備局

31323000 地方公共団体（都道府県） 東京都 政策企画局 東京都政策企画局

31326000 地方公共団体（都道府県） 東京都 病院経営本部 東京都病院経営本部

31327000 地方公共団体（都道府県） 東京都 中央卸売市場 東京都中央卸売市場
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31328000 地方公共団体（都道府県） 東京都 東京消防庁 東京都東京消防庁

31329000 地方公共団体（都道府県） 東京都 生活文化局 東京都生活文化局

31330000 地方公共団体（都道府県） 東京都 オリンピック・パラリンピック準備局 東京都オリンピック・パラリンピック準備局

31332001 地方公共団体（都道府県） 東京都 教育庁 都立学校教育部 東京都教育庁都立学校教育部

31332002 地方公共団体（都道府県） 東京都 教育庁 地域教育支援部 東京都教育庁地域教育支援部

31332003 地方公共団体（都道府県） 東京都 教育庁 福利厚生部 東京都教育庁福利厚生部

31332099 地方公共団体（都道府県） 東京都 教育庁 （その他の内部部局） 東京都教育庁

31332100 地方公共団体（都道府県） 東京都 教育庁 東部学校経営支援センター 東京都教育庁東部学校経営支援センター

31332200 地方公共団体（都道府県） 東京都 教育庁 中部学校経営支援センター 東京都教育庁中部学校経営支援センター

31332300 地方公共団体（都道府県） 東京都 教育庁 西部学校経営支援センター 東京都教育庁西部学校経営支援センター

31332999 地方公共団体（都道府県） 東京都 教育庁 その他 東京都教育庁

31333000 地方公共団体（都道府県） 東京都 住宅政策本部 （内部部局） 東京都住宅政策本部 2019/08/15追加

31333101 地方公共団体（都道府県） 東京都 住宅政策本部 東部住宅建設事務所 東京都住宅政策本部東部住宅建設事務所 2019/08/15追加

31333102 地方公共団体（都道府県） 東京都 住宅政策本部 西部住宅建設事務所 東京都住宅政策本部西部住宅建設事務所 2019/08/15追加

31333999 地方公共団体（都道府県） 東京都 住宅政策本部 その他 東京都住宅政策本部 2019/08/15追加

31334000 地方公共団体（都道府県） 東京都 都民安全推進本部 東京都都民安全推進本部 2019/08/15追加

31335000 地方公共団体（都道府県） 東京都 戦略政策情報推進本部 東京都都戦略政策情報推進本部 2019/08/15追加

31399999 地方公共団体（都道府県） 東京都 その他 その他 東京都

31401001 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （内部部局） 総務局 神奈川県総務局

31401003 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （内部部局） くらし安全防災局 神奈川県くらし安全防災局 2019/08/15変更

31401005 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （内部部局） 環境農政局 神奈川県環境農政局

31401008 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （内部部局） 産業労働局 神奈川県産業労働局

31401009 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （内部部局） 県土整備局 神奈川県県土整備局

31401010 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （内部部局） 政策局 神奈川県政策局

31401011 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （内部部局） スポーツ局 神奈川県スポーツ局

31401012 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （内部部局） 福祉子どもみらい局 神奈川県福祉子どもみらい局 2019/08/15追加

31401013 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （内部部局） 健康医療局 神奈川県健康医療局 2019/08/15追加

31401014 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （内部部局） 国際文化観光局 神奈川県国際文化観光局 2019/08/15追加

31401999 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （内部部局） その他 神奈川県

31402001 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （地区農政事務所） 横浜川崎地区農政事務所 神奈川県横浜川崎地区農政事務所

31402999 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （地区農政事務所） その他 神奈川県

31403000 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 自然環境保全センター 神奈川県自然環境保全センター

31404001 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （漁港事務所） 東部漁港事務所 神奈川県東部漁港事務所

31404002 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （漁港事務所） 西部漁港事務所 神奈川県西部漁港事務所

31404999 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （漁港事務所） その他 神奈川県

31405001 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （土木事務所） 横須賀土木事務所 神奈川県横須賀土木事務所

31405002 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （土木事務所） 平塚土木事務所 神奈川県平塚土木事務所

31405003 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （土木事務所） 藤沢土木事務所 神奈川県藤沢土木事務所

31405004 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （土木事務所） 県西土木事務所小田原土木センター 神奈川県県西土木事務所小田原土木センター

31405005 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （土木事務所） 厚木土木事務所東部センター 神奈川県厚木土木事務所東部センター

31405006 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （土木事務所） 厚木土木事務所 神奈川県厚木土木事務所

31405007 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （土木事務所） 県西土木事務所 神奈川県県西土木事務所

31405008 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （土木事務所） 厚木土木事務所津久井治水センター 神奈川県厚木土木事務所津久井治水センター

31405999 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （土木事務所） その他 神奈川県

31406001 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （治水事務所） 横浜川崎治水事務所 神奈川県横浜川崎治水事務所

31406002 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （治水事務所） 横浜川崎治水事務所川崎治水センター 神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水センター

31406999 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （治水事務所） その他 神奈川県

31410000 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 流域下水道整備事務所 神奈川県流域下水道整備事務所

31412001 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （ダム管理事務所） 酒匂川水系ダム管理事務所 神奈川県酒匂川水系ダム管理事務所

31412002 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （ダム管理事務所） 相模川水系ダム管理事務所 神奈川県相模川水系ダム管理事務所

31412003 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （ダム管理事務所） 城山ダム管理事務所 神奈川県城山ダム管理事務所 2019/08/15追加

31412004 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （ダム管理事務所） 三保ダム管理事務所 神奈川県三保ダム管理事務所 2019/08/15追加

31412999 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （ダム管理事務所） その他 神奈川県

31413001 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （地域県政総合センター） 横須賀三浦地域県政総合センター 神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター

31413002 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （地域県政総合センター） 湘南地域県政総合センター 神奈川県湘南地域県政総合センター

31413003 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （地域県政総合センター） 県央地域県政総合センター 神奈川県県央地域県政総合センター

31413006 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （地域県政総合センター） 県西地域県政総合センター 神奈川県県西地域県政総合センター

31413999 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 （地域県政総合センター） その他 神奈川県

31414003 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 企業庁 企業局 神奈川県企業庁企業局

31414999 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 企業庁 その他 神奈川県企業庁

31415002 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 公社（都道府県） 神奈川県住宅供給公社 神奈川県住宅供給公社

31415003 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 公社（都道府県） 神奈川県道路公社 神奈川県道路公社

31415999 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 公社（都道府県） その他

31416000 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 水道企業団（水道組合）
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31417000 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 土地区画整理組合

31418000 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 下水道組合

31419000 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 土地改良区

31420000 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 市街地再開発組合

31421001 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 神奈川県公安委員会 神奈川県警察本部 神奈川県警察本部

31421002 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 神奈川県公安委員会 （警察署）

31421999 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 神奈川県公安委員会 その他

31422000 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 住宅営繕事務所 神奈川県住宅営繕事務所

31424000 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 リニア中央新幹線推進事務所 神奈川県リニア中央新幹線推進事務所 2019/08/15追加

31499999 地方公共団体（都道府県） 神奈川県 その他 その他 神奈川県

31501001 地方公共団体（都道府県） 新潟県 （内部部局） 知事政策局 新潟県知事政策局

31501002 地方公共団体（都道府県） 新潟県 （内部部局） 総務管理部 新潟県総務管理部

31501003 地方公共団体（都道府県） 新潟県 （内部部局） 県民生活・環境部 新潟県県民生活・環境部

31501004 地方公共団体（都道府県） 新潟県 （内部部局） 福祉保健部 新潟県福祉保健部

31501006 地方公共団体（都道府県） 新潟県 （内部部局） 農林水産部 新潟県農林水産部

31501007 地方公共団体（都道府県） 新潟県 （内部部局） 農地部 新潟県農地部

31501008 地方公共団体（都道府県） 新潟県 （内部部局） 土木部 新潟県土木部

31501009 地方公共団体（都道府県） 新潟県 （内部部局） 交通政策局 新潟県交通政策局

31501010 地方公共団体（都道府県） 新潟県 （内部部局） 防災局 新潟県防災局

31501011 地方公共団体（都道府県） 新潟県 （内部部局） 産業労働部 新潟県産業労働部 2019/08/15追加

31501012 地方公共団体（都道府県） 新潟県 （内部部局） 観光局 新潟県観光局 2019/08/15追加

31501999 地方公共団体（都道府県） 新潟県 （内部部局） その他 新潟県

31505000 地方公共団体（都道府県） 新潟県 流域下水道事務所 新潟県流域下水道事務所

31508000 地方公共団体（都道府県） 新潟県 企業局 （内部部局） 新潟県企業局

31508101 地方公共団体（都道府県） 新潟県 企業局 新潟工業用水道事務所 新潟県企業局新潟工業用水道事務所

31508102 地方公共団体（都道府県） 新潟県 企業局 上越利水事務所 新潟県企業局上越利水事務所

31508103 地方公共団体（都道府県） 新潟県 企業局 発電管理センター 新潟県企業局発電管理センター

31508999 地方公共団体（都道府県） 新潟県 企業局 その他 新潟県企業局

31509002 地方公共団体（都道府県） 新潟県 公社（都道府県） 新潟県住宅供給公社 新潟県住宅供給公社

31509999 地方公共団体（都道府県） 新潟県 公社（都道府県） その他

31510000 地方公共団体（都道府県） 新潟県 水道企業団（水道組合）

31511000 地方公共団体（都道府県） 新潟県 土地区画整理組合

31512000 地方公共団体（都道府県） 新潟県 下水道組合

31513000 地方公共団体（都道府県） 新潟県 土地改良区

31514000 地方公共団体（都道府県） 新潟県 市街地再開発組合

31515001 地方公共団体（都道府県） 新潟県 新潟県公安委員会 新潟県警察本部 新潟県警察本部

31515002 地方公共団体（都道府県） 新潟県 新潟県公安委員会 （警察署）

31515999 地方公共団体（都道府県） 新潟県 新潟県公安委員会 その他

31516001 地方公共団体（都道府県） 新潟県 佐渡地域振興局 農林水産振興部 新潟県佐渡地域振興局農林水産振興部

31516002 地方公共団体（都道府県） 新潟県 佐渡地域振興局 地域整備部 新潟県佐渡地域振興局地域整備部

31516099 地方公共団体（都道府県） 新潟県 佐渡地域振興局 （その他の内部部局） 新潟県佐渡地域振興局

31516999 地方公共団体（都道府県） 新潟県 佐渡地域振興局 その他 新潟県佐渡地域振興局

31518001 地方公共団体（都道府県） 新潟県 村上地域振興局 農林振興部 新潟県村上地域振興局農林振興部

31518002 地方公共団体（都道府県） 新潟県 村上地域振興局 地域整備部 新潟県村上地域振興局地域整備部

31518099 地方公共団体（都道府県） 新潟県 村上地域振興局 （その他の内部部局） 新潟県村上地域振興局

31518999 地方公共団体（都道府県） 新潟県 村上地域振興局 その他 新潟県村上地域振興局

31519001 地方公共団体（都道府県） 新潟県 新発田地域振興局 農業振興部 新潟県新発田地域振興局農業振興部

31519002 地方公共団体（都道府県） 新潟県 新発田地域振興局 農村整備部 新潟県新発田地域振興局農村整備部

31519003 地方公共団体（都道府県） 新潟県 新発田地域振興局 地域整備部 新潟県新発田地域振興局地域整備部

31519099 地方公共団体（都道府県） 新潟県 新発田地域振興局 （その他の内部部局） 新潟県新発田地域振興局

31519999 地方公共団体（都道府県） 新潟県 新発田地域振興局 その他 新潟県新発田地域振興局

31520001 地方公共団体（都道府県） 新潟県 長岡地域振興局 農林振興部 新潟県長岡地域振興局農林振興部

31520002 地方公共団体（都道府県） 新潟県 長岡地域振興局 地域整備部 新潟県長岡地域振興局地域整備部

31520099 地方公共団体（都道府県） 新潟県 長岡地域振興局 （その他の内部部局） 新潟県長岡地域振興局

31520101 地方公共団体（都道府県） 新潟県 長岡地域振興局 与板維持管理事務所 新潟県長岡地域振興局与板維持管理事務所

31520102 地方公共団体（都道府県） 新潟県 長岡地域振興局 小千谷維持管理事務所 新潟県長岡地域振興局小千谷維持管理事務所

31520999 地方公共団体（都道府県） 新潟県 長岡地域振興局 その他 新潟県長岡地域振興局

31521001 地方公共団体（都道府県） 新潟県 魚沼地域振興局 農業振興部 新潟県魚沼地域振興局農業振興部

31521002 地方公共団体（都道府県） 新潟県 魚沼地域振興局 地域整備部 新潟県魚沼地域振興局地域整備部

31521099 地方公共団体（都道府県） 新潟県 魚沼地域振興局 （その他の内部部局） 新潟県魚沼地域振興局

31521999 地方公共団体（都道府県） 新潟県 魚沼地域振興局 その他 新潟県魚沼地域振興局

31522001 地方公共団体（都道府県） 新潟県 南魚沼地域振興局 農林振興部 新潟県南魚沼地域振興局農林振興部

31522002 地方公共団体（都道府県） 新潟県 南魚沼地域振興局 地域整備部 新潟県南魚沼地域振興局地域整備部

31522099 地方公共団体（都道府県） 新潟県 南魚沼地域振興局 （その他の内部部局） 新潟県南魚沼地域振興局
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28.29.発注機関コード／発注機関名
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31522999 地方公共団体（都道府県） 新潟県 南魚沼地域振興局 その他 新潟県南魚沼地域振興局

31523001 地方公共団体（都道府県） 新潟県 十日町地域振興局 農業振興部 新潟県十日町地域振興局農業振興部

31523002 地方公共団体（都道府県） 新潟県 十日町地域振興局 地域整備部 新潟県十日町地域振興局地域整備部

31523099 地方公共団体（都道府県） 新潟県 十日町地域振興局 （その他の内部部局） 新潟県十日町地域振興局

31523999 地方公共団体（都道府県） 新潟県 十日町地域振興局 その他 新潟県十日町地域振興局

31524001 地方公共団体（都道府県） 新潟県 柏崎地域振興局 農業振興部 新潟県柏崎地域振興局農業振興部

31524002 地方公共団体（都道府県） 新潟県 柏崎地域振興局 地域整備部 新潟県柏崎地域振興局地域整備部

31524099 地方公共団体（都道府県） 新潟県 柏崎地域振興局 （その他の内部部局） 新潟県柏崎地域振興局

31524999 地方公共団体（都道府県） 新潟県 柏崎地域振興局 その他 新潟県柏崎地域振興局

31525001 地方公共団体（都道府県） 新潟県 上越地域振興局 農林振興部 新潟県上越地域振興局農林振興部

31525002 地方公共団体（都道府県） 新潟県 上越地域振興局 地域整備部 新潟県上越地域振興局地域整備部

31525099 地方公共団体（都道府県） 新潟県 上越地域振興局 （その他の内部部局） 新潟県上越地域振興局

31525101 地方公共団体（都道府県） 新潟県 上越地域振興局 妙高砂防事務所 新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所

31525102 地方公共団体（都道府県） 新潟県 上越地域振興局 直江津港湾事務所 新潟県上越地域振興局直江津港湾事務所

31525104 地方公共団体（都道府県） 新潟県 上越地域振興局 上越東農林事務所 新潟県上越地域振興局上越東農林事務所

31525105 地方公共団体（都道府県） 新潟県 上越地域振興局 上越東維持管理事務所 新潟県上越地域振興局上越東維持管理事務所

31525999 地方公共団体（都道府県） 新潟県 上越地域振興局 その他 新潟県上越地域振興局

31526001 地方公共団体（都道府県） 新潟県 糸魚川地域振興局 農林振興部 新潟県糸魚川地域振興局農林振興部

31526002 地方公共団体（都道府県） 新潟県 糸魚川地域振興局 地域整備部 新潟県糸魚川地域振興局地域整備部

31526099 地方公共団体（都道府県） 新潟県 糸魚川地域振興局 （その他の内部部局） 新潟県糸魚川地域振興局

31526999 地方公共団体（都道府県） 新潟県 糸魚川地域振興局 その他 新潟県糸魚川地域振興局

31528001 地方公共団体（都道府県） 新潟県 新潟地域振興局 農林振興部 新潟県新潟地域振興局農林振興部

31528002 地方公共団体（都道府県） 新潟県 新潟地域振興局 地域整備部 新潟県新潟地域振興局地域整備部

31528003 地方公共団体（都道府県） 新潟県 新潟地域振興局 巻農業振興部 新潟県新潟地域振興局巻農業振興部

31528099 地方公共団体（都道府県） 新潟県 新潟地域振興局 （その他の内部部局） 新潟県新潟地域振興局

31528101 地方公共団体（都道府県） 新潟県 新潟地域振興局 新潟港湾事務所 新潟県新潟地域振興局新潟港湾事務所

31528102 地方公共団体（都道府県） 新潟県 新潟地域振興局 津川地区振興事務所 新潟県新潟地域振興局津川地区振興事務所

31528106 地方公共団体（都道府県） 新潟県 新潟地域振興局 新津地域整備部 新潟県新潟地域振興局新津地域整備部

31528999 地方公共団体（都道府県） 新潟県 新潟地域振興局 その他 新潟県新潟地域振興局

31531001 地方公共団体（都道府県） 新潟県 三条地域振興局 農業振興部 新潟県三条地域振興局農業振興部

31531002 地方公共団体（都道府県） 新潟県 三条地域振興局 地域整備部 新潟県三条地域振興局地域整備部

31531099 地方公共団体（都道府県） 新潟県 三条地域振興局 （その他の内部部局） 新潟県三条地域振興局

31599999 地方公共団体（都道府県） 新潟県 その他 その他 新潟県

31601001 地方公共団体（都道府県） 富山県 （内部部局） 経営管理部 富山県経営管理部

31601002 地方公共団体（都道府県） 富山県 （内部部局） 生活環境文化部 富山県生活環境文化部

31601003 地方公共団体（都道府県） 富山県 （内部部局） 厚生部 富山県厚生部

31601004 地方公共団体（都道府県） 富山県 （内部部局） 商工労働部 富山県商工労働部

31601005 地方公共団体（都道府県） 富山県 （内部部局） 農林水産部 富山県農林水産部

31601006 地方公共団体（都道府県） 富山県 （内部部局） 土木部 富山県土木部

31601999 地方公共団体（都道府県） 富山県 （内部部局） その他 富山県

31602001 地方公共団体（都道府県） 富山県 （農林振興センター） 新川農林振興センター 富山県新川農林振興センター

31602002 地方公共団体（都道府県） 富山県 （農林振興センター） 富山農林振興センター 富山県富山農林振興センター

31602003 地方公共団体（都道府県） 富山県 （農林振興センター） 高岡農林振興センター 富山県高岡農林振興センター

31602004 地方公共団体（都道府県） 富山県 （農林振興センター） 砺波農林振興センター 富山県砺波農林振興センター

31602999 地方公共団体（都道府県） 富山県 （農林振興センター） その他 富山県

31603001 地方公共団体（都道府県） 富山県 （ダム管理事務所） 室牧ダム管理事務所 富山県室牧ダム管理事務所

31603002 地方公共団体（都道府県） 富山県 （ダム管理事務所） 上市川ダム管理事務所 富山県上市川ダム管理事務所

31603003 地方公共団体（都道府県） 富山県 （ダム管理事務所） 和田川ダム管理事務所 富山県和田川ダム管理事務所

31603004 地方公共団体（都道府県） 富山県 （ダム管理事務所） 利賀川ダム管理事務所 富山県利賀川ダム管理事務所

31603005 地方公共団体（都道府県） 富山県 （ダム管理事務所） 白岩川ダム管理事務所 富山県白岩川ダム管理事務所

31603006 地方公共団体（都道府県） 富山県 （ダム管理事務所） 子撫川統合ダム管理事務所 富山県子撫川統合ダム管理事務所

31603007 地方公共団体（都道府県） 富山県 （ダム管理事務所） 境川ダム管理事務所 富山県境川ダム管理事務所

31603999 地方公共団体（都道府県） 富山県 （ダム管理事務所） その他 富山県

31604000 地方公共団体（都道府県） 富山県 富山新港管理局 富山県富山新港管理局

31605001 地方公共団体（都道府県） 富山県 （港事務所） 伏木港事務所 富山県伏木港事務所

31605002 地方公共団体（都道府県） 富山県 （港事務所） 富山港事務所 富山県富山港事務所

31605999 地方公共団体（都道府県） 富山県 （港事務所） その他 富山県

31606000 地方公共団体（都道府県） 富山県 富山空港管理事務所 富山県富山空港管理事務所

31607000 地方公共団体（都道府県） 富山県 企業局 富山県企業局

31608003 地方公共団体（都道府県） 富山県 公社（都道府県） 富山県道路公社 富山県道路公社

31608999 地方公共団体（都道府県） 富山県 公社（都道府県） その他

31609000 地方公共団体（都道府県） 富山県 水道企業団（水道組合）

31610000 地方公共団体（都道府県） 富山県 土地区画整理組合

31611000 地方公共団体（都道府県） 富山県 下水道組合
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31612000 地方公共団体（都道府県） 富山県 土地改良区

31613000 地方公共団体（都道府県） 富山県 市街地再開発組合

31614001 地方公共団体（都道府県） 富山県 富山県公安委員会 富山県警察本部 富山県警察本部

31614002 地方公共団体（都道府県） 富山県 富山県公安委員会 （警察署）

31614999 地方公共団体（都道府県） 富山県 富山県公安委員会 その他

31615000 地方公共団体（都道府県） 富山県 富山土木センター （内部部局） 富山県富山土木センター

31615001 地方公共団体（都道府県） 富山県 富山土木センター 立山土木事務所 富山県富山土木センター立山土木事務所

31615999 地方公共団体（都道府県） 富山県 富山土木センター その他 富山県富山土木センター

31616000 地方公共団体（都道府県） 富山県 高岡土木センター （内部部局） 富山県高岡土木センター

31616001 地方公共団体（都道府県） 富山県 高岡土木センター 氷見土木事務所 富山県高岡土木センター氷見土木事務所

31616002 地方公共団体（都道府県） 富山県 高岡土木センター 小矢部土木事務所 富山県高岡土木センター小矢部土木事務所

31616999 地方公共団体（都道府県） 富山県 高岡土木センター その他 富山県高岡土木センター

31617000 地方公共団体（都道府県） 富山県 新川土木センター （内部部局） 富山県新川土木センター

31617001 地方公共団体（都道府県） 富山県 新川土木センター 入善土木事務所 富山県新川土木センター入善土木事務所

31617999 地方公共団体（都道府県） 富山県 新川土木センター その他 富山県新川土木センター

31618000 地方公共団体（都道府県） 富山県 砺波土木センター （内部部局） 富山県砺波土木センター

31618999 地方公共団体（都道府県） 富山県 砺波土木センター その他 富山県砺波土木センター

31699999 地方公共団体（都道府県） 富山県 その他 その他 富山県

31701001 地方公共団体（都道府県） 石川県 （内部部局） 総務部 石川県総務部

31701002 地方公共団体（都道府県） 石川県 （内部部局） 企画振興部 石川県企画振興部

31701003 地方公共団体（都道府県） 石川県 （内部部局） 健康福祉部 石川県健康福祉部

31701004 地方公共団体（都道府県） 石川県 （内部部局） 生活環境部 石川県生活環境部

31701005 地方公共団体（都道府県） 石川県 （内部部局） 商工労働部 石川県商工労働部

31701006 地方公共団体（都道府県） 石川県 （内部部局） 農林水産部 石川県農林水産部

31701007 地方公共団体（都道府県） 石川県 （内部部局） 土木部 石川県土木部

31701008 地方公共団体（都道府県） 石川県 （内部部局） 県民文化スポーツ部 石川県県民文化スポーツ部

31701009 地方公共団体（都道府県） 石川県 （内部部局） 観光戦略推進部 石川県観光戦略推進部

31701010 地方公共団体（都道府県） 石川県 （内部部局） 競馬事業局 石川県競馬事業局

31701011 地方公共団体（都道府県） 石川県 （内部部局） 危機監理監室 石川県危機監理監室

31701999 地方公共団体（都道府県） 石川県 （内部部局） その他 石川県

31702001 地方公共団体（都道府県） 石川県 （農林総合事務所） 南加賀農林総合事務所 石川県南加賀農林総合事務所

31702002 地方公共団体（都道府県） 石川県 （農林総合事務所） 石川農林総合事務所 石川県石川農林総合事務所

31702003 地方公共団体（都道府県） 石川県 （農林総合事務所） 県央農林総合事務所 石川県県央農林総合事務所

31702004 地方公共団体（都道府県） 石川県 （農林総合事務所） 中能登農林総合事務所 石川県中能登農林総合事務所

31702005 地方公共団体（都道府県） 石川県 （農林総合事務所） 奥能登農林総合事務所 石川県奥能登農林総合事務所

31702999 地方公共団体（都道府県） 石川県 （農林総合事務所） その他 石川県

31703001 地方公共団体（都道府県） 石川県 （土木総合事務所） 南加賀土木総合事務所 石川県南加賀土木総合事務所

31703002 地方公共団体（都道府県） 石川県 （土木総合事務所） 石川土木総合事務所 石川県石川土木総合事務所

31703003 地方公共団体（都道府県） 石川県 （土木総合事務所） 県央土木総合事務所 石川県県央土木総合事務所

31703004 地方公共団体（都道府県） 石川県 （土木総合事務所） 中能登土木総合事務所 石川県中能登土木総合事務所

31703005 地方公共団体（都道府県） 石川県 （土木総合事務所） 奥能登土木総合事務所 石川県奥能登土木総合事務所

31703999 地方公共団体（都道府県） 石川県 （土木総合事務所） その他 石川県

31704001 地方公共団体（都道府県） 石川県 （港湾事務所） 金沢港湾事務所 石川県金沢港湾事務所

31704002 地方公共団体（都道府県） 石川県 （港湾事務所） 七尾港湾事務所 石川県七尾港湾事務所

31704999 地方公共団体（都道府県） 石川県 （港湾事務所） その他 石川県

31706001 地方公共団体（都道府県） 石川県 （ダム管理事務所） 大聖寺川ダム統合管理事務所 石川県大聖寺川ダム統合管理事務所

31706002 地方公共団体（都道府県） 石川県 （ダム管理事務所） 赤瀬ダム管理事務所 石川県赤瀬ダム管理事務所

31706003 地方公共団体（都道府県） 石川県 （ダム管理事務所） 犀川ダム管理事務所 石川県犀川ダム管理事務所

31706004 地方公共団体（都道府県） 石川県 （ダム管理事務所） 内川ダム管理事務所 石川県内川ダム管理事務所

31706999 地方公共団体（都道府県） 石川県 （ダム管理事務所） その他 石川県

31707000 地方公共団体（都道府県） 石川県 安原・高橋川工事事務所 石川県安原・高橋川工事事務所

31709000 地方公共団体（都道府県） 石川県 金沢城・兼六園管理事務所 石川県金沢城・兼六園管理事務所

31711000 地方公共団体（都道府県） 石川県 公社（都道府県）

31712000 地方公共団体（都道府県） 石川県 水道企業団（水道組合）

31713000 地方公共団体（都道府県） 石川県 土地区画整理組合

31714000 地方公共団体（都道府県） 石川県 下水道組合

31715000 地方公共団体（都道府県） 石川県 土地改良区

31716000 地方公共団体（都道府県） 石川県 市街地再開発組合

31717001 地方公共団体（都道府県） 石川県 石川県公安委員会 石川県警察本部 石川県警察本部

31717002 地方公共団体（都道府県） 石川県 石川県公安委員会 （警察署）

31717999 地方公共団体（都道府県） 石川県 石川県公安委員会 その他

31718000 地方公共団体（都道府県） 石川県 手取川水道事務所 石川県手取川水道事務所

31799999 地方公共団体（都道府県） 石川県 その他 その他 石川県

31801001 地方公共団体（都道府県） 福井県 （内部部局） 総務部 福井県総務部
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

31801002 地方公共団体（都道府県） 福井県 （内部部局） 安全環境部 福井県安全環境部

31801003 地方公共団体（都道府県） 福井県 （内部部局） 健康福祉部 福井県健康福祉部

31801004 地方公共団体（都道府県） 福井県 （内部部局） 産業労働部 福井県産業労働部

31801005 地方公共団体（都道府県） 福井県 （内部部局） 農林水産部 福井県農林水産部

31801006 地方公共団体（都道府県） 福井県 （内部部局） 土木部 福井県土木部

31801007 地方公共団体（都道府県） 福井県 （内部部局） 地域戦略部 福井県地域戦略部 2019/08/15変更

31801008 地方公共団体（都道府県） 福井県 （内部部局） 交流文化部 福井県交流文化部 2019/08/15変更

31801999 地方公共団体（都道府県） 福井県 （内部部局） その他 福井県

31802000 地方公共団体（都道府県） 福井県 嶺南振興局 福井県嶺南振興局

31803001 地方公共団体（都道府県） 福井県 （農林総合事務所） 福井農林総合事務所 福井県福井農林総合事務所

31803002 地方公共団体（都道府県） 福井県 （農林総合事務所） 坂井農林総合事務所 福井県坂井農林総合事務所

31803003 地方公共団体（都道府県） 福井県 （農林総合事務所） 奥越農林総合事務所 福井県奥越農林総合事務所

31803004 地方公共団体（都道府県） 福井県 （農林総合事務所） 丹南農林総合事務所 福井県丹南農林総合事務所

31803999 地方公共団体（都道府県） 福井県 （農林総合事務所） その他 福井県

31804000 地方公共団体（都道府県） 福井県 越前漁港事務所 福井県越前漁港事務所

31805001 地方公共団体（都道府県） 福井県 （土木事務所） 福井土木事務所 福井県福井土木事務所

31805002 地方公共団体（都道府県） 福井県 （土木事務所） 三国土木事務所 福井県三国土木事務所

31805003 地方公共団体（都道府県） 福井県 （土木事務所） 奥越土木事務所 福井県奥越土木事務所

31805005 地方公共団体（都道府県） 福井県 （土木事務所） 丹南土木事務所 福井県丹南土木事務所

31805009 地方公共団体（都道府県） 福井県 （土木事務所） 敦賀土木事務所 福井県敦賀土木事務所

31805010 地方公共団体（都道府県） 福井県 （土木事務所） 小浜土木事務所 福井県小浜土木事務所

31805999 地方公共団体（都道府県） 福井県 （土木事務所） その他 福井県

31807001 地方公共団体（都道府県） 福井県 （ダム管理事務所） 龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所 福井県龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所

31807002 地方公共団体（都道府県） 福井県 （ダム管理事務所） 笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所 福井県笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所

31807003 地方公共団体（都道府県） 福井県 （ダム管理事務所） 広野・桝谷ダム統合管理事務所 福井県広野・桝谷ダム統合管理事務所

31807004 地方公共団体（都道府県） 福井県 （ダム管理事務所） 河内川・大津呂ダム統合管理事務所 福井県河内川・大津呂ダム統合管理事務所 2020/12/03追加

31807999 地方公共団体（都道府県） 福井県 （ダム管理事務所） その他 福井県

31808002 地方公共団体（都道府県） 福井県 （ダム建設事務所） 吉野瀬川ダム建設事務所 福井県吉野瀬川ダム建設事務所

31808999 地方公共団体（都道府県） 福井県 （ダム建設事務所） その他 福井県

31809001 地方公共団体（都道府県） 福井県 （港湾事務所） 福井港湾事務所 福井県福井港湾事務所

31809002 地方公共団体（都道府県） 福井県 （港湾事務所） 敦賀港湾事務所 福井県敦賀港湾事務所

31809999 地方公共団体（都道府県） 福井県 （港湾事務所） その他 福井県

31810000 地方公共団体（都道府県） 福井県 福井空港事務所 福井県福井空港事務所

31813003 地方公共団体（都道府県） 福井県 公社（都道府県） 福井県道路公社 福井県道路公社

31813999 地方公共団体（都道府県） 福井県 公社（都道府県） その他

31814000 地方公共団体（都道府県） 福井県 水道企業団（水道組合）

31815000 地方公共団体（都道府県） 福井県 土地区画整理組合

31816000 地方公共団体（都道府県） 福井県 下水道組合

31817000 地方公共団体（都道府県） 福井県 土地改良区

31818000 地方公共団体（都道府県） 福井県 市街地再開発組合

31819001 地方公共団体（都道府県） 福井県 福井県公安委員会 福井県警察本部 福井県警察本部

31819002 地方公共団体（都道府県） 福井県 福井県公安委員会 （警察署）

31819999 地方公共団体（都道府県） 福井県 福井県公安委員会 その他

31822001 地方公共団体（都道府県） 福井県 （水道管理事務所） 日野川地区水道管理事務所 福井県日野川地区水道管理事務所

31822002 地方公共団体（都道府県） 福井県 （水道管理事務所） 福井臨海工業用水道管理事務所 福井県福井臨海工業用水道管理事務所

31822003 地方公共団体（都道府県） 福井県 （水道管理事務所） 坂井地区水道管理事務所 福井県坂井地区水道管理事務所

31822999 地方公共団体（都道府県） 福井県 （水道管理事務所） その他 福井県

31823000 地方公共団体（都道府県） 福井県 テクノポート福井浄化センター 福井県テクノポート福井浄化センター

31899999 地方公共団体（都道府県） 福井県 その他 その他 福井県

31901001 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （内部部局） 県民生活部 山梨県県民生活部

31901002 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （内部部局） 総務部 山梨県総務部

31901003 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （内部部局） 福祉保健部 山梨県福祉保健部

31901004 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （内部部局） 森林環境部 山梨県森林環境部

31901005 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （内部部局） 産業労働部 山梨県産業労働部

31901006 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （内部部局） 農政部 山梨県農政部

31901007 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （内部部局） 県土整備部 山梨県県土整備部

31901008 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （内部部局） 観光文化部 山梨県観光文化部 2020/12/03変更

31901009 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （内部部局） リニア交通局 山梨県リニア交通局

31901011 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （内部部局） 知事政策局 山梨県知事政策局 2020/12/03変更

31901012 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （内部部局） 防災局 山梨県防災局

31901013 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （内部部局） 子育て支援局 山梨県子育て支援局 2019/08/15追加

31901014 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （内部部局） スポーツ振興局 山梨県スポーツ振興局 2020/12/03変更

31901999 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （内部部局） その他 山梨県

31902001 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （研究所） 富士山科学研究所 山梨県富士山科学研究所
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コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

31902002 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （研究所） 森林総合研究所 山梨県森林総合研究所

31902999 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （研究所） その他 山梨県

31904000 地方公共団体（都道府県） 山梨県 新環状道路建設事務所 山梨県新環状道路建設事務所 2019/08/15変更

31906001 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （ダム管理事務所） 荒川ダム管理事務所 山梨県荒川ダム管理事務所

31906002 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （ダム管理事務所） 大門・塩川ダム管理事務所 山梨県大門・塩川ダム管理事務所

31906003 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （ダム管理事務所） 広瀬・琴川ダム管理事務所 山梨県広瀬・琴川ダム管理事務所

31906004 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （ダム管理事務所） 深城ダム管理事務所 山梨県深城ダム管理事務所

31906999 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （ダム管理事務所） その他 山梨県

31914000 地方公共団体（都道府県） 山梨県 企業局 （内部部局） 山梨県企業局

31914101 地方公共団体（都道府県） 山梨県 企業局 早川水系発電管理事務所 山梨県企業局早川水系発電管理事務所

31914102 地方公共団体（都道府県） 山梨県 企業局 笛吹川水系発電管理事務所 山梨県企業局笛吹川水系発電管理事務所

31914103 地方公共団体（都道府県） 山梨県 企業局 石和温泉管理事務所 山梨県企業局石和温泉管理事務所

31914104 地方公共団体（都道府県） 山梨県 企業局 発電総合制御所 山梨県企業局発電総合制御所

31914999 地方公共団体（都道府県） 山梨県 企業局 その他 山梨県企業局

31915001 地方公共団体（都道府県） 山梨県 公社（都道府県） 山梨県土地開発公社 山梨県土地開発公社

31915002 地方公共団体（都道府県） 山梨県 公社（都道府県） 山梨県住宅供給公社 山梨県住宅供給公社

31915003 地方公共団体（都道府県） 山梨県 公社（都道府県） 山梨県道路公社 山梨県道路公社

31915999 地方公共団体（都道府県） 山梨県 公社（都道府県） その他

31916000 地方公共団体（都道府県） 山梨県 水道企業団（水道組合）

31917000 地方公共団体（都道府県） 山梨県 土地区画整理組合

31918000 地方公共団体（都道府県） 山梨県 下水道組合

31919000 地方公共団体（都道府県） 山梨県 土地改良区

31920000 地方公共団体（都道府県） 山梨県 市街地再開発組合

31921001 地方公共団体（都道府県） 山梨県 山梨県公安委員会 山梨県警察本部 山梨県警察本部

31921002 地方公共団体（都道府県） 山梨県 山梨県公安委員会 （警察署）

31921999 地方公共団体（都道府県） 山梨県 山梨県公安委員会 その他

31922001 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （県民センター） 中北地域県民センター 山梨県中北地域県民センター

31922002 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （県民センター） 峡東地域県民センター 山梨県峡東地域県民センター

31922003 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （県民センター） 峡南地域県民センター 山梨県峡南地域県民センター

31922004 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （県民センター） 富士・東部地域県民センター 山梨県富士・東部地域県民センター

31922999 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （県民センター） その他 山梨県

31923001 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （農務事務所） 中北農務事務所 山梨県中北農務事務所

31923002 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （農務事務所） 峡東農務事務所 山梨県峡東農務事務所

31923003 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （農務事務所） 峡南農務事務所 山梨県峡南農務事務所

31923004 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （農務事務所） 富士・東部農務事務所 山梨県富士・東部農務事務所

31923999 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （農務事務所） その他 山梨県

31924001 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （林務環境事務所） 中北林務環境事務所 山梨県中北林務環境事務所

31924002 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （林務環境事務所） 峡東林務環境事務所 山梨県峡東林務環境事務所

31924003 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （林務環境事務所） 峡南林務環境事務所 山梨県峡南林務環境事務所

31924004 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （林務環境事務所） 富士・東部林務環境事務所 山梨県富士・東部林務環境事務所

31924999 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （林務環境事務所） その他 山梨県

31925001 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （建設事務所） 中北建設事務所 山梨県中北建設事務所

31925002 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （建設事務所） 峡東建設事務所 山梨県峡東建設事務所

31925003 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （建設事務所） 峡南建設事務所 山梨県峡南建設事務所

31925004 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （建設事務所） 富士・東部建設事務所 山梨県富士・東部建設事務所

31925999 地方公共団体（都道府県） 山梨県 （建設事務所） その他 山梨県

31927000 地方公共団体（都道府県） 山梨県 流域下水道事務所 山梨県流域下水道事務所

31999999 地方公共団体（都道府県） 山梨県 その他 その他 山梨県

32001001 地方公共団体（都道府県） 長野県 （内部部局） 企画振興部 長野県企画振興部

32001002 地方公共団体（都道府県） 長野県 （内部部局） 総務部 長野県総務部

32001005 地方公共団体（都道府県） 長野県 （内部部局） 環境部 長野県環境部

32001006 地方公共団体（都道府県） 長野県 （内部部局） 産業労働部 長野県産業労働部

32001007 地方公共団体（都道府県） 長野県 （内部部局） 農政部 長野県農政部

32001008 地方公共団体（都道府県） 長野県 （内部部局） 林務部 長野県林務部

32001009 地方公共団体（都道府県） 長野県 （内部部局） 建設部 長野県建設部

32001012 地方公共団体（都道府県） 長野県 （内部部局） 危機管理部 長野県危機管理部

32001013 地方公共団体（都道府県） 長野県 （内部部局） 観光部 長野県観光部

32001014 地方公共団体（都道府県） 長野県 （内部部局） 健康福祉部 長野県健康福祉部

32001015 地方公共団体（都道府県） 長野県 （内部部局） 県民文化部 長野県県民文化部

32001999 地方公共団体（都道府県） 長野県 （内部部局） その他 長野県

32002000 地方公共団体（都道府県） 長野県 松本空港管理事務所 長野県松本空港管理事務所

32004002 地方公共団体（都道府県） 長野県 （建設事務所） 佐久建設事務所 長野県佐久建設事務所

32004003 地方公共団体（都道府県） 長野県 （建設事務所） 上田建設事務所 長野県上田建設事務所

32004004 地方公共団体（都道府県） 長野県 （建設事務所） 諏訪建設事務所 長野県諏訪建設事務所
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32004005 地方公共団体（都道府県） 長野県 （建設事務所） 伊那建設事務所 長野県伊那建設事務所

32004006 地方公共団体（都道府県） 長野県 （建設事務所） 飯田建設事務所 長野県飯田建設事務所

32004007 地方公共団体（都道府県） 長野県 （建設事務所） 木曽建設事務所 長野県木曽建設事務所

32004008 地方公共団体（都道府県） 長野県 （建設事務所） 松本建設事務所 長野県松本建設事務所

32004009 地方公共団体（都道府県） 長野県 （建設事務所） 安曇野建設事務所 長野県安曇野建設事務所

32004010 地方公共団体（都道府県） 長野県 （建設事務所） 大町建設事務所 長野県大町建設事務所

32004011 地方公共団体（都道府県） 長野県 （建設事務所） 千曲建設事務所 長野県千曲建設事務所

32004012 地方公共団体（都道府県） 長野県 （建設事務所） 須坂建設事務所 長野県須坂建設事務所

32004013 地方公共団体（都道府県） 長野県 （建設事務所） 北信建設事務所 長野県北信建設事務所

32004014 地方公共団体（都道府県） 長野県 （建設事務所） 長野建設事務所 長野県長野建設事務所

32004999 地方公共団体（都道府県） 長野県 （建設事務所） その他 長野県

32005000 地方公共団体（都道府県） 長野県 奈良井川改良事務所 長野県奈良井川改良事務所

32006001 地方公共団体（都道府県） 長野県 （ダム管理事務所） 松川ダム管理事務所 長野県松川ダム管理事務所

32006002 地方公共団体（都道府県） 長野県 （ダム管理事務所） 裾花ダム管理事務所 長野県裾花ダム管理事務所

32006999 地方公共団体（都道府県） 長野県 （ダム管理事務所） その他 長野県

32008000 地方公共団体（都道府県） 長野県 千曲川流域下水道事務所 長野県千曲川流域下水道事務所

32009001 地方公共団体（都道府県） 長野県 （砂防事務所） 犀川砂防事務所 長野県犀川砂防事務所

32009002 地方公共団体（都道府県） 長野県 （砂防事務所） 姫川砂防事務所 長野県姫川砂防事務所

32009003 地方公共団体（都道府県） 長野県 （砂防事務所） 土尻川砂防事務所 長野県土尻川砂防事務所

32009999 地方公共団体（都道府県） 長野県 （砂防事務所） その他 長野県

32011000 地方公共団体（都道府県） 長野県 企業局 （内部部局） 長野県企業局

32011101 地方公共団体（都道府県） 長野県 企業局 南信発電管理事務所 長野県企業局南信発電管理事務所

32011102 地方公共団体（都道府県） 長野県 企業局 北信発電管理事務所 長野県企業局北信発電管理事務所

32011106 地方公共団体（都道府県） 長野県 企業局 上田水道管理事務所 長野県企業局上田水道管理事務所

32011107 地方公共団体（都道府県） 長野県 企業局 川中島水道管理事務所 長野県企業局川中島水道管理事務所

32011108 地方公共団体（都道府県） 長野県 企業局 松塩水道用水管理事務所 長野県企業局松塩水道用水管理事務所

32011999 地方公共団体（都道府県） 長野県 企業局 その他 長野県企業局

32012001 地方公共団体（都道府県） 長野県 公社（都道府県） 長野県土地開発公社 長野県土地開発公社

32012002 地方公共団体（都道府県） 長野県 公社（都道府県） 長野県住宅供給公社 長野県住宅供給公社

32012003 地方公共団体（都道府県） 長野県 公社（都道府県） 長野県道路公社 長野県道路公社

32012999 地方公共団体（都道府県） 長野県 公社（都道府県） その他

32013000 地方公共団体（都道府県） 長野県 水道企業団（水道組合）

32014000 地方公共団体（都道府県） 長野県 土地区画整理組合

32015000 地方公共団体（都道府県） 長野県 下水道組合

32016000 地方公共団体（都道府県） 長野県 土地改良区

32017000 地方公共団体（都道府県） 長野県 市街地再開発組合

32018001 地方公共団体（都道府県） 長野県 長野県公安委員会 長野県警察本部 長野県警察本部

32018002 地方公共団体（都道府県） 長野県 長野県公安委員会 （警察署）

32018999 地方公共団体（都道府県） 長野県 長野県公安委員会 その他

32019001 地方公共団体（都道府県） 長野県 （地域振興局） 佐久地域振興局 長野県佐久地域振興局

32019002 地方公共団体（都道府県） 長野県 （地域振興局） 上田地域振興局 長野県上田地域振興局

32019003 地方公共団体（都道府県） 長野県 （地域振興局） 諏訪地域振興局 長野県諏訪地域振興局

32019004 地方公共団体（都道府県） 長野県 （地域振興局） 上伊那地域振興局 長野県上伊那地域振興局

32019005 地方公共団体（都道府県） 長野県 （地域振興局） 南信州地域振興局 長野県南信州地域振興局

32019006 地方公共団体（都道府県） 長野県 （地域振興局） 木曽地域振興局 長野県木曽地域振興局

32019007 地方公共団体（都道府県） 長野県 （地域振興局） 松本地域振興局 長野県松本地域振興局

32019008 地方公共団体（都道府県） 長野県 （地域振興局） 北アルプス地域振興局 長野県北アルプス地域振興局

32019009 地方公共団体（都道府県） 長野県 （地域振興局） 長野地域振興局 長野県長野地域振興局

32019010 地方公共団体（都道府県） 長野県 （地域振興局） 北信地域振興局 長野県北信地域振興局

32019999 地方公共団体（都道府県） 長野県 （地域振興局） その他 長野県

32020000 地方公共団体（都道府県） 長野県 諏訪湖流域下水道事務所 長野県諏訪湖流域下水道事務所 2020/12/03追加

32021000 地方公共団体（都道府県） 長野県 犀川安曇野流域下水道事務所 長野県犀川安曇野流域下水道事務所 2020/12/03追加

32099999 地方公共団体（都道府県） 長野県 その他 その他 長野県

32101001 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （内部部局） 総務部 岐阜県総務部

32101002 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （内部部局） 清流の国推進部 岐阜県清流の国推進部

32101003 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （内部部局） 健康福祉部 岐阜県健康福祉部

32101006 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （内部部局） 県土整備部 岐阜県県土整備部

32101007 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （内部部局） 農政部 岐阜県農政部

32101008 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （内部部局） 林政部 岐阜県林政部

32101009 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （内部部局） 危機管理部 岐阜県危機管理部

32101010 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （内部部局） 環境生活部 岐阜県環境生活部

32101011 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （内部部局） 商工労働部 岐阜県商工労働部

32101999 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （内部部局） その他 岐阜県

32102001 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （土木事務所） 岐阜土木事務所 岐阜県岐阜土木事務所
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32102002 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （土木事務所） 大垣土木事務所 岐阜県大垣土木事務所

32102003 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （土木事務所） 揖斐土木事務所 岐阜県揖斐土木事務所

32102004 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （土木事務所） 美濃土木事務所 岐阜県美濃土木事務所

32102005 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （土木事務所） 郡上土木事務所 岐阜県郡上土木事務所

32102006 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （土木事務所） 可茂土木事務所 岐阜県可茂土木事務所

32102007 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （土木事務所） 多治見土木事務所 岐阜県多治見土木事務所

32102008 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （土木事務所） 恵那土木事務所 岐阜県恵那土木事務所

32102009 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （土木事務所） 下呂土木事務所 岐阜県下呂土木事務所

32102010 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （土木事務所） 高山土木事務所 岐阜県高山土木事務所

32102011 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （土木事務所） 古川土木事務所 岐阜県古川土木事務所

32102999 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （土木事務所） その他 岐阜県

32103000 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 東海環状自動車道事務所 岐阜県東海環状自動車道事務所

32104000 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 犀川管理事務所 岐阜県犀川管理事務所

32105000 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 阿多岐ダム管理事務所 岐阜県阿多岐ダム管理事務所

32106001 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （河川開発工事事務所） 長良川上流河川開発工事事務所 岐阜県長良川上流河川開発工事事務所

32106002 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （河川開発工事事務所） 宮川上流河川開発工事事務所 岐阜県宮川上流河川開発工事事務所

32106999 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （河川開発工事事務所） その他 岐阜県

32107001 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （建築事務所） 岐阜建築事務所 岐阜県岐阜建築事務所

32107002 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （建築事務所） 西濃建築事務所 岐阜県西濃建築事務所

32107003 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （建築事務所） 中濃建築事務所 岐阜県中濃建築事務所

32107004 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （建築事務所） 東濃建築事務所 岐阜県東濃建築事務所

32107005 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （建築事務所） 飛騨建築事務所 岐阜県飛騨建築事務所

32107999 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （建築事務所） その他 岐阜県

32108001 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （農林事務所） 岐阜農林事務所 岐阜県岐阜農林事務所

32108002 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （農林事務所） 揖斐農林事務所 岐阜県揖斐農林事務所

32108003 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （農林事務所） 西濃農林事務所 岐阜県西濃農林事務所

32108004 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （農林事務所） 郡上農林事務所 岐阜県郡上農林事務所

32108005 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （農林事務所） 可茂農林事務所 岐阜県可茂農林事務所

32108006 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （農林事務所） 恵那農林事務所 岐阜県恵那農林事務所

32108007 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （農林事務所） 飛騨農林事務所 岐阜県飛騨農林事務所

32108008 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （農林事務所） 下呂農林事務所 岐阜県下呂農林事務所

32108009 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （農林事務所） 中濃農林事務所 岐阜県中濃農林事務所

32108010 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （農林事務所） 東濃農林事務所 岐阜県東濃農林事務所

32108999 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （農林事務所） その他 岐阜県

32114000 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 都市建築部 （内部部局） 岐阜県都市建築部

32114101 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 都市建築部 東部広域水道事務所 岐阜県都市建築部東部広域水道事務所

32114104 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 都市建築部 岐阜駅周辺鉄道高架工事事務所 岐阜県都市建築部岐阜駅周辺鉄道高架工事事務所

32114105 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 都市建築部 流域浄水事務所 岐阜県都市建築部流域浄水事務所

32114999 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 都市建築部 その他 岐阜県都市建築部

32115001 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 公社（都道府県） 岐阜県土地開発公社 岐阜県土地開発公社

32115002 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 公社（都道府県） 岐阜県住宅供給公社 岐阜県住宅供給公社

32115999 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 公社（都道府県） その他

32116000 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 水道企業団（水道組合）

32117000 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 土地区画整理組合

32118000 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 下水道組合

32119000 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 土地改良区

32120000 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 市街地再開発組合

32121001 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 岐阜県公安委員会 岐阜県警察本部 岐阜県警察本部

32121002 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 岐阜県公安委員会 （警察署）

32121999 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 岐阜県公安委員会 その他

32122001 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （県事務所） 西濃県事務所 岐阜県西濃県事務所

32122002 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （県事務所） 揖斐県事務所 岐阜県揖斐県事務所

32122003 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （県事務所） 可茂県事務所 岐阜県可茂県事務所

32122004 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （県事務所） 中濃県事務所 岐阜県中濃県事務所

32122005 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （県事務所） 東濃県事務所 岐阜県東濃県事務所

32122006 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （県事務所） 恵那県事務所 岐阜県恵那県事務所

32122007 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （県事務所） 飛騨県事務所 岐阜県飛騨県事務所

32122999 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 （県事務所） その他 岐阜県

32199999 地方公共団体（都道府県） 岐阜県 その他 その他 岐阜県

32201001 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （内部部局） 経営管理部 静岡県経営管理部

32201003 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （内部部局） くらし・環境部 静岡県くらし・環境部

32201005 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （内部部局） 健康福祉部 静岡県健康福祉部

32201006 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （内部部局） 経済産業部 静岡県経済産業部

32201011 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （内部部局） スポーツ・文化観光部 静岡県スポーツ・文化観光部 2020/12/03変更
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

32201012 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （内部部局） 危機管理部 静岡県危機管理部

32201013 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （内部部局） 交通基盤部 静岡県交通基盤部

32201999 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （内部部局） その他 静岡県

32203001 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （農林事務所） 賀茂農林事務所 静岡県賀茂農林事務所

32203002 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （農林事務所） 東部農林事務所 静岡県東部農林事務所

32203003 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （農林事務所） 富士農林事務所 静岡県富士農林事務所

32203004 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （農林事務所） 中部農林事務所 静岡県中部農林事務所

32203005 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （農林事務所） 志太榛原農林事務所 静岡県志太榛原農林事務所

32203006 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （農林事務所） 中遠農林事務所 静岡県中遠農林事務所

32203008 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （農林事務所） 西部農林事務所 静岡県西部農林事務所

32203999 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （農林事務所） その他 静岡県

32206001 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （土木事務所） 下田土木事務所 静岡県下田土木事務所

32206002 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （土木事務所） 熱海土木事務所 静岡県熱海土木事務所

32206003 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （土木事務所） 沼津土木事務所 静岡県沼津土木事務所

32206004 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （土木事務所） 富士土木事務所 静岡県富士土木事務所

32206005 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （土木事務所） 静岡土木事務所 静岡県静岡土木事務所

32206006 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （土木事務所） 島田土木事務所 静岡県島田土木事務所

32206008 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （土木事務所） 袋井土木事務所 静岡県袋井土木事務所

32206010 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （土木事務所） 浜松土木事務所 静岡県浜松土木事務所

32206999 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （土木事務所） その他 静岡県

32208001 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （港管理事務所） 田子の浦港管理事務所 静岡県田子の浦港管理事務所

32208002 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （港管理事務所） 清水港管理局 静岡県清水港管理局

32208003 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （港管理事務所） 御前崎港管理事務所 静岡県御前崎港管理事務所

32208004 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （港管理事務所） 焼津漁港管理事務所 静岡県焼津漁港管理事務所

