
（ 産  業 ）

分類項目

農業 農業 米作農業　野菜作農業  果樹作農業  切り花類栽培業  植木栽培業

養豚業　養鶏業　酪農業　共同選果場　ライスセンター　土地改良区　　

林業 林業 育林業  森林管理局・森林管理署  生産森林組合  素材生産業  炭焼業

狩猟業　伐木運材請負業　へび採捕業　山林用種苗栽培業

漁業 漁業 底びき網漁業　はえ縄漁業  定置網漁業  採貝業  漁業生産組合

水産養殖業 魚類養殖業　真珠養殖業　こい養殖業　

鉱業 鉱業 金属鉱業　石炭・亜炭鉱業　原油・天然ガス鉱業　採石業　天然氷採取業

砂・砂利・玉石採取業

建設業 総合工事業 一般土木建築工事業　土木工事業　道路舗装工事業  建築工事業

建築リフォーム工事業

職別工事業 大工工事業　とび工事業　左官工事業　板金工事業

塗装工事業　内装工事業　屋根工事業　防水工事業

設備工事業 電気工事業  電気通信工事業　冷暖房設備工事業　ガス配管工事業

給排水・衛生設備工事業　機械器具設置工事業　さく井工事業

製造業 食料品製造業 食肉加工業　乳製品製造業　水産缶詰製造業　野菜缶詰製造業

調味料製造業　精穀・製粉業　パン・菓子製造業　動植物油脂製造業

冷凍調理食品製造業　そう菜製造業

飲料・たばこ・飼料 清涼飲料製造業　酒類製造業　製茶業　コーヒー製造業　製氷業 

　製造業 たばこ製造業　飼料製造業  有機質肥料製造業

繊維工業（衣服，その 製糸業　紡績業　ねん糸製造業　織物業　ニット生地製造業　染色整理業　

　他の繊維製品を除く) 綱・網製造業　繊維製衛生材料製造業　製綿業

衣服・その他の繊維 織物製外衣・シャツ製造業　下着類製造業　毛皮製衣服製造業　　

　製品製造業 寝具類製造業　タオル製造業

木材・木製品製造業 製材業　造作材製造業　合板製造業　建築用木製組立材料製造業　

　（家具を除く） 磨き丸太製造業　木製容器製造業　木材薬品処理業　木製履物製造業

家具・装備品製造業 木製家具製造業　金属製家具製造業　戸・障子製造業　ふすま製造業

事務所用備品製造業　石製家具製造業　プラスチック製家具製造業

パルプ・紙・紙加工品 パルプ製造業　洋紙・板紙・和紙製造業　加工紙製造業　段ボール製造業

　製造業 事務用・学用紙製品製造業　紙製容器製造業　紙タオル・紙ナフキン製造業

印刷・同関連業 グラビア印刷業　スクリーン印刷業　製版業　製本業　印刷物加工業

校正刷業　印刷校正業

化学工業 化学肥料製造業  無機・有機化学工業製品製造業　化学繊維製造業

石けん・合成洗剤製造業　塗料製造業  医薬品製造業　化粧品製造業

火薬製造業　農薬製造業

石油製品・石炭製品 石油精製業　ガソリン製造業　潤滑油製造業　グリース製造業　

　製造業 コークス製造業　舗装材料製造業　練炭・豆炭製造業

フラスチック製品製造 プラスチック板製造業  合成皮革製造業　工業用プラスチック製品製造業

　業（別掲を除く） 発泡・強化プラスチック製品製造業  プラスチック製容器製造業

コム製品製造業 タイヤ・チューブ製造業　ゴムベルト製造業　ゴムホース製造業　

ゴム製・プラスチック製履物製造業　ゴム引布製造業　再生タイヤ製造業

