
大分類 中分類 大分類 中分類

01 農業 50 各種商品卸売業

02 林業 51 繊維・衣服等卸売業

03 漁業（水産養殖業を除く） 52 飲食料品卸売業

04 水産養殖業 53 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 05 鉱業，採石業，砂利採取業 54 機械器具卸売業

06 総合工事業 55 その他の卸売業

07 職別工事業（設備工事業を除く） 56 各種商品小売業

08 設備工事業 57 織物・衣服・身の回り品小売業

09 食料品製造業 58 飲食料品小売業

10 飲料・たばこ・飼料製造業 59 機械器具小売業

11 繊維工業 60 その他の小売業

12 木材・木製品製造業（家具を除く） 61 無店舗小売業

13 家具・装備品製造業 62 銀行業

14 パルプ・紙・紙加工品製造業 63 協同組織金融業

15 印刷・同関連業 64 貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関

16 化学工業 65 金融商品取引業，商品先物取引業

17 石油製品・石炭製品製造業 66 補助的金融業等

18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 67 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

19 ゴム製品製造業 68 不動産取引業

20 なめし革・同製品・毛皮製造業 69 不動産賃貸業・管理業

21 窯業・土石製品製造業 70 物品賃貸業

22 鉄鋼業 71 学術・開発研究機関

23 非鉄金属製造業 72 専門サービス業（他に分類されないもの）

24 金属製品製造業 73 広告業

25 はん用機械器具製造業 74 技術サービス業（他に分類されないもの）

26 生産用機械器具製造業 75 宿泊業

27 業務用機械器具製造業 76 飲食店

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 77 持ち帰り・配達飲食サービス業

29 電気機械器具製造業 78 洗濯・理容・美容・浴場業

30 情報通信機械器具製造業 79 その他の生活関連サービス業

31 輸送用機械器具製造業 80 娯楽業

32 その他の製造業 81 学校教育

33 電気業 82 その他の教育，学習支援業

34 ガス業 83 医療業

35 熱供給業 84 保健衛生

36 水道業 85 社会保険・社会福祉・介護事業

37 通信業 86 郵便局

38 放送業 87 協同組合（他に分類されないもの）

39 情報サービス業 88 廃棄物処理業

40 インターネット附随サービス業 89 自動車整備業

41 映像・音声・文字情報制作業 90 機械等修理業（別掲を除く）

42 鉄道業 91 職業紹介・労働者派遣業

43 道路旅客運送業※１ 92 その他の事業サービス業

44 道路貨物運送業 93 政治・経済・文化団体※２

45 水運業 94 宗教

46 航空運輸業 95 その他のサービス業

47 倉庫業 96 外国公務

48 運輸に附帯するサービス業 97 国家公務

49 郵便業（信書便事業を含む） 98 地方公務

Ｔ 分類不能の産業 99 分類不能の産業

※１　小分類４３１「一般乗合旅客自動車運送業」、小分類４３２「一般乗用旅客自動車 ※２　小分類９３３「学術・文化団体」に限る。

　　　運送業」を除く。

対象業種一覧【日本標準産業分類（平成25年総務省告示第405号）】

Ａ 農業，林業

Ｂ 漁業

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業

Ｄ 建設業

Ｅ 製造業

Ｉ 卸売業，小売業

Ｊ 金融業，保険業

Ｋ 不動産業，物品賃貸業

Ｌ 学術研究，

　 専門・技術サービス業

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業

Ｇ 情報通信業

Ｒ サービス業

　（他に分類されないもの）

Ｓ 公務

　（他に分類されるものを除く）

Ｈ 運輸業，郵便業

Ｎ 生活関連サービス業，

　 娯楽業

Ｏ 教育，学習支援業

Ｐ 医療，福祉

Ｑ 複合サービス事業



映像情報制作・配給業

映画・ビデオ制作業（テレビジョン番組制作業，アニメーション制作業を除く）

通信業 テレビジョン番組制作業（アニメーション制作業を除く）