32208999 地方公共団体（都道府県） 静岡県 （港管理事務所） その他 静岡県

32209000 地方公共団体（都道府県） 静岡県 企業局 （内部部局） 静岡県企業局

32209101 地方公共団体（都道府県） 静岡県 企業局 東部事務所 静岡県企業局東部事務所

32209103 地方公共団体（都道府県） 静岡県 企業局 西部事務所 静岡県企業局西部事務所

32209999 地方公共団体（都道府県） 静岡県 企業局 その他 静岡県企業局

32210002 地方公共団体（都道府県） 静岡県 公社（都道府県） 静岡県住宅供給公社 静岡県住宅供給公社

32210003 地方公共団体（都道府県） 静岡県 公社（都道府県） 静岡県道路公社 静岡県道路公社

32210999 地方公共団体（都道府県） 静岡県 公社（都道府県） その他

32216001 地方公共団体（都道府県） 静岡県 静岡県公安委員会 静岡県警察本部 静岡県警察本部

32216002 地方公共団体（都道府県） 静岡県 静岡県公安委員会 （警察署）

32216999 地方公共団体（都道府県） 静岡県 静岡県公安委員会 その他

32219000 地方公共団体（都道府県） 静岡県 水道企業団（水道組合）

32220000 地方公共団体（都道府県） 静岡県 土地区画整理組合

32221000 地方公共団体（都道府県） 静岡県 土地改良区

32222000 地方公共団体（都道府県） 静岡県 市街地再開発組合

32299999 地方公共団体（都道府県） 静岡県 その他 その他 静岡県

32301009 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （内部部局） 政策企画局 愛知県政策企画局

32301011 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （内部部局） 総務局 愛知県総務局 2019/08/15追加

32301012 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （内部部局） 人事局 愛知県人事局 2019/08/15追加

32301013 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （内部部局） 防災安全局 愛知県防災安全局 2019/08/15追加

32301014 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （内部部局） 県民文化局 愛知県県民文化局 2019/08/15追加

32301015 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （内部部局） 環境局 愛知県環境局 2019/08/15追加

32301016 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （内部部局） 福祉局 愛知県福祉局 2019/08/15追加

32301017 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （内部部局） 保健医療局 愛知県保健医療局 2019/08/15追加

32301018 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （内部部局） 経済産業局 愛知県経済産業局 2019/08/15追加

32301019 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （内部部局） 労働局 愛知県労働局 2019/08/15追加

32301020 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （内部部局） 観光コンベンション局 愛知県観光コンベンション局 2019/08/15追加

32301021 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （内部部局） 農業水産局 愛知県農業水産局 2019/08/15追加

32301022 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （内部部局） 農林基盤局 愛知県農林基盤局 2019/08/15追加

32301023 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （内部部局） 建設局 愛知県建設局 2019/08/15追加

32301024 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （内部部局） 都市整備局 愛知県都市整備局 2019/08/15追加

32301025 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （内部部局） 建築局 愛知県建築局 2019/08/15追加

32301026 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （内部部局） スポーツ局 愛知県スポーツ局 2019/08/15追加

32301999 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （内部部局） その他 愛知県

32302001 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （県民事務所等） 尾張県民事務所 愛知県尾張県民事務所

32302002 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （県民事務所等） 海部県民事務所 愛知県海部県民事務所 2020/12/03変更

32302003 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （県民事務所等） 知多県民事務所 愛知県知多県民事務所 2020/12/03変更

32302006 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （県民事務所等） 新城設楽振興事務所 愛知県新城設楽振興事務所

32302007 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （県民事務所等） 東三河総局 愛知県東三河総局

32302008 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （県民事務所等） 西三河県民事務所 愛知県西三河県民事務所
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コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

32302999 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （県民事務所等） その他 愛知県

32303001 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （農林水産事務所） 尾張農林水産事務所 愛知県尾張農林水産事務所

32303002 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （農林水産事務所） 海部農林水産事務所 愛知県海部農林水産事務所

32303003 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （農林水産事務所） 知多農林水産事務所 愛知県知多農林水産事務所

32303004 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （農林水産事務所） 西三河農林水産事務所 愛知県西三河農林水産事務所

32303005 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （農林水産事務所） 豊田加茂農林水産事務所 愛知県豊田加茂農林水産事務所

32303006 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （農林水産事務所） 東三河農林水産事務所 愛知県東三河農林水産事務所

32303007 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （農林水産事務所） 新城設楽農林水産事務所 愛知県新城設楽農林水産事務所

32303999 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （農林水産事務所） その他 愛知県

32304000 地方公共団体（都道府県） 愛知県 県有林事務所 愛知県県有林事務所

32305001 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （建設事務所） 尾張建設事務所 愛知県尾張建設事務所

32305002 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （建設事務所） 一宮建設事務所 愛知県一宮建設事務所

32305003 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （建設事務所） 海部建設事務所 愛知県海部建設事務所

32305004 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （建設事務所） 知多建設事務所 愛知県知多建設事務所

32305005 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （建設事務所） 西三河建設事務所 愛知県西三河建設事務所

32305006 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （建設事務所） 知立建設事務所 愛知県知立建設事務所

32305007 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （建設事務所） 豊田加茂建設事務所 愛知県豊田加茂建設事務所

32305008 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （建設事務所） 東三河建設事務所 愛知県東三河建設事務所

32305009 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （建設事務所） 新城設楽建設事務所 愛知県新城設楽建設事務所

32305999 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （建設事務所） その他 愛知県

32306001 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （港務所） 衣浦港務所 愛知県衣浦港務所

32306002 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （港務所） 三河港務所 愛知県三河港務所

32306999 地方公共団体（都道府県） 愛知県 （港務所） その他 愛知県

32308000 地方公共団体（都道府県） 愛知県 企業庁 （内部部局） 愛知県企業庁

32308103 地方公共団体（都道府県） 愛知県 企業庁 尾張水道事務所 愛知県企業庁尾張水道事務所

32308104 地方公共団体（都道府県） 愛知県 企業庁 西三河水道事務所 愛知県企業庁西三河水道事務所

32308105 地方公共団体（都道府県） 愛知県 企業庁 東三河水道事務所 愛知県企業庁東三河水道事務所

32308107 地方公共団体（都道府県） 愛知県 企業庁 三河港工事事務所 愛知県企業庁三河港工事事務所

32308108 地方公共団体（都道府県） 愛知県 企業庁 愛知用水水道事務所 愛知県企業庁愛知用水水道事務所

32308109 地方公共団体（都道府県） 愛知県 企業庁 豊田工事事務所 愛知県企業庁豊田工事事務所

32308999 地方公共団体（都道府県） 愛知県 企業庁 その他 愛知県企業庁

32309001 地方公共団体（都道府県） 愛知県 公社（都道府県） 愛知県土地開発公社 愛知県土地開発公社

32309002 地方公共団体（都道府県） 愛知県 公社（都道府県） 愛知県住宅供給公社 愛知県住宅供給公社

32309003 地方公共団体（都道府県） 愛知県 公社（都道府県） 愛知県道路公社 愛知県道路公社

32309004 地方公共団体（都道府県） 愛知県 公社（都道府県） 名古屋高速道路公社 名古屋高速道路公社

32309999 地方公共団体（都道府県） 愛知県 公社（都道府県） その他

32310000 地方公共団体（都道府県） 愛知県 水道企業団（水道組合）

32311000 地方公共団体（都道府県） 愛知県 土地区画整理組合

32312000 地方公共団体（都道府県） 愛知県 下水道組合

32313000 地方公共団体（都道府県） 愛知県 土地改良区

32314000 地方公共団体（都道府県） 愛知県 市街地再開発組合

32315001 地方公共団体（都道府県） 愛知県 愛知県公安委員会 愛知県警察本部 愛知県警察本部

32315002 地方公共団体（都道府県） 愛知県 愛知県公安委員会 （警察署）

32315999 地方公共団体（都道府県） 愛知県 愛知県公安委員会 その他

32316000 地方公共団体（都道府県） 愛知県 農業大学校 愛知県農業大学校

32317000 地方公共団体（都道府県） 愛知県 農業総合試験場 愛知県農業総合試験場

32318000 地方公共団体（都道府県） 愛知県 畜産総合センター 愛知県畜産総合センター

32319000 地方公共団体（都道府県） 愛知県 森林・林業技術センター 愛知県森林・林業技術センター

32320000 地方公共団体（都道府県） 愛知県 水産試験場 愛知県水産試験場

32321000 地方公共団体（都道府県） 愛知県 あいち海上の森センター 愛知県あいち海上の森センター

32322000 地方公共団体（都道府県） 愛知県 病院事業庁 愛知県病院事業庁

32399999 地方公共団体（都道府県） 愛知県 その他 その他 愛知県

32401001 地方公共団体（都道府県） 三重県 （内部部局） 総務部 三重県総務部

32401008 地方公共団体（都道府県） 三重県 （内部部局） 県土整備部 三重県県土整備部

32401009 地方公共団体（都道府県） 三重県 （内部部局） 防災対策部 三重県防災対策部

32401010 地方公共団体（都道府県） 三重県 （内部部局） 環境生活部 三重県環境生活部

32401011 地方公共団体（都道府県） 三重県 （内部部局） 農林水産部 三重県農林水産部

32401012 地方公共団体（都道府県） 三重県 （内部部局） 雇用経済部 三重県雇用経済部

32401013 地方公共団体（都道府県） 三重県 （内部部局） 戦略企画部 三重県戦略企画部

32401014 地方公共団体（都道府県） 三重県 （内部部局） 地域連携部 三重県地域連携部

32401015 地方公共団体（都道府県） 三重県 （内部部局） 医療保健部 三重県医療保健部 2019/08/15追加

32401016 地方公共団体（都道府県） 三重県 （内部部局） 子ども・福祉部 三重県子ども・福祉部 2019/08/15追加

32401999 地方公共団体（都道府県） 三重県 （内部部局） その他 三重県

32409000 地方公共団体（都道府県） 三重県 企業庁 （内部部局） 三重県企業庁
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32409102 地方公共団体（都道府県） 三重県 企業庁 北勢水道事務所 三重県企業庁北勢水道事務所

32409103 地方公共団体（都道府県） 三重県 企業庁 中勢水道事務所 三重県企業庁中勢水道事務所

32409104 地方公共団体（都道府県） 三重県 企業庁 南勢水道事務所 三重県企業庁南勢水道事務所

32409999 地方公共団体（都道府県） 三重県 企業庁 その他 三重県企業庁

32410001 地方公共団体（都道府県） 三重県 公社（都道府県） 三重県土地開発公社 三重県土地開発公社

32410999 地方公共団体（都道府県） 三重県 公社（都道府県） その他

32411000 地方公共団体（都道府県） 三重県 水道企業団（水道組合）

32412000 地方公共団体（都道府県） 三重県 土地区画整理組合

32413000 地方公共団体（都道府県） 三重県 下水道組合

32414000 地方公共団体（都道府県） 三重県 土地改良区

32415000 地方公共団体（都道府県） 三重県 市街地再開発組合

32416001 地方公共団体（都道府県） 三重県 三重県公安委員会 三重県警察本部 三重県警察本部

32416002 地方公共団体（都道府県） 三重県 三重県公安委員会 （警察署）

32416999 地方公共団体（都道府県） 三重県 三重県公安委員会 その他

32417000 地方公共団体（都道府県） 三重県 四日市港管理組合 三重県四日市港管理組合

32419001 地方公共団体（都道府県） 三重県 （農林水産事務所等） 四日市農林事務所 三重県四日市農林事務所

32419002 地方公共団体（都道府県） 三重県 （農林水産事務所等） 桑名農政事務所 三重県桑名農政事務所

32419003 地方公共団体（都道府県） 三重県 （農林水産事務所等） 津農林水産事務所 三重県津農林水産事務所

32419004 地方公共団体（都道府県） 三重県 （農林水産事務所等） 松阪農林事務所 三重県松阪農林事務所

32419005 地方公共団体（都道府県） 三重県 （農林水産事務所等） 伊勢農林水産事務所 三重県伊勢農林水産事務所

32419006 地方公共団体（都道府県） 三重県 （農林水産事務所等） 伊賀農林事務所 三重県伊賀農林事務所

32419007 地方公共団体（都道府県） 三重県 （農林水産事務所等） 尾鷲農林水産事務所 三重県尾鷲農林水産事務所

32419008 地方公共団体（都道府県） 三重県 （農林水産事務所等） 熊野農林事務所 三重県熊野農林事務所

32419999 地方公共団体（都道府県） 三重県 （農林水産事務所等） その他 三重県

32420001 地方公共団体（都道府県） 三重県 （建設事務所） 桑名建設事務所 三重県桑名建設事務所

32420002 地方公共団体（都道府県） 三重県 （建設事務所） 四日市建設事務所 三重県四日市建設事務所

32420003 地方公共団体（都道府県） 三重県 （建設事務所） 鈴鹿建設事務所 三重県鈴鹿建設事務所

32420004 地方公共団体（都道府県） 三重県 （建設事務所） 津建設事務所 三重県津建設事務所

32420005 地方公共団体（都道府県） 三重県 （建設事務所） 松阪建設事務所 三重県松阪建設事務所

32420006 地方公共団体（都道府県） 三重県 （建設事務所） 伊勢建設事務所 三重県伊勢建設事務所

32420007 地方公共団体（都道府県） 三重県 （建設事務所） 志摩建設事務所 三重県志摩建設事務所

32420008 地方公共団体（都道府県） 三重県 （建設事務所） 伊賀建設事務所 三重県伊賀建設事務所

32420009 地方公共団体（都道府県） 三重県 （建設事務所） 尾鷲建設事務所 三重県尾鷲建設事務所

32420010 地方公共団体（都道府県） 三重県 （建設事務所） 熊野建設事務所 三重県熊野建設事務所

32420999 地方公共団体（都道府県） 三重県 （建設事務所） その他 三重県

32421001 地方公共団体（都道府県） 三重県 （流域下水道事務所） 北勢流域下水道事務所 三重県北勢流域下水道事務所

32421002 地方公共団体（都道府県） 三重県 （流域下水道事務所） 中南勢流域下水道事務所 三重県中南勢流域下水道事務所 2019/08/15変更

32421999 地方公共団体（都道府県） 三重県 （流域下水道事務所） その他 三重県

32422000 地方公共団体（都道府県） 三重県 病院事業庁 三重県病院事業庁

32423001 地方公共団体（都道府県） 三重県 （防災総合事務所） 桑名地域防災総合事務所 三重県桑名地域防災総合事務所

32423002 地方公共団体（都道府県） 三重県 （防災総合事務所） 四日市地域防災総合事務所 三重県四日市地域防災総合事務所

32423003 地方公共団体（都道府県） 三重県 （防災総合事務所） 鈴鹿地域防災総合事務所 三重県鈴鹿地域防災総合事務所

32423004 地方公共団体（都道府県） 三重県 （防災総合事務所） 津地域防災総合事務所 三重県津地域防災総合事務所

32423005 地方公共団体（都道府県） 三重県 （防災総合事務所） 松阪地域防災総合事務所 三重県松阪地域防災総合事務所

32423006 地方公共団体（都道府県） 三重県 （防災総合事務所） 伊賀地域防災総合事務所 三重県伊賀地域防災総合事務所

32423999 地方公共団体（都道府県） 三重県 （防災総合事務所） その他 三重県

32424001 地方公共団体（都道府県） 三重県 （地域活性化局） 南勢志摩地域活性化局 三重県南勢志摩地域活性化局

32424002 地方公共団体（都道府県） 三重県 （地域活性化局） 紀北地域活性化局 三重県紀北地域活性化局

32424003 地方公共団体（都道府県） 三重県 （地域活性化局） 紀南地域活性化局 三重県紀南地域活性化局

32424999 地方公共団体（都道府県） 三重県 （地域活性化局） その他 三重県

32499999 地方公共団体（都道府県） 三重県 その他 その他 三重県

32501001 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （内部部局） 総務部 滋賀県総務部

32501003 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （内部部局） 琵琶湖環境部 滋賀県琵琶湖環境部

32501004 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （内部部局） 健康医療福祉部 滋賀県健康医療福祉部

32501005 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （内部部局） 商工観光労働部 滋賀県商工観光労働部

32501006 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （内部部局） 農政水産部 滋賀県農政水産部

32501007 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （内部部局） 土木交通部 滋賀県土木交通部

32501009 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （内部部局） 知事公室 滋賀県知事公室 2019/08/15追加

32501010 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （内部部局） 総合企画部 滋賀県総合企画部 2019/08/15追加

32501011 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （内部部局） 文化スポーツ部 滋賀県文化スポーツ部 2019/08/15追加

32501999 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （内部部局） その他 滋賀県

32502001 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （下水道事務所） 南部流域下水道事務所 滋賀県南部流域下水道事務所

32502002 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （下水道事務所） 北部流域下水道事務所 滋賀県北部流域下水道事務所

32502999 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （下水道事務所） その他 滋賀県
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32506000 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （ダム建設事務所） 滋賀県

32514000 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 企業庁 滋賀県企業庁

32515001 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 公社（都道府県） 滋賀県土地開発公社 滋賀県土地開発公社

32515003 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 公社（都道府県） 滋賀県道路公社 滋賀県道路公社

32515999 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 公社（都道府県） その他

32516000 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 水道企業団（水道組合）

32517000 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 土地区画整理組合

32518000 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 下水道組合

32519000 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 土地改良区

32520000 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 市街地再開発組合

32521001 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 滋賀県公安委員会 滋賀県警察本部 滋賀県警察本部

32521002 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 滋賀県公安委員会 （警察署）

32521999 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 滋賀県公安委員会 その他

32522000 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 病院事業庁 滋賀県病院事業庁

32523001 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （土木事務所） 大津土木事務所 滋賀県大津土木事務所

32523002 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （土木事務所） 南部土木事務所 滋賀県南部土木事務所

32523003 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （土木事務所） 甲賀土木事務所 滋賀県甲賀土木事務所

32523004 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （土木事務所） 東近江土木事務所 滋賀県東近江土木事務所

32523005 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （土木事務所） 湖東土木事務所 滋賀県湖東土木事務所

32523006 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （土木事務所） 長浜土木事務所 滋賀県長浜土木事務所

32523007 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （土木事務所） 長浜土木事務所木之本支所 滋賀県長浜土木事務所木之本支所

32523008 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （土木事務所） 高島土木事務所 滋賀県高島土木事務所

32523999 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （土木事務所） その他 滋賀県

32525001 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （環境事務所） 南部環境事務所 滋賀県南部環境事務所

32525002 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （環境事務所） 甲賀環境事務所 滋賀県甲賀環境事務所

32525003 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （環境事務所） 東近江環境事務所 滋賀県東近江環境事務所

32525004 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （環境事務所） 湖東環境事務所 滋賀県湖東環境事務所

32525005 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （環境事務所） 湖北環境事務所 滋賀県湖北環境事務所

32525006 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （環境事務所） 高島環境事務所 滋賀県高島環境事務所

32525999 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （環境事務所） その他 滋賀県

32526001 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （森林整備事務所） 西部・南部森林整備事務所 滋賀県西部・南部森林整備事務所

32526002 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （森林整備事務所） 甲賀森林整備事務所 滋賀県甲賀森林整備事務所

32526003 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （森林整備事務所） 中部森林整備事務所 滋賀県中部森林整備事務所

32526004 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （森林整備事務所） 湖北森林整備事務所 滋賀県湖北森林整備事務所

32526999 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （森林整備事務所） その他 滋賀県

32527001 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （農業農村振興事務所） 大津・南部農業農村振興事務所 滋賀県大津・南部農業農村振興事務所

32527002 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （農業農村振興事務所） 甲賀農業農村振興事務所 滋賀県甲賀農業農村振興事務所

32527003 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （農業農村振興事務所） 東近江農業農村振興事務所 滋賀県東近江農業農村振興事務所

32527004 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （農業農村振興事務所） 湖東農業農村振興事務所 滋賀県湖東農業農村振興事務所

32527005 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （農業農村振興事務所） 湖北農業農村振興事務所 滋賀県湖北農業農村振興事務所

32527006 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （農業農村振興事務所） 高島農業農村振興事務所 滋賀県高島農業農村振興事務所

32527999 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 （農業農村振興事務所） その他 滋賀県

32528000 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 北川水源地域振興事務所 滋賀県北川水源地域振興事務所

32599999 地方公共団体（都道府県） 滋賀県 その他 その他 滋賀県

32601001 地方公共団体（都道府県） 京都府 （内部部局） 総務部 京都府総務部

32601002 地方公共団体（都道府県） 京都府 （内部部局） 政策企画部 京都府政策企画部

32601004 地方公共団体（都道府県） 京都府 （内部部局） 健康福祉部 京都府健康福祉部

32601005 地方公共団体（都道府県） 京都府 （内部部局） 商工労働観光部 京都府商工労働観光部

32601006 地方公共団体（都道府県） 京都府 （内部部局） 農林水産部 京都府農林水産部

32601007 地方公共団体（都道府県） 京都府 （内部部局） 建設交通部 京都府建設交通部

32601009 地方公共団体（都道府県） 京都府 （内部部局） 文化スポーツ部 京都府文化スポーツ部

32601011 地方公共団体（都道府県） 京都府 （内部部局） 府民環境部 京都府府民環境部 2019/08/15追加

32601999 地方公共団体（都道府県） 京都府 （内部部局） その他 京都府

32602001 地方公共団体（都道府県） 京都府 （広域振興局） 山城広域振興局 京都府山城広域振興局

32602005 地方公共団体（都道府県） 京都府 （広域振興局） 南丹広域振興局 京都府南丹広域振興局

32602008 地方公共団体（都道府県） 京都府 （広域振興局） 中丹広域振興局 京都府中丹広域振興局

32602011 地方公共団体（都道府県） 京都府 （広域振興局） 丹後広域振興局 京都府丹後広域振興局

32602999 地方公共団体（都道府県） 京都府 （広域振興局） その他 京都府

32603001 地方公共団体（都道府県） 京都府 （土木事務所（広域振興局建設部）） 乙訓土木事務所（山城広域振興局建設部） 京都府乙訓土木事務所

32603002 地方公共団体（都道府県） 京都府 （土木事務所（広域振興局建設部）） 山城北土木事務所（山城広域振興局建設部） 京都府山城北土木事務所

32603004 地方公共団体（都道府県） 京都府 （土木事務所（広域振興局建設部）） 山城南土木事務所（山城広域振興局建設部） 京都府山城南土木事務所

32603006 地方公共団体（都道府県） 京都府 （土木事務所（広域振興局建設部）） 南丹土木事務所（南丹広域振興局建設部） 京都府南丹土木事務所

32603008 地方公共団体（都道府県） 京都府 （土木事務所（広域振興局建設部）） 中丹東土木事務所（中丹広域振興局建設部） 京都府中丹東土木事務所

32603009 地方公共団体（都道府県） 京都府 （土木事務所（広域振興局建設部）） 中丹西土木事務所（中丹広域振興局建設部） 京都府中丹西土木事務所
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32603011 地方公共団体（都道府県） 京都府 （土木事務所（広域振興局建設部）） 丹後土木事務所（丹後広域振興局建設部） 京都府丹後土木事務所

32603999 地方公共団体（都道府県） 京都府 （土木事務所（広域振興局建設部）） その他 京都府

32604000 地方公共団体（都道府県） 京都府 水産事務所 京都府水産事務所

32605000 地方公共団体（都道府県） 京都府 京都林務事務所 京都府京都林務事務所

32606000 地方公共団体（都道府県） 京都府 京都土木事務所 京都府京都土木事務所

32607000 地方公共団体（都道府県） 京都府 大野ダム総合管理事務所 京都府大野ダム総合管理事務所

32608000 地方公共団体（都道府県） 京都府 港湾局 京都府港湾局

32609001 地方公共団体（都道府県） 京都府 （土地改良事務所） 山城土地改良事務所 京都府山城土地改良事務所

32609002 地方公共団体（都道府県） 京都府 （土地改良事務所） 南丹土地改良事務所 京都府南丹土地改良事務所

32609003 地方公共団体（都道府県） 京都府 （土地改良事務所） 中丹土地改良事務所 京都府中丹土地改良事務所

32609004 地方公共団体（都道府県） 京都府 （土地改良事務所） 丹後土地改良事務所 京都府丹後土地改良事務所

32609999 地方公共団体（都道府県） 京都府 （土地改良事務所） その他 京都府

32611000 地方公共団体（都道府県） 京都府 流域下水道事務所 京都府流域下水道事務所

32613001 地方公共団体（都道府県） 京都府 公社（都道府県） 京都府土地開発公社 京都府土地開発公社

32613002 地方公共団体（都道府県） 京都府 公社（都道府県） 京都府住宅供給公社 京都府住宅供給公社

32613003 地方公共団体（都道府県） 京都府 公社（都道府県） 京都府道路公社 京都府道路公社

32613999 地方公共団体（都道府県） 京都府 公社（都道府県） その他

32614000 地方公共団体（都道府県） 京都府 水道企業団（水道組合）

32615000 地方公共団体（都道府県） 京都府 土地区画整理組合

32616000 地方公共団体（都道府県） 京都府 下水道組合

32617000 地方公共団体（都道府県） 京都府 土地改良区

32618000 地方公共団体（都道府県） 京都府 市街地再開発組合

32619001 地方公共団体（都道府県） 京都府 京都府公安委員会 京都府警察本部 京都府警察本部

32619002 地方公共団体（都道府県） 京都府 京都府公安委員会 （警察署）

32619999 地方公共団体（都道府県） 京都府 京都府公安委員会 その他

32620000 地方公共団体（都道府県） 京都府 府営水道事務所 京都府営水道事務所 2018/06/12修正

32621000 地方公共団体（都道府県） 京都府 公営企業管理事務所 京都府公営企業管理事務所

32699999 地方公共団体（都道府県） 京都府 その他 その他 京都府

32701001 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （内部部局） 総務部 大阪府総務部

32701002 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （内部部局） 政策企画部 大阪府政策企画部

32701005 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （内部部局） 商工労働部 大阪府商工労働部

32701006 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （内部部局） 環境農林水産部 大阪府環境農林水産部

32701007 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （内部部局） 都市整備部 大阪府都市整備部

32701008 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （内部部局） 住宅まちづくり部 大阪府住宅まちづくり部

32701011 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （内部部局） 健康医療部 大阪府健康医療部

32701012 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （内部部局） 福祉部 大阪府福祉部

32701013 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （内部部局） 副首都推進局 大阪府副首都推進局

32701014 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （内部部局） 財務部 大阪府財務部

32701015 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （内部部局） 府民文化部 大阪府府民文化部

32701999 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （内部部局） その他 大阪府

32702001 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （農と緑の総合事務所） 北部農と緑の総合事務所 大阪府北部農と緑の総合事務所

32702002 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （農と緑の総合事務所） 中部農と緑の総合事務所 大阪府中部農と緑の総合事務所

32702003 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （農と緑の総合事務所） 南河内農と緑の総合事務所 大阪府南河内農と緑の総合事務所

32702004 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （農と緑の総合事務所） 泉州農と緑の総合事務所 大阪府泉州農と緑の総合事務所

32702999 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （農と緑の総合事務所） その他 大阪府

32703001 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （土木事務所） 池田土木事務所 大阪府池田土木事務所

32703002 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （土木事務所） 茨木土木事務所 大阪府茨木土木事務所

32703003 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （土木事務所） 枚方土木事務所 大阪府枚方土木事務所

32703004 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （土木事務所） 八尾土木事務所 大阪府八尾土木事務所

32703005 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （土木事務所） 富田林土木事務所 大阪府富田林土木事務所

32703006 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （土木事務所） 鳳土木事務所 大阪府鳳土木事務所

32703007 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （土木事務所） 岸和田土木事務所 大阪府岸和田土木事務所

32703999 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （土木事務所） その他 大阪府

32704000 地方公共団体（都道府県） 大阪府 西大阪治水事務所 大阪府西大阪治水事務所

32705000 地方公共団体（都道府県） 大阪府 寝屋川水系改修工営所 大阪府寝屋川水系改修工営所

32706001 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （流域下水道事務所） 北部流域下水道事務所 大阪府北部流域下水道事務所

32706002 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （流域下水道事務所） 東部流域下水道事務所 大阪府東部流域下水道事務所

32706003 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （流域下水道事務所） 南部流域下水道事務所 大阪府南部流域下水道事務所

32706999 地方公共団体（都道府県） 大阪府 （流域下水道事務所） その他 大阪府

32707000 地方公共団体（都道府県） 大阪府 安威川ダム建設事務所 大阪府安威川ダム建設事務所

32711001 地方公共団体（都道府県） 大阪府 公社（都道府県） 大阪府土地開発公社 大阪府土地開発公社

32711002 地方公共団体（都道府県） 大阪府 公社（都道府県） 大阪府住宅供給公社 大阪府住宅供給公社

32711003 地方公共団体（都道府県） 大阪府 公社（都道府県） 大阪府道路公社 大阪府道路公社

32711999 地方公共団体（都道府県） 大阪府 公社（都道府県） その他
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32712000 地方公共団体（都道府県） 大阪府 水道企業団（水道組合）

32713000 地方公共団体（都道府県） 大阪府 土地区画整理組合

32714000 地方公共団体（都道府県） 大阪府 下水道組合

32715000 地方公共団体（都道府県） 大阪府 土地改良区

32716000 地方公共団体（都道府県） 大阪府 市街地再開発組合

32717001 地方公共団体（都道府県） 大阪府 大阪府公安委員会 大阪府警察本部 大阪府警察本部

32717002 地方公共団体（都道府県） 大阪府 大阪府公安委員会 （警察署）

32717999 地方公共団体（都道府県） 大阪府 大阪府公安委員会 その他

32719000 地方公共団体（都道府県） 大阪府 大阪港湾局 大阪府大阪港湾局 2020/12/03変更

32720000 地方公共団体（都道府県） 大阪府 モノレール建設事務所 大阪府モノレール建設事務所 2020/12/03追加

32799999 地方公共団体（都道府県） 大阪府 その他 その他 大阪府

32801001 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 （内部部局） 企画県民部 兵庫県企画県民部

32801002 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 （内部部局） 健康福祉部 兵庫県健康福祉部

32801003 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 （内部部局） 産業労働部 兵庫県産業労働部

32801004 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 （内部部局） 農政環境部 兵庫県農政環境部

32801005 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 （内部部局） 県土整備部 兵庫県県土整備部

32801999 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 （内部部局） その他 兵庫県

32804000 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 神戸県民センター （内部部局） 兵庫県神戸県民センター

32804101 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 神戸県民センター 神戸農林振興事務所 兵庫県神戸県民センター神戸農林振興事務所

32804102 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 神戸県民センター 神戸土地改良センター 兵庫県神戸県民センター神戸土地改良センター

32804103 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 神戸県民センター 神戸土木事務所 兵庫県神戸県民センター神戸土木事務所

32804104 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 神戸県民センター 六甲治山事務所 兵庫県神戸県民センター六甲治山事務所

32804999 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 神戸県民センター その他 兵庫県神戸県民センター

32805000 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 阪神南県民センター （内部部局） 兵庫県阪神南県民センター

32805102 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 阪神南県民センター 西宮土木事務所 兵庫県阪神南県民センター西宮土木事務所

32805103 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 阪神南県民センター 尼崎港管理事務所 兵庫県阪神南県民センター尼崎港管理事務所

32805999 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 阪神南県民センター その他 兵庫県阪神南県民センター

32806000 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 阪神北県民局 （内部部局） 兵庫県阪神北県民局

32806101 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 阪神北県民局 阪神農林振興事務所 兵庫県阪神北県民局阪神農林振興事務所

32806102 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 阪神北県民局 宝塚土木事務所 兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所

32806999 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 阪神北県民局 その他 兵庫県阪神北県民局

32807000 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 東播磨県民局 （内部部局） 兵庫県東播磨県民局

32807101 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 東播磨県民局 加古川農林水産振興事務所 兵庫県東播磨県民局加古川農林水産振興事務所

32807102 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 東播磨県民局 加古川土木事務所 兵庫県東播磨県民局加古川土木事務所

32807999 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 東播磨県民局 その他 兵庫県東播磨県民局

32808000 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 北播磨県民局 （内部部局） 兵庫県北播磨県民局

32808101 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 北播磨県民局 加東農林振興事務所 兵庫県北播磨県民局加東農林振興事務所

32808102 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 北播磨県民局 加古川流域土地改良事務所 兵庫県北播磨県民局加古川流域土地改良事務所

32808104 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 北播磨県民局 加東土木事務所 兵庫県北播磨県民局加東土木事務所

32808999 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 北播磨県民局 その他 兵庫県北播磨県民局

32809000 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 中播磨県民センター （内部部局） 兵庫県中播磨県民センター

32809101 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 中播磨県民センター 姫路農林水産振興事務所 兵庫県中播磨県民センター姫路農林水産振興事務所

32809102 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 中播磨県民センター 姫路土地改良センター 兵庫県中播磨県民センター姫路土地改良センター

32809103 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 中播磨県民センター 姫路土木事務所 兵庫県中播磨県民センター姫路土木事務所

32809104 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 中播磨県民センター 姫路港管理事務所 兵庫県中播磨県民センター姫路港管理事務所

32809999 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 中播磨県民センター その他 兵庫県中播磨県民センター

32810000 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 西播磨県民局 （内部部局） 兵庫県西播磨県民局

32810101 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 西播磨県民局 光都農林振興事務所 兵庫県西播磨県民局光都農林振興事務所

32810103 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 西播磨県民局 光都土地改良センター 兵庫県西播磨県民局光都土地改良センター

32810105 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 西播磨県民局 光都土木事務所 兵庫県西播磨県民局光都土木事務所

32810106 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 西播磨県民局 龍野土木事務所 兵庫県西播磨県民局龍野土木事務所

32810999 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 西播磨県民局 その他 兵庫県西播磨県民局

32811000 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 但馬県民局 （内部部局） 兵庫県但馬県民局

32811101 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 但馬県民局 豊岡農林水産振興事務所 兵庫県但馬県民局豊岡農林水産振興事務所

32811102 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 但馬県民局 朝来農林振興事務所 兵庫県但馬県民局朝来農林振興事務所

32811103 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 但馬県民局 但馬水産事務所 兵庫県但馬県民局但馬水産事務所

32811104 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 但馬県民局 豊岡土地改良センター 兵庫県但馬県民局豊岡土地改良センター

32811105 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 但馬県民局 朝来土地改良センター 兵庫県但馬県民局朝来土地改良センター

32811106 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 但馬県民局 豊岡土木事務所 兵庫県但馬県民局豊岡土木事務所

32811107 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 但馬県民局 新温泉土木事務所 兵庫県但馬県民局新温泉土木事務所

32811108 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 但馬県民局 養父土木事務所 兵庫県但馬県民局養父土木事務所

32811999 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 但馬県民局 その他 兵庫県但馬県民局

32812000 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 丹波県民局 （内部部局） 兵庫県丹波県民局

32812101 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 丹波県民局 丹波農林振興事務所 兵庫県丹波県民局丹波農林振興事務所
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32812102 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 丹波県民局 篠山土地改良事務所 兵庫県丹波県民局篠山土地改良事務所

32812104 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 丹波県民局 丹波土木事務所 兵庫県丹波県民局丹波土木事務所

32812999 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 丹波県民局 その他 兵庫県丹波県民局

32813000 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 淡路県民局 （内部部局） 兵庫県淡路県民局

32813101 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 淡路県民局 洲本農林水産振興事務所 兵庫県淡路県民局洲本農林水産振興事務所

32813102 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 淡路県民局 洲本土地改良事務所 兵庫県淡路県民局洲本土地改良事務所

32813103 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 淡路県民局 洲本土木事務所 兵庫県淡路県民局洲本土木事務所

32813999 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 淡路県民局 その他 兵庫県淡路県民局

32814000 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 企業庁 （内部部局） 兵庫県企業庁

32814101 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 企業庁 播磨科学公園都市まちづくり事務所 兵庫県企業庁播磨科学公園都市まちづくり事務所

32814102 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 企業庁 猪名川広域水道事務所 兵庫県企業庁猪名川広域水道事務所

32814103 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 企業庁 北摂広域水道事務所 兵庫県企業庁北摂広域水道事務所

32814104 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 企業庁 北播磨・臨海建設事務所芦屋事業所 兵庫県企業庁北播磨・臨海建設事務所芦屋事業所

32814105 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 企業庁 北播磨・臨海建設事務所 兵庫県企業庁北播磨・臨海建設事務所

32814106 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 企業庁 東播磨利水事務所 兵庫県企業庁東播磨利水事務所

32814107 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 企業庁 姫路利水事務所 兵庫県企業庁姫路利水事務所

32814999 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 企業庁 その他 兵庫県企業庁

32815001 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 公社（都道府県） 兵庫県土地開発公社 兵庫県土地開発公社

32815002 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 公社（都道府県） 兵庫県住宅供給公社 兵庫県住宅供給公社

32815003 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 公社（都道府県） 兵庫県道路公社 兵庫県道路公社

32815999 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 公社（都道府県） その他

32821001 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 兵庫県公安委員会 兵庫県警察本部 兵庫県警察本部

32821002 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 兵庫県公安委員会 （警察署）

32821999 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 兵庫県公安委員会 その他

32822000 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 土地区画整理組合

32823000 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 土地改良区

32824000 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 市街地再開発組合

32899999 地方公共団体（都道府県） 兵庫県 その他 その他 兵庫県

32901001 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （内部部局） 総務部 奈良県総務部

32901002 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （内部部局） 文化・教育・くらし創造部 奈良県文化・教育・くらし創造部 2020/12/03変更

32901003 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （内部部局） 福祉医療部 奈良県福祉医療部 2019/08/15変更

32901004 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （内部部局） 水循環・森林・景観環境部 奈良県水循環・森林・景観環境部 2020/12/03変更

32901005 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （内部部局） 産業・観光・雇用振興部 奈良県産業・観光・雇用振興部 2020/12/03変更

32901006 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （内部部局） 食と農の振興部 奈良県食と農の振興部 2020/12/03変更

32901007 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （内部部局） 県土マネジメント部 奈良県県土マネジメント部

32901999 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （内部部局） その他 奈良県

32902001 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （土木事務所） 奈良土木事務所 奈良県奈良土木事務所

32902002 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （土木事務所） 郡山土木事務所 奈良県郡山土木事務所

32902003 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （土木事務所） 高田土木事務所 奈良県高田土木事務所

32902004 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （土木事務所） 中和土木事務所 奈良県中和土木事務所

32902005 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （土木事務所） 宇陀土木事務所 奈良県宇陀土木事務所

32902006 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （土木事務所） 吉野土木事務所 奈良県吉野土木事務所

32902007 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （土木事務所） 五條土木事務所 奈良県五條土木事務所

32902999 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （土木事務所） その他 奈良県

32903000 地方公共団体（都道府県） 奈良県 流域下水道センター 奈良県流域下水道センター

32904000 地方公共団体（都道府県） 奈良県 中和公園事務所 奈良県中和公園事務所 2019/08/15変更

32908000 地方公共団体（都道府県） 奈良県 ヘリポート管理事務所 奈良県ヘリポート管理事務所

32909000 地方公共団体（都道府県） 奈良県 奈良公園事務所 奈良県奈良公園事務所

32910000 地方公共団体（都道府県） 奈良県 水道局 （内部部局） 奈良県水道局

32910101 地方公共団体（都道府県） 奈良県 水道局 広域水道センター 奈良県水道局広域水道センター

32910102 地方公共団体（都道府県） 奈良県 水道局 桜井浄水場 奈良県水道局桜井浄水場

32910103 地方公共団体（都道府県） 奈良県 水道局 御所浄水場 奈良県水道局御所浄水場

32910999 地方公共団体（都道府県） 奈良県 水道局 その他 奈良県水道局

32911001 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （農林振興事務所） 北部農林振興事務所 奈良県北部農林振興事務所

32911002 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （農林振興事務所） 中部農林振興事務所 奈良県中部農林振興事務所

32911003 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （農林振興事務所） 南部農林振興事務所 奈良県南部農林振興事務所

32911004 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （農林振興事務所） 東部農林振興事務所 奈良県東部農林振興事務所

32911999 地方公共団体（都道府県） 奈良県 （農林振興事務所） その他 奈良県

32912001 地方公共団体（都道府県） 奈良県 公社（都道府県） 奈良県土地開発公社 奈良県土地開発公社

32912999 地方公共団体（都道府県） 奈良県 公社（都道府県） その他

32913000 地方公共団体（都道府県） 奈良県 水道企業団（水道組合）

32914000 地方公共団体（都道府県） 奈良県 土地区画整理組合

32915000 地方公共団体（都道府県） 奈良県 下水道組合

32916000 地方公共団体（都道府県） 奈良県 土地改良区
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コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

32917000 地方公共団体（都道府県） 奈良県 市街地再開発組合

32918001 地方公共団体（都道府県） 奈良県 奈良県公安委員会 奈良県警察本部 奈良県警察本部

32918002 地方公共団体（都道府県） 奈良県 奈良県公安委員会 （警察署）

32918999 地方公共団体（都道府県） 奈良県 奈良県公安委員会 その他

32919000 地方公共団体（都道府県） 奈良県 県営住宅管理事務所 奈良県県営住宅管理事務所

32920000 地方公共団体（都道府県） 奈良県 幹線街路整備事務所 奈良県幹線街路整備事務所

32999999 地方公共団体（都道府県） 奈良県 その他 その他 奈良県

33001001 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 （内部部局） 総務部 和歌山県総務部

33001002 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 （内部部局） 企画部 和歌山県企画部

33001003 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 （内部部局） 環境生活部 和歌山県環境生活部

33001004 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 （内部部局） 福祉保健部 和歌山県福祉保健部

33001005 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 （内部部局） 商工観光労働部 和歌山県商工観光労働部

33001006 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 （内部部局） 農林水産部 和歌山県農林水産部

33001007 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 （内部部局） 県土整備部 和歌山県県土整備部

33001999 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 （内部部局） その他 和歌山県

33002000 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 和歌山下津港湾事務所 和歌山県和歌山下津港湾事務所

33005000 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 海草振興局 （内部部局） 和歌山県海草振興局

33005101 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 海草振興局 海南工事事務所 和歌山県海草振興局海南工事事務所

33005999 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 海草振興局 その他 和歌山県海草振興局

33006000 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 那賀振興局 （内部部局） 和歌山県那賀振興局

33006101 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 那賀振興局 紀の川流域下水道事務所 和歌山県那賀振興局紀の川流域下水道事務所

33006999 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 那賀振興局 その他 和歌山県那賀振興局

33007000 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 伊都振興局 （内部部局） 和歌山県伊都振興局

33007101 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 伊都振興局 国道橋本建設事務所 和歌山県伊都振興局国道橋本建設事務所

33007999 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 伊都振興局 その他 和歌山県伊都振興局

33008000 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 有田振興局 （内部部局） 和歌山県有田振興局

33008102 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 有田振興局 二川ダム管理事務所 和歌山県有田振興局二川ダム管理事務所

33008103 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 有田振興局 広川出張所 和歌山県有田振興局広川出張所

33008104 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 有田振興局 湯浅御坊高速事務所 和歌山県有田振興局湯浅御坊高速事務所

33008999 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 有田振興局 その他 和歌山県有田振興局

33009000 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 日高振興局 （内部部局） 和歌山県日高振興局

33009101 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 日高振興局 椿山ダム管理事務所 和歌山県日高振興局椿山ダム管理事務所

33009999 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 日高振興局 その他 和歌山県日高振興局

33010000 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 西牟婁振興局 （内部部局） 和歌山県西牟婁振興局

33010999 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 西牟婁振興局 その他 和歌山県西牟婁振興局

33011000 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 東牟婁振興局 （内部部局） 和歌山県東牟婁振興局

33011102 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 東牟婁振興局 七川ダム管理事務所 和歌山県東牟婁振興局七川ダム管理事務所

33011103 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 東牟婁振興局 近畿自動車道紀南高速事務所 和歌山県東牟婁振興局近畿自動車道紀南高速事務所

33011999 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 東牟婁振興局 その他 和歌山県東牟婁振興局

33013001 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 公社（都道府県） 和歌山県土地開発公社 和歌山県土地開発公社

33013002 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 公社（都道府県） 和歌山県住宅供給公社 和歌山県住宅供給公社

33013999 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 公社（都道府県） その他

33014000 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 水道企業団（水道組合）

33015000 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 土地区画整理組合

33016000 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 下水道組合

33017000 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 土地改良区

33018000 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 市街地再開発組合

33019001 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 和歌山県公安委員会 和歌山県警察本部 和歌山県警察本部

33019002 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 和歌山県公安委員会 （警察署）

33019999 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 和歌山県公安委員会 その他

33020000 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 土砂災害啓発センター 和歌山県土砂災害啓発センター

33021000 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 和歌山県教育委員会 和歌山県教育委員会

33099999 地方公共団体（都道府県） 和歌山県 その他 その他 和歌山県

33101001 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 （内部部局） 総務部 鳥取県総務部

33101002 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 （内部部局） 地域振興部 鳥取県地域振興部

33101003 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 （内部部局） 福祉保健部 鳥取県福祉保健部

33101004 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 （内部部局） 生活環境部 鳥取県生活環境部

33101005 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 （内部部局） 商工労働部 鳥取県商工労働部

33101006 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 （内部部局） 農林水産部 鳥取県農林水産部

33101007 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 （内部部局） 県土整備部 鳥取県県土整備部

33101999 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 （内部部局） その他 鳥取県

33106000 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 鳥取港湾事務所 鳥取県鳥取港湾事務所

33108000 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 企業局 （内部部局） 鳥取県企業局

33108101 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 企業局 東部事務所 鳥取県企業局東部事務所
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33108102 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 企業局 西部事務所 鳥取県企業局西部事務所

33108999 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 企業局 その他 鳥取県企業局

33109001 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 公社（都道府県） 鳥取県土地開発公社 鳥取県土地開発公社

33109002 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 公社（都道府県） 鳥取県住宅供給公社 鳥取県住宅供給公社

33109999 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 公社（都道府県） その他

33110000 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 水道企業団（水道組合）

33111000 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 土地区画整理組合

33112000 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 下水道組合

33113000 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 土地改良区

33114000 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 市街地再開発組合

33115001 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 鳥取県公安委員会 鳥取県警察本部 鳥取県警察本部

33115002 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 鳥取県公安委員会 （警察署）

33115999 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 鳥取県公安委員会 その他

33116000 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 中部総合事務所 （内部部局） 鳥取県中部総合事務所

33116101 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 中部総合事務所 農林局 鳥取県中部総合事務所農林局

33116102 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 中部総合事務所 県土整備局 鳥取県中部総合事務所県土整備局

33116999 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 中部総合事務所 その他 鳥取県中部総合事務所

33117000 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 西部総合事務所 （内部部局） 鳥取県西部総合事務所

33117101 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 西部総合事務所 農林局 鳥取県西部総合事務所農林局

33117102 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 西部総合事務所 米子県土整備局 鳥取県西部総合事務所米子県土整備局

33117103 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 西部総合事務所 日野振興センター 鳥取県西部総合事務所日野振興センター

33117104 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 西部総合事務所 日野振興センター日野振興局 鳥取県西部総合事務所日野振興センター日野振興局

33117105 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 西部総合事務所 日野振興センター日野県土整備局 鳥取県西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局

33117999 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 西部総合事務所 その他 鳥取県西部総合事務所

33120001 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 （県土整備事務所） 鳥取県土整備事務所 鳥取県鳥取県土整備事務所

33120002 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 （県土整備事務所） 八頭県土整備事務所 鳥取県八頭県土整備事務所

33120999 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 （県土整備事務所） その他 鳥取県

33121001 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 （農林事務所） 東部農林事務所 鳥取県東部農林事務所

33121002 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 （農林事務所） 東部農林事務所八頭事務所 鳥取県東部農林事務所八頭事務所

33121999 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 （農林事務所） その他 鳥取県

33122000 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 病院局 鳥取県病院局 2019/08/15追加

33199999 地方公共団体（都道府県） 鳥取県 その他 その他 鳥取県

33201001 地方公共団体（都道府県） 島根県 （内部部局） 総務部 島根県総務部

33201002 地方公共団体（都道府県） 島根県 （内部部局） 地域振興部 島根県地域振興部

33201003 地方公共団体（都道府県） 島根県 （内部部局） 環境生活部 島根県環境生活部

33201004 地方公共団体（都道府県） 島根県 （内部部局） 健康福祉部 島根県健康福祉部

33201005 地方公共団体（都道府県） 島根県 （内部部局） 農林水産部 島根県農林水産部

33201006 地方公共団体（都道府県） 島根県 （内部部局） 商工労働部 島根県商工労働部

33201007 地方公共団体（都道府県） 島根県 （内部部局） 土木部 島根県土木部

33201008 地方公共団体（都道府県） 島根県 （内部部局） 政策企画局 島根県政策企画局

33201009 地方公共団体（都道府県） 島根県 （内部部局） 出納局 島根県出納局

33201010 地方公共団体（都道府県） 島根県 （内部部局） 防災部 島根県防災部

33201999 地方公共団体（都道府県） 島根県 （内部部局） その他 島根県

33202000 地方公共団体（都道府県） 島根県 隠岐支庁 島根県隠岐支庁

33203001 地方公共団体（都道府県） 島根県 （農林振興センター） 東部農林振興センター 島根県東部農林振興センター

33203004 地方公共団体（都道府県） 島根県 （農林振興センター） 西部農林振興センター 島根県西部農林振興センター

33203999 地方公共団体（都道府県） 島根県 （農林振興センター） その他 島根県

33205001 地方公共団体（都道府県） 島根県 （水産事務所） 松江水産事務所 島根県松江水産事務所

33205002 地方公共団体（都道府県） 島根県 （水産事務所） 浜田水産事務所 島根県浜田水産事務所

33205999 地方公共団体（都道府県） 島根県 （水産事務所） その他 島根県

33206001 地方公共団体（都道府県） 島根県 （県土整備事務所） 松江県土整備事務所 島根県松江県土整備事務所

33206002 地方公共団体（都道府県） 島根県 （県土整備事務所） 雲南県土整備事務所 島根県雲南県土整備事務所

33206003 地方公共団体（都道府県） 島根県 （県土整備事務所） 出雲県土整備事務所 島根県出雲県土整備事務所

33206004 地方公共団体（都道府県） 島根県 （県土整備事務所） 県央県土整備事務所 島根県県央県土整備事務所

33206005 地方公共団体（都道府県） 島根県 （県土整備事務所） 浜田県土整備事務所 島根県浜田県土整備事務所

33206006 地方公共団体（都道府県） 島根県 （県土整備事務所） 益田県土整備事務所 島根県益田県土整備事務所

33206999 地方公共団体（都道府県） 島根県 （県土整備事務所） その他 島根県

33207000 地方公共団体（都道府県） 島根県 浜田河川総合開発事務所 島根県浜田河川総合開発事務所

33209000 地方公共団体（都道府県） 島根県 出雲空港管理事務所 島根県出雲空港管理事務所

33210000 地方公共団体（都道府県） 島根県 宍道湖流域下水道事務所 島根県宍道湖流域下水道事務所 2020/12/03変更

33211000 地方公共団体（都道府県） 島根県 企業局 （内部部局） 島根県企業局

33211101 地方公共団体（都道府県） 島根県 企業局 東部事務所 島根県企業局東部事務所

33211102 地方公共団体（都道府県） 島根県 企業局 西部事務所 島根県企業局西部事務所

33211999 地方公共団体（都道府県） 島根県 企業局 その他 島根県企業局
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