なめし革・同製品・ 皮なめし業　革製履物製造業　かばん製造業　袋物製造業　毛皮縫製業　

　毛皮製造業 毛皮染色・仕上業　つり革製造業　腕時計用革バンド製造業

主      な      業      種
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分類項目

製造業(続き) 窯業・土石製品製造業 ガラス・同製品製造業　セメント・同製品製造業　生コンクリート製造業

粘土かわら製造業　陶磁器製造業　耐火れんが製造業　炭素・黒鉛製品製造業

鉄鋼業 製鉄業　製鋼業　圧延鋼材製造業　熱間圧延業　鋼管製造業　ピアノ線製造業

表面処理鋼材製造業　鉄素形材製造業　鉄スクラップ加工処理業

非鉄金属製造業 銅製造業　すず製錬業　鉛管製造業　アルミニウム圧延はく製造業

電線ケーブル製造業　非鉄金属素形材製造業　貴金属製錬・精製業

金属製品製造業 ブリキ缶製造業　洋食器製造業　機械刃物製造業　ガス機器・石油機器製造業

建築用金物製造業　配管工事用付属品製造業　建設用・建築用金属製品製造業

金属プレス製品製造業　金属製品塗装業　金属彫刻業　ボルト・ナット製造業

一般機械器具製造業 ボイラ・原動機製造業　農業用機械製造業　建設機械製造業　鉱山機械製造業

金属加工機械製造業　特殊産業用機械製造業　事務用機械器具製造業

金型・製造業　繊維機械製造業　産業用ロボット製造業

電気機械器具製造業 発電機製造業　変圧器製造業　配電盤製造業　内燃機関電装品製造業

電子レンジ製造業　家庭用エアコンディショナ製造業　電気冷蔵庫製造業

家庭用電気洗濯機製造業　電球・電気照明器具製造業　ビデオ機器製造業　

電気計測器製造業　乾電池製造業　磁気テープ製造業

情報通信機械器具 テレビジョン受信機製造業　電話機製造業　ラジオ受信機製造業

　製造業 電子計算機製造業　パーソナルコンピュータ製造業　印刷装置製造業

電子部品・デバイス 電子管製造業　ダイオード製造業　集積回路製造業　プリント回路製造業

　製造業 抵抗器製造業（電力用除く）　電子部品組立製造業

輸送用機械器具製造業 自動車・同付属品製造業　鉄道車両・同部分品製造業　船舶製造・修理業　

航空機・同付属品製造業　産業用運搬車輌　自転車製造組立業　　

精密機械器具製造業 計量器・測定器・分析機器・試験機製造業　測量機械器具製造業　

医療用機械器具製造業　医療用品製造業　写真機製造業　顕微鏡製造業

眼鏡製造業（枠を含む）　時計・同部分品製造業

その他の製造業 貴金属・宝石製品製造業　楽器製造業　がん具製造業（人形・児童乗物を除く)

家庭用テレビゲーム機製造業　運動用具製造業　事務用品製造業　

装身具・装飾品製造業　漆器製造業　畳・傘等生活雑貨製品製造業

電気・ガス・ 電気業 電気事業会社・営業所・サービスステーション　変電所　発電所　

熱供給・ ガス業 ガス会社・営業所　ガス製造工場　天然ガス業　ガス給油所（ガスタンク）

水道業 熱供給業 地域暖冷房業　蒸気供給業

水道業 上水道業　工業用水道業　上水道組合　浄水場　下水道業　市役所水道課

情報通信業 通信業 郵便局（主として信書を送達する地域区分局）　電信電話業(国内・国際)　