管理，補助的経済活動を行う事業所 アニメーション制作業

主として管理事務を行う本社等 映画・ビデオ・テレビジョン番組配給業

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 音声情報制作業

固定電気通信業 レコード制作業

地域電気通信業（有線放送電話業を除く） ラジオ番組制作業

長距離電気通信業 新聞業

有線放送電話業 新聞業

その他の固定電気通信業 出版業

移動電気通信業 出版業

移動電気通信業 広告制作業

電気通信に附帯するサービス業 広告制作業

電気通信に附帯するサービス業 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業

放送業 ニュース供給業

管理，補助的経済活動を行う事業所 その他の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業

主として管理事務を行う本社等

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

公共放送業（有線放送業を除く） 道路旅客運送業

公共放送業（有線放送業を除く） 管理，補助的経済活動を行う事業所

民間放送業（有線放送業を除く） 主として管理事務を行う本社等

テレビジョン放送業（衛星放送業を除く） その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

ラジオ放送業（衛星放送業を除く） 一般貸切旅客自動車運送業

衛星放送業 一般貸切旅客自動車運送業

その他の民間放送業 その他の道路旅客運送業

有線放送業 特定旅客自動車運送業

有線テレビジョン放送業 他に分類されない道路旅客運送業

有線ラジオ放送業 道路貨物運送業

情報サービス業 管理，補助的経済活動を行う事業所

管理，補助的経済活動を行う事業所 主として管理事務を行う本社等

主として管理事務を行う本社等 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 一般貨物自動車運送業

ソフトウェア業 一般貨物自動車運送業（特別積合せ貨物運送業を除く）

受託開発ソフトウェア業 特別積合せ貨物運送業

組込みソフトウェア業 特定貨物自動車運送業

パッケージソフトウェア業 特定貨物自動車運送業

ゲームソフトウェア業 貨物軽自動車運送業

情報処理・提供サービス業 貨物軽自動車運送業

情報処理サービス業 集配利用運送業

情報提供サービス業 集配利用運送業

市場調査・世論調査・社会調査業 その他の道路貨物運送業

その他の情報処理・提供サービス業 その他の道路貨物運送業

インターネット附随サービス業 水運業

管理，補助的経済活動を行う事業所 管理，補助的経済活動を行う事業所

主として管理事務を行う本社等 主として管理事務を行う本社等

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

インターネット附随サービス業 外航海運業

ポータルサイト・サーバ運営業 外航旅客海運業

アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ 外航貨物海運業

インターネット利用サポート業 沿海海運業

映像・音声・文字情報制作業 沿海旅客海運業

管理，補助的経済活動を行う事業所 沿海貨物海運業

主として管理事務を行う本社等 内陸水運業

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 港湾旅客海運業

≪　情報通信業　≫

≪　運輸業，郵便業　≫



河川水運業 自家用倉庫

湖沼水運業 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

船舶貸渡業 各種商品卸売業

船舶貸渡業（内航船舶貸渡業を除く） 各種商品卸売業（従業者が常時100人以上のもの）

内航船舶貸渡業 その他の各種商品卸売業

航空運輸業 繊維・衣服等卸売業

管理，補助的経済活動を行う事業所 管理，補助的経済活動を行う事業所

主として管理事務を行う本社等 主として管理事務を行う本社等

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 自家用倉庫

航空運送業 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

航空運送業 繊維品卸売業（衣服，身の回り品を除く）