33212001 地方公共団体（都道府県） 島根県 公社（都道府県） 島根県土地開発公社 島根県土地開発公社

33212002 地方公共団体（都道府県） 島根県 公社（都道府県） 島根県住宅供給公社 島根県住宅供給公社

33212999 地方公共団体（都道府県） 島根県 公社（都道府県） その他

33218001 地方公共団体（都道府県） 島根県 島根県公安委員会 島根県警察本部 島根県警察本部

33218002 地方公共団体（都道府県） 島根県 島根県公安委員会 （警察署）

33218999 地方公共団体（都道府県） 島根県 島根県公安委員会 その他

33219000 地方公共団体（都道府県） 島根県 浜田港湾振興センター 島根県浜田港湾振興センター

33220000 地方公共団体（都道府県） 島根県 土地区画整理組合

33221000 地方公共団体（都道府県） 島根県 土地改良区

33222000 地方公共団体（都道府県） 島根県 市街地再開発組合

33299999 地方公共団体（都道府県） 島根県 その他 その他 島根県

33301001 地方公共団体（都道府県） 岡山県 （内部部局） 総務部 岡山県総務部

33301002 地方公共団体（都道府県） 岡山県 （内部部局） 県民生活部 岡山県県民生活部

33301003 地方公共団体（都道府県） 岡山県 （内部部局） 環境文化部 岡山県環境文化部

33301004 地方公共団体（都道府県） 岡山県 （内部部局） 保健福祉部 岡山県保健福祉部

33301005 地方公共団体（都道府県） 岡山県 （内部部局） 産業労働部 岡山県産業労働部

33301006 地方公共団体（都道府県） 岡山県 （内部部局） 農林水産部 岡山県農林水産部

33301007 地方公共団体（都道府県） 岡山県 （内部部局） 土木部 岡山県土木部

33301008 地方公共団体（都道府県） 岡山県 （内部部局） 総合政策局 岡山県総合政策局

33301009 地方公共団体（都道府県） 岡山県 （内部部局） 出納局 岡山県出納局

33301999 地方公共団体（都道府県） 岡山県 （内部部局） その他 岡山県

33302000 地方公共団体（都道府県） 岡山県 岡山空港管理事務所 岡山県岡山空港管理事務所

33303000 地方公共団体（都道府県） 岡山県 岡南飛行場管理事務所 岡山県岡南飛行場管理事務所

33304000 地方公共団体（都道府県） 岡山県 備前県民局 （内部部局） 岡山県備前県民局

33304101 地方公共団体（都道府県） 岡山県 備前県民局 岡山港管理事務所 岡山県備前県民局岡山港管理事務所

33304105 地方公共団体（都道府県） 岡山県 備前県民局 宇野港管理事務所 岡山県備前県民局宇野港管理事務所

33304106 地方公共団体（都道府県） 岡山県 備前県民局 旭川ダム統合管理事務所 岡山県備前県民局旭川ダム統合管理事務所

33304107 地方公共団体（都道府県） 岡山県 備前県民局 八塔寺川ダム管理事務所 岡山県備前県民局八塔寺川ダム管理事務所

33304108 地方公共団体（都道府県） 岡山県 備前県民局 東備地域事務所 岡山県備前県民局東備地域事務所

33304999 地方公共団体（都道府県） 岡山県 備前県民局 その他 岡山県備前県民局

33306000 地方公共団体（都道府県） 岡山県 備中県民局 （内部部局） 岡山県備中県民局

33306101 地方公共団体（都道府県） 岡山県 備中県民局 水島港湾事務所 岡山県備中県民局水島港湾事務所

33306102 地方公共団体（都道府県） 岡山県 備中県民局 楢井ダム管理事務所 岡山県備中県民局楢井ダム管理事務所

33306103 地方公共団体（都道府県） 岡山県 備中県民局 高梁川ダム統合管理事務所 岡山県備中県民局高梁川ダム統合管理事務所

33306104 地方公共団体（都道府県） 岡山県 備中県民局 井笠地域事務所 岡山県備中県民局井笠地域事務所

33306105 地方公共団体（都道府県） 岡山県 備中県民局 高梁地域事務所 岡山県備中県民局高梁地域事務所

33306106 地方公共団体（都道府県） 岡山県 備中県民局 新見地域事務所 岡山県備中県民局新見地域事務所

33306999 地方公共団体（都道府県） 岡山県 備中県民局 その他 岡山県備中県民局

33311000 地方公共団体（都道府県） 岡山県 美作県民局 （内部部局） 岡山県美作県民局

33311101 地方公共団体（都道府県） 岡山県 美作県民局 津川ダム管理事務所 岡山県美作県民局津川ダム管理事務所

33311102 地方公共団体（都道府県） 岡山県 美作県民局 湯原ダム管理事務所 岡山県美作県民局湯原ダム管理事務所

33311103 地方公共団体（都道府県） 岡山県 美作県民局 真庭地域事務所 岡山県美作県民局真庭地域事務所

33311104 地方公共団体（都道府県） 岡山県 美作県民局 勝英地域事務所 岡山県美作県民局勝英地域事務所

33311105 地方公共団体（都道府県） 岡山県 美作県民局 黒木ダム管理事務所 岡山県美作県民局黒木ダム管理事務所

33311999 地方公共団体（都道府県） 岡山県 美作県民局 その他 岡山県美作県民局

33313000 地方公共団体（都道府県） 岡山県 企業局 （内部部局） 岡山県企業局

33313104 地方公共団体（都道府県） 岡山県 企業局 工業用水道事務所 岡山県企業局工業用水道事務所

33313105 地方公共団体（都道府県） 岡山県 企業局 発電総合管理事務所 岡山県企業局発電総合管理事務所

33313999 地方公共団体（都道府県） 岡山県 企業局 その他 岡山県企業局

33314001 地方公共団体（都道府県） 岡山県 公社（都道府県） 岡山県土地開発公社 岡山県土地開発公社

33314999 地方公共団体（都道府県） 岡山県 公社（都道府県） その他

33315000 地方公共団体（都道府県） 岡山県 広域水道企業団

33316000 地方公共団体（都道府県） 岡山県 土地区画整理組合

33317000 地方公共団体（都道府県） 岡山県 下水道組合

33318000 地方公共団体（都道府県） 岡山県 土地改良区

33319000 地方公共団体（都道府県） 岡山県 市街地再開発組合

33320001 地方公共団体（都道府県） 岡山県 岡山県公安委員会 岡山県警察本部 岡山県警察本部

33320002 地方公共団体（都道府県） 岡山県 岡山県公安委員会 （警察署）

33320999 地方公共団体（都道府県） 岡山県 岡山県公安委員会 その他

33399999 地方公共団体（都道府県） 岡山県 その他 その他 岡山県

33401001 地方公共団体（都道府県） 広島県 （内部部局） 総務局 広島県総務局

33401002 地方公共団体（都道府県） 広島県 （内部部局） 地域政策局 広島県地域政策局

33401003 地方公共団体（都道府県） 広島県 （内部部局） 環境県民局 広島県環境県民局

33401004 地方公共団体（都道府県） 広島県 （内部部局） 健康福祉局 広島県健康福祉局
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

33401005 地方公共団体（都道府県） 広島県 （内部部局） 商工労働局 広島県商工労働局

33401006 地方公共団体（都道府県） 広島県 （内部部局） 農林水産局 広島県農林水産局

33401007 地方公共団体（都道府県） 広島県 （内部部局） 土木建築局 広島県土木建築局

33401999 地方公共団体（都道府県） 広島県 （内部部局） その他 広島県

33402000 地方公共団体（都道府県） 広島県 広島港湾振興事務所 広島県広島港湾振興事務所

33411000 地方公共団体（都道府県） 広島県 企業局 （内部部局） 広島県企業局

33411101 地方公共団体（都道府県） 広島県 企業局 広島水道事務所 広島県企業局広島水道事務所

33411104 地方公共団体（都道府県） 広島県 企業局 水質管理センター 広島県企業局水質管理センター

33411999 地方公共団体（都道府県） 広島県 企業局 その他 広島県企業局

33412001 地方公共団体（都道府県） 広島県 公社（都道府県） 広島県土地開発公社 広島県土地開発公社

33412002 地方公共団体（都道府県） 広島県 公社（都道府県） 広島県住宅供給公社 広島県住宅供給公社

33412003 地方公共団体（都道府県） 広島県 公社（都道府県） 広島県道路公社 広島県道路公社

33412004 地方公共団体（都道府県） 広島県 公社（都道府県） 広島高速道路公社 広島高速道路公社

33412999 地方公共団体（都道府県） 広島県 公社（都道府県） その他

33413000 地方公共団体（都道府県） 広島県 水道企業団（水道組合）

33414000 地方公共団体（都道府県） 広島県 土地区画整理組合

33415000 地方公共団体（都道府県） 広島県 下水道組合

33416000 地方公共団体（都道府県） 広島県 土地改良区

33417000 地方公共団体（都道府県） 広島県 市街地再開発組合

33418001 地方公共団体（都道府県） 広島県 広島県公安委員会 広島県警察本部 広島県警察本部

33418002 地方公共団体（都道府県） 広島県 広島県公安委員会 （警察署）

33418999 地方公共団体（都道府県） 広島県 広島県公安委員会 その他

33419000 地方公共団体（都道府県） 広島県 西部農林水産事務所 （内部部局） 広島県西部農林水産事務所

33419101 地方公共団体（都道府県） 広島県 西部農林水産事務所 呉農林事業所 広島県西部農林水産事務所呉農林事業所

33419102 地方公共団体（都道府県） 広島県 西部農林水産事務所 東広島農林事業所 広島県西部農林水産事務所東広島農林事業所

33419999 地方公共団体（都道府県） 広島県 西部農林水産事務所 その他 広島県西部農林水産事務所

33420000 地方公共団体（都道府県） 広島県 東部農林水産事務所 （内部部局） 広島県東部農林水産事務所

33420101 地方公共団体（都道府県） 広島県 東部農林水産事務所 尾道農林事業所 広島県東部農林水産事務所尾道農林事業所

33420999 地方公共団体（都道府県） 広島県 東部農林水産事務所 その他 広島県東部農林水産事務所

33421000 地方公共団体（都道府県） 広島県 北部農林水産事務所 広島県北部農林水産事務所

33422000 地方公共団体（都道府県） 広島県 西部建設事務所 （内部部局） 広島県西部建設事務所

33422101 地方公共団体（都道府県） 広島県 西部建設事務所 呉支所 広島県西部建設事務所呉支所

33422102 地方公共団体（都道府県） 広島県 西部建設事務所 廿日市支所 広島県西部建設事務所廿日市支所

33422103 地方公共団体（都道府県） 広島県 西部建設事務所 安芸太田支所 広島県西部建設事務所安芸太田支所

33422104 地方公共団体（都道府県） 広島県 西部建設事務所 東広島支所 広島県西部建設事務所東広島支所

33422999 地方公共団体（都道府県） 広島県 西部建設事務所 その他 広島県西部建設事務所

33423000 地方公共団体（都道府県） 広島県 東部建設事務所 （内部部局） 広島県東部建設事務所

33423101 地方公共団体（都道府県） 広島県 東部建設事務所 三原支所 広島県東部建設事務所三原支所

33423999 地方公共団体（都道府県） 広島県 東部建設事務所 その他 広島県東部建設事務所

33424000 地方公共団体（都道府県） 広島県 北部建設事務所 （内部部局） 広島県北部建設事務所

33424101 地方公共団体（都道府県） 広島県 北部建設事務所 庄原支所 広島県北部建設事務所庄原支所

33424999 地方公共団体（都道府県） 広島県 北部建設事務所 その他 広島県北部建設事務所

33499999 地方公共団体（都道府県） 広島県 その他 その他 広島県

33501001 地方公共団体（都道府県） 山口県 （内部部局） 総務部 山口県総務部

33501003 地方公共団体（都道府県） 山口県 （内部部局） 環境生活部 山口県環境生活部

33501004 地方公共団体（都道府県） 山口県 （内部部局） 健康福祉部 山口県健康福祉部

33501005 地方公共団体（都道府県） 山口県 （内部部局） 商工労働部 山口県商工労働部

33501006 地方公共団体（都道府県） 山口県 （内部部局） 農林水産部 山口県農林水産部

33501008 地方公共団体（都道府県） 山口県 （内部部局） 土木建築部 山口県土木建築部

33501010 地方公共団体（都道府県） 山口県 （内部部局） 総合企画部 山口県総合企画部

33501011 地方公共団体（都道府県） 山口県 （内部部局） 産業戦略部 山口県産業戦略部

33501012 地方公共団体（都道府県） 山口県 （内部部局） 観光スポーツ文化部 山口県観光スポーツ文化部

33501999 地方公共団体（都道府県） 山口県 （内部部局） その他 山口県

33504000 地方公共団体（都道府県） 山口県 下関水産振興局 山口県下関水産振興局

33506001 地方公共団体（都道府県） 山口県 （土木建築事務所） 岩国土木建築事務所 山口県岩国土木建築事務所

33506002 地方公共団体（都道府県） 山口県 （土木建築事務所） 柳井土木建築事務所 山口県柳井土木建築事務所

33506003 地方公共団体（都道府県） 山口県 （土木建築事務所） 周南土木建築事務所 山口県周南土木建築事務所

33506004 地方公共団体（都道府県） 山口県 （土木建築事務所） 防府土木建築事務所 山口県防府土木建築事務所

33506006 地方公共団体（都道府県） 山口県 （土木建築事務所） 宇部土木建築事務所 山口県宇部土木建築事務所

33506007 地方公共団体（都道府県） 山口県 （土木建築事務所） 下関土木建築事務所 山口県下関土木建築事務所

33506008 地方公共団体（都道府県） 山口県 （土木建築事務所） 長門土木建築事務所 山口県長門土木建築事務所

33506009 地方公共団体（都道府県） 山口県 （土木建築事務所） 萩土木建築事務所 山口県萩土木建築事務所

33506999 地方公共団体（都道府県） 山口県 （土木建築事務所） その他 山口県

33508001 地方公共団体（都道府県） 山口県 （港湾管理事務所） 岩国港湾管理事務所 山口県岩国港湾管理事務所
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33508002 地方公共団体（都道府県） 山口県 （港湾管理事務所） 周南港湾管理事務所 山口県周南港湾管理事務所

33508003 地方公共団体（都道府県） 山口県 （港湾管理事務所） 宇部港湾管理事務所 山口県宇部港湾管理事務所

33508999 地方公共団体（都道府県） 山口県 （港湾管理事務所） その他 山口県

33509001 地方公共団体（都道府県） 山口県 （港務所） 防府港務所 山口県防府港務所

33509002 地方公共団体（都道府県） 山口県 （港務所） 萩港務所 山口県萩港務所

33509999 地方公共団体（都道府県） 山口県 （港務所） その他 山口県

33510000 地方公共団体（都道府県） 山口県 錦川総合開発事務所 山口県錦川総合開発事務所

33512001 地方公共団体（都道府県） 山口県 （ダム管理事務所） 菅野ダム管理事務所 山口県菅野ダム管理事務所

33512002 地方公共団体（都道府県） 山口県 （ダム管理事務所） 向道ダム管理事務所 山口県向道ダム管理事務所

33512003 地方公共団体（都道府県） 山口県 （ダム管理事務所） 川上ダム管理事務所 山口県川上ダム管理事務所

33512004 地方公共団体（都道府県） 山口県 （ダム管理事務所） 佐波川ダム管理事務所 山口県佐波川ダム管理事務所

33512005 地方公共団体（都道府県） 山口県 （ダム管理事務所） 厚東川ダム管理事務所 山口県厚東川ダム管理事務所

33512006 地方公共団体（都道府県） 山口県 （ダム管理事務所） 木屋川ダム管理事務所 山口県木屋川ダム管理事務所

33512007 地方公共団体（都道府県） 山口県 （ダム管理事務所） 阿武川ダム管理事務所 山口県阿武川ダム管理事務所

33512008 地方公共団体（都道府県） 山口県 （ダム管理事務所） 小瀬川ダム管理事務所 山口県小瀬川ダム管理事務所

33512999 地方公共団体（都道府県） 山口県 （ダム管理事務所） その他 山口県

33513000 地方公共団体（都道府県） 山口県 山口宇部空港事務所 山口県山口宇部空港事務所

33514000 地方公共団体（都道府県） 山口県 企業局 （内部部局） 山口県企業局

33514101 地方公共団体（都道府県） 山口県 企業局 佐波川工業用水道事務所 山口県企業局佐波川工業用水道事務所

33514102 地方公共団体（都道府県） 山口県 企業局 西部利水事務所 山口県企業局西部利水事務所

33514103 地方公共団体（都道府県） 山口県 企業局 東部発電事務所 山口県企業局東部発電事務所

33514105 地方公共団体（都道府県） 山口県 企業局 小瀬川工業用水道事務所 山口県企業局小瀬川工業用水道事務所

33514107 地方公共団体（都道府県） 山口県 企業局 周南工業用水道事務所 山口県企業局周南工業用水道事務所

33514108 地方公共団体（都道府県） 山口県 企業局 厚東川工業用水道事務所 山口県企業局厚東川工業用水道事務所

33514999 地方公共団体（都道府県） 山口県 企業局 その他 山口県企業局

33515000 地方公共団体（都道府県） 山口県 公社（都道府県）

33516000 地方公共団体（都道府県） 山口県 水道企業団（水道組合）

33517000 地方公共団体（都道府県） 山口県 土地区画整理組合

33518000 地方公共団体（都道府県） 山口県 下水道組合

33519000 地方公共団体（都道府県） 山口県 土地改良区

33520000 地方公共団体（都道府県） 山口県 市街地再開発組合

33521001 地方公共団体（都道府県） 山口県 山口県公安委員会 山口県警察本部 山口県警察本部

33521002 地方公共団体（都道府県） 山口県 山口県公安委員会 （警察署）

33521999 地方公共団体（都道府県） 山口県 山口県公安委員会 その他

33523001 地方公共団体（都道府県） 山口県 （農林水産事務所） 岩国農林水産事務所 山口県岩国農林水産事務所 2019/08/15追加

33523002 地方公共団体（都道府県） 山口県 （農林水産事務所） 柳井農林水産事務所 山口県柳井農林水産事務所 2019/08/15追加

33523003 地方公共団体（都道府県） 山口県 （農林水産事務所） 周南農林水産事務所 山口県周南農林水産事務所 2019/08/15追加

33523004 地方公共団体（都道府県） 山口県 （農林水産事務所） 山口農林水産事務所 山口県山口農林水産事務所 2019/08/15追加

33523005 地方公共団体（都道府県） 山口県 （農林水産事務所） 美祢農林水産事務所 山口県美祢農林水産事務所 2019/08/15追加

33523006 地方公共団体（都道府県） 山口県 （農林水産事務所） 長門農林水産事務所 山口県長門農林水産事務所 2019/08/15追加

33523007 地方公共団体（都道府県） 山口県 （農林水産事務所） 萩農林水産事務所 山口県萩農林水産事務所 2019/08/15追加

33523999 地方公共団体（都道府県） 山口県 （農林水産事務所） その他 山口県 2019/08/15追加

33525001 地方公共団体（都道府県） 山口県 （農林事務所） 下関農林事務所 山口県下関農林事務所 2020/12/03追加

33525999 地方公共団体（都道府県） 山口県 （農林事務所） その他 山口県 2020/12/03追加

33599999 地方公共団体（都道府県） 山口県 その他 その他 山口県

33601002 地方公共団体（都道府県） 徳島県 （内部部局） 未来創生文化部 徳島県未来創生文化部 2020/12/03変更

33601003 地方公共団体（都道府県） 徳島県 （内部部局） 保健福祉部 徳島県保健福祉部

33601004 地方公共団体（都道府県） 徳島県 （内部部局） 商工労働観光部 徳島県商工労働観光部

33601005 地方公共団体（都道府県） 徳島県 （内部部局） 農林水産部 徳島県農林水産部

33601006 地方公共団体（都道府県） 徳島県 （内部部局） 県土整備部 徳島県県土整備部

33601007 地方公共団体（都道府県） 徳島県 （内部部局） 危機管理環境部 徳島県危機管理環境部 2020/12/03変更

33601008 地方公共団体（都道府県） 徳島県 （内部部局） 政策創造部 徳島県政策創造部

33601009 地方公共団体（都道府県） 徳島県 （内部部局） 経営戦略部 徳島県経営戦略部

33601999 地方公共団体（都道府県） 徳島県 （内部部局） その他 徳島県

33606000 地方公共団体（都道府県） 徳島県 企業局 （内部部局） 徳島県企業局

33606101 地方公共団体（都道府県） 徳島県 企業局 総合管理推進センター 徳島県企業局総合管理推進センター 2019/08/15変更

33606999 地方公共団体（都道府県） 徳島県 企業局 その他 徳島県企業局

33607001 地方公共団体（都道府県） 徳島県 公社（都道府県） 徳島県土地開発公社 徳島県土地開発公社

33607002 地方公共団体（都道府県） 徳島県 公社（都道府県） 徳島県住宅供給公社 徳島県住宅供給公社

33607999 地方公共団体（都道府県） 徳島県 公社（都道府県） その他

33608000 地方公共団体（都道府県） 徳島県 水道企業団（水道組合）

33609000 地方公共団体（都道府県） 徳島県 土地区画整理組合

33610000 地方公共団体（都道府県） 徳島県 下水道組合

33611000 地方公共団体（都道府県） 徳島県 土地改良区
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33612000 地方公共団体（都道府県） 徳島県 市街地再開発組合

33613001 地方公共団体（都道府県） 徳島県 徳島県公安委員会 徳島県警察本部 徳島県警察本部

33613002 地方公共団体（都道府県） 徳島県 徳島県公安委員会 （警察署）

33613999 地方公共団体（都道府県） 徳島県 徳島県公安委員会 その他

33614001 地方公共団体（都道府県） 徳島県 南部総合県民局 農林水産部 徳島県南部総合県民局農林水産部 2019/08/15変更

33614002 地方公共団体（都道府県） 徳島県 南部総合県民局 県土整備部 徳島県南部総合県民局県土整備部

33614003 地方公共団体（都道府県） 徳島県 南部総合県民局 地域創生防災部 徳島県南部総合県民局地域創生防災部 2020/12/03変更

33614004 地方公共団体（都道府県） 徳島県 南部総合県民局 保健福祉環境部 徳島県南部総合県民局保健福祉環境部 2020/12/03追加

33614999 地方公共団体（都道府県） 徳島県 南部総合県民局 その他 徳島県南部総合県民局

33615001 地方公共団体（都道府県） 徳島県 西部総合県民局 農林水産部 徳島県西部総合県民局農林水産部

33615002 地方公共団体（都道府県） 徳島県 西部総合県民局 県土整備部 徳島県西部総合県民局県土整備部

33615003 地方公共団体（都道府県） 徳島県 西部総合県民局 地域創生観光部 徳島県西部総合県民局地域創生観光部 2020/12/03追加

33615004 地方公共団体（都道府県） 徳島県 西部総合県民局 保健福祉環境部 徳島県西部総合県民局保健福祉環境部 2020/12/03追加

33615999 地方公共団体（都道府県） 徳島県 西部総合県民局 その他 徳島県西部総合県民局

33616000 地方公共団体（都道府県） 徳島県 東部農林水産局 徳島県東部農林水産局

33617000 地方公共団体（都道府県） 徳島県 東部県土整備局 徳島県東部県土整備局

33699999 地方公共団体（都道府県） 徳島県 その他 その他 徳島県

33701001 地方公共団体（都道府県） 香川県 （内部部局） 総務部 香川県総務部

33701002 地方公共団体（都道府県） 香川県 （内部部局） 政策部 香川県政策部

33701003 地方公共団体（都道府県） 香川県 （内部部局） 環境森林部 香川県環境森林部

33701004 地方公共団体（都道府県） 香川県 （内部部局） 健康福祉部 香川県健康福祉部

33701005 地方公共団体（都道府県） 香川県 （内部部局） 商工労働部 香川県商工労働部

33701006 地方公共団体（都道府県） 香川県 （内部部局） 農政水産部 香川県農政水産部

33701007 地方公共団体（都道府県） 香川県 （内部部局） 土木部 香川県土木部

33701008 地方公共団体（都道府県） 香川県 （内部部局） 交流推進部 香川県交流推進部

33701999 地方公共団体（都道府県） 香川県 （内部部局） その他 香川県

33702001 地方公共団体（都道府県） 香川県 （土地改良事務所） 東讃土地改良事務所 香川県東讃土地改良事務所

33702002 地方公共団体（都道府県） 香川県 （土地改良事務所） 中讃土地改良事務所 香川県中讃土地改良事務所

33702003 地方公共団体（都道府県） 香川県 （土地改良事務所） 西讃土地改良事務所 香川県西讃土地改良事務所

33702999 地方公共団体（都道府県） 香川県 （土地改良事務所） その他 香川県

33703001 地方公共団体（都道府県） 香川県 （林業事務所） 東部林業事務所 香川県東部林業事務所

33703002 地方公共団体（都道府県） 香川県 （林業事務所） 西部林業事務所 香川県西部林業事務所

33703999 地方公共団体（都道府県） 香川県 （林業事務所） その他 香川県

33704001 地方公共団体（都道府県） 香川県 （土木事務所） 長尾土木事務所 香川県長尾土木事務所

33704002 地方公共団体（都道府県） 香川県 （土木事務所） 高松土木事務所 香川県高松土木事務所

33704003 地方公共団体（都道府県） 香川県 （土木事務所） 中讃土木事務所 香川県中讃土木事務所

33704005 地方公共団体（都道府県） 香川県 （土木事務所） 西讃土木事務所 香川県西讃土木事務所

33704999 地方公共団体（都道府県） 香川県 （土木事務所） その他 香川県

33705000 地方公共団体（都道府県） 香川県 高松港管理事務所 香川県高松港管理事務所

33708000 地方公共団体（都道府県） 香川県 公社（都道府県）

33709000 地方公共団体（都道府県） 香川県 水道企業団（水道組合）

33710000 地方公共団体（都道府県） 香川県 土地区画整理組合

33711000 地方公共団体（都道府県） 香川県 下水道組合

33712000 地方公共団体（都道府県） 香川県 土地改良区

33713000 地方公共団体（都道府県） 香川県 市街地再開発組合

33714001 地方公共団体（都道府県） 香川県 香川県公安委員会 香川県警察本部 香川県警察本部

33714002 地方公共団体（都道府県） 香川県 香川県公安委員会 （警察署）

33714999 地方公共団体（都道府県） 香川県 香川県公安委員会 その他

33715000 地方公共団体（都道府県） 香川県 小豆総合事務所 香川県小豆総合事務所

33799999 地方公共団体（都道府県） 香川県 その他 その他 香川県

33801001 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 （内部部局） 総務部 愛媛県総務部

33801002 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 （内部部局） 企画振興部 愛媛県企画振興部

33801003 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 （内部部局） 県民環境部 愛媛県県民環境部

33801004 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 （内部部局） 保健福祉部 愛媛県保健福祉部

33801005 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 （内部部局） 経済労働部 愛媛県経済労働部

33801006 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 （内部部局） 農林水産部 愛媛県農林水産部

33801007 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 （内部部局） 土木部 愛媛県土木部

33801009 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 （内部部局） スポーツ・文化部 愛媛県スポーツ・文化部 2019/08/15追加

33801999 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 （内部部局） その他 愛媛県

33803000 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 東予地方局 （内部部局） 愛媛県東予地方局

33803101 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 東予地方局 四国中央土木事務所 愛媛県東予地方局四国中央土木事務所

33803103 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 東予地方局 鹿森ダム管理事務所 愛媛県東予地方局鹿森ダム管理事務所

33803104 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 東予地方局 黒瀬ダム管理事務所 愛媛県東予地方局黒瀬ダム管理事務所

33803105 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 東予地方局 玉川ダム管理事務所 愛媛県東予地方局玉川ダム管理事務所
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

33803106 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 東予地方局 台ダム管理事務所 愛媛県東予地方局台ダム管理事務所

33803107 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 東予地方局 今治土木事務所 愛媛県東予地方局今治土木事務所

33803999 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 東予地方局 その他 愛媛県東予地方局

33805000 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 中予地方局 （内部部局） 愛媛県中予地方局

33805101 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 中予地方局 久万高原土木事務所 愛媛県中予地方局久万高原土木事務所

33805999 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 中予地方局 その他 愛媛県中予地方局

33806000 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 南予地方局 （内部部局） 愛媛県南予地方局

33806101 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 南予地方局 大洲土木事務所 愛媛県南予地方局大洲土木事務所

33806102 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 南予地方局 西予土木事務所 愛媛県南予地方局西予土木事務所

33806104 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 南予地方局 愛南土木事務所 愛媛県南予地方局愛南土木事務所

33806105 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 南予地方局 須賀川ダム管理事務所 愛媛県南予地方局須賀川ダム管理事務所

33806106 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 南予地方局 山財ダム管理事務所 愛媛県南予地方局山財ダム管理事務所

33806107 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 南予地方局 八幡浜土木事務所 愛媛県南予地方局八幡浜土木事務所

33806999 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 南予地方局 その他 愛媛県南予地方局

33808000 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 公営企業管理局 （内部部局） 愛媛県公営企業管理局

33808103 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 公営企業管理局 松山発電工水管理事務所 愛媛県公営企業管理局松山発電工水管理事務所

33808104 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 公営企業管理局 今治地区工業用水道管理事務所 愛媛県公営企業管理局今治地区工業用水道管理事務所

33808105 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 公営企業管理局 西条地区工業用水道管理事務所 愛媛県公営企業管理局西条地区工業用水道管理事務所

33808999 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 公営企業管理局 その他 愛媛県公営企業管理局

33809001 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 公社（都道府県） 愛媛県土地開発公社 愛媛県土地開発公社

33809999 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 公社（都道府県） その他

33810000 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 水道企業団（水道組合）

33811000 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 土地区画整理組合

33812000 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 下水道組合

33813000 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 土地改良区

33814000 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 市街地再開発組合

33815001 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 愛媛県公安委員会 愛媛県警察本部 愛媛県警察本部

33815002 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 愛媛県公安委員会 （警察署）

33815999 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 愛媛県公安委員会 その他

33899999 地方公共団体（都道府県） 愛媛県 その他 その他 愛媛県

33901001 地方公共団体（都道府県） 高知県 （内部部局） 総務部 高知県総務部

33901002 地方公共団体（都道府県） 高知県 （内部部局） 産業振興推進部 高知県産業振興推進部

33901003 地方公共団体（都道府県） 高知県 （内部部局） 健康政策部 高知県健康政策部

33901004 地方公共団体（都道府県） 高知県 （内部部局） 文化生活スポーツ部 高知県文化生活スポーツ部

33901005 地方公共団体（都道府県） 高知県 （内部部局） 商工労働部 高知県商工労働部

33901006 地方公共団体（都道府県） 高知県 （内部部局） 農業振興部 高知県農業振興部

33901007 地方公共団体（都道府県） 高知県 （内部部局） 林業振興・環境部 高知県林業振興・環境部

33901008 地方公共団体（都道府県） 高知県 （内部部局） 水産振興部 高知県水産振興部

33901009 地方公共団体（都道府県） 高知県 （内部部局） 土木部 高知県土木部

33901010 地方公共団体（都道府県） 高知県 （内部部局） 危機管理部 高知県危機管理部

33901011 地方公共団体（都道府県） 高知県 （内部部局） 観光振興部 高知県観光振興部

33901013 地方公共団体（都道府県） 高知県 （内部部局） 会計管理局 高知県会計管理局

33901014 地方公共団体（都道府県） 高知県 （内部部局） 地域福祉部 高知県地域福祉部

33901015 地方公共団体（都道府県） 高知県 （内部部局） 中山間振興・交通部 高知県中山間振興・交通部

33901999 地方公共団体（都道府県） 高知県 （内部部局） その他 高知県

33902001 地方公共団体（都道府県） 高知県 （農業振興センター） 安芸農業振興センター 高知県安芸農業振興センター

33902002 地方公共団体（都道府県） 高知県 （農業振興センター） 中央東農業振興センター 高知県中央東農業振興センター

33902003 地方公共団体（都道府県） 高知県 （農業振興センター） 中央西農業振興センター 高知県中央西農業振興センター

33902004 地方公共団体（都道府県） 高知県 （農業振興センター） 須崎農業振興センター 高知県須崎農業振興センター

33902005 地方公共団体（都道府県） 高知県 （農業振興センター） 幡多農業振興センター 高知県幡多農業振興センター

33902999 地方公共団体（都道府県） 高知県 （農業振興センター） その他 高知県

33903001 地方公共団体（都道府県） 高知県 （林業事務所） 安芸林業事務所 高知県安芸林業事務所

33903002 地方公共団体（都道府県） 高知県 （林業事務所） 中央東林業事務所 高知県中央東林業事務所

33903003 地方公共団体（都道府県） 高知県 （林業事務所） 中央西林業事務所 高知県中央西林業事務所

33903004 地方公共団体（都道府県） 高知県 （林業事務所） 須崎林業事務所 高知県須崎林業事務所

33903005 地方公共団体（都道府県） 高知県 （林業事務所） 幡多林業事務所 高知県幡多林業事務所

33903999 地方公共団体（都道府県） 高知県 （林業事務所） その他 高知県

33904002 地方公共団体（都道府県） 高知県 （土木事務所） 安芸土木事務所 高知県安芸土木事務所

33904003 地方公共団体（都道府県） 高知県 （土木事務所） 中央東土木事務所 高知県中央東土木事務所

33904005 地方公共団体（都道府県） 高知県 （土木事務所） 高知土木事務所 高知県高知土木事務所

33904006 地方公共団体（都道府県） 高知県 （土木事務所） 中央西土木事務所 高知県中央西土木事務所

33904008 地方公共団体（都道府県） 高知県 （土木事務所） 須崎土木事務所 高知県須崎土木事務所

33904010 地方公共団体（都道府県） 高知県 （土木事務所） 幡多土木事務所 高知県幡多土木事務所

33904999 地方公共団体（都道府県） 高知県 （土木事務所） その他 高知県
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33909001 地方公共団体（都道府県） 高知県 公社（都道府県） 高知県土地開発公社 高知県土地開発公社

33909002 地方公共団体（都道府県） 高知県 公社（都道府県） 高知県住宅供給公社 高知県住宅供給公社

33909999 地方公共団体（都道府県） 高知県 公社（都道府県） その他

33910000 地方公共団体（都道府県） 高知県 水道企業団（水道組合）

33911000 地方公共団体（都道府県） 高知県 土地区画整理組合

33912000 地方公共団体（都道府県） 高知県 下水道組合

33913000 地方公共団体（都道府県） 高知県 土地改良区

33914000 地方公共団体（都道府県） 高知県 市街地再開発組合

33915001 地方公共団体（都道府県） 高知県 高知県公安委員会 高知県警察本部 高知県警察本部

33915002 地方公共団体（都道府県） 高知県 高知県公安委員会 （警察署）

33915999 地方公共団体（都道府県） 高知県 高知県公安委員会 その他

33916000 地方公共団体（都道府県） 高知県 公営企業局 （内部部局） 高知県公営企業局

33916101 地方公共団体（都道府県） 高知県 公営企業局 発電管理事務所 高知県公営企業局発電管理事務所

33916102 地方公共団体（都道府県） 高知県 公営企業局 総合制御所 高知県公営企業局総合制御所

33916999 地方公共団体（都道府県） 高知県 公営企業局 その他 高知県公営企業局

33999999 地方公共団体（都道府県） 高知県 その他 その他 高知県

34001001 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （内部部局） 総務部 福岡県総務部

34001002 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （内部部局） 企画・地域振興部 福岡県企画・地域振興部

34001003 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （内部部局） 保健医療介護部 福岡県保健医療介護部

34001004 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （内部部局） 環境部 福岡県環境部

34001005 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （内部部局） 人づくり・県民生活部 福岡県人づくり・県民生活部

34001006 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （内部部局） 商工部 福岡県商工部

34001007 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （内部部局） 農林水産部 福岡県農林水産部

34001009 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （内部部局） 県土整備部 福岡県県土整備部

34001010 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （内部部局） 建築都市部 福岡県建築都市部

34001011 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （内部部局） 福祉労働部 福岡県福祉労働部

34001999 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （内部部局） その他 福岡県

34002001 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （農林事務所） 福岡農林事務所 福岡県福岡農林事務所

34002002 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （農林事務所） 朝倉農林事務所 福岡県朝倉農林事務所

34002003 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （農林事務所） 八幡農林事務所 福岡県八幡農林事務所

34002004 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （農林事務所） 飯塚農林事務所 福岡県飯塚農林事務所

34002005 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （農林事務所） 筑後農林事務所 福岡県筑後農林事務所

34002006 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （農林事務所） 行橋農林事務所 福岡県行橋農林事務所

34002999 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （農林事務所） その他 福岡県

34003000 地方公共団体（都道府県） 福岡県 筑後川水系農地開発事務所 福岡県筑後川水系農地開発事務所

34004001 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （県土整備事務所） 福岡県土整備事務所 福岡県福岡県土整備事務所

34004002 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （県土整備事務所） 久留米県土整備事務所 福岡県久留米県土整備事務所

34004003 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （県土整備事務所） 南筑後県土整備事務所 福岡県南筑後県土整備事務所

34004004 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （県土整備事務所） 直方県土整備事務所 福岡県直方県土整備事務所

34004005 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （県土整備事務所） 京築県土整備事務所 福岡県京築県土整備事務所

34004007 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （県土整備事務所） 朝倉県土整備事務所 福岡県朝倉県土整備事務所

34004008 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （県土整備事務所） 八女県土整備事務所 福岡県八女県土整備事務所

34004009 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （県土整備事務所） 北九州県土整備事務所 福岡県北九州県土整備事務所

34004010 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （県土整備事務所） 田川県土整備事務所 福岡県田川県土整備事務所

34004011 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （県土整備事務所） 飯塚県土整備事務所 福岡県飯塚県土整備事務所

34004012 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （県土整備事務所） 那珂県土整備事務所 福岡県那珂県土整備事務所

34004999 地方公共団体（都道府県） 福岡県 （県土整備事務所） その他 福岡県

34006000 地方公共団体（都道府県） 福岡県 苅田港務所 福岡県苅田港務所

34008000 地方公共団体（都道府県） 福岡県 流域下水道事務所 福岡県流域下水道事務所

34009000 地方公共団体（都道府県） 福岡県 企業局 （内部部局） 福岡県企業局

34009101 地方公共団体（都道府県） 福岡県 企業局 矢部川発電事務所 福岡県企業局矢部川発電事務所

34009102 地方公共団体（都道府県） 福岡県 企業局 苅田事務所 福岡県企業局苅田事務所

34009999 地方公共団体（都道府県） 福岡県 企業局 その他 福岡県企業局

34010002 地方公共団体（都道府県） 福岡県 公社（都道府県） 福岡県住宅供給公社 福岡県住宅供給公社

34010003 地方公共団体（都道府県） 福岡県 公社（都道府県） 福岡県道路公社 福岡県道路公社

34010004 地方公共団体（都道府県） 福岡県 公社（都道府県） 福岡北九州高速道路公社 福岡北九州高速道路公社

34010999 地方公共団体（都道府県） 福岡県 公社（都道府県） その他

34011000 地方公共団体（都道府県） 福岡県 水道企業団（水道組合）

34012000 地方公共団体（都道府県） 福岡県 土地区画整理組合

34013000 地方公共団体（都道府県） 福岡県 下水道組合

34014000 地方公共団体（都道府県） 福岡県 土地改良区

34015000 地方公共団体（都道府県） 福岡県 市街地再開発組合

34016001 地方公共団体（都道府県） 福岡県 福岡県公安委員会 福岡県警察本部 福岡県警察本部

34016002 地方公共団体（都道府県） 福岡県 福岡県公安委員会 （警察署）
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34016999 地方公共団体（都道府県） 福岡県 福岡県公安委員会 その他

34099999 地方公共団体（都道府県） 福岡県 その他 その他 福岡県

34101003 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （内部部局） 健康福祉部 佐賀県健康福祉部

34101006 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （内部部局） 県土整備部 佐賀県県土整備部

34101007 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （内部部局） 政策部 佐賀県政策部

34101008 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （内部部局） 総務部 佐賀県総務部

34101009 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （内部部局） 地域交流部 佐賀県地域交流部

34101010 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （内部部局） 県民環境部 佐賀県県民環境部

34101011 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （内部部局） 産業労働部 佐賀県産業労働部

34101012 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （内部部局） 農林水産部 佐賀県農林水産部

34101999 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （内部部局） その他 佐賀県

34102000 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 佐賀空港事務所 佐賀県佐賀空港事務所

34103001 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （農林事務所） 佐賀中部農林事務所 佐賀県佐賀中部農林事務所

34103002 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （農林事務所） 東部農林事務所 佐賀県東部農林事務所

34103003 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （農林事務所） 唐津農林事務所 佐賀県唐津農林事務所

34103004 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （農林事務所） 伊万里農林事務所 佐賀県伊万里農林事務所

34103007 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （農林事務所） 杵藤農林事務所 佐賀県杵藤農林事務所

34103999 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （農林事務所） その他 佐賀県

34104001 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （土木事務所） 佐賀土木事務所 佐賀県佐賀土木事務所

34104004 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （土木事務所） 唐津土木事務所 佐賀県唐津土木事務所

34104005 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （土木事務所） 伊万里土木事務所 佐賀県伊万里土木事務所

34104008 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （土木事務所） 東部土木事務所 佐賀県東部土木事務所

34104009 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （土木事務所） 杵藤土木事務所 佐賀県杵藤土木事務所

34104999 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 （土木事務所） その他 佐賀県

34106000 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 ダム管理事務所 佐賀県ダム管理事務所

34107001 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 公社（都道府県） 佐賀県土地開発公社 佐賀県土地開発公社

34107003 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 公社（都道府県） 佐賀県道路公社 佐賀県道路公社

34107999 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 公社（都道府県） その他

34108000 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 水道企業団（水道組合）

34109000 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 土地区画整理組合

34110000 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 下水道組合

34111000 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 土地改良区

34112000 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 市街地再開発組合

34113001 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 佐賀県公安委員会 佐賀県警察本部 佐賀県警察本部

34113002 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 佐賀県公安委員会 （警察署）

34113999 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 佐賀県公安委員会 その他

34114000 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 有明海沿岸道路整備事務所 佐賀県有明海沿岸道路整備事務所

34199999 地方公共団体（都道府県） 佐賀県 その他 その他 佐賀県

34201002 地方公共団体（都道府県） 長崎県 （内部部局） 総務部 長崎県総務部

34201005 地方公共団体（都道府県） 長崎県 （内部部局） 福祉保健部 長崎県福祉保健部

34201006 地方公共団体（都道府県） 長崎県 （内部部局） 産業労働部 長崎県産業労働部

34201007 地方公共団体（都道府県） 長崎県 （内部部局） 水産部 長崎県水産部

34201008 地方公共団体（都道府県） 長崎県 （内部部局） 農林部 長崎県農林部

34201009 地方公共団体（都道府県） 長崎県 （内部部局） 土木部 長崎県土木部

34201013 地方公共団体（都道府県） 長崎県 （内部部局） 県民生活環境部 長崎県県民生活環境部 2020/12/03追加

34201014 地方公共団体（都道府県） 長崎県 （内部部局） 企画部 長崎県企画部 2020/12/03追加

34201015 地方公共団体（都道府県） 長崎県 （内部部局） 地域振興部 長崎県地域振興部 2020/12/03追加

34201999 地方公共団体（都道府県） 長崎県 （内部部局） その他 長崎県

34208000 地方公共団体（都道府県） 長崎県 石木ダム建設事務所 長崎県石木ダム建設事務所

34209000 地方公共団体（都道府県） 長崎県 県北振興局 長崎県県北振興局

34210000 地方公共団体（都道府県） 長崎県 島原振興局 長崎県島原振興局

34211000 地方公共団体（都道府県） 長崎県 五島振興局 （内部部局） 長崎県五島振興局

34211103 地方公共団体（都道府県） 長崎県 五島振興局 上五島支所 長崎県五島振興局上五島支所

34211999 地方公共団体（都道府県） 長崎県 五島振興局 その他 長崎県五島振興局

34212000 地方公共団体（都道府県） 長崎県 壱岐振興局 長崎県壱岐振興局

34213000 地方公共団体（都道府県） 長崎県 対馬振興局 長崎県対馬振興局

34214002 地方公共団体（都道府県） 長崎県 公社（都道府県） 長崎県土地開発公社 長崎県土地開発公社

34214003 地方公共団体（都道府県） 長崎県 公社（都道府県） 長崎県住宅供給公社 長崎県住宅供給公社

34214004 地方公共団体（都道府県） 長崎県 公社（都道府県） 長崎県道路公社 長崎県道路公社

34214999 地方公共団体（都道府県） 長崎県 公社（都道府県） その他

34215000 地方公共団体（都道府県） 長崎県 水道企業団（水道組合）

34216000 地方公共団体（都道府県） 長崎県 土地区画整理組合

34217000 地方公共団体（都道府県） 長崎県 下水道組合

34218000 地方公共団体（都道府県） 長崎県 土地改良区

70 / 131 ページ



28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

34219000 地方公共団体（都道府県） 長崎県 市街地再開発組合

34220001 地方公共団体（都道府県） 長崎県 長崎県公安委員会 長崎県警察本部 長崎県警察本部

34220002 地方公共団体（都道府県） 長崎県 長崎県公安委員会 （警察署）

34220999 地方公共団体（都道府県） 長崎県 長崎県公安委員会 その他

34223000 地方公共団体（都道府県） 長崎県 長崎振興局 （内部部局） 長崎県長崎振興局

34223101 地方公共団体（都道府県） 長崎県 長崎振興局 長崎港湾漁港事務所 長崎県長崎振興局長崎港湾漁港事務所

34223999 地方公共団体（都道府県） 長崎県 長崎振興局 その他 長崎県長崎振興局

34224000 地方公共団体（都道府県） 長崎県 県央振興局 長崎県県央振興局

34299999 地方公共団体（都道府県） 長崎県 その他 その他 長崎県

34301001 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （内部部局） 総務部 熊本県総務部

34301002 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （内部部局） 企画振興部 熊本県企画振興部

34301003 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （内部部局） 健康福祉部 熊本県健康福祉部

34301004 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （内部部局） 環境生活部 熊本県環境生活部

34301005 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （内部部局） 商工観光労働部 熊本県商工観光労働部

34301006 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （内部部局） 農林水産部 熊本県農林水産部

34301008 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （内部部局） 土木部 熊本県土木部

34301999 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （内部部局） その他 熊本県

34306001 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （港管理事務所） 三角港管理事務所 熊本県三角港管理事務所

34306002 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （港管理事務所） 八代港管理事務所 熊本県八代港管理事務所

34306003 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （港管理事務所） 水俣港管理事務所 熊本県水俣港管理事務所

34306004 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （港管理事務所） 熊本港管理事務所 熊本県熊本港管理事務所

34306999 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （港管理事務所） その他 熊本県

34307000 地方公共団体（都道府県） 熊本県 天草空港管理事務所 熊本県天草空港管理事務所

34311000 地方公共団体（都道府県） 熊本県 企業局 （内部部局） 熊本県企業局

34311101 地方公共団体（都道府県） 熊本県 企業局 発電総合管理所 熊本県企業局発電総合管理所

34311102 地方公共団体（都道府県） 熊本県 企業局 都呂々ダム管理事務所 熊本県企業局都呂々ダム管理事務所

34311999 地方公共団体（都道府県） 熊本県 企業局 その他 熊本県企業局

34312003 地方公共団体（都道府県） 熊本県 公社（都道府県） 熊本県道路公社 熊本県道路公社

34312999 地方公共団体（都道府県） 熊本県 公社（都道府県） その他

34313000 地方公共団体（都道府県） 熊本県 水道企業団（水道組合）

34314000 地方公共団体（都道府県） 熊本県 土地区画整理組合

34315000 地方公共団体（都道府県） 熊本県 下水道組合

34316000 地方公共団体（都道府県） 熊本県 土地改良区

34317000 地方公共団体（都道府県） 熊本県 市街地再開発組合

34318001 地方公共団体（都道府県） 熊本県 熊本県公安委員会 熊本県警察本部 熊本県警察本部

34318002 地方公共団体（都道府県） 熊本県 熊本県公安委員会 （警察署）

34318999 地方公共団体（都道府県） 熊本県 熊本県公安委員会 その他

34320101 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （広域本部・地域振興局） 県央広域本部農林部（熊本農政事務所） 熊本県県央広域本部農林部（熊本農政事務所）

34320102 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （広域本部・地域振興局） 県央広域本部土木部（熊本土木事務所） 熊本県県央広域本部土木部（熊本土木事務所）

34320103 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （広域本部・地域振興局） 県央広域本部宇城地域振興局 熊本県県央広域本部宇城地域振興局

34320104 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （広域本部・地域振興局） 県央広域本部上益城地域振興局 熊本県県央広域本部上益城地域振興局

34320201 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （広域本部・地域振興局） 県北広域本部（菊池地域振興局） 熊本県県北広域本部（菊池地域振興局）

34320202 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （広域本部・地域振興局） 県北広域本部玉名地域振興局 熊本県県北広域本部玉名地域振興局

34320203 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （広域本部・地域振興局） 県北広域本部鹿本地域振興局 熊本県県北広域本部鹿本地域振興局

34320204 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （広域本部・地域振興局） 県北広域本部阿蘇地域振興局 熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局

34320301 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （広域本部・地域振興局） 県南広域本部（八代地域振興局） 熊本県県南広域本部（八代地域振興局）

34320302 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （広域本部・地域振興局） 県南広域本部芦北地域振興局 熊本県県南広域本部芦北地域振興局

34320303 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （広域本部・地域振興局） 県南広域本部球磨地域振興局 熊本県県南広域本部球磨地域振興局

34320401 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （広域本部・地域振興局） 天草広域本部（天草地域振興局） 熊本県天草広域本部（天草地域振興局）

34320999 地方公共団体（都道府県） 熊本県 （広域本部・地域振興局） その他 熊本県

34399999 地方公共団体（都道府県） 熊本県 その他 その他 熊本県

34401001 地方公共団体（都道府県） 大分県 （内部部局） 総務部 大分県総務部

34401002 地方公共団体（都道府県） 大分県 （内部部局） 企画振興部 大分県企画振興部

34401003 地方公共団体（都道府県） 大分県 （内部部局） 福祉保健部 大分県福祉保健部

34401004 地方公共団体（都道府県） 大分県 （内部部局） 生活環境部 大分県生活環境部

34401005 地方公共団体（都道府県） 大分県 （内部部局） 商工観光労働部 大分県商工観光労働部 2019/08/15変更

34401006 地方公共団体（都道府県） 大分県 （内部部局） 農林水産部 大分県農林水産部

34401007 地方公共団体（都道府県） 大分県 （内部部局） 土木建築部 大分県土木建築部

34401999 地方公共団体（都道府県） 大分県 （内部部局） その他 大分県

34405001 地方公共団体（都道府県） 大分県 （土木事務所） 豊後高田土木事務所 大分県豊後高田土木事務所

34405002 地方公共団体（都道府県） 大分県 （土木事務所） 国東土木事務所 大分県国東土木事務所

34405003 地方公共団体（都道府県） 大分県 （土木事務所） 別府土木事務所 大分県別府土木事務所

34405004 地方公共団体（都道府県） 大分県 （土木事務所） 大分土木事務所 大分県大分土木事務所

34405005 地方公共団体（都道府県） 大分県 （土木事務所） 臼杵土木事務所 大分県臼杵土木事務所
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

34405006 地方公共団体（都道府県） 大分県 （土木事務所） 佐伯土木事務所 大分県佐伯土木事務所

34405007 地方公共団体（都道府県） 大分県 （土木事務所） 豊後大野土木事務所 大分県豊後大野土木事務所

34405008 地方公共団体（都道府県） 大分県 （土木事務所） 竹田土木事務所 大分県竹田土木事務所

34405009 地方公共団体（都道府県） 大分県 （土木事務所） 玖珠土木事務所 大分県玖珠土木事務所

34405010 地方公共団体（都道府県） 大分県 （土木事務所） 日田土木事務所 大分県日田土木事務所

34405011 地方公共団体（都道府県） 大分県 （土木事務所） 中津土木事務所 大分県中津土木事務所

34405012 地方公共団体（都道府県） 大分県 （土木事務所） 宇佐土木事務所 大分県宇佐土木事務所

34405999 地方公共団体（都道府県） 大分県 （土木事務所） その他 大分県

34406000 地方公共団体（都道府県） 大分県 玉来ダム建設事務所 大分県玉来ダム建設事務所

34409000 地方公共団体（都道府県） 大分県 企業局 （内部部局） 大分県企業局

34409101 地方公共団体（都道府県） 大分県 企業局 発電総合管理事務所 大分県企業局発電総合管理事務所

34409102 地方公共団体（都道府県） 大分県 企業局 芹川・北川ダム管理事務所 大分県企業局芹川・北川ダム管理事務所

34409103 地方公共団体（都道府県） 大分県 企業局 工業用水道管理事務所 大分県企業局工業用水道管理事務所

34409999 地方公共団体（都道府県） 大分県 企業局 その他 大分県企業局

34410001 地方公共団体（都道府県） 大分県 公社（都道府県） 大分県土地開発公社 大分県土地開発公社

34410002 地方公共団体（都道府県） 大分県 公社（都道府県） 大分県住宅供給公社 大分県住宅供給公社

34410003 地方公共団体（都道府県） 大分県 公社（都道府県） 大分県道路公社 大分県道路公社

34410999 地方公共団体（都道府県） 大分県 公社（都道府県） その他

34411000 地方公共団体（都道府県） 大分県 水道企業団（水道組合）

34412000 地方公共団体（都道府県） 大分県 土地区画整理組合

34413000 地方公共団体（都道府県） 大分県 下水道組合

34414000 地方公共団体（都道府県） 大分県 土地改良区

34415000 地方公共団体（都道府県） 大分県 市街地再開発組合

34416001 地方公共団体（都道府県） 大分県 大分県公安委員会 大分県警察本部 大分県警察本部

34416002 地方公共団体（都道府県） 大分県 大分県公安委員会 （警察署）

34416999 地方公共団体（都道府県） 大分県 大分県公安委員会 その他

34417000 地方公共団体（都道府県） 大分県 東部振興局 （内部部局） 大分県東部振興局

34417101 地方公共団体（都道府県） 大分県 東部振興局 日出水利耕地事務所 大分県東部振興局日出水利耕地事務所

34417999 地方公共団体（都道府県） 大分県 東部振興局 その他 大分県東部振興局

34418000 地方公共団体（都道府県） 大分県 中部振興局 大分県中部振興局

34419000 地方公共団体（都道府県） 大分県 南部振興局 大分県南部振興局

34420000 地方公共団体（都道府県） 大分県 豊肥振興局 （内部部局） 大分県豊肥振興局

34420101 地方公共団体（都道府県） 大分県 豊肥振興局 豊後大野水利耕地事務所 大分県豊肥振興局豊後大野水利耕地事務所

34420102 地方公共団体（都道府県） 大分県 豊肥振興局 大野川上流開発事業事務所 大分県豊肥振興局大野川上流開発事業事務所

34420999 地方公共団体（都道府県） 大分県 豊肥振興局 その他 大分県豊肥振興局

34421000 地方公共団体（都道府県） 大分県 西部振興局 大分県西部振興局

34422000 地方公共団体（都道府県） 大分県 北部振興局 大分県北部振興局

34424000 地方公共団体（都道府県） 大分県 教育委員会 大分県教育委員会

34425000 地方公共団体（都道府県） 大分県 病院局 大分県病院局

34499999 地方公共団体（都道府県） 大分県 その他 その他 大分県

34501001 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （内部部局） 総務部 宮崎県総務部

34501002 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （内部部局） 総合政策部 宮崎県総合政策部

34501003 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （内部部局） 福祉保健部 宮崎県福祉保健部

34501004 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （内部部局） 商工観光労働部 宮崎県商工観光労働部

34501005 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （内部部局） 農政水産部 宮崎県農政水産部

34501006 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （内部部局） 環境森林部 宮崎県環境森林部

34501007 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （内部部局） 県土整備部 宮崎県県土整備部

34501999 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （内部部局） その他 宮崎県

34502001 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （土木事務所） 宮崎土木事務所 宮崎県宮崎土木事務所

34502002 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （土木事務所） 日南土木事務所 宮崎県日南土木事務所

34502003 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （土木事務所） 串間土木事務所 宮崎県串間土木事務所

34502004 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （土木事務所） 都城土木事務所 宮崎県都城土木事務所

34502005 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （土木事務所） 小林土木事務所 宮崎県小林土木事務所

34502006 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （土木事務所） 高岡土木事務所 宮崎県高岡土木事務所

34502007 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （土木事務所） 西都土木事務所 宮崎県西都土木事務所

34502008 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （土木事務所） 高鍋土木事務所 宮崎県高鍋土木事務所

34502009 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （土木事務所） 日向土木事務所 宮崎県日向土木事務所

