■改訂のポイント■
表記を厚生労働省編職業分類表（H23改訂）に合わせるように変更
・原則、厚労省編職業分類の「小分類」を卓越職業分類表の「職種（１）」に、厚労省編職業分類の「細分類」を卓越職業分類表の「職種（２）」に表記（見習いは省略）。
・厚労省編職業分類の細分類が「その他の●●～」または「他に分類されない●●～」（職業分類番号XXX-99）は職種（２）欄に「等」と表記。
「その他の●●～」または「他に分類されない●●～」しか無いものなどは該当例を職種（２）に表記。
※例外：厚労省編職業分類の小分類が複数の部門に渡る場合（例：533 板金工 533-01 建築板金工→10部門、533-02 工場板金工→２部門、533-03 自動車板金工→６部門、533-99 他に分類されない板金工→２部門）や
「●●組立工・修理工」など便宜上統一している場合（例：591-01 時計組立工・605-03 時計修理工→４部門 時計組立工・修理工）等。

卓越した技能者の表彰要領（別表）記載の職業分類
旧
部門
職業分類
職 種 (１)
職 種 (２)
部門
職業分類
職
1
１ 金属材料製 (１) 製 銑工、製 ①製銑工、②製鋼工、③鋳物用鉄溶解工、④鋳
1
１ 金属材料製 (１)
造の職業
鋼工
鉄連続鋳造工、⑤造塊用鋳型補修工 等
造の職業
鋼工

(２)
錬工

非 鉄金属製 ①非鉄金属溶解炉工、②非鉄金 属浸出・浄液
工、③非鉄金属電解工、④銅精錬工(電解法を
除く)、⑤貴金属精錬工、⑥半導体材料精錬工
(多結晶シリコンなど)、⑦金属ウラン精錬工、
⑧非鉄金属鋳込造塊工 等

厚労省編職業分類表

新

(２)
錬工

(３)

鋳物工

①調砂工、②手込造型工、③機械込造型工、④
鋳込工 等

(３)

(４)

鍛造工

①鍛造操炉工、②自由鍛造工、③型打鍛造工、
④手かじ(鍛造)工 等

(４)

種 (１)
職 種 (２)
製銑工、製 ①製銑工、②製鋼工、③鋳物用鉄溶解工

等

小分類
細分類
521 製銑工、製 521-01 製銑工
鋼工

該当例、非該当例
該当例：炉前工（高炉）

非該当例：高炉制御・監視員［491-01］、製銑設備制御・
監視員［491-01］、鉱石焼結工［539-99］、ペレット工
［539-99］、高炉保全工［601-04］、炉修工（高炉）
［712-02］
521-02 製鋼工
該当例：造塊工（製鋼）、電気炉工（製鋼）、転炉炉前工
（製鋼）
非該当例：製鋼設備制御・監視員［491-01］、圧延工
［526-01］、転炉保全工［601-04］、炉修工（転炉）
［712-02］
521-03 鋳物用鉄溶融工 該当例：キュポラ工（鋳物用鉄溶融）、電気炉工（鋳物用
鉄溶融）
非該当例：鋳物用鉄溶融設備オペレーター［491-01］、ダ
イカスト用アルミニウム溶融工［522-01］
521-99 他に分類されな 該当例：高炉冷却工、トーピードカー運転員、取べ運搬
い製銑工、製鋼工
員、フェロアロイ製造工、溶銑輸送員
非鉄金属製 ①非鉄金属溶融炉工、②非鉄金属電解工、③半 522 非鉄金属製 522-01 非鉄金属溶融炉 該当例：鋳物用非鉄金属溶融工、ダイカスト用アルミニウ
導体材料精錬工(多結晶シリコンなど) 等
錬工
工
ム溶融工、非鉄金属鋳込造塊工、炉前工（非鉄金属製錬）

非該当例：非鉄金属溶融設備制御・監視員［491-02］、連
続鋳造機制御・監視員（非鉄金属）［491-02］、金属焙焼
工［539-99］
522-02 非鉄金属電解工 該当例：銅電解工、非鉄金属浸出・浄液工
非該当例：非鉄金属電解設備制御・監視員［491-02］
522-03 半導体材料精錬 該当例：多結晶シリコン製造工
工（多結晶シリコンな
ど）
非該当例：半導体材料精錬設備制御・監視員［491-02］
522-99 他に分類されな 該当例：亜鉛蒸留工
い非鉄金属製錬工
鋳物製造工 ①鋳物工、②鋳物仕上工 等
523 鋳物製造工 523-01 鋳物工
該当例：アルミニウム鋳物工、鋳型工、鋳込工、可鍛鋳鉄
鋳物工、機械込造型工、銑鉄鋳物工、調砂工、手込造型
工、中子工、非鉄金属鋳物工
非該当例：鋳造設備制御・監視員［492-01］、鋳物用鉄溶
融工［521-03］、鋳物用非鉄金属溶融工［522-01］、金型
製造工［536-03］、ダイカスト工［539-05］、遠心鋳造機
運転工［539-99］、鋳物木型工［561-03］
523-02 鋳物仕上工
該当例：鋳物型ばらし工、鋳物切断・補修工、鋳物はつり
工、ショット・ブラスト工（鋳物製造）
鍛造工
①鍛造加熱炉工、②自由鍛造工、③型鍛造工、 524 鍛造工
524-01 鍛造加熱炉工
該当例：鍛造操炉工、火床係
④手かじ工 等
非該当例：鍛造加熱設備制御・監視員［492-02］
524-02 自由鍛造工
該当例：鍛造ハンマ工、鍛造プレス工
非該当例：鍛造設備制御・監視員［492-02］、型鍛造工
［524-03］、手かじ工［524-04］
524-03 型鍛造工
該当例：型鍛造プレス工
非該当例：鍛造設備制御・監視員［492-02］、自由鍛造工
［524-02］、プレス成形工［531-01］、金型取付工［53903］

524-04 手かじ工
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該当例：工具かじ工
非該当例：刀かじ［223-01］、自由鍛造工［524-02］、工
具製造工［536-02］、刃物製造工［536-04］
524-99 他に分類されな 該当例：鍛造工助手、鍛造バリ取り工、ばね製造工（熱間
い鍛造工
成形によるもの）、ローリング鍛造工
525 金属熱処理 525-01 金属熱処理工
該当例：高周波焼入焼戻し工、浸炭焼入焼戻し工、焼入焼
工
戻し工、焼なまし・焼ならし工
非該当例：金属熱処理設備制御・監視員［499-01］、鍛造
操炉工［524-01］、圧延加熱炉工［526-01］
526 圧延工
526-01 圧延工
該当例：圧延加熱炉工、圧延仕上工、圧延ロール整備工、
鋼板圧延工、シームレス鋼管工、条鋼圧延工、ステンレス
鋼板工、展延工（非鉄金属箔）、電縫管工、熱間圧延工、
表面処理鋼板工、溶接鋼管工、冷間圧延工
非該当例：圧延設備制御・監視員［499-02］、金属管鋳造
工［523-01］、伸線工［539-01］、金属切断工（刃物によ
るもの）［539-04］、遠心鋳造機運転工［539-99］
539 その他の金 539-01 伸線工
該当例：伸線工
属材料製造、金
属加工、金属溶
接・溶断の職業
非該当例：伸線設備制御・監視員［499-03］、金属熱処理
工［525-01］、防せい処理工［534-02］、金属線製品製造
工［535-01］
等 611 金属材料検 611-01 金属材料検査工 該当例：圧延検査工、鋳物検査工、金属製錬検査工、金属
査工
精錬検査工、金属熱処理検査工、原材料試験検査工（金
属）、鉱石試験検査工、伸線検査工、鍛造検査工、中間製
品検査工（金属）
非該当例：非破壊検査工（金属）［612-03］
612 金属加工・ 612-03 非破壊検査工
該当例：非破壊検査工（金属）
溶接検査工
（金属）
非該当例：生産設備保全工［601-04］、非破壊検査工（コ
ンクリート）［622-99］、非破壊検査工（一般機械器具）
［631-01］、非破壊検査工（航空機）［634-01］、非破壊
検査工（鉄道車両）［634-01］、非破壊検査工（建築物）
［719-99］、非破壊検査工（土木構造物）［719-99］

(５)
工

金 属熱処理 ①金属熱処理工

(５)
工

金属熱処理 ①金属熱処理工

(６)

圧延工

①圧延加熱炉工、②熱間圧延工 、③冷間圧延
工、④造管工、⑤圧延仕上工、⑥圧延ロール整
備工 等

(６)

圧延工

①圧延工

(７)

伸線工

①伸線工

(７)

伸線工

①伸線工

(８) 金 属材料製 ①原材料試験検査工、②中間製品検査工、③非
造検査工
破壊検査工 等

(８)
査工

金属材料検 ①金属材料検査工、②非破壊検査工(金属)

(９) そ の他の金 ①金属材料原料工、②スクラップ整理工、③鋳
属材料製造の職業 物仕上工、④粉末や(冶)金製品製造工 等

(９) その他の金 ①打貫工、②金属材料原料工、③金属焙焼工、 539 その他の金
属材料製造の職業 ④鉱石焼結工、⑤粉末冶金成形工、⑥粉末冶金 属材料製造、金
製品製造工 等
属加工、金属溶
接・溶断の職業

１ 金属加工の (１)
職業
械工

金 属工作機 ①旋盤工、②ボール盤工、③中ぐり盤工、④フ
ライス盤工、⑤歯切盤工、⑥研ま盤工、⑦金属
特殊加工機工、⑧数値制御金属工作機械工 等
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539-99 他に分類されな 該当例：打貫工、金属材料原料工、金属彫刻工、金属焙焼
い金属材料製造、金属加 工、けがき工、鉱石焼結工、粉末冶金成形工、粉末冶金製
工、金属溶接・溶断の職 品製造工
業

１ 金属加工の (１) 汎用金属工 ①旋盤工、②ボール盤工、③フライス盤工、④ 527 汎用金属工 527-01 旋盤工
職業
作機械工
研削盤工、仕上機械工、⑤NC旋盤工、⑥NCフラ 作機械工
イス盤工、⑦マシニングセンタオペレーター、
⑧NC金属特殊加工機工 等

該当例：旋盤工

非該当例：NC旋盤工［528-01］、木工旋盤工［561-03］、
プラスチック旋盤工［565-03］
527-02 ボール盤工
該当例：金属穴あけ工（ボール盤によるもの）
非該当例：中ぐり盤工［527-99］、NCボール盤工［52899］
527-03 フライス盤工
該当例：フライス盤工
非該当例：NCフライス盤工［528-02］、マシニングセンタ
オペレーター［528-03］
527-04 研削盤工、仕上 該当例：グラインダー工（金属研削）、研削盤工、バフ盤
機械工
工、ホーニング盤工、ラップ盤工
非該当例：NC研削盤工［528-99］、NCホーニング盤工
［528-99］、NCラップ盤工［528-99］、可搬研磨工（ポー
タブル研磨）［534-03］、金属手仕上工［534-04］、プラ
スチックバフみがき工［565-03］
527-99 他に分類されな 該当例：実習助手（学校における汎用金属工作機械の実
い汎用金属工作機械工 習）、中ぐり盤工、ねじ切盤工、歯切盤工、歯車仕上盤
工、平削盤工、放電加工機工、ワイヤ放電加工機工
528 数値制御金 528-01 NC旋盤工
該当例：NC旋盤工
属工作機械工

非該当例：NCプログラマー［104-04］、金属工作設備制
御・監視員［493-01］、旋盤工［527-01］、プラスチック
NC旋盤工［565-03］
528-02 NCフライス盤工 該当例：NCフライス盤工
非該当例：NCプログラマー［104-04］、金属工作設備制
御・監視員［493-01］、フライス盤工［527-03］、マシニ
ングセンタオペレーター［528-03］
528-03 マシニングセン 該当例：MCオペレーター
タオペレーター
非該当例：NCプログラマー［104-04］、金属工作設備制
御・監視員［493-01］、NCフライス盤工［528-02］
528-04 NC金属特殊加工 該当例：NC放電加工機工、NCワイヤカット放電加工機工、
機工
NCレーザー加工機工
非該当例：NCプログラマー［104-04］、金属工作設備制
御・監視員［493-01］、放電加工機工［527-99］、自動
レーザー切断機運転工［537-05］、プラズマ切断工［53799］、レーザー切断工［537-99］
528-99 他に分類されな 該当例：NC研削盤工、NC中ぐり盤工、NCねじ切盤工、NC歯
い数値制御金属工作機械 切盤工、NC歯車仕上盤工、NC平削盤工、NCホーニング盤
工
工、NCボール盤工、NCラップ盤工、実習助手（学校におけ
る数値制御金属工作機械の実習）、ターニングセンタオペ
レーター
(２)

板金工

①板金工

(２)

板金工

①工場板金工

等

533 板金工
533-02 工場板金工

(３)
工
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１ その他の金 (１)
属加工等の職業 工

金 属手仕上 ①金属手仕上工

金 属プレス ①打抜プレス工、②成形プレス工、③プレス刻
印工、④数値制御プレス工 等

(２) 鉄 工、びょ ①鉄工、②びょう打工、③製かん工、④てんげ
う 打 工 、 製 か ん き工、⑤金わく仕上工 等
(缶)工
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該当例：精密板金工
非該当例：板金設備制御・監視員［496-01］、プレス成形
工［531-01］、アーク溶接工［537-01］、スポット溶接工
［537-02］、レーザー切断工［537-99］、はんだ付工
［539-02］、金属切断工（刃物によるもの）［539-04］、
現図工［649-03］

533-99 他に分類されな 該当例：製缶工（缶詰・飲料用の缶）、製缶板金工、ドラ
い板金工
ム缶製造工
(３) 金属研磨工 ①金属手仕上工
534 めっき工、 534-04 金属手仕上工
該当例：金属きさげ工、金属はつり工、金属やすり掛け
金属研磨工
工、のこ目立職
非該当例：鋳物はつり工［523-02］、ラップ盤工［52704］、金属研磨工［534-03］
１ その他の金 (１) 金属プレス ①プレス成形工（打抜プレ ス、曲プレスを除 531 金属プレス 531-01 プレス成形工
該当例：NCプレス機械工（打抜プレス、曲プレスを除
属加工等の職業 工
く）、②打抜プレス工、③曲プレス刻印工、④ 工
（打抜プレス、曲プレス く）、金属プレス工（打抜プレス、曲プレスを除く）、絞
数値制御プレス工 等
を除く）
プレス工、プレス刻印工
非該当例：金属プレス設備制御・監視員［494-01］、鍛造
プレス工［524-03］、打抜プレス工［531-02］、曲プレス
工［531-03］、工場板金工［533-02］、金型取付工［53903］、プラスチックプレス工［565-02］
531-02 打抜プレス工
該当例：NCタレットパンチプレス工、タレットパンチプレ
ス工
非該当例：金属プレス設備制御・監視員［494-01］、プレ
ス成形工（打抜プレス、曲プレスを除く）［531-01］、工
場板金工［533-02］、金型取付工［539-03］、シャーリン
グ工［539-04］、打貫工［539-99］
531-03 曲プレス工
該当例：NCベンダー工、ブレーキプレス工、ベンダー工
非該当例：金属プレス設備制御・監視員［494-01］、プレ
ス成形工（打抜・曲プレスを除く）［531-01］、工場板金
工［533-02］、金型取付工［539-03］
(２) 鉄工、製缶 ①建築鉄工、②造船鉄工、③製缶工 等
532 鉄工、製缶 532-01 建築鉄工
該当例：鉄骨工
工
工

532-02 造船鉄工

非該当例：鉄骨製造設備制御・監視員［495-01］、アーク
溶接工［537-01］、ガス切断工［537-04］、レーザー切断
工［537-99］、金属切断工（刃物によるもの）［53904］、金属はつり工［534-04］、鋼板けがき工［53999］、現図工［649-03］、建築とび工［702-01］
該当例：船体ブロック組立工、造船工

(３) 針 金製品・ ①針金製品製造工、②針・ピン製造工、③くぎ
針・ばね製造工
類製造工、④ばね製造工 等

( ３ ) く ぎ ・ ば ①くぎ・ばね・金属線製品製造工
ね・金属線製造工

(４)

金属研ま工 ①金属研ま工

(４)

金属研磨工 ①金属材料・製品研磨工

(５)

金属彫刻工 ①彫金工(工芸的なものを除く)、②機械彫刻
工、③腐しょく彫刻工、④かざり職 等

(５)

金属彫刻工 ①彫金工(工芸的なものを除く)、②機械彫刻
工、③腐食彫刻工、④かざ り職、⑤けがき工
等

非該当例：金属はつり工［534-04］、アーク溶接工［53701］、ガス切断工［537-04］、鋼板けがき工［539-99］、
船舶ぎ装工［585-02］、現図工［649-03］、クレーン運転
工［693-01］
532-03 製缶工
該当例：圧力容器組立工、製缶工（圧力容器）、製缶工
（タンク）、製缶工（ボイラー）、タンク製缶工、ボイ
ラー組立工
非該当例：ボイラー製造設備制御・監視員［495-01］、製
缶工（缶詰・飲料用の缶）［533-99］、製缶板金工［53399］、ドラム缶製造工［533-99］、金属はつり工［53404］、アーク溶接工［537-01］、ガス切断工［537-04］、
レーザー切断工［537-99］、金属切断工（刃物によるも
の）［539-04］、鋼板けがき工［539-99］、現図工［64903］
532-99 他に分類されな 該当例：機械鉄工、橋りょう鉄工
い鉄工、製缶工
535 くぎ・ば
535-01 くぎ・ばね・金 該当例：金網編工、金属線製品製造工、くぎ類製造工、ス
ね・金属線製品 属線製品製造工
プリング製造工（冷間成形によるもの）、ばね製造工（冷
製造工
間成形によるもの）、針製造工、ワイヤーロープ製造工
非該当例：金属線製品製造設備制御・監視員［499-99］、
ばね製造工（熱間成形によるもの）［524-99］、伸線工
［539-01］
534 めっき工、 534-03 金属材料・製品 該当例：金属研磨工、工具研磨工、刃物とぎ工
金属研磨工
研磨工
非該当例：金属研磨設備制御・監視員［497-02］、鋳物仕
上工［523-02］、研磨盤工［527-04］、バフ盤工［52704］、NC研削盤工［528-99］、金属手仕上工［534-04］

( ６ ) 金 属 製 家 ①金属製家具製造工、②金属製建具製造工
具・建具製造工
(７)
造工

金 属製品製 ①工具製造工(刃物を除く)、②金具製造工

等

(８) 金 属加工・ ①金属検寸工、②びょう打検査工、③めっき検
金属製品検査工
査工、④金属製家具・工具検査工 等

(６)
造工

金属製品製 ①金属製家具・建具製造工、②治工具製造工、 536 金属製品製 536-01 金属製家具・建 該当例：アルミサッシ組立工、金属製家具製造工、金属製
③金具製造工、④金型製造 工、⑤刃物製造工 造工
具製造工
建具製造工
等
非該当例：プレス成形工［531-01］、金属研磨工［53403］、金具製造工［536-05］、アーク溶接工［537-01］、
金属切断工（刃物によるもの）［539-04］、金属塗装工
［641-02］、金属製建具取付工［717-01］
536 金属製品製 536-02 治工具製造工
該当例：工具製造工、治具製造工、やすり製造工
造工
非該当例：型鍛造工［524-03］、金属熱処理工［52501］、金属研磨工［534-03］、金型製造工［536-03］、刃
物製造工［536-04］、金属切断工（刃物によるもの）
［539-04］
536-05 金具製造工
該当例：金具製造工
非該当例：プレス成形工［531-01］、電気めっき工［53401］、金属研磨工［534-03］、金属切断工（刃物によるも
の）［539-04］
536-03 金型製造工
該当例：金型工、金型修理工
非該当例：マシニングセンタオペレーター［528-03］、金
属手仕上工［534-04］
536-04 刃物製造工
該当例：刃物製造工
非該当例：型鍛造工［524-03］、金属熱処理工［52501］、金属研磨工［534-03］、金属切断工（刃物によるも
の）［539-04］
536-99 他に分類されな 該当例：管継手製造工、鋼球製造工
い金属製品製造工
(７) 金属加工・ ①金属加工検査工 等
612 金属加工・ 612-01 金属加工検査工 該当例：金属研磨検査工、金属製品検査工、金属切削加工
溶接検査工
溶接検査工
検査工、金属彫刻検査工、金属プレス検査工、製缶検査
工、鉄骨製作検査工、板金検査工、めっき検査工
非該当例：非破壊検査工（金属）［612-03］