航空機使用業（航空運送業を除く） 繊維原料卸売業

航空機使用業（航空運送業を除く） 糸卸売業

倉庫業 織物卸売業（室内装飾繊維品を除く）

管理，補助的経済活動を行う事業所 衣服卸売業

主として管理事務を行う本社等 男子服卸売業

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 婦人・子供服卸売業

倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 下着類卸売業

倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） その他の衣服卸売業

冷蔵倉庫業 身の回り品卸売業

冷蔵倉庫業 寝具類卸売業

運輸に附帯するサービス業 靴・履物卸売業

管理，補助的経済活動を行う事業所 かばん・袋物卸売業

主として管理事務を行う本社等 その他の身の回り品卸売業

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 飲食料品卸売業

港湾運送業 管理，補助的経済活動を行う事業所

港湾運送業 主として管理事務を行う本社等

貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く） 自家用倉庫

利用運送業（集配利用運送業を除く） その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

運送取次業 農畜産物・水産物卸売業

運送代理店 米麦卸売業

運送代理店 雑穀・豆類卸売業

こん包業 野菜卸売業

こん包業（組立こん包業を除く） 果実卸売業

組立こん包業 食肉卸売業

運輸施設提供業 生鮮魚介卸売業

鉄道施設提供業 その他の農畜産物・水産物卸売業

道路運送固定施設業 食料・飲料卸売業

自動車ターミナル業 砂糖・味そ・しょう油卸売業

貨物荷扱固定施設業 酒類卸売業

桟橋泊きょ業 乾物卸売業

飛行場業 菓子・パン類卸売業

その他の運輸に附帯するサービス業 飲料卸売業（別掲を除く）

海運仲立業 茶類卸売業

他に分類されない運輸に附帯するサービス業 牛乳・乳製品卸売業

郵便業（信書便事業を含む） その他の食料・飲料卸売業

管理，補助的経済活動を行う事業所 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

管理，補助的経済活動を行う事業所 管理，補助的経済活動を行う事業所

郵便業（信書便事業を含む） 主として管理事務を行う本社等

郵便業（信書便事業を含む） 自家用倉庫

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

建築材料卸売業

各種商品卸売業 木材・竹材卸売業

管理，補助的経済活動を行う事業所 セメント卸売業

主として管理事務を行う本社等 板ガラス卸売業

≪　卸売業，小売業　≫



建築用金属製品卸売業（建築用金物を除く） その他のじゅう器卸売業

その他の建築材料卸売業 医薬品・化粧品等卸売業

化学製品卸売業 医薬品卸売業

塗料卸売業 医療用品卸売業

プラスチック卸売業 化粧品卸売業

その他の化学製品卸売業 合成洗剤卸売業

石油・鉱物卸売業 紙・紙製品卸売業

石油卸売業 紙卸売業

鉱物卸売業（石油を除く） 紙製品卸売業

鉄鋼製品卸売業 他に分類されない卸売業

鉄鋼粗製品卸売業 金物卸売業

鉄鋼一次製品卸売業 肥料・飼料卸売業

その他の鉄鋼製品卸売業 スポーツ用品卸売業

非鉄金属卸売業 娯楽用品・がん具卸売業

非鉄金属地金卸売業 たばこ卸売業

非鉄金属製品卸売業 ジュエリー製品卸売業

再生資源卸売業 書籍・雑誌卸売業

空瓶・空缶等空容器卸売業 代理商，仲立業

鉄スクラップ卸売業 他に分類されないその他の卸売業

非鉄金属スクラップ卸売業 各種商品小売業

古紙卸売業 管理，補助的経済活動を行う事業所

その他の再生資源卸売業 主として管理事務を行う本社等

機械器具卸売業 自家用倉庫

管理，補助的経済活動を行う事業所 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

主として管理事務を行う本社等 百貨店，総合スーパー

自家用倉庫 百貨店，総合スーパー

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 その他の各種商品小売業（従業者が常時50人未満のもの）