34502010 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （土木事務所） 延岡土木事務所 宮崎県延岡土木事務所

34502999 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （土木事務所） その他 宮崎県

34503001 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （港湾事務所） 油津港湾事務所 宮崎県油津港湾事務所

34503002 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （港湾事務所） 北部港湾事務所 宮崎県北部港湾事務所

34503003 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （港湾事務所） 中部港湾事務所 宮崎県中部港湾事務所

34503999 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （港湾事務所） その他 宮崎県

34504000 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 建設技術センター 宮崎県建設技術センター
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34507000 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 西臼杵支庁 宮崎県西臼杵支庁

34508001 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （農林振興局） 中部農林振興局 宮崎県中部農林振興局

34508002 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （農林振興局） 南那珂農林振興局 宮崎県南那珂農林振興局

34508003 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （農林振興局） 北諸県農林振興局 宮崎県北諸県農林振興局

34508004 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （農林振興局） 西諸県農林振興局 宮崎県西諸県農林振興局

34508005 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （農林振興局） 児湯農林振興局 宮崎県児湯農林振興局

34508006 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （農林振興局） 東臼杵農林振興局 宮崎県東臼杵農林振興局

34508999 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 （農林振興局） その他 宮崎県

34510000 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 企業局 （内部部局） 宮崎県企業局

34510101 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 企業局 北部管理事務所 宮崎県企業局北部管理事務所

34510999 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 企業局 その他 宮崎県企業局

34511003 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 公社（都道府県） 宮崎県道路公社 宮崎県道路公社

34511999 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 公社（都道府県） その他

34512000 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 水道企業団（水道組合）

34513000 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 土地区画整理組合

34514000 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 下水道組合

34515000 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 土地改良区

34516000 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 市街地再開発組合

34517001 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 宮崎県公安委員会 宮崎県警察本部 宮崎県警察本部

34517002 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 宮崎県公安委員会 （警察署）

34517999 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 宮崎県公安委員会 その他

34599999 地方公共団体（都道府県） 宮崎県 その他 その他 宮崎県

34601001 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 （内部部局） 総務部 鹿児島県総務部

34601002 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 （内部部局） 企画部 鹿児島県企画部

34601004 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 （内部部局） くらし保健福祉部 鹿児島県くらし保健福祉部 2019/08/15変更

34601006 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 （内部部局） 農政部 鹿児島県農政部

34601008 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 （内部部局） 土木部 鹿児島県土木部

34601010 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 （内部部局） 環境林務部 鹿児島県環境林務部

34601011 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 （内部部局） 商工労働水産部 鹿児島県商工労働水産部

34601012 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 （内部部局） ＰＲ・観光戦略部 鹿児島県ＰＲ・観光戦略部

34601999 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 （内部部局） その他 鹿児島県

34602000 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 熊毛支庁 （内部部局） 鹿児島県熊毛支庁

34602101 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 熊毛支庁 屋久島事務所 鹿児島県熊毛支庁屋久島事務所

34602999 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 熊毛支庁 その他 鹿児島県熊毛支庁

34603000 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 大島支庁 （内部部局） 鹿児島県大島支庁

34603101 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 大島支庁 瀬戸内事務所 鹿児島県大島支庁瀬戸内事務所

34603102 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 大島支庁 喜界事務所 鹿児島県大島支庁喜界事務所

34603103 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 大島支庁 徳之島事務所 鹿児島県大島支庁徳之島事務所

34603104 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 大島支庁 沖永良部事務所 鹿児島県大島支庁沖永良部事務所

34603105 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 大島支庁 大島消費生活相談所 鹿児島県大島支庁大島消費生活相談所

34603999 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 大島支庁 その他 鹿児島県大島支庁

34609001 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 公社（都道府県） 鹿児島県市町村土地開発公社 鹿児島県市町村土地開発公社

34609003 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 公社（都道府県） 鹿児島県住宅供給公社 鹿児島県住宅供給公社

34609004 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 公社（都道府県） 鹿児島県道路公社 鹿児島県道路公社

34609005 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 公社（都道府県） 鹿児島県環境整備公社 鹿児島県環境整備公社

34609999 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 公社（都道府県） その他

34610000 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 水道企業団（水道組合）

34611000 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 土地区画整理組合

34612000 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 下水道組合

34613000 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 土地改良区

34614000 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 市街地再開発組合

34615001 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 鹿児島県公安委員会 鹿児島県警察本部 鹿児島県警察本部

34615002 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 鹿児島県公安委員会 （警察署） 鹿児島県鹿児島県公安委員会

34615999 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 鹿児島県公安委員会 その他 鹿児島県鹿児島県公安委員会

34616001 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 鹿児島地域振興局 農林水産部 鹿児島県鹿児島地域振興局農林水産部

34616002 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 鹿児島地域振興局 建設部 鹿児島県鹿児島地域振興局建設部

34616099 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 鹿児島地域振興局 （その他の内部部局） 鹿児島県鹿児島地域振興局

34616999 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 鹿児島地域振興局 その他 鹿児島県鹿児島地域振興局

34617001 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 南薩地域振興局 農林水産部 鹿児島県南薩地域振興局農林水産部

34617002 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 南薩地域振興局 建設部 鹿児島県南薩地域振興局建設部

34617099 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 南薩地域振興局 （その他の内部部局） 鹿児島県南薩地域振興局

34617999 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 南薩地域振興局 その他 鹿児島県南薩地域振興局

34618001 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 北薩地域振興局 農林水産部 鹿児島県北薩地域振興局農林水産部

34618002 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 鹿児島県北薩地域振興局建設部
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34618099 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 北薩地域振興局 （その他の内部部局） 鹿児島県北薩地域振興局

34618101 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 北薩地域振興局 甑島支所 鹿児島県北薩地域振興局甑島支所

34618999 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 北薩地域振興局 その他 鹿児島県北薩地域振興局

34619001 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 農林水産部 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局農林水産部

34619002 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 建設部 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局建設部

34619099 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 （その他の内部部局） 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局

34619999 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 姶良・伊佐地域振興局 その他 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局

34620001 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 大隅地域振興局 農林水産部 鹿児島県大隅地域振興局農林水産部

34620002 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 鹿児島県大隅地域振興局建設部

34620099 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 大隅地域振興局 （その他の内部部局） 鹿児島県大隅地域振興局

34620999 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 大隅地域振興局 その他 鹿児島県大隅地域振興局

34699999 地方公共団体（都道府県） 鹿児島県 その他 その他 鹿児島県

34701001 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （内部部局） 総務部 沖縄県総務部

34701002 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （内部部局） 企画部 沖縄県企画部

34701005 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （内部部局） 農林水産部 沖縄県農林水産部

34701006 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （内部部局） 商工労働部 沖縄県商工労働部

34701007 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （内部部局） 土木建築部 沖縄県土木建築部

34701008 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （内部部局） 文化観光スポーツ部 沖縄県文化観光スポーツ部

34701009 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （内部部局） 子ども生活福祉部 沖縄県子ども生活福祉部

34701010 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （内部部局） 環境部 沖縄県環境部

34701011 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （内部部局） 保健医療部 沖縄県保健医療部

34701999 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （内部部局） その他 沖縄県

34703002 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （農林土木事務所） 中部農林土木事務所 沖縄県中部農林土木事務所

34703003 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （農林土木事務所） 南部農林土木事務所 沖縄県南部農林土木事務所

34703999 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （農林土木事務所） その他 沖縄県

34704001 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （土木事務所） 北部土木事務所 沖縄県北部土木事務所

34704002 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （土木事務所） 中部土木事務所 沖縄県中部土木事務所

34704003 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （土木事務所） 南部土木事務所 沖縄県南部土木事務所

34704004 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （土木事務所） 宮古土木事務所 沖縄県宮古土木事務所

34704005 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （土木事務所） 八重山土木事務所 沖縄県八重山土木事務所

34704999 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （土木事務所） その他 沖縄県

34708001 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （浄化センター） 具志川浄化センター 沖縄県具志川浄化センター

34708002 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （浄化センター） 宜野湾浄化センター 沖縄県宜野湾浄化センター

34708003 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （浄化センター） 那覇浄化センター 沖縄県那覇浄化センター

34708004 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （浄化センター） 西原浄化センター 沖縄県西原浄化センター

34708999 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （浄化センター） その他 沖縄県

34710000 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 下地島空港管理事務所 沖縄県下地島空港管理事務所

34712000 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 企業局 （内部部局） 沖縄県企業局

34712102 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 企業局 久志浄水管理事務所 沖縄県企業局久志浄水管理事務所

34712103 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 企業局 石川浄水管理事務所 沖縄県企業局石川浄水管理事務所

34712104 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 企業局 西原浄水管理事務所 沖縄県企業局西原浄水管理事務所

34712105 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 企業局 北谷浄水管理事務所 沖縄県企業局北谷浄水管理事務所

34712106 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 企業局 水質管理事務所 沖縄県企業局水質管理事務所

34712999 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 企業局 その他 沖縄県企業局

34713001 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 公社（都道府県） 沖縄県町村土地開発公社 沖縄県町村土地開発公社

34713002 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 公社（都道府県） 沖縄県土地開発公社 沖縄県土地開発公社

34713003 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 公社（都道府県） 沖縄県住宅供給公社 沖縄県住宅供給公社

34713999 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 公社（都道府県） その他

34714000 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 水道企業団（水道組合）

34715000 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 土地区画整理組合

34716000 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 下水道組合

34717000 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 土地改良区

34718000 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 市街地再開発組合

34719001 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 沖縄県公安委員会 沖縄県警察本部 沖縄県警察本部

34719002 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 沖縄県公安委員会 （警察署）

34719999 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 沖縄県公安委員会 その他

34720000 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 南部林業事務所 沖縄県南部林業事務所

34721001 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （農林水産振興センター） 北部農林水産振興センター 沖縄県北部農林水産振興センター

34721002 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （農林水産振興センター） 宮古農林水産振興センター 沖縄県宮古農林水産振興センター

34721003 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 （農林水産振興センター） 八重山農林水産振興センター 沖縄県八重山農林水産振興センター

34724000 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 下水道事務所 沖縄県下水道事務所

34799999 地方公共団体（都道府県） 沖縄県 その他 その他 沖縄県

40101001 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （内部部局） 総務局 札幌市総務局

40101003 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （内部部局） 財政局 札幌市財政局
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40101005 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （内部部局） 保健福祉局 札幌市保健福祉局

40101006 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （内部部局） 環境局 札幌市環境局

40101008 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （内部部局） 建設局 札幌市建設局

40101009 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （内部部局） 都市局 札幌市都市局

40101011 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （内部部局） 交通局 札幌市交通局

40101012 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （内部部局） 水道局 札幌市水道局

40101013 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （内部部局） 消防局 札幌市消防局

40101014 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （内部部局） 危機管理対策室 札幌市危機管理対策室

40101015 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （内部部局） 子ども未来局 札幌市子ども未来局

40101017 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （内部部局） 病院局 札幌市病院局

40101018 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （内部部局） まちづくり政策局 札幌市まちづくり政策局

40101019 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （内部部局） スポーツ局 札幌市スポーツ局

40101020 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （内部部局） 市民文化局 札幌市市民文化局

40101021 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （内部部局） 経済観光局 札幌市経済観光局

40101022 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （内部部局） 下水道河川局 札幌市下水道河川局

40101999 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （内部部局） その他 札幌市

40102101 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （区） 中央区 札幌市中央区

40102102 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （区） 北区 札幌市北区

40102103 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （区） 東区 札幌市東区

40102104 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （区） 白石区 札幌市白石区

40102105 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （区） 豊平区 札幌市豊平区

40102106 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （区） 南区 札幌市南区

40102107 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （区） 西区 札幌市西区

40102108 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （区） 厚別区 札幌市厚別区

40102109 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （区） 手稲区 札幌市手稲区

40102110 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （区） 清田区 札幌市清田区

40102999 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 （区） その他 札幌市

40103001 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 公社（市） 札幌市土地開発公社 札幌市土地開発公社

40103999 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 公社（市） その他

40104000 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 公社（区）

40105000 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 水道企業団（水道組合）

40106000 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 下水道組合

40107000 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 土地区画整理組合

40108000 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 土地改良区

40109000 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 市街地再開発組合

40199999 地方公共団体（政令指定都市） 札幌市 その他 その他 札幌市

40201001 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） 総務局 仙台市総務局

40201003 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） 財政局 仙台市財政局

40201005 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） 健康福祉局 仙台市健康福祉局

40201006 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） 環境局 仙台市環境局

40201007 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） 経済局 仙台市経済局

40201008 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） 都市整備局 仙台市都市整備局

40201009 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） 建設局 仙台市建設局

40201010 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） 消防局 仙台市消防局

40201011 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） 水道局 仙台市水道局

40201012 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） 交通局 仙台市交通局

40201013 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） ガス局 仙台市ガス局

40201014 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） 子供未来局 仙台市子供未来局

40201016 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） 市民局 仙台市市民局

40201017 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） まちづくり政策局 仙台市まちづくり政策局

40201019 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） 危機管理室 仙台市危機管理室

40201020 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） 文化観光局 仙台市文化観光局

40201021 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） 教育局 仙台市教育局

40201022 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） 市立病院 仙台市市立病院 2019/08/15追加

40201999 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （内部部局） その他 仙台市

40202101 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （区） 青葉区 仙台市青葉区

40202102 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （区） 宮城野区 仙台市宮城野区

40202103 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （区） 若林区 仙台市若林区

40202104 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （区） 太白区 仙台市太白区

40202105 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （区） 泉区 仙台市泉区

40202999 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 （区） その他 仙台市

40203000 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 公社（市）

40204000 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 公社（区）

40205000 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 水道企業団（水道組合）
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40206000 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 下水道組合

40207000 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 土地区画整理組合

40208000 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 土地改良区

40209000 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 市街地再開発組合

40299999 地方公共団体（政令指定都市） 仙台市 その他 その他 仙台市

40301001 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （内部部局） 総務局 千葉市総務局

40301002 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （内部部局） 総合政策局 千葉市総合政策局

40301003 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （内部部局） 財政局 千葉市財政局

40301004 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （内部部局） 市民局 千葉市市民局

40301005 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （内部部局） 保健福祉局 千葉市保健福祉局

40301006 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （内部部局） 環境局 千葉市環境局

40301007 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （内部部局） 経済農政局 千葉市経済農政局

40301008 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （内部部局） 都市局 千葉市都市局

40301009 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （内部部局） 建設局 千葉市建設局

40301011 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （内部部局） 消防局 千葉市消防局

40301012 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （内部部局） 水道局 千葉市水道局

40301013 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （内部部局） こども未来局 千葉市こども未来局

40301014 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （内部部局） 病院局 千葉市病院局

40301999 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （内部部局） その他 千葉市

40302101 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （区） 中央区 千葉市中央区

40302102 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （区） 花見川区 千葉市花見川区

40302103 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （区） 稲毛区 千葉市稲毛区

40302104 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （区） 若葉区 千葉市若葉区

40302105 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （区） 緑区 千葉市緑区

40302106 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （区） 美浜区 千葉市美浜区

40302999 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 （区） その他 千葉市

40303002 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 公社（市） 千葉市住宅供給公社 千葉市住宅供給公社

40303103 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 公社（市） 千葉市都市整備公社 千葉市都市整備公社

40303999 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 公社（市） その他

40304000 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 公社（区）

40305000 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 水道企業団（水道組合）

40306000 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 下水道組合

40307000 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 土地区画整理組合

40308000 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 土地改良区

40309000 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 市街地再開発組合

40399999 地方公共団体（政令指定都市） 千葉市 その他 その他 千葉市

40401003 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （内部部局） 財政局 川崎市財政局

40401005 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （内部部局） 経済労働局 川崎市経済労働局

40401006 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （内部部局） 環境局 川崎市環境局

40401007 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （内部部局） 健康福祉局 川崎市健康福祉局

40401008 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （内部部局） まちづくり局 川崎市まちづくり局

40401010 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （内部部局） 港湾局 川崎市港湾局

40401011 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （内部部局） 上下水道局 川崎市上下水道局

40401012 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （内部部局） 交通局 川崎市交通局

40401013 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （内部部局） 消防局 川崎市消防局

40401014 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （内部部局） 病院局 川崎市病院局

40401015 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （内部部局） 建設緑政局 川崎市建設緑政局

40401016 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （内部部局） 総務企画局 川崎市総務企画局

40401017 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （内部部局） 市民文化局 川崎市市民文化局

40401018 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （内部部局） こども未来局 川崎市こども未来局

40401019 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （内部部局） 臨海部国際戦略本部 川崎市臨海部国際戦略本部

40401999 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （内部部局） その他 川崎市

40402131 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （区） 川崎区 川崎市川崎区

40402132 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （区） 幸区 川崎市幸区

40402133 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （区） 中原区 川崎市中原区

40402134 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （区） 高津区 川崎市高津区

40402135 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （区） 多摩区 川崎市多摩区

40402136 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （区） 宮前区 川崎市宮前区

40402137 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （区） 麻生区 川崎市麻生区

40402999 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 （区） その他 川崎市

40403001 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 公社（市） 川崎市土地開発公社 川崎市土地開発公社

40403002 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 公社（市） 川崎市住宅供給公社 川崎市住宅供給公社

40403999 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 公社（市） その他

40404000 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 公社（区）

76 / 131 ページ



28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

40405000 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 水道企業団（水道組合）

40406000 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 下水道組合

40407000 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 土地区画整理組合

40408000 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 土地改良区

40409000 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 市街地再開発組合

40499999 地方公共団体（政令指定都市） 川崎市 その他 その他 川崎市

40501002 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 政策局 横浜市政策局

40501005 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 健康福祉局 横浜市健康福祉局

40501007 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 環境創造局 横浜市環境創造局

40501008 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 資源循環局 横浜市資源循環局

40501009 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 経済局 横浜市経済局

40501011 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 都市整備局 横浜市都市整備局

40501012 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 道路局 横浜市道路局

40501014 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 港湾局 横浜市港湾局

40501015 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 建築局 横浜市建築局

40501016 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 消防局 横浜市消防局

40501017 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 水道局 横浜市水道局

40501018 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 交通局 横浜市交通局

40501019 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 医療局病院経営本部 横浜市医療局病院経営本部

40501020 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） こども青少年局 横浜市こども青少年局

40501021 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 総務局 横浜市総務局

40501022 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 財政局 横浜市財政局

40501023 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 市民局 横浜市市民局

40501024 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 文化観光局 横浜市文化観光局

40501025 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 温暖化対策統括本部 横浜市温暖化対策統括本部

40501026 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 医療局 横浜市医療局

40501027 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） 国際局 横浜市国際局

40501999 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （内部部局） その他 横浜市

40502101 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） 鶴見区 横浜市鶴見区

40502102 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） 神奈川区 横浜市神奈川区

40502103 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） 西区 横浜市西区

40502104 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） 中区 横浜市中区

40502105 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） 南区 横浜市南区

40502106 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） 保土ケ谷区 横浜市保土ケ谷区

40502107 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） 磯子区 横浜市磯子区

40502108 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） 金沢区 横浜市金沢区

40502109 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） 港北区 横浜市港北区

40502110 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） 戸塚区 横浜市戸塚区

40502111 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） 港南区 横浜市港南区

40502112 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） 旭区 横浜市旭区

40502113 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） 緑区 横浜市緑区

40502114 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） 瀬谷区 横浜市瀬谷区

40502115 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） 栄区 横浜市栄区

40502116 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） 泉区 横浜市泉区

40502117 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） 青葉区 横浜市青葉区

40502118 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） 都筑区 横浜市都筑区

40502999 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 （区） その他 横浜市

40503002 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 公社（市） 横浜市住宅供給公社 横浜市住宅供給公社

40503003 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 公社（市） 横浜市建築保全公社 横浜市建築保全公社

40503999 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 公社（市） その他

40504000 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 公社（区）

40505000 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 水道企業団（水道組合）

40506000 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 下水道組合

40507000 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 土地区画整理組合

40508000 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 土地改良区

40509000 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 市街地再開発組合

40599999 地方公共団体（政令指定都市） 横浜市 その他 その他 横浜市

40601001 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （内部部局） 総務局 名古屋市総務局

40601002 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （内部部局） 財政局 名古屋市財政局

40601004 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （内部部局） 環境局 名古屋市環境局

40601005 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （内部部局） 健康福祉局 名古屋市健康福祉局

40601006 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （内部部局） 住宅都市局 名古屋市住宅都市局

40601007 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （内部部局） 緑政土木局 名古屋市緑政土木局

40601008 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （内部部局） 監査事務局 名古屋市監査事務局
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40601009 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （内部部局） 消防局 名古屋市消防局

40601010 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （内部部局） 上下水道局 名古屋市上下水道局

40601011 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （内部部局） 交通局 名古屋市交通局

40601012 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （内部部局） 病院局 名古屋市病院局

40601013 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （内部部局） 防災危機管理局 名古屋市防災危機管理局

40601014 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （内部部局） 観光文化交流局 名古屋市観光文化交流局

40601015 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （内部部局） 子ども青少年局 名古屋市子ども青少年局

40601016 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （内部部局） スポーツ市民局 名古屋市スポーツ市民局 2020/12/03追加

40601017 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （内部部局） 経済局 名古屋市経済局 2020/12/03追加

40601999 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （内部部局） その他 名古屋市

40602101 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （区） 千種区 名古屋市千種区

40602102 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （区） 東区 名古屋市東区

40602103 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （区） 北区 名古屋市北区

40602104 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （区） 西区 名古屋市西区

40602105 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （区） 中村区 名古屋市中村区

40602106 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （区） 中区 名古屋市中区

40602107 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （区） 昭和区 名古屋市昭和区

40602108 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （区） 瑞穂区 名古屋市瑞穂区

40602109 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （区） 熱田区 名古屋市熱田区

40602110 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （区） 中川区 名古屋市中川区

40602111 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （区） 港区 名古屋市港区

40602112 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （区） 南区 名古屋市南区

40602113 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （区） 守山区 名古屋市守山区

40602114 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （区） 緑区 名古屋市緑区

40602115 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （区） 名東区 名古屋市名東区

40602116 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （区） 天白区 名古屋市天白区

40602999 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 （区） その他 名古屋市

40603001 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 公社（市） 名古屋市土地開発公社 名古屋市土地開発公社

40603002 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 公社（市） 名古屋市住宅供給公社 名古屋市住宅供給公社

40603999 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 公社（市） その他

40604000 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 公社（区）

40605000 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 水道企業団（水道組合）

40606000 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 下水道組合

40607000 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 土地区画整理組合

40608000 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 土地改良区

40609000 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 市街地再開発組合

40699999 地方公共団体（政令指定都市） 名古屋市 その他 その他 名古屋市

40701001 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （内部部局） 総合企画局 京都市総合企画局

40701002 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （内部部局） 行財政局 京都市行財政局

40701004 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （内部部局） 環境政策局 京都市環境政策局

40701005 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （内部部局） 文化市民局 京都市文化市民局

40701006 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （内部部局） 産業観光局 京都市産業観光局

40701007 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （内部部局） 保健福祉局 京都市保健福祉局

40701008 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （内部部局） 都市計画局 京都市都市計画局

40701009 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （内部部局） 建設局 京都市建設局

40701010 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （内部部局） 消防局 京都市消防局

40701011 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （内部部局） 交通局 京都市交通局

40701012 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （内部部局） 上下水道局 京都市上下水道局

40701013 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （内部部局） 子ども若者はぐくみ局 京都市子ども若者はぐくみ局

40701999 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （内部部局） その他 京都市

40702101 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （区） 北区 京都市北区

40702102 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （区） 上京区 京都市上京区

40702103 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （区） 左京区 京都市左京区

40702104 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （区） 中京区 京都市中京区

40702105 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （区） 東山区 京都市東山区

40702106 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （区） 下京区 京都市下京区

40702107 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （区） 南区 京都市南区

40702108 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （区） 右京区 京都市右京区

40702109 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （区） 伏見区 京都市伏見区

40702110 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （区） 山科区 京都市山科区

40702111 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （区） 西京区 京都市西京区

40702999 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 （区） その他 京都市

40703001 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 公社（市） 京都市土地開発公社 京都市土地開発公社

40703002 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 公社（市） 京都市住宅供給公社 京都市住宅供給公社
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40703999 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 公社（市） その他

40704000 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 公社（区）

40705000 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 水道企業団（水道組合）

40706000 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 下水道組合

40707000 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 土地区画整理組合

40708000 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 土地改良区

40709000 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 市街地再開発組合

40799999 地方公共団体（政令指定都市） 京都市 その他 その他 京都市

40801001 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） 総務局 大阪市総務局

40801002 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） 市民局 大阪市市民局

40801003 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） 財政局 大阪市財政局

40801004 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） 都市計画局 大阪市都市計画局

40801008 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） 環境局 大阪市環境局

40801010 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） 都市整備局 大阪市都市整備局

40801011 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） 建設局 大阪市建設局

40801012 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） 大阪港湾局 大阪市大阪港湾局 2020/12/03変更

40801013 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） 消防局 大阪市消防局

40801015 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） 水道局 大阪市水道局

40801016 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） 契約管財局 大阪市契約管財局

40801017 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） 福祉局 大阪市福祉局

40801018 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） 健康局 大阪市健康局

40801019 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） 経済戦略局 大阪市経済戦略局

40801020 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） こども青少年局 大阪市こども青少年局

40801021 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） 副首都推進局 大阪市副首都推進局

40801022 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） ＩＲ推進局 大阪市ＩＲ推進局

40801023 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） 都市交通局 大阪市都市交通局 2019/08/15追加

40801999 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （内部部局） その他 大阪市

40802102 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 都島区 大阪市都島区

40802103 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 福島区 大阪市福島区

40802104 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 此花区 大阪市此花区

40802106 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 西区 大阪市西区

40802107 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 港区 大阪市港区

40802108 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 大正区 大阪市大正区

40802109 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 天王寺区 大阪市天王寺区

40802111 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 浪速区 大阪市浪速区

40802113 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 西淀川区 大阪市西淀川区

40802114 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 東淀川区 大阪市東淀川区

40802115 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 東成区 大阪市東成区

40802116 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 生野区 大阪市生野区

40802117 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 旭区 大阪市旭区

40802118 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 城東区 大阪市城東区

40802119 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 阿倍野区 大阪市阿倍野区

40802120 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 住吉区 大阪市住吉区

40802121 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 東住吉区 大阪市東住吉区

40802122 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 西成区 大阪市西成区

40802123 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 淀川区 大阪市淀川区

40802124 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 鶴見区 大阪市鶴見区

40802125 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 住之江区 大阪市住之江区

40802126 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 平野区 大阪市平野区

40802127 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 北区 大阪市北区

40802128 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） 中央区 大阪市中央区

40802999 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 （区） その他 大阪市

40803002 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 公社（市） 大阪市住宅供給公社 大阪市住宅供給公社

40803999 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 公社（市） その他

40804000 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 公社（区）

40805000 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 水道企業団（水道組合）

40806000 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 下水道組合

40807000 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 土地区画整理組合

40808000 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 土地改良区

40809000 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 市街地再開発組合

40899999 地方公共団体（政令指定都市） 大阪市 その他 その他 大阪市

40901001 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （内部部局） 企画調整局 神戸市企画調整局

40901002 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （内部部局） 行財政局 神戸市行財政局

40901003 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （内部部局） 文化スポーツ局 神戸市文化スポーツ局 2020/12/03変更
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40901005 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （内部部局） 環境局 神戸市環境局

40901006 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （内部部局） 経済観光局 神戸市経済観光局

40901007 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （内部部局） 建設局 神戸市建設局

40901010 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （内部部局） 消防局 神戸市消防局

40901011 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （内部部局） 水道局 神戸市水道局

40901012 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （内部部局） 交通局 神戸市交通局

40901014 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （内部部局） こども家庭局 神戸市こども家庭局

40901015 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （内部部局） 都市局 神戸市都市局 2019/08/15追加

40901016 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （内部部局） 建築住宅局 神戸市建築住宅局 2019/08/15追加

40901017 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （内部部局） 港湾局 神戸市港湾局 2019/08/15追加

40901018 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （内部部局） 健康局 神戸市健康局 2020/12/03追加

40901019 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （内部部局） 福祉局 神戸市福祉局 2020/12/03追加

40901999 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （内部部局） その他 神戸市

40902101 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （区） 東灘区 神戸市東灘区

40902102 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （区） 灘区 神戸市灘区

40902105 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （区） 兵庫区 神戸市兵庫区

40902106 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （区） 長田区 神戸市長田区

40902107 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （区） 須磨区 神戸市須磨区

40902108 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （区） 垂水区 神戸市垂水区

40902109 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （区） 北区 神戸市北区

40902110 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （区） 中央区 神戸市中央区

40902111 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （区） 西区 神戸市西区

40902999 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 （区） その他 神戸市

40903003 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 公社（市） 神戸市道路公社 神戸市道路公社

40903999 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 公社（市） その他

40904000 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 公社（区）

40905000 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 水道企業団（水道組合）

40999999 地方公共団体（政令指定都市） 神戸市 その他 その他 神戸市

41001001 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （内部部局） 企画総務局 広島市企画総務局

41001002 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （内部部局） 財政局 広島市財政局

41001003 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （内部部局） 市民局 広島市市民局

41001004 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （内部部局） 健康福祉局 広島市健康福祉局

41001005 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （内部部局） 環境局 広島市環境局

41001006 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （内部部局） 経済観光局 広島市経済観光局

41001008 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （内部部局） 都市整備局 広島市都市整備局

41001009 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （内部部局） 道路交通局 広島市道路交通局

41001010 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （内部部局） 下水道局 広島市下水道局

41001011 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （内部部局） 消防局 広島市消防局

41001012 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （内部部局） 水道局 広島市水道局

41001014 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （内部部局） こども未来局 広島市こども未来局

41001015 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （内部部局） 危機管理室 広島市危機管理室

41001999 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （内部部局） その他 広島市

41002101 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （区） 中区 広島市中区

41002102 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （区） 東区 広島市東区

41002103 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （区） 南区 広島市南区

41002104 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （区） 西区 広島市西区

41002105 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （区） 安佐南区 広島市安佐南区

41002106 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （区） 安佐北区 広島市安佐北区

41002107 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （区） 安芸区 広島市安芸区

41002108 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （区） 佐伯区 広島市佐伯区

41002999 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 （区） その他 広島市

41003000 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 公社（市） 広島市土地開発公社

41004000 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 公社（区）

41005000 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 水道企業団（水道組合）

41006000 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 下水道組合

41007000 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 土地区画整理組合

41008000 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 土地改良区

41009000 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 市街地再開発組合

41099999 地方公共団体（政令指定都市） 広島市 その他 その他 広島市

41101001 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （内部部局） 市民文化スポーツ局 北九州市市民文化スポーツ局

41101003 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （内部部局） 財政局 北九州市財政局

41101004 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （内部部局） 保健福祉局 北九州市保健福祉局

41101005 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （内部部局） 環境局 北九州市環境局

41101007 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （内部部局） 建設局 北九州市建設局
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41101008 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （内部部局） 建築都市局 北九州市建築都市局

41101009 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （内部部局） 港湾空港局 北九州市港湾空港局

41101010 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （内部部局） 消防局 北九州市消防局

41101011 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （内部部局） 上下水道局 北九州市上下水道局

41101012 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （内部部局） 交通局 北九州市交通局

41101014 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （内部部局） 産業経済局 北九州市産業経済局

41101015 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （内部部局） 子ども家庭局 北九州市子ども家庭局

41101016 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （内部部局） 技術監理局 北九州市技術監理局

41101017 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （内部部局） 総務局 北九州市総務局

41101018 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （内部部局） 企画調整局 北九州市企画調整局

41101019 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （内部部局） 公営競技局 北九州市公営競技局 2019/08/15追加

41101999 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （内部部局） その他 北九州市

41102101 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （区） 門司区 北九州市門司区

41102103 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （区） 若松区 北九州市若松区

41102105 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （区） 戸畑区 北九州市戸畑区

41102106 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （区） 小倉北区 北九州市小倉北区

41102107 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （区） 小倉南区 北九州市小倉南区

41102108 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （区） 八幡東区 北九州市八幡東区

41102109 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （区） 八幡西区 北九州市八幡西区

41102999 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 （区） その他 北九州市

41103002 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 公社（市） 北九州市住宅供給公社 北九州市住宅供給公社

41103999 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 公社（市） その他

41104000 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 公社（区）

41105000 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 水道企業団（水道組合）

41106000 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 下水道組合

41107000 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 土地区画整理組合

41108000 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 土地改良区

41109000 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 市街地再開発組合

41199999 地方公共団体（政令指定都市） 北九州市 その他 その他 北九州市

41201001 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （内部部局） 総務企画局 福岡市総務企画局

41201002 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （内部部局） 財政局 福岡市財政局

41201003 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （内部部局） 市民局 福岡市市民局

41201004 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （内部部局） 保健福祉局 福岡市保健福祉局

41201005 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （内部部局） 環境局 福岡市環境局

41201006 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （内部部局） 経済観光文化局 福岡市経済観光文化局

41201007 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （内部部局） 農林水産局 福岡市農林水産局

41201008 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （内部部局） 住宅都市局 福岡市住宅都市局

41201009 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （内部部局） 道路下水道局 福岡市道路下水道局

41201012 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （内部部局） 港湾空港局 福岡市港湾空港局

41201013 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （内部部局） 消防局 福岡市消防局

41201014 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （内部部局） 水道局 福岡市水道局

41201015 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （内部部局） 交通局 福岡市交通局

41201016 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （内部部局） こども未来局 福岡市こども未来局

41201999 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （内部部局） その他 福岡市

41202131 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （区） 東区 福岡市東区

41202132 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （区） 博多区 福岡市博多区

41202133 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （区） 中央区 福岡市中央区

41202134 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （区） 南区 福岡市南区

41202135 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （区） 西区 福岡市西区

41202136 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （区） 城南区 福岡市城南区

41202137 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （区） 早良区 福岡市早良区

41202999 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 （区） その他 福岡市

41203001 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 公社（市） 福岡市土地開発公社 福岡市土地開発公社

41203002 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 公社（市） 福岡市住宅供給公社 福岡市住宅供給公社

41203999 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 公社（市） その他

41204000 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 公社（区）

41205000 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 水道企業団（水道組合）

41206000 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 下水道組合

41207000 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 土地区画整理組合

41208000 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 土地改良区

41209000 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 市街地再開発組合

41299999 地方公共団体（政令指定都市） 福岡市 その他 その他 福岡市

41301002 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （内部部局） 総務局 さいたま市総務局

41301003 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （内部部局） 財政局 さいたま市財政局
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41301005 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （内部部局） 保健福祉局 さいたま市保健福祉局

41301006 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （内部部局） 都市局 さいたま市都市局

41301007 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （内部部局） 建設局 さいたま市建設局

41301008 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （内部部局） 消防局 さいたま市消防局

41301009 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （内部部局） 水道局 さいたま市水道局

41301010 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （内部部局） 環境局 さいたま市環境局

41301011 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （内部部局） 経済局 さいたま市経済局

41301012 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （内部部局） 子ども未来局 さいたま市子ども未来局

41301013 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （内部部局） 市民局 さいたま市市民局

41301014 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （内部部局） スポーツ文化局 さいたま市スポーツ文化局

41301999 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （内部部局） その他 さいたま市

41302101 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （区） 西区 さいたま市西区

41302102 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （区） 北区 さいたま市北区

41302103 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （区） 大宮区 さいたま市大宮区

41302104 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （区） 見沼区 さいたま市見沼区

41302105 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （区） 中央区 さいたま市中央区

41302106 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （区） 桜区 さいたま市桜区

41302107 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （区） 浦和区 さいたま市浦和区

41302108 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （区） 南区 さいたま市南区

41302109 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （区） 緑区 さいたま市緑区

41302110 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （区） 岩槻区 さいたま市岩槻区

41302999 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 （区） その他 さいたま市

41303001 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 公社（市） さいたま市土地開発公社 さいたま市土地開発公社

41303999 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 公社（市） その他

41304000 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 公社（区）

41305000 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 水道企業団（水道組合）

41306000 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 下水道組合

41307000 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 土地区画整理組合

41308000 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 土地改良区

41309000 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 市街地再開発組合

41399999 地方公共団体（政令指定都市） さいたま市 その他 その他 さいたま市

41401001 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （内部部局） 総務局 静岡市総務局

41401002 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （内部部局） 財政局 静岡市財政局

41401005 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （内部部局） 経済局 静岡市経済局

41401006 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （内部部局） 都市局 静岡市都市局

41401007 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （内部部局） 建設局 静岡市建設局

41401008 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （内部部局） 消防局 静岡市消防局

41401009 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （内部部局） 上下水道局 静岡市上下水道局

41401012 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （内部部局） 環境局 静岡市環境局

41401013 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （内部部局） 企画局 静岡市企画局

41401016 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （内部部局） 子ども未来局 静岡市子ども未来局

41401017 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （内部部局） 市民局 静岡市市民局

41401018 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （内部部局） 観光交流文化局 静岡市観光交流文化局

41401019 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （内部部局） 保健福祉長寿局 静岡市保健福祉長寿局

41401020 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （内部部局） 教育局 静岡市教育局 2019/08/15追加

41401999 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （内部部局） その他 静岡市

41402001 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （区） 葵区 静岡市葵区

41402002 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （区） 駿河区 静岡市駿河区

41402003 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （区） 清水区 静岡市清水区

41402999 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 （区） その他 静岡市

41403001 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 公社（市） 静岡市土地開発公社 静岡市土地開発公社

41403999 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 公社（市） その他

41404000 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 公社（区）

41405000 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 水道企業団（水道組合）

41406000 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 下水道組合

41407000 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 土地区画整理組合

41408000 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 土地改良区

41409000 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 市街地再開発組合

41499999 地方公共団体（政令指定都市） 静岡市 その他 その他 静岡市

41501001 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （内部部局） 総務局 堺市総務局

41501002 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （内部部局） 財政局 堺市財政局

41501004 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （内部部局） 市民人権局 堺市市民人権局

41501005 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （内部部局） 環境局 堺市環境局

41501006 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （内部部局） 健康福祉局 堺市健康福祉局
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41501007 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （内部部局） 産業振興局 堺市産業振興局

41501008 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （内部部局） 建築都市局 堺市建築都市局

41501009 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （内部部局） 建設局 堺市建設局

41501010 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （内部部局） 上下水道局 堺市上下水道局

41501011 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （内部部局） 市長公室 堺市市長公室

41501013 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （内部部局） 子ども青少年局 堺市子ども青少年局

41501014 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （内部部局） 消防局 堺市消防局

41501015 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （内部部局） 文化観光局 堺市文化観光局

41501016 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （内部部局） 危機管理室 堺市危機管理室

41501999 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （内部部局） その他 堺市

41502001 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （区） 堺区 堺市堺区

41502002 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （区） 中区 堺市中区

41502003 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （区） 東区 堺市東区

41502004 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （区） 西区 堺市西区

41502005 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （区） 南区 堺市南区

41502006 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （区） 北区 堺市北区

41502007 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （区） 美原区 堺市美原区

41502999 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 （区） その他 堺市

41503002 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 公社（市） 堺市住宅供給公社 堺市住宅供給公社

41503999 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 公社（市） その他

41504000 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 公社（区）

41505000 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 水道企業団（水道組合）

41506000 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 下水道組合

41507000 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 土地区画整理組合

41508000 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 土地改良区

41509000 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 市街地再開発組合

41599999 地方公共団体（政令指定都市） 堺市 その他 その他 堺市

41601001 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 政策企画部 新潟市政策企画部 2019/08/15変更

41601002 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 市民生活部 新潟市市民生活部

41601004 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 環境部 新潟市環境部

41601005 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 福祉部 新潟市福祉部

41601007 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 農林水産部 新潟市農林水産部

41601008 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 都市政策部 新潟市都市政策部

41601009 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 建築部 新潟市建築部

41601010 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 土木部 新潟市土木部

41601011 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 下水道部 新潟市下水道部

41601012 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 総務部 新潟市総務部

41601013 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 財務部 新潟市財務部

41601016 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 市民病院 新潟市市民病院

41601017 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 水道局 新潟市水道局

41601018 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 消防局 新潟市消防局

41601020 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 保健衛生部 新潟市保健衛生部

41601021 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 危機管理防災局 新潟市危機管理防災局

41601022 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 観光・国際交流部 新潟市観光・国際交流部

41601023 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 文化スポーツ部 新潟市文化スポーツ部

41601024 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） 経済部 新潟市経済部

41601025 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） こども未来部 新潟市こども未来部

41601999 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （内部部局） その他 新潟市

41602001 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （区） 北区 新潟市北区

41602002 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （区） 東区 新潟市東区

41602003 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （区） 中央区 新潟市中央区

41602004 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （区） 江南区 新潟市江南区

41602005 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （区） 秋葉区 新潟市秋葉区

41602006 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （区） 南区 新潟市南区

41602007 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （区） 西区 新潟市西区

41602008 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （区） 西蒲区 新潟市西蒲区

41602999 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 （区） その他 新潟市

41603001 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 公社（市） 新潟市土地開発公社 新潟市土地開発公社

41603999 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 公社（市） その他

41604000 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 公社（区）

41605000 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 水道企業団（水道組合）

41606000 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 下水道組合

41607000 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 土地区画整理組合

41608000 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 土地改良区
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41609000 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 市街地再開発組合

41699999 地方公共団体（政令指定都市） 新潟市 その他 その他 新潟市

41701001 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （内部部局） 総務部 浜松市総務部

41701002 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （内部部局） 企画調整部 浜松市企画調整部

41701003 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （内部部局） 財務部 浜松市財務部

41701004 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （内部部局） 市民部 浜松市市民部

41701006 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （内部部局） こども家庭部 浜松市こども家庭部

41701008 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （内部部局） 環境部 浜松市環境部

41701013 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （内部部局） 土木部 浜松市土木部

41701015 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （内部部局） 健康福祉部 浜松市健康福祉部

41701016 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （内部部局） 産業部 浜松市産業部

41701017 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （内部部局） 都市整備部 浜松市都市整備部

41701018 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （内部部局） デジタル・スマートシティ推進事業本部 浜松市デジタル・スマートシティ推進事業本部 2020/12/03追加

41701999 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （内部部局） その他 浜松市

41702001 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （区） 中区 浜松市中区

41702002 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （区） 東区 浜松市東区

41702003 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （区） 西区 浜松市西区

41702004 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （区） 南区 浜松市南区

41702005 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （区） 北区 浜松市北区

41702006 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （区） 浜北区 浜松市浜北区

41702007 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （区） 天竜区 浜松市天竜区

41702999 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 （区） その他 浜松市

41703000 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 上下水道部 浜松市上下水道部

41704000 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 学校教育部 浜松市学校教育部

41705000 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 消防局 浜松市消防局

41799999 地方公共団体（政令指定都市） 浜松市 その他 その他 浜松市

41801004 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） 総務局 岡山市総務局

41801006 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） 財政局 岡山市財政局

41801008 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） 保健福祉局 岡山市保健福祉局

41801009 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） 環境局 岡山市環境局

41801010 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） 産業観光局 岡山市産業観光局

41801011 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） 都市整備局 岡山市都市整備局

41801012 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） 下水道河川局 岡山市下水道河川局

41801013 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） 会計管理室 岡山市会計管理室

41801014 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） 水道局 岡山市水道局

41801016 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） 市場事業部 岡山市市場事業部

41801017 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） 消防局 岡山市消防局

41801018 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） 議会事務局 岡山市議会事務局

41801019 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） 政策局 岡山市政策局

41801021 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） 岡山っ子育成局 岡山市岡山っ子育成局

41801022 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） 危機管理室 岡山市危機管理室

41801023 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） 市民生活局 岡山市市民生活局

41801024 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） 市民協働局 岡山市市民協働局

41801025 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） 市長公室 岡山市市長公室

41801999 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （内部部局） その他 岡山市

41802001 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （区） 北区 岡山市北区

41802002 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （区） 中区 岡山市中区

41802003 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （区） 東区 岡山市東区

41802004 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （区） 南区 岡山市南区

41802999 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 （区） その他 岡山市

41803000 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 土地改良区

41899999 地方公共団体（政令指定都市） 岡山市 その他 その他 岡山市

41901001 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 （内部部局） 総務局 相模原市総務局

41901002 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 （内部部局） 市民局 相模原市市民局

41901003 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 （内部部局） 健康福祉局 相模原市健康福祉局

41901004 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 （内部部局） 環境経済局 相模原市環境経済局

41901005 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 （内部部局） 都市建設局 相模原市都市建設局

41901006 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 （内部部局） 財政局 相模原市財政局 2020/12/03変更

41901007 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 （内部部局） 危機管理局 相模原市危機管理局

41901008 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 （内部部局） こども・若者未来局 相模原市こども・若者未来局

41901009 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 （内部部局） 市長公室 相模原市市長公室 2020/12/03追加

41901999 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 （内部部局） その他 相模原市

41902001 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 （区） 緑区 相模原市緑区

41902002 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 （区） 中央区 相模原市中央区
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41902003 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 （区） 南区 相模原市南区

41902999 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 （区） その他 相模原市

41903001 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 公社（市） 相模原市土地開発公社 相模原市土地開発公社

41903999 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 公社（市） その他

41904000 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 公社（区）

41905000 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 水道企業団（水道組合）

41906000 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 下水道組合

41907000 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 土地区画整理組合

41908000 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 土地改良区

41909000 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 市街地再開発組合

41999999 地方公共団体（政令指定都市） 相模原市 その他 その他 相模原市

42001001 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （内部部局） 総務局 熊本市総務局

42001002 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （内部部局） 文化市民局 熊本市文化市民局 2020/12/03変更

42001003 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （内部部局） 財政局 熊本市財政局

42001004 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （内部部局） 健康福祉局 熊本市健康福祉局

42001005 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （内部部局） 環境局 熊本市環境局

42001006 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （内部部局） 農水局 熊本市農水局

42001007 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （内部部局） 経済観光局 熊本市経済観光局

42001008 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （内部部局） 都市建設局 熊本市都市建設局

42001009 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （内部部局） 消防局 熊本市消防局

42001010 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （内部部局） 交通局 熊本市交通局

42001011 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （内部部局） 上下水道局 熊本市上下水道局

42001012 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （内部部局） 病院局 熊本市病院局

42001014 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （内部部局） 政策局 熊本市政策局

42001999 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （内部部局） その他 熊本市

42002001 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （区） 中央区 熊本市中央区

42002002 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （区） 東区 熊本市東区

42002003 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （区） 西区 熊本市西区

42002004 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （区） 南区 熊本市南区

42002005 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （区） 北区 熊本市北区

42002999 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 （区） その他 熊本市

42003000 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 教育委員会

42004000 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 公社（市）

42005000 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 公社（区）

42006000 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 水道企業団（水道組合）

42007000 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 下水道組合

42008000 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 土地区画整理組合

42009000 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 土地改良区

42010000 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 市街地再開発組合

42099999 地方公共団体（政令指定都市） 熊本市 その他 その他 熊本市

49999999 地方公共団体（政令指定都市） その他 その他 その他

50101202 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 函館市 北海道函館市

50101203 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 小樽市 北海道小樽市

50101204 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 旭川市 北海道旭川市

50101205 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 室蘭市 北海道室蘭市

50101206 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 釧路市 北海道釧路市

50101207 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 帯広市 北海道帯広市

50101208 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 北見市 北海道北見市

50101209 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 夕張市 北海道夕張市

50101210 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 岩見沢市 北海道岩見沢市

50101211 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 網走市 北海道網走市

50101212 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 留萌市 北海道留萌市

50101213 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 苫小牧市 北海道苫小牧市

50101214 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 稚内市 北海道稚内市

50101215 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 美唄市 北海道美唄市

50101216 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 芦別市 北海道芦別市

50101217 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 江別市 北海道江別市

50101218 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 赤平市 北海道赤平市

50101219 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 紋別市 北海道紋別市

50101220 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 士別市 北海道士別市

50101221 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 名寄市 北海道名寄市

50101222 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 三笠市 北海道三笠市

50101223 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 根室市 北海道根室市

50101224 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 千歳市 北海道千歳市
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50101225 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 滝川市 北海道滝川市

50101226 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 砂川市 北海道砂川市

50101227 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 歌志内市 北海道歌志内市

50101228 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 深川市 北海道深川市

50101229 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 富良野市 北海道富良野市

50101230 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 登別市 北海道登別市

50101231 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 恵庭市 北海道恵庭市

50101233 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 伊達市 北海道伊達市

50101234 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 北広島市 北海道北広島市

50101235 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 石狩市 北海道石狩市

50101236 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 北斗市 北海道北斗市

50101303 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 石狩郡当別町 北海道石狩郡当別町

50101304 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 石狩郡新篠津村 北海道石狩郡新篠津村

50101331 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 松前郡松前町 北海道松前郡松前町

50101332 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 松前郡福島町 北海道松前郡福島町

50101333 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 上磯郡知内町 北海道上磯郡知内町

50101334 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 上磯郡木古内町 北海道上磯郡木古内町

50101337 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 亀田郡七飯町 北海道亀田郡七飯町

50101343 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 茅部郡鹿部町 北海道茅部郡鹿部町

50101345 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 茅部郡森町 北海道茅部郡森町

50101346 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 二海郡八雲町 北海道二海郡八雲町

50101347 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 山越郡長万部町 北海道山越郡長万部町

50101361 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 檜山郡江差町 北海道檜山郡江差町

50101362 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 檜山郡上ノ国町 北海道檜山郡上ノ国町

50101363 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 檜山郡厚沢部町 北海道檜山郡厚沢部町

50101364 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 爾志郡乙部町 北海道爾志郡乙部町

50101367 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 奥尻郡奥尻町 北海道奥尻郡奥尻町

50101370 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 瀬棚郡今金町 北海道瀬棚郡今金町

50101371 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 久遠郡せたな町 北海道久遠郡せたな町

50101391 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 島牧郡島牧村 北海道島牧郡島牧村

50101392 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 寿都郡寿都町 北海道寿都郡寿都町

50101393 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 寿都郡黒松内町 北海道寿都郡黒松内町

50101394 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 磯谷郡蘭越町 北海道磯谷郡蘭越町

50101395 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 虻田郡ニセコ町 北海道虻田郡ニセコ町

50101396 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 虻田郡真狩村 北海道虻田郡真狩村

50101397 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 虻田郡留寿都村 北海道虻田郡留寿都村

50101398 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 虻田郡喜茂別町 北海道虻田郡喜茂別町

50101399 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 虻田郡京極町 北海道虻田郡京極町

50101400 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 虻田郡倶知安町 北海道虻田郡倶知安町

50101401 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 岩内郡共和町 北海道岩内郡共和町

50101402 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 岩内郡岩内町 北海道岩内郡岩内町

50101403 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 古宇郡泊村 北海道古宇郡泊村

50101404 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 古宇郡神恵内村 北海道古宇郡神恵内村

50101405 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 積丹郡積丹町 北海道積丹郡積丹町

50101406 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 古平郡古平町 北海道古平郡古平町

50101407 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 余市郡仁木町 北海道余市郡仁木町

50101408 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 余市郡余市町 北海道余市郡余市町

50101409 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 余市郡赤井川村 北海道余市郡赤井川村

50101423 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 空知郡南幌町 北海道空知郡南幌町

50101424 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 空知郡奈井江町 北海道空知郡奈井江町

50101425 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 空知郡上砂川町 北海道空知郡上砂川町

50101427 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 夕張郡由仁町 北海道夕張郡由仁町

50101428 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 夕張郡長沼町 北海道夕張郡長沼町

50101429 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 夕張郡栗山町 北海道夕張郡栗山町

50101430 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 樺戸郡月形町 北海道樺戸郡月形町

50101431 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 樺戸郡浦臼町 北海道樺戸郡浦臼町

50101432 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 樺戸郡新十津川町 北海道樺戸郡新十津川町

50101433 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 雨竜郡妹背牛町 北海道雨竜郡妹背牛町

50101434 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 雨竜郡秩父別町 北海道雨竜郡秩父別町

50101436 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 雨竜郡雨竜町 北海道雨竜郡雨竜町

50101437 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 雨竜郡北竜町 北海道雨竜郡北竜町

50101438 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 雨竜郡沼田町 北海道雨竜郡沼田町

50101452 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 上川郡鷹栖町 北海道上川郡鷹栖町

50101453 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 上川郡東神楽町 北海道上川郡東神楽町
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50101454 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 上川郡当麻町 北海道上川郡当麻町

50101455 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 上川郡比布町 北海道上川郡比布町

50101456 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 上川郡愛別町 北海道上川郡愛別町

50101457 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 上川郡上川町 北海道上川郡上川町

50101458 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 上川郡東川町 北海道上川郡東川町

50101459 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 上川郡美瑛町 北海道上川郡美瑛町

50101460 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 空知郡上富良野町 北海道空知郡上富良野町

50101461 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 空知郡中富良野町 北海道空知郡中富良野町

50101462 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 空知郡南富良野町 北海道空知郡南富良野町

50101463 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 勇払郡占冠村 北海道勇払郡占冠村

50101464 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 上川郡和寒町 北海道上川郡和寒町

50101465 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 上川郡剣淵町 北海道上川郡剣淵町

50101468 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 上川郡下川町 北海道上川郡下川町

50101469 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 中川郡美深町 北海道中川郡美深町

50101470 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 中川郡音威子府村 北海道中川郡音威子府村

50101471 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 中川郡中川町 北海道中川郡中川町

50101472 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 雨竜郡幌加内町 北海道雨竜郡幌加内町

50101481 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 増毛郡増毛町 北海道増毛郡増毛町

50101482 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 留萌郡小平町 北海道留萌郡小平町

50101483 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 苫前郡苫前町 北海道苫前郡苫前町

50101484 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 苫前郡羽幌町 北海道苫前郡羽幌町

50101485 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 苫前郡初山別村 北海道苫前郡初山別村

50101486 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 天塩郡遠別町 北海道天塩郡遠別町

50101487 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 天塩郡天塩町 北海道天塩郡天塩町

50101511 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 宗谷郡猿払村 北海道宗谷郡猿払村

50101512 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 枝幸郡浜頓別町 北海道枝幸郡浜頓別町

50101513 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 枝幸郡中頓別町 北海道枝幸郡中頓別町