(９) そ の他の金 ①けがき工、②ろう付工、③はんだ付工、④金
属加工の職業
属切断工(刃物によるもの)、⑤金型取付工 等

(８) その他の金 ①ろう付工、はんだ付工、②金型取付工、③金 539 その他の金 539-02 ろう付工、はん 該当例：はんだ付工、ろう付工
属加工の職業
属切断工（刃物によるもの ）、④ダイカスト 属材料製造、金 だ付工
工、⑤機械解体処理工 等
属加工、金属溶
接・溶断の職業
非該当例：はんだ付設備制御・監視員［499-99］、ろう付
設備制御・監視員［499-99］、工場板金工［533-02］
539-03 金型取付工
該当例：金型取付工
非該当例：型鍛造工［524-03］、プレス成形工［53101］、プラスチック成形工［565-02］
539-04 金属切断工（刃 該当例：シャーリング工、せん断機工、バンドソー工、丸
物によるもの）
のこ盤工
非該当例：金属切断設備制御・監視員［499-04］、工場板
金工［533-02］、ガス切断工［537-04］、自動レーザー切
断機運転工［537-05］、レーザー切断工［537-99］
539-05 ダイカスト工

539-06 機械解体処理工

539-99 他に分類されな
い金属材料製造、金属加
工、金属溶接・溶断の職
業
２ 金属溶接・ (１)
溶断・めっきの
職業

電気溶接工 ①アーク溶接工、②抵抗溶接工、③自動電気溶
接機運転工、④溶接ロボット運転工 等

２ 金属溶接・ (１) 金属溶接・ ①アーク溶接工、②抵抗溶接工、③自動溶接・ 537 金属溶接・ 537-01 アーク溶接工
溶断・めっきの 溶断工
溶断機運転工、④ガス溶接 工、⑤ガス切断工 溶断工
職業
等

537-02 抵抗溶接工

537-04 ガス切断工

めっき工

①電気めっき工、②溶融めっき工、③化学めっ
き工、④真空蒸着めっき工、⑤ 陽極酸化処理
めっき工 等

該当例：アルゴン溶接工、炭酸ガスアーク溶接工、ティグ
溶接工、半自動アーク溶接工、被覆アーク溶接工
非該当例：金属溶接設備制御・監視員［498-01］、溶接鋼
管工［526-01］、建築鉄工［532-01］、製缶工［53203］、工場板金工［533-02］、自動溶接機運転工［53705］
該当例：シーム溶接工、スポット溶接工
非該当例：金属溶接設備制御・監視員［498-01］、溶接ロ
ボット制御・監視員［498-01］、溶接鋼管工［526-01］、
工場板金工［533-02］、自動溶接機運転工［537-05］

537-05 自動溶接・溶断 該当例：自動ガス切断機運転工、自動電気溶接機運転工、
機運転工
自動レーザー切断機運転工
非該当例：金属溶接設備制御・監視員［498-01］、金属溶
断設備制御・監視員［498-01］、溶接ロボット制御・監視
員［498-01］、建築鉄工［532-01］、製缶工［532-03］、
工場板金工［533-02］
537-99 他に分類されな 該当例：プラズマ切断工、レーザー切断工、レーザー溶接
い金属溶接・溶断工
工
537-03 ガス溶接工
該当例：酸素アセチレンガス溶接工

( ２ ) ガ ス 溶 接 ①ガス溶接工、②ガス切断工
工、ガス切断工

(３)

該当例：ダイカスト工
非該当例：ダイカスト設備制御・監視員［492-01］、ダイ
カスト用アルミニウム溶融工［522-01］
該当例：自動車解体工、電気機械分解工、特定家庭用機器
分解工、廃家電分解工、リサイクル家電分解工
非該当例：自動車解体部品選別作業員［781-99］、リサイ
クル家電解体部品選別作業員［781-99］
該当例：打貫工、金属材料原料工、金属彫刻工、金属焙焼
工、けがき工、鉱石焼結工、粉末冶金成形工、粉末冶金製
品製造工

(２)

めっき工

①電気めっき工、②めっき工（電気めっきを除 534 めっき工、 534-01 電気めっき工
く）
金属研磨工

非該当例：建築鉄工［532-01］、製缶工［532-03］、工場
板金工［533-02］
該当例：酸素アセチレンガス切断工
非該当例：ガス切断設備制御・監視員［498-01］、建築鉄
工［532-01］、製缶工［532-03］、自動ガス切断機運転工
［537-05］、金属切断工（刃物によるもの）［539-04］
該当例：電気めっき工

非該当例：めっき設備制御・監視員［497-01］、研磨盤工
［527-04］、金属研磨工［534-03］
534-02 めっき工（電気 該当例：アルマイト工、化学めっき工、化成処理工、気相
めっきを除く）
めっき工、真空めっき工、防せい処理工、陽極処理工、溶
射めっき工、溶融めっき工
非該当例：めっき設備制御・監視員［497-01］、研磨盤工
［527-04］、金属研磨工［534-03］

4

１ 一般機械器 (１)
具組立・修理の 工
職業

原 動機組立 ①エンジン組立工・調整工、②タービン組立・
調整工

(２) 金 属加工機 ①金属工作機械組立工・調整工
械組立工

4

１ 一般機械器 (１) 一般機械器 ①原動機組立工②金属加工機械組立工、③農業 571 一般機械器 571-01 原動機組立工
具組立・修理の 具組立工
用機械組立工、④建設機械組立工、⑤印刷・製 具組立工
職業
本機械組立工、⑥半導体液晶パネル製造装置組
立工、⑦業務用冷凍・冷蔵・空調機器組立工、
⑧サービス用・娯楽用機械組立工、⑨機械部品
組立工 等

571-02 金属加工機械組
立工

(３) そ の他の一 ①産業用機械組立工、②機械部品組立工
般機械器具組立工

等

571-03 農業用機械組立
工

571-04 建設機械組立工

571-05 印刷・製本機械
組立工

571-06 半導体・液晶パ
ネル製造装置組立工

571-07 業務用冷凍・冷
蔵・空調機器組立工

571-08 サービス用・娯
楽機械組立工

(４) 一 般機械器 ①機械修理工、②機械検査工
具修理工

等

該当例：航空機エンジン組立工、自動車エンジン組立工、
船用機関組立工、タービン組立工

非該当例：原動機組立設備制御・監視員［511-01］、機械
部品組立工［571-09］
該当例：圧延機械組立工、金属工作機械組立工、旋盤組立
工、鍛造機械組立工、フライス盤組立工、プレス機械組立
工
非該当例：金属加工機械組立設備制御・監視員［51101］、機械部品組立工［571-09］
該当例：耕うん機組立工、コンバイン組立工、田植機組立
工、農業用トラクター組立工
非該当例：農業用機械組立設備制御・監視員［511-01］、
機械部品組立工［571-09］
該当例：建設用クレーン組立工、ショベルカー組立工、ブ
ルドーザー組立工
非該当例：建設機械組立設備制御・監視員［511-01］、機
械部品組立工［571-09］
該当例：オフセット印刷機組立工、スクリーン印刷機組立
工、製本機械組立工
非該当例：印刷機械組立設備制御・監視員［511-01］、製
本機械組立設備制御・監視員［511-01］、機械部品組立工
［571-09］
該当例：ウェハー切断機組立工、液晶パネル基板貼合機組
立工、半導体製造装置組立工、半導体洗浄装置組立工
非該当例：液晶パネル製造装置組立設備制御・監視員
［511-01］、半導体製造装置組立設備制御・監視員［51101］、機械部品組立工［571-09］
該当例：空気調和装置組立工、製氷機組立工、冷蔵装置組
立工、冷凍機組立工
非該当例：業務用冷凍機組立設備制御・監視員［51101］、ダクト工［533-01］、機械部品組立工［571-09］、
家庭用エアコン組立工［575-01］、電気冷蔵庫組立工
［575-01］
該当例：自動改札機組立工、自動車洗浄機組立工、自動販
売機組立工、ドライクリーニング機組立工、遊技機械組立
工
非該当例：娯楽機械組立設備制御・監視員［511-01］、
サービス用機械組立設備制御・監視員［511-01］、機械部
品組立工［571-09］、家庭用ゲーム機組立工［574-99］

571-09 機械部品組立工 該当例：軸受組立工、軸継手組立工、チェーン組立工、バ
ルブ組立工、変速機組立工、ベアリング組立工
非該当例：機械部品組立設備制御・監視員［511-01］、治
工具製造工［536-02］、電気機械部品組立工［572-03］、
トランスミッション組立工（自動車用）［584-02］、ブ
レーキ装置組立工（自動車用）［584-02］
571-99 他に分類されな 該当例：エレベーター据付工、昇降機取付工、食品充填機
い一般機械器具組立工 組立工、繊維機械組立工、包装機械組立工、木工機械組立
工
(２) 一般機械器 ①原動機修理工、②金属加工機械修理工、③産 601 一般機械器 601-01 原動機修理工
該当例：船用機関修理工、タービン修理工
具修理・検査工
業用機械修理工、④生産設備保全工、⑤一般機 具修理工
械器具検査工 等
非該当例：自動車エンジン修理工［603-01］、航空機エン
ジン修理工［604-03］

601-02 金属加工機械修 該当例：圧延機械修理工、旋盤修理工、鍛造機械修理工、
理工
フライス盤修理工、プレス機械修理工、ボール盤修理工

２ 計器・光学 ( １ ) 時 計 組 立 ①機械時計組立・調整工、②電気時計組立・調
機械器具組立・ 工・修理工
整工、③時計類似機器組立・調整工、④時計・
修理の職業
時計類似機器修理工 等

２ 計器・光学 ( １ ) 時 計 組 立 ①時計組立工、②時計修理工
機械器具組立・ 工・修理工
修理の職業

601-03 産業用機械修理 該当例：印刷機械修理工、液晶パネル製造装置修理工、建
工
設機械修理工、製本機械修理工、繊維機械修理工、農業用
機械修理工、半導体製造装置修理工
601-04 生産設備保全工 該当例：機械保全工、工場設備保全員、プラント保全工
601-99 他に分類されな 該当例：エレベーター修理工、業務用空調機器修理工、自
い一般機械器具修理工 動販売機修理工、昇降機修理工、食品充填機修理工、包装
機械修理工、木工機械修理工、遊戯機械修理工、冷凍装置
修理工
631 一般機械器 631-01 一般機械器具検 該当例：印刷機械検査工、液晶パネル製造装置検査工、機
具検査工
査工
械部品検査工、業務用空調機器検査工、業務用冷蔵機器検
査工、業務用冷凍機器検査工、金属加工機械検査工、建設
機械検査工、原動機検査工、娯楽機械検査工、サービス用
機械検査工、製本機械検査工、農業用機械検査工、半導体
製造装置検査工
591 時計組立工 591-01 時計組立工
該当例：機械時計組立工、タイムレコーダー組立工、電気
時計組立工、時計組立・調整工、ムーブメント組立工

非該当例：時計組立設備制御・監視員［515-01］、液晶表
示部品組立工［583-03］、水晶発振子組立工［583-99］

( ２ ) 計 器 組 立 ①電気計器組立工、②ガス・水 道メータ組立
工・修理工
工、③温度計組立工、④圧力計組立工、⑤度量
衡器製造工、⑥計器調整・修理工 等

(３) 光 学機械器 ①眼鏡組立工、②光学計測器組立工、③光学機
具組立工・修理工 械組立工、④光学機械器具調整工、⑤光学機械
器具修理工 等

(４) レ ンズ研ま ①光学レンズ工、②バルサムはり合せ工
工・調整工

等

(５) その他の計 ①メガネ調整・加工工、②時計検査工、③計器
器・光学機械器具 検査工、④光学機械器具検査工、⑤レンズ検査
組立・修理の職業 工 等

605 計量計測機 605-03 時計修理工
該当例：電気時計修理工
器・光学機械器
具修理工
(２) 計量計測機 ①電気計器組立工、②計量器・測定器組立工、 586 計量計測機 586-01 電気計測器組立 該当例：自動車用計器組立工、電圧計組立工、電気メータ
器組立工・修理工 ③計量計測機器修理工
器組立工
工
組立工、電力計組立工、電流計組立工

(３) 光学機械器 ①カメラ組立工、②光学機械器具修理工
具組立工・修理工

非該当例：計量計測機器組立設備制御・監視員［51501］、電気時計組立工［591-01］
586-02 計量器・測定器 該当例：圧力計組立工、温度計組立工、体温計組立工、体
組立工
積計組立工、度量衡器組立工、長さ計組立工、はかり組立
工、流量計組立工
非該当例：計量計測機器組立設備制御・監視員［51501］、測距機組立工（光学式）［587-99］
605 計量計測機 605-01 計量計測機器修 該当例：圧力計修理工、電気メータ修理工、流量計修理工
器・光学機械器 理工
具修理工
非該当例：測距機修理工（光学式）［605-02］、電気時計
修理工［605-03］
587 光学機械器 587-01 カメラ組立工
該当例：映画撮影機組立工、映写機組立工、カメラ部品組
具組立工
立工、デジタルカメラ組立工、ビデオカメラ組立工

非該当例：カメラ組立設備制御・監視員［515-01］、レン
ズ研磨工［588-01］
605 計量計測機 605-02 光学機械器具修 該当例：カメラ修理工、双眼鏡修理工、測距機修理工（光
器・光学機械器 理工
学式）
具修理工
(４) レンズ研磨 ①レンズ研磨工・加工工
588 レンズ研磨 588-01 レンズ研磨工・ 該当例：光学レンズ工、レンズ荒ずり工、レンズ接合工、
工・加工工
工・加工工
加工工
レンズ研磨工、レンズ表面処理加工工
非該当例：レンズ研磨設備制御・監視員［515-01］、ガラ
スプレス成形工［542-01］、プラスチックレンズ成形工
［565-02］
(５) 他に分類さ ①眼鏡（がんきょう）組立工、②顕微鏡組立
587 光学機械器 587-99 他に分類されな 該当例：眼鏡（がんきょう）組立工、顕微鏡組立工、双眼
れない光学機械器 工、③双眼鏡組立工、④測距機組立工、⑤望遠 具組立工
い光学機械器具組立工 鏡組立工、測距機組立工（光学式）、望遠鏡組立工
具組立工
鏡組立工 等
非該当例：光学機械器具組立設備制御・監視員［51501］、レンズ研磨工［588-01］、メガネ枠組立工［59999］

5

１ 電気機械器 (１) 発 電機・電 ①発電機組立・調整工、②電動 機組立・調整
具組立・修理の 動機組立 工・修理 工、③発電機・電動機修理工 等
職業
工

(２) 配 電・制御 ①変圧器組立工、②配電盤・制御盤組立・調整
装置組立 工・修理 工、③開閉制御機器組立工、④電気機械部品組
工
立工、⑤配電・制御装置修理工 等

( ３ ) 民 生 用 電 ①電熱・照明器具組立工、②電動機応用製品組
子・電気 機械器具 立工、③民生用電子・電気機械器具修理工 等
組立工・修理工

(４) 電 気通信機 ①電気通信機器組立工、②ビデオ・音響機器組
械器具組 立工・修 立工、③電気通信機器調整工、④ビデオ・音響
理工
機器調整工、⑤電気通信機械器具修理工 等

(５) 電 子応用機 ①電子計算機組立・調整工、②Ｘ線応用装置組
械器具組立工
立・調整工、③医療用電子機器組立・調整工、
④レーザー応用加工機器組立・調整工、⑤電子
複写機組立・調整工 等

(６) 半 導体製品 ①半導体チップ製造工、②半導体ダイシング
製造工
工、③半導体組立工、④半導体封止工、⑤半導
体外装処理工 等

5

１ 電気機械器 (１)
具組立・修理の 立工
職業

電気機械組 ①発電機・電動機組立工、②配電盤・制御盤・ 572 電気機械組 572-01 発電機・電動機 該当例：産業用電動機組立工、電動機巻線工、マイクロ
開閉制御機器組立工、③電 気機械部品組立工 立工
組立工
モーター組立工、民生用発電機組立工
等
非該当例：電動機組立設備制御・監視員［512-01］、発電
機組立設備制御・監視員［512-01］、電気機械部品組立工
［572-03］
572-02 配電盤・制御
該当例：開閉制御機器組立工、スイッチ組立工、制御盤組
盤・開閉制御機器組立工 立工、電気制御盤組立工、配電盤組立工、ブレーカー組立
工
非該当例：開閉制御機器組立設備制御・監視員［51201］、制御盤組立設備制御・監視員［512-01］、配電盤組
立設備制御・監視員［512-01］、電気機械部品組立工
［572-03］
( ２ ) 民 生 用 電 ①民生用電子・電気機械器具組立工 等
575 民生用電
575-01 民生用電子・電 該当例：音響機器組立工、カーエアコン組立工、家庭用エ
子・電気機械器具
子・電気機械器 気機械器具組立工
アコン組立工、電気照明器具組立工、電気ストーブ組立
組立工
具組立工
工、電気洗濯機組立工、電気掃除機組立工、電気冷蔵庫組
立工、電熱器具組立工
非該当例：民生用電子機械器具組立設備制御・監視員
［512-01］、電子楽器組立工［569-04］、業務用空調機器
組立工［571-07］、テレビ組立工［573-02］、ラジオ組立
工［573-02］、パーソナルコンピュータ組立工［574-01］
(３) 電気通信機 ①無線・有線通信機器組立工、②テレビ・ラジ 573 電気通信機 573-01 無線・有線通信 該当例：カーナビゲーション組立工、携帯電話組立工、電
械器具組立工
オ組立工 等
械器具組立工
機器組立工
話機組立工、ファクシミリ組立工、無線通信機器組立工、
有線通信機器組立工
非該当例：無線通信機器組立設備制御・監視員［51201］、有線通信機器組立設備制御・監視員［512-01］、音
響機器組立工［575-01］、束線工［582-01］、電子回路用
コンデンサ組立工［583-01］
573-02 テレビ・ラジオ 該当例：テレビ組立工、ラジオ組立工
組立工
非該当例：テレビ組立設備制御・監視員［512-01］、ラジ
オ組立設備制御・監視員［512-01］、音響機器組立工
［575-01］、束線工［582-01］、プリント基板組立工
［583-02］
573-99 他に分類されな 該当例：交通信号機組立工、レーダー組立工
い電気通信機械器具組立
工
等 574 電子応用機 574-01 電子計算機組立 該当例：パーソナルコンピューター組立工、汎用電子計算
械器具組立工
工
機組立工

(４) 電子応用機 ①電子計算機組立工、②電子複写機組立工
械器具組立工

(５) 半導体製品 ①半導体チップ製造工、②半導体組立工
製造工

等

非該当例：電子計算機組立設備制御・監視員［512-01］、
半導体組立工［576-02］、束線工［582-01］、プリント基
板組立工［583-02］
574-02 電子複写機組立 該当例：コピー機組立工、複合複写機組立工
工
非該当例：電子複写機組立設備制御・監視員［512-01］、
半導体組立工［576-02］、束線工［582-01］、プリント基
板組立工［583-02］
574-99 他に分類されな 該当例：医療用画像放射線機器組立工、医療用電子機器組
い電子応用機械器具組立 立工、X線応用装置組立工、水中聴音装置組立工、超音波
工
画像診断装置組立工、レーザー応用加工機器組立工
576 半導体製品 576-01 半導体チップ製 該当例：半導体エッジング工、半導体回路パターン焼付
製造工
造工
工、半導体電極形成工、半導体レジスト塗布工
非該当例：半導体チップ製造設備制御・監視員［51201］、ウェハー製造工［542-04］
576-02 半導体組立工
該当例：半導体エンキャップ工、半導体外装処理工、半導
体ダイシング工、半導体封止工、半導体マウント工、ワイ
ヤーボンディング工
非該当例：半導体組立設備制御・監視員［512-01］、ウェ
ハー製造工［542-04］
576-99 他に分類されな 該当例：半導体マーキング工、半導体レーザー印字工
い半導体製品製造工