産業機械器具卸売業 その他の各種商品小売業（従業者が常時50人未満のもの）

農業用機械器具卸売業 織物・衣服・身の回り品小売業

建設機械・鉱山機械卸売業 管理，補助的経済活動を行う事業所

金属加工機械卸売業 主として管理事務を行う本社等

事務用機械器具卸売業 自家用倉庫

その他の産業機械器具卸売業 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

自動車卸売業 呉服・服地・寝具小売業

自動車卸売業（二輪自動車を含む） 呉服・服地小売業

自動車部分品・附属品卸売業（中古品を除く） 寝具小売業

自動車中古部品卸売業 男子服小売業

電気機械器具卸売業 男子服小売業

家庭用電気機械器具卸売業 婦人・子供服小売業

電気機械器具卸売業（家庭用電気機械器具を除く） 婦人服小売業

その他の機械器具卸売業 子供服小売業

輸送用機械器具卸売業（自動車を除く） 靴・履物小売業

計量器・理化学機械器具・光学機械器具等卸売業 靴小売業

医療用機械器具卸売業（歯科用機械器具を含む） 履物小売業（靴を除く）

その他の卸売業 その他の織物・衣服・身の回り品小売業

管理，補助的経済活動を行う事業所 かばん・袋物小売業

主として管理事務を行う本社等 下着類小売業

自家用倉庫 洋品雑貨・小間物小売業

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 他に分類されない織物・衣服・身の回り品小売業

家具・建具・じゅう器等卸売業 飲食料品小売業

家具・建具卸売業 管理，補助的経済活動を行う事業所

荒物卸売業 主として管理事務を行う本社等

畳卸売業 自家用倉庫

室内装飾繊維品卸売業 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

陶磁器・ガラス器卸売業



各種食料品小売業 じゅう器小売業

各種食料品小売業 金物小売業

野菜・果実小売業 荒物小売業

野菜小売業 陶磁器・ガラス器小売業

果実小売業 他に分類されないじゅう器小売業

食肉小売業 医薬品・化粧品小売業

食肉小売業（卵，鳥肉を除く） ドラッグストア

卵・鳥肉小売業 医薬品小売業（調剤薬局を除く）

鮮魚小売業 調剤薬局

鮮魚小売業 化粧品小売業

酒小売業 農耕用品小売業

酒小売業 農業用機械器具小売業

菓子・パン小売業 苗・種子小売業

菓子小売業（製造小売） 肥料・飼料小売業

菓子小売業（製造小売でないもの） 燃料小売業

パン小売業（製造小売） ガソリンスタンド

パン小売業（製造小売でないもの） 燃料小売業（ガソリンスタンドを除く）

その他の飲食料品小売業 書籍・文房具小売業

コンビニエンスストア（飲食料品を中心とするものに限る） 書籍・雑誌小売業（古本を除く）

牛乳小売業 古本小売業

飲料小売業（別掲を除く） 新聞小売業

茶類小売業 紙・文房具小売業

料理品小売業 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

米穀類小売業 スポーツ用品小売業

豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 がん具・娯楽用品小売業

乾物小売業 楽器小売業

他に分類されない飲食料品小売業 写真機・時計・眼鏡小売業

機械器具小売業 写真機・写真材料小売業

管理，補助的経済活動を行う事業所 時計・眼鏡・光学機械小売業

主として管理事務を行う本社等 他に分類されない小売業

自家用倉庫 ホームセンター

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 たばこ・喫煙具専門小売業

自動車小売業 花・植木小売業

自動車（新車）小売業 建築材料小売業

中古自動車小売業 ジュエリー製品小売業

自動車部分品・附属品小売業 ペット・ペット用品小売業

二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む） 骨とう品小売業

自転車小売業 中古品小売業（骨とう品を除く）

自転車小売業 他に分類されないその他の小売業

機械器具小売業（自動車，自転車を除く） 無店舗小売業

電気機械器具小売業（中古品を除く） 管理，補助的経済活動を行う事業所

電気事務機械器具小売業（中古品を除く） 主として管理事務を行う本社等

中古電気製品小売業 自家用倉庫

その他の機械器具小売業 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

その他の小売業 通信販売・訪問販売小売業

管理，補助的経済活動を行う事業所 無店舗小売業（各種商品小売）

主として管理事務を行う本社等 無店舗小売業（織物・衣服・身の回り品小売）

自家用倉庫 無店舗小売業（飲食料品小売）

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 無店舗小売業（機械器具小売）

家具・建具・畳小売業 無店舗小売業（その他の小売）

家具小売業 自動販売機による小売業

建具小売業 自動販売機による小売業

畳小売業 その他の無店舗小売業

宗教用具小売業 その他の無店舗小売業



物品賃貸業

管理，補助的経済活動を行う事業所

保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む） 主として管理事務を行う本社等

管理，補助的経済活動を行う事業所 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

主として管理事務を行う本社等 各種物品賃貸業

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 総合リース業

生命保険業 その他の各種物品賃貸業