有線放送電話業　携帯電話業　船舶電話業

放送業 公共放送業　民間放送業　有線放送業　

情報サービス業 ソフトウェア業　情報処理サービス業　データベースサービス業　市場調査業

インターネット付随 サーバ・ハウジング業　電子認証業　ポータルサイト運営業

　サービス業 情報ネットワーク・セキュリティ・サービス業

映像・音声・文字情報 映画・ビデオ製作業　テレビ番組制作業　レコード制作業　ラジオ番組制作業

　制作業 新聞業　出版業　ニュース供給業　貸スタジオ業

運輸業 鉄道業 鉄道事業会社本社・支社・支店・営業所・修理工場・電力区・変電区・駅

モノレール鉄道業　ケーブルカー業　ロープウェイ業　

道路旅客運送業 乗合バス業  貸切バス業  ハイヤー・タクシー業

道路貨物運送業 一般貨物自動車運送業  特定貨物自動車運送業　集配利用運送業

水運業 外航旅客・貨物海運業　沿海旅客・貨物海運業　港湾内遊覧船業　船舶貸渡業

航空運輸業 航空運送業　航空機使用業

倉庫業 普通倉庫業（トランクルーム，タンク倉庫，水面木材倉庫を含む）冷蔵倉庫業

運輸に付帯する 港湾運送業　運送代理店　こん包業　自動車ターミナル業　空港　海運仲立業

　サービス業 検数・検量業　有料道路・有料橋経営業

主      な      業      種



分類項目

卸売・小売業 各種商品卸売業 総合商社　貿易商社

繊維・衣服等卸売業 糸卸売業　織物卸売業　衣服卸売業　身の回り品卸売業　寝具卸売業

飲食料品卸売業 農畜産物卸売業　水産物卸売業　砂糖卸売業　酒類卸売業　酪農製品卸売業

建築材料，鉱物・金属 木材卸売業　セメント卸売業　化学製品卸売業　石油卸売業　鋼材卸売業

　材料等卸売業 再生資源卸売業　空缶集荷業　古紙問屋

機械器具卸売業 一般・電気機械器具卸売業　自動車卸売業　精密機械器具卸売業　

その他の卸売業 家具・建具卸売業　医薬品・化粧品卸売業　金物卸売業　宝石卸売業

各種商品小売業 百貨店　デパート　総合スーパー　

織物・衣服・身の回り 呉服・服地小売業　衣服小売業　靴・履物小売業　身の回り品小売業　

　品小売業

飲食料品小売業 酒小売業　食肉小売業　鮮魚小売業  野菜・果実小売業  菓子・パン小売業

コンビニエンスストア　夕食材料宅配業　料理小売業

自動車・自転車小売業 自動車・同部分品・付属品小売業　二輪自動車小売業　自転車小売業

家具・じゅう器・機械 家具小売業　建具小売業　畳小売業　電気機械器具小売業　ガス器具小売業

　器具小売業 金物・荒物小売業

その他の小売業 医薬品・化粧品小売業　農耕用品小売業　燃料小売業　ガソリンスタンド

書籍・文房具小売業　スポーツ用品小売業　がん具小売業　写真機小売業

時計・眼鏡・光学機器小売業　花・植木小売業　建築材料小売業　

美術品小売業　リサイクルショップ

金融・保険業 銀行業 日本銀行　普通銀行　信託銀行　外国銀行支店　長期信用銀行

協同組織金融業 信用金庫　信用協同組合　商工組合中央金庫　労働金庫　農林中央金庫

郵便貯金取扱機関， 日本郵政公社貯金事務センター　国際協力銀行　日本政策投資銀行

　政府関係金融機関 国民生活金融公庫

貸金業，投資業等 消費者向け無担保貸金業　質屋　クレジットカード業　中小企業投資育成会社

　非預金信用機関 証券金融会社　ファクタリング業

証券業，商品先物 証券業　投資信託委託会社　抵当証券業　証券投資顧問業　

　取引業 商品投資販売業　金融先物取引業

補助的金融業，金融 短資会社　手形交換所　両替業　信用保証機関　預・貯金等保険期間

　附帯業 証券取引所　商品取引所　金融先物取引所

保険業（保険媒介代理 生命保険業　損害保険業　共済事業　生命保険代理店　損害査定事務所

　業，保険サービス業 日本郵政公社簡易保険事務センター

　を含む）

不動産業 不動産取引業 建物売買業　土地売買業　不動産代理業　土地分譲業

不動産賃貸業・管理業 貸事務所業　土地賃貸業　貸家業　県住宅供給公社（貸家業のもの）　

貸間業　駐車場業　駐車場管理業　不動産管理業

飲食店， 一般飲食店 食堂  日本料理店　西洋料理店　中華料理店　そば屋　すし屋　焼肉店

宿泊業 喫茶店　お好み焼屋　ハンバーガ店（その場で飲食させるもの）

遊興飲食店 料亭　バー　キャバレー　居酒屋　ビヤホール

宿泊業 旅館　ホテル　簡易宿泊所　下宿業　共済組合宿泊所　保養所　

リゾートクラブ　会社の寄宿舎　会社の独身寮　学生寮　キャンプ場

医療，福祉 医療業 病院　医院　一般診療所　歯科診療所　歯科技工所　助産所　看護業　

訪問看護ステーション　マッサージ業　アイバンク　骨髄バンク

保険衛生 保健所　健康相談施設　検疫所　水質検査業　市町村消毒所　犬管理事務所

社会保険・社会福祉・ 健康保険組合　国家（地方）公務員共済組合　社会保険事務所　福祉事務所

　介護事業 保育所　児童相談所　特別養護老人ホーム　介護老人福祉施設

障害者福祉事業　更生保護事業　訪問介護事業　社会福祉協議会

主      な      業      種



分類項目

教育， 学校教育 小学校　中学校  高等学校  大学  短期大学  高等専門学校　盲学校　

学習支援業 ろう（聾）学校　養護学校　幼稚園　専修学校　各種学校

その他の教育，学習 公民館　図書館　博物館　美術館　動物園　青年の家　社会通信教育

　支援業 航空保安大学校　職業能力開発大学校　少年院　児童自立支援施設

学習塾　ピアノ教授所　英会話教授所　フィットネスクラブ　料理学校

複合 郵便局（別掲を除く） 郵便局（主として信書を送達する地域区分局を除く） 簡易郵便局　

サービス事業 協同組合（他に分類さ 農業協同組合(各種の事業を行うもの)　漁業協同組合(各種の事業を行うもの)

