
分類項目

農業 農業 米・野菜作農業    観光農園    果樹作農業    切り花類栽培業    植木栽培業

林業 林業 育林業    営林局・営林署    生産森林組合    素材生産業    炭焼業

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

鉱業 金属鉱業 貴金属鉱業    金・銀・鉛・亜鉛鉱業  　チタン鉱業

建設業 建設業 総合工事業  　一般土木建築工事業  　道路舗装工事業    大工工事業
電気工事業  　冷暖房設備工事業    給排水設備工事業  　ガス配管工事業

食料品，飲料・ 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
たばこ・飼料 飲料・たばこ・飼料 清涼飲料製造業    酒類製造業    ｲﾝｽﾀﾝﾄｺｰﾋｰ製造業  　たばこ製造業 
製造業 製造業 飼料製造業    有機質肥料製造業

繊維工業 繊維工業 製糸業    生糸製造業  　綿紡績業  　ねん糸製造業  　織物業  　ニット生地製造業

化学工業，石 化学工業 化学肥料製造業  　複合肥料製造業  　無機・有機化学工業製品製造業
油製品・石炭 石油製品・石炭製品 石油精製業    舗装材料製造業
製品製造業 　　製造業

その他の プ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
化学諸工業 　　業（別掲を除く） 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

鉄鋼業， 鉄鋼業 製鋼業  　圧延鋼材製造業  　熱間圧延鋼材製造業  　鋼管製造業  　ピアノ線製造業
非鉄金属 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
製造業

金属製品 金属製品製造業 ブリキ缶製造業    食卓用ﾅｲﾌ・ﾌｫｰｸ・ｽﾌﾟｰﾝ製造業    機械刃物製造業
製造業

一般機械・ 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
精密機械・ 精密機械器具製造業 光学機械器具・ﾚﾝｽﾞ製造業    顕微鏡製造業    ファイバースコープ製造業
武器製造業

電気機械器具 電気機械器具製造業 発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業　　送配電用変圧器製造業
製造業

輸送用機械 輸送用機械器具 自動車・同附属品製造業  　鉄道車両・同部分品製造業  　自転車・同部分品製造業
器具製造業 　　製造業 船舶製造・修理業    舶用機関製造業    航空機・同附属品製造業

その他の 木材・木製品製造業 製材業    造作材・合板・集成製材製造業    建築用木製組立材料製造業
製造業 出版・印刷・同関連 新聞業  　出版業  　印刷出版業(書籍，教科書，辞典，雑誌など)  　写真製版業

　　産業 活字製造業    印刷用プラスチック版製造業    印刷校正業

電気・ガス・ 電気・ガス・熱供給・ 水力・火力・原子力発電所  　鉄道会社発電所  　変電所  　サービスステーション
熱供給・ 　　水道業 公営企業｛電気局(部)ガス局(部・課) ，水道局(部)｝　　ガス供給業
水道業 上水道組合  　浄水場  　ポンプ場    市役所水道課    下水処理場

運輸・通信業 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
道路旅客運送業 乗合バス業    定期観光バス業    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    宅配便業    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  　定期航空運送業  　不定期航空運送業  　観光飛行業  　飛行船業
倉庫業 普通倉庫業  　トランクルーム業  　冷蔵倉庫業  　水面木材倉庫業
運輸に附帯する 一般旅行業  　旅行業代理店業  　一般港湾運送業  　船内荷役業  　運送代理店
　　サービス業 運輸施設提供業    自動車ターミナル業    検数・検量業
郵便業 郵便局  　郵便配達請負業  　郵便切手類販売所    印紙売り捌き所
電気通信業 国内電気通信業    有線放送電話業