生命保険業（郵便保険業，生命保険再保険業を除く） 産業用機械器具賃貸業

郵便保険業 産業用機械器具賃貸業（建設機械器具を除く）

生命保険再保険業 建設機械器具賃貸業

その他の生命保険業 事務用機械器具賃貸業

損害保険業 事務用機械器具賃貸業（電子計算機を除く）

損害保険業（損害保険再保険業を除く） 電子計算機・同関連機器賃貸業

損害保険再保険業 自動車賃貸業

その他の損害保険業 自動車賃貸業

共済事業，少額短期保険業 スポーツ・娯楽用品賃貸業

共済事業（各種災害補償法によるもの） スポーツ・娯楽用品賃貸業

共済事業（各種協同組合法等によるもの） その他の物品賃貸業

少額短期保険業 映画・演劇用品賃貸業

保険媒介代理業 音楽・映像記録物賃貸業（別掲を除く）

生命保険媒介業 貸衣しょう業（別掲を除く）

損害保険代理業 他に分類されない物品賃貸業

共済事業媒介代理業・少額短期保険代理業

保険サービス業

保険料率算出団体 学術・開発研究機関

損害査定業 管理，補助的経済活動を行う事業所

その他の保険サービス業 管理，補助的経済活動を行う事業所

自然科学研究所

理学研究所

不動産取引業 工学研究所

管理，補助的経済活動を行う事業所 農学研究所

主として管理事務を行う本社等 医学・薬学研究所

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 人文・社会科学研究所

建物売買業，土地売買業 人文・社会科学研究所

建物売買業 専門サービス業（他に分類されないもの）

土地売買業 管理，補助的経済活動を行う事業所

不動産代理業・仲介業 管理，補助的経済活動を行う事業所

不動産代理業・仲介業 法律事務所，特許事務所

不動産賃貸業・管理業 法律事務所

管理，補助的経済活動を行う事業所 特許事務所

主として管理事務を行う本社等 公証人役場，司法書士事務所，土地家屋調査士事務所

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 公証人役場，司法書士事務所

不動産賃貸業（貸家業，貸間業を除く） 土地家屋調査士事務所

貸事務所業 行政書士事務所

土地賃貸業 行政書士事務所

その他の不動産賃貸業 公認会計士事務所，税理士事務所

貸家業，貸間業 公認会計士事務所

貸家業 税理士事務所

貸間業 社会保険労務士事務所

駐車場業 社会保険労務士事務所

駐車場業 デザイン業

不動産管理業 デザイン業

不動産管理業 著述・芸術家業

著述家業

芸術家業

≪　金融業，保険業　≫

≪　学術研究，専門・技術サービス業　≫

≪　不動産業，物品賃貸業　≫



経営コンサルタント業，純粋持株会社 その他の公衆浴場業

経営コンサルタント業 その他の公衆浴場業

純粋持株会社 その他の洗濯・理容・美容・浴場業

その他の専門サービス業 洗張・染物業

興信所 エステティック業

翻訳業（著述家業を除く） リラクゼーション業（手技を用いるもの）

通訳業，通訳案内業 ネイルサービス業

不動産鑑定業 他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業

他に分類されない専門サービス業 その他の生活関連サービス業

広告業 管理，補助的経済活動を行う事業所

管理，補助的経済活動を行う事業所 主として管理事務を行う本社等

主として管理事務を行う本社等 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 旅行業

広告業 旅行業（旅行業者代理業を除く）

広告業 旅行業者代理業

技術サービス業（他に分類されないもの） 家事サービス業

管理，補助的経済活動を行う事業所 家事サービス業（住込みのもの）

管理，補助的経済活動を行う事業所 家事サービス業（住込みでないもの）

獣医業 衣服裁縫修理業

獣医業 衣服裁縫修理業

土木建築サービス業 物品預り業

建築設計業 物品預り業

測量業 火葬・墓地管理業

その他の土木建築サービス業 火葬業

機械設計業 墓地管理業

機械設計業 冠婚葬祭業

商品・非破壊検査業 葬儀業

商品検査業 結婚式場業

非破壊検査業 冠婚葬祭互助会

計量証明業 他に分類されない生活関連サービス業

一般計量証明業 食品賃加工業

環境計量証明業 結婚相談業，結婚式場紹介業

その他の計量証明業 写真プリント，現像・焼付業

写真業 他に分類されないその他の生活関連サービス業

写真業（商業写真業を除く） 娯楽業

商業写真業 管理，補助的経済活動を行う事業所

その他の技術サービス業 主として管理事務を行う本社等

その他の技術サービス業 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

映画館

映画館

洗濯・理容・美容・浴場業 興行場（別掲を除く），興行団

管理，補助的経済活動を行う事業所 劇場

主として管理事務を行う本社等 興行場

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 劇団

洗濯業 楽団，舞踊団

普通洗濯業 演芸・スポーツ等興行団

洗濯物取次業 競輪・競馬等の競走場，競技団

リネンサプライ業 競輪場

理容業 競馬場

理容業 自動車・モータボートの競走場

美容業 競輪競技団

美容業 競馬競技団

一般公衆浴場業 自動車・モータボートの競技団

一般公衆浴場業 スポーツ施設提供業

スポーツ施設提供業（別掲を除く）

≪　生活関連サービス業，娯楽業　≫



体育館 その他の教育，学習支援業

ゴルフ場 管理，補助的経済活動を行う事業所

ゴルフ練習場 主として管理事務を行う本社等

ボウリング場 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