(７) 電 球・電子 ①電球・電子管自動組立操作員、②電球・電子
管組立工
管製造工、③電球・電子管部品組立工 等

(８) 電 子機器部 ①電子機器用コイル・トランス製造工、②電子
品製造工
機器用抵抗器製造工、③電子機 器用コンデン
サー製造工、④振動子組立工、⑤プリント基盤
組立工、⑥電子機構部品組立工、⑦音響部品組
立工 等

(６) 電球・電子 ①電球・電子管組立工
管組立工

577 電球・電子 577-01 電球・電子管組 該当例：電球製造工、電球部品組立工、電子管製造工、電
管組立工
立工
子管部品組立工
非該当例：電球組立設備制御・監視員［512-01］、電子管
組立設備制御・監視員［512-01］、口金プレス工［53101］、ガラス管成形工［542-01］、ベークライト成形工
［565-02］
(７) 電子機器部 ①電子機器用コンデンサ組立工、②プリント基 583 電子機器部 583-01 電子回路用コン 該当例：電子機器用コンデンサ製造工
品組立工
盤組立工、③液晶表示部品組立工 等
品組立工
デンサ組立工

非該当例：電子回路用コンデンサ組立設備制御・監視員
［512-01］、電力回路用コンデンサ組立工［572-03］
583-02 プリント基板組 該当例：プリント基板製造工、プリント配線工、プリント
立工
配線板製造工
非該当例：プリント基板組立設備制御・監視員［512-01］
583-03 液晶表示部品組 該当例：液晶表示部品組立工、プラズマ表示部品組立工
立工
非該当例：携帯電話組立工［573-01］、液晶テレビ組立工
［573-02］、プラズマテレビ組立工［573-02］、電子計算
機組立工［574-01］、デジタルカメラ組立工［587-01］

572 電気機械組
立工

①束線工

582 束線工

583-99 他に分類されな 該当例：振動子組立工、電子機器用コイル組立工、電子機
い電子機器部品組立工 器用抵抗器組立工、電子機器用トランス組立工、リレー組
立工
572-03 電気機械部品組 該当例：インバーター組立工、整流器組立工、整流子組立
立工
工、電力回路用コンデンサ組立工
非該当例：電気機械部品組立設備制御・監視員［51201］、電子回路用コンデンサ組立工［583-01］
572-99 他に分類されな 該当例：トランス巻線工、変圧器組立工、変成器組立工、
い電気機械組立工
変流器組立工
582-01 束線工
該当例：電気通信機束線工、電子応用機器束線工、輸送用
機器束線工、ワイヤー・ハーネス工
非該当例：被覆電線製造工［581-01］
581-01 被覆電線製造工 該当例：がい（鎧）装工、紙巻線製造工、ゴム線製造工、
ビニール線製造工、被覆工、ポリエチレン線製造工、撚線
工
非該当例：被覆電線製造設備制御・監視員［512-01］、伸
線工［539-01］、電線塗装工［641-02］
578-01 乾電池・蓄電池 該当例：アルカリ乾電池製造工、鉛蓄電池製造工、バッテ
製造工
リー製造工
非該当例：乾電池製造設備制御・監視員［512-01］、蓄電
池製造設備制御・監視員［512-01］、太陽電池製造工
［599-99］、燃料電池製造工［599-99］
632-01 電気機械器具検 該当例：乾電池検査工、蓄電池検査工、電気機械検査工、
査工
電気機械部品検査工、電気通信機械器具検査工、電球検査
工、電子応用機械器具検査工、電子管検査工、電子機器部
品検査工、半導体製品検査工、民生用電気機械器具検査
工、民生用電子機械器具検査工

(９)

束線工

①束線工(ワイヤー・ハーネス工)

(８)

束線工

(10)
造工

被 覆 電 線製 ①撚線工、②被覆工、③撚合わ せ工、④がい
(鎧)装工

(９)
造工

被覆電線製 ①被覆電線製造工

581 被覆電線製
造工

(11) 乾 電 池 ・蓄 ①乾電池製造工、②蓄電池製造工
電池製造工

(10) 乾 電池 ・蓄 ①乾電池・蓄電池製造工
電池製造工

578 乾電池・蓄
電池製造工

(12) 電気機械器 ①発電機・電動機検査工、②配電・制御装置検
具検査工
査工、③民生用電子・電気機械器具検査工、④
電気通信機械器具検査工、⑤電子応用機器検査
工、⑥電子部品検査工 等

(11) 電 気機 械器 ①電気機械器具検査工
具検査工

632 電気機械器
具検査工

(13) その他の電 ①内燃機関電装品組立工、②記録媒体製造工、
気機械器具組立・ ③特殊電子部品製造工、④電気機械器具保守員
修理の職業
等

(12)
電 気 機 械 ①電気機械修理工、②電気 通信機械器具修理 602 電気機械器 602-01 電気機械修理工
工、③電子応用機械器具修 理工、④民生用電 具修理工
器具修理工
子・電気機械器具修理工 等
602-02 電気通信機械器
具修理工

該当例：開閉制御機器修理工、制御盤修理工、電動機修理
工、配電盤修理工、発電機修理工

該当例：テレビ修理工、無線通信機器修理工、有線通信機
器修理工、ラジオ修理工
非該当例：パーソナルコンピュータ修理工［602-03］、音
響機器修理工［602-04］、電気エアコン修理工［60204］、電気洗濯機修理工［602-04］、電気冷蔵庫修理工
［602-04］
602-03 電子応用機械器 該当例：電子計算機周辺機器保守員、電子計算機保守員、
具修理工
パーソナルコンピュータ修理工、複写機保守員
非該当例：電気洗濯機修理工［602-04］、電気冷蔵庫修理
工［602-04］、電気エアコン修理工［602-04］
602-04 民生用電子・電 該当例：家庭用電気製品修理工（販売店・サービス店）、
気機械器具修理工
電気エアコン修理工、電気洗濯機修理工、電気掃除機修理
工、電気冷蔵庫修理工

２ 電気作業者 (１)
の職業
電員
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発 電員、変 ①発電員、②送電員、③変電員、④配電員

(２)
工
(３)
工

送 電線架線 ①送電線架線工

(４)
工

(13) そ の他 の機 ①ICカード製造工、②記録媒体製造工、③磁気 599 その他の機
械組立の職業
ディスク製造工、④太陽電池製造工、⑤点火プ 械組立の職業
ラグ製造工、⑥内燃機関電装品組立工、⑦燃料
電池製造工、⑧光ディスク製造工 等
２ 電気作業者 (１) 発電員、変 ①発電・送電員、②変電・配電員、③自家用電 691 発電員、変
の職業
電員
気係員
電員

等

( ２ ) 送 電 線 架 ①送電線架線・敷設作業員
線・敷設作業員
( ３ ) 配 電 線 架 ①配電線架線・敷設作業員
線・敷設作業員工

721 送電線架
線・敷設作業員
722 配電線架
線・敷設作業員

通 信線架線 ①通信線架線工

( ４ ) 通 信 線 架 ①通信線架線・敷設作業員
線・敷設作業員

723 通信線架
線・敷設作業員

(５)
備工

電 気通信設 ①放送装置据付・保守工、②通信装置据付･保
守工、③電話装置据付･保守工

(５) 電気通信設 ①放送装置据付・保守作業 員、②通信装置据 724 電気通信設
備作業員
付･保守作業員、③電話装置据付･保守作業員
備作業員

(６)
業者

電 気工事作 ①電気配線工事作業者、②電気工事検査員、③
産業用電気機械・装置据付工 等

(６)
業員

１ 輸送用機械 (１)
器具組立・修理 工
の職業等

自 動車組立 ①自動車部品組立工、②自動車車体・車台組立
工、③自動車ぎ装組立工 等

配 電線架線 ①配電線架線工
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１ 輸送用機械 (１)
器具組立・修理 工
の職業等

電気工事作 ①電気配線工事作業員、②電気工事検査員、③ 725 電気工事作
産業用電気機械・装置据付作業員 等
業員

自動車組立 ①自動車組立・ぎ装工、②自動車部品組立工

非該当例：業務用空調機器修理工［601-99］、テレビ修理
工［602-02］、ラジオ修理工［602-02］、パーソナルコン
ピュータ修理工［602-03］
602-99 他に分類されな 該当例：蓄電池修理工
い電気機械器具修理工
599-99 その他の機械組 該当例：ICカード製造工、記録媒体製造工、磁気ディスク
立の職業
製造工、太陽電池製造工、点火プラグ製造工、内燃機関電
装品組立工、燃料電池製造工、光ディスク製造工、メガネ
枠組立工
691-01 発電・送電員
該当例：火力発電保守員、給電員、原子炉点検修理工、水
力発電保守員、送電員、発電員
691-02 変電・配電員
該当例：配電員、配電室保守員、変電員、変電保守員
691-03 自家用電気係員 該当例：自家発電運転員、動力室電気工、内燃機関運転工
（自家用発電）
721-01 送電線架線・敷 該当例：送電線架線作業員、送電線保守作業員、地中送電
設作業員
線敷設作業員
722-01 配電線架線・敷 該当例：地中配電線敷設作業員、配電線架線作業員、配電
設作業員
線保守作業員
非該当例：電気配線工事作業員［725-01］
723-01 通信線架線・敷 該当例：屋外通信線架線作業員、海底通信ケーブル敷設作
設作業員
業員、地下通信ケーブル敷設作業員、通信線架線作業員、
通信線保守作業員
非該当例：放送装置据付作業員［724-01］、通信装置据付
作業員［724-02］、電話装置据付作業員［724-03］
724-01 放送装置据付・ 該当例：CATV工事作業員、テレビアンテナ工事作業員、テ
保守作業員
レビ中継設備保守作業員、放送装置保守作業員
724-02 通信装置据付・ 該当例：携帯電話基地局保守作業員、通信装置据付作業
保守作業員
員、無線通信機据付作業員
724-03 電話装置据付・ 該当例：交換機据付作業員、電話機据付作業員、ファクシ
保守作業員
ミリ据付作業員
725-01 電気配線工事作 該当例：エアコン取付作業員（家庭用）、屋内電気配線工
業員
事作業員、航空機配線作業員、照明器取付作業員、船舶配
線作業員、鉄道車両配線作業員、電気配線作業員、電工
（電気配線工事）
725-02 電気工事検査員 該当例：電気工事検査員
725-03 産業用電気機
該当例：産業用電気機械据付作業員、自動制御盤据付作業
械・装置据付作業員
員、鉄道信号保守作業員、鉄道用電気装置据付保守員
非該当例：エスカレーター据付作業員［571-99］、エレ
ベータ据付作業員［571-99］
725-99 他に分類されな 該当例：オール電化工事作業員、警報器取付作業員、太陽
い電気工事作業員
光発電装置据付作業員

584 自動車組立 584-01 自動車組立・ぎ 該当例：自動車ぎ（艤）装組立工、自動車車体組立工、自
工
装工
動車車台組立工、二輪自動車組立工、フォークリフト組立
工
非該当例：自動車組立設備制御・監視員［513-01］、プレ
ス成形工［531-01］、自動溶接機運転工［537-05］、自動
車内張工［569-12］、ワイヤー・ハーネス工［582-01］、
自動車部品組立工［584-02］、自動車塗装工［641-02］
584-02 自動車部品組立 該当例：トランスミッション組立工（自動車用）、ブレー
工
キ装置組立工（自動車用）
非該当例：自動車部分品組立設備制御・監視員［51301］、マシニングセンタオペレーター［528-03］、プレス
成形工［531-01］、ダイカスト工［539-05］、ガラス成形
工［542-01］、タイヤ成形工［564-02］、自動車エンジン
組立工［571-01］、ベアリング組立工［571-09］、バッテ
リー製造工［578-01］、自動車用計器組立工［586-01］

( ２ ) 自 動 車 整 ①自動車整備工、②自動車修理工、③自動車板
備・修理・板金工 金工

( ２ ) 自 動 車 整 ①自動車整備工、②自動車修理工、③自動車板 603 自動車整備 603-01 自動車整備工
備・修理・板金工 金工
工

533-03 自動車板金工

該当例：自動車修理工、自動車エンジン整備工、自動車タ
イヤ整備工、自動車電装品整備工、自動二輪車整備工、
フォークリフト修理工、メカニック（自動車修理）
非該当例：自動車板金工［533-03］、内張修理工［56912］
該当例：板金工（自動車修理業）、板金塗装工（自動車修理業）
非該当例：自動車整備工［603-01］、自動車塗装工［641-02］

(３) 航空機組立 ①航空機部品組立工、②航空機総組立工、③航
工・整備工
空機ぎ装工、④航空機整備工 等

(３)
輸送用機 ①航空機組立工、②鉄道車両組立工、③自転車 585 輸送用機械 585-03 航空機組立工
器具組立工（自
械器具組立工（自 組立工、④船舶ぎ装工 等
動車を除く）
動車を除く）

該当例：航空機ぎ装工、航空機総組立工、航空機部分品組
立工、翼組立工、プロペラ組立工
非該当例：航空機部分品組立設備制御・監視員［51401］、ガラス成形工［542-01］、航空機内張工［56912］、航空機エンジン組立工［573-01］、航空機用計器組
立工［586-01］、航空機塗装工［641-02］、航空機配管工
［716-01］、航空機配線工［725-01］
該当例：航空運航整備士、航空機エンジン修理工、航空機
修理工、航空整備士

(４) 鉄 道車両組 ①車両機械組立工、②車両組立工、③車両ぎ装
立工・修理工
工、④車両修理工

(５) 自転車組立 ①自転車組立工、②自転車修理工
工・修理工

(６)

船舶ぎ装工 ①甲板部ぎ装工、②機関部ぎ装工、③居住部ぎ
装工 等

(７) 輸 送用機械 ①自動車検査工、②航空機検査工、③鉄道車両
器具検査工
検査工、④自転車検査工、⑤船舶検査工

(８) そ の他の輸 ①船舶修理工、②鉱車類組立・修理工
送用機械器具組
立・修理の職業

等

(４) 輸送用機械 ①航空機検査工、②鉄道車両検査工、③自転車 604 輸送用機械 604-03 航空機整備工
器具検査工（自動 検査工、④船舶検査工
器具整備・修理
車を除く）
工（自動車を除
く）
585 輸送用機械 585-01 鉄道車両組立工 該当例：制御装置組立工（鉄道車両）、鉄道車両機械組立
器具組立工（自
工、鉄道車両機器取付工、鉄道車両ぎ装工、鉄道車両車体
動車を除く）
組立工、鉄道車両台車組立工、鉄道車両部分品組立工、連
結装置組立工
非該当例：鉄道車両部分品組立設備制御・監視員［51401］、アーク溶接工［537-01］、旅客車内張工［56912］、電動機組立工［572-01］、配電装置組立工［57202］、鉄道車両塗装工［641-02］、鉄道車両配管工［71601］、鉄道車両配線工［725-01］
(５)
輸 送 用 機 ①航空機修理工、②鉄道車両修理工、③自転車 604 輸送用機械 604-01 鉄道車両修理工 該当例：鉄道車両機械修理工、鉄道車両電装品修理工、鉄
器具整備・修理
道車両車体修理工、鉄道車両台車修理工
械器具修理工（自 修理工、④船舶修理工
工（自動車を除
動車を除く）
く）
585 輸送用機械 585-04 自転車組立工
該当例：自転車組立工、自転車部分品組立工、自転車フ
器具組立工（自
レーム組立工
動車を除く）
非該当例：自転車タイヤ成形工［564-02］
604 輸送用機械 604-04 自転車修理工
該当例：自転車修理工
器具整備・修理
工（自動車を除
く）
585 輸送用機械 585-02 船舶ぎ装工
該当例：救命装置ぎ装工、航海計器取付工、船舶機関部ぎ
器具組立工（自
装工、船舶居住部ぎ装工、船舶甲板部ぎ装工、船舶電気部
動車を除く）
ぎ装工、操舵装置取付工、通風装置取付工、荷役装置取付
工
非該当例：造船鉄工［532-02］、アーク溶接工［53701］、船大工［561-99］、船舶内張工［569-12］、船体塗
装工［641-02］、クレーン運転工［693-01］、船舶配管工
［716-01］、船舶配線工［725-01］
633 自動車検査 633-01 自動車検査工
該当例：自動車部分品検査工、トランスミッション検査工
工
（自動車用）
非該当例：金属切削加工検査工［612-01］、タイヤ検査工
［628-01］、エンジン検査工［631-01］、バッテリー検査
工［632-01］、自動車用計器検査工［635-01］、テストド
ライバー［669-99］
634 輸送用機械 634-01 輸送用機械器具 該当例：航空機検査工、自転車検査工、船舶検査工、鉄道
器具検査工（自 検査工（自動車を除く） 車両検査工
動車を除く）
非該当例：鋳物検査工［611-01］、金属切削加工検査工
［612-01］、エンジン検査工［631-01］、配電装置検査工
［632-01］、計器検査工［635-01］
(６) その他の輸 ①他に分類されない輸送用機械器具組立工（自 585 輸送用機械 585-99 他に分類されな 該当例：運搬台車組立工、車いす組立工
送 用 機 械 器 具 組 動車を除く）、②他に分類されない輸送用機械 器具組立工（自 い輸送用機械器具組立工
立・検査・修理の 器具検査工（自動車を除く）、③他に分類され 動車を除く）
（自動車を除く）
職業
ない輸送用機械器具整備・修理工（自動車を除
く） 等
604 輸送用機械 604-02 船舶修理工
該当例：船舶修理工
器具整備・修理
工（自動車を除
く）
非該当例：木造船修理工［561-99］、FRP船修理工［56502］、舶用機関修理工［601-01］

604-99 他に分類されな 該当例：運搬台車修理工、車いす修理工
い輸送用機械器具整備・
修理工（自動車を除く）
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１ 染色・紡糸 (１)
等繊維製造の職 工
業

染色・仕上 ①染物職、②浸染工、③なっ染工、④調色工、

⑤蒸熱工、⑥友禅染工、⑦染色仕上工

(２)
紡工

7 １ 染色・紡糸 (１)
等繊維製造の職
業

等

(４) 揚 返工、か ①揚返工、②かせ取工
せ取工
(５) そ の他の紡 ①製糸工、②紡績前処理工、③トップ・ケーク
糸の職業
保全工、④糸巻工、⑤糸検査仕上工、⑥製綿・
綿打直工 等
(６) 織機準備工 ①整経工、②管巻工、③へ(経)通工、④はた
(機)ごしらえ工 等
(７) 織布工
①織布工

(９)
立工

編 物工、編 ①ニット生地編立工、②ニット製品編立工、③
機械レース編工、④編機準備工、⑤手編工

557-03 織布準備工
557-04 織布工

557-05 精練・漂白工

(11) つな・あみ ①つな製造工、②あみ製造工、③なわ製造工、
製造工
④ひも製造工

(13)

帽子製造工 ①製帽工、②帽子飾付工、③帽子修理工

(14)

裁断工

①パタンナー、②機械裁断工、③手裁断工

該当例：織物染工、糸染工、浸染工、スクリーンなっ染
工、染色仕上工（紡績、織物製造）、染物職、調色工（繊
維）、なっ染工、友禅染工

557-99 他に分類されな 該当例：糸仕上工、製糸工、織布後処理工、製綿工、綿打
い紡織工
直工

(10) フ ェ ル ト・ ①フェルト製造工、②フェルト帽体工、③不織
不織布製造工
布製造工

(12) そ の 他 の織 ①擬革製造工、②リノリウム製造工、③油布製
布・同関連の職業 造工、④織布後処理工、⑤織布等検査工 等

557-06 染色・仕上工

非該当例：紡績設備制御・監視員［505-01］、化学繊維紡
糸工［541-02］、ガラス繊維製造工［542-01］、紡績機械
保全工［601-04］
557-02 ねん糸工、加工 該当例：加工糸工、合糸工、ねん糸工
糸工
非該当例：加工糸設備制御・監視員［505-01］、合糸設備
制御・監視員［505-01］、ねん糸設備制御・監視員［50501］、加工糸機械保全工［601-04］、ねん糸機械保全工
［601-04］

