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大分類 Ｇ－情報通信業 
 

総   説 

 

この大分類には，情報の伝達を行う事業所，情報の処理，提供などのサービスを行う事業所， 

インターネットに附随したサービスを提供する事業所及び伝達することを目的として情報の加工

を行う事業所が分類される。 

情報の伝達を行う事業所とは，電磁，非電磁を問わず，映像，音声，文字等の情報を伝達する

事業所及び伝達するための手段の設置，運用を行う事業所をいう。 

情報の処理，提供などのサービスを行う事業所とは，電子計算機のプログラムの作成を行う事

業所，委託により電子計算機等を用いて情報の処理を行う事業所及び情報を収集・加工・蓄積し，

顧客の求めに応じて提供する事業所をいう。 

インターネットに附随したサービスを提供する事業所とは，インターネットを通じて，上記以

外の通信業及び情報サービス業を行う事業所をいう。 

情報の加工を行う事業所とは，新聞，雑誌，ラジオ，テレビジョン，映画などの媒体を通じて

不特定多数の受け手を対象に大量に情報を伝達させるために，映像，音声，文字等の情報を加工

する事業所をいう。 

 

◎ 情報通信業と他産業との関係 

 (1) 製造業との関係 

 (ｱ) 主として新聞発行又は書籍等の出版を行う事業所は情報通信業とするが，主として新聞

又は書籍等の印刷及びこれに関連した補助的業務を行う事業所は「15 印刷・同関連業」

に分類される。 

 (ｲ) 情報記録物（新聞，書籍等の印刷物を除く）の原版を制作する事業所は情報通信業とす

るが，自ら原版の制作を行わず，情報記録物の大量複製のみを行う事業所は「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) 運輸業との関係 

情報記録物，新聞，書籍等の運送を行う事業所は「Ｈ 運輸業，郵便業」に分類される。 

 (3) 卸売業，小売業との関係 

    情報記録物，新聞，書籍等を購入して販売する事業所は｢Ｉ 卸売業，小売業｣に分類される。 

 (4) サービス業との関係 

 (ｱ) 情報記録物を賃貸する事業所は「70A 音楽・映像記録物賃貸業(別掲を除く)」に，書籍

を賃貸する事業所は「70B 他に分類されない物品賃貸業」に分類される。 

 (ｲ) 主として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及び広告媒体の

スペース又は時間を当該広告媒体企業と契約し，依頼人のために広告する事業所は「731 広

告業」に分類される。 

 (ｳ) 個人で詩歌，小説などの文芸作品の創作，文芸批評，評論などの専門的なサービスを提

供する事業所は「727 著述・芸術家業」に分類される。 

 (ｴ) 工業デザイン，クラフトデザイン，インテリアデザインなどの工業的，商業的デザイン

に関する専門的なサービスを提供する事業所は「726 デザイン業」に分類される。
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中分類 ３７－通 信 業 

 

総   説 

 

  この中分類には，有線，無線，その他の電磁的方式により情報を伝達するための手段の設置，

運用を行う事業所が分類される。 

  なお，伝達手段の設置のための工事を施工する事業所は「08 設備工事業」に分類される。 

 

 

 370 管理，補助的経済活動を行う事業所（37 通信業） 

 

主として通信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，支社・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・資材調達等の現業以外の業務を行う事業所及び通信業における活動を促進するため，同

一企業の他事業所において，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を提供する事業所

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・ 

本所・本店・支社・支所 

 

  自家用車庫 

 

    

 

 

 371 固定電気通信業 

 

   主として固定通信を行うための手段の設置，運用を行う事業所，有線による放送及び通話

両面の設備を用い一定の区域内における利用者のために放送と通話取扱のサービスを提供す

る事業所及び他に分類されない固定電気通信業を営む事業所をいう。 

 

○ 地域電気通信業 ○ 長距離電気通信業 ○ その他の固定電気通信業 

  東日本電信電話（株）      音声蓄積サービス業 

   （ＮＴＴ東日本） ＩＰ電話業   ファックス蓄積サービス業

   本社・支店・営業所    ＩＸ（インターネット・ 

   ネットワークセンター ○ 有線放送電話業    エクスチェンジ）業 

  西日本電信電話（株）   有線放送電話農業協同組合   ＩＳＰ（インターネット 

   （ＮＴＴ西日本）   有線放送電話共同施設協会    サービス・プロバイダ）

   本社・支店・営業所 有線放送電話協会（有線放   ＩＤＣ（インターネット 

   ネットワークセンター    送電話事業を営むもの）    ・データ・センター）業
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× 日本有線放送電話協会（931）            日本放送協会放送局（381） 

