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大分類 Ｒ－サービス業 

（他に分類されないもの） 

 

総   説 

   

この大分類には，主として個人又は事業所に対してサービスを提供する他の大分類に分類され

ない事業所が分類される。 

本分類には，次のような各種のサービスを提供する事業所が含まれる。 

① 廃棄物の処理に係る技能・技術等を提供するサービス「88 廃棄物処理業」 

② 物品の整備・修理に係る技能・技術を提供するサービス「89 自動車整備業」，「90 機械等

修理業（別掲を除く）」 

③ 労働者に職業をあっせんするサービス及び労働者派遣サービス「91 職業紹介・労働者派遣

業」 

④ 企業経営に対して提供される他の分類に属さないサービス「92 その他の事業サービス業」 

⑤ 会員のために情報等を提供するサービス「93 政治・経済・文化団体」，「94 宗教」 

⑥ その他のサービス「95 その他のサービス業」，「96 外国公務」 

 

◎ サービス業（他に分類されないもの）と他産業との関係 

(1) 農林漁業との関係 

(ｱ) 農業事業所に対して請負により又は委託を受けて耕種，畜産に直接関係する農業サービス

及び植木の刈り込みのような園芸サービスを提供する事業所は「013 農業サービス業（園芸

サービス業を除く）」，「014 園芸サービス業」に分類される。 

(ｲ) 山林の下刈り，林木の枝下しのような林業に直接関係するサービスを提供する事業所は

「024 林業サービス業」に分類される。 

(ｳ) 漁業事業所に対して請負により又は委託を受けて漁業に直接関係するサービスを提供する

事業所は「03 漁業（水産養殖業を除く）」，「04 水産養殖業」に分類される。 

(2) 鉱業との関係 

鉱物を探査するための地質調査，物理探鉱，地化学探鉱，試すい（錐）などの探鉱作業及び

開坑，掘削，排土などの鉱山開発作業を行う事業所は「05 鉱業，採石業，砂利採取業」に分

類される。 

(3) 製造業との関係 

(ｱ) 新たな製品を製造加工し，かつ，同種製品の修理を行う事業所は「Ｅ 製造業」に分類さ

れるが，修理を専業としている事業所は本分類に含まれる。修理のために補修品を製造して

いる場合も本分類に含まれる。 

ただし，船舶の修理，鉄道車両の修理又は改造（自家用を除く），航空機のオーバーホール

を行う事業所は，過去１年間に製造行為を行わなくても製造業に分類される。 

また，主として自己又は他人の所有する原材料を機械処理して，多種類の機械及び部分品

の製造加工及び修理を行っている事業所は「259 その他のはん用機械・同部分品製造業」に

分類される。 
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(ｲ) 他の業者の所有に属する原材料に加工処理を行って加工賃を受取る賃加工業は「Ｅ 製造

業」に分類される。 

(4) 運輸業との関係 

(ｱ) 財貨の運搬，保管を行う事業所は「Ｈ 運輸業，郵便業」に分類される。 

(ｲ) 運輸のあっせん，運輸施設の提供，船積の検数，水先案内などの運輸に附帯するサービス

を提供する事業所は「48 運輸に附帯するサービス業」に分類される。 

(5) 卸売業，小売業との関係 

商品を販売し，かつ，同種商品の修理を行う事業所は「Ｉ 卸売業，小売業」に分類される

が，修理を専業としている事業所は本分類に含まれる。修理のために部分品などを取替えても

本分類に含まれる。 

(6) 金融業，保険業，不動産業との関係 

(ｱ) 保険業を行う事業所，保険会社及び保険契約者に対して保険サービスを提供する事業所は

「67 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）」に分類される。 

(ｲ) 不動産の運用及び仲介を行う事業所は「Ｋ 不動産業，物品賃貸業」に分類される。 

(7) 専門・技術サービス業との関係 

(ｱ) 石油精製，化学，製鉄，発電等のプラントを対象として，機能の維持・改善等に必要なサ

ービスを総合的に提供する事業所は「749 その他の技術サービス業」に分類される。 

(ｲ) 依頼を受け，看板書きを行う事業所は，本分類に含まれる。ただし，依頼人のために広告

に係る総合的なサービスを提供する事業所は「731 広告業」に分類される。 

 



 - 354 - 

中分類 ８８－廃棄物処理業 

 

総   説 

 

  この中分類には，廃棄物の処理を行う事業所が分類される。 

 

 

 880 管理，補助的経済活動を行う事業所（88 廃棄物処理業） 

 

主として廃棄物処理業の事業所を統括する本社等として，自企業の経営を推進するための

人事・人材育成，財務・経理，企画，広報・宣伝，契約等の現業以外の業務を行う事業所及

び廃棄物処理業における活動を促進するため，同一企業の他事業所に対して，輸送，清掃，

修理・整備，保安等の支援業務を行う事業所をいう。 

 