50101514 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 枝幸郡枝幸町 北海道枝幸郡枝幸町

50101516 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 天塩郡豊富町 北海道天塩郡豊富町

50101517 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 礼文郡礼文町 北海道礼文郡礼文町

50101518 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 利尻郡利尻町 北海道利尻郡利尻町

50101519 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 利尻郡利尻富士町 北海道利尻郡利尻富士町

50101520 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 天塩郡幌延町 北海道天塩郡幌延町

50101543 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 網走郡美幌町 北海道網走郡美幌町

50101544 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 網走郡津別町 北海道網走郡津別町

50101545 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 斜里郡斜里町 北海道斜里郡斜里町

50101546 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 斜里郡清里町 北海道斜里郡清里町

50101547 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 斜里郡小清水町 北海道斜里郡小清水町

50101549 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 常呂郡訓子府町 北海道常呂郡訓子府町

50101550 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 常呂郡置戸町 北海道常呂郡置戸町

50101552 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 常呂郡佐呂間町 北海道常呂郡佐呂間町

50101555 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 紋別郡遠軽町 北海道紋別郡遠軽町

50101559 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 紋別郡湧別町 北海道紋別郡湧別町

50101560 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 紋別郡滝上町 北海道紋別郡滝上町

50101561 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 紋別郡興部町 北海道紋別郡興部町

50101562 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 紋別郡西興部村 北海道紋別郡西興部村

50101563 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 紋別郡雄武町 北海道紋別郡雄武町

50101564 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 網走郡大空町 北海道網走郡大空町

50101571 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 虻田郡豊浦町 北海道虻田郡豊浦町

50101575 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 有珠郡壮瞥町 北海道有珠郡壮瞥町

50101578 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 白老郡白老町 北海道白老郡白老町

50101581 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 勇払郡厚真町 北海道勇払郡厚真町

50101584 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 虻田郡洞爺湖町 北海道虻田郡洞爺湖町

50101585 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 勇払郡安平町 北海道勇払郡安平町

50101586 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 勇払郡むかわ町 北海道勇払郡むかわ町

50101601 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 沙流郡日高町 北海道沙流郡日高町

50101602 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 沙流郡平取町 北海道沙流郡平取町

50101604 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 新冠郡新冠町 北海道新冠郡新冠町

50101607 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 浦河郡浦河町 北海道浦河郡浦河町

50101608 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 様似郡様似町 北海道様似郡様似町

50101609 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 幌泉郡えりも町 北海道幌泉郡えりも町

50101610 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 日高郡新ひだか町 北海道日高郡新ひだか町

50101631 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 河東郡音更町 北海道河東郡音更町

50101632 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 河東郡士幌町 北海道河東郡士幌町
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50101633 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 河東郡上士幌町 北海道河東郡上士幌町

50101634 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 河東郡鹿追町 北海道河東郡鹿追町

50101635 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 上川郡新得町 北海道上川郡新得町

50101636 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 上川郡清水町 北海道上川郡清水町

50101637 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 河西郡芽室町 北海道河西郡芽室町

50101638 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 河西郡中札内村 北海道河西郡中札内村

50101639 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 河西郡更別村 北海道河西郡更別村

50101641 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 広尾郡大樹町 北海道広尾郡大樹町

50101642 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 広尾郡広尾町 北海道広尾郡広尾町

50101643 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 中川郡幕別町 北海道中川郡幕別町

50101644 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 中川郡池田町 北海道中川郡池田町

50101645 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 中川郡豊頃町 北海道中川郡豊頃町

50101646 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 中川郡本別町 北海道中川郡本別町

50101647 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 足寄郡足寄町 北海道足寄郡足寄町

50101648 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 足寄郡陸別町 北海道足寄郡陸別町

50101649 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 十勝郡浦幌町 北海道十勝郡浦幌町

50101661 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 釧路郡釧路町 北海道釧路郡釧路町

50101662 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 厚岸郡厚岸町 北海道厚岸郡厚岸町

50101663 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 厚岸郡浜中町 北海道厚岸郡浜中町

50101664 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 川上郡標茶町 北海道川上郡標茶町

50101665 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 川上郡弟子屈町 北海道川上郡弟子屈町

50101667 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 阿寒郡鶴居村 北海道阿寒郡鶴居村

50101668 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 白糠郡白糠町 北海道白糠郡白糠町

50101691 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 野付郡別海町 北海道野付郡別海町

50101692 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 標津郡中標津町 北海道標津郡中標津町

50101693 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 標津郡標津町 北海道標津郡標津町

50101694 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 目梨郡羅臼町 北海道目梨郡羅臼町

50101695 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 色丹郡色丹村 北海道色丹郡色丹村

50101696 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 国後郡泊村 北海道国後郡泊村

50101697 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 国後郡留夜別村 北海道国後郡留夜別村

50101698 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 択捉郡留別村 北海道択捉郡留別村

50101699 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 紗那郡紗那村 北海道紗那郡紗那村

50101700 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） 蘂取郡蘂取村 北海道蘂取郡蘂取村

50101999 地方公共団体（市区町村） 北海道 （市町村） その他 北海道

50102000 地方公共団体（市区町村） 北海道 公社（市町村）

50103000 地方公共団体（市区町村） 北海道 水道企業団（水道組合）

50104000 地方公共団体（市区町村） 北海道 下水道組合

50105000 地方公共団体（市区町村） 北海道 土地区画整理組合

50106000 地方公共団体（市区町村） 北海道 土地改良区

50107000 地方公共団体（市区町村） 北海道 市街地再開発組合

50199999 地方公共団体（市区町村） 北海道 その他 その他 北海道

50201201 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 青森市 青森県青森市

50201202 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 弘前市 青森県弘前市

50201203 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 八戸市 青森県八戸市

50201204 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 黒石市 青森県黒石市

50201205 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 五所川原市 青森県五所川原市

50201206 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 十和田市 青森県十和田市

50201207 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 三沢市 青森県三沢市

50201208 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） むつ市 青森県むつ市

50201209 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） つがる市 青森県つがる市

50201210 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 平川市 青森県平川市

50201301 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 東津軽郡平内町 青森県東津軽郡平内町

50201303 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 東津軽郡今別町 青森県東津軽郡今別町

50201304 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 東津軽郡蓬田村 青森県東津軽郡蓬田村

50201307 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 東津軽郡外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町

50201321 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 西津軽郡鰺ヶ沢町 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町

50201323 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 西津軽郡深浦町 青森県西津軽郡深浦町

50201343 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 中津軽郡西目屋村 青森県中津軽郡西目屋村

50201361 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 南津軽郡藤崎町 青森県南津軽郡藤崎町

50201362 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 南津軽郡大鰐町 青森県南津軽郡大鰐町

50201367 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 南津軽郡田舎館村 青森県南津軽郡田舎館村

50201381 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 北津軽郡板柳町 青森県北津軽郡板柳町

50201384 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 北津軽郡鶴田町 青森県北津軽郡鶴田町

50201387 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 北津軽郡中泊町 青森県北津軽郡中泊町
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50201401 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 上北郡野辺地町 青森県上北郡野辺地町

50201402 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 上北郡七戸町 青森県上北郡七戸町

50201405 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 上北郡六戸町 青森県上北郡六戸町

50201406 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 上北郡横浜町 青森県上北郡横浜町

50201408 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 上北郡東北町 青森県上北郡東北町

50201411 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 上北郡六ヶ所村 青森県上北郡六ヶ所村

50201412 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 上北郡おいらせ町 青森県上北郡おいらせ町

50201423 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 下北郡大間町 青森県下北郡大間町

50201424 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 下北郡東通村 青森県下北郡東通村

50201425 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 下北郡風間浦村 青森県下北郡風間浦村

50201426 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 下北郡佐井村 青森県下北郡佐井村

50201441 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 三戸郡三戸町 青森県三戸郡三戸町

50201442 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 三戸郡五戸町 青森県三戸郡五戸町

50201443 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 三戸郡田子町 青森県三戸郡田子町

50201445 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 三戸郡南部町 青森県三戸郡南部町

50201446 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 三戸郡階上町 青森県三戸郡階上町

50201450 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） 三戸郡新郷村 青森県三戸郡新郷村

50201999 地方公共団体（市区町村） 青森県 （市町村） その他 青森県

50202000 地方公共団体（市区町村） 青森県 公社（市町村）

50203000 地方公共団体（市区町村） 青森県 水道企業団（水道組合）

50204000 地方公共団体（市区町村） 青森県 下水道組合

50205000 地方公共団体（市区町村） 青森県 土地区画整理組合

50206000 地方公共団体（市区町村） 青森県 土地改良区

50207000 地方公共団体（市区町村） 青森県 市街地再開発組合

50299999 地方公共団体（市区町村） 青森県 その他 その他 青森県

50301201 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 盛岡市 岩手県盛岡市

50301202 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 宮古市 岩手県宮古市

50301203 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 大船渡市 岩手県大船渡市

50301205 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 花巻市 岩手県花巻市

50301206 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 北上市 岩手県北上市

50301207 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 久慈市 岩手県久慈市

50301208 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 遠野市 岩手県遠野市

50301209 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 一関市 岩手県一関市

50301210 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 陸前高田市 岩手県陸前高田市

50301211 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 釜石市 岩手県釜石市

50301213 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 二戸市 岩手県二戸市

50301214 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 八幡平市 岩手県八幡平市

50301215 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 奥州市 岩手県奥州市

50301216 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 滝沢市 岩手県滝沢市

50301301 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 岩手郡雫石町 岩手県岩手郡雫石町

50301302 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 岩手郡葛巻町 岩手県岩手郡葛巻町

50301303 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 岩手郡岩手町 岩手県岩手郡岩手町

50301321 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 紫波郡紫波町 岩手県紫波郡紫波町

50301322 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 紫波郡矢巾町 岩手県紫波郡矢巾町

50301366 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 和賀郡西和賀町 岩手県和賀郡西和賀町

50301381 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 胆沢郡金ケ崎町 岩手県胆沢郡金ケ崎町

50301402 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 西磐井郡平泉町 岩手県西磐井郡平泉町

50301441 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 気仙郡住田町 岩手県気仙郡住田町

50301461 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 上閉伊郡大槌町 岩手県上閉伊郡大槌町

50301482 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 下閉伊郡山田町 岩手県下閉伊郡山田町

50301483 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 下閉伊郡岩泉町 岩手県下閉伊郡岩泉町

50301484 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 下閉伊郡田野畑村 岩手県下閉伊郡田野畑村

50301485 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 下閉伊郡普代村 岩手県下閉伊郡普代村

50301501 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 九戸郡軽米町 岩手県九戸郡軽米町

50301503 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 九戸郡野田村 岩手県九戸郡野田村

50301506 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 九戸郡九戸村 岩手県九戸郡九戸村

50301507 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 九戸郡洋野町 岩手県九戸郡洋野町

50301524 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） 二戸郡一戸町 岩手県二戸郡一戸町

50301999 地方公共団体（市区町村） 岩手県 （市町村） その他 岩手県

50302000 地方公共団体（市区町村） 岩手県 公社（市町村）

50303000 地方公共団体（市区町村） 岩手県 水道企業団（水道組合）

50304000 地方公共団体（市区町村） 岩手県 下水道組合

50305000 地方公共団体（市区町村） 岩手県 土地区画整理組合

50306000 地方公共団体（市区町村） 岩手県 土地改良区
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50307000 地方公共団体（市区町村） 岩手県 市街地再開発組合

50399999 地方公共団体（市区町村） 岩手県 その他 その他 岩手県

50401202 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 石巻市 宮城県石巻市

50401203 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 塩竈市 宮城県塩竈市

50401205 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 気仙沼市 宮城県気仙沼市

50401206 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 白石市 宮城県白石市

50401207 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 名取市 宮城県名取市

50401208 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 角田市 宮城県角田市

50401209 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 多賀城市 宮城県多賀城市

50401211 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 岩沼市 宮城県岩沼市

50401212 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 登米市 宮城県登米市

50401213 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 栗原市 宮城県栗原市

50401214 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 東松島市 宮城県東松島市

50401215 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 大崎市 宮城県大崎市

50401216 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 富谷市 宮城県富谷市 2017/02/13追加

50401301 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 刈田郡蔵王町 宮城県刈田郡蔵王町

50401302 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 刈田郡七ケ宿町 宮城県刈田郡七ケ宿町

50401321 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 柴田郡大河原町 宮城県柴田郡大河原町

50401322 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 柴田郡村田町 宮城県柴田郡村田町

50401323 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 柴田郡柴田町 宮城県柴田郡柴田町

50401324 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 柴田郡川崎町 宮城県柴田郡川崎町

50401341 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 伊具郡丸森町 宮城県伊具郡丸森町

50401361 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 亘理郡亘理町 宮城県亘理郡亘理町

50401362 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 亘理郡山元町 宮城県亘理郡山元町

50401401 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 宮城郡松島町 宮城県宮城郡松島町

50401404 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 宮城郡七ヶ浜町 宮城県宮城郡七ヶ浜町

50401406 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 宮城郡利府町 宮城県宮城郡利府町

50401421 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 黒川郡大和町 宮城県黒川郡大和町

50401422 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 黒川郡大郷町 宮城県黒川郡大郷町

50401424 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 黒川郡大衡村 宮城県黒川郡大衡村

50401444 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 加美郡色麻町 宮城県加美郡色麻町

50401445 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 加美郡加美町 宮城県加美郡加美町

50401501 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 遠田郡涌谷町 宮城県遠田郡涌谷町

50401505 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 遠田郡美里町 宮城県遠田郡美里町

50401581 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 牡鹿郡女川町 宮城県牡鹿郡女川町

50401606 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） 本吉郡南三陸町 宮城県本吉郡南三陸町

50401999 地方公共団体（市区町村） 宮城県 （市町村） その他 宮城県

50402000 地方公共団体（市区町村） 宮城県 公社（市町村）

50403000 地方公共団体（市区町村） 宮城県 水道企業団（水道組合）

50404000 地方公共団体（市区町村） 宮城県 下水道組合

50405000 地方公共団体（市区町村） 宮城県 土地区画整理組合

50406000 地方公共団体（市区町村） 宮城県 土地改良区

50407000 地方公共団体（市区町村） 宮城県 市街地再開発組合

50499999 地方公共団体（市区町村） 宮城県 その他 その他 宮城県

50501201 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 秋田市 秋田県秋田市

50501202 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 能代市 秋田県能代市

50501203 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 横手市 秋田県横手市

50501204 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 大館市 秋田県大館市

50501206 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 男鹿市 秋田県男鹿市

50501207 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 湯沢市 秋田県湯沢市

50501209 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 鹿角市 秋田県鹿角市

50501210 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 由利本荘市 秋田県由利本荘市

50501211 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 潟上市 秋田県潟上市

50501212 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 大仙市 秋田県大仙市

50501213 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 北秋田市 秋田県北秋田市

50501214 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） にかほ市 秋田県にかほ市

50501215 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 仙北市 秋田県仙北市

50501303 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 鹿角郡小坂町 秋田県鹿角郡小坂町

50501327 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 北秋田郡上小阿仁村 秋田県北秋田郡上小阿仁村

50501346 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 山本郡藤里町 秋田県山本郡藤里町

50501348 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 山本郡三種町 秋田県山本郡三種町

50501349 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 山本郡八峰町 秋田県山本郡八峰町

50501361 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 南秋田郡五城目町 秋田県南秋田郡五城目町

50501363 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 南秋田郡八郎潟町 秋田県南秋田郡八郎潟町
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50501366 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 南秋田郡井川町 秋田県南秋田郡井川町

50501368 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 南秋田郡大潟村 秋田県南秋田郡大潟村

50501434 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 仙北郡美郷町 秋田県仙北郡美郷町

50501463 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 雄勝郡羽後町 秋田県雄勝郡羽後町

50501464 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） 雄勝郡東成瀬村 秋田県雄勝郡東成瀬村

50501999 地方公共団体（市区町村） 秋田県 （市町村） その他 秋田県

50502000 地方公共団体（市区町村） 秋田県 公社（市町村）

50503000 地方公共団体（市区町村） 秋田県 水道企業団（水道組合）

50504000 地方公共団体（市区町村） 秋田県 下水道組合

50505000 地方公共団体（市区町村） 秋田県 土地区画整理組合

50506000 地方公共団体（市区町村） 秋田県 土地改良区

50507000 地方公共団体（市区町村） 秋田県 市街地再開発組合

50599999 地方公共団体（市区町村） 秋田県 その他 その他 秋田県

50601201 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 山形市 山形県山形市

50601202 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 米沢市 山形県米沢市

50601203 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 鶴岡市 山形県鶴岡市

50601204 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 酒田市 山形県酒田市

50601205 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 新庄市 山形県新庄市

50601206 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 寒河江市 山形県寒河江市

50601207 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 上山市 山形県上山市

50601208 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 村山市 山形県村山市

50601209 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 長井市 山形県長井市

50601210 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 天童市 山形県天童市

50601211 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 東根市 山形県東根市

50601212 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 尾花沢市 山形県尾花沢市

50601213 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 南陽市 山形県南陽市

50601301 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 東村山郡山辺町 山形県東村山郡山辺町

50601302 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 東村山郡中山町 山形県東村山郡中山町

50601321 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 西村山郡河北町 山形県西村山郡河北町

50601322 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 西村山郡西川町 山形県西村山郡西川町

50601323 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 西村山郡朝日町 山形県西村山郡朝日町

50601324 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 西村山郡大江町 山形県西村山郡大江町

50601341 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 北村山郡大石田町 山形県北村山郡大石田町

50601361 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 最上郡金山町 山形県最上郡金山町

50601362 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 最上郡最上町 山形県最上郡最上町

50601363 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 最上郡舟形町 山形県最上郡舟形町

50601364 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 最上郡真室川町 山形県最上郡真室川町

50601365 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 最上郡大蔵村 山形県最上郡大蔵村

50601366 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 最上郡鮭川村 山形県最上郡鮭川村

50601367 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 最上郡戸沢村 山形県最上郡戸沢村

50601381 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 東置賜郡高畠町 山形県東置賜郡高畠町

50601382 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 東置賜郡川西町 山形県東置賜郡川西町

50601401 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 西置賜郡小国町 山形県西置賜郡小国町

50601402 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 西置賜郡白鷹町 山形県西置賜郡白鷹町

50601403 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 西置賜郡飯豊町 山形県西置賜郡飯豊町

50601426 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 東田川郡三川町 山形県東田川郡三川町

50601428 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 東田川郡庄内町 山形県東田川郡庄内町

50601461 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） 飽海郡遊佐町 山形県飽海郡遊佐町

50601999 地方公共団体（市区町村） 山形県 （市町村） その他 山形県

50602000 地方公共団体（市区町村） 山形県 公社（市町村）

50603000 地方公共団体（市区町村） 山形県 水道企業団（水道組合）

50604000 地方公共団体（市区町村） 山形県 下水道組合

50605000 地方公共団体（市区町村） 山形県 土地区画整理組合

50606000 地方公共団体（市区町村） 山形県 土地改良区

50607000 地方公共団体（市区町村） 山形県 市街地再開発組合

50699999 地方公共団体（市区町村） 山形県 その他 その他 山形県

50701201 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 福島市 福島県福島市

50701202 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 会津若松市 福島県会津若松市

50701203 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 郡山市 福島県郡山市

50701204 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） いわき市 福島県いわき市

50701205 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 白河市 福島県白河市

50701207 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 須賀川市 福島県須賀川市

50701208 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 喜多方市 福島県喜多方市

50701209 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 相馬市 福島県相馬市
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50701210 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 二本松市 福島県二本松市

50701211 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 田村市 福島県田村市

50701212 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 南相馬市 福島県南相馬市

50701213 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 伊達市 福島県伊達市

50701214 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 本宮市 福島県本宮市

50701301 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 伊達郡桑折町 福島県伊達郡桑折町

50701303 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 伊達郡国見町 福島県伊達郡国見町

50701308 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 伊達郡川俣町 福島県伊達郡川俣町

50701322 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 安達郡大玉村 福島県安達郡大玉村

50701342 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 岩瀬郡鏡石町 福島県岩瀬郡鏡石町

50701344 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 岩瀬郡天栄村 福島県岩瀬郡天栄村

50701362 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 南会津郡下郷町 福島県南会津郡下郷町

50701364 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 南会津郡檜枝岐村 福島県南会津郡檜枝岐村

50701367 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 南会津郡只見町 福島県南会津郡只見町

50701368 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 南会津郡南会津町 福島県南会津郡南会津町

50701402 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 耶麻郡北塩原村 福島県耶麻郡北塩原村

50701405 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 耶麻郡西会津町 福島県耶麻郡西会津町

50701407 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 耶麻郡磐梯町 福島県耶麻郡磐梯町

50701408 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 耶麻郡猪苗代町 福島県耶麻郡猪苗代町

50701421 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 河沼郡会津坂下町 福島県河沼郡会津坂下町

50701422 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 河沼郡湯川村 福島県河沼郡湯川村

50701423 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 河沼郡柳津町 福島県河沼郡柳津町

50701444 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 大沼郡三島町 福島県大沼郡三島町

50701445 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 大沼郡金山町 福島県大沼郡金山町

50701446 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 大沼郡昭和村 福島県大沼郡昭和村

50701447 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 大沼郡会津美里町 福島県大沼郡会津美里町

50701461 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 西白河郡西郷村 福島県西白河郡西郷村

50701464 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 西白河郡泉崎村 福島県西白河郡泉崎村

50701465 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 西白河郡中島村 福島県西白河郡中島村

50701466 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 西白河郡矢吹町 福島県西白河郡矢吹町

50701481 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 東白川郡棚倉町 福島県東白川郡棚倉町

50701482 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 東白川郡矢祭町 福島県東白川郡矢祭町

50701483 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 東白川郡塙町 福島県東白川郡塙町

50701484 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 東白川郡鮫川村 福島県東白川郡鮫川村

50701501 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 石川郡石川町 福島県石川郡石川町

50701502 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 石川郡玉川村 福島県石川郡玉川村

50701503 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 石川郡平田村 福島県石川郡平田村

50701504 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 石川郡浅川町 福島県石川郡浅川町

50701505 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 石川郡古殿町 福島県石川郡古殿町

50701521 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 田村郡三春町 福島県田村郡三春町

50701522 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 田村郡小野町 福島県田村郡小野町

50701541 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 双葉郡広野町 福島県双葉郡広野町

50701542 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 双葉郡楢葉町 福島県双葉郡楢葉町

50701543 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 双葉郡富岡町 福島県双葉郡富岡町

50701544 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 双葉郡川内村 福島県双葉郡川内村

50701545 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 双葉郡大熊町 福島県双葉郡大熊町

50701546 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 双葉郡双葉町 福島県双葉郡双葉町

50701547 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 双葉郡浪江町 福島県双葉郡浪江町

50701548 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 双葉郡葛尾村 福島県双葉郡葛尾村

50701561 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 相馬郡新地町 福島県相馬郡新地町

50701564 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） 相馬郡飯舘村 福島県相馬郡飯舘村

50701999 地方公共団体（市区町村） 福島県 （市町村） その他 福島県

50702000 地方公共団体（市区町村） 福島県 公社（市町村）

50703000 地方公共団体（市区町村） 福島県 水道企業団（水道組合）

50704000 地方公共団体（市区町村） 福島県 下水道組合

50705000 地方公共団体（市区町村） 福島県 土地区画整理組合

50706000 地方公共団体（市区町村） 福島県 土地改良区

50707000 地方公共団体（市区町村） 福島県 市街地再開発組合

50799999 地方公共団体（市区町村） 福島県 その他 その他 福島県

50801201 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 水戸市 茨城県水戸市

50801202 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 日立市 茨城県日立市

50801203 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 土浦市 茨城県土浦市

50801204 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 古河市 茨城県古河市

50801205 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 石岡市 茨城県石岡市
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50801207 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 結城市 茨城県結城市

50801208 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 龍ケ崎市 茨城県龍ケ崎市

50801210 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 下妻市 茨城県下妻市

50801211 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 常総市 茨城県常総市

50801212 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 常陸太田市 茨城県常陸太田市

50801214 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 高萩市 茨城県高萩市

50801215 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 北茨城市 茨城県北茨城市

50801216 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 笠間市 茨城県笠間市

50801217 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 取手市 茨城県取手市

50801219 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 牛久市 茨城県牛久市

50801220 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） つくば市 茨城県つくば市

50801221 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） ひたちなか市 茨城県ひたちなか市

50801222 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 鹿嶋市 茨城県鹿嶋市

50801223 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 潮来市 茨城県潮来市

50801224 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 守谷市 茨城県守谷市

50801225 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 常陸大宮市 茨城県常陸大宮市

50801226 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 那珂市 茨城県那珂市

50801227 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 筑西市 茨城県筑西市

50801228 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 坂東市 茨城県坂東市

50801229 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 稲敷市 茨城県稲敷市

50801230 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） かすみがうら市 茨城県かすみがうら市

50801231 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 桜川市 茨城県桜川市

50801232 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 神栖市 茨城県神栖市

50801233 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 行方市 茨城県行方市

50801234 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 鉾田市 茨城県鉾田市

50801235 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） つくばみらい市 茨城県つくばみらい市

50801236 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 小美玉市 茨城県小美玉市

50801302 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 東茨城郡茨城町 茨城県東茨城郡茨城町

50801309 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 東茨城郡大洗町 茨城県東茨城郡大洗町

50801310 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 東茨城郡城里町 茨城県東茨城郡城里町

50801341 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 那珂郡東海村 茨城県那珂郡東海村

50801364 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 久慈郡大子町 茨城県久慈郡大子町

50801442 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 稲敷郡美浦村 茨城県稲敷郡美浦村

50801443 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 稲敷郡阿見町 茨城県稲敷郡阿見町

50801447 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 稲敷郡河内町 茨城県稲敷郡河内町

50801521 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 結城郡八千代町 茨城県結城郡八千代町

50801542 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 猿島郡五霞町 茨城県猿島郡五霞町

50801546 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 猿島郡境町 茨城県猿島郡境町

50801564 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） 北相馬郡利根町 茨城県北相馬郡利根町

50801999 地方公共団体（市区町村） 茨城県 （市町村） その他 茨城県

50802000 地方公共団体（市区町村） 茨城県 公社（市町村）

50803000 地方公共団体（市区町村） 茨城県 水道企業団（水道組合）

50804000 地方公共団体（市区町村） 茨城県 下水道組合

50805000 地方公共団体（市区町村） 茨城県 土地区画整理組合

50806000 地方公共団体（市区町村） 茨城県 土地改良区

50807000 地方公共団体（市区町村） 茨城県 市街地再開発組合

50899999 地方公共団体（市区町村） 茨城県 その他 その他 茨城県

50901201 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 宇都宮市 栃木県宇都宮市

50901202 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 足利市 栃木県足利市

50901203 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 栃木市 栃木県栃木市

50901204 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 佐野市 栃木県佐野市

50901205 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 鹿沼市 栃木県鹿沼市

50901206 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 日光市 栃木県日光市

50901208 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 小山市 栃木県小山市

50901209 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 真岡市 栃木県真岡市

50901210 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 大田原市 栃木県大田原市

50901211 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 矢板市 栃木県矢板市

50901213 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 那須塩原市 栃木県那須塩原市

50901214 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） さくら市 栃木県さくら市

50901215 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 那須烏山市 栃木県那須烏山市

50901216 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 下野市 栃木県下野市

50901301 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 河内郡上三川町 栃木県河内郡上三川町

50901342 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 芳賀郡益子町 栃木県芳賀郡益子町

50901343 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 芳賀郡茂木町 栃木県芳賀郡茂木町
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50901344 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 芳賀郡市貝町 栃木県芳賀郡市貝町

50901345 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 芳賀郡芳賀町 栃木県芳賀郡芳賀町

50901361 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 下都賀郡壬生町 栃木県下都賀郡壬生町

50901364 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 下都賀郡野木町 栃木県下都賀郡野木町

50901384 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 塩谷郡塩谷町 栃木県塩谷郡塩谷町

50901386 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 塩谷郡高根沢町 栃木県塩谷郡高根沢町

50901407 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 那須郡那須町 栃木県那須郡那須町

50901411 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） 那須郡那珂川町 栃木県那須郡那珂川町

50901999 地方公共団体（市区町村） 栃木県 （市町村） その他 栃木県

50902000 地方公共団体（市区町村） 栃木県 公社（市町村）

50903000 地方公共団体（市区町村） 栃木県 水道企業団（水道組合）

50904000 地方公共団体（市区町村） 栃木県 下水道組合

50905000 地方公共団体（市区町村） 栃木県 土地区画整理組合

50906000 地方公共団体（市区町村） 栃木県 土地改良区

50907000 地方公共団体（市区町村） 栃木県 市街地再開発組合

50999999 地方公共団体（市区町村） 栃木県 その他 その他 栃木県

51001201 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 前橋市 群馬県前橋市

51001202 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 高崎市 群馬県高崎市

51001203 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 桐生市 群馬県桐生市

51001204 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 伊勢崎市 群馬県伊勢崎市

51001205 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 太田市 群馬県太田市

51001206 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 沼田市 群馬県沼田市

51001207 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 館林市 群馬県館林市

51001208 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 渋川市 群馬県渋川市

51001209 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 藤岡市 群馬県藤岡市

51001210 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 富岡市 群馬県富岡市

51001211 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 安中市 群馬県安中市

51001212 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） みどり市 群馬県みどり市

51001344 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 北群馬郡榛東村 群馬県北群馬郡榛東村

51001345 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 北群馬郡吉岡町 群馬県北群馬郡吉岡町

51001366 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 多野郡上野村 群馬県多野郡上野村

51001367 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 多野郡神流町 群馬県多野郡神流町

51001382 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 甘楽郡下仁田町 群馬県甘楽郡下仁田町

51001383 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 甘楽郡南牧村 群馬県甘楽郡南牧村

51001384 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 甘楽郡甘楽町 群馬県甘楽郡甘楽町

51001421 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 吾妻郡中之条町 群馬県吾妻郡中之条町

51001424 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 吾妻郡長野原町 群馬県吾妻郡長野原町

51001425 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 吾妻郡嬬恋村 群馬県吾妻郡嬬恋村

51001426 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 吾妻郡草津町 群馬県吾妻郡草津町

51001428 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 吾妻郡高山村 群馬県吾妻郡高山村

51001429 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 吾妻郡東吾妻町 群馬県吾妻郡東吾妻町

51001443 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 利根郡片品村 群馬県利根郡片品村

51001444 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 利根郡川場村 群馬県利根郡川場村

51001448 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 利根郡昭和村 群馬県利根郡昭和村

51001449 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 利根郡みなかみ町 群馬県利根郡みなかみ町

51001464 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 佐波郡玉村町 群馬県佐波郡玉村町

51001521 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 邑楽郡板倉町 群馬県邑楽郡板倉町

51001522 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 邑楽郡明和町 群馬県邑楽郡明和町

51001523 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 邑楽郡千代田町 群馬県邑楽郡千代田町

51001524 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 邑楽郡大泉町 群馬県邑楽郡大泉町

51001525 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） 邑楽郡邑楽町 群馬県邑楽郡邑楽町

51001999 地方公共団体（市区町村） 群馬県 （市町村） その他 群馬県

51002000 地方公共団体（市区町村） 群馬県 公社（市町村）

51003000 地方公共団体（市区町村） 群馬県 水道企業団（水道組合）

51004000 地方公共団体（市区町村） 群馬県 下水道組合

51005000 地方公共団体（市区町村） 群馬県 土地区画整理組合

51006000 地方公共団体（市区町村） 群馬県 土地改良区

51007000 地方公共団体（市区町村） 群馬県 市街地再開発組合

51099999 地方公共団体（市区町村） 群馬県 その他 その他 群馬県

51101201 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 川越市 埼玉県川越市

51101202 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 熊谷市 埼玉県熊谷市

51101203 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 川口市 埼玉県川口市

51101206 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 行田市 埼玉県行田市

51101207 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 秩父市 埼玉県秩父市
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51101208 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 所沢市 埼玉県所沢市

51101209 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 飯能市 埼玉県飯能市

51101210 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 加須市 埼玉県加須市

51101211 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 本庄市 埼玉県本庄市

51101212 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 東松山市 埼玉県東松山市

51101214 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 春日部市 埼玉県春日部市

51101215 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 狭山市 埼玉県狭山市

51101216 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 羽生市 埼玉県羽生市

51101217 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 鴻巣市 埼玉県鴻巣市

51101218 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 深谷市 埼玉県深谷市

51101219 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 上尾市 埼玉県上尾市

51101221 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 草加市 埼玉県草加市

51101222 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 越谷市 埼玉県越谷市

51101223 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 蕨市 埼玉県蕨市

51101224 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 戸田市 埼玉県戸田市

51101225 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 入間市 埼玉県入間市

51101227 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 朝霞市 埼玉県朝霞市

51101228 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 志木市 埼玉県志木市

51101229 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 和光市 埼玉県和光市

51101230 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 新座市 埼玉県新座市

51101231 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 桶川市 埼玉県桶川市

51101232 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 久喜市 埼玉県久喜市

51101233 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 北本市 埼玉県北本市

51101234 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 八潮市 埼玉県八潮市

51101235 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 富士見市 埼玉県富士見市

51101237 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 三郷市 埼玉県三郷市

51101238 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 蓮田市 埼玉県蓮田市

51101239 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 坂戸市 埼玉県坂戸市

51101240 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 幸手市 埼玉県幸手市

51101241 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 鶴ヶ島市 埼玉県鶴ヶ島市

51101242 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 日高市 埼玉県日高市

51101243 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 吉川市 埼玉県吉川市

51101245 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） ふじみ野市 埼玉県ふじみ野市

51101246 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 白岡市 埼玉県白岡市

51101301 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 北足立郡伊奈町 埼玉県北足立郡伊奈町

51101324 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 入間郡三芳町 埼玉県入間郡三芳町

51101326 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 入間郡毛呂山町 埼玉県入間郡毛呂山町

51101327 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 入間郡越生町 埼玉県入間郡越生町

51101341 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 比企郡滑川町 埼玉県比企郡滑川町

51101342 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 比企郡嵐山町 埼玉県比企郡嵐山町

51101343 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 比企郡小川町 埼玉県比企郡小川町

51101346 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 比企郡川島町 埼玉県比企郡川島町

51101347 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 比企郡吉見町 埼玉県比企郡吉見町

51101348 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 比企郡鳩山町 埼玉県比企郡鳩山町

51101349 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 比企郡ときがわ町 埼玉県比企郡ときがわ町

51101361 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 秩父郡横瀬町 埼玉県秩父郡横瀬町

51101362 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 秩父郡皆野町 埼玉県秩父郡皆野町

51101363 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 秩父郡長瀞町 埼玉県秩父郡長瀞町

51101365 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 秩父郡小鹿野町 埼玉県秩父郡小鹿野町

51101369 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 秩父郡東秩父村 埼玉県秩父郡東秩父村

51101381 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 児玉郡美里町 埼玉県児玉郡美里町

51101383 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 児玉郡神川町 埼玉県児玉郡神川町

51101385 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 児玉郡上里町 埼玉県児玉郡上里町

51101408 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 大里郡寄居町 埼玉県大里郡寄居町

51101442 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 南埼玉郡宮代町 埼玉県南埼玉郡宮代町

51101464 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 北葛飾郡杉戸町 埼玉県北葛飾郡杉戸町

51101465 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） 北葛飾郡松伏町 埼玉県北葛飾郡松伏町

51101999 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 （市町村） その他 埼玉県

51102000 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 公社（市町村）

51103000 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 水道企業団（水道組合）

51104000 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 下水道組合

51105000 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 土地区画整理組合

51106000 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 土地改良区

51107000 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 市街地再開発組合
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51199999 地方公共団体（市区町村） 埼玉県 その他 その他 埼玉県

51201202 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 銚子市 千葉県銚子市

51201203 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 市川市 千葉県市川市

51201204 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 船橋市 千葉県船橋市

51201205 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 館山市 千葉県館山市

51201206 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 木更津市 千葉県木更津市

51201207 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 松戸市 千葉県松戸市

51201208 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 野田市 千葉県野田市

51201210 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 茂原市 千葉県茂原市

51201211 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 成田市 千葉県成田市

51201212 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 佐倉市 千葉県佐倉市

51201213 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 東金市 千葉県東金市

51201215 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 旭市 千葉県旭市

51201216 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 習志野市 千葉県習志野市

51201217 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 柏市 千葉県柏市

51201218 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 勝浦市 千葉県勝浦市

51201219 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 市原市 千葉県市原市

51201220 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 流山市 千葉県流山市

51201221 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 八千代市 千葉県八千代市

51201222 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 我孫子市 千葉県我孫子市

51201223 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 鴨川市 千葉県鴨川市

51201224 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 鎌ケ谷市 千葉県鎌ケ谷市

51201225 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 君津市 千葉県君津市

51201226 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 富津市 千葉県富津市

51201227 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 浦安市 千葉県浦安市

51201228 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 四街道市 千葉県四街道市

51201229 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 袖ケ浦市 千葉県袖ケ浦市

51201230 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 八街市 千葉県八街市

51201231 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 印西市 千葉県印西市

51201232 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 白井市 千葉県白井市

51201233 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 富里市 千葉県富里市

51201234 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 南房総市 千葉県南房総市

51201235 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 匝瑳市 千葉県匝瑳市

51201236 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 香取市 千葉県香取市

51201237 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 山武市 千葉県山武市

51201238 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） いすみ市 千葉県いすみ市

51201239 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 大網白里市 千葉県大網白里市

51201322 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 印旛郡酒々井町 千葉県印旛郡酒々井町

51201329 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 印旛郡栄町 千葉県印旛郡栄町

51201342 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 香取郡神崎町 千葉県香取郡神崎町

51201347 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 香取郡多古町 千葉県香取郡多古町

51201349 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 香取郡東庄町 千葉県香取郡東庄町

51201403 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 山武郡九十九里町 千葉県山武郡九十九里町

51201409 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 山武郡芝山町 千葉県山武郡芝山町

51201410 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 山武郡横芝光町 千葉県山武郡横芝光町

51201421 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 長生郡一宮町 千葉県長生郡一宮町

51201422 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 長生郡睦沢町 千葉県長生郡睦沢町

51201423 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 長生郡長生村 千葉県長生郡長生村

51201424 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 長生郡白子町 千葉県長生郡白子町

51201426 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 長生郡長柄町 千葉県長生郡長柄町

51201427 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 長生郡長南町 千葉県長生郡長南町

51201441 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 夷隅郡大多喜町 千葉県夷隅郡大多喜町

51201443 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 夷隅郡御宿町 千葉県夷隅郡御宿町

51201463 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） 安房郡鋸南町 千葉県安房郡鋸南町

51201999 地方公共団体（市区町村） 千葉県 （市町村） その他 千葉県

51202000 地方公共団体（市区町村） 千葉県 公社（市町村）

51203000 地方公共団体（市区町村） 千葉県 水道企業団（水道組合）

51204000 地方公共団体（市区町村） 千葉県 下水道組合

51205000 地方公共団体（市区町村） 千葉県 土地区画整理組合

51206000 地方公共団体（市区町村） 千葉県 土地改良区

51207000 地方公共団体（市区町村） 千葉県 市街地再開発組合

51299999 地方公共団体（市区町村） 千葉県 その他 その他 千葉県

51301101 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 千代田区 東京都千代田区

51301102 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 中央区 東京都中央区
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51301103 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 港区 東京都港区

51301104 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 新宿区 東京都新宿区

51301105 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 文京区 東京都文京区

51301106 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 台東区 東京都台東区

51301107 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 墨田区 東京都墨田区

51301108 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 江東区 東京都江東区

51301109 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 品川区 東京都品川区

51301110 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 目黒区 東京都目黒区

51301111 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 大田区 東京都大田区

51301112 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 世田谷区 東京都世田谷区

51301113 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 渋谷区 東京都渋谷区

51301114 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 中野区 東京都中野区

51301115 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 杉並区 東京都杉並区

51301116 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 豊島区 東京都豊島区

51301117 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 北区 東京都北区

51301118 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 荒川区 東京都荒川区

51301119 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 板橋区 東京都板橋区

51301120 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 練馬区 東京都練馬区

51301121 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 足立区 東京都足立区

51301122 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 葛飾区 東京都葛飾区

51301123 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 江戸川区 東京都江戸川区

51301201 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 八王子市 東京都八王子市

51301202 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 立川市 東京都立川市

51301203 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 武蔵野市 東京都武蔵野市

51301204 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 三鷹市 東京都三鷹市

51301205 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 青梅市 東京都青梅市

51301206 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 府中市 東京都府中市

51301207 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 昭島市 東京都昭島市

51301208 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 調布市 東京都調布市

51301209 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 町田市 東京都町田市

51301210 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 小金井市 東京都小金井市

51301211 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 小平市 東京都小平市

51301212 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 日野市 東京都日野市

51301213 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 東村山市 東京都東村山市

51301214 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 国分寺市 東京都国分寺市

51301215 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 国立市 東京都国立市

51301218 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 福生市 東京都福生市

51301219 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 狛江市 東京都狛江市

51301220 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 東大和市 東京都東大和市

51301221 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 清瀬市 東京都清瀬市

51301222 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 東久留米市 東京都東久留米市

51301223 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 武蔵村山市 東京都武蔵村山市

51301224 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 多摩市 東京都多摩市

51301225 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 稲城市 東京都稲城市

51301227 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 羽村市 東京都羽村市

51301228 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） あきる野市 東京都あきる野市

51301229 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 西東京市 東京都西東京市

51301303 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 西多摩郡瑞穂町 東京都西多摩郡瑞穂町

51301305 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 西多摩郡日の出町 東京都西多摩郡日の出町

51301307 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 西多摩郡檜原村 東京都西多摩郡檜原村

51301308 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 西多摩郡奥多摩町 東京都西多摩郡奥多摩町

51301361 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 大島町 東京都大島町

51301362 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 利島村 東京都利島村

51301363 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 新島村 東京都新島村

51301364 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 神津島村 東京都神津島村

51301381 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 三宅村 東京都三宅村

51301382 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 御蔵島村 東京都御蔵島村

51301401 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 八丈町 東京都八丈町

51301402 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 青ヶ島村 東京都青ヶ島村

51301421 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） 小笠原村 東京都小笠原村

51301999 地方公共団体（市区町村） 東京都 （市区町村） その他 東京都

51302000 地方公共団体（市区町村） 東京都 公社（市区町村）

51303000 地方公共団体（市区町村） 東京都 水道企業団（水道組合）

51304000 地方公共団体（市区町村） 東京都 下水道組合

97 / 131 ページ



28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

51305000 地方公共団体（市区町村） 東京都 土地区画整理組合

51306000 地方公共団体（市区町村） 東京都 土地改良区

51307000 地方公共団体（市区町村） 東京都 市街地再開発組合

51399999 地方公共団体（市区町村） 東京都 その他 その他 東京都

51401201 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 横須賀市 神奈川県横須賀市

51401203 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 平塚市 神奈川県平塚市

51401204 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 鎌倉市 神奈川県鎌倉市

51401205 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 藤沢市 神奈川県藤沢市

51401206 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 小田原市 神奈川県小田原市

51401207 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 茅ヶ崎市 神奈川県茅ヶ崎市

51401208 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 逗子市 神奈川県逗子市

51401210 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 三浦市 神奈川県三浦市

51401211 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 秦野市 神奈川県秦野市

51401212 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 厚木市 神奈川県厚木市

51401213 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 大和市 神奈川県大和市

51401214 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 伊勢原市 神奈川県伊勢原市

51401215 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 海老名市 神奈川県海老名市

51401216 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 座間市 神奈川県座間市

51401217 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 南足柄市 神奈川県南足柄市

51401218 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 綾瀬市 神奈川県綾瀬市

51401301 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 三浦郡葉山町 神奈川県三浦郡葉山町

51401321 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 高座郡寒川町 神奈川県高座郡寒川町

51401341 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 中郡大磯町 神奈川県中郡大磯町

51401342 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 中郡二宮町 神奈川県中郡二宮町

51401361 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 足柄上郡中井町 神奈川県足柄上郡中井町

51401362 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 足柄上郡大井町 神奈川県足柄上郡大井町

51401363 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 足柄上郡松田町 神奈川県足柄上郡松田町

51401364 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 足柄上郡山北町 神奈川県足柄上郡山北町

51401366 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 足柄上郡開成町 神奈川県足柄上郡開成町

51401382 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 足柄下郡箱根町 神奈川県足柄下郡箱根町

51401383 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 足柄下郡真鶴町 神奈川県足柄下郡真鶴町

51401384 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 足柄下郡湯河原町 神奈川県足柄下郡湯河原町

51401401 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 愛甲郡愛川町 神奈川県愛甲郡愛川町

51401402 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） 愛甲郡清川村 神奈川県愛甲郡清川村

51401999 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 （市町村） その他 神奈川県

51402000 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 公社（市町村）

51403000 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 水道企業団（水道組合）

51404000 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 下水道組合

51405000 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 土地区画整理組合

51406000 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 土地改良区

51407000 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 市街地再開発組合

51499999 地方公共団体（市区町村） 神奈川県 その他 その他 神奈川県

51501202 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 長岡市 新潟県長岡市

51501204 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 三条市 新潟県三条市

51501205 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 柏崎市 新潟県柏崎市

51501206 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 新発田市 新潟県新発田市

51501208 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 小千谷市 新潟県小千谷市

51501209 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 加茂市 新潟県加茂市

51501210 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 十日町市 新潟県十日町市

51501211 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 見附市 新潟県見附市

51501212 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 村上市 新潟県村上市

51501213 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 燕市 新潟県燕市

51501216 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 糸魚川市 新潟県糸魚川市

51501217 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 妙高市 新潟県妙高市

51501218 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 五泉市 新潟県五泉市

51501222 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 上越市 新潟県上越市

51501223 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 阿賀野市 新潟県阿賀野市

51501224 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 佐渡市 新潟県佐渡市

51501225 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 魚沼市 新潟県魚沼市

51501226 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 南魚沼市 新潟県南魚沼市

51501227 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 胎内市 新潟県胎内市

51501307 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 北蒲原郡聖籠町 新潟県北蒲原郡聖籠町

51501342 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 西蒲原郡弥彦村 新潟県西蒲原郡弥彦村

51501361 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 南蒲原郡田上町 新潟県南蒲原郡田上町
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28.29.発注機関コード／発注機関名
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51501385 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 東蒲原郡阿賀町 新潟県東蒲原郡阿賀町

51501405 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 三島郡出雲崎町 新潟県三島郡出雲崎町

51501461 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 南魚沼郡湯沢町 新潟県南魚沼郡湯沢町

51501482 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 中魚沼郡津南町 新潟県中魚沼郡津南町

51501504 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 刈羽郡刈羽村 新潟県刈羽郡刈羽村

51501581 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 岩船郡関川村 新潟県岩船郡関川村

51501586 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） 岩船郡粟島浦村 新潟県岩船郡粟島浦村

51501999 地方公共団体（市区町村） 新潟県 （市町村） その他 新潟県

51502000 地方公共団体（市区町村） 新潟県 公社（市町村）

51503000 地方公共団体（市区町村） 新潟県 水道企業団（水道組合）

51504000 地方公共団体（市区町村） 新潟県 下水道組合

51505000 地方公共団体（市区町村） 新潟県 土地区画整理組合

51506000 地方公共団体（市区町村） 新潟県 土地改良区

51507000 地方公共団体（市区町村） 新潟県 市街地再開発組合

51599999 地方公共団体（市区町村） 新潟県 その他 その他 新潟県

51601201 地方公共団体（市区町村） 富山県 （市町村） 富山市 富山県富山市

51601202 地方公共団体（市区町村） 富山県 （市町村） 高岡市 富山県高岡市

51601204 地方公共団体（市区町村） 富山県 （市町村） 魚津市 富山県魚津市

51601205 地方公共団体（市区町村） 富山県 （市町村） 氷見市 富山県氷見市

51601206 地方公共団体（市区町村） 富山県 （市町村） 滑川市 富山県滑川市

51601207 地方公共団体（市区町村） 富山県 （市町村） 黒部市 富山県黒部市

51601208 地方公共団体（市区町村） 富山県 （市町村） 砺波市 富山県砺波市

51601209 地方公共団体（市区町村） 富山県 （市町村） 小矢部市 富山県小矢部市

51601210 地方公共団体（市区町村） 富山県 （市町村） 南砺市 富山県南砺市

51601211 地方公共団体（市区町村） 富山県 （市町村） 射水市 富山県射水市

51601321 地方公共団体（市区町村） 富山県 （市町村） 中新川郡舟橋村 富山県中新川郡舟橋村

51601322 地方公共団体（市区町村） 富山県 （市町村） 中新川郡上市町 富山県中新川郡上市町

51601323 地方公共団体（市区町村） 富山県 （市町村） 中新川郡立山町 富山県中新川郡立山町

51601342 地方公共団体（市区町村） 富山県 （市町村） 下新川郡入善町 富山県下新川郡入善町

51601343 地方公共団体（市区町村） 富山県 （市町村） 下新川郡朝日町 富山県下新川郡朝日町

51601999 地方公共団体（市区町村） 富山県 （市町村） その他 富山県

51602000 地方公共団体（市区町村） 富山県 公社（市町村）

51603000 地方公共団体（市区町村） 富山県 水道企業団（水道組合）

51604000 地方公共団体（市区町村） 富山県 下水道組合

51605000 地方公共団体（市区町村） 富山県 土地区画整理組合

51606000 地方公共団体（市区町村） 富山県 土地改良区

51607000 地方公共団体（市区町村） 富山県 市街地再開発組合

51699999 地方公共団体（市区町村） 富山県 その他 その他 富山県

51701201 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） 金沢市 石川県金沢市

51701202 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） 七尾市 石川県七尾市

51701203 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） 小松市 石川県小松市

51701204 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） 輪島市 石川県輪島市

51701205 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） 珠洲市 石川県珠洲市

51701206 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） 加賀市 石川県加賀市

51701207 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） 羽咋市 石川県羽咋市

51701209 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） かほく市 石川県かほく市

51701210 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） 白山市 石川県白山市

51701211 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） 能美市 石川県能美市

51701212 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） 野々市市 石川県野々市市

51701324 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） 能美郡川北町 石川県能美郡川北町

51701361 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） 河北郡津幡町 石川県河北郡津幡町

51701365 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） 河北郡内灘町 石川県河北郡内灘町

51701384 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） 羽咋郡志賀町 石川県羽咋郡志賀町

51701386 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） 羽咋郡宝達志水町 石川県羽咋郡宝達志水町

51701407 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） 鹿島郡中能登町 石川県鹿島郡中能登町

51701461 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） 鳳珠郡穴水町 石川県鳳珠郡穴水町

51701463 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） 鳳珠郡能登町 石川県鳳珠郡能登町

51701999 地方公共団体（市区町村） 石川県 （市町村） その他 石川県

51702000 地方公共団体（市区町村） 石川県 公社（市町村）

51703000 地方公共団体（市区町村） 石川県 水道企業団（水道組合）

51704000 地方公共団体（市区町村） 石川県 下水道組合

51705000 地方公共団体（市区町村） 石川県 土地区画整理組合

51706000 地方公共団体（市区町村） 石川県 土地改良区

51707000 地方公共団体（市区町村） 石川県 市街地再開発組合
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51799999 地方公共団体（市区町村） 石川県 その他 その他 石川県

51801201 地方公共団体（市区町村） 福井県 （市町村） 福井市 福井県福井市

51801202 地方公共団体（市区町村） 福井県 （市町村） 敦賀市 福井県敦賀市

51801204 地方公共団体（市区町村） 福井県 （市町村） 小浜市 福井県小浜市

51801205 地方公共団体（市区町村） 福井県 （市町村） 大野市 福井県大野市

51801206 地方公共団体（市区町村） 福井県 （市町村） 勝山市 福井県勝山市

51801207 地方公共団体（市区町村） 福井県 （市町村） 鯖江市 福井県鯖江市

51801208 地方公共団体（市区町村） 福井県 （市町村） あわら市 福井県あわら市

51801209 地方公共団体（市区町村） 福井県 （市町村） 越前市 福井県越前市

51801210 地方公共団体（市区町村） 福井県 （市町村） 坂井市 福井県坂井市

51801322 地方公共団体（市区町村） 福井県 （市町村） 吉田郡永平寺町 福井県吉田郡永平寺町

51801382 地方公共団体（市区町村） 福井県 （市町村） 今立郡池田町 福井県今立郡池田町

51801404 地方公共団体（市区町村） 福井県 （市町村） 南条郡南越前町 福井県南条郡南越前町

51801423 地方公共団体（市区町村） 福井県 （市町村） 丹生郡越前町 福井県丹生郡越前町

51801442 地方公共団体（市区町村） 福井県 （市町村） 三方郡美浜町 福井県三方郡美浜町

51801481 地方公共団体（市区町村） 福井県 （市町村） 大飯郡高浜町 福井県大飯郡高浜町

51801483 地方公共団体（市区町村） 福井県 （市町村） 大飯郡おおい町 福井県大飯郡おおい町

51801501 地方公共団体（市区町村） 福井県 （市町村） 三方上中郡若狭町 福井県三方上中郡若狭町

51801999 地方公共団体（市区町村） 福井県 （市町村） その他 福井県

51802000 地方公共団体（市区町村） 福井県 公社（市町村）

51803000 地方公共団体（市区町村） 福井県 水道企業団（水道組合）

51804000 地方公共団体（市区町村） 福井県 下水道組合

51805000 地方公共団体（市区町村） 福井県 土地区画整理組合

51806000 地方公共団体（市区町村） 福井県 土地改良区

51807000 地方公共団体（市区町村） 福井県 市街地再開発組合

51899999 地方公共団体（市区町村） 福井県 その他 その他 福井県

51901201 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 甲府市 山梨県甲府市

51901202 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 富士吉田市 山梨県富士吉田市

51901204 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 都留市 山梨県都留市

51901205 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 山梨市 山梨県山梨市

51901206 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 大月市 山梨県大月市

51901207 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 韮崎市 山梨県韮崎市

51901208 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 南アルプス市 山梨県南アルプス市

51901209 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 北杜市 山梨県北杜市

51901210 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 甲斐市 山梨県甲斐市

51901211 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 笛吹市 山梨県笛吹市

51901212 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 上野原市 山梨県上野原市

51901213 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 甲州市 山梨県甲州市

51901214 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 中央市 山梨県中央市

51901346 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 西八代郡市川三郷町 山梨県西八代郡市川三郷町

