
分類番号 業種
今回から
○：追加先
×：外れた先

分類番号 業種

0113

野菜作農業（きのこ類の栽培を含む）（製造加工設備を有するもやし栽培農業、作
業所内において工場的生産設備（最小限温度又は湿度調節装置及び育成管理室
を有することが必要。以下同じ。）をもって生産及び卸売する菌床栽培方式のきの
こ栽培農業、並びに作業所内において工場的生産設備をもって生産及び卸売する
苗床栽培方式のかいわれ大根栽培農業に限る。）

〇 0113

野菜作農業（きのこ類の栽培を含む）（製造加工設備を有するもやし栽培農業、作
業所内において工場的生産設備（最小限温度又は湿度調節装置及び育成管理室
を有することが必要。以下同じ。）をもって生産及び卸売する菌床栽培方式のきの
こ栽培農業、並びに作業所内において工場的生産設備をもって生産及び卸売する
苗床栽培方式のかいわれ大根栽培農業に限る。）

0551 耐火粘土鉱業 〇 0551 耐火粘土鉱業

0553 ドロマイト鉱業 〇 0553 ドロマイト鉱業

0556 天然けい砂鉱業 〇 0556 天然けい砂鉱業

0599 他に分類されない鉱業 〇 0599 他に分類されない鉱業

0641 建築工事業(木造建築工事業を除く) 〇 0641 建築工事業(木造建築工事業を除く)

0771 塗装工事業（道路標示・区画線工事業を除く） 〇 0771 塗装工事業（道路標示・区画線工事業を除く）

0772 道路標示・区画線工事業 〇 0772 道路標示・区画線工事業

0796 はつり・解体工事業 〇 0796 はつり・解体工事業

1114 綿紡績業 〇 1114 綿紡績業

1145 織物手加工染色整理業 〇 1145 織物手加工染色整理業

1157 フェルト・不織布製造業 〇 1157 フェルト・不織布製造業

1292 コルク加工基礎資材・コルク製品製造業 〇 1292 コルク加工基礎資材・コルク製品製造業

1392 窓用・扉用日よけ，日本びょうぶ等製造業 〇 1392 窓用・扉用日よけ，日本びょうぶ等製造業

1421 洋紙製造業 〇 1421 洋紙製造業

1631 石油化学系基礎製品製造業（一貫して生産される誘導品を含む） 〇 1631 石油化学系基礎製品製造業（一貫して生産される誘導品を含む）

1633 発酵工業 〇 1633 発酵工業

1636 合成ゴム製造業 〇 1636 合成ゴム製造業

1643 界面活性剤製造業（石けん，合成洗剤を除く） 〇 1643 界面活性剤製造業（石けん，合成洗剤を除く）

1831 電気機械器具用プラスチック製品製造業（加工業を除く） 〇 1831 電気機械器具用プラスチック製品製造業（加工業を除く）

1932 ゴムホース製造業 〇 1932 ゴムホース製造業

2113 ガラス製加工素材製造業 〇 2113 ガラス製加工素材製造業

2194 鋳型製造業（中子を含む） 〇 2194 鋳型製造業（中子を含む）

2251 銑鉄鋳物製造業（鋳鉄管，可鍛鋳鉄を除く） 〇 2251 銑鉄鋳物製造業（鋳鉄管，可鍛鋳鉄を除く）

2446 製缶板金業 〇 2446 製缶板金業

2521 ポンプ・同装置製造業 〇 2521 ポンプ・同装置製造業

2596 他に分類されないはん用機械・装置製造業 〇 2596 他に分類されないはん用機械・装置製造業

2631 化学繊維機械・紡績機械製造業 〇 2631 化学繊維機械・紡績機械製造業

(令和４年７月１日～令和４年９月３０日) (令和４年１０月１日～令和４年１２月３１日)
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2633 染色整理仕上機械製造業 〇 2633 染色整理仕上機械製造業

2642 木材加工機械製造業 〇 2642 木材加工機械製造業

2652 化学機械・同装置製造業 〇 2652 化学機械・同装置製造業

2661 金属工作機械製造業 〇 2661 金属工作機械製造業

2693 真空装置・真空機器製造業 〇 2693 真空装置・真空機器製造業

2732 はかり製造業 〇 2732 はかり製造業

3031 電子計算機製造業（パーソナルコンピュータを除く） 〇 3031 電子計算機製造業（パーソナルコンピュータを除く）

3251 娯楽用具・がん具製造業（人形を除く） 〇 3251 娯楽用具・がん具製造業（人形を除く）

3252 人形製造業 〇 3252 人形製造業

3291 煙火製造業 〇 3291 煙火製造業

3294 モデル・模型製造業 〇 3294 モデル・模型製造業

3299 他に分類されないその他の製造業 〇 3299 他に分類されないその他の製造業

3914 ゲームソフトウェア業 〇 3914 ゲームソフトウェア業

3923 市場調査・世論調査・社会調査業 〇 3923 市場調査・世論調査・社会調査業

4141 出版業 〇 4141 出版業

4711 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 〇 4711 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）

5213 野菜卸売業 〇 5213 野菜卸売業

5329 その他の化学製品卸売業 〇 5329 その他の化学製品卸売業

5491 輸送用機械器具卸売業（自動車を除く） 〇 5491 輸送用機械器具卸売業（自動車を除く）

5594 娯楽用品・がん具卸売業 〇 5594 娯楽用品・がん具卸売業

5597 書籍・雑誌卸売業 〇 5597 書籍・雑誌卸売業

5821 野菜小売業 〇 5821 野菜小売業

8062 囲碁・将棋所 〇 8062 囲碁・将棋所

8092 マリーナ業 〇 8092 マリーナ業

8242 書道教授業 〇 8242 書道教授業

8243 生花・茶道教授業 〇 8243 生花・茶道教授業

8812 し尿処分業 〇 8812 し尿処分業

8911 自動車一般整備業 〇 8911 自動車一般整備業

9031 表具業 〇 9031 表具業
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