(３) 合 糸工、ね ①合糸工、②ねん糸工、③合ねん糸工、④加工
ん糸工、加工糸工 糸工

精 練・漂白 ①精練工、②漂白工、③漂白整理工

①染物・仕上工、②粗紡工、精紡工、③ねん糸 557 紡織工
工、加工糸工、④織布準備工、⑤織布工、⑥精
錬・漂白工、⑦編物工、編立工、⑧フェルト・
不織布製造工、⑨つな・あみ製造工 等

非該当例：染織工芸家［223-01］、染色仕上設備制御・監
視員（紡績、織物製造）［505-01］、染色設備制御・監視
員（紡績、織物製造）［505-01］、精練・漂白工［55705］、わら染工［561-99］、い染工［561-99］、紙染工
［562-99］、製革染色工［569-01］
557-01 粗紡工、精紡工 該当例：混打綿工、精紡工、粗紡工、紡績工

粗 紡工、精 ①混打綿工、②せつりゅう(櫛梳 )工、③練条
工、④粗紡工、⑤精紡工、⑥ガラ紡工

(８)
工

紡織工

(２)
造工

該当例：織機準備工、整経工、はた（機）ごしらえ工、へ
（経）通工
該当例：織機操作工、製織工
非該当例：織機制御・監視員［505-01］、織機準備工
［557-03］、整経工［557-03］、不織布製造工［55709］、フェルト製造工［557-09］、織機保全工［601-04］

該当例：精練工（紡績、織物製造）、漂白工（紡績、織物
製造）、漂白仕上工（紡績、織物製造）
非該当例：精練設備制御・監視員（紡績、織物製造）
［505-01］、漂白仕上設備制御・監視員（紡績、織物製
造）［505-01］、漂白設備制御・監視員（紡績、織物製
造）［505-01］、化学繊維漂白工［541-02］
557-07 編物工、編立工 該当例：編機準備工、編立工、編物工、機械レース編工、
くつ下編工、手編工、ニット生地編立工、ニット製品編立
工、レース編工
非該当例：編機制御・監視員［505-01］、編機保全工
［601-04］
557-09 フェルト・不織 該当例：不織布製造工、フェルト製造工
布製造工
非該当例：不織布製造設備制御・監視員［505-01］、フェ
ルト製造設備制御・監視員［505-01］
557-08 つな・あみ製造 該当例：あみ製造工、つな製造工、ひも製造工
工
非該当例：製綱設備制御・監視員［505-01］、製網造設備
制御・監視員［505-01］、ひも製造設備制御・監視員
［505-01］、金網編工［535-01］、ワイヤーロープ製造工
［535-01］、紙ひも製造工［562-06］
繊維製品製 ①布裁断工、②パタンナー 、③ミシン縫製工 558 衣服・繊維 558-05 布裁断工
該当例：機械裁断工、手裁断工（布）
（衣服以外）、④特殊ミシ ン縫製工（衣服以 製品製造工
外）、⑤刺しゅう工 等
非該当例：布裁断設備制御・監視員［505-01］、毛皮裁断
工（衣服）［558-99］、帽子製造工［558-99］、袋物裁断
工［569-02］
644 パタンナー 644-01 パタンナー
該当例：アパレルCADオペレーター、衣服型紙製図工、パ
ターンメーカー

非該当例：服飾デザイナー［224-06］
558 衣服・繊維
製品製造工
(15)
工

ミ シ ン 縫製 ①衣服ミシン縫製工、②衣服以外のミシン縫製
工、③特殊ミシン縫製工

(16)

刺しゅう工 ①機械刺しゅう工、②手刺しゅう工、③刺しゅ
う補修工 等

558-07 ミシン縫製工
（身の回り品）

(３) その他の繊 ①紡織製品検査工、②繊維製品検査工、③カン
維製品製造・検査 バス製品製造工、④毛皮裁 断工、⑤寝具仕立
の職業
工、⑥帆布製品製造工、⑦帽子製造工（布
製）、⑧布団綿入工 等

625 紡織・衣
625-01 紡織製品検査工 該当例：糸検査工、糸検査仕上工、織布検査工、織布検査
服・繊維製品検
仕上工、検反工（織物製造）、ニット生地検査仕上工、紡
査工
織検査工、紡織検査仕上工
625-02 衣服・繊維製品 該当例：衣服検査工、検針工、繊維製品検査工、皮革製衣
検査工
服検査工

(17) そ の 他 の衣 ①繊維製品検査工、②繊維製品仕上工、③皮革
服・繊維 製品製造 製衣服仕立工、④カンバス製品製造工、⑤寝具
の職業
仕立工 等
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１

衣服の職業 (１) 婦 人・子供 ①婦人・子供服注文仕立職、②婦人・子供既製
服仕立職
服仕立工、③婦人服修理工 等

該当例：衣服以外のミシン縫製工、カーテン縫製工、キル
ティング縫製工、織布ミシン縫工、身の回り品ミシン縫製
工、縫製作業員（身の回り品）
非該当例：ミシン縫製設備制御・監視員［505-01］、帽子
製造工［558-99］、袋物縫製工［569-02］
558-08 特殊ミシン縫製 該当例：縫製作業員（特殊縫製ミシン）
工
558-09 刺しゅう工
該当例：機械刺しゅう工、手刺しゅう工
非該当例：刺しゅう設備制御・監視員［505-01］、手編工
［557-07］、レース編工［557-07］
558-99 他に分類されな 該当例：革縫製工（衣服製造）、カンバス製品製造工、毛
い衣服・繊維製品製造工 皮裁断工（衣服）、寝具仕立工、帆布製品製造工、帽子製
造工（布製）、皮革製衣服仕立工、布団綿入工

8

１

衣服の職業 (１)

衣服製造工 ①婦人・子供服仕立職、②紳士服仕立職、③和 558 衣服・繊維 558-01 婦人服・子供服 該当例：ドレスメーカー、婦人既製服仕立工、婦人服仕立
服仕立職、④衣服修理工、⑤ミシン縫製工（衣 製品製造工
仕立職
職、婦人服注文仕立職、子供既製服仕立工、子供服仕立
服）、⑥特殊ミシン縫製工（衣服） 等
職、子供服注文仕立職、洋裁師（婦人服・子供服仕立）

(２)
職

紳 士服仕立 ①紳士服注文仕立職、②紳士既製服仕立工、③
紳士服修理工 等

558-02 紳士服仕立職

(３)

和服仕立職 ①和服仕立職、②和服修理職

558-03 和服仕立職

等

558-04 衣服修理工

非該当例：服飾デザイナー［224-06］、生地裁断工［55805］、婦人服・子供服縫製工［558-06］、パタンナー
［644-01］
該当例：紳士既製服仕立工、紳士服注文仕立職、テー
ラー、洋裁師（紳士服仕立）
非該当例：服飾デザイナー［224-06］、生地裁断工［55805］、紳士服縫製工［558-06］、パタンナー［644-01］
該当例：和裁人
非該当例：和服修理職［558-04］
該当例：衣服寸法直し人、紳士服修理工、婦人服・子供服
修理工、洋服修理職、リフォーマー（衣服）、和服修理職

非該当例：婦人服・子供服仕立職［558-01］、紳士服仕立
職［558-02］、和服仕立職［558-03］
558-06 ミシン縫製工
該当例：衣服ミシン縫製工、下着縫製工、シャツ縫製工、
（衣服）
紳士服縫製工、縫製作業員（衣服）、ニット縫製工、婦人
服・子供服縫製工
非該当例：特殊ミシン縫製工［558-08］、革縫製工（革製
衣服製造）［558-99］、ファスナー製造工［569-99］
558-08 特殊ミシン縫製 該当例：縫製作業員（特殊縫製ミシン）
工
558-99 他に分類されな 該当例：革縫製工（衣服製造）、カンバス製品製造工、毛
い衣服製造工
皮裁断工（衣服）、帽子製造工（布製）、皮革製衣服仕立
工
9

１

建設の職業 (１)

(２)

大工

型枠工

①建築大工、②宮大工、③橋りょう大工

①型枠大工、②型枠解体工

等

等

9

１

建設の職業 (１)

(２)

大工

型枠大工

①建築大工

①型枠大工

等

等

711 大工

701 型枠大工

711-01 建築大工

711-98 大工見習
701-01 型枠大工

該当例：営繕大工、造作大工、宮大工
非該当例：建築設計士［091-01］、建築工事現場監督
［091-02］、機械プレカット工［561-03］、家具大工
［561-04］、指物職［561-05］、型枠大工［701-01］、建
築とび工［702-01］、プレハブ住宅パネル組立工［71999］
該当例：大工（見習）
該当例：型枠解体工、型枠工、コンクリート型枠組工
非該当例：建築大工［711-01］、コンクリート注入作業員
［731-01］

(３)

鉄筋工

①土木鉄筋工、②建築鉄筋工

(３)

鉄筋工

①土木鉄筋工、②建築鉄筋工

703 鉄筋工

703-01 土木鉄筋工

703-02 建築鉄筋工

(４)

とび工

①建築とび工、②取りこわし作業員

２ 土木・舗
(１) 土木・舗装 ①建設・土木作業員、②舗装作業員
装・鉄道線路工 作業者
事の職業

等

(４)

等

２ 土木・舗
(１)
装・鉄道線路工
事の職業

(２) 鉄道線路工 ①保線工、軌道工、②軌条工、③軌道舗石作業
事作業者
員

３ 採鉱・砕石 (１)
及びその他の採
掘の職業
(２)

(３)
者

採鉱員

①採鉱従事者、②ローダー運転工(金属・非金
属)

採炭員

①採炭従事者、②ローダー運転工(石炭)

石 切出作業 ①石切出作業者

①建築とび工、②取りこわし作業員

土木作業員 ①建設・土木作業員、②舗装作業員

(２) 鉄道線路工 ①鉄道線路工事作業員
事作業員

３ 採鉱・砕石 (１)
及びその他の採
掘の職業

(２)
員

(４) 砂利・砂・ ①砂利・砂採取作業者、②粘土採取作業者、
粘土採取作業者

とび工

採鉱員

①採鉱員

石切出作業 ①石切出作業員

( ３ ) じ ゃ り ・ ①じゃり・砂・粘土採取作業員
砂・粘土採取作業
員

③庭石採取作業者
(５) ダム・トン ①ダム・トンネル掘さく工
ネル掘さく工

(６) さく井工、 ①ボーリング工、②石油・天然ガス採取工
採油工、天然ガス
採取工

(７)

支柱員

①支柱員

(８)

抗内運搬員 ①抗内運搬員

(９)
炭員

選 鉱員、選 ①選鉱工、②選炭工、③鉱石類粉砕工

(４) ダム・トン ①ダム・トンネル掘削作業員
ネル掘削作業員

等

(５) さく井・
①さく井・ボーリング機械運転工
ボーリング機械運
転工

等

702 とび工

702-01 建築とび工

該当例：土木鉄筋工
非該当例：クレーン運転工［693-01］、玉掛作業員［69601］
該当例：建築鉄筋工
非該当例：建築鉄工［532-01］、クレーン運転工［69301］、玉掛作業員［696-01］、鉄骨とび工［702-01］
該当例：足場組立工、重量物とび職、鉄骨とび工、とび職

非該当例：クレーン運転工［693-01］、くい打機運転工
［695-01］、玉掛作業員［696-01］
702-02 取りこわし作業 該当例：解体工（建造物）、家屋解体工、建築解体工、コ
員
ンクリートはつり工（解体工事）
非該当例：トラック運転手［663-01］、産業廃棄物運搬車
運転手［669-99］、ショベルカー運転工［695-01］、ブ
レーカ運転工［695-01］
702-98 とび工見習
該当例：建築とび工（見習）、鉄骨とび工（見習）、とび
見習
731 土木作業員 731-01 建設・土木作業 該当例：建設作業員、護岸工事作業員、コンクリート作業
員
員、造園土木作業員、土管配管作業員、土木作業員、法面
保護作業員（コンクリート張り工事）
非該当例：建設機械運転工［695-01］、ダム掘削作業員
［733-01］、トンネル掘削作業員［733-01］
731-02 舗装作業員
該当例：アスファルト舗装作業員、コンクリート舗装作業
員、道路区画線設置作業員、道路工事作業員、道路付帯設
備取付作業員、道路補修作業員、道路舗装作業員
非該当例：舗装機械運転工［695-02］、コンクリート打設
機械運転工［695-99］
732 鉄道線路工 732-01 鉄道線路工事作 該当例：軌条作業員、軌道作業員、軌道舗石作業員、鉄道
事作業員
業員
保線員、保線作業員
非該当例：電車線架線作業員［722-01］、鉄道信号工事作
業員［725-03］
741 採鉱員
741-01 採鉱員
該当例：採鉱作業員

742 石切出作業 742-01 石切出作業員
員

非該当例：ダンプカー運転手［663-04］、ショベルカー運
転工［695-01］、石油採取機械運転工［699-99］、天然ガ
ス採取機械運転工［699-99］、支柱員［749-01］、坑内運
搬員［749-99］、発破員［749-99］
該当例：石切出作業者、砕石作業者

非該当例：石切工［542-09］、砕石プラント運転工［69999］、発破員［749-99］
743 じゃり・
743-01 じゃり・砂・粘 該当例：じゃり採取作業者、砂採取作業者、庭石採取作業
砂・粘土採取作 土採取作業員
者、粘土採取作業者
業員
非該当例：ショベルカー運転工［695-01］、砂鉱採取作業
者［741-01］、耐火粘土採取作業者［741-01］
733 ダム・トン 733-01 ダム・トンネル 該当例：ダム掘削作業員、トンネル建設作業員
ネル掘削作業員 掘削作業員
非該当例：ショベルカー運転工［695-01］、さく岩機械運
転工［695-99］、シールド掘進機運転工［695-99］、支柱
員［749-01］、発破員［749-99］
695 建設機械運 695-03 さく井・ボーリ 該当例：さく井工、試すい工、ボーリング工
転工
ング機械運転工

非該当例：石油採取機械運転工［699-99］、天然ガス採取
機械運転工［699-99］
699 その他の定 699-99 他に分類されな 該当例：下水処理施設設備操作員、ごみ焼却設備操作員、
置・建設機械運 い定置・建設機械運転の し尿処理設備操作員、浄水場設備操作員、石油採取機械運
転の職業
職業
転工、天然ガス採取機械運転
(６) その他の採 ①支柱員、②抗内運搬員、 ③選鉱員、④発破 749 その他の採 749-01 支柱員
該当例：坑内支柱員
掘の職業
員、⑤石油採取機械運転工、⑥天然ガス採取機 掘の職業
械運転工 等
749-99 他に分類されな 該当例：坑内運搬員、選鉱員、発破員
い採掘の職業

(10) 他 に 分 類さ ①発破員、②抗内保守員、③鉱石検定員
れない採掘の職業
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等

１ その他の建 ( １ ) れ ん が 積 ①れんが積工、②タイル張工、③石張工、④ブ
設の職業
工、タイ ル張工、 ロック積工
ブロック積工

10 １ その他の建 (１) ブロック積 ①ブロック積工、②れんが 積工、③タイル張 712 ブロック積 712-01 ブロック積工
設の職業
工、タイル張工
工、④石張工
工、タイル張工

該当例：建築ブロック工

712-02 れんが積工
712-03 タイル張工

(２)

屋根ふき工 ①かわらふき工、②スレートふき工、③わら屋
根ふき工 等

(３)

左官

①左官、②木舞工、③屋根左官

(４)
工

配 管工、鉛 ①配管工、②鉛工

(５)

熱絶縁工

(６)

防水工

(７)

潜水作業者 ①潜水作業者

(８)

建築板金工 ①建築板金工、②ダクト板金工

①耐火皮膜工、②保温工、③保冷工、④防露工
等
①土木工事防水工、②建築工事防水工 等

(９) そ の他の建 ①井戸手掘工、②潜かん(函)工、③水道工事検
設の職業
査工、④測量員、⑤建築塗装工

(２)

屋根ふき工 ①かわらふき工

等

該当例：築炉工、れんが積工、炉修工
該当例：タイル壁張工、タイル床張工
非該当例：ゴム床張工［717-03］、プラスチック床張工
［717-03］、リノリウム床張工［717-03］
712-04 石張工
該当例：テラコッタ取付工
非該当例：石積工［542-09］
712-98 ブロック積工見 該当例：石張工（見習）、タイル張工（見習）、ブロック
習、タイル張工見習
積工（見習）、れんが張工（見習）
713 屋根ふき工 713-01 かわらふき工
該当例：かわら屋根ふき職

非該当例：金属屋根ふき工［533-01］、面土塗工［71401］
713-98 屋根ふき工見習 該当例：屋根ふき工（見習）
713-99 他に分類されな 該当例：スレート屋根ふき工、わら屋根ふき工
い屋根ふき工
(３) 左官
①左官
714 左官
714-01 左官
該当例：木舞工、左官職、左官手元、左官吹付工、屋根左
官、ラス張工
非該当例：タイル張工［712-03］
714-98 左官見習
該当例：左官（見習）
(４) 配管工
①配管工
716 配管工
716-01 配管工
該当例：ガス配管工、空調配管工、航空機配管工、水道配
管工、スチーム配管工、船舶配管工、鉄道車両配管工、配
管修理工
非該当例：ダクト工［533-01］、住宅水回り設備取付工
［719-04］、地中配電線工［722-01］、地下ケーブル配線
工［723-01］、コンクリート管敷設工［731-01］、土管配
管工［731-01］
716-98 配管工見習
該当例：配管工（見習）
719 その他の建 719-02 熱絶縁工
該当例：保温・保冷工
設の職業
(５) 防水工
①防水工
718 防水工
718-01 防水工
該当例：建築工事防水工、シーリング工（防水工事）、土
木工事防水工
非該当例：モルタル塗工［714-01］
719 その他の建 719-01 潜水作業員
該当例：サルベージ作業員、水中調査・測量作業員、潜水
設の職業
士（建設工事）
非該当例：潜水士（海上保安庁）［442-01］、潜水士（海
難救助）［459-99］、潜水漁師［481-01］
(６) 建築塗装工 ①建築塗装工
641 塗装工
641-03 建築塗装工
該当例：家屋塗装工、住宅塗装工、建物塗装工
非該当例：タイル張工［712-03］、モルタル塗工［71401］、内装仕上工［717-03］
(７) 建築板金工 ①建築板金工
533 板金工
533-01 建築板金工
該当例：金属サイディング工、ダクト工、トタン屋根ふき
工
非該当例：プレス成形工［531-01］、シーム溶接工［53702］、はんだ付工［539-02］、金属切断工（刃物によるも
の）［539-04］、現図工［649-03］
(８) その他の建 ①熱絶縁工、②潜水作業員、③測量作業員、④ 719 その他の建 719-03 測量作業員
該当例：測量作業員
設の職業
水道工事検査員、⑤住宅水回り設備取付工 等 設の職業

719-05 水道工事検査員
719-04 住宅水回り設備
取付工

719-99 他に分類されな
い建設の職業
２ 建設機械運 (１)
転の職業
転工

建 設機械運 ①建設機械運転工、②コンクリ ート機械運転
工、③舗装機械運転工、④しゅんせつ(浚渫)機
械運転工 等

２ 建設機械運 (１)
転の職業
転工

建設機械運 ①建設用機械車両運転工、 ②舗装機械運転工 695 建設機械運 695-01 建設用機械車両
等
転工
運転工

非該当例：測量士［093-01］、測量士補［093-98］
該当例：水道検査員、漏水調査員
該当例：給湯機取付工、システムキッチン取付工、洗面器
取付工、便器取付工（事務用・事業用ビル）、便器取付工
（住宅）、ユニットバス取付工
非該当例：配管工［716-01］
該当例：ALC工、看板取付工、金属製バルコニー取付工、
受水槽取付工、プレハブ住宅パネル組立工、窯業サイディ
ング工
該当例：くい（杭）打機運転工、掘削機械運転工、重機オ
ペレーター（建設機械）、ショベルカー運転工、整地機械
運転工、ブルドーザ運転工、ブレーカ運転工、ロードロー
ラ運転工