51901364 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 南巨摩郡早川町 山梨県南巨摩郡早川町

51901365 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 南巨摩郡身延町 山梨県南巨摩郡身延町

51901366 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 南巨摩郡南部町 山梨県南巨摩郡南部町

51901368 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 南巨摩郡富士川町 山梨県南巨摩郡富士川町

51901384 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 中巨摩郡昭和町 山梨県中巨摩郡昭和町

51901422 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 南都留郡道志村 山梨県南都留郡道志村

51901423 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 南都留郡西桂町 山梨県南都留郡西桂町

51901424 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 南都留郡忍野村 山梨県南都留郡忍野村

51901425 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 南都留郡山中湖村 山梨県南都留郡山中湖村

51901429 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 南都留郡鳴沢村 山梨県南都留郡鳴沢村

51901430 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 南都留郡富士河口湖町 山梨県南都留郡富士河口湖町

51901442 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 北都留郡小菅村 山梨県北都留郡小菅村

51901443 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） 北都留郡丹波山村 山梨県北都留郡丹波山村

51901999 地方公共団体（市区町村） 山梨県 （市町村） その他 山梨県

51902000 地方公共団体（市区町村） 山梨県 公社（市町村）

51903000 地方公共団体（市区町村） 山梨県 水道企業団（水道組合）

51904000 地方公共団体（市区町村） 山梨県 下水道組合

51905000 地方公共団体（市区町村） 山梨県 土地区画整理組合

51906000 地方公共団体（市区町村） 山梨県 土地改良区

51907000 地方公共団体（市区町村） 山梨県 市街地再開発組合

51999999 地方公共団体（市区町村） 山梨県 その他 その他 山梨県

52001201 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 長野市 長野県長野市

52001202 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 松本市 長野県松本市

52001203 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 上田市 長野県上田市
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28.29.発注機関コード／発注機関名

コード 大分類 中分類 小分類 細分類 表示名称 説明

52001204 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 岡谷市 長野県岡谷市

52001205 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 飯田市 長野県飯田市

52001206 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 諏訪市 長野県諏訪市

52001207 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 須坂市 長野県須坂市

52001208 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 小諸市 長野県小諸市

52001209 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 伊那市 長野県伊那市

52001210 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 駒ヶ根市 長野県駒ヶ根市

52001211 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 中野市 長野県中野市

52001212 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 大町市 長野県大町市

52001213 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 飯山市 長野県飯山市

52001214 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 茅野市 長野県茅野市

52001215 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 塩尻市 長野県塩尻市

52001217 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 佐久市 長野県佐久市

52001218 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 千曲市 長野県千曲市

52001219 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 東御市 長野県東御市

52001220 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 安曇野市 長野県安曇野市

52001303 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 南佐久郡小海町 長野県南佐久郡小海町

52001304 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 南佐久郡川上村 長野県南佐久郡川上村

52001305 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 南佐久郡南牧村 長野県南佐久郡南牧村

52001306 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 南佐久郡南相木村 長野県南佐久郡南相木村

52001307 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 南佐久郡北相木村 長野県南佐久郡北相木村

52001309 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 南佐久郡佐久穂町 長野県南佐久郡佐久穂町

52001321 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 北佐久郡軽井沢町 長野県北佐久郡軽井沢町

52001323 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 北佐久郡御代田町 長野県北佐久郡御代田町

52001324 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 北佐久郡立科町 長野県北佐久郡立科町

52001349 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 小県郡青木村 長野県小県郡青木村

52001350 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 小県郡長和町 長野県小県郡長和町

52001361 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 諏訪郡下諏訪町 長野県諏訪郡下諏訪町

52001362 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 諏訪郡富士見町 長野県諏訪郡富士見町

52001363 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 諏訪郡原村 長野県諏訪郡原村

52001382 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 上伊那郡辰野町 長野県上伊那郡辰野町

52001383 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 上伊那郡箕輪町 長野県上伊那郡箕輪町

52001384 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 上伊那郡飯島町 長野県上伊那郡飯島町

52001385 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 上伊那郡南箕輪村 長野県上伊那郡南箕輪村

52001386 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 上伊那郡中川村 長野県上伊那郡中川村

52001388 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 上伊那郡宮田村 長野県上伊那郡宮田村

52001402 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 下伊那郡松川町 長野県下伊那郡松川町

52001403 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 下伊那郡高森町 長野県下伊那郡高森町

52001404 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 下伊那郡阿南町 長野県下伊那郡阿南町

52001407 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 下伊那郡阿智村 長野県下伊那郡阿智村

52001409 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 下伊那郡平谷村 長野県下伊那郡平谷村

52001410 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 下伊那郡根羽村 長野県下伊那郡根羽村

52001411 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 下伊那郡下條村 長野県下伊那郡下條村

52001412 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 下伊那郡売木村 長野県下伊那郡売木村

52001413 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 下伊那郡天龍村 長野県下伊那郡天龍村

52001414 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 下伊那郡泰阜村 長野県下伊那郡泰阜村

52001415 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 下伊那郡喬木村 長野県下伊那郡喬木村

52001416 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 下伊那郡豊丘村 長野県下伊那郡豊丘村

52001417 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 下伊那郡大鹿村 長野県下伊那郡大鹿村

52001422 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 木曽郡上松町 長野県木曽郡上松町

52001423 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 木曽郡南木曽町 長野県木曽郡南木曽町

52001425 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 木曽郡木祖村 長野県木曽郡木祖村

52001429 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 木曽郡王滝村 長野県木曽郡王滝村

52001430 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 木曽郡大桑村 長野県木曽郡大桑村

52001432 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 木曽郡木曽町 長野県木曽郡木曽町

52001446 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 東筑摩郡麻績村 長野県東筑摩郡麻績村

52001448 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 東筑摩郡生坂村 長野県東筑摩郡生坂村

52001450 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 東筑摩郡山形村 長野県東筑摩郡山形村

52001451 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 東筑摩郡朝日村 長野県東筑摩郡朝日村

52001452 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 東筑摩郡筑北村 長野県東筑摩郡筑北村

52001481 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 北安曇郡池田町 長野県北安曇郡池田町

52001482 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 北安曇郡松川村 長野県北安曇郡松川村

52001485 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 北安曇郡白馬村 長野県北安曇郡白馬村

52001486 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 北安曇郡小谷村 長野県北安曇郡小谷村
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52001521 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 埴科郡坂城町 長野県埴科郡坂城町

52001541 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 上高井郡小布施町 長野県上高井郡小布施町

52001543 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 上高井郡高山村 長野県上高井郡高山村

52001561 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 下高井郡山ノ内町 長野県下高井郡山ノ内町

52001562 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 下高井郡木島平村 長野県下高井郡木島平村

52001563 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 下高井郡野沢温泉村 長野県下高井郡野沢温泉村

52001583 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 上水内郡信濃町 長野県上水内郡信濃町

52001588 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 上水内郡小川村 長野県上水内郡小川村

52001590 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 上水内郡飯綱町 長野県上水内郡飯綱町

52001602 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） 下水内郡栄村 長野県下水内郡栄村

52001999 地方公共団体（市区町村） 長野県 （市町村） その他 長野県

52002000 地方公共団体（市区町村） 長野県 公社（市町村）

52003000 地方公共団体（市区町村） 長野県 水道企業団（水道組合）

52004000 地方公共団体（市区町村） 長野県 下水道組合

52005000 地方公共団体（市区町村） 長野県 土地区画整理組合

52006000 地方公共団体（市区町村） 長野県 土地改良区

52007000 地方公共団体（市区町村） 長野県 市街地再開発組合

52099999 地方公共団体（市区町村） 長野県 その他 その他 長野県

52101201 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 岐阜市 岐阜県岐阜市

52101202 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 大垣市 岐阜県大垣市

52101203 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 高山市 岐阜県高山市

52101204 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 多治見市 岐阜県多治見市

52101205 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 関市 岐阜県関市

52101206 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 中津川市 岐阜県中津川市

52101207 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 美濃市 岐阜県美濃市

52101208 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 瑞浪市 岐阜県瑞浪市

52101209 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 羽島市 岐阜県羽島市

52101210 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 恵那市 岐阜県恵那市

52101211 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 美濃加茂市 岐阜県美濃加茂市

52101212 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 土岐市 岐阜県土岐市

52101213 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 各務原市 岐阜県各務原市

52101214 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 可児市 岐阜県可児市

52101215 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 山県市 岐阜県山県市

52101216 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 瑞穂市 岐阜県瑞穂市

52101217 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 飛騨市 岐阜県飛騨市

52101218 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 本巣市 岐阜県本巣市

52101219 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 郡上市 岐阜県郡上市

52101220 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 下呂市 岐阜県下呂市

52101221 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 海津市 岐阜県海津市

52101302 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 羽島郡岐南町 岐阜県羽島郡岐南町

52101303 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 羽島郡笠松町 岐阜県羽島郡笠松町

52101341 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 養老郡養老町 岐阜県養老郡養老町

52101361 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 不破郡垂井町 岐阜県不破郡垂井町

52101362 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 不破郡関ケ原町 岐阜県不破郡関ケ原町

52101381 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 安八郡神戸町 岐阜県安八郡神戸町

52101382 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 安八郡輪之内町 岐阜県安八郡輪之内町

52101383 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 安八郡安八町 岐阜県安八郡安八町

52101401 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 揖斐郡揖斐川町 岐阜県揖斐郡揖斐川町

52101403 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 揖斐郡大野町 岐阜県揖斐郡大野町

52101404 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 揖斐郡池田町 岐阜県揖斐郡池田町

52101421 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 本巣郡北方町 岐阜県本巣郡北方町

52101501 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 加茂郡坂祝町 岐阜県加茂郡坂祝町

52101502 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 加茂郡富加町 岐阜県加茂郡富加町

52101503 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 加茂郡川辺町 岐阜県加茂郡川辺町

52101504 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 加茂郡七宗町 岐阜県加茂郡七宗町

52101505 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 加茂郡八百津町 岐阜県加茂郡八百津町

52101506 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 加茂郡白川町 岐阜県加茂郡白川町

52101507 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 加茂郡東白川村 岐阜県加茂郡東白川村

52101521 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 可児郡御嵩町 岐阜県可児郡御嵩町

52101604 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） 大野郡白川村 岐阜県大野郡白川村

52101999 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 （市町村） その他 岐阜県

52102000 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 公社（市町村）

52103000 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 水道企業団（水道組合）

52104000 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 下水道組合
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52105000 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 土地区画整理組合

52106000 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 土地改良区

52107000 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 市街地再開発組合

52199999 地方公共団体（市区町村） 岐阜県 その他 その他 岐阜県

52201203 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 沼津市 静岡県沼津市

52201205 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 熱海市 静岡県熱海市

52201206 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 三島市 静岡県三島市

52201207 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 富士宮市 静岡県富士宮市

52201208 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 伊東市 静岡県伊東市

52201209 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 島田市 静岡県島田市

52201210 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 富士市 静岡県富士市

52201211 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 磐田市 静岡県磐田市

52201212 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 焼津市 静岡県焼津市

52201213 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 掛川市 静岡県掛川市

52201214 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 藤枝市 静岡県藤枝市

52201215 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 御殿場市 静岡県御殿場市

52201216 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 袋井市 静岡県袋井市

52201219 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 下田市 静岡県下田市

52201220 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 裾野市 静岡県裾野市

52201221 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 湖西市 静岡県湖西市

52201222 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 伊豆市 静岡県伊豆市

52201223 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 御前崎市 静岡県御前崎市

52201224 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 菊川市 静岡県菊川市

52201225 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 伊豆の国市 静岡県伊豆の国市

52201226 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 牧之原市 静岡県牧之原市

52201301 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 賀茂郡東伊豆町 静岡県賀茂郡東伊豆町

52201302 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 賀茂郡河津町 静岡県賀茂郡河津町

52201304 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 賀茂郡南伊豆町 静岡県賀茂郡南伊豆町

52201305 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 賀茂郡松崎町 静岡県賀茂郡松崎町

52201306 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 賀茂郡西伊豆町 静岡県賀茂郡西伊豆町

52201325 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 田方郡函南町 静岡県田方郡函南町

52201341 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 駿東郡清水町 静岡県駿東郡清水町

52201342 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 駿東郡長泉町 静岡県駿東郡長泉町

52201344 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 駿東郡小山町 静岡県駿東郡小山町

52201424 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 榛原郡吉田町 静岡県榛原郡吉田町

52201429 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 榛原郡川根本町 静岡県榛原郡川根本町

52201461 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） 周智郡森町 静岡県周智郡森町

52201999 地方公共団体（市区町村） 静岡県 （市町村） その他 静岡県

52202000 地方公共団体（市区町村） 静岡県 公社（市町村）

52203000 地方公共団体（市区町村） 静岡県 水道企業団（水道組合）

52204000 地方公共団体（市区町村） 静岡県 下水道組合

52205000 地方公共団体（市区町村） 静岡県 土地区画整理組合

52206000 地方公共団体（市区町村） 静岡県 土地改良区

52207000 地方公共団体（市区町村） 静岡県 市街地再開発組合

52299999 地方公共団体（市区町村） 静岡県 その他 その他 静岡県

52301201 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 豊橋市 愛知県豊橋市

52301202 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 岡崎市 愛知県岡崎市

52301203 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 一宮市 愛知県一宮市

52301204 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 瀬戸市 愛知県瀬戸市

52301205 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 半田市 愛知県半田市

52301206 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 春日井市 愛知県春日井市

52301207 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 豊川市 愛知県豊川市

52301208 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 津島市 愛知県津島市

52301209 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 碧南市 愛知県碧南市

52301210 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 刈谷市 愛知県刈谷市

52301211 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 豊田市 愛知県豊田市

52301212 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 安城市 愛知県安城市

52301213 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 西尾市 愛知県西尾市

52301214 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 蒲郡市 愛知県蒲郡市

52301215 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 犬山市 愛知県犬山市

52301216 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 常滑市 愛知県常滑市

52301217 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 江南市 愛知県江南市

52301219 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 小牧市 愛知県小牧市

52301220 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 稲沢市 愛知県稲沢市
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52301221 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 新城市 愛知県新城市

52301222 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 東海市 愛知県東海市

52301223 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 大府市 愛知県大府市

52301224 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 知多市 愛知県知多市

52301225 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 知立市 愛知県知立市

52301226 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 尾張旭市 愛知県尾張旭市

52301227 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 高浜市 愛知県高浜市

52301228 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 岩倉市 愛知県岩倉市

52301229 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 豊明市 愛知県豊明市

52301230 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 日進市 愛知県日進市

52301231 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 田原市 愛知県田原市

52301232 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 愛西市 愛知県愛西市

52301233 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 清須市 愛知県清須市

52301234 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 北名古屋市 愛知県北名古屋市

52301235 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 弥富市 愛知県弥富市

52301236 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） みよし市 愛知県みよし市

52301237 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） あま市 愛知県あま市

52301238 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 長久手市 愛知県長久手市

52301302 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 愛知郡東郷町 愛知県愛知郡東郷町

52301342 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 西春日井郡豊山町 愛知県西春日井郡豊山町

52301361 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 丹羽郡大口町 愛知県丹羽郡大口町

52301362 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 丹羽郡扶桑町 愛知県丹羽郡扶桑町

52301424 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 海部郡大治町 愛知県海部郡大治町

52301425 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 海部郡蟹江町 愛知県海部郡蟹江町

52301427 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 海部郡飛島村 愛知県海部郡飛島村

52301441 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 知多郡阿久比町 愛知県知多郡阿久比町

52301442 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 知多郡東浦町 愛知県知多郡東浦町

52301445 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 知多郡南知多町 愛知県知多郡南知多町

52301446 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 知多郡美浜町 愛知県知多郡美浜町

52301447 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 知多郡武豊町 愛知県知多郡武豊町

52301501 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 額田郡幸田町 愛知県額田郡幸田町

52301561 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 北設楽郡設楽町 愛知県北設楽郡設楽町

52301562 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 北設楽郡東栄町 愛知県北設楽郡東栄町

52301563 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） 北設楽郡豊根村 愛知県北設楽郡豊根村

52301999 地方公共団体（市区町村） 愛知県 （市町村） その他 愛知県

52302000 地方公共団体（市区町村） 愛知県 公社（市町村）

52303000 地方公共団体（市区町村） 愛知県 水道企業団（水道組合）

52304000 地方公共団体（市区町村） 愛知県 下水道組合

52305000 地方公共団体（市区町村） 愛知県 土地区画整理組合

52306000 地方公共団体（市区町村） 愛知県 土地改良区

52307000 地方公共団体（市区町村） 愛知県 市街地再開発組合

52399999 地方公共団体（市区町村） 愛知県 その他 その他 愛知県

52401201 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 津市 三重県津市

52401202 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 四日市市 三重県四日市市

52401203 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 伊勢市 三重県伊勢市

52401204 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 松阪市 三重県松阪市

52401205 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 桑名市 三重県桑名市

52401207 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 鈴鹿市 三重県鈴鹿市

52401208 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 名張市 三重県名張市

52401209 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 尾鷲市 三重県尾鷲市

52401210 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 亀山市 三重県亀山市

52401211 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 鳥羽市 三重県鳥羽市

52401212 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 熊野市 三重県熊野市

52401214 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） いなべ市 三重県いなべ市

52401215 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 志摩市 三重県志摩市

52401216 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 伊賀市 三重県伊賀市

52401303 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 桑名郡木曽岬町 三重県桑名郡木曽岬町

52401324 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 員弁郡東員町 三重県員弁郡東員町

52401341 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 三重郡菰野町 三重県三重郡菰野町

52401343 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 三重郡朝日町 三重県三重郡朝日町

52401344 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 三重郡川越町 三重県三重郡川越町

52401441 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 多気郡多気町 三重県多気郡多気町

52401442 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 多気郡明和町 三重県多気郡明和町

52401443 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 多気郡大台町 三重県多気郡大台町
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52401461 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 度会郡玉城町 三重県度会郡玉城町

52401470 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 度会郡度会町 三重県度会郡度会町

52401471 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 度会郡大紀町 三重県度会郡大紀町

52401472 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 度会郡南伊勢町 三重県度会郡南伊勢町

52401543 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 北牟婁郡紀北町 三重県北牟婁郡紀北町

52401561 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 南牟婁郡御浜町 三重県南牟婁郡御浜町

52401562 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） 南牟婁郡紀宝町 三重県南牟婁郡紀宝町

52401999 地方公共団体（市区町村） 三重県 （市町村） その他 三重県

52402000 地方公共団体（市区町村） 三重県 公社（市町村）

52403000 地方公共団体（市区町村） 三重県 水道企業団（水道組合）

52404000 地方公共団体（市区町村） 三重県 下水道組合

52405000 地方公共団体（市区町村） 三重県 土地区画整理組合

52406000 地方公共団体（市区町村） 三重県 土地改良区

52407000 地方公共団体（市区町村） 三重県 市街地再開発組合

52499999 地方公共団体（市区町村） 三重県 その他 その他 三重県

52501201 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 大津市 滋賀県大津市

52501202 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 彦根市 滋賀県彦根市

52501203 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 長浜市 滋賀県長浜市

52501204 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 近江八幡市 滋賀県近江八幡市

52501206 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 草津市 滋賀県草津市

52501207 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 守山市 滋賀県守山市

52501208 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 栗東市 滋賀県栗東市

52501209 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 甲賀市 滋賀県甲賀市

52501210 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 野洲市 滋賀県野洲市

52501211 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 湖南市 滋賀県湖南市

52501212 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 高島市 滋賀県高島市

52501213 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 東近江市 滋賀県東近江市

52501214 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 米原市 滋賀県米原市

52501383 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 蒲生郡日野町 滋賀県蒲生郡日野町

52501384 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 蒲生郡竜王町 滋賀県蒲生郡竜王町

52501425 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 愛知郡愛荘町 滋賀県愛知郡愛荘町

52501441 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 犬上郡豊郷町 滋賀県犬上郡豊郷町

52501442 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 犬上郡甲良町 滋賀県犬上郡甲良町

52501443 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） 犬上郡多賀町 滋賀県犬上郡多賀町

52501999 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 （市町村） その他 滋賀県

52502000 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 公社（市町村）

52503000 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 水道企業団（水道組合）

52504000 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 下水道組合

52505000 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 土地区画整理組合

52506000 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 土地改良区

52507000 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 市街地再開発組合

52599999 地方公共団体（市区町村） 滋賀県 その他 その他 滋賀県

52601201 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 福知山市 京都府福知山市

52601202 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 舞鶴市 京都府舞鶴市

52601203 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 綾部市 京都府綾部市

52601204 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 宇治市 京都府宇治市

52601205 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 宮津市 京都府宮津市

52601206 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 亀岡市 京都府亀岡市

52601207 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 城陽市 京都府城陽市

52601208 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 向日市 京都府向日市

52601209 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 長岡京市 京都府長岡京市

52601210 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 八幡市 京都府八幡市

52601211 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 京田辺市 京都府京田辺市

52601212 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 京丹後市 京都府京丹後市

52601213 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 南丹市 京都府南丹市

52601214 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 木津川市 京都府木津川市

52601303 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 乙訓郡大山崎町 京都府乙訓郡大山崎町

52601322 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 久世郡久御山町 京都府久世郡久御山町

52601343 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 綴喜郡井手町 京都府綴喜郡井手町

52601344 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 綴喜郡宇治田原町 京都府綴喜郡宇治田原町

52601364 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 相楽郡笠置町 京都府相楽郡笠置町

52601365 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 相楽郡和束町 京都府相楽郡和束町

52601366 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 相楽郡精華町 京都府相楽郡精華町

52601367 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 相楽郡南山城村 京都府相楽郡南山城村
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52601407 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 船井郡京丹波町 京都府船井郡京丹波町

52601463 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 与謝郡伊根町 京都府与謝郡伊根町

52601465 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） 与謝郡与謝野町 京都府与謝郡与謝野町

52601999 地方公共団体（市区町村） 京都府 （市町村） その他 京都府

52602000 地方公共団体（市区町村） 京都府 公社（市町村）

52603000 地方公共団体（市区町村） 京都府 水道企業団（水道組合）

52604000 地方公共団体（市区町村） 京都府 下水道組合

52605000 地方公共団体（市区町村） 京都府 土地区画整理組合

52606000 地方公共団体（市区町村） 京都府 土地改良区

52607000 地方公共団体（市区町村） 京都府 市街地再開発組合

52699999 地方公共団体（市区町村） 京都府 その他 その他 京都府

52701202 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 岸和田市 大阪府岸和田市

52701203 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 豊中市 大阪府豊中市

52701204 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 池田市 大阪府池田市

52701205 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 吹田市 大阪府吹田市

52701206 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 泉大津市 大阪府泉大津市

52701207 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 高槻市 大阪府高槻市

52701208 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 貝塚市 大阪府貝塚市

52701209 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 守口市 大阪府守口市

52701210 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 枚方市 大阪府枚方市

52701211 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 茨木市 大阪府茨木市

52701212 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 八尾市 大阪府八尾市

52701213 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 泉佐野市 大阪府泉佐野市

52701214 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 富田林市 大阪府富田林市

52701215 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 寝屋川市 大阪府寝屋川市

52701216 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 河内長野市 大阪府河内長野市

52701217 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 松原市 大阪府松原市

52701218 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 大東市 大阪府大東市

52701219 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 和泉市 大阪府和泉市

52701220 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 箕面市 大阪府箕面市

52701221 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 柏原市 大阪府柏原市

52701222 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 羽曳野市 大阪府羽曳野市

52701223 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 門真市 大阪府門真市

52701224 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 摂津市 大阪府摂津市

52701225 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 高石市 大阪府高石市

52701226 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 藤井寺市 大阪府藤井寺市

52701227 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 東大阪市 大阪府東大阪市

52701228 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 泉南市 大阪府泉南市

52701229 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 四條畷市 大阪府四條畷市

52701230 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 交野市 大阪府交野市

52701231 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 大阪狭山市 大阪府大阪狭山市

52701232 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 阪南市 大阪府阪南市

52701301 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 三島郡島本町 大阪府三島郡島本町

52701321 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 豊能郡豊能町 大阪府豊能郡豊能町

52701322 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 豊能郡能勢町 大阪府豊能郡能勢町

52701341 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 泉北郡忠岡町 大阪府泉北郡忠岡町

52701361 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 泉南郡熊取町 大阪府泉南郡熊取町

52701362 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 泉南郡田尻町 大阪府泉南郡田尻町

52701366 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 泉南郡岬町 大阪府泉南郡岬町

52701381 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 南河内郡太子町 大阪府南河内郡太子町

52701382 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 南河内郡河南町 大阪府南河内郡河南町

52701383 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） 南河内郡千早赤阪村 大阪府南河内郡千早赤阪村

52701999 地方公共団体（市区町村） 大阪府 （市町村） その他 大阪府

52702000 地方公共団体（市区町村） 大阪府 公社（市町村）

52703000 地方公共団体（市区町村） 大阪府 水道企業団（水道組合）

52704000 地方公共団体（市区町村） 大阪府 下水道組合

52705000 地方公共団体（市区町村） 大阪府 土地区画整理組合

52706000 地方公共団体（市区町村） 大阪府 土地改良区

52707000 地方公共団体（市区町村） 大阪府 市街地再開発組合

52799999 地方公共団体（市区町村） 大阪府 その他 その他 大阪府

52801201 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 姫路市 兵庫県姫路市

52801202 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 尼崎市 兵庫県尼崎市

52801203 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 明石市 兵庫県明石市

52801204 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 西宮市 兵庫県西宮市
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52801205 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 洲本市 兵庫県洲本市

52801206 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 芦屋市 兵庫県芦屋市

52801207 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 伊丹市 兵庫県伊丹市

52801208 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 相生市 兵庫県相生市

52801209 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 豊岡市 兵庫県豊岡市

52801210 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 加古川市 兵庫県加古川市

52801212 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 赤穂市 兵庫県赤穂市

52801213 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 西脇市 兵庫県西脇市

52801214 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 宝塚市 兵庫県宝塚市

52801215 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 三木市 兵庫県三木市

52801216 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 高砂市 兵庫県高砂市

52801217 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 川西市 兵庫県川西市

52801218 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 小野市 兵庫県小野市

52801219 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 三田市 兵庫県三田市

52801220 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 加西市 兵庫県加西市

52801221 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 丹波篠山市 兵庫県丹波篠山市 2019/08/15変更

52801222 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 養父市 兵庫県養父市

52801223 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 丹波市 兵庫県丹波市

52801224 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 南あわじ市 兵庫県南あわじ市

52801225 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 朝来市 兵庫県朝来市

52801226 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 淡路市 兵庫県淡路市

52801227 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 宍粟市 兵庫県宍粟市

52801228 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 加東市 兵庫県加東市

52801229 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） たつの市 兵庫県たつの市

52801301 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 川辺郡猪名川町 兵庫県川辺郡猪名川町

52801365 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 多可郡多可町 兵庫県多可郡多可町

52801381 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 加古郡稲美町 兵庫県加古郡稲美町

52801382 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 加古郡播磨町 兵庫県加古郡播磨町

52801442 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 神崎郡市川町 兵庫県神崎郡市川町

52801443 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 神崎郡福崎町 兵庫県神崎郡福崎町

52801446 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 神崎郡神河町 兵庫県神崎郡神河町

52801464 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 揖保郡太子町 兵庫県揖保郡太子町

52801481 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 赤穂郡上郡町 兵庫県赤穂郡上郡町

52801501 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 佐用郡佐用町 兵庫県佐用郡佐用町

52801585 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 美方郡香美町 兵庫県美方郡香美町

52801586 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） 美方郡新温泉町 兵庫県美方郡新温泉町

52801999 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 （市町村） その他 兵庫県

52802000 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 公社（市町村）

52803000 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 水道企業団（水道組合）

52804000 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 下水道組合

52805000 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 土地区画整理組合

52806000 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 土地改良区

52807000 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 市街地再開発組合

52899999 地方公共団体（市区町村） 兵庫県 その他 その他 兵庫県

52901201 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 奈良市 奈良県奈良市

52901202 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 大和高田市 奈良県大和高田市

52901203 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 大和郡山市 奈良県大和郡山市

52901204 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 天理市 奈良県天理市

52901205 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 橿原市 奈良県橿原市

52901206 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 桜井市 奈良県桜井市

52901207 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 五條市 奈良県五條市

52901208 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 御所市 奈良県御所市

52901209 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 生駒市 奈良県生駒市

52901210 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 香芝市 奈良県香芝市

52901211 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 葛城市 奈良県葛城市

52901212 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 宇陀市 奈良県宇陀市

52901322 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 山辺郡山添村 奈良県山辺郡山添村

52901342 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 生駒郡平群町 奈良県生駒郡平群町

52901343 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 生駒郡三郷町 奈良県生駒郡三郷町

52901344 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 生駒郡斑鳩町 奈良県生駒郡斑鳩町

52901345 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 生駒郡安堵町 奈良県生駒郡安堵町

52901361 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 磯城郡川西町 奈良県磯城郡川西町

52901362 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 磯城郡三宅町 奈良県磯城郡三宅町

52901363 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 磯城郡田原本町 奈良県磯城郡田原本町
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28.29.発注機関コード／発注機関名
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52901385 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 宇陀郡曽爾村 奈良県宇陀郡曽爾村

52901386 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 宇陀郡御杖村 奈良県宇陀郡御杖村

52901401 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 高市郡高取町 奈良県高市郡高取町

52901402 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 高市郡明日香村 奈良県高市郡明日香村

52901424 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 北葛城郡上牧町 奈良県北葛城郡上牧町

52901425 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 北葛城郡王寺町 奈良県北葛城郡王寺町

52901426 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 北葛城郡広陵町 奈良県北葛城郡広陵町

52901427 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 北葛城郡河合町 奈良県北葛城郡河合町

52901441 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 吉野郡吉野町 奈良県吉野郡吉野町

52901442 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 吉野郡大淀町 奈良県吉野郡大淀町

52901443 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 吉野郡下市町 奈良県吉野郡下市町

52901444 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 吉野郡黒滝村 奈良県吉野郡黒滝村

52901446 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 吉野郡天川村 奈良県吉野郡天川村

52901447 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 吉野郡野迫川村 奈良県吉野郡野迫川村

52901449 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 吉野郡十津川村 奈良県吉野郡十津川村

52901450 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 吉野郡下北山村 奈良県吉野郡下北山村

52901451 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 吉野郡上北山村 奈良県吉野郡上北山村

52901452 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 吉野郡川上村 奈良県吉野郡川上村

52901453 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） 吉野郡東吉野村 奈良県吉野郡東吉野村

52901999 地方公共団体（市区町村） 奈良県 （市町村） その他 奈良県

52902000 地方公共団体（市区町村） 奈良県 公社（市町村）

52903000 地方公共団体（市区町村） 奈良県 水道企業団（水道組合）

52904000 地方公共団体（市区町村） 奈良県 下水道組合

52905000 地方公共団体（市区町村） 奈良県 土地区画整理組合

52906000 地方公共団体（市区町村） 奈良県 土地改良区

52907000 地方公共団体（市区町村） 奈良県 市街地再開発組合

52999999 地方公共団体（市区町村） 奈良県 その他 その他 奈良県

53001201 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 和歌山市 和歌山県和歌山市

53001202 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 海南市 和歌山県海南市

53001203 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 橋本市 和歌山県橋本市

53001204 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 有田市 和歌山県有田市

53001205 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 御坊市 和歌山県御坊市

53001206 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 田辺市 和歌山県田辺市

53001207 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 新宮市 和歌山県新宮市

53001208 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 紀の川市 和歌山県紀の川市

53001209 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 岩出市 和歌山県岩出市

53001304 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 海草郡紀美野町 和歌山県海草郡紀美野町

53001341 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 伊都郡かつらぎ町 和歌山県伊都郡かつらぎ町

53001343 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 伊都郡九度山町 和歌山県伊都郡九度山町

53001344 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 伊都郡高野町 和歌山県伊都郡高野町

53001361 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 有田郡湯浅町 和歌山県有田郡湯浅町

53001362 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 有田郡広川町 和歌山県有田郡広川町

53001366 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 有田郡有田川町 和歌山県有田郡有田川町

53001381 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 日高郡美浜町 和歌山県日高郡美浜町

53001382 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 日高郡日高町 和歌山県日高郡日高町

53001383 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 日高郡由良町 和歌山県日高郡由良町

53001390 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 日高郡印南町 和歌山県日高郡印南町

53001391 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 日高郡みなべ町 和歌山県日高郡みなべ町

53001392 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 日高郡日高川町 和歌山県日高郡日高川町

53001401 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 西牟婁郡白浜町 和歌山県西牟婁郡白浜町

53001404 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 西牟婁郡上富田町 和歌山県西牟婁郡上富田町

53001406 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 西牟婁郡すさみ町 和歌山県西牟婁郡すさみ町

53001421 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 東牟婁郡那智勝浦町 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町

53001422 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 東牟婁郡太地町 和歌山県東牟婁郡太地町

53001424 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 東牟婁郡古座川町 和歌山県東牟婁郡古座川町

53001427 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 東牟婁郡北山村 和歌山県東牟婁郡北山村

53001428 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） 東牟婁郡串本町 和歌山県東牟婁郡串本町

53001999 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 （市町村） その他 和歌山県

53002000 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 公社（市町村）

53003000 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 水道企業団（水道組合）

53004000 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 下水道組合

53005000 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 土地区画整理組合

53006000 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 土地改良区

53007000 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 市街地再開発組合
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53099999 地方公共団体（市区町村） 和歌山県 その他 その他 和歌山県

53101201 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 鳥取市 鳥取県鳥取市

53101202 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 米子市 鳥取県米子市

53101203 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 倉吉市 鳥取県倉吉市

53101204 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 境港市 鳥取県境港市

53101302 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 岩美郡岩美町 鳥取県岩美郡岩美町

53101325 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 八頭郡若桜町 鳥取県八頭郡若桜町

53101328 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 八頭郡智頭町 鳥取県八頭郡智頭町

53101329 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 八頭郡八頭町 鳥取県八頭郡八頭町

53101364 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 東伯郡三朝町 鳥取県東伯郡三朝町

53101370 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 東伯郡湯梨浜町 鳥取県東伯郡湯梨浜町

53101371 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 東伯郡琴浦町 鳥取県東伯郡琴浦町

53101372 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 東伯郡北栄町 鳥取県東伯郡北栄町

53101384 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 西伯郡日吉津村 鳥取県西伯郡日吉津村

53101386 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 西伯郡大山町 鳥取県西伯郡大山町

53101389 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 西伯郡南部町 鳥取県西伯郡南部町

53101390 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 西伯郡伯耆町 鳥取県西伯郡伯耆町

53101401 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 日野郡日南町 鳥取県日野郡日南町

53101402 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 日野郡日野町 鳥取県日野郡日野町

53101403 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） 日野郡江府町 鳥取県日野郡江府町

53101999 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 （市町村） その他 鳥取県

53102000 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 公社（市町村）

53103000 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 水道企業団（水道組合）

53104000 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 下水道組合

53105000 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 土地区画整理組合

53106000 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 土地改良区

53107000 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 市街地再開発組合

53199999 地方公共団体（市区町村） 鳥取県 その他 その他 鳥取県

53201201 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 松江市 島根県松江市

53201202 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 浜田市 島根県浜田市

53201203 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 出雲市 島根県出雲市

53201204 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 益田市 島根県益田市

53201205 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 大田市 島根県大田市

53201206 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 安来市 島根県安来市

53201207 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 江津市 島根県江津市

53201209 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 雲南市 島根県雲南市

53201343 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 仁多郡奥出雲町 島根県仁多郡奥出雲町

53201386 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 飯石郡飯南町 島根県飯石郡飯南町

53201441 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 邑智郡川本町 島根県邑智郡川本町

53201448 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 邑智郡美郷町 島根県邑智郡美郷町

53201449 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 邑智郡邑南町 島根県邑智郡邑南町

53201501 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 鹿足郡津和野町 島根県鹿足郡津和野町

53201505 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 鹿足郡吉賀町 島根県鹿足郡吉賀町

53201525 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 隠岐郡海士町 島根県隠岐郡海士町

53201526 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 隠岐郡西ノ島町 島根県隠岐郡西ノ島町

53201527 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 隠岐郡知夫村 島根県隠岐郡知夫村

53201528 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） 隠岐郡隠岐の島町 島根県隠岐郡隠岐の島町

53201999 地方公共団体（市区町村） 島根県 （市町村） その他 島根県

53202000 地方公共団体（市区町村） 島根県 公社（市町村）

53203000 地方公共団体（市区町村） 島根県 水道企業団（水道組合）

53204000 地方公共団体（市区町村） 島根県 下水道組合

53205000 地方公共団体（市区町村） 島根県 土地区画整理組合

53206000 地方公共団体（市区町村） 島根県 土地改良区

53207000 地方公共団体（市区町村） 島根県 市街地再開発組合

53299999 地方公共団体（市区町村） 島根県 その他 その他 島根県

53301202 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 倉敷市 岡山県倉敷市

53301203 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 津山市 岡山県津山市

53301204 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 玉野市 岡山県玉野市

53301205 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 笠岡市 岡山県笠岡市

53301207 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 井原市 岡山県井原市

53301208 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 総社市 岡山県総社市

53301209 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 高梁市 岡山県高梁市

53301210 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 新見市 岡山県新見市

53301211 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 備前市 岡山県備前市
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53301212 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 瀬戸内市 岡山県瀬戸内市

53301213 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 赤磐市 岡山県赤磐市

53301214 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 真庭市 岡山県真庭市

53301215 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 美作市 岡山県美作市

53301216 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 浅口市 岡山県浅口市

53301346 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 和気郡和気町 岡山県和気郡和気町

53301423 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 都窪郡早島町 岡山県都窪郡早島町

53301445 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 浅口郡里庄町 岡山県浅口郡里庄町

53301461 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 小田郡矢掛町 岡山県小田郡矢掛町

53301586 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 真庭郡新庄村 岡山県真庭郡新庄村

53301606 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 苫田郡鏡野町 岡山県苫田郡鏡野町

53301622 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 勝田郡勝央町 岡山県勝田郡勝央町

53301623 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 勝田郡奈義町 岡山県勝田郡奈義町

53301643 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 英田郡西粟倉村 岡山県英田郡西粟倉村

53301663 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 久米郡久米南町 岡山県久米郡久米南町

53301666 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 久米郡美咲町 岡山県久米郡美咲町

53301681 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） 加賀郡吉備中央町 岡山県加賀郡吉備中央町

53301999 地方公共団体（市区町村） 岡山県 （市町村） その他 岡山県

53302000 地方公共団体（市区町村） 岡山県 公社（市町村）

53303000 地方公共団体（市区町村） 岡山県 水道企業団（水道組合）

53304000 地方公共団体（市区町村） 岡山県 下水道組合

53305000 地方公共団体（市区町村） 岡山県 土地区画整理組合

53306000 地方公共団体（市区町村） 岡山県 土地改良区

53307000 地方公共団体（市区町村） 岡山県 市街地再開発組合

53399999 地方公共団体（市区町村） 岡山県 その他 その他 岡山県

53401202 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 呉市 広島県呉市

53401203 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 竹原市 広島県竹原市

53401204 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 三原市 広島県三原市

53401205 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 尾道市 広島県尾道市

53401207 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 福山市 広島県福山市

53401208 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 府中市 広島県府中市

53401209 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 三次市 広島県三次市

53401210 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 庄原市 広島県庄原市

53401211 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 大竹市 広島県大竹市

53401212 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 東広島市 広島県東広島市

53401213 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 廿日市市 広島県廿日市市

53401214 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 安芸高田市 広島県安芸高田市

53401215 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 江田島市 広島県江田島市

53401302 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 安芸郡府中町 広島県安芸郡府中町

53401304 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 安芸郡海田町 広島県安芸郡海田町

53401307 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 安芸郡熊野町 広島県安芸郡熊野町

53401309 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 安芸郡坂町 広島県安芸郡坂町

53401368 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 山県郡安芸太田町 広島県山県郡安芸太田町

53401369 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 山県郡北広島町 広島県山県郡北広島町

53401431 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 豊田郡大崎上島町 広島県豊田郡大崎上島町

53401462 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 世羅郡世羅町 広島県世羅郡世羅町

53401545 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） 神石郡神石高原町 広島県神石郡神石高原町

53401999 地方公共団体（市区町村） 広島県 （市町村） その他 広島県

53402000 地方公共団体（市区町村） 広島県 公社（市町村）

53403000 地方公共団体（市区町村） 広島県 水道企業団（水道組合）

53404000 地方公共団体（市区町村） 広島県 下水道組合

53405000 地方公共団体（市区町村） 広島県 土地区画整理組合

53406000 地方公共団体（市区町村） 広島県 土地改良区

53407000 地方公共団体（市区町村） 広島県 市街地再開発組合

53499999 地方公共団体（市区町村） 広島県 その他 その他 広島県

53501201 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 下関市 山口県下関市

53501202 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 宇部市 山口県宇部市

53501203 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 山口市 山口県山口市

53501204 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 萩市 山口県萩市

53501206 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 防府市 山口県防府市

53501207 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 下松市 山口県下松市

53501208 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 岩国市 山口県岩国市

53501210 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 光市 山口県光市

53501211 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 長門市 山口県長門市
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53501212 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 柳井市 山口県柳井市

53501213 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 美祢市 山口県美祢市

53501215 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 周南市 山口県周南市

53501216 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 山陽小野田市 山口県山陽小野田市

53501305 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 大島郡周防大島町 山口県大島郡周防大島町

53501321 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 玖珂郡和木町 山口県玖珂郡和木町

53501341 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 熊毛郡上関町 山口県熊毛郡上関町

53501343 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 熊毛郡田布施町 山口県熊毛郡田布施町

53501344 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 熊毛郡平生町 山口県熊毛郡平生町

53501502 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） 阿武郡阿武町 山口県阿武郡阿武町

53501999 地方公共団体（市区町村） 山口県 （市町村） その他 山口県

53502000 地方公共団体（市区町村） 山口県 公社（市町村）

53503000 地方公共団体（市区町村） 山口県 水道企業団（水道組合）

53504000 地方公共団体（市区町村） 山口県 下水道組合

53505000 地方公共団体（市区町村） 山口県 土地区画整理組合

53506000 地方公共団体（市区町村） 山口県 土地改良区

53507000 地方公共団体（市区町村） 山口県 市街地再開発組合

53599999 地方公共団体（市区町村） 山口県 その他 その他 山口県

53601201 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 徳島市 徳島県徳島市

53601202 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 鳴門市 徳島県鳴門市

53601203 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 小松島市 徳島県小松島市

53601204 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 阿南市 徳島県阿南市

53601205 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 吉野川市 徳島県吉野川市

53601206 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 阿波市 徳島県阿波市

53601207 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 美馬市 徳島県美馬市

53601208 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 三好市 徳島県三好市

53601301 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 勝浦郡勝浦町 徳島県勝浦郡勝浦町

53601302 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 勝浦郡上勝町 徳島県勝浦郡上勝町

53601321 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 名東郡佐那河内村 徳島県名東郡佐那河内村

53601341 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 名西郡石井町 徳島県名西郡石井町

53601342 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 名西郡神山町 徳島県名西郡神山町

53601368 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 那賀郡那賀町 徳島県那賀郡那賀町

53601383 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 海部郡牟岐町 徳島県海部郡牟岐町

53601387 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 海部郡美波町 徳島県海部郡美波町

53601388 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 海部郡海陽町 徳島県海部郡海陽町

53601401 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 板野郡松茂町 徳島県板野郡松茂町

53601402 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 板野郡北島町 徳島県板野郡北島町

53601403 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 板野郡藍住町 徳島県板野郡藍住町

53601404 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 板野郡板野町 徳島県板野郡板野町

53601405 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 板野郡上板町 徳島県板野郡上板町

53601468 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 美馬郡つるぎ町 徳島県美馬郡つるぎ町

53601489 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） 三好郡東みよし町 徳島県三好郡東みよし町

53601999 地方公共団体（市区町村） 徳島県 （市町村） その他 徳島県

53602000 地方公共団体（市区町村） 徳島県 公社（市町村）

53603000 地方公共団体（市区町村） 徳島県 水道企業団（水道組合）

53604000 地方公共団体（市区町村） 徳島県 下水道組合

53605000 地方公共団体（市区町村） 徳島県 土地区画整理組合

53606000 地方公共団体（市区町村） 徳島県 土地改良区

53607000 地方公共団体（市区町村） 徳島県 市街地再開発組合

53699999 地方公共団体（市区町村） 徳島県 その他 その他 徳島県

53701201 地方公共団体（市区町村） 香川県 （市町村） 高松市 香川県高松市

53701202 地方公共団体（市区町村） 香川県 （市町村） 丸亀市 香川県丸亀市

53701203 地方公共団体（市区町村） 香川県 （市町村） 坂出市 香川県坂出市

53701204 地方公共団体（市区町村） 香川県 （市町村） 善通寺市 香川県善通寺市

53701205 地方公共団体（市区町村） 香川県 （市町村） 観音寺市 香川県観音寺市

53701206 地方公共団体（市区町村） 香川県 （市町村） さぬき市 香川県さぬき市

53701207 地方公共団体（市区町村） 香川県 （市町村） 東かがわ市 香川県東かがわ市

53701208 地方公共団体（市区町村） 香川県 （市町村） 三豊市 香川県三豊市

53701322 地方公共団体（市区町村） 香川県 （市町村） 小豆郡土庄町 香川県小豆郡土庄町

53701324 地方公共団体（市区町村） 香川県 （市町村） 小豆郡小豆島町 香川県小豆郡小豆島町

53701341 地方公共団体（市区町村） 香川県 （市町村） 木田郡三木町 香川県木田郡三木町

53701364 地方公共団体（市区町村） 香川県 （市町村） 香川郡直島町 香川県香川郡直島町

53701386 地方公共団体（市区町村） 香川県 （市町村） 綾歌郡宇多津町 香川県綾歌郡宇多津町

53701387 地方公共団体（市区町村） 香川県 （市町村） 綾歌郡綾川町 香川県綾歌郡綾川町
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53701403 地方公共団体（市区町村） 香川県 （市町村） 仲多度郡琴平町 香川県仲多度郡琴平町

53701404 地方公共団体（市区町村） 香川県 （市町村） 仲多度郡多度津町 香川県仲多度郡多度津町

53701406 地方公共団体（市区町村） 香川県 （市町村） 仲多度郡まんのう町 香川県仲多度郡まんのう町

53701999 地方公共団体（市区町村） 香川県 （市町村） その他 香川県

53702000 地方公共団体（市区町村） 香川県 公社（市町村）

53703000 地方公共団体（市区町村） 香川県 水道企業団（水道組合）

53704000 地方公共団体（市区町村） 香川県 下水道組合

53705000 地方公共団体（市区町村） 香川県 土地区画整理組合

53706000 地方公共団体（市区町村） 香川県 土地改良区

53707000 地方公共団体（市区町村） 香川県 市街地再開発組合

53799999 地方公共団体（市区町村） 香川県 その他 その他 香川県

53801201 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 松山市 愛媛県松山市

53801202 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 今治市 愛媛県今治市

53801203 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 宇和島市 愛媛県宇和島市

53801204 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 八幡浜市 愛媛県八幡浜市

53801205 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 新居浜市 愛媛県新居浜市

53801206 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 西条市 愛媛県西条市

53801207 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 大洲市 愛媛県大洲市

53801210 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 伊予市 愛媛県伊予市

53801213 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 四国中央市 愛媛県四国中央市

53801214 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 西予市 愛媛県西予市

53801215 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 東温市 愛媛県東温市

53801356 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 越智郡上島町 愛媛県越智郡上島町

53801386 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 上浮穴郡久万高原町 愛媛県上浮穴郡久万高原町

53801401 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 伊予郡松前町 愛媛県伊予郡松前町

53801402 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 伊予郡砥部町 愛媛県伊予郡砥部町

53801422 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 喜多郡内子町 愛媛県喜多郡内子町

53801442 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 西宇和郡伊方町 愛媛県西宇和郡伊方町

53801484 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 北宇和郡松野町 愛媛県北宇和郡松野町

53801488 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 北宇和郡鬼北町 愛媛県北宇和郡鬼北町

53801506 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） 南宇和郡愛南町 愛媛県南宇和郡愛南町

53801999 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 （市町村） その他 愛媛県

53802000 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 公社（市町村）

53803000 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 水道企業団（水道組合）

53804000 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 下水道組合

53805000 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 土地区画整理組合

53806000 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 土地改良区

53807000 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 市街地再開発組合

53899999 地方公共団体（市区町村） 愛媛県 その他 その他 愛媛県

53901201 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 高知市 高知県高知市

53901202 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 室戸市 高知県室戸市

53901203 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 安芸市 高知県安芸市

53901204 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 南国市 高知県南国市

53901205 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 土佐市 高知県土佐市

53901206 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 須崎市 高知県須崎市

53901208 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 宿毛市 高知県宿毛市

53901209 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 土佐清水市 高知県土佐清水市

53901210 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 四万十市 高知県四万十市

53901211 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 香南市 高知県香南市

53901212 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 香美市 高知県香美市

53901301 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 安芸郡東洋町 高知県安芸郡東洋町

53901302 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 安芸郡奈半利町 高知県安芸郡奈半利町

53901303 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 安芸郡田野町 高知県安芸郡田野町

53901304 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 安芸郡安田町 高知県安芸郡安田町

53901305 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 安芸郡北川村 高知県安芸郡北川村

53901306 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 安芸郡馬路村 高知県安芸郡馬路村

53901307 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 安芸郡芸西村 高知県安芸郡芸西村

53901341 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 長岡郡本山町 高知県長岡郡本山町

53901344 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 長岡郡大豊町 高知県長岡郡大豊町

53901363 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 土佐郡土佐町 高知県土佐郡土佐町

53901364 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 土佐郡大川村 高知県土佐郡大川村

53901386 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 吾川郡いの町 高知県吾川郡いの町

53901387 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 吾川郡仁淀川町 高知県吾川郡仁淀川町

53901401 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 高岡郡中土佐町 高知県高岡郡中土佐町
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53901402 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 高岡郡佐川町 高知県高岡郡佐川町

53901403 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 高岡郡越知町 高知県高岡郡越知町

53901405 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 高岡郡檮原町 高知県高岡郡檮原町

53901410 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 高岡郡日高村 高知県高岡郡日高村

53901411 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 高岡郡津野町 高知県高岡郡津野町

53901412 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 高岡郡四万十町 高知県高岡郡四万十町

53901424 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 幡多郡大月町 高知県幡多郡大月町

53901427 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 幡多郡三原村 高知県幡多郡三原村

53901428 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） 幡多郡黒潮町 高知県幡多郡黒潮町

53901999 地方公共団体（市区町村） 高知県 （市町村） その他 高知県

53902000 地方公共団体（市区町村） 高知県 公社（市町村）

53903000 地方公共団体（市区町村） 高知県 水道企業団（水道組合）

53904000 地方公共団体（市区町村） 高知県 下水道組合

53905000 地方公共団体（市区町村） 高知県 土地区画整理組合

53906000 地方公共団体（市区町村） 高知県 土地改良区

53907000 地方公共団体（市区町村） 高知県 市街地再開発組合

53999999 地方公共団体（市区町村） 高知県 その他 その他 高知県

54001202 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 大牟田市 福岡県大牟田市

54001203 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 久留米市 福岡県久留米市

54001204 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 直方市 福岡県直方市

54001205 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 飯塚市 福岡県飯塚市

54001206 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 田川市 福岡県田川市

54001207 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 柳川市 福岡県柳川市

54001210 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 八女市 福岡県八女市

54001211 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 筑後市 福岡県筑後市

54001212 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 大川市 福岡県大川市

54001213 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 行橋市 福岡県行橋市

54001214 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 豊前市 福岡県豊前市

54001215 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 中間市 福岡県中間市

54001216 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 小郡市 福岡県小郡市

54001217 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 筑紫野市 福岡県筑紫野市

54001218 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 春日市 福岡県春日市

54001219 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 大野城市 福岡県大野城市

54001220 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 宗像市 福岡県宗像市

54001221 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 太宰府市 福岡県太宰府市

54001223 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 古賀市 福岡県古賀市

54001224 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 福津市 福岡県福津市

54001225 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） うきは市 福岡県うきは市

54001226 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 宮若市 福岡県宮若市

54001227 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 嘉麻市 福岡県嘉麻市

54001228 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 朝倉市 福岡県朝倉市

54001229 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） みやま市 福岡県みやま市

54001230 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 糸島市 福岡県糸島市

54001231 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 那珂川市 福岡県那珂川市 2019/08/15追加

54001341 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 糟屋郡宇美町 福岡県糟屋郡宇美町

54001342 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 糟屋郡篠栗町 福岡県糟屋郡篠栗町

54001343 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 糟屋郡志免町 福岡県糟屋郡志免町

54001344 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 糟屋郡須恵町 福岡県糟屋郡須恵町

54001345 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 糟屋郡新宮町 福岡県糟屋郡新宮町

54001348 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 糟屋郡久山町 福岡県糟屋郡久山町

54001349 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 糟屋郡粕屋町 福岡県糟屋郡粕屋町

54001381 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 遠賀郡芦屋町 福岡県遠賀郡芦屋町

54001382 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 遠賀郡水巻町 福岡県遠賀郡水巻町

54001383 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 遠賀郡岡垣町 福岡県遠賀郡岡垣町

54001384 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 遠賀郡遠賀町 福岡県遠賀郡遠賀町

54001401 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 鞍手郡小竹町 福岡県鞍手郡小竹町

54001402 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 鞍手郡鞍手町 福岡県鞍手郡鞍手町

54001421 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 嘉穂郡桂川町 福岡県嘉穂郡桂川町

54001447 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 朝倉郡筑前町 福岡県朝倉郡筑前町

54001448 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 朝倉郡東峰村 福岡県朝倉郡東峰村

54001503 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 三井郡大刀洗町 福岡県三井郡大刀洗町

54001522 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 三潴郡大木町 福岡県三潴郡大木町

54001544 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 八女郡広川町 福岡県八女郡広川町

54001601 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 田川郡香春町 福岡県田川郡香春町
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54001602 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 田川郡添田町 福岡県田川郡添田町

