
令和 4 年賃金構造基本統計調査業種別主な職種早見表 
記入に当たっては、調査票記入要領にくわしい説明が 

ありますので、よく確かめた上で記入してください。 

～ 裏面へつづく ～ 

【業種共通】 

 管理的職業従事者  

・部長、課長、営業所長、支社長、支店長、工場長（経営・管理に従事する者）      →［1031 管理的職業従事者］    

 ※役職番号が｢103 係長級｣、｢104 職長級｣の者は職種番号｢1031 管理的職業従事者｣には該当しません。 

それぞれ、具体的業務の内容に該当する職種番号を記入してください。 

 事務  

・総務担当補佐・係長・総務係事務員、給与係事務員、庶務係事務員、人事係事務員   →［1251 庶務・人事事務員］ 

・企画担当補佐・係長、企画係事務員、マーケティング・リサーチャー、商品開発部員   →［1253 企画事務員］ 

・受付・案内係事務員、フロント（企業）                    →［1254 受付・案内事務員］ 

・秘書                                    →［1255 秘書］ 

・電話交換手、コールセンターオペレーター                   →［1256 電話応接事務員］ 

・法務係事務員、広報係事務員                         →［1259 その他の一般事務従事者］ 

・経理事務員                                 →［1261 会計事務従事者］ 

・生産管理事務員、出荷・受荷事務員                      →［1271 生産関連事務従事者］ 

・営業事務員、販売事務員                           →［1281 営業・販売事務従事者] 

【鉱業，採石業，砂利採取業】 

・石切工（採石場）、坑内採鉱員、坑内運搬員                   →［1691 ダム・トンネル掘削従事者，採掘従事者］ 

・坑外運搬員                                 →［1703 その他の運搬従事者］ 

・採鉱技術者                                →［1119 他に分類されない技術者］ 

・掘削機械運転工、ブルドーザー運転工、ボーリング工             → [1645 建設・さく井機械運転従事者] 

【建設業】 

※建設・採掘従事者は、記入要領の「職種一覧」を参照ください。 

              →［1651 建設躯体工事従事者～1691 ダム・トンネル掘削従事者，採掘従事者］ 

・建築士、建築設計監督技術者、建築現場監督、建設施行管理技術者            →［1091 建築技術者］ 

・建設技術士、道路技術者、土木現場監督、庭園設計技術者               →［1092 土木技術者］ 

・土木作業員、コンクリート打工、線路工事作業者、造園土木工、線路保安員    →［1681 土木従事者，鉄道線路工事従事者］ 

・鉄骨工、ボイラー組立工、橋りょう工                                      →［1495 鉄工，製缶従事者］ 

・型枠大工、とび職、鉄筋組立工、鉄筋切断工、取り壊し作業者         →［1651 建設躯体工事従事者］ 

・左官、内装仕上工、タイル張工、モルタル塗り工、畳職、測量作業者          →［1669 その他の建設従事者］ 

・クレーン運転工、ウインチ運転工、コンベア運転工、デリック操作工        →［1643 クレーン・ウインチ運転従事者］ 

・掘削機械運転工、ショベルマシン運転工、ブルドーザー運転工、 

コンクリートミキサー運転工、トラッククレーン運転工                      →［1645 建設・さく井機械運転従事者］ 

・建設現場軽作業員                                 →［1739 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者］ 

【製造業】 

※生産工程に従事する者は、記入要領の「職種一覧」を参照ください。 

→［1491 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者～1592 製図その他生産関連・生産類似作業従事者］ 

 食料品・飲料・たばこ    

・パン製造工、食料品製造工、ケーキ製造工、小麦製粉工、水産物加工工、飲料製造工、酒製品製造工、 

たばこ製造工、食料品等製造生産設備操作・監視作業者                 →［1503 食料品・飲料・たばこ製造従事者］ 

 鉄鋼  

・製鉄技術者、製鋼技術者、電気製錬技術者                   →［1076 金属技術者］ 

・製銑工、製鋼工、転炉工                           →［1491 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者］ 

 金属  

・金属技術士、金属精錬技術者、電気化学技術者（金属製造処理）              →［1076 金属技術者］ 

・金型工                                   →［1492 鋳物製造・鍛造従事者］ 

・旋盤工、フライス盤工                                        →［1493 金属工作機械作業従事者］ 

・金属プレス工                                      →［1494 金属プレス従事者］ 

・アーク溶接工、ガス溶接工、レーザー溶接工                              →［1498 金属溶接・溶断従事者］ 

・鋳物製品検査工                                     →［1561 製品検査従事者（金属製品）］ 

・精錬工（非鉄金属）                                 →［1491 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者］ 

