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職業紹介事業報告における「取扱業務等の区分」一覧表  
 

事業報告書における「取扱業務等の区分」は下表によってください。  
01～78 は、厚生労働省編職業分類表における中分類表記です  
※ 厚生労働省編職業分類は令和４年４月 14 日より改訂いたしました。  

（参考 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/info/mhlw_job_info.html ）  
※ 令和５年度分（令和６年４月提出）の報告からは改訂後の職業分類にて記載してく

ださい。  

取扱業務等の区分 留意事項・主な職業例 

 

001 芸能家 

002 家政婦（夫） 

003 配ぜん人 

004 調理師 

005 モデル 

006 マネキン 

007 技能実習生 

008 医師 

009 看護師 

010 保育士 

011 特定技能の在留資格に係る職業紹

介 

 

［ Ａ 管理的職業 ］ 

01 管理的公務員 

02  法人・団体の役員 

03  法人・団体の管理職員 

04 その他の管理的職業 

 

［ Ｂ 専門的・技術的職業 ］ 

05 研究者 

06 農林水産技術者 

07  開発技術者 

08 製造技術者 

09 建築・土木・測量技術者 

10 情報処理・通信技術者 

11 その他の技術者 

12 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 

13 保健師、助産師、看護師 

 

 

家政婦（夫）を 35 とは分けて区分 

配ぜん人を 40 とは分けて区分 

 

 

マネキンを 32 とは分けて区分 

 

医師を 12 とは分けて区分 

看護師、准看護師を 13 とは分けて区分 

保育士を 16 とは分けて区分 

特定技能の在留資格者、他の在留資格から特定

技能の在留資格を取得した者及び特定技能の

在留資格により就労を希望している者 

 

 

 

部課長、工場・支店・営業所等の長 

  

 

 

 

 

各種設計技術者 

 

建築設計士、測量士 

システムエンジニア、プログラマー 

 

歯科医師、獣医師、薬剤師 

保健師、助産師 
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取扱業務等の区分 留意事項・主な職業例 

14 医療技術者 

15 その他の保健医療の職業 

16 社会福祉の専門的職業 

17 法務の職業 

18 経営・金融・保険の専門的職業 

19 教育の職業 

20 宗教家 

21 著述家、記者、編集者 

22 美術家、デザイナー、写真家、映像

撮影者 

23 音楽家、舞台芸術家 

24 その他の専門的職業 

 

［ Ｃ 事務的職業 ］ 

25 一般事務の職業 

26 会計事務の職業 

27  生産関連事務の職業 

28 営業・販売関連事務の職業 

29 外勤事務の職業 

30 運輸・郵便事務の職業 

31 事務用機器操作の職業 

 

［ Ｄ 販売の職業 ］ 

32 商品販売の職業 

33  販売類似の職業 

34  営業の職業 

 

［ Ｅ サービスの職業 ］ 

35 家庭生活支援サービスの職業 

36  介護サービスの職業 

37 保健医療サービスの職業 

38 生活衛生サービスの職業 

39 飲食物調理の職業 

40 接客・給仕の職業 

41 居住施設・ビル等の管理の職業 

42 その他のサービスの職業 

 

 

診療放射線技師、歯科衛生士 

栄養士、柔道整復師 

ケースワーカー、ケアマネージャー 

弁護士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士 

公認会計士、税理士、社会保険労務士 

学校教員、塾講師 

神職、僧侶 

翻訳家、コピーライター、記者 

イラストレーター、デザイナー、撮影助手 

 

番組制作者、アシスタントディレクター 

司書、スポーツ審判員、通訳 

 

 

総務事務、秘書、医療事務 

経理事務 

生産管理事務 

営業事務、労働者派遣コーディネーター 

集金人、訪問調査員、検診員 

運行管理者、郵便局郵便窓口係 

パソコンオペレーター 

 

 

レジ係、販売店員 

為替ディーラー、質物鑑定人、 

各種営業員、新聞拡張員 

 

 

ベビーシッター 

ケアワーカー、ホームヘルパー 

看護助手、歯科助手 

理容師、美容師、クリーニング職 

各種調理人、バーテンダー 

飲食店ホール係、客室乗務員、キャディ 

ビル管理人、駐車場管理人 

ポスティング人、葬祭ディレクター、トリマー 
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取扱業務等の区分 留意事項・主な職業例 

［ Ｆ 保安の職業 ］ 

43 自衛官 

44 司法警察職員 

45 その他の保安の職業 

 

［ Ｇ 農林漁業の職業 ］ 

46  農業の職業 

47  林業の職業 

48  漁業の職業 

 

［ Ｈ 生産工程の職業 ］ 

49 生産設備制御・監視の職業（金属材

料製造、金属加工、金属溶接・溶断） 

50 生産設備制御・監視の職業（金属材

料製造、金属加工、金属溶接・溶断を

除く） 

51  生産設備制御・監視の職業（機械組

立） 

52 金属材料製造、金属加工、金属溶接

・溶断の職業 

54 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） 

57 機械組立の職業 

60 機械整備・修理の職業 

61 製品検査の職業（金属材料製造、金

属加工、金属溶接・溶断） 

62 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） 

63 機械検査の職業 

64 生産関連・生産類似の職業 

 

［ Ｉ 輸送・機械運転の職業 ］ 

65 鉄道運転の職業 

66  自動車運転の職業 

67 船舶・航空機運転の職業 

68 その他の輸送の職業 

69 定置・建設機械運転の職業 

 

 

 

警備員、プール監視員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学製品・窯業製品・食料品・繊維製品・木製

製品・印刷・製本・プラスチック製品等生産設

備オペレーター 

各種機械組立設備オペレーター 

 

旋盤工、造船工、板金工、めっき工、溶接工 

 

化学製品・窯業製品・食料品・繊維製品・木製

製品・プラスチック製品等製造工、印刷作業員 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗装工、ＣＡＤオペレーター 

 

 

 

 

 

フォークリフト運転作業員 

ボイラー技士、クレーンオペレーター、玉掛工 
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取扱業務等の区分  留意事項・主な職業例  

［ Ｊ 建設・採掘の職業 ］ 

70 建設躯体工事の職業 

71 建設の職業（建設躯体工事の職業を

除く） 

72 電気工事の職業 

73 土木の職業 

74 採掘の職業 

 

［ Ｋ 運搬・清掃・包装等の職業 ］ 

75 運搬の職業 

76 清掃の職業 

77  包装の職業 

78 その他の運搬・清掃・包装等の職業 

 

 

型枠大工、とび工、鉄筋工 

大工、屋根ふき工、左官、配管工、  
 
 
 
 
 
 
倉庫作業員、配達員  
 
 
ピッキング作業員、軽作業員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