非該当例：フォークリフト運転作業員［684-01］、トラッ
ククレーン運転工［693-01］、アスファルト舗装機械運転
工［695-02］、コンクリート打設機械運転工［695-99］、
しゅんせつ機械運転工［695-99］
695-02 舗装機械運転工 該当例：アスファルトフィニッシャ運転工、アスファルト
舗装機械運転工、コンクリートフィニッシャ運転工、コン
クリート舗装機械運転工
非該当例：バッチャープラントオペレーター［502-99］、
コンクリートミキサー車運転手［663-03］、コンクリート
打設機械運転工［695-99］、舗装作業員［731-02］
695-99 他に分類されな 該当例：コンクリート打設機械運転工、さく岩機械運転
い建設機械運転工
工、シールド掘進機運転工、しゅんせつ機械運転工
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１

農業の職業 (１) 植 木職、造 ①植木職、②造園工等、③園芸装飾師
園師工

等

11

１

農業の職業 (１)
園師

植木職、造 ①植木職、②造園師

等

463 植木職、造 463-01 植木職
園師

該当例：植木屋、庭木屋

非該当例：植木栽培作業員［461-02］
該当例：ゴルフ場芝植付作業員、芝植付作業員（造園
業）、造園技能士、築庭作業員、庭師
非該当例：造園土木作業員［731-01］、公園整備員［78901］、ゴルフ場整備員［789-01］
463-98 植木職見習、造 該当例：植木職（見習）、造園師（見習）
園師見習
463-02 造園師

12

１ 窯業製品製 (１)
造の職業

窯業原料工 ①原料工、②ガラス溶融炉工、③窯業土練工、

④シャモット工 等
(２) ガ ラス製品 ①ガラス成形工、②ガラス吹工、③ガラス押型
成形工
工、④ガラス熱処理工 等
(３) ガ ラス製品 ①ガラス熱加工工、②ガラス切断工、③ガラス
加工工
研ま工、④ガラス繊維工、⑤鏡銀引き工 等
(４)
工

陶 磁器製造 ①ろくろ成形工、②プレス成形工、③陶磁器類
研ま工、④陶磁器レース加工工、⑤陶磁器焼成
工 等

12

１ 窯業製品製 (１)
造の職業
造工

窯業製品製 ①ガラス製品製造工、②れんが・かわら類製造 542 窯業・土石 542-99 他に分類されな 該当例：七宝工、石灰製造工、石こう製品製造工、施ゆう
工、③陶磁器製造工、④ファインセラミックス 製品製造工
い窯業・土石製品製造工 工、ほうろうがけ工、窯業絵付工、窯業原料工、るつぼ製
製品製造工、⑤セメント製造工、⑥コンクリー
造工
ト製品製造工（生コンクリートを除く）、⑦生
コンクリート製造工、⑧研磨用材製造工、⑨土
石製品製造工 等
542-01 ガラス製品製造 該当例：鏡銀引き工、ガラスカッティング工、ガラス成形
工
工、ガラス繊維製造工、ガラス彫刻工、ガラス熱加工工、
ガラス熱処理工
非該当例：ガラス製品製造設備制御・監視員［502-01］

542-03 陶磁器製造工

(５) 施 ゆう工、 ①ゆう薬工、②ゆう薬かけ工、 ③ほうろう焼
ほうろうがけ工
入・仕上工

542-99 他に分類されな
い窯業・土石製品製造工

(６)

542-99 他に分類されな
い窯業・土石製品製造工

窯業絵付工 ①陶磁器画工、②転写絵付工、 ③陶磁器吹付
工、④絵付仕上工、⑤金盛絵付工 等

(７) ファインセ ①ファインセラミック製品製造工
ラミック製品製造

542-04 ファインセラ
ミックス製品製造工

(８)
造工

542-05 セメント製造工

セメント製 ①セメント焼成工、②セメント粉砕工

(９) セ メント製 ①コンクリートブロック製造工、②コンクリー
品製造工
トパネル製造工、③セメントスレート製造工、
④コンクリートパイプ製造工 等

該当例：タイル製造工（陶磁器製品製造）、陶磁器研磨
工、陶磁器焼成工、陶磁器成形工
非該当例：陶芸家［223-01］、陶磁器製造設備制御・監視
員［502-99］、施ゆう工［542-99］、窯業原料工［54299］
該当例：七宝工、石灰製造工、石こう製品製造工、施ゆう
工、ほうろうがけ工、窯業絵付工、窯業原料工、るつぼ製
造工
該当例：七宝工、石灰製造工、石こう製品製造工、施ゆう
工、ほうろうがけ工、窯業絵付工、窯業原料工、るつぼ製
造工
該当例：ウェハー研磨工、ウェハー製造工、ウェハー洗浄
工、シリコン切断工、ファインセラミックス製品研磨工、
ファインセラミックス製品焼成工、ファインセラミックス
製品成形工
非該当例：ファインセラミックス製品製造設備制御・監視
員［502-02］、半導体チップ製造工［576-01］
該当例：セメント原料工、セメント仕上工

非該当例：セメント製造設備制御・監視員［502-03］
542-07 生コンクリート 該当例：現場練りコンクリート製造工、生コンクリート工
製造工
非該当例：バッチャープラント運転工［502-99］、コンク
リート圧送作業員［731-01］
542-06 コンクリート製 該当例：コンクリートパイプ製造工、コンクリートパネル
品製造工（生コンクリー 製造工、コンクリートブロック製造工、セメントスレート
トを除く）
製造工

非該当例：コンクリート製品製造設備制御・監視員［50299］、セメント製造工［542-05］、生コンクリート製造工
［542-07］
542-02 れんが・かわら 該当例：かわら乾燥工、かわら成形工、かわら焼成工、れ
類製造工
んが乾燥工、れんが成形工、れんが焼成工

(10) れんが・か ①れんが・かわら類成形工、②れんが・かわら
わら類製造工
類切断工、③れんが・かわら類乾燥工、④れん
が・かわら類焼成工 等

(11) 石 灰 ・ 石灰 ①石灰製造工、②ドロマイト製造工、③石こう
製品製造工
製造工、④石こう製品製造工 等

542-99 他に分類されな
い窯業・土石製品製造工

(12)

七宝工

542-99 他に分類されな
い窯業・土石製品製造工

(13)
査工

窯 業 製 品検 ①ガラス製品検査工、②陶磁器検査工、③れん
が・かわら類検査工 等

①七宝工

(14) そ の 他 の窯 ①るつぼ製造工、②研ま用材製造工
業製品製造の職業

２ 化学製品製 (１)
造の職業

化学工

等

①化学原料仕込工、②化学反応工、③電解反応
工、④電気炉工(化学)、⑤分離・蒸留・乾留
工、⑥ばい焼・か焼工 等

(２)

石油精製工 ①石油分離工、②石油精留工、③石油タンク工
等

(３)

化学繊維工 ①原液調整工、②化学繊維紡糸工、③化学繊維
後処理工

(４)

油脂加工工 ①硬化油工、②油脂分解工、③ 石けん製造工
等

(５) 医 薬品・化 ①医薬品製造工、②抗生物質種母培養工、③化
粧品製造工
粧品類製造工

(２)
査工

窯業製品検 ①ガラス製品検査工

等

(３) その他の窯 ①七宝工、②石灰製造工、 ③石こう製品製造
業・土石製品製造 工、④施ゆう工、⑤ほうろうがけ工、⑥窯業絵
の職業
付工、 ⑦窯業原料工、⑧るつぼ製造工 等

622 窯業製品検 622-01 ガラス製品検査
査工
工
542-99 他に分類されな
い窯業・土石製品製造工

非該当例：研磨用材製造設備制御・監視員［502-99］
２ 化学製品製 (１) 化学製品製 ①化学繊維工、②石けん・洗剤・油脂製品製造 541 化学製品製 541-99 他に分類されな 該当例：化学製品原料粉砕工、顔料製造工、香料製造工、
造の職業
造工
工、③医薬品製造工、④化粧品製造工、⑤感光 造工
い化学製品製造工
殺虫剤製造工、製塩工、線香製造工、農薬製造工、花火師
剤材料製造工、⑥塗料・絵具・インク製造工
等
(２) 化学製品検 ①化学製品検査工 等
査工
(３) その他の化 ①化学製品原料粉砕工、②顔料製造工、③香料
学製品製造の職業 製造工、④殺虫剤製造工、⑤製塩工、⑥線香製
造工、⑦農薬製造工、⑧花火師 等
541 化学製品製 541-02 化学繊維工
該当例：化学繊維後処理工、化学繊維原液調整工、化学繊
造工
維精練工、化学繊維漂白工、化学繊維紡糸工
非該当例：化学繊維製造設備制御・監視員［501-03］、化
学繊維原料製造工［541-01］、ガラス繊維製造工［54201］、紡績工［557-01］
541-03 石けん・洗剤・ 該当例：合成洗剤製造工、石けん製造工、油脂製品製造工
油脂製品製造工
非該当例：石けん製造設備制御・監視員［501-99］、洗剤
製造設備制御・監視員［501-99］、油脂製品製造設備制
御・監視員［501-99］、シャンプー製造工［541-05］、歯
磨剤製造工［541-05］、食用油脂製品製造工［543-99］
541-04 医薬品製造工

541-05 化粧品製造工

(６) そ の他の化 ①化学製品原料粉砕工、②化学製品検査工、③
学製品製造の職業 製塩工、④合成洗剤製造工、⑤感光剤材料製造
工、⑥塗料・絵具・インキ製造 工、⑦クレヨ
ン・鉛筆しん(芯)・墨製造工、⑧ろうそく製造
工、⑨農薬・殺虫剤製造工、⑩花火製造工 等

非該当例：かわら製造設備制御・監視員［502-99］、れん
が製造設備制御・監視員［502-99］、コンクリートパイプ
製造工［542-06］、セメントかわら製造工［542-06］、窯
業原料工［542-99］
該当例：七宝工、石灰製造工、石こう製品製造工、施ゆう
工、ほうろうがけ工、窯業絵付工、窯業原料工、るつぼ製
造工
該当例：七宝工、石灰製造工、石こう製品製造工、施ゆう
工、ほうろうがけ工、窯業絵付工、窯業原料工、るつぼ製
造工
該当例：板ガラス検査工、ガラス管検査工、ガラス球検査
工、ガラス食器検査工、ガラス瓶検査工
非該当例：ガラスレンズ検査工［635-01］
該当例：七宝工、石灰製造工、石こう製品製造工、施ゆう
工、ほうろうがけ工、窯業絵付工、窯業原料工、るつぼ製
造工

該当例：アンプル充填工、医薬品仕上工、漢方薬製造工、
原薬製造工、抗生物質種母培養工、製剤工、注射液製造
工、ドリンク剤製造工
非該当例：医薬品製造設備制御・監視員［501-04］
該当例：口紅製造工、クリーム製造工（化粧品製造）、香
水製造工、シャンプー製造工、乳液製造工、歯磨剤製造工

非該当例：化粧品製造設備制御・監視員［501-04］、香料
製造工［541-99］
541-06 感光剤材料製造 該当例：X線フィルム増感紙製造工、感光紙製造工、感光
工（フィルムを除く） 乳剤製造工、写真乳剤製造工

非該当例：感光剤材料製造設備制御・監視員［501-99］、
フィルム製造工［541-07］
541-07 フィルム製造工 該当例：映画フィルム製造工、写真フィルム製造工、レン
トゲンフィルム製造工
非該当例：フィルム製造設備制御・監視員［501-99］、感
光乳剤製造工［541-06］

541-08 塗料・絵具・イ 該当例：インク製造工、絵具製造工、塗料製造工
ンク製造工
非該当例：インク製造設備制御・監視員［501-99］、絵具
製造設備制御・監視員［501-99］、塗料製造設備制御・監
視員［501-99］、顔料製造工［541-99］、クレヨン製造工
［541-99］
541-99 他に分類されな 該当例：化学製品原料粉砕工、顔料製造工、香料製造工、
い化学製品製造工
殺虫剤製造工、製塩工、線香製造工、農薬製造工、花火師

３ ゴム・プラ (１)
スチック製品製
造の職業

(２)
造工

ゴム工

①ゴム製造工、②再生ゴム工

ゴ ム製品製 ①ゴム製品成形工、②加硫工、③ゴム製品仕上
工 等

621 化学製品検 621-01 化学製品検査工 該当例：医薬品検査工、化学繊維検査工、化学薬品検査
査工
工、加工油脂製品検査工、化粧品検査工、石けん検査工、
洗剤検査工
ゴム製品製 ①原料ゴム加工工、②ゴム製品成形工（たいや 564 ゴム製品製 564-01 原料ゴム加工工 該当例：原料ゴム圧延工、原料ゴム混合工、原料ゴム練
成形を除く）③タイヤ成形工 等
造工
工、原料ゴム前処理工、原料ゴム薬品配合工

３ ゴム・プラ (１)
スチック製品製 造工
造の職業
(２) 他に分類さ
れないゴム製品製
造工
(３) プラスチッ
ク製品製造工

①ゴム接合工、②ゴムはり工、③ゴム焼付工、
④再生ゴム製造工

①プラスチック成形工、②プラスチック切削・
研磨工、③プラスチック接合・裁断工、④プラ
スチック塗布工、⑤原料プ ラスチック処理工
等
(４) 他に分類さ ①プラスチック彫刻工
れないプラスチッ
ク製品製造工
(５) ゴム・プラ ①ゴム・プラスチック製品検査工
スチック製品検査
工

(３) タ イヤ製造 ①タイヤ成形工、②タイヤ加硫工、③タイヤ仕
工・修理工
上工、④タイヤ修理工
(４) プ ラスチッ ①プラスチック成形工、②積層成形工
ク製品成形工

(５) プ ラスチッ ①プラスチック切削機械工、②プラスチック研
ク製品加工工
ま工、③プラスチック接合工、④プラスチック
細工仕上工

(６) ゴ ム・プラ ①タイヤ検査工、②ゴム製品検査工、③プラス
スチック 製品検査 チック製品検査工
工
(７) その他のゴ ①ゴム・プラスチック塗布工、②ゴム裁断工、
ム・プラスチック
製品製造の職業
③ゴム接合工、④原料プラスチック処理工 等

非該当例：原料ゴム加工設備制御・監視員［508-01］

564-99 他に分類されな 該当例：ゴム接合工、ゴムはり工、ゴム焼付工、再生ゴム
いゴム製品製造工
製造工

564-03 ゴム製品成形工 該当例：加硫工（タイヤ成形を除く）、ゴムアセンブル成
（タイヤ成形を除く） 形工、ゴム押出成形工、ゴム形付工、ゴム射出成形工、ゴ
ム浸せき成形工、ゴムプレス成形工、ゴムライニング成形
工
非該当例：ゴム製品成形設備制御・監視員［508-01］、金
型取付工［539-03］、タイヤ成形工［564-02］
564-02 タイヤ成形工

該当例：加硫工（タイヤ成形）、自動車タイヤ成形工、タ
イヤゴム張工、トレッド工（タイヤ製造）
非該当例：タイヤ成形設備制御・監視員［508-01］
565 プラスチッ 565-02 プラスチック成 該当例：プラスチック圧縮成形工、プラスチック押出成形
ク製品製造工
形工
工、プラスチック射出成形工、プラスチック積層成形工、
プラスチック手造り成形工、プラスチック熱成形工、プラ
スチック発泡成形工、プラスチックブロー成形工、プラス
チックロール圧延工
非該当例：プラスチック成形設備制御・監視員［50802］、金型取付工［539-03］
565-03 プラスチック切 該当例：プラスチック切削機械工、プラスチック旋盤工、
削・研磨工
プラスチックバフみがき工、プラスチックボール盤工
非該当例：プラスチック研磨設備制御・監視員［50802］、プラスチック切削設備制御・監視員［508-02］
565-04 プラスチック接 該当例：打抜工（プラスチック製品製造）、高周波ウェル
合・裁断工
ダー工（プラスチック製品製造）、高周波ミシン工、プラ
スチック製品切断工
非該当例：プラスチック裁断設備制御・監視員［50802］、プラスチック接合設備制御・監視員［508-02］
565-99 他に分類されな 該当例：プラスチック彫刻工
いプラスチック製品製造
工
628 ゴム・プラ 628-01 ゴム・プラス
該当例：ゴム製品検査工、タイヤ検査工、プラスチック製
スチック製品検 チック製品検査工
品検査工
査工
564 ゴム製品製 564-04 ゴム裁断工
該当例：ゴム打抜工、ゴム型抜工、ゴム切断工
造工
非該当例：ゴム裁断設備制御・監視員［508-01］
564-05 ゴム塗布工

該当例：コーティング工（ゴム引布）、ゴムシート工、ゴ
ム絶縁工、ゴム引工、ゴム防水加工工
非該当例：ゴム塗布設備制御・監視員［508-01］
564-99 他に分類されな 該当例：ゴム接合工、ゴムはり工、ゴム焼付工、再生ゴム
いゴム製品製造工
製造工
565 プラスチッ 565-05 プラスチック塗 該当例：絶縁樹脂塗布工、プラスチック防水加工工、ラミ
ク製品製造工
布工
ネート工（プラスチックの塗布）

非該当例：プラスチック塗布設備制御・監視員［508-02］

４ 土石製品製 (１)
造の職業

①石割工、②石切工、③石研ま工、④石彫工
(工芸的なものを除く。)、⑤墨出し工、⑥石積
工 等
(２) その他の土 ①石細工工、②マイカカット工、
石製品製造の職業
③石綿製品製造工、④すずり製作工 等

13

１ 木・竹・
(１)
草・つる製品製
造の職業
(２)
工

石工

製材工

①原木切断工、②製材段取工、③機械のこ工、

④手のこ工 等
チ ップ製造 ①チップ製造工

(３)

合板工

①合板製作工、②木質ボード製造工

(４)

木工

①機械木工、②木型木工

４ 土石製品製 (１)
造の職業
造工

土石製品製 ①土石製品製造工

565-01 原料プラスチッ 該当例：合成樹脂混練工、合成樹脂粉砕工、プラスチック
ク処理工
混練り工
非該当例：原料プラスチック処理設備制御・監視員［50802］
542 窯業・土石 542-09 土石製品製造工 該当例：石切工、石研磨工、石工、石細工工、石積工、石
製品製造工
彫工、石割工、墨出し工、墓石工、はつり工（石材加工
業）
非該当例：石切出作業員［742-01］

等

石綿は削除
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１ 木 ・ 竹 ・ (１)
草・つる製品製 造工
造の職業

木製製品製 ①製材工、チップ製造工、②合板工、③木工、 561 木製製品製 561-01 製材工、チップ 該当例：原木切断工、チッパー工、チップ選別工、鋸機械
木彫工、④木製家具・建具 製造工、⑤指物職 造工
製造工
工
等
非該当例：製材設備制御・監視員［506-01］

等

561-02 合板工

該当例：化粧合板製造工、合板製作工、合板プレス工、集
成材製造工、単板製作工、調板工、パーティクルボード製
造工、木質ボード製造工
非該当例：合板製造設備制御・監視員［506-01］
561-03 木工、木彫工
該当例：穴あけ木工、機械プレカット工、機械木工、木型
木工、木彫工、人形彫職、木版製作工、木工研磨工、木工
旋盤工、木工フライス盤工
非該当例：製材工［561-01］、家具木工［561-04］、建具
木工［561-04］、指物職［561-05］
561-04 木製家具・建具 該当例：家具工、障子取付工、建具工、木製家具金具組立
製造工
工、木製家具組立工、木製家具修理工
非該当例：金属製家具製造工［536-01］、指物職［56105］、き柳製家具製作工［561-99］、とう製家具製作工
［561-99］、内張工［569-12］表具師［569-13］、木製家
具塗装工［641-01］
561-05 指物職
該当例：唐木指物職、木製鏡台製作工、神仏具指物職、仏
壇製造職、宮師、寄木細工職人
非該当例：木製家具製造工［561-04］、木製建具製造工
［561-04］、漆器工［569-08］