○ 主として管理事務を行う ○ その他の管理，補助的経済   自家用修理工場 

   本社等    活動を行う事業所 自家用補修所 

管理事務を行う本社・ 自家用車庫   自家用集荷所 

本所・本店・支社・支所   

        

 

 

 881 一般廃棄物処理業 

 

   主としてし尿，ごみ，粗大ごみ等の一般廃棄物を収集運搬，処分する事業所及び浄化槽の

清掃，保守点検を行う事業所をいう。 

   一般廃棄物処理業について指導，管理等を行う市町村設置の清掃事務所も本分類に含まれ

る。 

   なお，次に掲げる廃棄物を収集運搬，処分する事業所は本分類に含まれるが，当該産業か

ら生じたこれらの廃棄物を収集運搬，処分する事業所は「882 産業廃棄物処理業」に分類さ

れる。 

  (1) 畜産農業以外から生じた動物のふん尿及び死体 

  (2) 建設業（工作物の新築，改築又は除去に伴い紙くずを生じさせるものに限る），パルプ・

紙・紙加工品製造業，新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業，印刷出版を行う出版

業，製本業，印刷物加工業の各産業以外から生じた紙くず 

  (3) 建設業（工作物の新築，改築又は除去に伴い木くずを生じさせるものに限る），木材・木

製品製造業（家具製造業を含む），パルプ製造業，輸入木材卸売業の各産業以外から生じた

木くず 

  (4) 建設業（工作物の新築，改築又は除去に伴い繊維くずを生じさせるものに限る），繊維工

業（衣類，その他の繊維製品を除く）以外から生じた繊維くず 

  (5) 食料品・医薬品・香料製造業以外から生じた動植物性の残りかす 
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○ し尿収集運搬業 ○ ごみ収集運搬業   粗大ごみ破砕・圧縮業 

   ごみ中継業   ごみ高速たい（堆）肥化業

○ し尿処分業   

 ○ ごみ処分業 ○ 清掃事務所 

○ 浄化槽清掃業   ごみ焼却業   市区町村清掃事務所 

   ごみ埋立業  

○ 浄化槽保守点検業   

   

× 動物のふん尿・死体収集運搬業（畜産農業から生じたもの）（882）  保健所（841） 

  死亡獣畜取扱所（889）     海上清掃業（489）        建物清掃業（922） 

 

 

 882 産業廃棄物処理業 

 

   主として事業活動に伴って生じた廃棄物（専ら再生利用の目的となるものを除く）を収集

運搬，処分する事業所をいう。 

   ただし，放射性廃棄物収集運搬・処理業は「889 その他の廃棄物処理業」に分類される。 

   なお，事業活動に伴って生じた廃棄物のうち，次に掲げる廃棄物を収集運搬，処分する事

業所は本分類に含まれるが，当該産業以外から生じたこれらの廃棄物を収集運搬，処分する

事業所は「881 一般廃棄物処理業」に分類される。 

  (1) 畜産農業から生じた動物のふん尿及び死体 

  (2) 建設業（工作物の新築，改築又は除去に伴い紙くずを生じさせるものに限る），パルプ・

紙・紙加工品製造業，新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業，印刷出版を行う出版

業，製本業，印刷物加工業から生じた紙くず 

  (3) 建設業（工作物の新築，改築又は除去に伴い木くずを生じさせるものに限る），木材・木

製品製造業（家具製造業を含む），パルプ製造業，輸入木材卸売業から生じた木くず 

  (4) 建設業（工作物の新築，改築又は除去に伴い繊維くずを生じさせるものに限る），繊維工

業（衣類，その他の繊維製品を除く）から生じた繊維くず 

  (5) 食料品・医薬品・香料製造業から生じた動植物性の残りかす 

 

○ 産業廃棄物収集運搬業   廃油処理業   感染性産業廃棄物収集運 

  船舶廃油収集運搬業   廃プラスチック類処理業    搬業 

  産業廃棄物中継業   船舶廃油処理業   廃石綿等収集運搬業 

  動物のふん尿・死体収集運   産業廃棄物埋立業  

   搬業（畜産農業から生じ  ○ 特別管理産業廃棄物処分業

   たもの）    特別管理汚泥処分業 

 ○ 特別管理産業廃棄物収集   特別管理廃油処分業 

○ 産業廃棄物処分業    運搬業   感染性産業廃棄物処分業 

  汚泥処理業   特別管理汚泥収集運搬業   廃石綿等処分業 

  廃酸・廃アルカリ処理業   特別管理廃油収集運搬業   特別管理産業廃棄物埋立業
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× 鉄スクラップ卸売業（536）             空瓶・空缶等空容器卸売業（536） 