　れないもの） 森林組合(各種の事業を行うもの)　織物協同組合(各種の事業を行うもの)

サービス業 専門サービス業（他に 法律事務所　特許事務所　公証人役場　司法書士事務所　公認会計士事務所

（他に分類さ 　分類されないもの） 税理士事務所　獣医業　建築設計業　地質調査業　デザイン業　著述家業

れないもの） 芸術家業　写真業　興信所　社会保険労務士事務所　経営コンサルタント業

学術・開発研究機関 自然科学研究所　工学研究所　農学研究所　人文・社会科学研究所　

洗濯・理容・美容・ クリーニング業　クリーニング取次業　リネンサプライ業　洗張業　染物業

　浴場業 コインシャワー業　理・美容業　エステティックサロン　銭湯業　温泉浴場業

その他の生活関連 旅行業　旅行業者代理店業　家事サービス業　衣服裁縫修理業　物品預り業

　サービス業 火葬業　墓地管理業　冠婚葬祭業　結婚紹介業　写真現像・焼付業

娯楽業 映画館　劇場　劇団　楽団　舞踊団　競輪場　競馬場　体育館　ゴルフ場

公園　遊園地　テーマパーク　遊戯場　カラオケボックス　

廃棄物処理業 し尿処理運搬業  浄化槽清掃業  清掃事務所  産業廃棄物処分業

自動車整備業 自動車整備業  自動車修理業  自動車再生業　自動車洗車業  

機械等修理業（別掲を 機械修理業　電気機械器具修理業　建設機械整備業　家具修理業　表具業

　除く） 時計修理業　履物修理業　金物修理業

物品賃貸業 各種物品レンタル業　産業用機械器具賃貸業　建設機械器具賃貸業

レンタカー業　レンタルビデオ業　貸衣しょう業

広告業 広告代理業　屋外広告業　郵便広告業　サンプル配布業

その他の事業 速記業　ワープロ入力請負業　複写業　商品検査業　計量証明業　

　サービス業 ビルメンテナンス業　民営職業紹介所　労働者派遣業　警備業　非破壊検査業

政治・経済・文化団体 商工会　商工会議所  生命保険協会　全国銀行協会連合会　労働組合  

日本学術振興会　日本芸術院　政党　新聞クラブ　育英会

宗教 神道系宗教  仏教系宗教  キリスト教系宗教

その他のサービス業 県民会館  勤労会館  中央・地方卸売市場  動物検疫所

外国公務 大使館  総領事館　国際連合広報センター　在日アメリカ合衆国軍施設

公務 国家公務 国会　裁判所　行政機関

（他に分類さ 地方公務 都道府県庁　市区役所　町村役場　教育委員会　警察署　消防署

れないもの）

分類不能の産業

主      な      業      種



（ 職  業 ）

分類項目

技術者 技術者 農業技術者    営農指導員    農業改良普及員  　畜産技術者  　林業技術者

水産技術者    食品製造技術者  　醸造製造技術者  　機械技術者  　金属製錬技術者

ボイラ設計技師  　電気技術者  　光学機械設計技師  　電子計算機製造技術者

化学技術者    医薬品製造技術者    建築技術者  　建築士    土木技術者

測量士    情報処理技術者    プログラマー  　生糸検査員  　地質調査技術者

教員 教員 幼稚園教員  　小学校教員  　中学校教員  　高等学校教員  　助教諭  　養護教諭

大学教員    大学院教授  　大学講師    大学助手  　盲学校教員  　ろう学校教員

養護学校教員    専修学校教員    自動車学校教科教員    自治大学教員

職業訓練指導員    予備校教員    少年院教官

その他の 科学研究者 物理学研究員  　気象研究員  　機械工学研究員  　建築工学研究員

専門的・ 食品化学研究員　　医学研究員    人文科学研究員    心理学研究員    経済学研究員

技術的 保健医療従事者 医師    眼科医    放射線科医    監察医    精神科医    病理学医    校医

職業従事者 法医学医    保健所長    歯科医    獣医    と畜検査員  　家畜防疫官  　薬剤師

薬剤官　　薬局長　　保健師  　保健指導員  　助産師    看護師    准看護師