  街頭放送業（383）                 ＮＴＴ研修センタ（822） 

  有線音楽放送（ＢＧＭ）業（383） 

       

 

 372 移動電気通信業 

 

   主として移動通信を行うための手段の設置，運用を行う事業所をいう。 

 

○ 移動電気通信業   無線呼出し業   ＰＨＳ業 

  携帯電話業    衛星携帯電話業 

   

 

 

 373 電気通信に附帯するサービス業 

 

   他に分類されない電気通信に附帯するサービスを提供する事業所をいう。 

 

○ 電気通信に附帯するサー   移動無線センター   無線漁業協同組合 

   ビス業   全国漁業無線協会   空港無線電話業務受託会社

  電気通信業務受託会社   漁業無線協会  
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中分類 ３８－放 送 業 

 

総   説 

 

この中分類には，公衆によって直接視聴される目的をもって，無線又は有線の電気通信設備に

より放送事業（放送の再送信を含む）を行う事業所が分類される。 

ただし，有線の電気通信設備により放送及び通話両面のサービスを提供する事業所は「371 固

定電気通信業」に分類される。 

 

 

 380 管理，補助的経済活動を行う事業所（38 放送業） 

 

主として放送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，支社・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・資材調達等の現業以外の業務を行う事業所及び放送業における活動を促進するため，同

一企業の他事業所において，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を提供する事業所

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   自家用補修所 

   本社等    活動を行う事業所   自家用倉庫 

  管理事務を行う本社・ 

本所・本店・支社・支所 

 

  自家用車庫 

  自家用修理工場 

    

 

 

 381 公共放送業（有線放送業を除く） 

 

   主として公共の目的のため，非営利的に放送事業を行う事業所をいう。 

 

○ 公共放送業（有線放送業   日本放送協会（ＮＨＫ）  

   を除く）    本部  

    地方放送局  

    放送局支局  

    中継放送所  

   

× 日本放送協会放送技術研究所（711）      ＮＨＫサービスセンター（414） 

  日本放送協会放送文化研究所（712）      日本放送協会営業センター（929） 
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 382 民間放送業（有線放送業を除く） 

 

   主として広告料収入又は有料放送収入により放送事業を行う事業所をいう。 

   放送衛星又は通信衛星を利用して放送事業を行う事業所も本分類に含まれる。 

 

○ テレビジョン放送業   コミュニティＦＭ放送事   顧客管理代行事業者本社 

  テレビジョン放送事業者    業者本社・同放送局    （放送設備を有するもの）

   （ラジオ放送事業を兼営   短波放送事業者本社・同  

   するものを含む）    放送局 ○ その他の民間放送業 

   本社・同放送局・同放送    文字単営放送事業者本社 

    センター ○ 衛星放送業    ・同放送局 

   衛星放送事業者本社・同  

○ ラジオ放送業    放送局・同放送センター  

  中波ラジオ放送事業者本   委託放送事業者本社・同放  

   社・同放送局    送局・同放送センター  

  超短波（ＦＭ）放送事業   受託放送事業者本社・同放  

   者本社・同放送局    送局・同放送センター  

   

× 街頭放送業（383）      放送設備のない放送事業者支局（41A） 

 

 

 383 有線放送業 

 

主として有線の電気通信設備により放送事業を行う事業所をいう。 

 

○ 有線テレビジョン放送業 ○ 有線ラジオ放送業  

  ＣＡＴＶ業   有線音楽放送業  

  ケーブルテレビ業   街頭放送業  

  共同聴視業   告知放送業  

   

× 有線放送電話業（371）    
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中分類 ３９－情報サービス業 

 

総   説 

 

 この中分類には，情報の処理，提供などのサービスを行う事業所が分類される。 

 

 

 390 管理，補助的経済活動を行う事業所（39 情報サービス業） 

 

主として情報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，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，契約，仕入・原材料購入，役務・資材調達等の現業以外の業務を行

う事業所及び情報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おいて，

輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を提供する事業所をいう。 

 

○ 主として管理事務を行う ○ その他の管理，補助的経済   自家用補修所 

   本社等    活動を行う事業所   自家用倉庫 

  管理事務を行う本社・ 

本所・本店・支社・支所 

 

  自家用車庫 

  自家用修理工場 

    

 

 

 391 ソフトウェア業 

 