  古紙卸売業（536）                 非鉄金属スクラップ卸売業（536） 

  潤滑油製造業（172）                再生ゴム製造業（199） 

  グリース製造業（172）               ドラム缶更生業（249） 

  廃油再生業（潤滑油，グリース以外のもの）（179）   18 リットル缶更生業（249） 

  廃プラスチック製品製造業（185）          放射性廃棄物処理業（889） 

 

 

 889 その他の廃棄物処理業 

 

   死んだ獣畜（牛，馬，豚，めん羊及び山羊）を解体し，埋却し，又は焼却するための事業

所及び放射性廃棄物処理業など他に分類されない廃棄物の処理を行う事業所をいう。 

 

○ 死亡獣畜取扱業 ○ 他に分類されない廃棄物   放射性廃棄物収集運搬業 

  死亡獣畜取扱所 処理業   放射性廃棄物処理業 

   

× 毛皮製造業（208）      と畜場（952） 



 - 357 - 

中分類 ８９－自動車整備業 

 

総   説 

 

この中分類には，自動車の整備修理を行う事業所が分類される。 

自動車の整備修理と販売（取次ぎを含まない）とを行う事業所は「542 自動車卸売業」又は

「591 自動車小売業」に分類される。 

 

 

 890 管理，補助的経済活動を行う事業所（89 自動車整備業） 

 

主として自動車整備業の事業所を統括する本社等として，自企業の経営を推進するための

組織全体の管理統括業務等の現業以外の業務を行う事業所，又は自動車整備業における活動

を促進するため，同一企業の他事業所に対して，輸送，保管，清掃，修理・整備，保安等の

支援業務を行う事業所をいう。 

 

○ 管理，補助的経済活動を 管理事務を行う本社・   自家用車庫 

   行う事業所 本所・本店・支社・支所  

     

 

 

 891 自動車整備業 

 

   自動車の整備修理を総合的に行う事業所及び主として自動車の車体や電装品，タイヤ等の

部分品の整備修理，自動車エンジンの再生，自動車の清掃などを行う事業所をいう。 

 

○ 自動車一般整備業   自動車再塗装業   自動車再生業   

  自動車整備業   自動車溶接業（自動車修理   自動車工場（自動車，自動

  自動車修理業    のためのもの）    車エンジンの再生を主 

  自動車検査業（民間車検場）   自動車板金塗装業    とするもの） 

  車検代行業   自動車電装品整備業   自動車ブレーキ修理業 

  オートバイ整備修理業   自動車蓄電池修理業   自動車部品整備業 

   自動車タイヤ整備業   自動車清掃業 

○ その他の自動車整備業   自動車タイヤ修理業   自動車洗車業 

  自動車車体整備業   自動車エンジン再生業   日本自動車連盟（ＪＡＦ）

  自動車車体修理業   自動車エンジン修理業    ロードサービスセンター

   

× 更生タイヤ製造業（199）              自動車小売修理業（591） 

  日本自動車連盟（ＪＡＦ）本部・支部（939）     レンタカー業（704） 
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中分類 ９０－機械等修理業（別掲を除く） 

 

総   説 

 

この中分類には，機械，家具など他に分類されないその他の修理を行う事業所が分類される。 

  ただし，次の事業所は本分類に含まれない。 

 (1) 修理する商品と同種の商品を製造又は販売する事業所は「Ｅ 製造業」又は「Ｉ 卸売業，

小売業」に分類される。 

 (2) 自動車修理業は「891 自動車整備業」に分類される。 

 (3) 衣服修理業は「793 衣服裁縫修理業」に分類される。 

 

  

 900 管理，補助的経済活動を行う事業所（90 機械等修理業） 

 

主として機械等修理業の事業所を統括する本社等として，自企業の経営を推進するための組

織全体の管理統括業務，人事・人材育成，総務，財務・経理，法務，知的財産管理，企画，広

報・宣伝，調査・研究開発，生産・プロジェクト管理，不動産管理，情報システム管理，保有

資機材の管理，仕入・原材料購入，役務・資材調達等の現業以外の業務を行う事業所及び機械

等修理業における活動を促進するため，同一企業の他事業所に対して，輸送，清掃，修理・整

備，保安等の支援業務を行う事業所をいう。 

 

○ 主として管理事務を行う 管理事務を行う本社・ ○ その他の管理，補助的経済

   本社等 本所・本店・支社・支所    活動を行う事業所 

  自家用車庫 

        

 

 

 901 機械修理業（電気機械器具を除く） 

    

   一般機械，建設機械及び鉱山機械の整備修理を行う事業所をいう。 

 