等

(５) 木製家具・ ①指物職、②木製家具製造工、③木製建具製造
建具製造工
工 等

(６) 船大工
(７) 木製おけ・
たる製造工
(８) 曲物製造工
(９) 木彫工

①船大工
①おけ・たる製造工、②おけ・たる修理工

(10) と う ・ き柳
製品製造工
(11) 木 ・ 竹 ・
草・つる 製品検査
工
(12) そ の 他 の
木・竹・ 草・つる
製品製造の職種

①とう製品製造工、②き柳製品製造工

①曲物製造工
①木彫工、②仏像彫刻製造工、③人形彫職、④
将棋彫駒製作工 等

①木材検査工、②合板検査工

等

①木材製品処理工、②木場とび工、③木製運動
用品製造工 等

２ パルプ・
(１) パ ルプ工、 ①パルプ工、②紙料工
紙・紙製品製造 紙料工
の職業

561-03 木工、木彫工

(２) 木・竹・
草・つる製品検査
工
(３) その他の
木・竹・草・つる
製品製造の職種

①木材検査工、②合板検査工

該当例：穴あけ木工、機械プレカット工、機械木工、木型
木工、木彫工、人形彫職、木版製作工、木工研磨工、木工
旋盤工、木工フライス盤工
非該当例：製材工［561-01］、家具木工［561-04］、建具
木工［561-04］、指物職［561-05］

等

626 木製製品・ 626-01 木製製品検査工 該当例：き柳製品検査工、草製品検査工、合板検査工、竹
パルプ・紙・紙
製品検査工、つる製品検査工、とう製品検査工、木材検査
製品検査工
工、木材チップ検査工、木製家具検査工
①い草製品製造工、②稲わら製品製造工、③き 561 木製製品製 561-99 他に分類されな 該当例：い草製品製造工、稲わら製品製造工、き柳製品製
柳製品製造工、④げた製造工、⑤竹細工工、⑥ 造工
い木製製品製造工
造工、げた製造工、竹細工工、とう製品製造工、船大工、
とう製品製造工、⑦船大工、⑧麦わら製品製造
麦わら製品製造工、木製運動用品製造工、木製おけ製造
工、⑨木製運動用品製造工 、⑩木製おけ製造
工、木製たる製造工、木製曲物製造工
工、⑪木製たる製造工、⑫木製曲物製造工 等

２ パルプ・
( １ ) パ ル プ ・ ①パルプ工、紙料工、②紙すき工、③段ボール 562 パルプ・
562-01 パルプ工、紙料 該当例：紙料工、紙料調整工、紙料溶解工、パルプ工、パ
紙・紙製品製造 紙・紙製品製造工 製造工、④加工紙製造工（段ボールを除く）、 紙・紙製品製造 工
ルプ磨砕工
の職業
⑤紙器製造工、⑥紙製品製 造工、⑦紙裁断工 工
等
非該当例：紙料調合設備制御・監視員［506-02］、パルプ
製造設備制御・監視員［506-02］、チップ製造工［56101］

(２) 紙 機械すき ①抄紙工、②抄紙仕上工
工
(３) 紙手すき工 ①紙手すき工
(４) 加 工紙製造 ①段ボール製造工、②塗工紙製造工、③防水紙
工
製造工、④変性加工紙製造工 等

562-02 紙すき工

非該当例：抄紙設備制御・監視員［506-02］
562-03 段ボール製造工 該当例：段ボールシート製造工

562-04 加工紙製造工
（段ボールを除く）

(５)

(６)
工

紙器製造工 ①紙箱製造工、②大型紙袋製造工、③紙管筒製
造工、④紙製食器製造工、⑤ファイバーチュー
ブ・コーン製造工 等

紙 製品製造 ①小型紙袋製造工、②紙ひも製造工、③水引製
品製造工 等

(７) その他のパ ①紙裁断工、②紙加工工、③紙仕上工・検査工
ルプ・紙・紙製品 等
製造の職業

３ 印刷・製本 (１)
の職業
業員

文 字組版作 ①写真植字機オペレーター、②電算写植機オペ
レーター、③電子組版機オペレーター 等

(２)

製版作業員 ①製版作業員(電子製版を除く)、②製版カメラ
作業員、③版下製作作業員、④電子製版作業員
等

(３)

印刷作業員 ①とっ(凸)版印刷作業員、②オフセット印刷作
業員、③グラビア印刷作業員、④スクリーン印
刷作業員、⑤フォーム印刷作業員、⑥シール印
刷作業員、⑦木版画摺り師 等

該当例：紙手すき工、抄紙工、抄紙仕上工

562-05 紙器製造工

非該当例：段ボール製造設備制御・監視員［506-03］、段
ボール原紙製造工［562-02］、段ボール箱製造工［56205］
該当例：塗工紙製造工、防水紙製造工
非該当例：加工紙製造設備制御・監視員［506-03］、塗工
紙製造設備制御・監視員［506-03］、段ボール製造工
［562-03］
該当例：大型紙袋製造工、紙製食器製造工、紙箱製造工、
機械製箱工、紙管筒製造工、段ボール箱製造工

562-06 紙製品製造工

非該当例：紙器製造設備制御・監視員［506-03］、小型紙
袋製造工［562-06］、封筒製造工［562-06］、紙断裁工
［562-07］
該当例：紙ひも製造工、小型紙袋製造工、封筒製造工

562-07 紙裁断工

非該当例：紙器製造設備制御・監視員［506-03］、大型紙
袋製造工［562-05］、セメント袋製造工［562-05］、紙断
裁工［562-07］
該当例：紙型抜き工、紙機械だち工、製本裁断工

非該当例：紙裁断設備制御・監視員［506-02］、製本裁断
設備制御・監視員［506-02］
( ２ ) パ ル プ ・ ①パルプ・紙・紙製品検査工
626 木製製品・ 626-02 パルプ・紙・紙 該当例：板紙検査工、加工紙検査工、紙検査工、紙製品検
紙・紙製品検査工
パルプ・紙・紙 製品検査工
査工、紙器検査工、パルプ検査工
製品検査工
(３) その他のパ ①紙加工工、②紙仕上工、③紙製品仕上工、④ 562 パルプ・
562-99 他に分類されな 該当例：紙加工工、紙仕上工、紙製品仕上工、紙巻取工
ルプ・紙・紙製品 紙巻取工 等
紙・紙製品製造 いパルプ・紙・紙製品製
製造の職業
工
造工
３ 印刷・製本 (１) 印刷・製本 ① DTP オ ペ レ ー タ ー 、 ② 写 真 植 字 機 オ ペ レ ー 563 印刷・製本 563-01 DTPオペレーター 該当例：DTPオペレーター
の職業
作業員
ター、③製版作業員、④とっ（凸）版印刷作業 作業員
員、⑤オフセット印刷作業員、⑥グラビア印刷
作業員、⑦スクリーン印刷作業員、⑧シール印
刷作業員、⑨印刷物光沢加工作業員、⑩製本作
業員 等
非該当例：写真植字機オペレーター［563-02］、製版作業
員［563-03］
563-02 写真植字機オペ 該当例：写植文字組版作業員、電算写植機オペレーター、
レーター
電子組版機オペレーター
非該当例：カラースキャナー・オペレーター［563-03］
563-03 製版作業員
該当例：オフセット製版作業員、カラースキャナー・オペ
レーター、グラビア製版作業員、スクリーン製版作業員、
製版カメラ作業員、電子製版作業員、版下製作作業員
563-04 とっ（凸）版印 該当例：樹脂凸版印刷作業員、フレキソ印刷作業員
刷作業員

非該当例：とっ（凸）版印刷設備制御・監視員［507-01］
563-05 オフセット印刷 該当例：平板印刷作業員
作業員
非該当例：オフセット印刷設備制御・監視員［507-01］
563-06 グラビア印刷作 該当例：凹版印刷作業員、写真印刷作業員、美術印刷作業
業員
員
非該当例：グラビア印刷設備制御・監視員［507-01］
563-07 スクリーン印刷 該当例：看板印刷作業員、孔版印刷作業員、シルク印刷作
作業員
業員
非該当例：スクリーン印刷設備制御・監視員［507-01］
563-08 シール印刷作業 該当例：ステッカー印刷作業員、ラベル印刷作業員
員

(４) 印 刷物光沢 ①印刷物光沢加工作業員
加工作業員

(５)

製本作業員 ①製本作業員

(６) そ の他の印 ①活字製造作業員、②校正作業員、③はく(箔)
刷・製本の職業
押し作業員、④印刷・製本検査作業員 等
４ かわ・かわ (１)
製品製造の職業

製革工

①製革準備工、②なめし工、③製革仕上工

(２) その他の印 ①活字製造作業員、②校正作業員、③はく(箔)
刷・製本の職業
押し作業員、④印刷・製本検査作業員 等
４ 革・革製品 (１) 革・革製品 ①革・革製品製造工
製造の職業
製造工

( ２ ) く つ 製 造 ①かわぐつ製造工、②かわぐつ修理工、③かわ
工・修理工
スリッパ製造工、④かわサンダル製造工

(３) そ の他のか ①かわ裁断工、②かわ打抜き工 、③かわ縫製
わ・かわ 製品製造 工、④かわ具加工工、⑤かわ・かわ製品検査工
の職業
等

14

１ 食料品製造 (１)
の職業
工

め ん類製造 ①製めん工、②即席めん類製造工、③はるさめ
製造工、④ワンタン・シューマイ皮製造工 等

( ２ ) そ の 他 の ①革打抜き工、②革具加工工、③革靴修理工、
革・革製品製造の ④革靴製造工、⑤革裁断工、⑥革サンダル製造
職業
工、⑦革スリッパ製造工、⑧革縫製工、⑨製革
工、⑩製革仕上工、⑪製革準備工、⑫なめし工
等

14 １ 食料品製造 (１)
の職業
工

めん類製造 ①製めん工、②即席めん類製造工

等

非該当例：シール印刷設備制御・監視員［507-01］
563-99 他に分類されな 該当例：はく押し作業員、フォーム印刷作業員
い印刷・製本作業員
563-10 印刷物光沢加工 該当例：印刷物コーティング加工作業員、印刷物樹脂プレ
作業員
ス加工作業員、印刷物ラミネート加工作業員
非該当例：印刷物光沢加工設備制御・監視員［507-01］、
はく押し作業員［563-99］
563-11 製本作業員
該当例：折り作業員、製本仕上作業員、製本とじ作業員、
丁合作業員、表紙製造作業員
非該当例：製本設備制御・監視員［507-01］、製本裁断工
［562-07］、はく押し作業員［563-99］
563-99 他に分類されな 該当例：はく押し作業員、フォーム印刷作業員
い印刷・製本作業員
569 その他の製 569-01 革・革製品製造 該当例：革打抜き工、革具加工工、革靴修理工、革靴製造
品製造・加工処 工
工、革裁断工、革サンダル製造工、革スリッパ製造工、革
理の職業（金属
縫製工、製革工、製革仕上工、製革準備工、なめし工
材料製造、金属
加工、金属溶
接・溶断を除
く）
非該当例：合成皮革製造工［541-01］、毛皮衣服縫製工
［558-99］、革製かばん製造工［569-02］、革製袋物製造
工［569-02］、野球ミット製造工［569-06］、と畜作業員
［569-99］
629 その他の製 629-99 その他の製品検 該当例：運動具検査工、楽器検査工、かばん検査工、革製
品検査の職業
査の職業（金属材料製 品検査工、がん具検査工、貴金属細工検査工、漆器検査
（金属材料製
造、金属加工、金属溶 工、土石製品検査工、配合飼料検査工、筆記用具検査工、
造、金属加工、 接・溶断を除く）
袋物検査工、ブラシ検査工、ほうき検査工、宝石細工検査
金属溶接・溶断
工、模型検査工、模造品検査工
を除く）
544 めん類製造 544-01 製めん工
工

該当例：うどん製造工、スパゲッティ製造工、手打ちそば
製造工、ラーメン製造工
非該当例：うどん調理人［391-01］、そば打工（飲食店）
［391-01］、ラーメン調理人［391-04］、めん類製造設備
制御・監視員［503-02］即席めん類製造工［544-02］

544-02 即席めん類製造 該当例：インスタントラーメン製造工、即席めん製造工
工
非該当例：即席めん類製造設備制御・監視員［503-02］、
乾めん製造工［544-01］、冷凍うどん製造工［553-02］

(２) パン・菓子 ①パン・焼菓子製造工、②洋生菓子製造工、
製造工

③和生菓子製造工、④和干菓子 製造工、⑤あ
め・キャンデー製造工、⑥チョ コレート製造
工、⑦チューインガム製造工 等

544-99 他に分類されな
いめん類製造工
(２) パン・菓子 ①パン・焼菓子製造工、②洋生菓子製造工、③ 545 パン・菓子 545-01 パン・焼菓子製
製造工
和生菓子製造工、④和干菓子製造工、⑤スナッ 製造工
造工
ク菓子・キャンデー・チョコレート製造工 等

該当例：ぎょうざ皮製造工、シューマイ皮製造工、はるさ
め製造工、マカロニ製造工、ワンタン皮製造工
該当例：製パン工、パン生地仕込工、パン焼成工、焼菓子
焼成工、焼菓子成形工

非該当例：パン製造設備制御・監視員［503-02］、焼菓子
製造設備制御・監視員［503-02］、ジャム製造工［54399］、クリーム製造工（乳製品製造）［548-99］
545-02 洋生菓子製造工 該当例：カステラ製造工、ケーキ製造工、シュークリーム
製造工、ゼリー製造工、パティシエ（洋生菓子製造）、プ
リン製造工、洋生菓子仕上工、洋生菓子仕込工
非該当例：パティシエ（レストラン）［391-03］、洋生菓
子製造設備制御・監視員［503-02］
545-03 和生菓子製造工 該当例：製あん工、大福製造工、どらやき製造工、まん
じゅう製造工、もなか製造工、ようかん製造工、和生菓子
仕上工
非該当例：和生菓子製造設備制御・監視員［503-02］
545-04 和干菓子製造工 該当例：あられ製造工、おこし製造工、かりんとう製造
工、せんべい製造工、豆菓子製造工、らくがん製造工
非該当例：和干菓子製造設備制御・監視員［503-02］

(３) 豆腐・こん ①豆腐・同加工食品製造工、②湯葉製造工、
にゃく・ふ製造工
③こんにゃく製造工、④ふ製造工

545-05 スナック菓子・ 該当例：あめ製造工、キャラメル製造工、キャンデー製造
キャンデー・チョコレー 工、チョコレート製造工、ドロップ製造工、ポテトチップ
ト製造工
ス製造工、ヌガー製造工
非該当例：キャンデー製造設備制御・監視員［503-02］、
スナック菓子製造設備制御・監視員［503-02］、チョコ
レート製造設備制御・監視員［503-02］、水飴製造工
［543-99］
545-99 他に分類されな 該当例：アイスキャンデー製造工、甘納豆製造工、板ガム
いパン・菓子製造工
製造工、中華まんじゅう製造工、つけ物菓子製造工、
シャーベット製造工、綿菓子製造工
(３) 豆腐・こん ①豆腐・油揚等製造工、②こんにゃく製造工、 546 豆腐・こん 546-01 豆腐・油揚等製 該当例：油揚製造工、がんもどき製造工、凍豆腐製造工、
にゃく・ふ製造工 ③ふ製造工
にゃく・ふ製造 造工
豆腐製造工、納豆製造工、生揚製造工、焼豆腐製造工、湯
工
葉製造工
非該当例：充填豆腐製造設備制御・監視員［503-99］、ご
ま豆腐製造工［569-99］
546-02 こんにゃく製造 該当例：板こんにゃく製造工、糸こんにゃく製造工、白滝
工
製造工、玉こんにゃく製造工
非該当例：こんにゃく製造設備制御・監視員［503-99］、
こんにゃく粉製造工［543-02］、寒天製造工［552-99］、
ところてん製造工［552-99］
546-03 ふ製造工
該当例：揚麩製造工、角麩製造工、生麩製造工、焼麩製造
工
非該当例：生麩製造設備制御・監視員［503-99］、焼麩製
造設備制御・監視員［503-99］

(４) か ん詰・び ①かん詰・びん詰・レトルト食品調理工、②か
ん詰・レ トルト食 ん詰・びん詰工、③殺菌加熱工 等
品製造工

(４) かん詰・び ①かん詰食品製造工、②びん詰食品製造工、③ 547 かん詰・び 547-01 かん詰食品製造 該当例：かん詰食品原料調理工、かん詰食品殺菌加熱工、
ん詰・レトルト食 レトルト食品製造工
ん詰・レトルト 工
かん詰食品充填工、かん詰食品密封工、巻締脱気工（缶詰
品製造工
食品製造工
製造）
非該当例：かん詰食品製造設備制御・監視員［503-99］
547-02 びん詰食品製造 該当例：びん詰食品原料調理工、びん詰食品殺菌加熱工、
工
びん詰食品充填工、びん詰食品密封工
非該当例：びん詰食品製造設備制御・監視員［503-99］
547-03 レトルト食品製 該当例：レトルト食品原料調理工、レトルト食品殺菌加熱
造工
工、レトルト食品充填工、レトルト食品密封工
非該当例：レトルト食品製造設備制御・監視員［503-99］

(５) 乳 ・乳製品 ①飲用乳製造工、②粉乳製造工 、③練乳製造
製造工
工、④バター製造工、⑤チーズ製造工、⑥乳酸
発酵製品製造工、⑦アイスクリーム製造工 等

(５) 乳・乳製品 ①飲用乳製造工、②乳酸発酵製品製造工、③ア 548 乳・乳製品 548-01 飲用乳製造工
製造工
イスクリーム製造工 等
製造工

該当例：牛乳製造工、牛乳びん詰工、生乳殺菌工、低脂肪
乳製造工、特濃牛乳製造工

非該当例：牛乳製造設備制御・監視員［503-03］、粉ミル
ク製造工［548-99］、コンデンスミルク製造工［54899］、コーヒー牛乳製造工［556-04］
548-02 乳酸発酵製品製 該当例：乳酸菌飲料製造工、発酵乳製造工、ヨーグルト製
造工
造工
非該当例：乳酸発酵製品製造設備制御・監視員［503-03］

(６)
工

水 産物加工 ①かつお節類製造工、②魚介くん製製造工、③
魚介干物製造工、④水産ねり物製造工、⑤こん
ぶ加工工、⑥寒天製造工、⑦つ くだ煮製造工
等

(６)
工

548-03 アイスクリーム 該当例：アイスクリーム原料計量工、アイスクリーム充填
製造工
工、アイスクリーム冷却工
非該当例：アイスクリーム製造設備制御・監視員［50303］、アイスキャンデー製造工［545-99］、シャーベット
製造工［545-99］、冷凍機運転工［699-01］
548-99 他に分類されな 該当例：粉ミルク製造工、コンデンスミルク製造工、チー
い乳・乳製品製造工
ズ製造工、バター製造工、粉乳製造工、練乳製造工
水産物加工 ①かつお節類製造工、②魚介干物製造工、③水 552 水産物加工 552-01 かつお節類製造 該当例：荒節製造工、かつお生切工、かつお骨抜工、枯節
産ねり物製造工、 等
工
工
製造工、さば節製造工、なまり節製造工、まぐろ節製造工

552-02 魚介干物製造工 該当例：あじ干物製造工、桜えび加工工、するめ製造工、
煮干製造工、干貝柱製造工、干のり製造工、干ひじき加工
工
552-03 水産ねり物製造 該当例：蒲鉾製造工、魚肉ソーセージ製造工、さつま揚製
工
造工、ちくわ製造工、はんぺん製造工
非該当例：水産ねり物製造設備制御・監視員［503-99］
552-99 他に分類されな 該当例：いか塩辛製造工、数の子加工工、寒天製造工、魚
い水産物加工工
介くん製製造工、こんぶ加工工、水産物塩蔵工、水産珍味
製造工、つくだ煮製造工、ところてん製造工

(７) 食 肉加工品 ①精肉工、②ハム・ベーコン・ソーセージ製造
製造工
工等

(７) 食肉加工品 ①精肉工、②ハム・ベーコン・ソーセージ製造 551 食肉加工品 551-01 精肉工
製造工
工等
製造工

551-02 ハム・ベーコ
ン・ソーセージ製造工

(８)
工

野 菜つけ物 ①野菜つけ物工

(９) そ の他の食 ①低温・保存食品製造工、②惣菜類調製工、③
料品製造の職業
食料品検査工 等

(８)
工

野菜つけ物 ①野菜つけ物工

(９) 保存食品・ ①保存食品製造工、②冷凍加工食品製造工
冷凍加工食品製造
工

(10) 弁 当・ 惣菜 ①弁当・惣菜類製造工
類製造工

２ 食品原料製 (１)
造の職業
粉工

(２)