診療放射線技師    診療エックス線技師  　臨床検査技師

衛生検査技師    歯科衛生士  　歯科技工士  　栄養士  　栄養指導員　　はり師    あん摩師

マッサージ師    指圧師  　柔道整復師  　理学療法士  　食品衛生管理者  　検眼師

社会福祉専門 保育士    養護施設保育士    社会福祉主事    母子寮寄宿舎指導員

　　職業従事者 保護監察官    ケースワーカー

法務従事者 裁判官 　判事補 　検察官 　検事 　弁護士 　公証人 　司法書士 　執行官 　弁理士

公認会計士，税理士 会計士  　会計士補  　税理士  　税務代理士

宗教家 神主    住職    伝道師  　神父  　教祖    修道僧

文芸家，記者，編集者 著述家  　作詩家  　脚本家  　コピーライター  　評論家

新聞記者    論説委員    新聞編集者

美術家，写真家， 彫刻家    画家    イラストレーター    図案家    書家    陶芸家

　　デザイナー 商業デザイナー    写真技師  写真記者  テレビカメラ撮影技師

音楽家 作曲家　　歌手  　ピアニスト  　ピアノ個人教師

舞台芸術家 俳優    舞踊家  　司会者  　演出家  　ダンス教師

その他の専門的・ 個人教師    職業スポーツ家    プロ野球選手    茶道個人教授

　　技術的職業従事者 社会保険労務士    社会教育主事  　行政書士  　司書  　海事鑑定人  　ピアノ調律師

管理的 管理的公務員 衆議院議員    事務次官    会計検査官    公安委員    郵便局長

職業従事者 都道府県議会議員    知事    教育委員

会社・団体等の役員 会社社長    銀行頭取    会社監査役    事業団理事    公団総裁

労働組合委員長  　政党総裁

その他の 部長  　工場長  　支店長  　参与    秘書室長    秘書役    顧問    監査役

　　管理的職業従事者 駅長  　事務長(私立大学・財団法人)    鉄道管理局長    自動車営業所長

事務従事者 一般事務従事者 筆耕人    秘書    司法修習生    課長補佐    レジスター係員

銀行窓口事務員    税理事務員

外勤事務従事者 外務集金人  　電気料金集金人  　保険掛金集金人  　新聞料金集金人

水道メーター検針人

運輸・通信事務従事者 駅務掛    タクシー配車係  　有料道路料金徴収人  　郵便窓口事務員

郵便主事    電報受付事務員

その他の事務従事者 速記者    タイピスト  　ワープロオペレータ  　電子計算機操作員  　複写機操作員

販売従事者 商品販売従事者 小売店主    スーパーマーケット店長    卸売店主    砂利販売店主

飲食店主    販売店員  ガソリン給油人   行商従事者    配置売薬人

化粧品訪問販売員    露天販売従事者    立売人    再生資源回収人

チリ紙交換人    商品販売外交人    新聞拡張員

医薬品プロパー    商品仲立人    せり人

販売類似職業従事者 不動産売買人  　建物仲介人  　貸家業主    保険代理店主  　保険外交員  　質屋店主

印刷受注員    証券外交員  　銀行外務員  　洗濯注文取り  　街頭宝くじ販売人

広告代理人    場外馬券販売人    取次人    内職周旋人

主      な      職      種



分類項目

家庭生活 家庭生活支援ｻｰﾋﾞｽ 家政婦（夫）  　家事手伝い　　　ハウスキーパー　　　派出婦（夫）

支援ｻｰﾋﾞｽ 　　職業従事者 ホームヘルパー　　　訪問介護員　　　家庭奉仕員　　　炊事人（個人家庭）　　

職業従事者 ベビーシッター（子守）　　　留守番

保安 保安職業従事者 自衛官  　防衛大学校学生  　警察官  　刑事  　皇宮護衛官  　海上保安官  　刑務官

職業従事者 看守(矯制施設)  　税関監視官  　入国警備官  　消防員  　救急車運転手(消防官)

