
分類番号 業種
今回から
○：追加先
×：外れた先

分類番号 業種

0552 ろう石鉱業 × 0552 ろう石鉱業

0599 他に分類されない鉱業 × 0599 他に分類されない鉱業

0611 一般土木建築工事業 × 0611 一般土木建築工事業

0622 造園工事業 × 0622 造園工事業

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

0743 タイル工事業 × 0743 タイル工事業

0781 床工事業 × 0781 床工事業

1152 漁網製造業 × 1152 漁網製造業

1154 レース製造業 × 1154 レース製造業

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

1421 洋紙製造業 × 1421 洋紙製造業

1636 合成ゴム製造業 × 1636 合成ゴム製造業

1824 合成皮革製造業 × 1824 合成皮革製造業

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） × 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 × 1932 ゴムホース製造業

2114 ガラス容器製造業 × 2114 ガラス容器製造業

2151 耐火れんが製造業 × 2151 耐火れんが製造業

2152 不定形耐火物製造業 × 2152 不定形耐火物製造業

2159 その他の耐火物製造業 × 2159 その他の耐火物製造業

2194 鋳型製造業（中子を含む） × 2194 鋳型製造業（中子を含む）

2237 引抜鋼管製造業 × 2237 引抜鋼管製造業

2238 伸線業 × 2238 伸線業

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

2353 アルミニウム・同合金ダイカスト製造業 × 2353 アルミニウム・同合金ダイカスト製造業

2354 非鉄金属ダイカスト製造業（アルミニウム・同合金ダイカストを除く） × 2354 非鉄金属ダイカスト製造業（アルミニウム・同合金ダイカストを除く）

2492 金属製スプリング製造業 × 2492 金属製スプリング製造業

2521 ポンプ・同装置製造業 × 2521 ポンプ・同装置製造業

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

2645 包装・荷造機械製造業 × 2645 包装・荷造機械製造業

セーフティネット保証５号の指定業種の比較表（今回より外れた先）

(令和４年１０月１日～令和４年１２月３１日) (令和５年１月１日～令和５年３月３１日)



2652 化学機械・同装置製造業 × 2652 化学機械・同装置製造業

2653 プラスチック加工機械・同附属装置製造業 × 2653 プラスチック加工機械・同附属装置製造業

2661 金属工作機械製造業 × 2661 金属工作機械製造業

2672 フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 × 2672 フラットパネルディスプレイ製造装置製造業

2693 真空装置・真空機器製造業 × 2693 真空装置・真空機器製造業

2731 体積計製造業 × 2731 体積計製造業

2732 はかり製造業 × 2732 はかり製造業

2737 測量機械器具製造業 × 2737 測量機械器具製造業

2743 医療用品製造業（動物用医療機械器具を含む） × 2743 医療用品製造業（動物用医療機械器具を含む）

2842 電子回路実装基板製造業 × 2842 電子回路実装基板製造業

2912 変圧器類製造業（電子機器用を除く) × 2912 変圧器類製造業（電子機器用を除く)

2939 その他の民生用電気機械器具製造業 × 2939 その他の民生用電気機械器具製造業

3012 携帯電話機・ＰＨＳ電話機製造業 × 3012 携帯電話機・ＰＨＳ電話機製造業

3151 フォークリフトトラック・同部分品・附属品製造業 × 3151 フォークリフトトラック・同部分品・附属品製造業

3222 造花・装飾用羽毛製造業 × 3222 造花・装飾用羽毛製造業

3229 その他の装身具・装飾品製造業 × 3229 その他の装身具・装飾品製造業

3249 その他の楽器・楽器部品・同材料製造業 × 3249 その他の楽器・楽器部品・同材料製造業

3261 万年筆・ペン類・鉛筆製造業 × 3261 万年筆・ペン類・鉛筆製造業

3262 毛筆・絵画用品製造業（鉛筆を除く） × 3262 毛筆・絵画用品製造業（鉛筆を除く）

3269 その他の事務用品製造業 × 3269 その他の事務用品製造業

3291 煙火製造業 × 3291 煙火製造業

3292 看板・標識機製造業 × 3292 看板・標識機製造業

3299 他に分類されないその他の製造業 × 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 × 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 × 3923 市場調査・世論調査・社会調査業

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

4852 道路運送固定施設業 × 4852 道路運送固定施設業

5139 その他の身の回り品卸売業 × 5139 その他の身の回り品卸売業

5225 飲料卸売業（別掲を除く） × 5225 飲料卸売業（別掲を除く）

5321 塗料卸売業 × 5321 塗料卸売業

5421 自動車卸売業（二輪自動車を含む） × 5421 自動車卸売業（二輪自動車を含む）

5422 自動車部分品・附属品卸売業（中古品を除く） × 5422 自動車部分品・附属品卸売業（中古品を除く）

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

5699 その他の各種商品小売業（従業者が常時50人未満のもの） × 5699 その他の各種商品小売業（従業者が常時50人未満のもの）

6033 調剤薬局 × 6033 調剤薬局

6052 燃料小売業（ガソリンスタンドを除く） × 6052 燃料小売業（ガソリンスタンドを除く）

6811 建物売買業 × 6811 建物売買業

7041 自動車賃貸業 × 7041 自動車賃貸業

7311 広告業 × 7311 広告業



8062 囲碁・将棋所 × 8062 囲碁・将棋所

8093 遊漁船業 × 8093 遊漁船業

8812 し尿処分業 × 8812 し尿処分業

8911 自動車一般整備業 × 8911 自動車一般整備業