54001604 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 田川郡糸田町 福岡県田川郡糸田町

54001605 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 田川郡川崎町 福岡県田川郡川崎町

54001608 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 田川郡大任町 福岡県田川郡大任町

54001609 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 田川郡赤村 福岡県田川郡赤村

54001610 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 田川郡福智町 福岡県田川郡福智町

54001621 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 京都郡苅田町 福岡県京都郡苅田町

54001625 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 京都郡みやこ町 福岡県京都郡みやこ町

54001642 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 築上郡吉富町 福岡県築上郡吉富町

54001646 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 築上郡上毛町 福岡県築上郡上毛町

54001647 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） 築上郡築上町 福岡県築上郡築上町

54001999 地方公共団体（市区町村） 福岡県 （市町村） その他 福岡県

54002000 地方公共団体（市区町村） 福岡県 公社（市町村）

54003000 地方公共団体（市区町村） 福岡県 水道企業団（水道組合）

54004000 地方公共団体（市区町村） 福岡県 下水道組合

54005000 地方公共団体（市区町村） 福岡県 土地区画整理組合

54006000 地方公共団体（市区町村） 福岡県 土地改良区

54007000 地方公共団体（市区町村） 福岡県 市街地再開発組合

54099999 地方公共団体（市区町村） 福岡県 その他 その他 福岡県

54101201 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 佐賀市 佐賀県佐賀市

54101202 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 唐津市 佐賀県唐津市

54101203 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 鳥栖市 佐賀県鳥栖市

54101204 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 多久市 佐賀県多久市

54101205 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 伊万里市 佐賀県伊万里市

54101206 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 武雄市 佐賀県武雄市

54101207 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 鹿島市 佐賀県鹿島市

54101208 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 小城市 佐賀県小城市

54101209 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 嬉野市 佐賀県嬉野市

54101210 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 神埼市 佐賀県神埼市

54101327 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 神埼郡吉野ヶ里町 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町

54101341 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 三養基郡基山町 佐賀県三養基郡基山町

54101345 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 三養基郡上峰町 佐賀県三養基郡上峰町

54101346 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 三養基郡みやき町 佐賀県三養基郡みやき町

54101387 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 東松浦郡玄海町 佐賀県東松浦郡玄海町

54101401 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 西松浦郡有田町 佐賀県西松浦郡有田町

54101423 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 杵島郡大町町 佐賀県杵島郡大町町

54101424 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 杵島郡江北町 佐賀県杵島郡江北町

54101425 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 杵島郡白石町 佐賀県杵島郡白石町

54101441 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） 藤津郡太良町 佐賀県藤津郡太良町

54101999 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 （市町村） その他 佐賀県

54102000 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 公社（市町村）

54103000 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 水道企業団（水道組合）

54104000 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 下水道組合

54105000 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 土地区画整理組合

54106000 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 土地改良区

54107000 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 市街地再開発組合

54199999 地方公共団体（市区町村） 佐賀県 その他 その他 佐賀県

54201201 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 長崎市 長崎県長崎市

54201202 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 佐世保市 長崎県佐世保市

54201203 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 島原市 長崎県島原市

54201204 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 諫早市 長崎県諫早市

54201205 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 大村市 長崎県大村市

54201207 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 平戸市 長崎県平戸市

54201208 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 松浦市 長崎県松浦市

54201209 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 対馬市 長崎県対馬市

54201210 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 壱岐市 長崎県壱岐市

54201211 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 五島市 長崎県五島市

54201212 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 西海市 長崎県西海市

54201213 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 雲仙市 長崎県雲仙市

54201214 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 南島原市 長崎県南島原市

54201307 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 西彼杵郡長与町 長崎県西彼杵郡長与町

54201308 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 西彼杵郡時津町 長崎県西彼杵郡時津町

54201321 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 東彼杵郡東彼杵町 長崎県東彼杵郡東彼杵町

54201322 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 東彼杵郡川棚町 長崎県東彼杵郡川棚町
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54201323 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 東彼杵郡波佐見町 長崎県東彼杵郡波佐見町

54201383 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 北松浦郡小値賀町 長崎県北松浦郡小値賀町

54201391 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 北松浦郡佐々町 長崎県北松浦郡佐々町

54201411 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） 南松浦郡新上五島町 長崎県南松浦郡新上五島町

54201999 地方公共団体（市区町村） 長崎県 （市町村） その他 長崎県

54202000 地方公共団体（市区町村） 長崎県 公社（市町村）

54203000 地方公共団体（市区町村） 長崎県 水道企業団（水道組合）

54204000 地方公共団体（市区町村） 長崎県 下水道組合

54205000 地方公共団体（市区町村） 長崎県 土地区画整理組合

54206000 地方公共団体（市区町村） 長崎県 土地改良区

54207000 地方公共団体（市区町村） 長崎県 市街地再開発組合

54299999 地方公共団体（市区町村） 長崎県 その他 その他 長崎県

54301202 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 八代市 熊本県八代市

54301203 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 人吉市 熊本県人吉市

54301204 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 荒尾市 熊本県荒尾市

54301205 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 水俣市 熊本県水俣市

54301206 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 玉名市 熊本県玉名市

54301208 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 山鹿市 熊本県山鹿市

54301210 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 菊池市 熊本県菊池市

54301211 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 宇土市 熊本県宇土市

54301212 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 上天草市 熊本県上天草市

54301213 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 宇城市 熊本県宇城市

54301214 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 阿蘇市 熊本県阿蘇市

54301215 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 天草市 熊本県天草市

54301216 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 合志市 熊本県合志市

54301348 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 下益城郡美里町 熊本県下益城郡美里町

54301364 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 玉名郡玉東町 熊本県玉名郡玉東町

54301367 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 玉名郡南関町 熊本県玉名郡南関町

54301368 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 玉名郡長洲町 熊本県玉名郡長洲町

54301369 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 玉名郡和水町 熊本県玉名郡和水町

54301403 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 菊池郡大津町 熊本県菊池郡大津町

54301404 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 菊池郡菊陽町 熊本県菊池郡菊陽町

54301423 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 阿蘇郡南小国町 熊本県阿蘇郡南小国町

54301424 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 阿蘇郡小国町 熊本県阿蘇郡小国町

54301425 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 阿蘇郡産山村 熊本県阿蘇郡産山村

54301428 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 阿蘇郡高森町 熊本県阿蘇郡高森町

54301432 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 阿蘇郡西原村 熊本県阿蘇郡西原村

54301433 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 阿蘇郡南阿蘇村 熊本県阿蘇郡南阿蘇村

54301441 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 上益城郡御船町 熊本県上益城郡御船町

54301442 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 上益城郡嘉島町 熊本県上益城郡嘉島町

54301443 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 上益城郡益城町 熊本県上益城郡益城町

54301444 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 上益城郡甲佐町 熊本県上益城郡甲佐町

54301447 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 上益城郡山都町 熊本県上益城郡山都町

54301468 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 八代郡氷川町 熊本県八代郡氷川町

54301482 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 葦北郡芦北町 熊本県葦北郡芦北町

54301484 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 葦北郡津奈木町 熊本県葦北郡津奈木町

54301501 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 球磨郡錦町 熊本県球磨郡錦町

54301505 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 球磨郡多良木町 熊本県球磨郡多良木町

54301506 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 球磨郡湯前町 熊本県球磨郡湯前町

54301507 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 球磨郡水上村 熊本県球磨郡水上村

54301510 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 球磨郡相良村 熊本県球磨郡相良村

54301511 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 球磨郡五木村 熊本県球磨郡五木村

54301512 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 球磨郡山江村 熊本県球磨郡山江村

54301513 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 球磨郡球磨村 熊本県球磨郡球磨村

54301514 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 球磨郡あさぎり町 熊本県球磨郡あさぎり町

54301531 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） 天草郡苓北町 熊本県天草郡苓北町

54301999 地方公共団体（市区町村） 熊本県 （市町村） その他 熊本県

54302000 地方公共団体（市区町村） 熊本県 公社（市町村）

54303000 地方公共団体（市区町村） 熊本県 水道企業団（水道組合）

54304000 地方公共団体（市区町村） 熊本県 下水道組合

54305000 地方公共団体（市区町村） 熊本県 土地区画整理組合

54306000 地方公共団体（市区町村） 熊本県 土地改良区

54307000 地方公共団体（市区町村） 熊本県 市街地再開発組合

54399999 地方公共団体（市区町村） 熊本県 その他 その他 熊本県
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54401201 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） 大分市 大分県大分市

54401202 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） 別府市 大分県別府市

54401203 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） 中津市 大分県中津市

54401204 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） 日田市 大分県日田市

54401205 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） 佐伯市 大分県佐伯市

54401206 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） 臼杵市 大分県臼杵市

54401207 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） 津久見市 大分県津久見市

54401208 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） 竹田市 大分県竹田市

54401209 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） 豊後高田市 大分県豊後高田市

54401210 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） 杵築市 大分県杵築市

54401211 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） 宇佐市 大分県宇佐市

54401212 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） 豊後大野市 大分県豊後大野市

54401213 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） 由布市 大分県由布市

54401214 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） 国東市 大分県国東市

54401322 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） 東国東郡姫島村 大分県東国東郡姫島村

54401341 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） 速見郡日出町 大分県速見郡日出町

54401461 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） 玖珠郡九重町 大分県玖珠郡九重町

54401462 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） 玖珠郡玖珠町 大分県玖珠郡玖珠町

54401999 地方公共団体（市区町村） 大分県 （市町村） その他 大分県

54402000 地方公共団体（市区町村） 大分県 公社（市町村）

54403000 地方公共団体（市区町村） 大分県 水道企業団（水道組合）

54404000 地方公共団体（市区町村） 大分県 下水道組合

54405000 地方公共団体（市区町村） 大分県 土地区画整理組合

54406000 地方公共団体（市区町村） 大分県 土地改良区

54407000 地方公共団体（市区町村） 大分県 市街地再開発組合

54499999 地方公共団体（市区町村） 大分県 その他 その他 大分県

54501201 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 宮崎市 宮崎県宮崎市

54501202 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 都城市 宮崎県都城市

54501203 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 延岡市 宮崎県延岡市

54501204 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 日南市 宮崎県日南市

54501205 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 小林市 宮崎県小林市

54501206 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 日向市 宮崎県日向市

54501207 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 串間市 宮崎県串間市

54501208 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 西都市 宮崎県西都市

54501209 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） えびの市 宮崎県えびの市

54501341 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 北諸県郡三股町 宮崎県北諸県郡三股町

54501361 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 西諸県郡高原町 宮崎県西諸県郡高原町

54501382 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 東諸県郡国富町 宮崎県東諸県郡国富町

54501383 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 東諸県郡綾町 宮崎県東諸県郡綾町

54501401 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 児湯郡高鍋町 宮崎県児湯郡高鍋町

54501402 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 児湯郡新富町 宮崎県児湯郡新富町

54501403 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 児湯郡西米良村 宮崎県児湯郡西米良村

54501404 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 児湯郡木城町 宮崎県児湯郡木城町

54501405 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 児湯郡川南町 宮崎県児湯郡川南町

54501406 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 児湯郡都農町 宮崎県児湯郡都農町

54501421 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 東臼杵郡門川町 宮崎県東臼杵郡門川町

54501429 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 東臼杵郡諸塚村 宮崎県東臼杵郡諸塚村

54501430 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 東臼杵郡椎葉村 宮崎県東臼杵郡椎葉村

54501431 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 東臼杵郡美郷町 宮崎県東臼杵郡美郷町

54501441 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 西臼杵郡高千穂町 宮崎県西臼杵郡高千穂町

54501442 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 西臼杵郡日之影町 宮崎県西臼杵郡日之影町

54501443 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） 西臼杵郡五ヶ瀬町 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町

54501999 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 （市町村） その他 宮崎県

54502000 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 公社（市町村）

54503000 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 水道企業団（水道組合）

54504000 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 下水道組合

54505000 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 土地区画整理組合

54506000 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 土地改良区

54507000 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 市街地再開発組合

54599999 地方公共団体（市区町村） 宮崎県 その他 その他 宮崎県

54601201 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 鹿児島市 鹿児島県鹿児島市

54601203 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 鹿屋市 鹿児島県鹿屋市

54601204 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 枕崎市 鹿児島県枕崎市

54601206 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 阿久根市 鹿児島県阿久根市
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54601208 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 出水市 鹿児島県出水市

54601210 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 指宿市 鹿児島県指宿市

54601213 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 西之表市 鹿児島県西之表市

54601214 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 垂水市 鹿児島県垂水市

54601215 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 薩摩川内市 鹿児島県薩摩川内市

54601216 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 日置市 鹿児島県日置市

54601217 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 曽於市 鹿児島県曽於市

54601218 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 霧島市 鹿児島県霧島市

54601219 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） いちき串木野市 鹿児島県いちき串木野市

54601220 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 南さつま市 鹿児島県南さつま市

54601221 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 志布志市 鹿児島県志布志市

54601222 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 奄美市 鹿児島県奄美市

54601223 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 南九州市 鹿児島県南九州市

54601224 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 伊佐市 鹿児島県伊佐市

54601225 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 姶良市 鹿児島県姶良市

54601303 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 鹿児島郡三島村 鹿児島県鹿児島郡三島村

54601304 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 鹿児島郡十島村 鹿児島県鹿児島郡十島村

54601392 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 薩摩郡さつま町 鹿児島県薩摩郡さつま町

54601404 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 出水郡長島町 鹿児島県出水郡長島町

54601452 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 姶良郡湧水町 鹿児島県姶良郡湧水町

54601468 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 曽於郡大崎町 鹿児島県曽於郡大崎町

54601482 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 肝属郡東串良町 鹿児島県肝属郡東串良町

54601490 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 肝属郡錦江町 鹿児島県肝属郡錦江町

54601491 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 肝属郡南大隅町 鹿児島県肝属郡南大隅町

54601492 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 肝属郡肝付町 鹿児島県肝属郡肝付町

54601501 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 熊毛郡中種子町 鹿児島県熊毛郡中種子町

54601502 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 熊毛郡南種子町 鹿児島県熊毛郡南種子町

54601505 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 熊毛郡屋久島町 鹿児島県熊毛郡屋久島町

54601523 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 大島郡大和村 鹿児島県大島郡大和村

54601524 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 大島郡宇検村 鹿児島県大島郡宇検村

54601525 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 大島郡瀬戸内町 鹿児島県大島郡瀬戸内町

54601527 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 大島郡龍郷町 鹿児島県大島郡龍郷町

54601529 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 大島郡喜界町 鹿児島県大島郡喜界町

54601530 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 大島郡徳之島町 鹿児島県大島郡徳之島町

54601531 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 大島郡天城町 鹿児島県大島郡天城町

54601532 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 大島郡伊仙町 鹿児島県大島郡伊仙町

54601533 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 大島郡和泊町 鹿児島県大島郡和泊町

54601534 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 大島郡知名町 鹿児島県大島郡知名町

54601535 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） 大島郡与論町 鹿児島県大島郡与論町

54601999 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 （市町村） その他 鹿児島県

54602000 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 公社（市町村）

54603000 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 水道企業団（水道組合）

54604000 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 下水道組合

54605000 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 土地区画整理組合

54606000 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 土地改良区

54607000 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 市街地再開発組合

54699999 地方公共団体（市区町村） 鹿児島県 その他 その他 鹿児島県

54701201 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 那覇市 沖縄県那覇市

54701205 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 宜野湾市 沖縄県宜野湾市

54701207 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 石垣市 沖縄県石垣市

54701208 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 浦添市 沖縄県浦添市

54701209 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 名護市 沖縄県名護市

54701210 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 糸満市 沖縄県糸満市

54701211 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 沖縄市 沖縄県沖縄市

54701212 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 豊見城市 沖縄県豊見城市

54701213 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） うるま市 沖縄県うるま市

54701214 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 宮古島市 沖縄県宮古島市

54701215 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 南城市 沖縄県南城市

54701301 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 国頭郡国頭村 沖縄県国頭郡国頭村

54701302 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 国頭郡大宜味村 沖縄県国頭郡大宜味村

54701303 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 国頭郡東村 沖縄県国頭郡東村

54701306 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 国頭郡今帰仁村 沖縄県国頭郡今帰仁村

54701308 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 国頭郡本部町 沖縄県国頭郡本部町

54701311 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 国頭郡恩納村 沖縄県国頭郡恩納村
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54701313 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 国頭郡宜野座村 沖縄県国頭郡宜野座村

54701314 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 国頭郡金武町 沖縄県国頭郡金武町

54701315 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 国頭郡伊江村 沖縄県国頭郡伊江村

54701324 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 中頭郡読谷村 沖縄県中頭郡読谷村

54701325 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 中頭郡嘉手納町 沖縄県中頭郡嘉手納町

54701326 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 中頭郡北谷町 沖縄県中頭郡北谷町

54701327 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 中頭郡北中城村 沖縄県中頭郡北中城村

54701328 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 中頭郡中城村 沖縄県中頭郡中城村

54701329 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 中頭郡西原町 沖縄県中頭郡西原町

54701348 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 島尻郡与那原町 沖縄県島尻郡与那原町

54701350 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 島尻郡南風原町 沖縄県島尻郡南風原町

54701353 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 島尻郡渡嘉敷村 沖縄県島尻郡渡嘉敷村

54701354 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 島尻郡座間味村 沖縄県島尻郡座間味村

54701355 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 島尻郡粟国村 沖縄県島尻郡粟国村

54701356 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 島尻郡渡名喜村 沖縄県島尻郡渡名喜村

54701357 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 島尻郡南大東村 沖縄県島尻郡南大東村

54701358 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 島尻郡北大東村 沖縄県島尻郡北大東村

54701359 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 島尻郡伊平屋村 沖縄県島尻郡伊平屋村

54701360 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 島尻郡伊是名村 沖縄県島尻郡伊是名村

54701361 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 島尻郡久米島町 沖縄県島尻郡久米島町

54701362 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 島尻郡八重瀬町 沖縄県島尻郡八重瀬町

54701375 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 宮古郡多良間村 沖縄県宮古郡多良間村

54701381 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 八重山郡竹富町 沖縄県八重山郡竹富町

54701382 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） 八重山郡与那国町 沖縄県八重山郡与那国町

54701999 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 （市町村） その他 沖縄県

54702000 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 公社（市町村）

54703000 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 水道企業団（水道組合）

54704000 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 下水道組合

54705000 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 土地区画整理組合

54706000 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 土地改良区

54707000 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 市街地再開発組合

54799999 地方公共団体（市区町村） 沖縄県 その他 その他 沖縄県

60000000 地方公共団体（都道府県をまたぐ広域行政） 広域行政 広域行政

70101000 公益民間企業 電力会社 北海道電力（株） 北海道電力（株）

70102000 公益民間企業 電力会社 東北電力（株） 東北電力（株）

70103000 公益民間企業 電力会社 北陸電力（株） 北陸電力（株）

70104000 公益民間企業 電力会社 東京電力グループ 東京電力グループ

70105000 公益民間企業 電力会社 中部電力（株） 中部電力（株）

70106000 公益民間企業 電力会社 関西電力（株） 関西電力（株）

70107000 公益民間企業 電力会社 中国電力（株） 中国電力（株）

70108000 公益民間企業 電力会社 四国電力（株） 四国電力（株）

70109000 公益民間企業 電力会社 九州電力（株） 九州電力（株）

70110000 公益民間企業 電力会社 電源開発（株） 電源開発（株）

70111000 公益民間企業 電力会社 日本原子力発電（株） 日本原子力発電（株）

70112000 公益民間企業 電力会社 沖縄電力（株） 沖縄電力（株）

70199999 公益民間企業 電力会社 その他 その他

70201000 公益民間企業 ガス会社 北海道ガス（株） 北海道ガス（株）

70202000 公益民間企業 ガス会社 北陸ガス（株） 北陸ガス（株）

70203000 公益民間企業 ガス会社 東京ガス（株） 東京ガス（株）

70204000 公益民間企業 ガス会社 京葉ガス（株） 京葉ガス（株）

70205000 公益民間企業 ガス会社 東邦ガス（株） 東邦ガス（株）

70206000 公益民間企業 ガス会社 サーラエナジー（株） サーラエナジー（株） 2020/12/03変更

70207000 公益民間企業 ガス会社 大阪ガス（株） 大阪ガス（株）

70208000 公益民間企業 ガス会社 広島ガス（株） 広島ガス（株）

70209000 公益民間企業 ガス会社 西部ガス（株） 西部ガス（株）

70210000 公益民間企業 ガス会社 静岡ガス（株） 静岡ガス（株）

70211000 公益民間企業 ガス会社 四国ガス（株） 四国ガス（株）

70299999 公益民間企業 ガス会社 その他 その他

70301000 公益民間企業 電信電話会社 ＫＤＤＩ（株） ＫＤＤＩ（株）

70302000 公益民間企業 電信電話会社 ソフトバンク（株） ソフトバンク（株）

70303000 公益民間企業 電信電話会社 東日本電信電話（株） 東日本電信電話（株）

70304000 公益民間企業 電信電話会社 西日本電信電話（株） 西日本電信電話（株）

70305000 公益民間企業 電信電話会社 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）

70306000 公益民間企業 電信電話会社 北海道総合通信網（株） 北海道総合通信網（株）
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70307000 公益民間企業 電信電話会社 東北インテリジェント通信（株） 東北インテリジェント通信（株）

70309000 公益民間企業 電信電話会社 中部テレコミュニケーション（株） 中部テレコミュニケーション（株）

70310000 公益民間企業 電信電話会社 北陸通信ネットワーク（株） 北陸通信ネットワーク（株）

70311000 公益民間企業 電信電話会社 （株）オプテージ （株）オプテージ 2019/08/15変更

70312000 公益民間企業 電信電話会社 （株）エネルギア・コミュニケーションズ （株）エネルギア・コミュニケーションズ

70313000 公益民間企業 電信電話会社 （株）ＳＴＮｅｔ （株）ＳＴＮｅｔ

70314000 公益民間企業 電信電話会社 （株）ＱＴｎｅｔ （株）ＱＴｎｅｔ 2019/08/15変更

70315000 公益民間企業 電信電話会社 沖縄通信ネットワーク（株） 沖縄通信ネットワーク（株）

70399999 公益民間企業 電信電話会社 その他 その他

70401000 公益民間企業 ＪＲ 北海道旅客鉄道（株） 北海道旅客鉄道（株）

70402000 公益民間企業 ＪＲ 東日本旅客鉄道（株） 東日本旅客鉄道（株）

70403000 公益民間企業 ＪＲ 東海旅客鉄道（株） 東海旅客鉄道（株）

70404000 公益民間企業 ＪＲ 西日本旅客鉄道（株） 西日本旅客鉄道（株）

70405000 公益民間企業 ＪＲ 四国旅客鉄道（株） 四国旅客鉄道（株）

70406000 公益民間企業 ＪＲ 九州旅客鉄道（株） 九州旅客鉄道（株）

70407000 公益民間企業 ＪＲ 日本貨物鉄道（株） 日本貨物鉄道（株）

70499999 公益民間企業 ＪＲ その他 その他

70501000 公益民間企業 鉄道 東武鉄道（株） 東武鉄道（株）

70502000 公益民間企業 鉄道 西武鉄道（株） 西武鉄道（株）

70503000 公益民間企業 鉄道 京成電鉄（株） 京成電鉄（株）

70504000 公益民間企業 鉄道 京王電鉄（株） 京王電鉄（株）

70505000 公益民間企業 鉄道 小田急電鉄（株） 小田急電鉄（株）

70506000 公益民間企業 鉄道 東急電鉄（株） 東急電鉄（株） 2020/12/03変更

70507000 公益民間企業 鉄道 京浜急行電鉄（株） 京浜急行電鉄（株）

70508000 公益民間企業 鉄道 相模鉄道（株） 相模鉄道（株）

70509000 公益民間企業 鉄道 名古屋鉄道（株） 名古屋鉄道（株）

70510000 公益民間企業 鉄道 近畿日本鉄道（株） 近畿日本鉄道（株）

70511000 公益民間企業 鉄道 南海電気鉄道（株） 南海電気鉄道（株）

70512000 公益民間企業 鉄道 京阪電気鉄道（株） 京阪電気鉄道（株）

70513000 公益民間企業 鉄道 阪急電鉄（株） 阪急電鉄（株）

70514000 公益民間企業 鉄道 阪神電気鉄道（株） 阪神電気鉄道（株）

70515000 公益民間企業 鉄道 西日本鉄道（株） 西日本鉄道（株）

70516000 公益民間企業 鉄道 東京地下鉄（株） 東京地下鉄（株）

70517000 公益民間企業 鉄道 大阪市高速電気軌道（株） 大阪市高速電気軌道（株） 2018/04/23追加

70599999 公益民間企業 鉄道 その他 その他

70601000 公益民間企業 石油備蓄会社 苫東石油備蓄（株） 苫東石油備蓄（株）

70602000 公益民間企業 石油備蓄会社 むつ小川原石油備蓄（株） むつ小川原石油備蓄（株）

70603000 公益民間企業 石油備蓄会社 秋田石油備蓄（株） 秋田石油備蓄（株）

70604000 公益民間企業 石油備蓄会社 福井石油備蓄（株） 福井石油備蓄（株）

70605000 公益民間企業 石油備蓄会社 白島石油備蓄（株） 白島石油備蓄（株）

70606000 公益民間企業 石油備蓄会社 上五島石油備蓄（株） 上五島石油備蓄（株）

70607000 公益民間企業 石油備蓄会社 志布志石油備蓄（株） 志布志石油備蓄（株）

70608000 公益民間企業 石油備蓄会社 日本地下石油備蓄（株） 日本地下石油備蓄（株）

70609000 公益民間企業 石油備蓄会社 北海道石油共同備蓄（株） 北海道石油共同備蓄（株）

70610000 公益民間企業 石油備蓄会社 新潟石油共同備蓄（株） 新潟石油共同備蓄（株）

70699999 公益民間企業 石油備蓄会社 その他 その他

70800000 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 本社 東日本高速道路株式会社本社

70801000 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 北海道支社 （内部部局） 東日本高速道路株式会社北海道支社

70801106 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 北海道支社 室蘭管理事務所 東日本高速道路株式会社北海道支社室蘭管理事務所

70801107 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 北海道支社 苫小牧管理事務所 東日本高速道路株式会社北海道支社苫小牧管理事務所

70801108 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 北海道支社 札幌管理事務所 東日本高速道路株式会社北海道支社札幌管理事務所

70801109 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 北海道支社 岩見沢管理事務所 東日本高速道路株式会社北海道支社岩見沢管理事務所

70801110 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 北海道支社 旭川管理事務所 東日本高速道路株式会社北海道支社旭川管理事務所

70801113 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 北海道支社 帯広管理事務所 東日本高速道路株式会社北海道支社帯広管理事務所

70801114 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 北海道支社 札幌工事事務所 東日本高速道路株式会社北海道支社札幌工事事務所 2020/12/03追加

70801999 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 北海道支社 その他 東日本高速道路株式会社北海道支社

70802000 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 （内部部局） 東日本高速道路株式会社東北支社

70802102 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 仙台工事事務所 東日本高速道路株式会社東北支社仙台工事事務所

70802105 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 鶴岡管理事務所 東日本高速道路株式会社東北支社鶴岡管理事務所

70802107 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 いわき工事事務所 東日本高速道路株式会社東北支社いわき工事事務所

70802109 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 青森管理事務所 東日本高速道路株式会社東北支社青森管理事務所

70802110 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 八戸管理事務所 東日本高速道路株式会社東北支社八戸管理事務所

70802111 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 十和田管理事務所 東日本高速道路株式会社東北支社十和田管理事務所

70802112 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 盛岡管理事務所 東日本高速道路株式会社東北支社盛岡管理事務所
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70802113 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 北上管理事務所 東日本高速道路株式会社東北支社北上管理事務所

70802115 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 仙台管理事務所 東日本高速道路株式会社東北支社仙台管理事務所

70802116 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 秋田管理事務所 東日本高速道路株式会社東北支社秋田管理事務所

70802117 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 山形管理事務所 東日本高速道路株式会社東北支社山形管理事務所

70802118 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 福島管理事務所 東日本高速道路株式会社東北支社福島管理事務所

70802119 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 郡山管理事務所 東日本高速道路株式会社東北支社郡山管理事務所

70802120 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 会津若松管理事務所 東日本高速道路株式会社東北支社会津若松管理事務所

70802121 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 いわき管理事務所 東日本高速道路株式会社東北支社いわき管理事務所

70802122 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 横手管理事務所 東日本高速道路株式会社東北支社横手管理事務所

70802123 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 仙台東管理事務所 東日本高速道路株式会社東北支社仙台東管理事務所

70802999 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 東北支社 その他 東日本高速道路株式会社東北支社

70803000 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 （内部部局） 東日本高速道路株式会社関東支社

70803101 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 横浜工事事務所 東日本高速道路株式会社関東支社横浜工事事務所

70803102 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 さいたま工事事務所 東日本高速道路株式会社関東支社さいたま工事事務所

70803103 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 千葉工事事務所 東日本高速道路株式会社関東支社千葉工事事務所

70803104 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 木更津工事事務所 東日本高速道路株式会社関東支社木更津工事事務所

70803107 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 水戸工事事務所 東日本高速道路株式会社関東支社水戸工事事務所

70803109 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 京浜管理事務所 東日本高速道路株式会社関東支社京浜管理事務所

70803110 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 那須管理事務所 東日本高速道路株式会社関東支社那須管理事務所

70803111 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 宇都宮管理事務所 東日本高速道路株式会社関東支社宇都宮管理事務所

70803112 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 加須管理事務所 東日本高速道路株式会社関東支社加須管理事務所

70803113 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 三郷管理事務所 東日本高速道路株式会社関東支社三郷管理事務所

70803114 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 千葉管理事務所 東日本高速道路株式会社関東支社千葉管理事務所

70803115 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 市原管理事務所 東日本高速道路株式会社関東支社市原管理事務所

70803116 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 東京湾アクアライン管理事務所 東日本高速道路株式会社関東支社東京湾アクアライン管理事務所

70803117 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 谷和原管理事務所 東日本高速道路株式会社関東支社谷和原管理事務所

70803118 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 水戸管理事務所 東日本高速道路株式会社関東支社水戸管理事務所

70803119 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 所沢管理事務所 東日本高速道路株式会社関東支社所沢管理事務所

70803120 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 高崎管理事務所 東日本高速道路株式会社関東支社高崎管理事務所

70803121 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 佐久管理事務所 東日本高速道路株式会社関東支社佐久管理事務所

70803122 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 長野管理事務所 東日本高速道路株式会社関東支社長野管理事務所

70803123 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 東京外環工事事務所 東日本高速道路株式会社関東支社東京外環工事事務所

70803999 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 関東支社 その他 東日本高速道路株式会社関東支社

70804000 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 新潟支社 （内部部局） 東日本高速道路株式会社新潟支社

70804103 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 新潟支社 湯沢管理事務所 東日本高速道路株式会社新潟支社湯沢管理事務所

70804104 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 新潟支社 新潟管理事務所 東日本高速道路株式会社新潟支社新潟管理事務所

70804105 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 新潟支社 長岡管理事務所 東日本高速道路株式会社新潟支社長岡管理事務所

70804106 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 新潟支社 上越管理事務所 東日本高速道路株式会社新潟支社上越管理事務所

70804107 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 新潟支社 新潟工事事務所 東日本高速道路株式会社新潟支社新潟工事事務所 2020/12/03追加

70804999 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 新潟支社 その他 東日本高速道路株式会社新潟支社

70899999 公益民間企業 東日本高速道路株式会社 その他 その他 東日本高速道路株式会社

70900000 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 本社 中日本高速道路株式会社本社

70901000 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 東京支社 （内部部局） 中日本高速道路株式会社東京支社

70901101 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 東京支社 厚木工事事務所 中日本高速道路株式会社東京支社厚木工事事務所

70901102 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 東京支社 東京工事事務所 中日本高速道路株式会社東京支社東京工事事務所

70901103 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 東京支社 秦野工事事務所 中日本高速道路株式会社東京支社秦野工事事務所

70901105 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 東京支社 沼津工事事務所 中日本高速道路株式会社東京支社沼津工事事務所

70901111 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 東京支社 横浜保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社東京支社横浜保全・サービスセンター

70901112 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 東京支社 御殿場保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社東京支社御殿場保全・サービスセンター

70901113 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 東京支社 富士保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社東京支社富士保全・サービスセンター

70901114 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 東京支社 静岡保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社東京支社静岡保全・サービスセンター

70901115 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 東京支社 浜松保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社東京支社浜松保全・サービスセンター

70901116 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 東京支社 伊勢原保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社東京支社伊勢原保全・サービスセンター 2020/12/03変更

70901999 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 東京支社 その他 中日本高速道路株式会社東京支社

70902000 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 八王子支社 （内部部局） 中日本高速道路株式会社八王子支社

70902101 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 八王子支社 八王子保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社八王子支社八王子保全・サービスセンター

70902102 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 八王子支社 大月保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社八王子支社大月保全・サービスセンター

70902103 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 八王子支社 甲府保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社八王子支社甲府保全・サービスセンター

70902104 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 八王子支社 松本保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社八王子支社松本保全・サービスセンター

70902105 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 八王子支社 八王子工事事務所 中日本高速道路株式会社八王子支社八王子工事事務所 2019/08/15追加

70902999 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 八王子支社 その他 中日本高速道路株式会社八王子支社

70903000 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 （内部部局） 中日本高速道路株式会社名古屋支社

70903101 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 岐阜工事事務所 中日本高速道路株式会社名古屋支社岐阜工事事務所

70903105 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 名古屋工事事務所 中日本高速道路株式会社名古屋支社名古屋工事事務所
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70903106 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 四日市工事事務所 中日本高速道路株式会社名古屋支社四日市工事事務所

70903110 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 豊田保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社名古屋支社豊田保全・サービスセンター

70903111 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 名古屋保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社名古屋支社名古屋保全・サービスセンター

70903112 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 飯田保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社名古屋支社飯田保全・サービスセンター

70903113 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 多治見保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社名古屋支社多治見保全・サービスセンター

70903114 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 羽島保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社名古屋支社羽島保全・サービスセンター

70903115 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 彦根保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社名古屋支社彦根保全・サービスセンター

70903116 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 岐阜保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社名古屋支社岐阜保全・サービスセンター

70903117 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 桑名保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社名古屋支社桑名保全・サービスセンター

70903118 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 津高速道路事務所 中日本高速道路株式会社名古屋支社津高速道路事務所 2020/12/03変更

70903119 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 高山保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社名古屋支社高山保全・サービスセンター

70903999 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 その他 中日本高速道路株式会社名古屋支社

70904000 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 金沢支社 （内部部局） 中日本高速道路株式会社金沢支社

70904101 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 金沢支社 金沢保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社金沢支社金沢保全・サービスセンター

70904102 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 金沢支社 富山高速道路事務所 中日本高速道路株式会社金沢支社富山高速道路事務所 2020/12/03変更

70904103 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 金沢支社 福井保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社金沢支社福井保全・サービスセンター

70904104 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 金沢支社 敦賀保全・サービスセンター 中日本高速道路株式会社金沢支社敦賀保全・サービスセンター

70904999 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 金沢支社 その他 中日本高速道路株式会社金沢支社

70999999 公益民間企業 中日本高速道路株式会社 その他 その他 中日本高速道路株式会社

71000000 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 本社 西日本高速道路株式会社本社

71001000 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 （内部部局） 西日本高速道路株式会社関西支社

71001103 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 阪奈高速道路事務所 西日本高速道路株式会社関西支社阪奈高速道路事務所

71001105 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 新名神大津事務所 西日本高速道路株式会社関西支社新名神大津事務所

71001106 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 和歌山工事事務所 西日本高速道路株式会社関西支社和歌山工事事務所

71001109 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 姫路高速道路事務所 西日本高速道路株式会社関西支社姫路高速道路事務所

71001110 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 滋賀高速道路事務所 西日本高速道路株式会社関西支社滋賀高速道路事務所

71001112 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 大阪高速道路事務所 西日本高速道路株式会社関西支社大阪高速道路事務所

71001114 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 和歌山高速道路事務所 西日本高速道路株式会社関西支社和歌山高速道路事務所

71001115 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 福知山高速道路事務所 西日本高速道路株式会社関西支社福知山高速道路事務所

71001116 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 神戸高速道路事務所 西日本高速道路株式会社関西支社神戸高速道路事務所

71001117 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 福崎高速道路事務所 西日本高速道路株式会社関西支社福崎高速道路事務所

71001121 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 第二神明道路事務所 西日本高速道路株式会社関西支社第二神明道路事務所

71001122 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 新名神京都事務所 西日本高速道路株式会社関西支社新名神京都事務所

71001123 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 新名神大阪東事務所 西日本高速道路株式会社関西支社新名神大阪東事務所

71001124 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 新名神大阪西事務所 西日本高速道路株式会社関西支社新名神大阪西事務所

71001125 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 京都高速道路事務所 西日本高速道路株式会社関西支社京都高速道路事務所

71001126 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 阪神改築事務所 西日本高速道路株式会社関西支社阪神改築事務所 2019/08/15追加

71001127 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 奈良工事事務所 西日本高速道路株式会社関西支社奈良工事事務所 2019/08/15追加

71001999 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 関西支社 その他 西日本高速道路株式会社関西支社

71002000 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 中国支社 （内部部局） 西日本高速道路株式会社中国支社

71002105 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 中国支社 松江高速道路事務所 西日本高速道路株式会社中国支社松江高速道路事務所

71002109 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 中国支社 山口高速道路事務所 西日本高速道路株式会社中国支社山口高速道路事務所

71002110 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 中国支社 岡山高速道路事務所 西日本高速道路株式会社中国支社岡山高速道路事務所

71002114 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 中国支社 米子高速道路事務所 西日本高速道路株式会社中国支社米子高速道路事務所

71002117 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 中国支社 広島高速道路事務所 西日本高速道路株式会社中国支社広島高速道路事務所

71002118 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 中国支社 津山高速道路事務所 西日本高速道路株式会社中国支社津山高速道路事務所

71002119 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 中国支社 福山高速道路事務所 西日本高速道路株式会社中国支社福山高速道路事務所

71002120 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 中国支社 周南高速道路事務所 西日本高速道路株式会社中国支社周南高速道路事務所

71002121 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 中国支社 三次高速道路事務所 西日本高速道路株式会社中国支社三次高速道路事務所

71002122 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 中国支社 千代田高速道路事務所 西日本高速道路株式会社中国支社千代田高速道路事務所

71002123 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 中国支社 広島工事事務所 西日本高速道路株式会社中国支社広島工事事務所 2020/12/03追加

71002999 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 中国支社 その他 西日本高速道路株式会社中国支社

71003000 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 四国支社 （内部部局） 西日本高速道路株式会社四国支社

71003101 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 四国支社 徳島工事事務所 西日本高速道路株式会社四国支社徳島工事事務所

71003107 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 四国支社 徳島高速道路事務所 西日本高速道路株式会社四国支社徳島高速道路事務所

71003108 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 四国支社 香川高速道路事務所 西日本高速道路株式会社四国支社香川高速道路事務所

71003110 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 四国支社 高知高速道路事務所 西日本高速道路株式会社四国支社高知高速道路事務所

71003111 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 四国支社 愛媛高速道路事務所 西日本高速道路株式会社四国支社愛媛高速道路事務所

71003112 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 四国支社 高松工事事務所 西日本高速道路株式会社四国支社高松工事事務所

71003999 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 四国支社 その他 西日本高速道路株式会社四国支社

71004000 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 九州支社 （内部部局） 西日本高速道路株式会社九州支社

71004108 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 九州支社 北九州高速道路事務所 西日本高速道路株式会社九州支社北九州高速道路事務所

71004109 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 九州支社 久留米高速道路事務所 西日本高速道路株式会社九州支社久留米高速道路事務所

71004110 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 九州支社 熊本高速道路事務所 西日本高速道路株式会社九州支社熊本高速道路事務所
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71004112 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 九州支社 鹿児島高速道路事務所 西日本高速道路株式会社九州支社鹿児島高速道路事務所

71004114 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 九州支社 長崎高速道路事務所 西日本高速道路株式会社九州支社長崎高速道路事務所

71004115 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 九州支社 佐賀高速道路事務所 西日本高速道路株式会社九州支社佐賀高速道路事務所

71004116 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 九州支社 大分高速道路事務所 西日本高速道路株式会社九州支社大分高速道路事務所

71004117 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 九州支社 沖縄高速道路事務所 西日本高速道路株式会社九州支社沖縄高速道路事務所

71004120 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 九州支社 宮崎高速道路事務所 西日本高速道路株式会社九州支社宮崎高速道路事務所

71004121 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 九州支社 佐世保工事事務所 西日本高速道路株式会社九州支社佐世保工事事務所 2019/08/15追加

71004999 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 九州支社 その他 西日本高速道路株式会社九州支社

71005000 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 東京事務所 西日本高速道路株式会社東京事務所

71099999 公益民間企業 西日本高速道路株式会社 その他 その他 西日本高速道路株式会社

71100000 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 本社 日本道路公団本社

71101000 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北海道支社 （内部部局） 日本道路公団北海道支社

71101101 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北海道支社 函館工事事務所 日本道路公団北海道支社函館工事事務所

71101102 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北海道支社 長万部工事事務所 日本道路公団北海道支社長万部工事事務所

71101103 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北海道支社 旭川工事事務所 日本道路公団北海道支社旭川工事事務所

71101104 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北海道支社 千歳工事事務所 日本道路公団北海道支社千歳工事事務所

71101105 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北海道支社 帯広工事事務所 日本道路公団北海道支社帯広工事事務所

71101106 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北海道支社 釧路工事事務所準備室 日本道路公団北海道支社釧路工事事務所準備室

71101107 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北海道支社 札幌技術事務所 日本道路公団北海道支社札幌技術事務所

71101108 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北海道支社 室蘭管理事務所 日本道路公団北海道支社室蘭管理事務所

71101109 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北海道支社 苫小牧管理事務所 日本道路公団北海道支社苫小牧管理事務所

71101110 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北海道支社 札幌管理事務所 日本道路公団北海道支社札幌管理事務所

71101111 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北海道支社 岩見沢管理事務所 日本道路公団北海道支社岩見沢管理事務所

71101112 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北海道支社 旭川管理事務所 日本道路公団北海道支社旭川管理事務所

71101113 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北海道支社 釧路工事事務所 日本道路公団北海道支社釧路工事事務所

71101999 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北海道支社 その他 日本道路公団北海道支社

71102000 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 （内部部局） 日本道路公団東北支社

71102101 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 青森工事事務所 日本道路公団東北支社青森工事事務所

71102102 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 北上工事事務所 日本道路公団東北支社北上工事事務所

71102103 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 仙台工事事務所 日本道路公団東北支社仙台工事事務所

71102104 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 秋田工事事務所 日本道路公団東北支社秋田工事事務所

71102105 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 山形工事事務所 日本道路公団東北支社山形工事事務所

71102106 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 鶴岡工事事務所 日本道路公団東北支社鶴岡工事事務所

71102107 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 郡山工事事務所 日本道路公団東北支社郡山工事事務所

71102108 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 いわき工事事務所 日本道路公団東北支社いわき工事事務所

71102109 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 相馬工事事務所 日本道路公団東北支社相馬工事事務所

71102110 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 仙台技術事務所 日本道路公団東北支社仙台技術事務所

71102111 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 青森管理事務所 日本道路公団東北支社青森管理事務所

71102112 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 八戸管理事務所 日本道路公団東北支社八戸管理事務所

71102113 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 十和田管理事務所 日本道路公団東北支社十和田管理事務所

71102114 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 盛岡管理事務所 日本道路公団東北支社盛岡管理事務所

71102115 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 北上管理事務所 日本道路公団東北支社北上管理事務所

71102116 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 古川管理事務所 日本道路公団東北支社古川管理事務所

71102117 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 仙台管理事務所 日本道路公団東北支社仙台管理事務所

71102118 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 秋田管理事務所 日本道路公団東北支社秋田管理事務所

71102119 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 山形管理事務所 日本道路公団東北支社山形管理事務所

71102120 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 福島管理事務所 日本道路公団東北支社福島管理事務所

71102121 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 郡山管理事務所 日本道路公団東北支社郡山管理事務所

71102122 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 会津若松管理事務所 日本道路公団東北支社会津若松管理事務所

71102123 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 いわき管理事務所 日本道路公団東北支社いわき管理事務所

71102124 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 横手管理事務所 日本道路公団東北支社横手管理事務所

71102999 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東北支社 その他 日本道路公団東北支社

71103000 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京建設局 （内部部局） 日本道路公団東京建設局

71103101 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京建設局 横浜工事事務所 日本道路公団東京建設局横浜工事事務所

71103102 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京建設局 厚木工事事務所 日本道路公団東京建設局厚木工事事務所

71103103 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京建設局 八王子工事事務所 日本道路公団東京建設局八王子工事事務所

71103104 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京建設局 さいたま工事事務所 日本道路公団東京建設局さいたま工事事務所

71103105 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京建設局 千葉工事事務所 日本道路公団東京建設局千葉工事事務所

71103106 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京建設局 木更津工事事務所 日本道路公団東京建設局木更津工事事務所

71103107 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京建設局 小田原工事事務所 日本道路公団東京建設局小田原工事事務所

71103108 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京建設局 高崎工事事務所 日本道路公団東京建設局高崎工事事務所

71103109 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京建設局 宇都宮工事事務所 日本道路公団東京建設局宇都宮工事事務所

71103110 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京建設局 水戸工事事務所 日本道路公団東京建設局水戸工事事務所

71103111 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京建設局 上野原工事事務所 日本道路公団東京建設局上野原工事事務所
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71103112 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京建設局 佐久工事事務所 日本道路公団東京建設局佐久工事事務所

71103113 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京建設局 東京技術事務所 日本道路公団東京建設局東京技術事務所

71103999 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京建設局 その他 日本道路公団東京建設局

71104000 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局 （内部部局） 日本道路公団東京管理局

71104101 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局 横浜管理事務所 日本道路公団東京管理局横浜管理事務所

71104102 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局 御殿場管理事務所 日本道路公団東京管理局御殿場管理事務所

71104103 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局 富士管理事務所 日本道路公団東京管理局富士管理事務所

71104104 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局 静岡管理事務所 日本道路公団東京管理局静岡管理事務所

71104105 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局 袋井管理事務所 日本道路公団東京管理局袋井管理事務所

71104106 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局 京浜管理事務所 日本道路公団東京管理局京浜管理事務所

71104107 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局 小田原管理事務所 日本道路公団東京管理局小田原管理事務所

71104999 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局 その他 日本道路公団東京管理局

71105000 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局東局 （内部部局） 日本道路公団東京管理局東局

71105101 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局東局 那須管理事務所 日本道路公団東京管理局東局那須管理事務所

71105102 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局東局 宇都宮管理事務所 日本道路公団東京管理局東局宇都宮管理事務所

71105103 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局東局 加須管理事務所 日本道路公団東京管理局東局加須管理事務所

71105104 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局東局 三郷管理事務所 日本道路公団東京管理局東局三郷管理事務所

71105105 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局東局 千葉管理事務所 日本道路公団東京管理局東局千葉管理事務所

71105106 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局東局 市原管理事務所 日本道路公団東京管理局東局市原管理事務所

71105107 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局東局 東京湾アクアライン管理事務所 日本道路公団東京管理局東局東京湾アクアライン管理事務所

71105108 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局東局 谷和原管理事務所 日本道路公団東京管理局東局谷和原管理事務所

71105109 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局東局 水戸管理事務所 日本道路公団東京管理局東局水戸管理事務所

71105999 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局東局 その他 日本道路公団東京管理局東局

71106000 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局西局 （内部部局） 日本道路公団東京管理局西局

71106101 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局西局 所沢管理事務所 日本道路公団東京管理局西局所沢管理事務所

71106102 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局西局 高崎管理事務所 日本道路公団東京管理局西局高崎管理事務所

71106103 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局西局 佐久管理事務所 日本道路公団東京管理局西局佐久管理事務所

71106104 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局西局 長野管理事務所 日本道路公団東京管理局西局長野管理事務所

71106105 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局西局 八王子管理事務所 日本道路公団東京管理局西局八王子管理事務所

71106106 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局西局 大月管理事務所 日本道路公団東京管理局西局大月管理事務所

71106107 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局西局 甲府管理事務所 日本道路公団東京管理局西局甲府管理事務所

71106108 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局西局 松本管理事務所 日本道路公団東京管理局西局松本管理事務所

71106999 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 東京管理局西局 その他 日本道路公団東京管理局西局

71107000 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北陸支社 （内部部局） 日本道路公団北陸支社

71107101 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北陸支社 新潟工事事務所 日本道路公団北陸支社新潟工事事務所

71107102 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北陸支社 村上工事事務所 日本道路公団北陸支社村上工事事務所

71107103 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北陸支社 信越工事事務所 日本道路公団北陸支社信越工事事務所

71107104 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北陸支社 富山工事事務所 日本道路公団北陸支社富山工事事務所

71107105 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北陸支社 敦賀工事事務所 日本道路公団北陸支社敦賀工事事務所

71107106 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北陸支社 金沢技術事務所 日本道路公団北陸支社金沢技術事務所

71107107 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北陸支社 金沢管理所 日本道路公団北陸支社金沢管理所

71107108 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北陸支社 湯沢管理事務所 日本道路公団北陸支社湯沢管理事務所

71107109 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北陸支社 新潟管理事務所 日本道路公団北陸支社新潟管理事務所

71107110 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北陸支社 長岡管理事務所 日本道路公団北陸支社長岡管理事務所

71107111 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北陸支社 上越管理事務所 日本道路公団北陸支社上越管理事務所

71107112 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北陸支社 富山管理事務所 日本道路公団北陸支社富山管理事務所

71107113 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北陸支社 福井管理事務所 日本道路公団北陸支社福井管理事務所

71107114 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北陸支社 敦賀管理事務所 日本道路公団北陸支社敦賀管理事務所

71107999 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 北陸支社 その他 日本道路公団北陸支社

71108000 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 静岡建設局 （内部部局） 日本道路公団静岡建設局

71108101 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 静岡建設局 沼津工事事務所 日本道路公団静岡建設局沼津工事事務所

71108102 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 静岡建設局 富士工事事務所 日本道路公団静岡建設局富士工事事務所

71108103 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 静岡建設局 清水工事事務所 日本道路公団静岡建設局清水工事事務所

71108104 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 静岡建設局 静岡工事事務所 日本道路公団静岡建設局静岡工事事務所

71108105 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 静岡建設局 掛川工事事務所 日本道路公団静岡建設局掛川工事事務所

71108106 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 静岡建設局 浜松工事事務所 日本道路公団静岡建設局浜松工事事務所

71108999 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 静岡建設局 その他 日本道路公団静岡建設局

71109000 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 （内部部局） 日本道路公団中部支社

71109101 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 岐阜工事事務所 日本道路公団中部支社岐阜工事事務所

71109102 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 清見工事事務所 日本道路公団中部支社清見工事事務所

71109103 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 新城工事事務所 日本道路公団中部支社新城工事事務所

71109104 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 豊田工事事務所 日本道路公団中部支社豊田工事事務所

71109105 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 名古屋工事事務所 日本道路公団中部支社名古屋工事事務所

71109107 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 四日市工事事務所 日本道路公団中部支社四日市工事事務所
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71109108 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 亀山工事事務所 日本道路公団中部支社亀山工事事務所

71109109 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 松阪工事事務所 日本道路公団中部支社松阪工事事務所

71109110 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 名古屋技術事務所 日本道路公団中部支社名古屋技術事務所

71109111 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 豊川管理事務所 日本道路公団中部支社豊川管理事務所

71109112 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 名古屋管理事務所 日本道路公団中部支社名古屋管理事務所

71109113 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 飯田管理事務所 日本道路公団中部支社飯田管理事務所

71109114 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 多治見管理事務所 日本道路公団中部支社多治見管理事務所

71109115 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 羽島管理事務所 日本道路公団中部支社羽島管理事務所

71109116 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 岐阜管理事務所 日本道路公団中部支社岐阜管理事務所

71109117 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 桑名管理事務所 日本道路公団中部支社桑名管理事務所

71109118 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 久居管理事務所 日本道路公団中部支社久居管理事務所

71109119 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 高山管理事務所 日本道路公団中部支社高山管理事務所

71109999 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中部支社 その他 日本道路公団中部支社

71110000 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 （内部部局） 日本道路公団関西支社

71110101 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 大阪技術事務所 日本道路公団関西支社大阪技術事務所

71110102 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 京滋工事事務所 日本道路公団関西支社京滋工事事務所

71110103 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 京都工事事務所 日本道路公団関西支社京都工事事務所

71110104 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 枚方工事事務所 日本道路公団関西支社枚方工事事務所

71110105 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 奈良工事事務所 日本道路公団関西支社奈良工事事務所

71110106 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 大阪工事事務所 日本道路公団関西支社大阪工事事務所

71110107 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 大津工事事務所 日本道路公団関西支社大津工事事務所

71110108 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 和歌山工事事務所 日本道路公団関西支社和歌山工事事務所

71110109 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 田辺工事事務所 日本道路公団関西支社田辺工事事務所

71110110 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 舞鶴工事事務所 日本道路公団関西支社舞鶴工事事務所

71110111 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 神戸工事事務所 日本道路公団関西支社神戸工事事務所

71110112 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 姫路工事事務所 日本道路公団関西支社姫路工事事務所

71110113 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 彦根管理事務所 日本道路公団関西支社彦根管理事務所

71110114 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 栗東管理事務所 日本道路公団関西支社栗東管理事務所

71110115 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 茨木管理事務所 日本道路公団関西支社茨木管理事務所

71110116 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 吹田管理事務所 日本道路公団関西支社吹田管理事務所

71110117 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 南大阪管理事務所 日本道路公団関西支社南大阪管理事務所

71110118 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 和歌山管理事務所 日本道路公団関西支社和歌山管理事務所

71110119 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 福知山管理事務所 日本道路公団関西支社福知山管理事務所

71110120 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 神戸管理事務所 日本道路公団関西支社神戸管理事務所

71110121 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 福崎管理事務所 日本道路公団関西支社福崎管理事務所

71110122 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 姫路管理事務所 日本道路公団関西支社姫路管理事務所