○ 一般機械修理業   ガーデントラクタ修理業 ○ 建設・鉱山機械整備業 

  機械修理業   フォークリフト整備業   建設用トラクタ整備業 

  内燃機関修理業   エレベータ修理業   建設用トラクタ修理業 

  航空機整備業   エレベータ保守業   建設機械修理業 

  ミシン修理業   船舶機関修理業   鉱山機械修理業 

  光学機械修理業   電子複写機修理業   掘削機械整備業 

  映写機修理業   自動販売機修理業   建設用クレーン整備業 

  農業用トラクタ修理業    整地機械整備業 

    基礎工事用機械整備業 

   



 - 359 - 

× 各種機械部品製造修理業（259）           鉄道業の鉄道車両修理工場（420） 

  船舶修理業（313）                 自動車修理工場（891） 

  鉄道車両改造修理業（自家用を除く）（312）      航空機オーバーホール業（314） 

  電気機械器具修理業（902） 

 

 

 902 電気機械器具修理業 

 

   電気機械器具の修理を行う事業所をいう。 

 

○ 電気機械器具修理業   変圧器修理業   電動機修理業 

  テレビ修理業   電子計算機修理業   電気計測器修理業 

  電気冷蔵庫修理業   

   

× 家庭用電気機械器具小売修理業（593）           電子複写機修理業（901） 

 

 

 903 表 具 業 

 

   ふすま，びょうぶ，巻物，掛物などの布はく又は紙はりを行う事業所をいう。 

 

○ 表具業   経師業   ふすま張業 

  表装業   びょうぶ張業   障子張業 

   

× ふすま製造業（133）     びょうぶ製造業（139） 

 

 

 909 その他の修理業 

 

   家具，時計（電気時計を含む），履物の修理を行う事業所及び金物，楽器（調律修正を含む），

かばん，洋傘，自転車，のこぎりの目立，はさみ・包丁研ぎなど他に分類されない修理を行

う事業所をいう。 

   また，注文で手工鍛造，その他のかじ業を行う事業所も本分類に分類される。 

   ただし，次の事業所は本分類に含まれない。 

  (1) 鋼塊，棒鋼などからハンマ，プレスなどで鍛鋼品，鍛工品を製造する事業所は「225 鉄

素形材製造業」に，非鉄金属鍛造品を製造する事業所は「235 非鉄金属素形材製造業」に

分類される。 

  (2) くわ，かま，すきなどの農業用器具を製造する事業所は「242 洋食器・刃物・手道具・

金物類製造業」に分類される。 

 

  



 - 360 - 

○ 家具修理業 ○ かじ業   洋傘修理業 

  いす修理業   農業用器具修理業（手工鍛   装身具修理業 

  たんす更生業    造によるもの）   はさみ・包丁研ぎ業 

   手工鍛造業   のこぎり目立業 

○ 時計修理業    研ぎ屋 

電気時計修理業 ○ 他に分類されない修理業   眼鏡修理業 

   楽器修理業   計量器修理業 

○ 履物修理業   ピアノ調律・修正業   自転車修理業 

  靴修理業   三味線修理業   自転車タイヤ修理業 

  革靴修理業   太鼓張替業   畳裏返し業 

    くら・馬具修理業   ガス器具修理業（ガスコン

   かばん・袋物修理業    ロ，ガスオーブンなど）

   

× 家具小売修理業（601）                時計小売修理業（608） 

  靴小売修理業（574）                 楽器小売修理業（60C） 

  自動車タイヤ修理業（891）              自転車小売修理業（592） 

  かばん・袋物小売修理業（579）            非鉄金属鍛造品製造業（235） 

  鍛工品製造業（225）                 くわ・すき製造業（242） 

  鍛鋼製造業（225）                  装てい（蹄）業（013）
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中分類 ９１－職業紹介・労働者派遣業  

 

総   説 

 

この中分類には，主として労働者に職業をあっせんする事業所及び労働者派遣業を行う事業

所が分類される。 

 

 

 910 管理，補助的経済活動を行う事業所（91 職業紹介･労働者派遣業） 

 

主として職業紹介・労働者派遣業の事業所を統括する本社等として，自企業の経営を推進す

るための組織全体の管理統括業務等の現業以外の業務を行う事業所及び職業紹介・労働者派遣

業における活動を促進するため，同一企業の他事業所に対して，輸送，清掃，修理・整備，保

安等の支援業務を行う事業所をいう。 

 

○ 主として管理事務を行う 管理事務を行う本社・ ○ その他の管理，補助的経済

   本社等 本所・本店・支社・支所    活動を行う事業所 

  自家用車庫 

        

 

 

 911 職業紹介業 

 

主として労働者に職業をあっせんする事業所をいう。 

ただし，次の事業所は本分類に含まれない。 

  (1) 映画出演者の紹介を行う事業所は「41B その他の映像・音声・文字情報制作に附帯する

サービス業」に分類される。 

  (2) 演劇出演者の紹介を行う事業所は「80P 他に分類されない娯楽業」に分類される。 

  (3) 公共職業安定所（ハローワーク）は「973 行政機関」に分類される。 

 