精 穀工、製 ①精穀工、②製粉工

製糖工

①粗糖製造工、②精糖工、③角砂糖製造工、④
氷砂糖製造工、⑤てん菜糖製造工

２ 食品原料製 (１)
造の職業

精穀工

①精穀工

(２)

製粉工

①製粉工

(３) 味そ・しょ ①味そ製造工、②しょう油製造工
う油製造工

(３) 味そ・しょ ①味そ製造工、②しょう油製造工
う油製造工

(４) 動 植物油脂 ①油脂前処理工、②採油工、③精油工、④食用
製造工
油脂製品製造工 等

(４) 他に分類さ
れない精穀・製
粉・調味食品製造
工

(５) その他の食 ①調味料製造工(他に分類されないもの)、②酵
品原料製造の職業 母・こうじ製造工(他に分類されないもの)、③
配合飼料製造工、④食品原料検査工 等

①イースト製造工、②うま味調味料製造工、③
乾燥スープ製造工、④酵母・こうじ製造工、⑤
香辛料製造工、⑥ジャム製造工、⑦食用油脂製
品製造工、⑧酢製造工、⑨製糖工、⑩ソース製
造工、⑪動植物油脂製造工、⑫トマトケチャッ
プ製造工、⑬ピーナッツバター製造工、⑭マー
ガリン製造工、⑮マヨネーズ製造工、⑯水飴製
造工、⑰配合飼料製造工、⑱食料品検査工 等

該当例：枝肉解体工、枝肉処理工、食肉加工工、ひき肉製
造工、ミンチ製造工
非該当例：食用鶏解体工［551-99］、と畜作業員［56999］
該当例：ウインナー製造工、カッター工（肉製品）、くん
煙工（肉製品）、仕込工（鳥獣肉製品）、肉詰工（ハム・
ソーセージ製造）、ボイル工（ハム・ソーセージ製造）

非該当例：ハム製造設備制御・監視員［503-99］、ベーコ
ン製造設備制御・監視員［503-99］、ソーセージ製造設備
制御・監視員［503-99］、魚肉ソーセージ製造工［55203］
551-99 他に分類されな 該当例：粕漬け肉製造工、牛肉つくだ煮製造工、食用鶏解
い食肉加工品製造工
体工
555 野菜つけ物 555-01 野菜つけ物工
該当例：梅干漬工、千枚漬工、沢庵漬工、漬物職人（野
工
菜）、福神漬製造工、野菜塩漬工、らっきょう漬工
非該当例：ぶんたん漬製造工［545-99］、味噌漬肉製造工
［551-99］、水産物粕漬工［552-99］
553 保存食品・ 553-01 保存食品製造工 該当例：お茶漬け海苔製造工、即席みそ汁製造工、包装米
冷凍加工食品製
飯製造工
造工
非該当例：保存食品製造設備制御・監視員［503-99］、即
席めん類製造工［544-02］、かん詰食品製造工［54701］、びん詰食品製造工［547-02］、レトルト食品製造工
［547-03］
553-02 冷凍加工食品製 該当例：冷凍うどん製造工、冷凍えびフライ製造工、冷凍
造工
コロッケ製造工、冷凍ピラフ製造工
非該当例：冷凍加工食品製造設備制御・監視員［50399］、即席みそ汁製造工［553-01］、冷凍機運転工［69901］
554 弁当・惣菜 554-01 弁当・惣菜類製 該当例：揚物製造工、惣菜製造工、調理パン製造工、弁当
類製造工
造工
製造工
非該当例：仕出弁当製造人［391-99］、弁当製造設備制
御・監視員［503-99］
543 精穀・製
543-01 精穀工
該当例：精麦工、精米工
粉・調味食品製
造工
非該当例：精穀設備制御・監視員［503-01］、精麦設備制
御・監視員［503-01］、精米設備制御・監視員［503-01］
543-02 製粉工

該当例：小麦粉製造工、でん粉製造工

非該当例：小麦粉製造設備制御・監視員［503-01］、製粉
設備制御・監視員［503-01］、でん粉製造設備制御・監視
員［503-01］
543-03 味そ・しょう油 該当例：しょう油製造工、みそ製造工
製造工
非該当例：しょう油製造設備制御・監視員［503-01］、味
そ製造設備制御・監視員［503-01］
543-99 他に分類されな 該当例：イースト製造工、うま味調味料製造工、乾燥スー
い精穀・製粉・調味食品 プ製造工、酵母・こうじ製造工、香辛料製造工、ジャム製
製造工
造工、食用油脂製品製造工、酢製造工、製糖工、ソース製
造工、動植物油脂製造工、トマトケチャップ製造工、ピー
ナッツバター製造工、マーガリン製造工、マヨネーズ製造
工、水飴製造工

非該当例：製塩工［541-99］、配合飼料製造工［569-11］

543-99 他に分類されな 該当例：イースト製造工、うま味調味料製造工、乾燥スー
い精穀・製粉・調味食品 プ製造工、酵母・こうじ製造工、香辛料製造工、ジャム製
製造工
造工、食用油脂製品製造工、酢製造工、製糖工、ソース製
造工、動植物油脂製造工、トマトケチャップ製造工、ピー
ナッツバター製造工、マーガリン製造工、マヨネーズ製造
工、水飴製造工
非該当例：製塩工［541-99］、配合飼料製造工［569-11］

３ 飲料・たば (１)
こ製造の職業

(２)

製茶工

①緑茶製造工、②紅茶製造工

酒類製造工 ①清酒製造工、②ビール製造工、③果実酒製造
工、④ウイスキー製造工、⑤焼 ちゅう製造工
等

(３)
造工

清 涼飲料製 ①清涼飲料製造工

(４)
工

た ばこ製造 ①たばこ原料処理工、②たばこ原料加工工、③
製品たばこ製造工 等

(５) そ の他の飲 ①コーヒー豆ばい(焙)煎工、② 粉末飲料製造
料・たば こ製造の 工、③氷菓製造工、④飲料・たばこ検査工 等
職業

569 その他の製 569-11 配合飼料製造工 該当例：配合飼料製造工
品製造・加工処
理の職業（金属
材料製造、金属
加工、金属溶
接・溶断を除
く）
非該当例：配合飼料製造設備制御・監視員［509-99］
623 食料品検査 623-01 食料品検査工
該当例：食肉加工品検査工、水産物加工品検査工、精穀検
工
査工、製粉検査工、調味食品検査工、パン検査工、焼菓子
検査工
３ 飲料・たば (１) 飲料・たば ①製茶工、②清酒製造工、③酒類製造工（清酒 556 飲料・たば 556-01 製茶工
該当例：製茶工
こ製造の職業
こ製造工
を除く）、④清涼飲料製造工、⑤たばこ製造工 こ製造工
等
非該当例：製茶設備制御・監視員［504-01］
556-02 清酒製造工
該当例：清酒製造作業員、杜氏

非該当例：清酒製造設備制御・監視員［504-01］、洗びん
工［789-99］
556-03 酒類製造工（清 該当例：果実酒製造工、焼ちゅう製造工、ビール製造工、
酒を除く）
みりん製造工、ワイン製造工
非該当例：果実酒製造設備制御・監視員［504-01］、焼
ちゅう製造設備制御・監視員［504-01］、ビール製造設備
制御・監視員［504-01］、洗びん工［789-99］
556-04 清涼飲料製造工 該当例：茶系飲料製造工、ミネラルウォーター製造工、ミ
ルクコーヒー製造工
非該当例：清涼飲料製造設備制御・監視員［504-01］、洗
びん工［789-99］
556-05 たばこ製造工
該当例：たばこ製造工
非該当例：たばこ製造設備制御・監視員［504-01］、機械
包装作業員［771-01］
556-99 他に分類されな 該当例：インスタントコーヒー製造工、コーヒー豆焙煎
い飲料・たばこ製造工 工、粉末飲料製造工

(２) その他の飲 ①インスタントコーヒー製造工、②コーヒー豆
料・たばこ製造の 焙煎工、③粉末飲料製造工④飲料・たばこ検査
職業
工 等

624 飲料・たば 624-01 飲料・たばこ検 該当例：酒類検査工、清涼飲料検査工、たばこ検査工、茶
こ検査工
査工
検査工
15

１ 生活衛生の (１)
サービス
(２)
付師

理容師

①理容師

美 容師・着 ①美容師、②全身美容師、③衣装着付師

等

15 １ 生活衛生の (１)
サービス

理容師

①理容師

381 理容師

381-01 理容師

該当例：管理理容師、床屋、理髪師

(２)

美容師

①美容師

382 美容師

382-01 美容師

(３)
ス職

美容サービ ①着付師、②エステティシャン、③ネイリスト 383 美容サービ 383-01 着付師
等
ス職
383-02 エステティシャ 該当例：美顔術師
ン
非該当例：アロマセラピスト［429-03］、カイロプラク
ター［429-03］、整体術師［429-03］、リフレクソロジス
ト［429-03］
383-03 ネイリスト
該当例：ネイル・アーティスト、ペディキュア師、マニ
キュア師
383-99 他に分類されな 該当例：かつら結髪師、床山、ヘアメイク係（美容師では
い美容サービス職
ないもの）

非該当例：理容師補助者［389-97］
該当例：髪結師、管理美容師、スタイリスト（美容師）、
メークアップアーティスト
非該当例：着付師［383-01］、エステティシャン［38302］、ネイリスト［383-03］、ヘアメイク係（美容師では
ないもの）［383-99］、美容師補助者［389-97］
該当例：衣装着付師

非該当例：ビューティーアドバイザー［323-08］、美容部
員（化粧品販売）［323-08］、美容師［382-01］、美容師
アシスタント［389-97］、美容師補助者［389-97］
16

１ 飲食物調理 (１)
及び接客サービ
スの職業

調理人

①日本料理調理人、②西洋料理調理人、③中華
料理調理人、④給食調理人 等

16

１ 飲食物調理 (１)
及び接客サービ
スの職業

調理人

①日本料理調理人、②すし職人、③西洋料理調 391 調理人
理人、④中華料理調理人、⑤給食調理人 等

391-01 日本料理調理人 該当例：板前、うどん料理人、そば料理人、天ぷら揚げ職
人（飲食店）、ふぐ調理師、和食調理人

非該当例：すし職人［391-02］、調理人見習（日本料理）
［391-98］
391-02 すし職人
該当例：すし職人（回転すし）、にぎりずし職人（飲食
店）
非該当例：すし職人見習［391-98］
391-03 西洋料理調理人 該当例：イタリア料理調理人、コック、シェフ、パティシ
エ（飲食店）、フランス料理調理人、洋食調理人
非該当例：調理人見習（西洋料理）［391-98］、パティシ
エ（洋生菓子製造）［545-02］
391-04 中華料理調理人 該当例：中国料理調理人、ラーメン調理人
非該当例：調理人見習（中華料理）［391-98］
391-05 給食調理人
該当例：機内食製造工、給食係員、給食センター調理人、
社員食堂調理人、調理人（病院）
非該当例：栄養士［151-01］
391-97 調理補助者
該当例：調理助手、調理手伝人
非該当例：調理人見習［391-98］、食堂作業員［782-06］
391-98 調理人見習

(２)
ダー
(３)

バ ー テ ン ①バーテンダー

(２)
ダー

給仕従事者 ①飲食物給仕人、②支配人 等

(３)
係

バ ー テ ン ①バーテンダー

392 バーテン
ダー

該当例：すし職人（見習）、西洋料理調理人（見習）、中
華料理調理人（見習）、日本料理調理人（見習）
非該当例：調理補助者［391-97］
391-99 他に分類されな 該当例：居酒屋調理人、喫茶店調理人、漁船司厨員、出張
い調理人
料理調理人、大衆食堂調理人、持ち帰り弁当調理人
非該当例：弁当製造工［554-01］
392-01 バーテンダー
該当例：バーテン、バーテンダー見習

飲食物給仕 ①配ぜん人、②ウエイター・ウエイトレス（飲 403 飲食物給仕 403-01 配ぜん人
食店ホール係）、③ソムリエ 等
係

非該当例：ソムリエ［403-03］
該当例：ウエイター（宴会場）、ウエイトレス（宴会
場）、配ぜん係
非該当例：ウエイター（飲食店）［403-02］、ウエイトレ
ス（飲食店）［403-02］、ホール係（飲食店）［403-02］

403-02 ウエイター・ウ 該当例：ウエイター（飲食店）、ウエイトレス（飲食
エイトレス（飲食店ホー 店）、フロア係（飲食店）、フロアスタッフ（飲食店）、
ル係）
ホール係（飲食店）、ホールスタッフ（飲食店）
非該当例：ハンバーガーショップ店員［323-05］、配ぜん
人［403-01］、ウエイター（宴会場）［403-01］、ウエイ
トレス（宴会場）［403-01］、接客係（バー、クラブ）
［405-01］、食堂作業員［782-06］
403-03 ソムリエ
該当例：ソムリエール
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１ その他の技 (１)
能工、生産工程
の職業(１)

内張工

①家具類内張工、②乗物内張工、③小箱おおい
(被)工

(２)

表具師

①表具師

(３)

塗装工

①塗装前処理工、②木工塗装工 、③金属塗装
工、④塗装仕上工 等

17

１ その他の技 (１)
能工、生産工程
の職業(１)

内張工

①内張工、②表具師

569 その他の製 569-12 内張工
品製造・加工処
理の職業（金属
材料製造、金属
加工、金属溶
接・溶断を除
く）
569-13 表具師

等
(２)

塗装工

①木工塗装工、②金属塗装工

等

641 塗装工

641-01 木工塗装工

641-02 金属塗装工

該当例：いす張工、内張詰物工、家具類内張工、航空機内
張工、小箱おおい（被）工、自動車内張工、自動車シート
組立工、船舶内張工、乗物内張工、旅客車内張工

該当例：経師、軸物師、障子貼職、屏風貼職、襖貼職
非該当例：障子製造工［561-04］、襖製造工［561-04］
該当例：木製家具塗装工、木製楽器塗装工、木製がん具塗
装工、木製建具塗装工
非該当例：木製家具製造工［561-04］、木製建具製造工
［561-04］、木製楽器製造工［569-04］、漆器工［56908］、木製がん具製造工［569-05］
該当例：自動車塗装工、自動車塗装設備オペレーター、浸
漬塗装工、船舶塗装工、鉄道車両塗装工、電線塗装工、ト
タン板塗装工

(４)

(５)

畳工

①畳工

等

等

１ その他の技 (１) 画 工、広告 ①画工、②広告美術工、③かさ・ちょうちん・
能工、生産工程 美術工
うちわの絵付工、④人形彩色師 等
の職業(２)

畳工

①畳工

等

715 畳工

715-98 畳工見習
該当例：畳工（見習）
(４) 内装工
①金属建具取付工、②建具ガラス取付工、③内 717 内装工
717-01 金属建具取付工 該当例：金属サッシ取付工、金属製ドア取付工、シャッ
装仕上工
ター取付工
非該当例：金属サイディング工［533-01］、金属製建具製
造工［536-01］、金属製バルコニー取付工［719-99］
717-02 建具ガラス取付 該当例：板ガラスはめ込み工、鏡取付工、建具ガラスはめ
工
込み工
717-03 内装仕上工
該当例：クロス張り職、ゴム床張工、室内装飾工、じゅう
たん張工、プラスチック床張工、壁装工、リノリウム床張
工
非該当例：タイル張工［712-03］
(５) 他に分類さ ①写真工 等
649 その他の生 649-01 写真工
該当例：写真現像オペレーター、写真出力工、写真引伸
れない技能工、生
産関連・生産類
工、写真焼付工、フィルム現像工
産工程の職業
似の職業
非該当例：写真家［225-01］
649-99 他に分類されな 該当例：音響係（舞台）、照明係（舞台・撮影所）
い生産関連・生産類似の
職業
非該当例：と畜作業員[569-99]

内装仕上工 ①金属建具取付工、②建具ガラスはめ込工、③
室内装飾工

(６) 他 に分類さ ①写真工、②製氷工
れない技 能工、生
産工程の職業
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(３)

非該当例：自動車板金工［533-03］、金属めっき工［53401］
641-98 塗装工見習
該当例：金属塗装工（見習）、建築塗装工（見習）、木工
塗装工（見習）
641-99 他に分類されな 該当例：プラスチック部品塗装工
い塗装工
非該当例：製革染色工［569-01］
715-01 畳工
該当例：畳表替工、畳仕立工、畳職
非該当例：畳表製造工［561-99］、畳床製造工［561-99］

18

１ その他の技 (１) 画工、広告 ①画工、②看板制作工
能工、生産工程 美術工
の職業(２)

等

642 画工、看板 642-01 画工
制作工

642-02 看板制作工
(２)

(３)
図工

映写技士

①映写技士

製 図工、写 ①製図工、②写図工

(２)

(３)

(４)
業員

(４)

現図工

①現図型取工、②構造物現図工、③乗物現図工
等

映写技士

製図工

①映写技士

649 その他の生 649-04 映写技師
産関連・生産類
似の職業

①建築製図工、②機械製図工、③電気・電子製 643 製図工
図工

643-01 建築製図工

該当例：アニメーター、印刷画工、建築透視図制作工、広
告図案工、ポスター画工

非該当例：画家［222-01］、イラストレーター［22202］、漫画家［222-02］、陶磁器画工［542-99］
該当例：看板工、看板図案画工
非該当例：看板取付工［719-99］
該当例：映写技士、映写技術者、スライド映写係

非該当例：映画カメラマン［225-02］、映写機修理工
［605-02］
該当例：CADオペレーター（建築製図）、土木製図工

非該当例：CAD設計技術者（建築）［091-01］、建築設計
技術者［091-01］、土木設計技術者［092-01］、建築透視
図制作工［642-01］、写図工［649-02］
643-02 機械製図工
該当例：機械部品製図工、CADオペレーター（機械製
図）、造船製図工
非該当例：電気通信設計技術者［072-01］、機械設計技術
者［073-01］、自動車設計技術者［074-01］、輸送用機器
開発技術者（自動車を除く）［075-01］、CAMオペレー
ター（NC旋盤）［528-01］、写図工［649-02］
643-03 電気・電子製図 該当例：CADオペレーター（電気・電子製図）、電気配線
工
製図工、半導体製図工
非該当例：CAD設計技術者（電気・電子）［072-01］、電
気機器設計技術者［072-01］、電気通信機器設計技術者
［072-01］、電子機器設計技術者［072-01］、写図工
［649-02］
製品包装作 ①製品包装作業員、②ラベル・シール貼付作業 771 製品包装作 771-01 製品包装作業員 該当例：贈答品包装作業員、箱詰作業員（包装）、パッ
員 等
業員
ケージ機械操作員、フィルム包装作業員、袋詰作業員（包
装）、包装機械操作員
非該当例：荷造作業員［756-01］
779 その他の包 779-01 ラベル・シール 該当例：シール貼付作業員、ステッカー貼付作業員、値札
装の職業
貼付作業員
貼付作業員、ラベル貼付作業員

(５)

包装工

①機械包装工、②箱詰・袋詰工、③充てん工

④封止工、⑤ラベルはり工
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等

１ 装身具等身 (１) か ばん・袋 ①かばん・袋物製造工、②かばん・袋物修理工
の回り品製造の 物製造工・修理工
職業

(２)
工

(３)

(５) その他の生 ①写図工、②現図工
産関連・生産類似
の職業

が ん具製造 ①がん具組立工、②人形製造工、③がん具際物
製造工 等

楽器製造工 ①ピアノ組立工、②オルガン組立工、③打楽器
組立工、④弦楽器組立工、⑤管楽器組立工、⑥
和楽器組立工、⑦電気・電子楽器組立工、⑧楽
器調整検査工、⑨楽器修理工 等