   電子計算機のプログラム，パッケージプログラムの作成，ゲームソフトウェアの作成及び

その作成に関して調査，分析，助言などを行う事業所をいう。 

また，情報通信機械器具，輸送用機械器具，家庭用電気製品等に組込まれ，機器の機能を

実現するためのソフトウェアを作成する事業所も本分類に分類される。 

 

○ 受託開発ソフトウェア業 ○ 組込みソフトウェア業 ○ ゲームソフトウェア業 

  プログラム作成業    ゲーム用ソフトウェア作 

  情報システム開発業 ○ パッケージソフトウェア業    成業 

ソフトウェア作成コンサ   

   ルタント業   

   

× 情報記録物製造業（ＣＤ，ＤＶＤなど）（32C）      ゲーム用カセット製造業（32C） 

  ゲーム用ソフトウェア製造業（大量に製造するもの）（32C） 

  ゲーム用光ディスク製造業（32C）     
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 39A 情報処理サービス業 

 

   電子計算機などを用いて委託された計算サービス（顧客が自ら運転する場合を含む），デー

タエントリーサービスなどを行う事業所をいう。 

 

○ 情報処理サービス業   タイムシェアリングサー   データエントリー業 

  受託計算サービス業    ビス業   パンチサービス業 

  計算センター   

   

 

 

 39B 情報提供サービス業 

 

   各種のデータを収集，加工，蓄積し，情報として提供する事業所をいう。 

 

○ 情報提供サービス業 データベースサービス業  

    （不動産情報，交通運輸  

    情報，気象情報，科学技  

    術情報などの提供サー  

    ビス業）  

   

× 市場調査業（39C）      世論調査業（39C）      ニュース供給業（41A） 

  興信所（72G）        観光案内業（ガイド）（79E） 

 

 

 39C その他の情報処理・提供サービス業 

 

   市場調査，世論調査など，他に分類されない情報処理・提供サービスを行う事業所をいう。 

 

○ その他の情報処理・提供   市場調査業   マーケットリサーチ業 

   サービス業   世論調査業  

     

× 情報提供サービス業（39B）   経営コンサルタント業（72E）   信用調査業（72G）
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中分類 ４０－インターネット附随サービス業 

 

総   説 
 

  この中分類には，インターネットを通じて，通信及び情報サービスに関する事業を行う事業

所であって，他に分類されない事業所が分類される。 
 
 
 400 管理，補助的経済活動を行う事業所（40 インターネット附随サービス業） 

 

主としてインターネット附随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，支社・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・資材調達等の現業以外の業務を行う事業所及びインターネッ

ト附随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おいて，輸送，清掃，

修理・整備，保安等の支援業務を提供する事業所をいう。 

 

○ 主として管理事務を行う ○ その他の管理，補助的経済   自家用補修所 

   本社等    活動を行う事業所    

  管理事務を行う本社・ 

本所・本店・支社・支所 

 

  自家用車庫 

  自家用修理工場 

    

 
 
 401 インターネット附随サービス業 

 

   主としてインターネットを通じて，情報の提供や，サーバ等の機能を利用させるサービス

を提供する事業所，音楽，映像等を配信する事業を行う事業所及びインターネットを利用す

る上で必要なサポートサービスを提供する事業所であって，他に分類されないものをいう。 

   ただし，広告の提供を目的とするものや，サーバ等の機能を主として他の事業の目的のた

めに利用させるものは，本分類には含まれない。 

 

○ ポータルサイト・サーバ 

   運営業 

○ アプリケーション・サービ

ス・コンテンツ・プロバ

○ インターネット利用サポ

ート業 

ウェブ情報検索サービス業    イダ   電子認証業 

インターネット・ショッピ   ＡＳＰ（アプリケーション   情報ネットワーク・セキュ

ング・サイト運営業    ・サービス・プロバイダ）    リティ・サービス業 

  インターネット・オーク 

   ション・サイト運営業 

  ウェブ・コンテンツ提供業

   （電気通信役務利用放 

 

 送に該当しないもの）  

   

× インターネット広告業（731）      インターネット専業銀行（622） 
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中分類 ４１－映像・音声・文字情報制作業 

 

総   説 

 

この中分類には，映画，ビデオ，又はテレビジョン番組の制作・配給を行う事業所，レコー 

ド又はラジオ番組の制作を行う事業所，新聞の発行又は書籍，定期刊行物などの出版を行う事

業所並びにこれらに附帯するサービスを提供する事業所が分類される。 

 

 

 410 管理，補助的経済活動を行う事業所（41 映像・音声・文字情報制作業） 

 