テニス場 社会教育

バッティング・テニス練習場 公民館

フィットネスクラブ 図書館

公園，遊園地 博物館，美術館

公園 動物園，植物園，水族館

遊園地（テーマパークを除く） 青少年教育施設

テーマパーク 社会通信教育

遊戯場 その他の社会教育

ビリヤード場 職業・教育支援施設

囲碁・将棋所 職員教育施設・支援業

マージャンクラブ 職業訓練施設

パチンコホール その他の職業・教育支援施設

ゲームセンター 学習塾

その他の遊戯場 学習塾

その他の娯楽業 教養・技能教授業

ダンスホール 音楽教授業

マリーナ業 書道教授業

遊漁船業 生花・茶道教授業

芸ぎ業 そろばん教授業

カラオケボックス業 外国語会話教授業

娯楽に附帯するサービス業 スポーツ・健康教授業

他に分類されない娯楽業 その他の教養・技能教授業

他に分類されない教育，学習支援業

他に分類されない教育，学習支援業

学校教育

管理，補助的経済活動を行う事業所

管理，補助的経済活動を行う事業所 医療業

幼稚園 管理，補助的経済活動を行う事業所

幼稚園 主として管理事務を行う本社等

小学校 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

小学校 病院

中学校 一般病院

中学校 精神科病院

高等学校，中等教育学校 一般診療所

高等学校 有床診療所

中等教育学校 無床診療所

特別支援学校 歯科診療所

特別支援学校 歯科診療所

高等教育機関 助産・看護業

大学 助産所

短期大学 看護業

高等専門学校 療術業

専修学校，各種学校 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所

専修学校 その他の療術業

各種学校 医療に附帯するサービス業

学校教育支援機関 歯科技工所

学校教育支援機関 その他の医療に附帯するサービス業

幼保連携型認定こども園 保健衛生

幼保連携型認定こども園 管理，補助的経済活動を行う事業所

主として管理事務を行う本社等

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

≪　医療，福祉　≫

≪　教育，学習支援業　≫



保健所 特別管理産業廃棄物処分業

保健所 その他の廃棄物処理業

健康相談施設 死亡獣畜取扱業

結核健康相談施設 他に分類されない廃棄物処理業

精神保健相談施設 自動車整備業

母子健康相談施設 管理，補助的経済活動を行う事業所

その他の健康相談施設 管理，補助的経済活動を行う事業所

その他の保健衛生 自動車整備業

検疫所（動物検疫所，植物防疫所を除く） 自動車一般整備業

検査業 その他の自動車整備業

消毒業 機械等修理業（別掲を除く）

他に分類されない保健衛生 管理，補助的経済活動を行う事業所

社会保険・社会福祉・介護事業 主として管理事務を行う本社等

管理，補助的経済活動を行う事業所 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

主として管理事務を行う本社等 機械修理業（電気機械器具を除く）

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 一般機械修理業（建設・鉱山機械を除く）

社会保険事業団体 建設・鉱山機械整備業

社会保険事業団体 電気機械器具修理業

福祉事務所 電気機械器具修理業

福祉事務所 表具業

児童福祉事業 表具業

保育所 その他の修理業

その他の児童福祉事業 家具修理業

老人福祉・介護事業 時計修理業

特別養護老人ホーム 履物修理業

介護老人保健施設 かじ業

通所・短期入所介護事業 他に分類されない修理業

訪問介護事業 職業紹介・労働者派遣業

認知症老人グループホーム 管理，補助的経済活動を行う事業所

有料老人ホーム 主として管理事務を行う本社等

その他の老人福祉・介護事業 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

障害者福祉事業 職業紹介業

居住支援事業 職業紹介業

その他の障害者福祉事業 労働者派遣業

その他の社会保険・社会福祉・介護事業 労働者派遣業

更生保護事業 その他の事業サービス業

他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業 管理，補助的経済活動を行う事業所

主として管理事務を行う本社等

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所

廃棄物処理業 速記・ワープロ入力・複写業

管理，補助的経済活動を行う事業所 速記・ワープロ入力業

主として管理事務を行う本社等 複写業

その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 建物サービス業

一般廃棄物処理業 ビルメンテナンス業

し尿収集運搬業 その他の建物サービス業

し尿処分業 警備業

浄化槽清掃業 警備業

浄化槽保守点検業 他に分類されない事業サービス業

ごみ収集運搬業 ディスプレイ業

ごみ処分業 産業用設備洗浄業

清掃事務所 看板書き業

産業廃棄物処理業 コールセンター業

産業廃棄物収集運搬業 他に分類されないその他の事業サービス業

産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物収集運搬業

≪　サービス業（他に分類されないもの）　≫



政治・経済・文化団体

学術・文化団体

学術団体

文化団体

その他のサービス業

管理，補助的経済活動を行う事業所

管理，補助的経済活動を行う事業所

集会場

集会場

と畜場

と畜場

他に分類されないサービス業

他に分類されないサービス業