(４) 模 型・模造 ①模型製作工、②小道具製作工、③マネキン人
品製作工
形製作工、④かつら・ヘアピース製作工、⑤義
肢・装具製作工、⑥造花製造工 等

19

１ 装身具等身 ( １ )
その他の
の回り品製造の 製品製造・加工処
職業
理の職業（金属材
料製造、金属加
工、金属溶接・溶
断を除く）

①かばん・袋物製造工、②がん具製造工、③楽
器製造工、④模型・模造品製作工、⑤ほうき、
ブラシ製造工、⑥漆器工、 ⑦貴金属・宝石・
甲・角細工工、⑧運動具製造工、⑨筆記用具製
造工 等

779-99 他に分類されな 該当例：タッグ（下げ札）付作業員、マーク打作業員（製
い包装の職業
品の箱等に行うもの）
649 その他の生 649-02 写図工
該当例：CADトレース工、建築写図工、製図トレーサー工
産関連・生産類
似の職業
非該当例：建築製図工［643-01］、機械製図工［64302］、電気製図工［643-03］、現図工［649-03］
649-03 現図工
該当例：現図型取工、原図工、航空機現図工、構造物現図
工、造船現図工
非該当例：けがき工［539-99］、建築製図工［643-01］、
機械製図工［643-02］、電気製図工［643-03］、写図工
［649-02］
569 その他の製 569-02 かばん・袋物製 該当例：かばん製造工、かばん縫製工、袋物製造工、袋物
品製造・加工処 造工
縫製工
理の職業（金属
材料製造、金属
加工、金属溶
接・溶断を除
く）
非該当例：ファスナー製造工［569-99］
569-05 がん具製造工
該当例：がん具組立工、人形製造工、児童用乗物製造工

569-04 楽器製造工

非該当例：人形彫職［561-03］、ゴムがん具成形工［56403］、模型製作工［569-10］
該当例：楽器組立工、ピアノ組立工、バイオリン製造工

非該当例：ピアノ調律師［249-06］
569-10 模型・模造品製 該当例：かつら製作工、食品模型製作工、ヘアピース製作
作工
工、模型製作工
非該当例：歯科技工士［148-01］、義肢装具士［159-01］

(５) 和がさ・
ちょうちん・うち
わ製造工
(６) 洋 がさ製造
工
(７) ほうき・ブ
ラシ製造工

(８)

漆器工

①和がさ製作工、②ちょうちん製作工、③ぼん
ぼり製作工、④うちわ製作工、⑤せんす製作工
①洋がさ製作工、②洋がさ修理工
①ほうき製作工、②ブラシ製造工、③たわし製
造工

①漆工、②漆器加飾工、③蒔絵師、④はく押沈
金工 等

(９) 貴 金属・宝 ①貴金属細工加工工、②宝石細工加工工
石細工工

(10) 甲・角・
貝・きば細工工

569-09 ほうき・ブラシ 該当例：ほうき製造工、ブラシ製造工、歯ブラシ製造工、
製造工
はけ製造工、たわし製造工

等

①べっ甲細工工、②貝細工工、③角・きば類細
工工

569-08 漆器工

非該当例：ブラシ製造設備制御・監視員［509-99］、竹ぼ
うき製造工［561-99］、毛筆製造工［569-07］
該当例：漆工、漆器加飾工、漆器工見習、まき絵師

非該当例：漆工芸家［223-01］、檜き地工［561-03］、プ
ラスチックき地工（成形）［565-02］
569-03 貴金属・宝石・ 該当例：貝細工工、貴金属細工工、きば細工工、甲細工
甲・角細工工
工、真珠加工工、水晶研磨工、角細工工、宝石細工工
非該当例：金属工芸家［223-01］、金属彫刻工［53999］、彫金工［539-99］、ガラス細工工［542-01］、石細
工工［542-09］、木彫工［561-03］、竹細工工［56199］、水晶発振子組立工［583-99］
569 その他の製 569-06 運動具製造工
該当例：ゴルフクラブ製造工、スキー板製造工、トレーニ
品製造・加工処
ング器具製造工、野球ミット製造工
理の職業（金属
材料製造、金属
加工、金属溶
接・溶断を除
く）
非該当例：運動具製造設備制御・監視員［509-99］、木製
バット製造工［561-99］、木製ラケット製造工［561-99］
569 その他の製 569-07 筆記用具製造工 該当例：鉛筆製造工、ボールペン製造工、万年筆組立工、
品製造・加工処
毛筆製造工
理の職業（金属
材料製造、金属
加工、金属溶
接・溶断を除
く）

(２) その他の装 ①げた製造工、②木製運動用品製造工、③印判 561 木製製品製 561-99 他に分類されな
身具等身の回り品 師、④うちわ製造工、⑤喫煙具製造工、⑥獣皮 造工
い木製製品製造工
製造の職業
剥工、⑦製氷工、⑧ちょうちん製造工、⑨と畜
作業員、⑩ファスナー製造 工、⑪マッチ製造
工、⑫有機肥料製造工（鶏 ふん・魚肥・たい
肥・大豆かすなど）、⑬洋がさ製造工、⑭彫金
工(工芸的なもの)、⑮装てい師、フラワーデザ
イナー、⑯装身具等身の回り品検査工 等
(11)

印判師

①印判工、②印章彫刻工、③ス タンプ製造工
等

(12)

げた製造工 ①げた製造工

(13)

竹細工工

569 その他の製
品製造・加工処
理の職業（金属
材料製造、金属
加工、金属溶
接・溶断を除
く）
629 その他の製
品検査の職業
（金属材料製
造、金属加工、
金属溶接・溶断
を除く）
469 その他の農
業の職業

①竹骨製造工、②竹かご・ざる製造工、③竹す
だれ製造工、④釣竿製造工 等
(14) 草 ・ つ る製 ①稲わら製品製造工、②麦わら製品製造工、③
品製造工
い草製品製造工 等
(15) その他の装 ①筆記用具製造工、②運動具製造工、③児童用
身具等身の回り品 乗物製造工、④喫煙具製造工、 ⑤マッチ製造
製造の職業
工、
⑥装身具等身の回り品検査工、⑦毛筆製造工、
⑧フラワー装飾師、
⑨装蹄師、⑩彫金工(工芸的なもの) 等
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１ 定置機関・ (１)
機械運転の職業

２

汽かん士

①ボイラーオペレーター

20 １ 定置機関・ ( １ )
ボ イ ラ ー ①ボイラーオペレーター
機械運転の職業 オペレーター

(２) クレーン・
巻上機運転工

(３) ポ ンプ・ブ ①ポンプ運転工、②空気移送装置運転工、③送
ロ ワ ー ・ コ ン プ 風機運転工、④コンプレッサー運転工
レッサー運転工

(３) ポンプ・送
風機。圧縮機運転
工

(４) そ の他の定 ①内燃機関運転工、②冷凍機運転工、③ケーブ
置機関・ 機械運転 ル機関運転工、④玉掛工 等
の職業

(４) その他の定
置機関・機械運転
の職業

開発技術者 ①構造強度実験工、②振動音響実験工、③実験
計測工 等

569-99 他に分類されな
い製品製造・加工処理の
職業（金属材料製造、金
属加工、金属溶接・溶断
を除く）

該当例：印判師、うちわ製造工、喫煙具製造工、獣皮剥
工、製氷工、ちょうちん製造工、と畜作業員、ファスナー
製造工、マッチ製造工、有機肥料製造工（鶏ふん・魚肥・
たい肥・大豆かすなど）、洋がさ製造工

629-99 その他の製品検
査の職業（金属材料製
造、金属加工、金属溶
接・溶断を除く）

該当例：運動具検査工、楽器検査工、かばん検査工、革製
品検査工、がん具検査工、貴金属細工検査工、漆器検査
工、土石製品検査工、配合飼料検査工、筆記用具検査工、
袋物検査工、ブラシ検査工、ほうき検査工、宝石細工検査
工、模型検査工、模造品検査工

469-99 その他の農業の 該当例：装てい師、農業用水管理員、農薬散布作業員
職業
非該当例：筆記用具製造設備制御・監視員［509-99］

224 デザイナー 224-99 他に分類されな 該当例：アクセサリーデザイナー、カラーデザイナー、CG
いデザイナー
デザイナー、ジュエリーデザイナー、装丁家、ブックデザ
イナー、フラワーデザイナー
非該当例：クリエイティブディレクター（広告業）［24999］、ゲームデザイナー［249-99］
539 その他の金 539-99 他に分類されな 該当例：打貫工、金属材料原料工、金属彫刻工、金属焙焼
属材料製造、金 い金属材料製造、金属加 工、けがき工、鉱石焼結工、粉末冶金成形工、粉末冶金製
属加工、金属溶 工、金属溶接・溶断の職 品製造工
接・溶断の職業 業

(２) ク レーン・ ①クレーン運転工、②巻上機運転工、③コンベ
巻上機運転工
ア運転工

開発技術者 (１)

該当例：い草製品製造工、稲わら製品製造工、き柳製品製
造工、げた製造工、竹細工工、とう製品製造工、船大工、
麦わら製品製造工、木製運動用品製造工、木製おけ製造
工、木製たる製造工、木製曲物製造工

２

開発技術者 (１)

開発技術者

692 ボイラーオ 692-01 ボイラーオペ
ペレーター
レーター

該当例：ボイラー技士、ボイラーオペレーター見習

非該当例：浴場従事人［384-01］、船舶機関員［68302］、ビル設備管理員［697-01］
①クレーン運転工、②巻上機・コンベア運転工 693 クレーン・ 693-01 クレーン運転工 該当例：クレーンオペレーター、デリック運転工、トラッ
巻上機運転工
ククレーン運転工、揚貨装置運転工
非該当例：クレーン架装トラック運転手［663-01］、玉掛
作業員［696-01］
693-02 巻上機・コンベ 該当例：ウィンチ運転工、コンベア運転工、ホイスト運転
ア運転工
工、巻上機運転工
非該当例：ケーブルカー運転員［699-02］、スキーリフト
機関運転員［699-02］
①ポンプ・送風機・圧縮機運転工
694 ポンプ・送 694-01 ポンプ・送風
該当例：圧縮機運転工、換気装置運転工、空気移送装置運
風機・圧縮機運 機・圧縮機運転工
転工、コンプレッサー運転工、送風機運転工、ブロワー運
転工
転工、ポンプ運転工
非該当例：圧縮ガス製造設備オペレーター［501-02］、冷
凍機運転工［699-01］
①冷凍機運転工、②ケーブル機関運転工、③玉 699 その他の定 699-01 冷凍機運転工
該当例：冷凍装置運転工
掛工、④下水処理施設設備操作員、⑤ごみ焼却 置・建設機械運
設備操作員、⑥し尿処理設備操作員、⑦浄水場 転の職業
設備操作員 等
699-02 ケーブル機関運 該当例：ケーブルカー運転員、スキーリフト機関運転員、
転工
ロープウェイ運転員
699-99 他に分類されな 該当例：下水処理施設設備操作員、ごみ焼却設備操作員、
い定置・建設機械運転の し尿処理設備操作員、浄水場設備操作員、石油採取機械運
職業
転工、天然ガス採取機械運転
①原子力技術者（開発）、②鉱山開発技術者、 079 その他の開 079-99 他に分類されな 該当例：原子力技術者（開発）、鉱山開発技術者、採鉱開
③採鉱開発技術者、④織布開発技術者、⑤染色 発技術者
い開発技術者
発技術者、織布開発技術者、染色開発技術者、探鉱開発技
開発技術者、⑥探鉱開発技術者、⑦紡績開発技
術者、紡績開発技術者
術者 等

３ 情報処理技 (１) シ ステム設 ①システムアーキテクト、②デ ータサイエン
術・通信技術の 計エンジニア
ティスト 等
職業

３ 情報処理技 (１) システム設 ①システム設計技術者
術・通信技術の 計技術者
職業

(２) ソ フトウェ ①アプリケーションエンジニア、②組込みエン
ア開発エンジニア ジニア、③ソフトウェアプログラマー 等

(２) ソフトウェ
ア開発技術者

(３) シ ステム運 ①サーバ管理者、②システム管理者、③セキュ
用管理エンジニア リティエンジニア 等

(３) システム運
用管理者

(４) 通 信ネット ①ネットワークエンジニア
ワークエンジニア

(４) 通信ネット
ワーク技術者

４ その他の生 (１)
活、衛生サービ グ工
スの職業

(２)

ク リーニン ①クリーニング工

洗張工

①洗張工

等

４ その他の生 (１)
活、衛生サービ グ工
スの職業

クリーニン

102 システム設 102-01 システム設計技 該当例：システムアーキテクト、システムアナリスト、社
計技術者
術者
内システムエンジニア（主にシステムの設計に従事するも
の）
非該当例：ソフトウェア開発技術者（WEB・オープン系）
［104-01］、ソフトウェア開発技術者（汎用機系）［10403］、プログラマー［104-04］
① ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 技 術 者 （ WEB ・ オ ー プ ン 104 ソフトウェ 104-01 ソフトウェア開 該当例：WEB系ソフトウェア開発技術者、オープン系ソフ
系）、②ソフトウェア開発技術者（組込・制御 ア開発技術者
発技術者（WEB・オープ トウェア開発技術者、コンテンツ開発技術者（モバイルサ
系）、③ソフトウェア開発技術者（汎用機
ン系）
イト）
系）、④プログラマー 等
104-02 ソフトウェア開 該当例：組込系ソフトウェア開発技術者、制御系ソフト
発技術者（組込・制御 ウェア開発技術者
系）
104-03 ソフトウェア開 該当例：汎用機系ソフトウェア開発技術者
発技術者（汎用機系）
104-04 プログラマー
該当例：コーダー、ソフトウェアプログラマー
104-99 他に分類されな 該当例：ソフトウェアテスト技術者
いソフトウェア開発技術
者
非該当例：システムアナリスト［102-01］、ユーザーサ
ポート応接員（電話によるもの）［256-02］
①サーバ管理者、②システム管理者、③セキュ 105 システム運 105-01 システム運用管 該当例：サーバー管理者、システム管理者、社内システム
リティエンジニア 等
用管理者
理者
エンジニア（主にシステムの運用に従事するもの）、情報
セキュリティ技術者、データベース管理者、テクニカルサ
ポート技術員
非該当例：システム設計技術者［102-01］、ネットワーク
技術者［106-01］、電子計算機保守員［602-03］
①通信ネットワーク技術者 等
106 通信ネット 106-01 通信ネットワー 該当例：電気通信技術者、電気通信施設技術者、ネット
ワーク技術者
ク技術者
ワーク技術者
非該当例：システムアーキテクト［102-01］、サーバー管
理者［105-01］、通信線配線工［724-02］、通信機器据付
工［724-02］
109 その他の情報処理・ 109-99 その他の情報処理・通信技術者
通信技術者
①クリーニング工、クリーニング仕上工
385 クリーニン 385-01 クリーニング工 該当例：貸おしぼり洗たく工、クリーニング師、しみ抜き
グ職
工、洗たく工、ドライクリーニング工、リネンサプライ業
従事者（洗たくに従事するもの）

非該当例：クリーニング注文受入事務員［272-01］、ク
リーニング取次所従事者［272-01］、洗たく人（個人家
庭）［359-99］、クリーニング仕上工［385-02］、洗張職
［389-01］、クリーニング集配員［755-02］、洗たく物荷
分け作業員［781-04］
385-02 クリーニング仕 該当例：アイロン仕上工（クリーニング）、クリーニング
上工
プレス工、洗たく整理工、洗たくプレス工、リネンサプラ
イ業従事者（洗たくの仕上げに従事するもの）
非該当例：クリーニング職［385-01］、包装作業員［77101］
(２) 洗張職
①洗張職
389 その他の生 389-01 洗張職
該当例：洗張工、湯のし工
活衛生サービス
の職業
(３) その他の清 ①ビル・建物清掃員、②ハウスクリーニング作 761 ビル・建物 761-01 ビル・建物清掃 該当例：階段清掃員、ガラス清掃員、ビル清掃員、ポリッ
掃の職業
業員、③道路清掃員、④公園清掃員、⑤ごみ収 清掃員
員
シャー（自動床洗浄機）作業員、床磨作業員
集作業員、⑥し尿汲取作業員、⑦産業廃棄物収
集作業員、⑧産業洗浄員、⑨消毒・害虫防除作
業員、⑩乗物内清掃員、⑪浄化槽清掃員 等
非該当例：ハウスクリーニング作業員［762-01］、建物外
壁高圧洗浄作業員［769-01］
762 ハウスク
762-01 ハウスクリーニ 該当例：個人宅清掃員、賃貸住宅清掃員
リーニング作業 ング作業員
員
非該当例：建物清掃員［761-01］、ビル清掃員［761-01］
763 道路・公園 763-01 道路清掃員
清掃員

該当例：道路清掃員

非該当例：街路樹剪定作業員［463-01］、路面清掃車運転
手［669-99］
763-02 公園清掃員
該当例：ゴルフ場清掃員、植物園清掃員、動物園清掃員、
遊園地清掃員
非該当例：公園芝刈作業員［789-01］
764 ごみ収集・ 764-01 ごみ収集作業員 該当例：ごみ収集作業員
し尿汲取作業員
非該当例：ごみ収集車運転手［663-06］、産業廃棄物収集
作業員［765-01］
764-02 し尿汲取作業員 該当例：し尿汲取作業員
非該当例：し尿汲取車運転手［663-99］
765 産業廃棄物 765-01 産業廃棄物収集 該当例：がれき収集作業員、工場汚泥回収作業員、工場廃
収集作業員
作業員
液回収作業員、廃プラスチック回収作業員
非該当例：産業廃棄物運搬車運転手［663-99］
769 その他の清 769-01 産業洗浄員
該当例：機械洗浄員、航空機洗浄員、受水槽洗浄員、上下
掃の職業
水道管渠施設洗浄員、洗車作業員、建物外壁高圧洗浄作業
員、タンク洗浄員、貯水槽洗浄員、鉄道車両洗浄員、ボイ
ラー洗浄員
非該当例：乗物内清掃員［769-03］、浄化槽清掃員［76904］、容器洗浄員［789-99］
769-02 消毒・害虫防除 該当例：害虫駆除作業員、消毒作業員、白あり駆除作業
作業員
員、防疫作業員、捕鼠作業員、輸入果物燻蒸員
非該当例：農作物病虫害防除員［469-99］、山林病害虫防
除作業員［479-99］
769-03 乗物内清掃員
該当例：航空機内清掃員、シートカバー取付人（航空機・
列車）、車内清掃員（自動車）、船内清掃員、バス清掃
員、列車清掃員
非該当例：産業洗浄員［769-01］、洗車作業員［769-01］
769-04 浄化槽清掃員

５

その他

１～19部門及び20 ①アニメーター、②ウェブデザイナー、③グラ
部門の１～４に属 フィックデザイナー、④工業デザイナー 等
さない技能的職種

５

その他

該当例：浄化槽汚泥回収作業員、浄化槽保守点検作業員
非該当例：受水槽清掃員［769-01］、貯水槽清掃員［76901］
769-99 他に分類されな 該当例：駅構内清掃員、堤防清掃人、墓地掃除人
い清掃の職業
１～19部門及び20 ①アニメーター、②ウェブデザイナー、③グラ 642 画工、看板 642-01 画工
該当例：アニメーター、印刷画工、建築透視図制作工、広
部門の１～４に属 フィックデザイナー、④工業デザイナー 等
制作工
告図案工、ポスター画工
さない技能的職種
非該当例：画家［222-01］、イラストレーター［22202］、漫画家［222-02］、陶磁器画工［542-99］
224 デザイナー 224-02 ウェブデザイ
該当例：ウェブクリエイター、Webデザイナー、ホーム
ナー
ページデザイナー
非該当例：CGデザイナー［224-99］、ウェブディレクター
［249-99］
224-01 グラフィックデ 該当例：広告デザイナー、サインデザイナー、パッケージ
ザイナー
デザイナー
非該当例：POPライター［211-03］、CGデザイナー［22499］、ブックデザイナー［224-99］、広告ディレクター
［249-99］、アートディレクター［249-99］、広告図案工
［642-01］、看板図案画工［642-02］
224-04 工業デザイナー 該当例：インダストリアルデザイナー、クラフトデザイ
ナー、プロダクトデザイナー