○ 職業紹介業   配ぜん人紹介所   シルバー人材センター 

  民営職業紹介業   労働者供給業   家庭教師あっせん業 

  看護師紹介所   労働者募集業   ファミリーサポートセン 

  家政婦紹介所   内職あっせん業 ター 

  マネキン紹介所   

   

× 公共職業安定所（ハローワーク）（973）       派出看護師業（83B） 

  映画出演者あっせん業（41B）           労働者派遣業（912） 

  演劇俳優あっせん業（80P）            家庭教師派遣業（82M） 

  全国シルバー人材センター事業協会（939）      
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 912 労働者派遣業 

 

主として派遣するために雇用した労働者を，派遣先事業所からその業務の遂行等に関する指

揮命令を受けてその事業所のための労働に従事させることを業とする事業所をいう。 

なお，請負によって各種事業を行っている事業所，自らその業務の遂行等に関する指揮命令

を行っている事業所は，経済活動の種類によりそれぞれの産業に分類される。 

 

○ 労働者派遣業   

    

× 労働者供給業（911）                   民営職業紹介業（911） 

  公共職業安定所（ハローワーク）（973）          警備業（923） 

  港湾運送業（481）                    建設業（06,07,08） 
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中分類 ９２－その他の事業サービス業  

 

総   説 

 

  この中分類には，企業経営を対象としてサービスを提供する他に分類されない事業所が分類

される。 

 

 

 920 管理，補助的経済活動を行う事業所（92 その他の事業サービス業） 

 

主としてその他の事業サービス業の事業所を統括する本社等として，自企業の経営を推進

するための組織全体の管理統括業務，人事・人材育成，総務，財務・経理，法務，知的財産

管理，企画，広報・宣伝，営業支援・特定顧客管理，調査・研究開発，生産・プロジェクト

管理，支部・支店等の管理，不動産管理，情報システム管理，保有資機材の管理，契約，仕

入・原材料購入，役務・資材調達，出荷・販売等の現業以外の業務を行う事業所及びその他

の事業サービス業における活動を促進するため，同一企業の他事業所に対して，輸送，清掃，

修理・整備，保安等の支援業務を行う事業所をいう。 

 

○ 主として管理事務を行う ○ その他の管理，補助的経済   自家用修理工場 

   本社等    活動を行う事業所 自家用補修所 

管理事務を行う本社・ 自家用車庫  

本所・本店・支社・支所   

        
 

 

 921 速記・ワープロ入力・複写業 

 

   主として速記，ワープロ入力を行う事業所及び各種の複写機器を用いて複写加工を行い各

種の複写物を制作する事業所をいう。 

   ただし，次の事業所は本分類に含まれない。 

  (1) 情報を記録した物を製造する事業所は「32C 情報記録物製造業（新聞，書籍等の印刷物

を除く）」に分類される。 

  (2) 新聞の発行を行う事業所は「413 新聞業」に，書籍等の出版を行う事業所は「414 出版

業」に分類される。 

 

○ 速記・ワープロ入力業 ○ 複写業   マイクロ写真業 

  筆耕業   複写加工業   コピーサービス業 

  あて名書業   青写真業   トレース業 

  ワープロ入力請負業   地図複製業  

  テープ起こし業   

   

× 新聞業（413）        出版業（414）        写真フィルム複写業（79D） 
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 922 建物サービス業 

 

   主としてビルなどの建物を対象として清掃，保守，機器の運転，その他維持管理について

サービスを提供する事業所をいう。 

   建物の消毒及び白ありなどの害虫駆除を行う事業所も本分類に含まれる。 

 

○ ビルメンテナンス業   ガラスふき業   建築物飲料水管理業 

  ビルサービス業   建築物清掃業   建築物排水管清掃業 

  ビル総合管理業   煙突掃除業   電車清掃業 

  建物総合管理業   住宅消毒業   建築物飲料水貯水槽清掃業

   害虫駆除業   船舶清掃業 

○ その他の建物サービス業   ビル清掃業   船内くんじょう業 

  床磨き業       建物あく洗業 

   

× ビル管理業（694）                  物品消毒業（849） 

  清掃業（一般廃棄物収集・処理業）（881）        エレベータ保守業（901） 

  産業用設備洗浄業（929） 

 

 

 923 警 備 業 

 

   事務所，住宅，興行場，駐車場，遊園地等における盗難等の事故の発生の警戒及び防止並

びに人身の安全の確保若しくは，貴重品等の運搬の際の盗難等の事故の発生の警戒及び防止

の業務を請負う事業所をいう。 

 

○ 警備業   警備保障業   ガードマン業 

   