移動無線センター    ポケットベルサービス業    電報配達請負業

卸売業 卸売業 各種商品卸売業  　総合商社  　貿易商社  　繊維品卸売業  　化学繊維卸売業

織物・衣服・ 織物・衣服・ 呉服・和服小売業  　服地小売業    寝具小売業    男子・婦人服小売業
身の回り品・ 　　身の回り品小売業 子供服小売業    靴・履物小売業  　かばん小売業    洋品雑貨小売業
家具・じゅう器・ 家具・じゅう器・家庭用 家具小売業    建具小売業    畳小売業    宗教用具小売業
家庭用機械 　　機械器具小売業 金物・荒物小売業  　陶磁器小売業    ガラス器小売業  　漆器小売業
器具小売業 ガス器具小売業    家庭用電気機械器具小売業    家庭用機械器具小売業

主      な      業      種
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分類項目

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

その他の 各種商品小売業 百貨店    各種商品小売業    総合スーパー    よろず屋
小売業 自動車・自転車小売業 自動車小売業    自動車部分品小売業    カーアクセサリー小売業

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

金融・保険業 金融・保険業 日本銀行    普通銀行    信託銀行    外国銀行支店    中小企業等金融業
郵政事業庁簡易保険事務センター    共済事業    損害査定業

不動産業 不動産業 建売業(自ら建築施工しないもの)  　土地売買業(自ら土地造成を行わないもの）

対個人 洗濯・理容・浴場業 クリーニング業    洗濯物取次所    貸おむつ業    洗張業    染物業
サービス業 その他の生活関連 家事サービス業    家政婦業    付添婦業    写真現像・焼付・引伸業

　　サービス業
旅館，その他の宿泊所 旅館　　ホテル　　割烹旅館　　簡易宿泊所　　下宿屋　　

共済組合宿泊所　　保養所　　会社の寄宿舎　　会社の独身寮　　学生寮

娯楽業 娯楽業(映画・ビデオ 映画館    劇場    劇場附属の劇団    演芸場    劇団
　　製作業を除く） 俳優業(フリーのもの)    芸能プロダクション  　競輪場    競馬
映画業・ビデオ製作業 映画・ビデオ制作業    映画配給会社  　タイトル書き業
放送業 公共放送業  　民間放送業  　有線テレビジョン放送

対事業所 情報ｻｰﾋﾞｽ・調査業 ソフトウェア業  　情報ｼｽﾃﾑ開発業  　情報処理サービス業  　市場調査業
サービス業 広告業 広告代理業    びら配り業    ダイレクトメール業

協同組合 農業(JA)・漁業・事業協同組合(各種事業を行うもの)
森林組合(各種事業を行うもの)

その他の 建物サービス業    ビル総合管理業    建物清掃業    電車清掃業
　　事業サービス業 害虫駆除業    コピーサービス業  　商品検査業    民営職業紹介業

警備業    非破壊検査業    労働者派遣業　　銀行事務代行業

専門 専門サービス業 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
サービス業 　　(他に分類され 税理士事務所  　獣医業    犬猫病院    設計監督業    地質調査業

　　　ないもの） 個人教授所    デザイン業    著述家業    経営コンサルタント業  　代書代願業
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
医療業 総合病院    大学病院    精神療養所    結核療養所    歯科医院    助産所

老人保健施設    老人訪問看護ステーション
保健衛生 保健所    ガン集団検診業    検疫所    市町村消毒所  　野犬捕獲業
教育 小・中学校    高等学校    大学    短期大学    高等専門学校
宗教 神道系宗教    仏教系宗教    キリスト教系宗教

その他の 駐車場業 駐車場業    モータープール業    自動車一時駐車場業
サービス業 自動車整備業 自動車整備業    自動車板金塗装業    自動車再生業    コイン洗車業

機械・家具等修理業 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
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
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

児童相談所    老人福祉事業    知的障害者福祉事業    社会福祉協議会
学術研究機関 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
政治・経済・文化団体 経済団体    商工会議所    労働組合    学術団体    文化団体  　政治団体
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 外国公館    大使館    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
(他に分類され 地方公務 都道府県庁　　教育委員会　　警察署　　消防署
　ないもの）

分類不能の産業

主      な      業      種