71110123 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 京都丹波道路管理事務所 日本道路公団関西支社京都丹波道路管理事務所

71110124 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 第二神明道路管理事務所 日本道路公団関西支社第二神明道路管理事務所

71110999 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 関西支社 その他 日本道路公団関西支社

71111000 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 （内部部局） 日本道路公団中国支社

71111101 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 広島工事事務所 日本道路公団中国支社広島工事事務所

71111102 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 山口工事事務所 日本道路公団中国支社山口工事事務所

71111103 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 津山工事事務所 日本道路公団中国支社津山工事事務所

71111104 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 鳥取工事事務所 日本道路公団中国支社鳥取工事事務所

71111105 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 尾道工事事務所 日本道路公団中国支社尾道工事事務所

71111106 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 松江工事事務所 日本道路公団中国支社松江工事事務所

71111107 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 広島技術事務所 日本道路公団中国支社広島技術事務所

71111108 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 津山管理事務所 日本道路公団中国支社津山管理事務所

71111109 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 三次管理事務所 日本道路公団中国支社三次管理事務所

71111110 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 千代田管理事務所 日本道路公団中国支社千代田管理事務所

71111111 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 小郡管理事務所 日本道路公団中国支社小郡管理事務所

71111112 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 岡山管理事務所 日本道路公団中国支社岡山管理事務所

71111113 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 福山管理事務所 日本道路公団中国支社福山管理事務所

71111114 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 広島管理事務所 日本道路公団中国支社広島管理事務所

71111115 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 徳山管理事務所 日本道路公団中国支社徳山管理事務所

71111116 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 米子管理事務所 日本道路公団中国支社米子管理事務所

71111117 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 浜田管理事務所 日本道路公団中国支社浜田管理事務所

71111999 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 中国支社 その他 日本道路公団中国支社

71112000 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 四国支社 （内部部局） 日本道路公団四国支社

71112101 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 四国支社 徳島工事事務所 日本道路公団四国支社徳島工事事務所

71112102 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 四国支社 高知工事事務所 日本道路公団四国支社高知工事事務所

71112103 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 四国支社 松山工事事務所 日本道路公団四国支社松山工事事務所

71112104 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 四国支社 高松工事事務所 日本道路公団四国支社高松工事事務所

71112105 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 四国支社 大洲工事事務所 日本道路公団四国支社大洲工事事務所
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71112106 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 四国支社 松山管理事務所 日本道路公団四国支社松山管理事務所

71112107 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 四国支社 高知管理事務所 日本道路公団四国支社高知管理事務所

71112108 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 四国支社 徳島管理事務所 日本道路公団四国支社徳島管理事務所

71112109 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 四国支社 香川管理事務所 日本道路公団四国支社香川管理事務所

71112110 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 四国支社 高松技術事務所 日本道路公団四国支社高松技術事務所

71112999 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 四国支社 その他 日本道路公団四国支社

71113000 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 （内部部局） 日本道路公団九州支社

71113101 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 福岡工事事務所 日本道路公団九州支社福岡工事事務所

71113102 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 八代工事事務所 日本道路公団九州支社八代工事事務所

71113103 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 鹿児島工事事務所 日本道路公団九州支社鹿児島工事事務所

71113104 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 長崎工事事務所 日本道路公団九州支社長崎工事事務所

71113105 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 大分工事事務所 日本道路公団九州支社大分工事事務所

71113106 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 宮崎工事事務所 日本道路公団九州支社宮崎工事事務所

71113107 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 福岡技術事務所 日本道路公団九州支社福岡技術事務所

71113108 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 下関管理事務所 日本道路公団九州支社下関管理事務所

71113109 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 北九州管理事務所 日本道路公団九州支社北九州管理事務所

71113110 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 久留米管理事務所 日本道路公団九州支社久留米管理事務所

71113111 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 熊本管理事務所 日本道路公団九州支社熊本管理事務所

71113112 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 八代管理事務所 日本道路公団九州支社八代管理事務所

71113113 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 鹿児島管理事務所 日本道路公団九州支社鹿児島管理事務所

71113114 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 都城管理事務所 日本道路公団九州支社都城管理事務所

71113115 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 長崎管理事務所 日本道路公団九州支社長崎管理事務所

71113116 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 佐賀管理事務所 日本道路公団九州支社佐賀管理事務所

71113117 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 大分管理事務所 日本道路公団九州支社大分管理事務所

71113118 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 沖縄管理事務所 日本道路公団九州支社沖縄管理事務所

71113119 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 延岡南道路管理事務所 日本道路公団九州支社延岡南道路管理事務所

71113120 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 延岡工事事務所 日本道路公団九州支社延岡工事事務所

71113999 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 九州支社 その他 日本道路公団九州支社

71114000 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 試験研究所 （内部部局） 日本道路公団試験研究所

71114001 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 試験研究所 交通環境研究部 日本道路公団試験研究所交通環境研究部

71114002 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 試験研究所 道路研究部 日本道路公団試験研究所道路研究部

71114003 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 試験研究所 緑化技術センター 日本道路公団試験研究所緑化技術センター

71114999 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 試験研究所 その他 日本道路公団試験研究所

71115000 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） 総合研修所 日本道路公団総合研修所

71199999 公益民間企業 旧日本道路公団（Ｈ１７．９．３０以前着手分） その他 その他 日本道路公団

71200000 公益民間企業 首都高速道路株式会社 本社 首都高速道路株式会社本社

71207000 公益民間企業 首都高速道路株式会社 東京西局 （内部部局） 首都高速道路株式会社東京西局

71207101 公益民間企業 首都高速道路株式会社 東京西局 第一保全工事事務所 首都高速道路株式会社東京西局第一保全工事事務所

71207102 公益民間企業 首都高速道路株式会社 東京西局 第二保全工事事務所 首都高速道路株式会社東京西局第二保全工事事務所

71207103 公益民間企業 首都高速道路株式会社 東京西局 施設管制所 首都高速道路株式会社東京西局施設管制所

71207999 公益民間企業 首都高速道路株式会社 東京西局 その他 首都高速道路株式会社東京西局

71208000 公益民間企業 首都高速道路株式会社 東京東局 （内部部局） 首都高速道路株式会社東京東局

71208101 公益民間企業 首都高速道路株式会社 東京東局 保全工事事務所 首都高速道路株式会社東京東局保全工事事務所

71208102 公益民間企業 首都高速道路株式会社 東京東局 施設管制所 首都高速道路株式会社東京東局施設管制所

71208999 公益民間企業 首都高速道路株式会社 東京東局 その他 首都高速道路株式会社東京東局

71209000 公益民間企業 首都高速道路株式会社 更新・建設局 （内部部局） 首都高速道路株式会社更新・建設局 2020/12/03追加

71209101 公益民間企業 首都高速道路株式会社 更新・建設局 横浜工事事務所 首都高速道路株式会社更新・建設局横浜工事事務所 2020/12/03追加

71209102 公益民間企業 首都高速道路株式会社 更新・建設局 施設工事事務所 首都高速道路株式会社更新・建設局施設工事事務所 2020/12/03追加

71209103 公益民間企業 首都高速道路株式会社 更新・建設局 日本橋工事事務所 首都高速道路株式会社更新・建設局日本橋工事事務所 2020/12/03追加

71209104 公益民間企業 首都高速道路株式会社 更新・建設局 大師橋工事事務所 首都高速道路株式会社更新・建設局大師橋工事事務所 2020/12/03追加

71209105 公益民間企業 首都高速道路株式会社 更新・建設局 品川工事事務所 首都高速道路株式会社更新・建設局品川工事事務所 2020/12/03追加

71209999 公益民間企業 首都高速道路株式会社 更新・建設局 その他 首都高速道路株式会社更新・建設局 2020/12/03追加

71210000 公益民間企業 首都高速道路株式会社 神奈川局 （内部部局） 首都高速道路株式会社神奈川局 2020/12/03追加

71210101 公益民間企業 首都高速道路株式会社 神奈川局 保全工事事務所 首都高速道路株式会社神奈川局保全工事事務所 2020/12/03追加

71210102 公益民間企業 首都高速道路株式会社 神奈川局 施設管制所 首都高速道路株式会社神奈川局施設管制所 2020/12/03追加

71210999 公益民間企業 首都高速道路株式会社 神奈川局 その他 首都高速道路株式会社神奈川局 2020/12/03追加

71299999 公益民間企業 首都高速道路株式会社 その他 その他 首都高速道路株式会社

71300000 公益民間企業 阪神高速道路株式会社 本社 阪神高速道路株式会社本社

71301000 公益民間企業 阪神高速道路株式会社 東京事務所 阪神高速道路株式会社東京事務所

71307000 公益民間企業 阪神高速道路株式会社 神戸管理・保全部 阪神高速道路株式会社神戸管理・保全部 2020/12/03変更

71316000 公益民間企業 阪神高速道路株式会社 建設事業本部 阪神高速道路株式会社建設事業本部 2020/12/03追加

71317000 公益民間企業 阪神高速道路株式会社 管理企画部 阪神高速道路株式会社管理企画部 2020/12/03追加

71318000 公益民間企業 阪神高速道路株式会社 大阪保全部 （内部部局） 阪神高速道路株式会社大阪保全部 2020/12/03追加

71318101 公益民間企業 阪神高速道路株式会社 大阪保全部 京都管理所 阪神高速道路株式会社大阪保全部京都管理所 2020/12/03追加
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71318999 公益民間企業 阪神高速道路株式会社 大阪保全部 その他 阪神高速道路株式会社大阪保全部 2020/12/03追加

71319000 公益民間企業 阪神高速道路株式会社 建設事業本部大阪建設部 （内部部局） 阪神高速道路株式会社建設事業本部大阪建設部 2020/12/03追加

71319101 公益民間企業 阪神高速道路株式会社 建設事業本部大阪建設部 淀川左岸線建設事務所 阪神高速道路株式会社建設事業本部大阪建設部淀川左岸線建設事務所 2020/12/03追加

71319102 公益民間企業 阪神高速道路株式会社 建設事業本部大阪建設部 大和川線建設事務所 阪神高速道路株式会社建設事業本部大阪建設部大和川線建設事務所 2020/12/03追加

71319999 公益民間企業 阪神高速道路株式会社 建設事業本部大阪建設部 その他 阪神高速道路株式会社建設事業本部大阪建設部 2020/12/03追加

71320000 公益民間企業 阪神高速道路株式会社 建設事業本部神戸建設部 （内部部局） 阪神高速道路株式会社建設事業本部神戸建設部 2020/12/03追加

71320101 公益民間企業 阪神高速道路株式会社 建設事業本部神戸建設部 湾岸西伸第一建設事務所 阪神高速道路株式会社建設事業本部神戸建設部湾岸西伸第一建設事務所 2020/12/03追加

71320102 公益民間企業 阪神高速道路株式会社 建設事業本部神戸建設部 湾岸西伸第二建設事務所 阪神高速道路株式会社建設事業本部神戸建設部湾岸西伸第二建設事務所 2020/12/03追加

71320999 公益民間企業 阪神高速道路株式会社 建設事業本部神戸建設部 その他 阪神高速道路株式会社建設事業本部神戸建設部 2020/12/03追加

71399999 公益民間企業 阪神高速道路株式会社 その他 その他 阪神高速道路株式会社

71400000 公益民間企業 本州四国連絡高速道路株式会社 本社 本州四国連絡高速道路株式会社本社

71401000 公益民間企業 本州四国連絡高速道路株式会社 東京事務所 本州四国連絡高速道路株式会社東京事務所

71402000 公益民間企業 本州四国連絡高速道路株式会社 神戸管理センター 本州四国連絡高速道路株式会社神戸管理センター

71403000 公益民間企業 本州四国連絡高速道路株式会社 鳴門管理センター 本州四国連絡高速道路株式会社鳴門管理センター

71404000 公益民間企業 本州四国連絡高速道路株式会社 岡山管理センター 本州四国連絡高速道路株式会社岡山管理センター

71405000 公益民間企業 本州四国連絡高速道路株式会社 坂出管理センター 本州四国連絡高速道路株式会社坂出管理センター

71406000 公益民間企業 本州四国連絡高速道路株式会社 しまなみ尾道管理センター 本州四国連絡高速道路株式会社しまなみ尾道管理センター

71407000 公益民間企業 本州四国連絡高速道路株式会社 しまなみ今治管理センター 本州四国連絡高速道路株式会社しまなみ今治管理センター

71499999 公益民間企業 本州四国連絡高速道路株式会社 その他 その他 本州四国連絡高速道路株式会社

71501000 公益民間企業 日本郵政グループ 日本郵政（株） 日本郵政（株）

71502000 公益民間企業 日本郵政グループ 日本郵便（株） 日本郵便（株）

71503000 公益民間企業 日本郵政グループ （株）ゆうちょ銀行 （株）ゆうちょ銀行

71504000 公益民間企業 日本郵政グループ （株）かんぽ生命保険 （株）かんぽ生命保険

71599999 公益民間企業 日本郵政グループ その他 その他

71601000 公益民間企業 空港・道路等 新関西国際空港（株） 新関西国際空港（株）

71602000 公益民間企業 空港・道路等 東京湾横断道路（株） 東京湾横断道路（株）

71603000 公益民間企業 空港・道路等 中部国際空港（株） 中部国際空港（株）

71604000 公益民間企業 空港・道路等 成田国際空港（株） 成田国際空港（株）

71699999 公益民間企業 空港・道路等 その他 その他

71700000 公益民間企業 その他公益企業第３セクター その他公益企業第３セクター

71801001 公益民間企業 株式会社高速道路総合技術研究所 （内部部局） 総務経理部 株式会社高速道路総合技術研究所総務経理部 2016/11/28追加

71801002 公益民間企業 株式会社高速道路総合技術研究所 （内部部局） 研究企画部 株式会社高速道路総合技術研究所研究企画部 2016/11/28追加

71801003 公益民間企業 株式会社高速道路総合技術研究所 （内部部局） 基盤整備推進部 株式会社高速道路総合技術研究所基盤整備推進部 2016/11/28追加

71801004 公益民間企業 株式会社高速道路総合技術研究所 （内部部局） 交通環境研究部 株式会社高速道路総合技術研究所交通環境研究部 2016/11/28追加

71801005 公益民間企業 株式会社高速道路総合技術研究所 （内部部局） 施設研究部 株式会社高速道路総合技術研究所施設研究部 2016/11/28追加

71801006 公益民間企業 株式会社高速道路総合技術研究所 （内部部局） 道路研究部 株式会社高速道路総合技術研究所道路研究部 2016/11/28追加

71801999 公益民間企業 株式会社高速道路総合技術研究所 （内部部局） その他 株式会社高速道路総合技術研究所 2016/11/28追加

71810000 公益民間企業 株式会社高速道路総合技術研究所 緑化技術センター 株式会社高速道路総合技術研究所緑化技術センター 2016/11/28追加

71899999 公益民間企業 株式会社高速道路総合技術研究所 その他 その他 株式会社高速道路総合技術研究所 2016/11/28追加

79801001 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 鹿児島ポリススクールサービス株式会社 鹿児島ポリススクールサービス株式会社 2009/10/13追加

79801002 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 羽田空港国際線エプロンＰＦＩ株式会社 羽田空港国際線エプロンＰＦＩ株式会社 2009/10/20追加

79801003 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 那覇ＡＣＣパートナーズ株式会社 那覇ＡＣＣパートナーズ株式会社 2010/01/18追加

79801004 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 呉エス・アンド・エス株式会社 呉エス・アンド・エス株式会社 2010/02/23追加

79801005 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 株式会社ＨＣ小金井住宅 株式会社ＨＣ小金井住宅 2010/03/29追加

79801006 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 幌北ＮＥＸＴ株式会社 幌北ＮＥＸＴ株式会社 2010/09/13追加

79801007 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 東京国際空港ターミナル株式会社 東京国際空港ターミナル株式会社 2010/11/22追加

79801008 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 ＰＦＩ大野城宿舎株式会社 ＰＦＩ大野城宿舎株式会社 2011/02/28追加

79801009 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 津田沼第２住宅ＰＦＩ株式会社 津田沼第２住宅ＰＦＩ株式会社 2011/04/04追加

79801010 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 堺住宅１期ＰＦＩ株式会社 堺住宅１期ＰＦＩ株式会社 2011/04/04追加

79801011 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 東雲グリーンフロンティアＰＦＩ株式会社 東雲グリーンフロンティアＰＦＩ株式会社 2011/06/27追加

79801012 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 グリーンコミュニティ牛田株式会社 グリーンコミュニティ牛田株式会社 2011/07/04追加

79801013 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 ８号館ＰＦＩ株式会社（中央合同庁舎第８号館整備等事業） ８号館ＰＦＩ株式会社（中央合同庁舎第８号館整備等事業） 2011/08/08追加

79801014 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 月寒ＮＥＸＴ株式会社 月寒ＮＥＸＴ株式会社 2011/09/19追加

79801015 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 ＰＦＩ大津地方合同庁舎株式会社 ＰＦＩ大津地方合同庁舎株式会社 2011/10/24追加

79801016 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 盛岡第２合同庁舎整備運営株式会社 盛岡第２合同庁舎整備運営株式会社 2012/01/09追加

79801017 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 甲府パブリックサービス株式会社 甲府パブリックサービス株式会社 2012/02/06追加

79801018 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 島根あさひソーシャルサポート株式会社 島根あさひソーシャルサポート株式会社 2012/04/09追加

79801019 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 こぶし立川ＰＦＩ株式会社 こぶし立川ＰＦＩ株式会社 2012/06/25追加

79801020 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 ＨＯＣ議員会館ＰＦＩ株式会社 ＨＯＣ議員会館ＰＦＩ株式会社 2013/04/22追加

79801021 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 大阪府警察学校整備ＰＦＩ株式会社 大阪府警察学校整備ＰＦＩ株式会社 2014/06/30追加

79801022 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 株式会社熊本合同庁舎ＰＦＩ 株式会社熊本合同庁舎ＰＦＩ 2014/11/24追加

79801023 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 築地五丁目ＰＦＩサービス株式会社 築地五丁目ＰＦＩサービス株式会社 2015/03/30追加

79801024 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 マリンワールドＰＦＩ株式会社 マリンワールドＰＦＩ株式会社 2017/04/17追加

79801025 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社中国事業部（ＰＦＩ） エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社中国事業部（ＰＦＩ） 2018/05/28追加
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79801026 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社四国事業部（ＰＦＩ） エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社四国事業部（ＰＦＩ） 2018/07/23追加

79801027 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 ヨコハマしんこうパートナーズ株式会社 ヨコハマしんこうパートナーズ株式会社 2019/04/15追加

79801028 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 霞が関７号館ＰＦＩ株式会社 霞が関７号館ＰＦＩ株式会社 2020/01/06追加

79801029 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 鞆絵サイエンスパートナーズ株式会社 鞆絵サイエンスパートナーズ株式会社 2020/03/02追加

79801030 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関 エヌ・ティ・ティ・インフラネットグループ（国道８号ＰＦＩ） エヌ・ティ・ティ・インフラネットグループ（国道８号ＰＦＩ） 2020/06/29追加

79802001 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関（独立行政法人等） 幌延ジオフロンティアＰＦＩ株式会社 幌延ジオフロンティアＰＦＩ株式会社 2014/06/30追加

79802002 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関（独立行政法人等） 瑞浪バックフィルサポート株式会社 瑞浪バックフィルサポート株式会社 2020/11/02追加

79803001 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関（その他） 吉田施設整備ＳＰＣ株式会社 吉田施設整備ＳＰＣ株式会社 2009/10/13追加

79803002 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関（その他） ＰＦＩ九大馬出総合研究棟株式会社 ＰＦＩ九大馬出総合研究棟株式会社 2009/10/23追加

79803003 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関（その他） 株式会社つくばネクストパートナーズ 株式会社つくばネクストパートナーズ 2011/07/11追加

79803004 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関（その他） すずかけ台ＰＦＩサービス株式会社 すずかけ台ＰＦＩサービス株式会社 2012/05/14追加

79803005 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関（その他） 東大インタラクトＰＦＩ株式会社 東大インタラクトＰＦＩ株式会社 2014/05/26追加

79803006 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関（その他） 株式会社伊都サイエンスＰＦＩ 株式会社伊都サイエンスＰＦＩ 2015/10/05追加

79803007 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関（その他） 医薬系総合研究棟施設サービス株式会社 医薬系総合研究棟施設サービス株式会社 2017/03/13追加

79803008 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関（その他） 株式会社なごや大幸アカデミックサービス 株式会社なごや大幸アカデミックサービス 2019/07/08追加

79803009 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関（その他） 千葉いのはなＰＦＩ株式会社 千葉いのはなＰＦＩ株式会社 2019/07/08追加

79803010 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関（その他） ＰＦＩ阪大箕面コ・クリエーションハウス株式会社 ＰＦＩ阪大箕面コ・クリエーションハウス株式会社 2019/09/24追加

79803011 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 国の機関（その他） ＰＦＩ阪大グローバルビレッジ津雲台株式会社 ＰＦＩ阪大グローバルビレッジ津雲台株式会社 2020/10/26追加

79804001 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 アイラック愛知株式会社 アイラック愛知株式会社 2009/10/30追加

79804002 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 株式会社城北ＰＦＩ 株式会社城北ＰＦＩ 2009/11/13追加

79804003 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 徳島県青少年センターＰＦＩ株式会社 徳島県青少年センターＰＦＩ株式会社 2010/01/25追加

79804004 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 高井ＰＦＩパートナーズ株式会社 高井ＰＦＩパートナーズ株式会社 2010/02/15追加

79804005 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 株式会社県立病院ＰＦＩ福井 株式会社県立病院ＰＦＩ福井 2010/03/15追加

79804006 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 大阪消防ＰＦＩ株式会社 大阪消防ＰＦＩ株式会社 2010/04/05追加

79804007 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 広島県東部運転免許センターＰＦＩ株式会社 広島県東部運転免許センターＰＦＩ株式会社 2010/04/12追加

79804008 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 株式会社かながわＧＡパートナーズ 株式会社かながわＧＡパートナーズ 2010/06/14追加

79804009 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 多摩医療ＰＦＩ株式会社 多摩医療ＰＦＩ株式会社 2010/08/02追加

79804010 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 噴火湾パノラマパークＰＦＩ株式会社 噴火湾パノラマパークＰＦＩ株式会社 2010/09/13追加

79804011 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 高知医療ピーエフアイ株式会社 高知医療ピーエフアイ株式会社 2010/11/08追加

79804012 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 株式会社駒込ＳＰＣ 株式会社駒込ＳＰＣ 2010/11/22追加

79804013 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 名管本庁舎ＰＦＩ株式会社 名管本庁舎ＰＦＩ株式会社 2011/06/06追加

79804014 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 西遠ＰＦＩサービス株式会社 西遠ＰＦＩサービス株式会社 2011/06/27追加

79804015 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 株式会社下関コミュニティスポーツ 株式会社下関コミュニティスポーツ 2011/07/18追加

79804016 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 みやぎ消防パートナーズ株式会社 みやぎ消防パートナーズ株式会社 2011/08/15追加

79804017 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 神奈川メディカルサービス株式会社 神奈川メディカルサービス株式会社 2011/10/31追加

79804018 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 株式会社アニマルサポート長岡 株式会社アニマルサポート長岡 2012/04/16追加

79804019 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 奈良新県営プールＰＦＩ株式会社 奈良新県営プールＰＦＩ株式会社 2012/09/17追加

79804020 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 みやぎ教育福祉パートナーズ株式会社 みやぎ教育福祉パートナーズ株式会社 2012/11/19追加

79804021 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 Ｍ’ｓ東紀州株式会社 Ｍ’ｓ東紀州株式会社 2013/02/12追加

79804022 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 愛媛ホスピタルパートナーズ株式会社 愛媛ホスピタルパートナーズ株式会社 2013/04/22追加

79804023 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 山梨県防災新館ＰＦＩ株式会社 山梨県防災新館ＰＦＩ株式会社 2013/05/13追加

79804024 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 株式会社徳島農林水産ＰＦＩサービス 株式会社徳島農林水産ＰＦＩサービス 2013/07/15追加

79804025 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 東部団地パブリックサービス株式会社 東部団地パブリックサービス株式会社 2013/11/18追加

79804026 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 大和ハウス工業陸中建設赤沼設計笹平太田 大和ハウス工業陸中建設赤沼設計笹平太田 2015/02/16追加

79804027 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 大和ハウス工業陸中建設赤沼設計小成 大和ハウス工業陸中建設赤沼設計小成 2015/02/16追加

79804028 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 大和ハウス工業陸中建設赤沼設計松浦 大和ハウス工業陸中建設赤沼設計松浦 2015/02/16追加

79804029 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 タカヤ渡辺設計事務所 タカヤ渡辺設計事務所 2015/04/13追加

79804030 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 神奈川県からの受託者株式会社綜企画設計 神奈川県からの受託者株式会社綜企画設計 2015/04/13追加

79804031 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 株式会社アクアサービスみかわ 株式会社アクアサービスみかわ 2015/04/13追加

79804032 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 岩手県との事業契約者、タカヤ、渡辺設計事務所、木村 岩手県との事業契約者、タカヤ、渡辺設計事務所、木村 2015/07/20追加

79804033 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 徳島県営住宅ＰＦＩ株式会社 徳島県営住宅ＰＦＩ株式会社 2016/01/18追加

79804034 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 浜通り木構造企業体 浜通り木構造企業体 2016/04/18追加

79804035 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 株式会社ＰＦＩ新潟学園サポート 株式会社ＰＦＩ新潟学園サポート 2016/08/22追加

79804036 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 尾張ウォーター＆エナジー株式会社 尾張ウォーター＆エナジー株式会社 2017/05/29追加

79804037 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 愛知道路コンセッション株式会社 愛知道路コンセッション株式会社 2017/06/19追加

79804038 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 株式会社アクアサービスあいち 株式会社アクアサービスあいち 2018/04/02追加

79804039 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 神奈川スポーツコミュニケーションズ株式会社 神奈川スポーツコミュニケーションズ株式会社 2018/08/27追加

79804040 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 今沢団地パブリックサービス株式会社 今沢団地パブリックサービス株式会社 2018/10/15追加

79804041 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 株式会社ＰＦＩ新潟県立武道館サービス 株式会社ＰＦＩ新潟県立武道館サービス 2019/03/25追加

79804042 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 麦島建設・ユニホー・ハクセイ・市川（愛知県鳴海住宅） 麦島建設・ユニホー・ハクセイ・市川（愛知県鳴海住宅） 2019/06/10追加

79804043 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 株式会社エヌ・シー 株式会社エヌ・シー 2019/12/16追加

79804044 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 セイフティサポート平針株式会社 セイフティサポート平針株式会社 2019/12/23追加
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79804045 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 ＰＦＩ奈良賑わいと交流拠点株式会社 ＰＦＩ奈良賑わいと交流拠点株式会社 2020/02/10追加

79804046 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 あいちＺＥＢサポート株式会社 あいちＺＥＢサポート株式会社 2020/03/02追加

79804047 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 株式会社徳島県警ＰＦＩサービス 株式会社徳島県警ＰＦＩサービス 2020/08/03追加

79804048 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 ＰＦＩ青い森スポーツパーク株式会社 ＰＦＩ青い森スポーツパーク株式会社 2020/08/24追加

79804049 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 花田工務店愛知県営西春住宅ＰＦＩ整備事業 花田工務店愛知県営西春住宅ＰＦＩ整備事業 2020/09/07追加

79804050 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 都道府県 花田工務店愛知県営鷲塚住宅ＰＦＩ整備事業 花田工務店愛知県営鷲塚住宅ＰＦＩ整備事業 2020/09/07追加

79805001 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社京伏水 株式会社京伏水 2009/10/23追加

79805002 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社高砂学校給食サービス 株式会社高砂学校給食サービス 2010/01/12追加

79805003 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社ｂａｙ　ｅｇｇｓ 株式会社ｂａｙ　ｅｇｇｓ 2010/01/25追加

79805004 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 ＰＦＩまなび舎株式会社 ＰＦＩまなび舎株式会社 2010/03/15追加

79805005 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社思永コミュニティサービス 株式会社思永コミュニティサービス 2010/06/28追加

79805006 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 堀川アート株式会社 堀川アート株式会社 2010/07/12追加

79805007 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 ＰＦＩ静岡市南部学校給食センター株式会社 ＰＦＩ静岡市南部学校給食センター株式会社 2010/09/20追加

79805008 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 守山・エス・アンド・エス株式会社 守山・エス・アンド・エス株式会社 2010/11/01追加

79805009 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社妙左京 株式会社妙左京 2011/02/21追加

79805010 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社神戸メディカルケアパートナーズ 株式会社神戸メディカルケアパートナーズ 2011/08/01追加

79805011 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 菱晃開発青島設計安藤建設 菱晃開発青島設計安藤建設 2012/05/14追加

79805012 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 清水文化事業サポート株式会社 清水文化事業サポート株式会社 2012/06/11追加

79805013 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社黒崎コミュニティサービス 株式会社黒崎コミュニティサービス 2012/06/11追加

79805014 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社ＦＣＨパートナーズ 株式会社ＦＣＨパートナーズ 2012/12/17追加

79805015 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社堺クリーンシステム 株式会社堺クリーンシステム 2013/09/23追加

79805016 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社バイオコール大阪平野 株式会社バイオコール大阪平野 2014/03/17追加

79805017 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社かみぎょう 株式会社かみぎょう 2014/05/26追加

79805018 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 ウォーターネクスト横浜株式会社 ウォーターネクスト横浜株式会社 2014/10/13追加

79805019 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社福岡市第１学校給食サービス 株式会社福岡市第１学校給食サービス 2014/11/17追加

79805020 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 中城建設株式会社 中城建設株式会社 2015/04/27追加

79805021 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 神戸学校空調サービス株式会社 神戸学校空調サービス株式会社 2015/04/27追加

79805022 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市
（仮称）仙台市新田東復興公営住宅公募買取事業の内、
（省略）

（仮称）仙台市新田東復興公営住宅公募買取事業の内、（省略）
2015/05/18追加
※個人名の部分

を省略

79805023 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社ウインドシップ北九州 株式会社ウインドシップ北九州 2015/07/20追加

79805024 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社ＦＴＳパートナーズ 株式会社ＦＴＳパートナーズ 2015/10/05追加

79805025 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市
仙台市との事業契約者、佐藤、久米、皆成、田子西土地区
画整理組合

仙台市との事業契約者、佐藤、久米、皆成、田子西土地区画整理組合 2016/02/15追加

79805026 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社バイオコール横浜南部 株式会社バイオコール横浜南部 2016/04/25追加

79805027 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社福岡市第２学校給食サービス 株式会社福岡市第２学校給食サービス 2016/07/11追加

79805028 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社ＦＴＣパートナーズ 株式会社ＦＴＣパートナーズ 2016/08/22追加

79805029 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社南吉成学校給食サービス 株式会社南吉成学校給食サービス 2016/10/24追加

79805030 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 吉島住宅ＮＩＰＰＯグループ共同企業体 吉島住宅ＮＩＰＰＯグループ共同企業体 2016/11/21追加

79805031 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 福岡照葉アリーナ株式会社 福岡照葉アリーナ株式会社 2017/02/27追加

79805032 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社さいたまホームユナイテッド 株式会社さいたまホームユナイテッド 2017/03/13追加

79805033 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社川崎南部学校給食サービス 株式会社川崎南部学校給食サービス 2017/06/12追加

79805034 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社川崎北部学校給食サービス 株式会社川崎北部学校給食サービス 2017/10/10追加

79805035 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 海老江ウォーターリンク株式会社 海老江ウォーターリンク株式会社 2018/01/15追加

79805036 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社静岡北部学校給食サービス 株式会社静岡北部学校給食サービス 2018/04/02追加

79805037 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 三井不動産グループ（久屋大通公園の整備運営） 三井不動産グループ（久屋大通公園の整備運営） 2019/02/18追加

79805038 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 大宮クロスポイント株式会社 大宮クロスポイント株式会社 2019/06/03追加

79805039 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市
積水ハウス株式会社岡山支店（北長瀬みずほ住座再生事
業）

積水ハウス株式会社岡山支店（北長瀬みずほ住座再生事業） 2019/06/03追加

79805040 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 浜松ウォーターシンフォニー株式会社 浜松ウォーターシンフォニー株式会社 2019/06/03追加

79805041 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社福岡スクールランチパートナーズ 株式会社福岡スクールランチパートナーズ 2019/07/22追加

79805042 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市
須山建設、アーキプラン、遠州鉄道（浜松市営住宅初生団
地）

須山建設、アーキプラン、遠州鉄道（浜松市営住宅初生団地） 2019/07/22追加

79805043 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 ヒロバス運営委員会 ヒロバス運営委員会 2019/07/22追加

79805044 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 つながリーナ大浜ＰＦＩ株式会社 つながリーナ大浜ＰＦＩ株式会社 2019/10/07追加

79805045 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社横浜グローバルＭＩＣＥ 株式会社横浜グローバルＭＩＣＥ 2019/10/14追加

79805046 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社ＹＯＫＯＨＡＭＡ文体 株式会社ＹＯＫＯＨＡＭＡ文体 2019/12/02追加

79805047 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 浜松学校空調株式会社 浜松学校空調株式会社 2020/01/13追加

79805048 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社早良グリーンテラス 株式会社早良グリーンテラス 2020/02/17追加

79805049 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社福岡にきてんＰＦＩ 株式会社福岡にきてんＰＦＩ 2020/06/22追加

79805050 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 高宮南緑地事業コンソーシアム 高宮南緑地事業コンソーシアム 2020/06/29追加

79805051 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社浜松クリーンシステム 株式会社浜松クリーンシステム 2020/07/13追加

79805052 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 株式会社北名古屋クリーンシステム 株式会社北名古屋クリーンシステム 2020/07/13追加

79805053 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 政令指定都市 原山公園ＰＦＩ株式会社 原山公園ＰＦＩ株式会社 2020/09/14追加
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79806001 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 いなぎ文化センターサービス株式会社 いなぎ文化センターサービス株式会社 2009/10/13追加

79806002 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 沼津市自由ヶ丘ＰＦＩ株式会社 沼津市自由ヶ丘ＰＦＩ株式会社 2009/10/20追加

79806003 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社山形学校給食サービス 株式会社山形学校給食サービス 2009/11/30追加

79806004 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社ＰＦＩ新庄 株式会社ＰＦＩ新庄 2009/12/03追加

79806005 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社徳島市高ＰＦＩサービス 株式会社徳島市高ＰＦＩサービス 2009/12/21追加

79806006 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 木更津教育サービスＰＦＩ株式会社 木更津教育サービスＰＦＩ株式会社 2010/01/12追加

79806007 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ＰＦＩ近江八幡株式会社 ＰＦＩ近江八幡株式会社 2010/01/12追加

79806008 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社長崎クロスライブラリー 株式会社長崎クロスライブラリー 2010/01/18追加

79806009 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 加須農業集落排水ＰＦＩ株式会社 加須農業集落排水ＰＦＩ株式会社 2010/02/01追加

79806010 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 イー・エル・シー滑川株式会社 イー・エル・シー滑川株式会社 2010/03/15追加

79806011 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 鈴鹿エコセンター株式会社 鈴鹿エコセンター株式会社 2010/04/26追加

79806012 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 アンファン富士見株式会社 アンファン富士見株式会社 2010/05/10追加

79806013 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社狭山学校給食サービス 株式会社狭山学校給食サービス 2010/06/21追加

79806014 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 チーム・あきた株式会社 チーム・あきた株式会社 2010/07/05追加

79806015 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 久留米学校給食サービス株式会社 久留米学校給食サービス株式会社 2010/07/05追加

79806016 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社御殿場学校給食ＰＦＩ 株式会社御殿場学校給食ＰＦＩ 2010/07/12追加

79806017 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社いきいきライフ豊橋 株式会社いきいきライフ豊橋 2010/08/30追加

79806018 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 いわき文化交流パートナーズ株式会社 いわき文化交流パートナーズ株式会社 2010/09/13追加

79806019 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社あさひかわ学び舎 株式会社あさひかわ学び舎 2010/12/20追加

79806020 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村
東急大喜建設市浦ハウジング＆プランニングＤＯＭ建築設
計

東急大喜建設市浦ハウジング＆プランニングＤＯＭ建築設計 2011/01/17追加

79806021 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 野々市つばきＰＦＩ株式会社 野々市つばきＰＦＩ株式会社 2011/04/04追加

79806022 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社スイムシティ鹿児島 株式会社スイムシティ鹿児島 2011/04/11追加

79806023 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 さくらんぼ東根学校ＰＦＩサービス株式会社 さくらんぼ東根学校ＰＦＩサービス株式会社 2011/04/25追加

79806024 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 黒部Ｅサービス株式会社 黒部Ｅサービス株式会社 2011/04/25追加

79806025 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社エー・アンド・エー 株式会社エー・アンド・エー 2011/06/27追加

79806026 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社大分駅南コミュニティサービス 株式会社大分駅南コミュニティサービス 2011/07/11追加

79806027 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社豊田東部スクールランチサービス 株式会社豊田東部スクールランチサービス 2011/08/15追加

79806028 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 宮島アクアパートナーズ株式会社 宮島アクアパートナーズ株式会社 2011/08/22追加

79806029 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ＰＦＩ一宮斎場株式会社 ＰＦＩ一宮斎場株式会社 2011/09/12追加

79806030 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 沼津消防パブリックサービス株式会社 沼津消防パブリックサービス株式会社 2011/10/17追加

79806031 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ベイフロントプラザおおい株式会社 ベイフロントプラザおおい株式会社 2011/11/21追加

79806032 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ＰＦＩ伊万里市学校給食サービス株式会社 ＰＦＩ伊万里市学校給食サービス株式会社 2012/01/09追加

79806033 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 大館都市開発株式会社 大館都市開発株式会社 2012/02/06追加

79806034 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 門真市立中学校ＰＦＩ事業株式会社 門真市立中学校ＰＦＩ事業株式会社 2012/02/27追加

79806035 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社第２塩井ＰＦＩ 株式会社第２塩井ＰＦＩ 2012/04/09追加

79806036 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 熊本城観光交流サービス株式会社 熊本城観光交流サービス株式会社 2012/04/16追加

79806037 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 おおぶ文化交流の杜株式会社 おおぶ文化交流の杜株式会社 2012/05/14追加

79806038 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 泉佐野つつみの杜株式会社 泉佐野つつみの杜株式会社 2012/07/23追加

79806039 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村
大成建設クボタ環境サービスエイト日本技術開発大貴建
設

大成建設クボタ環境サービスエイト日本技術開発大貴建設 2012/09/03追加

79806040 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社浦安第三学校給食サービス 株式会社浦安第三学校給食サービス 2012/09/17追加

79806041 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社大洲給食ＰＦＩサービス 株式会社大洲給食ＰＦＩサービス 2012/10/08追加

79806042 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 豊橋芸術文化事業サポート株式会社 豊橋芸術文化事業サポート株式会社 2012/11/19追加

79806043 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社東松島スクールランチサービス 株式会社東松島スクールランチサービス 2013/02/12追加

79806044 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 男川ウォーターパートナーズ株式会社 男川ウォーターパートナーズ株式会社 2013/04/22追加

79806045 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社まんでがんパートナーズ 株式会社まんでがんパートナーズ 2013/04/22追加

79806046 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 吹田南千里ＰＦＩ株式会社 吹田南千里ＰＦＩ株式会社 2013/05/13追加

79806047 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社銚子学校給食サービス 株式会社銚子学校給食サービス 2013/05/13追加

79806048 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社鶴ヶ島学校給食サービス 株式会社鶴ヶ島学校給食サービス 2013/12/02追加

79806049 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 鏡野光サービス株式会社 鏡野光サービス株式会社 2013/12/02追加

79806050 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 やまきた定住促進パートナーズ株式会社 やまきた定住促進パートナーズ株式会社 2013/12/16追加

79806051 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 紫波シティホール株式会社 紫波シティホール株式会社 2014/02/17追加

79806052 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社第３塩井ＰＦＩ 株式会社第３塩井ＰＦＩ 2014/03/24追加

79806053 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社青森スクールランチサービス 株式会社青森スクールランチサービス 2014/04/07追加

79806054 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社三根定住促進 株式会社三根定住促進 2014/05/12追加

79806055 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 なのかまち復興開発合同会社 なのかまち復興開発合同会社 2014/06/30追加

79806056 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 八王子ゆめおりサポート株式会社 八王子ゆめおりサポート株式会社 2014/08/04追加

79806057 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社野々市スクールランチサービス 株式会社野々市スクールランチサービス 2015/03/30追加

79806058 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ＰＦＩ津市斎場株式会社 ＰＦＩ津市斎場株式会社 2015/04/27追加

79806059 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 釧路ＰＦＩ事業（第一期）社 釧路ＰＦＩ事業（第一期）社 2015/04/27追加

79806060 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社南東定住促進 株式会社南東定住促進 2015/05/18追加
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79806061 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村
石巻市買取市営住宅等に係る建物譲渡仮契約書の契約
者、久我建設

石巻市買取市営住宅等に係る建物譲渡仮契約書の契約者、久我建設 2015/06/15追加

79806062 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 堀兼学校給食株式会社 堀兼学校給食株式会社 2015/07/20追加

79806063 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 たかもり光ネットワーク株式会社 たかもり光ネットワーク株式会社 2015/10/05追加

79806064 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社鶴岡ＰＦＩ 株式会社鶴岡ＰＦＩ 2015/10/05追加

79806065 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社新町定住促進 株式会社新町定住促進 2016/01/18追加

79806066 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社大刀洗定住促進 株式会社大刀洗定住促進 2016/01/18追加

79806067 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 岡崎ウェルフェアサポート株式会社 岡崎ウェルフェアサポート株式会社 2016/03/07追加

79806068 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 佐野ハイブリッド発電株式会社 佐野ハイブリッド発電株式会社 2016/04/18追加

79806069 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 今治造船株式会社（西条市との工事委託協定による） 今治造船株式会社（西条市との工事委託協定による） 2016/05/16追加

79806070 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 春日部学校エアコン整備株式会社 春日部学校エアコン整備株式会社 2016/06/06追加

79806071 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ゆうばり麗水株式会社 ゆうばり麗水株式会社 2016/08/08追加

79806072 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 釜石市との事業契約者、タカヤ、渡辺設計事務所 釜石市との事業契約者、タカヤ、渡辺設計事務所 2016/08/22追加

79806073 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 野々市中央まちづくり株式会社 野々市中央まちづくり株式会社 2016/10/03追加

79806074 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 いずもんかんなみパートナーズ株式会社 いずもんかんなみパートナーズ株式会社 2016/10/11追加

79806075 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社三好浄化槽ネットワーク 株式会社三好浄化槽ネットワーク 2016/11/21追加

79806076 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 釧路ＰＦＩ事業（第二期）その２社 釧路ＰＦＩ事業（第二期）その２社 2016/12/12追加

79806077 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 松戸ＳＡパートナーズ株式会社 松戸ＳＡパートナーズ株式会社 2016/12/12追加

79806078 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 川西市低炭素型複合施設ＰＦＩ株式会社 川西市低炭素型複合施設ＰＦＩ株式会社 2017/02/27追加

79806079 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 釧路ＰＦＩ事業（第二期）その１社 釧路ＰＦＩ事業（第二期）その１社 2017/02/27追加

79806080 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社ＯＫＯＹＡＳＵ　ＢＡＳＥ 株式会社ＯＫＯＹＡＳＵ　ＢＡＳＥ 2017/03/13追加

79806081 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 箕面駅前パーキングサービス株式会社 箕面駅前パーキングサービス株式会社 2017/04/17追加

79806082 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 岡崎メモリアルパートナーズ株式会社 岡崎メモリアルパートナーズ株式会社 2017/05/15追加

79806083 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社川越学校給食サービス 株式会社川越学校給食サービス 2017/09/25追加

79806084 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ＰＦＩこしがや学習環境整備株式会社 ＰＦＩこしがや学習環境整備株式会社 2017/09/25追加

79806085 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社大館住宅開発 株式会社大館住宅開発 2017/10/10追加

79806086 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 新富士見ＰＦＩ株式会社 新富士見ＰＦＩ株式会社 2017/11/27追加

79806087 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社メディアゲートひがしね 株式会社メディアゲートひがしね 2017/12/25追加

79806088 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社ＴＴＳアソシエーション 株式会社ＴＴＳアソシエーション 2018/01/15追加

79806089 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ふれあいだて歴史の杜食育センター株式会社 ふれあいだて歴史の杜食育センター株式会社 2018/01/15追加

79806090 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ＰＦＩ八木駅南市有地活用株式会社 ＰＦＩ八木駅南市有地活用株式会社 2018/01/15追加

79806091 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 キセラ川西ＰＦＩ株式会社 キセラ川西ＰＦＩ株式会社 2018/02/13追加

79806092 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 桜井給食ファシリティーズ株式会社 桜井給食ファシリティーズ株式会社 2018/02/13追加

79806093 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社笠岡給食ＰＦＩサービス 株式会社笠岡給食ＰＦＩサービス 2018/03/19追加

79806094 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社松山学校空調ＰＦＩサービス 株式会社松山学校空調ＰＦＩサービス 2018/03/19追加

79806095 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 茅ヶ崎スマートウェルネスパーク株式会社 茅ヶ崎スマートウェルネスパーク株式会社 2018/04/02追加

79806096 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社豊橋バイオウィル 株式会社豊橋バイオウィル 2018/04/02追加

79806097 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 大船渡下水道マネジメント株式会社 大船渡下水道マネジメント株式会社 2018/05/01追加

79806098 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 船橋バイオマスエナジー株式会社 船橋バイオマスエナジー株式会社 2018/05/21追加

79806099 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 木津川学校空調サービス株式会社 木津川学校空調サービス株式会社 2018/07/23追加

79806100 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 川西市スポーツ・ウェルネス株式会社 川西市スポーツ・ウェルネス株式会社 2018/09/03追加

79806101 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 まつだ住宅パートナーズ株式会社 まつだ住宅パートナーズ株式会社 2018/10/15追加

79806102 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 Ｏｉｔａ中学校空調サービス株式会社 Ｏｉｔａ中学校空調サービス株式会社 2019/01/28追加

79806103 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社豊田北部スクールランチサービス 株式会社豊田北部スクールランチサービス 2019/01/28追加

79806104 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村
市の契約者渡辺設計事務所、アルファーシステム、タカ
ヤ、山長建設

市の契約者渡辺設計事務所、アルファーシステム、タカヤ、山長建設 2019/02/18追加

79806105 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 わどまり結ファシリティーズ株式会社 わどまり結ファシリティーズ株式会社 2019/02/18追加

79806106 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社中原定住促進 株式会社中原定住促進 2019/03/04追加

79806107 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 神栖防災アリーナＰＦＩ株式会社 神栖防災アリーナＰＦＩ株式会社 2019/04/08追加

79806108 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社伊賀学校給食サービス 株式会社伊賀学校給食サービス 2019/04/15追加

79806109 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 結愛（ＹＵ－ＡＩ） 結愛（ＹＵ－ＡＩ） 2019/04/22追加

79806110 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社ＰＦＩ吉備中央町住宅 株式会社ＰＦＩ吉備中央町住宅 2019/05/20追加

79806111 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 東大阪市立小学校ＰＦＩ空調設備整備株式会社 東大阪市立小学校ＰＦＩ空調設備整備株式会社 2019/05/20追加

79806112 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ＰＦＩ周南市スクールランチ株式会社 ＰＦＩ周南市スクールランチ株式会社 2019/05/27追加

79806113 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社薩摩川内ＭＩＣＥ 株式会社薩摩川内ＭＩＣＥ 2019/05/27追加

79806114 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村
東邦ガスエンジ、建築設備計画、小原建設、武田機工グ
ループ

東邦ガスエンジ、建築設備計画、小原建設、武田機工グループ 2019/05/27追加

79806115 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村
東邦ガスエンジニアリング（豊田市立小学校空調設備整備
事業）

東邦ガスエンジニアリング（豊田市立小学校空調設備整備事業） 2019/05/27追加

79806116 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村
積水ハウス株式会社倉敷支店（倉敷市営中庄団地整備事
業）

積水ハウス株式会社倉敷支店（倉敷市営中庄団地整備事業） 2019/05/27追加

79806117 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ＰＦＩ佐倉学校空調整備センター株式会社 ＰＦＩ佐倉学校空調整備センター株式会社 2019/06/03追加

79806118 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 袋井アリーナＰＦＩ株式会社 袋井アリーナＰＦＩ株式会社 2019/06/03追加
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79806119 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社むなかた学校空調パートナーズ 株式会社むなかた学校空調パートナーズ 2019/06/03追加

79806120 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ＰＦＩ東大阪文化創造館株式会社 ＰＦＩ東大阪文化創造館株式会社 2019/06/10追加

79806121 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社生駒北学校給食サービス 株式会社生駒北学校給食サービス 2019/06/10追加

79806122 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 思川ＰＦＩパートナーズ株式会社 思川ＰＦＩパートナーズ株式会社 2019/06/24追加

79806123 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社茂原学校給食サービス 株式会社茂原学校給食サービス 2019/07/16追加

79806124 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ＰＦＩ学校空調やまぐち株式会社 ＰＦＩ学校空調やまぐち株式会社 2019/07/22追加

79806125 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 龍北スポーツサポート株式会社 龍北スポーツサポート株式会社 2019/07/29追加

79806126 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 稚内環境テクノロジー株式会社 稚内環境テクノロジー株式会社 2019/09/09追加

79806127 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社館山学校給食サービス 株式会社館山学校給食サービス 2019/09/09追加

79806128 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 藤井寺学校空調整備株式会社 藤井寺学校空調整備株式会社 2019/09/17追加

79806129 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社箱館アクアソリューション 株式会社箱館アクアソリューション 2019/09/17追加

79806130 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社ながさきＭＩＣＥ 株式会社ながさきＭＩＣＥ 2019/09/17追加

79806131 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 小田原斎場ＰＦＩ株式会社 小田原斎場ＰＦＩ株式会社 2019/09/24追加

79806132 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社宇治まちづくり創生ネットワーク 株式会社宇治まちづくり創生ネットワーク 2019/10/07追加

79806133 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 Ｏｉｔａ小学校空調サービス株式会社 Ｏｉｔａ小学校空調サービス株式会社 2019/11/18追加

79806134 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 大津学校給食ＰＦＩ株式会社 大津学校給食ＰＦＩ株式会社 2019/12/02追加

79806135 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 所沢サスティナブルサービス株式会社 所沢サスティナブルサービス株式会社 2020/01/06追加

79806136 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ＰＦＩ学校空調東広島株式会社 ＰＦＩ学校空調東広島株式会社 2020/01/13追加

79806137 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 倉敷かわせみとくすの木の森株式会社 倉敷かわせみとくすの木の森株式会社 2020/02/24追加

79806138 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ＰＦＩ学校空調三原株式会社 ＰＦＩ学校空調三原株式会社 2020/03/02追加

79806139 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社西条学校空調ＰＦＩサービス 株式会社西条学校空調ＰＦＩサービス 2020/03/02追加

79806140 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 太良町駅前定住促進株式会社 太良町駅前定住促進株式会社 2020/03/02追加

79806141 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 北鹿島中村住宅株式会社 北鹿島中村住宅株式会社 2020/03/02追加

79806142 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 かずさまごころサービス株式会社 かずさまごころサービス株式会社 2020/03/30追加

79806143 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 八千代ＳＡパートナーズ株式会社 八千代ＳＡパートナーズ株式会社 2020/03/30追加

79806144 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ＰＦＩ箕面船場まちづくり株式会社 ＰＦＩ箕面船場まちづくり株式会社 2020/06/22追加

79806145 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社西予まちづくりサービス 株式会社西予まちづくりサービス 2020/06/22追加

79806146 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ＰＦＩ豊橋市斎場株式会社 ＰＦＩ豊橋市斎場株式会社 2020/06/22追加

79806147 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社豊橋スクールランチ 株式会社豊橋スクールランチ 2020/06/22追加

79806148 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ＰＦＩ学校空調周南株式会社 ＰＦＩ学校空調周南株式会社 2020/06/22追加

79806149 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社あおぎの 株式会社あおぎの 2020/06/29追加

79806150 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社八尾スクールサポート 株式会社八尾スクールサポート 2020/06/29追加

79806151 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ホールサポート富山株式会社 ホールサポート富山株式会社 2020/06/29追加

79806152 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 ＰＦＩ箕面船場駅前施設サービス株式会社 ＰＦＩ箕面船場駅前施設サービス株式会社 2020/07/20追加

79806153 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社宮崎学校空調パートナー 株式会社宮崎学校空調パートナー 2020/08/10追加

79806154 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 富士山麓きんたろう住宅株式会社 富士山麓きんたろう住宅株式会社 2020/09/07追加

79806155 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社山商パートナーズ 株式会社山商パートナーズ 2020/09/14追加

79806156 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 川内環境保全株式会社 川内環境保全株式会社 2020/09/14追加

79806157 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 梯（かけはし） 梯（かけはし） 2020/09/21追加

79806158 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 北上駅東口都市開発株式会社 北上駅東口都市開発株式会社 2020/09/21追加

79806159 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 市区町村 株式会社南沼原フューチャーエイト 株式会社南沼原フューチャーエイト 2020/11/16追加

79807001 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 広域行政 盛岡地区消防ＰＦＩサービス株式会社 盛岡地区消防ＰＦＩサービス株式会社 2017/04/17追加

79807002 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 広域行政 御殿場小山エコパートナーズ株式会社 御殿場小山エコパートナーズ株式会社 2018/04/09追加

79807003 公益民間企業 ＰＦＩ事業者 広域行政 金シャチ名古屋競馬場ＰＦＩ株式会社 金シャチ名古屋競馬場ＰＦＩ株式会社 2020/09/14追加

79999999 公益民間企業 その他 その他 その他

80101000 公益法人 財団法人 内閣府が公益認定

80102000 公益法人 財団法人 都道府県が公益認定

80199999 公益法人 財団法人 その他 その他

80201000 公益法人 社団法人 内閣府が公益認定

80202000 公益法人 社団法人 都道府県が公益認定

80299999 公益法人 社団法人 その他 その他

89999999 公益法人 その他 その他 その他

90100000 海外 海外政府機関 海外政府機関

90200000 海外 海外公益民間企業 海外公益民間企業

99999999 海外 その他 その他 その他
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