 

 

 929 他に分類されない事業サービス業 

 

   主として，ディスプレイ業（展示等に係る調査，企画，設計，展示，構成，製作，施工監

理を一貫して行うもの）を行う事業所，産業用各種設備機器，配管設備，貯水槽及び上下水

道管を洗浄する事業所，看板書き（看板書きを行うもので単純な加工を行うものを含む）を

行う事業所及び集金業など他に分類されないその他の事業に対するサービスを提供する事業

所をいう。 

   ただし，次の事業所は本分類に含まれない。 

  (1) 看板の規格品などを大量に製造する事業所は「219 その他の窯業・土石製品製造業」又

は「32D 他に分類されないその他の製造業」に分類される。 

  (2) 屋外広告に係る総合的なサービスを提供する事業所は「731 広告業」に分類される。 
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○ ディスプレイ業 ○ 他に分類されないその他   液化石油ガス（ＬＰＧ）充

   （調査，企画，設計，展    の事業サービス業    てん業 

   示，構成，製作，施工監   新聞切抜業   トレーディングスタンプ業

   理を一貫して行うもの）   医療事務代行業    （ブルーチップ，グリー

   鉄くず破砕請負業    ンスタンプなど） 

○ 産業用設備洗浄業   船舶解体請負業   メーリングサービス業 

  プラント洗浄業   集金業   サンプル配布業 

  産業用配管洗浄業   取立業   ポスティング業 

  産業用タンク洗浄業   陸送業   ちんどん屋 

  産業用上下水道管洗浄業   商品展示所   自家用自動車管理業 

   パーティ請負業   縫製品箱詰請負業 

○ 看板書き業   バンケットサービス業   包装業 

  看板屋（看板書きを行うも   レッカー車業   貸画廊業 

   ので単純な加工を行う   温泉供給業   ディーラーヘルプ業 

   ものを含む）   はく（箔）押し業（印刷物   新聞拡張団 

  ペンキ屋（看板書きを主と    以外に行うもの）   著作権管理業 

   するもの）   圧縮ガス充てん業   イベント企画業 

   液化ガス充てん業  

   

× 職別工事業（07）                設備工事業（08） 

  室内装飾工事業（07B）             はく（箔）押し業（印刷物）（153） 

  事務所用・店舗用装備品製造業（139）      モデル・模型製造業（32D） 

  こん包業（484）                 サルベージ業（489） 

  商業デザイン業（726）             自動車清掃業（891） 

  インテリアデザイン業（726）          ビルメンテナンス業（922） 

  広告業（731）                 ビル清掃業（922） 

  屋外広告業（総合的なサービスを提供するもの）（731） 

  ほうろう製看板製造業（219） 

  看板製造業（看板書き業，ほうろう製を除く）（32D） 

  看板・標識機製造業（32D）           
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中分類 ９３－政治・経済・文化団体 

 

総   説 

 

  この中分類には，経済団体，労働団体，学術文化団体，政治団体などの他に分類されない非

営利的団体が分類される。 

 

  

 931 経 済 団 体 

 

   一定地域の商工業者によって組織された団体で，当該地域の経済発展などに寄与するため

の活動を行う事業所及び同業者によって組織された団体で，当該業界の親睦，地位・技術の

向上，発展などに寄与するための活動を行う事業所をいう。 

   ただし，信用事業又は共済事業と併せて，各種の事業を行う協同組合は「871 農林水産業

協同組合（他に分類されないもの）」又は「872 事業協同組合（他に分類されないもの）」に

分類される。 

 

○ 実業団体   日本百貨店協会   電気事業連合会 

  商工会議所   石油鉱業連盟   日本アルミニウム協会 

  商工会   日本製紙連合会   日本ガス協会 

  商工組合   板硝子協会   日本水道協会 

  商店街組合   日本造船工業会   日本製薬団体連合会 

  商業組合   日本プラスチック工業連盟   日本医療機器産業連合会 

  工業組合   日本産業機械工業会   日本医師会 

  日本経済団体連合会   日本鉄鋼連盟   日本歯科医師会 

  経済同友会   日本電機工業会   日本薬剤師会 

  全国商工会連合会   電子情報技術産業協会   日本看護協会 

  全国中小企業団体中央会   日本自動車工業会   日本弁護士連合会 

   日本化学工業協会   弁護士会 

○ 同業団体   石油化学工業協会   弁理士会 

  全国銀行協会   セメント協会   銀行協会 

  日本証券業協会   日本紡績協会   信用金庫協会 

  証券団体協議会   日本化学繊維協会   信用組合協会 

  生命保険協会   日本陶業連盟   生活衛生同業組合・同連合会

  日本損害保険協会   日本鉱業協会   輸入組合  

  日本証券投資顧問業協会   石油連盟   輸出組合 

  日本乳業協会   金融先物取引業協会   海運組合 

   