主として映像・音声・文字情報制作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，契約，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映像・音声・文字情報制作業における活動を促進するため，同一

企業の他事業所において，輸送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を提供する事業所を

いう。 

 

○ 主として管理事務を行う ○ その他の管理，補助的経済   自家用補修所 

   本社等    活動を行う事業所   自家用倉庫 

  管理事務を行う本社・ 

本所・本店・支社・支所 

 

  自家用車庫 

  自家用修理工場 

  自家用機材置場 

 
 

 411 映像情報制作・配給業 

 

   主として映画の制作を行う事業所又は制作及び配給の両者を行う事業所並びに記録物，創

作物などのビデオ制作を行う事業所，テレビジョン番組の制作，アニメーションの制作を行

う事業所及び映画，ビデオ又はテレビジョン番組の配給を行う事業所をいう。 

   フィルムの配達交換，購入などを行う事業所も本分類に含まれる。 

 

○ 映画・ビデオ制作業 ○ アニメーション制作業   映画配給業 

  映画撮影所    ケーブルテレビジョン番 

  小型映画制作業 ○ 映画・ビデオ・テレビジョ    組配給業 

    ン番組配給業   有線テレビジョン放送番 

○ テレビジョン番組制作業   映画フィルム配給部（映画 組配給業 

  テレビコマーシャル制作業    制作業から独立している  

    もの）  

   

× 情報記録物製造業（ＣＤ，ＤＶＤなど）（32C） 
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 412 音声情報制作業 

 

主としてレコードの企画・制作を行う事業所及びラジオ番組の制作を行う事業所をいう。 

 

○ レコード制作業   音楽出版会社 ○ ラジオ番組制作業 

  レコード会社   

     

× オーディオディスクレコード製造業（32C）    オーディオテープレコード製造業（32C） 

 

 

 413 新 聞 業 

 

   主として新聞の発行を行う事業所をいう。 

ただし，主として新聞の印刷を行う事業所は「151 印刷業」に分類される。 

 

○ 新聞業   新聞発行業   新聞印刷発行業 

  新聞社   

     

× 新聞印刷業（151）          新聞社支局（印刷発行を行わないもの）（41A） 

 

 

 414 出 版 業 

 

   主として書籍，教科書，辞典，パンフレット，雑誌，定期刊行物などの出版を行う事業所

をいう。 

   ただし，主として書籍等の印刷を行う事業所は「151 印刷業」に分類される。 

 

○ 出版業   時刻表出版業   カレンダー発行業 

  出版・印刷出版業（書籍,   電話帳出版業   情報誌発行業 

   教科書，辞典，パンフ   

   レット，雑誌，定期刊行   

   物など）   

   

× カレンダー印刷業（151）   書籍印刷業（151） 

 

 

 415 広告制作業 

 

主として印刷物にかかる広告の企画，制作を行う事業所をいう。 

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。 
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○ 広告制作業 広告制作プロダクション  

   （印刷物にかかるもの）    （印刷物にかかるもの）  

   

× 屋外広告業（総合的なサービスを提供するもの）（731） 

広告業（731）               広告代理業（731） 

 映像情報制作・配給業（411）        新聞業（413） 

出版業（414）                デザイン業（726）         

コピーライター業（72H）          著述家業（727） 

  テレビコマーシャル制作業（411）      

 

 

 41A ニュース供給業 

 

   新聞，定期刊行物，テレビジョン，ラジオ等にニュースを供給する事業所をいう。 

 

○ ニュース供給業   新聞社支局（発行を行わ   民間放送局支局（放送設備

  時事通信社    ないもの）    のないもの） 

  共同通信社   

   

× 新聞社支局（発行を主とするもの）（413）     

 

 

 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 

 

他に分類されない映像・音声・文字情報制作に附帯するサービスを提供する事業所をいう。 

 

○ その他の映像・音声・文字   タイトル書き業   映画・ビデオ照明業 

   情報制作に附帯するサ   ポストプロダクション業   レコーディングスタジオ 

  ービス業   貸スタジオ業（映画撮影・   レコーディングエンジニ 

 映画出演者あっせん業    録音用）    ア業 

  映画フィルム現像業    出版物編集業 

   

   

× 映画用諸道具賃貸業（70B）   演劇用諸道具賃貸業（70B）   映写機賃貸業（70B） 

  映画フィルム賃貸業（70B）   写真現像・焼付業（79D）    映写機修理業（901） 

  舞台照明業（80P）        

 


