
分類番号 業種
今回から
○：追加先
×：外れた先

分類番号 業種

0221 素材生産業 〇 0221 素材生産業

0242 素材生産サービス業 〇 0242 素材生産サービス業

0521 石炭鉱業（石炭選別業を含む） 〇 0521 石炭鉱業（石炭選別業を含む）

0542 石英粗面岩・同類似岩石採石業 〇 0542 石英粗面岩・同類似岩石採石業

0547 粘板岩採石業 〇 0547 粘板岩採石業

0557 石灰石鉱業 〇 0557 石灰石鉱業

0661 建築リフォーム工事業 〇 0661 建築リフォーム工事業

0744 コンクリートブロック工事業 〇 0744 コンクリートブロック工事業

0795 防水工事業 〇 0795 防水工事業

0821 電気通信工事業（有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く） 〇 0821 電気通信工事業（有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く）

0822 有線テレビジョン放送設備設置工事業 〇 0822 有線テレビジョン放送設備設置工事業

0823 信号装置工事業 〇 0823 信号装置工事業

0839 その他の管工事業 〇 0839 その他の管工事業

0841 機械器具設置工事業（昇降設備工事業を除く） 〇 0841 機械器具設置工事業（昇降設備工事業を除く）

0842 昇降設備工事業 〇 0842 昇降設備工事業

0952 砂糖精製業 〇 0952 砂糖精製業

0962 小麦粉製造業 〇 0962 小麦粉製造業

0969 その他の精穀・製粉業 〇 0969 その他の精穀・製粉業

1063 有機質肥料製造業 〇 1063 有機質肥料製造業

1151 綱製造業 〇 1151 綱製造業

1212 単板（ベニヤ）製造業 〇 1212 単板（ベニヤ）製造業

1222 合板製造業 〇 1222 合板製造業

1223 集成材製造業 〇 1223 集成材製造業

1231 竹・とう・きりゅう等容器製造業 〇 1231 竹・とう・きりゅう等容器製造業

1232 木箱製造業 〇 1232 木箱製造業

1393 鏡縁・額縁製造業 〇 1393 鏡縁・額縁製造業

1451 重包装紙袋製造業 〇 1451 重包装紙袋製造業

1452 角底紙袋製造業 〇 1452 角底紙袋製造業

1511 オフセット印刷業（紙に対するもの） 〇 1511 オフセット印刷業（紙に対するもの）

(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)

セーフティネット保証５号の指定業種の比較表（今回より追加先）



1512 オフセット印刷以外の印刷業（紙に対するもの） 〇 1512 オフセット印刷以外の印刷業（紙に対するもの）

1513 紙以外の印刷業 〇 1513 紙以外の印刷業

1521 製版業 〇 1521 製版業

1531 製本業 〇 1531 製本業

1532 印刷物加工業 〇 1532 印刷物加工業

1591 印刷関連サービス業 〇 1591 印刷関連サービス業

1612 複合肥料製造業 〇 1612 複合肥料製造業

1619 その他の化学肥料製造業 〇 1619 その他の化学肥料製造業

1635 プラスチック製造業 〇 1635 プラスチック製造業

1645 印刷インキ製造業 〇 1645 印刷インキ製造業

1651 医薬品原薬製造業 〇 1651 医薬品原薬製造業

1652 医薬品製剤製造業 〇 1652 医薬品製剤製造業

1694 ゼラチン・接着剤製造業 〇 1694 ゼラチン・接着剤製造業

2122 生コンクリート製造業 〇 2122 生コンクリート製造業

2142 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業 〇 2142 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業