× 信金中央金庫（631）           信用協同組合連合会（631） 

  土建組合（932）             信用保証協会（661） 

  農業協同組合（信用事業又は共済事業と併せて各種の事業を行うもの）（871） 

  織物工業協同組合（信用事業又は共済事業と併せて各種の事業を行うもの）（872） 
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 932 労 働 団 体 

 

   労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを

主たる目的として組織する団体の事業所又はその連合団体の事業所をいう。 

 

○ 労働団体   全国労働組合総連合   全日本自動車産業労働組 

  労働組合   全国労働組合連絡協議会    合総連合会 

  職員組合   全日本金属産業労働組合   全日本自治団体労働組合 

  日本労働組合総連合会    協議会  

   

 

 

 933 学術・文化団体 

 

   学術功労者の顕彰，学術研究の援助，学術交流の実施及び援助など学術の振興に寄与する

ための活動を行う団体の事業所並びに文化功労者の顕彰，文化研究の援助，文化交流の実施

及び援助，コンクールの実施及び援助など美術，映画，演劇，工芸，芸能などの文化の向上

に寄与するための活動を行う団体の事業所をいう。 

 

○ 学術団体   日本医学会 日本児童文学者協会 

  日本学術振興会   日本薬学会   国際文化協会 

  日本地理学会      国際交流基金 

  日本学士院 ○ 文化団体  

   日本芸術院  

   

 

 

 934 政 治 団 体 

 

   政党その他の政治結社の事業所をいう。 

 

○ 政治団体   公明党   国民新党 

  自由民主党   日本共産党   新党大地 

  民主党   社会民主党   新党日本 
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 939 他に分類されない非営利的団体 

 

   趣味・社交・親睦のための事業所，地域活動・教育施設への援助，奨学金・育英資金の給

付，市民運動，青少年活動，国際親善活動を行う事業所，スポーツの振興活動を行う事業所

など他に分類されない非営利的な事業所をいう。 

 

○ 他に分類されない非営利   ＹＭＣＡ   日本船舶振興会（日本 

   的団体   日本消費者連盟 財団） 

  学士会   日本野鳥の会   自家用自動車協会 

  同好会   青年会議所   交通安全協会 

  親交会   ライオンズクラブ   日本自動車連盟（ＪＡＦ）

  納税協会   ロータリークラブ    本部・支部 

  日本体育協会   ベルマーク教育助成財団   後援会事務所 

  育英会   ボーイスカウト日本連盟   市長会 

  日本棋院   全国シルバー人材センター   市町村会 

  囲碁連盟    事業協会   青色申告会 

  日本将棋連盟    教職員互助会 

   

× 観光協会（489） 

  日本自動車連盟（ＪＡＦ）ロードサービスセンター（891） 

  シルバー人材センター（911） 
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中分類 ９４－宗   教 

 

総   説 

 

  この中分類には，神道系，仏教系，キリスト教系並びにその他の宗教の各宗教系統ごとに，

礼拝施設を備える宗教団体である神社，寺院，教会等及びこれらを包括する宗教団体の事務所

である教務本庁，宗務所，教団事務所等が分類される。 

 

 

 941 神道系宗教 

 

   神道系の神社，教会，布教所等及び教派等の事務を行う事業所をいう。 

 

○ 神社，神道教会   御嶽教教会 ○ 教派事務所 

  神宮   金光教教会   神社本庁 

  護国神社   黒住教教会   黒住教教務本庁 

  稲荷神社   大本教教会   金光教本部教庁 

  八幡宮   禊（みそぎ）教教会   三五（あなない）教総本部

  天満神社   三五（あなない）教総主会  

  宗像神社   

   

× 天理教分教会（949）     ほんみち本部（949） 

 

 

 942 仏教系宗教 

 

   仏教系の寺院，教会，布教所等及び宗派等の事務を行う事業所をいう。 

 

○ 寺院，仏教教会   立正佼成会教会 ○ 宗派事務所 

  曹洞宗寺院   創価学会会館   天台宗宗務庁 

  浄土真宗本願寺派寺院   霊友会教団教会   日蓮宗宗務院 

  浄土宗寺院   真如苑   高野山真言宗宗務所 

  日蓮宗寺院   阿含宗   浄土真宗本願寺派宗務所 

  高野山真言宗寺院   幸福の科学   臨済宗妙心寺派宗務本所 

  天台宗寺院    曹洞宗宗務庁 

    立正佼成会教庁 
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 943 キリスト教系宗教 

 

   キリスト教系の教会，修道院等及び教団等の事務を行う事業所をいう。 

 