私設消防員  　警備員  　守衛    交通巡視員  　学童擁護員

建設現場誘導員    少年補導員

その他の 生活衛生 理容師  　理容師インターン  　美容師  　着付師  　美顔術師  　浴場主

サービス 　　サービス職業従事者 ボイラマン(浴場)  　番台  　クリーニング工  　洗濯物仕上工

職業従事者 飲食物調理従事者 調理師  　皿洗い  　板前  　給食センター調理人  　バーテンダー

接客・給仕職業従事者 食堂給仕従事者  　仲居  　客室乗務員　　配膳人　　芸者　　劇場出札係

競馬場馬券販売員  　キャディ  　パチンコ店店員  　旅館業主  　ホテル支配人

居住施設・ アパート管理人  　寄宿舎指導員  　ろう学校寄宿舎指導員    下宿業者  　ビル管理人

　　ビル等管理人 自動車駐車場管理人  　駐車場料金徴収員  　駐車場誘導員

その他の 旅行・観光ガイド  　レンタルビデオ受付員  　自転車預かり人  　自転車賃貸人

　　サービス職業従事者 葬儀屋  　赤帽  　モップ賃貸人  　広告宣伝員  　犬猫の理容師

農林漁業 農業作業者 農業作業者

作業者 林業作業者 林業作業者

漁業作業者 漁業作業者

運輸・通信 鉄道運転従事者 電気機関士  　ディーゼル機関士  　蒸気機関士  　電車運転士  　モノレール運転士

従事者 気動車運転士

自動車運転者 貨物自動車運転者  　自動車運転指導員

船舶・航空機 船長  　タンカー船長  　旅客船航海士  　運航士  　水先人  　旅客船機関長

　　運転従事者 旅客船機関士  　航空機操縦士  　航空機関士    テストパイロット

その他の運輸従事者 鉄道車掌  　バスガイド  　鉄道信号掛  　構内手  　甲板員  　操だ手  　船舶機関員

船舶機関庫手  　フォークリフト運転手　　船舶注油員　　船頭

バス営業所誘導員

通信従事者 無線通信士  　無線技術士  　有線通信士  　電報送受信員  　電話交換手

郵便配達員　　電報配達員  　航空管制官  　電波監視官

採掘作業者 採掘作業者 砂利採取作業者　　土石採取作業者　　採土作業者　　粘土採取作業者

製造・制作・ 窯業・土石製品 ガラス原料粉砕工  　陶磁器素地土調整工  　陶土精製工  　セラミック原料混合工

機械運転 　　製造作業者 れんが原料調整工  　かわら素地土調整工  　セメント原料工  　石こう原料工

及び 金属材料製造作業者 製鉄工  　製鋼工  　鋳物用鉄溶解工  　非鉄金属製錬工  　鋳銅工  　溶融電解炉工

建設作業者 一般機械器具 工作機械組立工  　建設機械組立工  　織機組立工  　機械据付工  　織機保全工

　　組立・修理作業者 エレベータ修理工

食料品製造作業者 精米工    製粉工    みそ製造工    醤油製造工　　パン製造工    菓子製造工

衣服・繊維製品 洋服仕立工  　洋裁師  　洋裁見習  　テーラー  　和服仕立工  　和服裁縫工

　　製造作業者 和服仕立直し工  　帯仕立工  　刺しゅう工  　ミシン縫製工  　カーテン縫製工

印刷・製本作業者 植字工  　写真植字機オペレータ  　印刷製版工  　写真製版工  　製版焼付工

オフセット製版工  　印刷工  　スクリーン印刷工  　活版印刷工  　時計文字版印刷工

定置機関・機械及び ボイラ技士  　起重機運転工  　クレーン運転工  　コンベア運転工  　巻上機運転工

　　建設機械運転作業者 リフト運転工  　エレベータ装置操作工  　ブルドーザ運転工

建設作業者 大工  　営繕大工  　とび職  　足場踏み職  　れんが積工  　ブロック積工

タイル張り工  　屋根職  　左官  　壁塗り職  　配管工  　鉛管工  　畳職  　畳修理人

土木工  　コンクリート枠組立工  　生コンクリート圧送工  　型枠大工  　舗装工

労務作業者 運搬労務作業者 船内荷役作業者  　沿岸荷役作業者  　船舶仲士  　陸上荷役作業者

荷物運搬人  　引越作業者  　倉庫作業員  　倉庫管理係  　新聞配達員　  牛乳配達員

宅配便配達員  　宅配便運転手  　出前持ち  　内職回収人  　荷造工

その他の労務作業者 清掃員  　じん芥収集作業員    用務員    貨物自動車助手

分類不能の職業      

主      な      職      種