2143 陶磁器製置物製造業 〇 2143 陶磁器製置物製造業

2147 陶磁器絵付業 〇 2147 陶磁器絵付業

2148 陶磁器用はい（坏）土製造業 〇 2148 陶磁器用はい（坏）土製造業

2149 その他の陶磁器・同関連製品製造業 〇 2149 その他の陶磁器・同関連製品製造業

2192 石こう（膏）製品製造業 〇 2192 石こう（膏）製品製造業

2235 伸鉄業 〇 2235 伸鉄業

2422 機械刃物製造業 〇 2422 機械刃物製造業

2425 手引のこぎり・のこ刃製造業 〇 2425 手引のこぎり・のこ刃製造業

2432 ガス機器・石油機器製造業 〇 2432 ガス機器・石油機器製造業

2442 建設用金属製品製造業（鉄骨を除く） 〇 2442 建設用金属製品製造業（鉄骨を除く）

2469 その他の金属表面処理業 〇 2469 その他の金属表面処理業

2481 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 〇 2481 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

2534 工業窯炉製造業 〇 2534 工業窯炉製造業

2814 集積回路製造業 〇 2814 集積回路製造業

2823 コネクタ・スイッチ・リレー製造業 〇 2823 コネクタ・スイッチ・リレー製造業

2899 その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 〇 2899 その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業

2929 その他の産業用電気機械器具製造業（車両用，船舶用を含む） 〇 2929 その他の産業用電気機械器具製造業（車両用，船舶用を含む）

3039 その他の附属装置製造業 〇 3039 その他の附属装置製造業

3211 貴金属・宝石製装身具（ジュエリー）製品製造業 〇 3211 貴金属・宝石製装身具（ジュエリー）製品製造業

3212 貴金属・宝石製装身具（ジュエリー）附属品・同材料加工業 〇 3212 貴金属・宝石製装身具（ジュエリー）附属品・同材料加工業

3219 その他の貴金属製品製造業 〇 3219 その他の貴金属製品製造業

3221 装身具・装飾品製造業（貴金属・宝石製を除く） 〇 3221 装身具・装飾品製造業（貴金属・宝石製を除く）

3231 時計・同部分品製造業 〇 3231 時計・同部分品製造業

3297 眼鏡製造業（枠を含む） 〇 3297 眼鏡製造業（枠を含む）



5129 その他の衣服卸売業 〇 5129 その他の衣服卸売業

5311 木材・竹材卸売業 〇 5311 木材・竹材卸売業

5342 鉄鋼一次製品卸売業 〇 5342 鉄鋼一次製品卸売業

5515 陶磁器・ガラス器卸売業 〇 5515 陶磁器・ガラス器卸売業

5519 その他のじゅう器卸売業 〇 5519 その他のじゅう器卸売業

5591 金物卸売業 〇 5591 金物卸売業

5592 肥料・飼料卸売業 〇 5592 肥料・飼料卸売業

5596 ジュエリー製品卸売業 〇 5596 ジュエリー製品卸売業

5598 代理商，仲立業 〇 5598 代理商，仲立業

5913 自動車部分品・附属品小売業 〇 5913 自動車部分品・附属品小売業

6021 金物小売業 〇 6021 金物小売業

6023 陶磁器・ガラス器小売業 〇 6023 陶磁器・ガラス器小売業

6029 他に分類されないじゅう器小売業 〇 6029 他に分類されないじゅう器小売業

6043 肥料・飼料小売業 〇 6043 肥料・飼料小売業

6064 紙・文房具小売業 〇 6064 紙・文房具小売業

6095 ジュエリー製品小売業 〇 6095 ジュエリー製品小売業

7022 建設機械器具賃貸業 〇 7022 建設機械器具賃貸業

7299 他に分類されない専門サービス業 〇 7299 他に分類されない専門サービス業

7422 測量業 〇 7422 測量業

7429 その他の土木建築サービス業 〇 7429 その他の土木建築サービス業

7442 非破壊検査業 〇 7442 非破壊検査業

7625 焼肉店 〇 7625 焼肉店

7931 衣服裁縫修理業 〇 7931 衣服裁縫修理業

7962 結婚式場業 〇 7962 結婚式場業

8045 ボウリング場 〇 8045 ボウリング場

8241 音楽教授業 〇 8241 音楽教授業

8299 他に分類されない教育，学習支援業 〇 8299 他に分類されない教育，学習支援業

8823 特別管理産業廃棄物収集運搬業 〇 8823 特別管理産業廃棄物収集運搬業

9212 複写業 〇 9212 複写業