○ キリスト教教会，修道院 ○ 教団事務所   日本基督教団事務局 

  カトリック教会   カトリック中央協議会事   日本聖公会教務院 

  日本基督教団教会    務局   日本ホーリネス教団本部 

  日本聖公会教会   カトリック東京大司教区    事務所 

  トラピスト修道院    事務所   救世軍本営 

  エホバの証人（ものみの塔）   キリスト教系事務所  

  布教所   キリスト教系事務局  

   

 

 

 949 その他の宗教 

 

   神道，仏教，キリスト教のいずれにも分類しがたい諸宗教の支部，布教所等及び本部事務

所等の事業所をいう。 

 

○ その他の宗教の教会（神 ○ その他の宗教の教団事務所   円応教本部 

   道，仏教，キリスト教    （神道，仏教，キリスト   善隣教本部 

   以外）    教以外）   ほんみち本部 

  生長の家支部   生長の家本部  

  天理教分教会・布教所   天理教教庁  

  ＰＬ教団教会   ＰＬ教団大本庁  

  円応教教会   

  善隣教教会   

  世界救世教   

   

 

 



 - 371 - 

中分類 ９５－その他のサービス業 

 

総   説 

 

  この中分類には，他に分類されないサービスを提供する事業所が分類される。 

 

 

 950 管理，補助的経済活動を行う事業所（95 その他のサービス業） 

 

主としてその他のサービス業の事業所を統括する本社等として，自企業の経営を推進する

ための組織全体の管理統括業務，人事・人材育成，総務，財務・経理，法務，知的財産管理，

企画，広報・宣伝，営業支援・特定顧客管理，調査・研究開発，生産・プロジェクト管理，

支部・支店等の管理，不動産管理，情報システム管理，保有資機材の管理，契約，仕入・原

材料購入，役務・資材調達，出荷・販売等の現業以外の業務を行う事業所及びその他のサー

ビス業における活動を促進するため，同一企業の他事業所に対して，輸送，保管，清掃，修

理・整備，保安等の支援業務を行う事業所をいう。 

 

○ 管理，補助的経済活動を行 管理事務を行う本社・   自家用車庫 

   う事業所 本所・本店・支社・支所 自家用修理工場 

      自家用補修所 

   

 

  

 951 集 会 場 

 

   講演会，展示会，集会など主として各種集会及び催しの利用に供する施設を運営する事業 

  所をいう。 

   ただし，政治・経済・文化団体など他に分類されない非営利的団体と同一場所にあるこれ

ら団体運営の集会場は「93 政治・経済・文化団体」に分類される。 

 

○ 集会場   公会堂   勤労会館 

  県民会館   公会堂管理事務所   婦人会館 

  文化会館   

   

× 体育館（80B）        商品展示所（929）      結婚式場（79B） 

  公民館（82A）        老人福祉センター（85J）   厚生年金会館（75A） 

  旅館（751）         共済組合宿泊所（75A） 
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 952 と 畜 場 

 

   食用に供する目的で獣畜（牛，馬，豚，めん羊及び山羊をいう）をと殺し又は解体するた 

  めに設けられた事業所をいう。 

   獣畜のと殺又は解体を請負う事業所も本分類に含まれる。 

   ただし，次の事業所は本分類に含まれない。 

  (1) 毛皮獣をと殺し，毛皮の調整及び染色を行う事業所は「208 毛皮製造業」に分類される。 

  (2) 肉製品製造のために一貫作業としてと殺を行う事業所は「091 畜産食料品製造業」に分 

   類される。 

 

○ と畜場   と殺業   と畜請負業 

   

× 毛皮製造業（208）      死亡獣畜取扱所（889） 

 

 

 959 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を提供する事業所をいう。 

 

○ 他に分類されないサービ   中央卸売市場   家畜保健衛生所 

   ス業   地方卸売市場  

   

× 保健所（841）                     動物検疫所（973） 

  公設市場（地方公共団体）（691）             植物防疫所（973） 
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中分類 ９６－外 国 公 務 

 

経済センサス‐基礎調査では対象外 

 

総   説 

 

  この中分類には，日本国内に駐在する外国政府及び国際機関などの事業所が分類される。 

 

 

 961 外 国 公 館 

 

   日本国内に駐在する外国の大使館などの公館の事業所をいう。 

 

○ 外国公館   総領事館   外国政府代表部 

  大使館   

   

 

 

 969 その他の外国公務 

 

   日本国内に駐在する国際機関などの事業所をいう。 

 

○ その他の外国公務   アジア生産性機構   在日米軍施設 

  国際連合広報センター   国際労働事務局東京支局  

  国際連合開発計画東京事   国連大学  

   務所   国連地域開発センター  

   

× アメリカンスクールインジャパン（817） 

  外国人学校（専修学校，各種学校のもの）（817） 

  外国人学校（専修学校，各種学校でないもの）（829） 