 情報・電子・電気  

・情報機器開発技術者、電気機械設計技術者、半導体製品製造技術者、 

電気設計技術員、電気工事施工管理技術者         →［1072 電気・電子・電気通信技術者（通信ネットワーク技術者を除く）］ 

・電子計算機組立工、電気器具内部配線工、電動機組立工、半導体製品製造工、電気通信機組立工 

                                                                      →［1512 電気機械器具組立従事者］ 

・発電機・電気機械修理工                       →［1551 はん用・生産用・業務用機械器具、電気機械器具整備・修理従事者］ 

・電気製品検査工、電気機械器具検査工                               →［1581 機械検査従事者］ 

 化学製品  

・化学技術士、工業化学技術者、化学薬品製造技術者、医薬品製造技術者、プラスチック製品製造技術者    →［1077 化学技術者］ 

・アルコール製造工、合成ゴム製造工、石油精製工、化学薬品製造工、高圧ガス作業主任者          →［1501 化学製品製造従事者］ 

・化学製品検査工、薬品検査工、繊維製品検査                            →［1571 製品検査従事者（金属製品を除く）］ 

 機械  

・機械技術士、機械設計技術者、プラント設計技術者                   →［1073 機械技術者］ 

・自動車製造技術者、航空機技術者                           →［1074 輸送用機器技術者］ 

・自動車部品組立工、自動車エンジン取付工                       →［1513 自動車組立従事者］ 

・エンジン組立工、機械据付工                                  →［1511 はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者］ 

・機械修理工                         →［1551 はん用・生産用・業務用機械器具、電気機械器具整備・修理従事者］ 

・工作機械検査工、自動車検査工                            →［1581 機械検査従事者］ 

【電気・ガス・熱供給・水道業】 

・送電線電工・外線電工、電気保安工、ケーブル配線工                    →［1671 電気工事従事者］ 

・発電員，変電員                                   →［1641 発電員，変電員］ 

・上下水道技術士                                   →［1092 土木技術者］ 

・配管工、空調配管工、給排水衛生配管工、水道工事工                 →［1666 配管従事者］ 

・料金集金人、メーター検針員                       →［1291 外勤事務従事者］ 

【情報通信業】 

 情報サービス  

・社内システムエンジニア、プログラマー、CG プログラマー                        →［1104 ソフトウェア作成者］ 

・システムアナリスト、システムコンサルタント、情報処理プロジェクトマネージャー   →［1101 システムコンサルタント・設計者］ 

・ウェブデザイナー、ＣＧアーティスト                                          →［1224 デザイナー］ 

・サーバー管理者、情報セキュリティ技術者、電気通信技術者、通信ネットワーク技術者→［1109 その他の情報処理・通信技術者］ 

・パソコン・インストラクター（教育施設以外）                               →［1244 個人教師］ 

 放送  

・アナウンサー（ラジオ、テレビジョン）                  →［1249 他に分類されない専門的職業従事者］ 

・ディレクター、プロデューサー                      →［1231 音楽家，舞台芸術家］ 

【運輸業】 

 鉄道  

・駅長・区長                             →［1031 管理的職業従事者］ 

・電車運転士                                     →［1601 鉄道運転従事者］ 

・列車車掌                                      →［1631 車掌］ 

・信号係、転てつ係、駅構内係                       →［1639 他に分類されない輸送従事者］ 

・旅客係（出札・改札）、駅務員、運転指令                        →［1301 運輸・郵便事務従事者］ 

・電車修理工                               →［1554 その他の機械整備・修理従事者］ 

・線路保安員                               →［1681 土木従事者，鉄道線路工事従事者］ 

・駅ホーム売店販売員                                  →［1321 販売店員］ 

 バス・タクシー・トラック  

・バス運転者                                      →［1611 バス運転者］ 

・添乗員                                  →［1421 その他のサービス職業従事者］ 

・タクシー運転者、ハイヤー運転者                                →［1612 タクシー運転者］ 

・運行管理者、配車係                                 →［1301 運輸・郵便事務従事者］ 

・自動車整備工                                        →［1553 自動車整備・修理従事者］ 

 



・営業用トラック運転者                           → 1614 営業用大型貨物自動車運転者 

1615 営業用貨物自動車運転者（大型車を除く） 

・自家用トラック運転者                                  →［1616 自家用貨物自動車運転者］ 

 航空  

・パイロット、ヘリコプター操縦士                                    →［1624 航空機操縦士］ 

・キャビンアテンダント、フライトアテンダント                             →［1404 航空機客室乗務員］ 

・航空ディスパッチャー、旅客係事務員、貨物係事務員                     →［1301 運輸・郵便事務従事者］ 

・航空整備士                                  →［1554 その他の機械整備・修理従事者］ 

【卸売業，小売業】 

 百貨店・総合スーパー・卸売店・小売店等  

・店長（経営・管理に従事）                          →［1031 管理的職業従事者］ 

・店長（商品の仕入れ・販売に従事）                      →［1321 販売店員］ 

・百貨店売場案内人                                          →［1421 その他のサービス職業従事者］ 

・商品仕入員、商品バイヤー                                 →［1324 その他の商品販売従事者］ 

・百貨店店員、総合スーパー店員、コンビニエンスストア店員、 

医薬品販売員（登録販売者）、リサイクルショップ店員、レジスター係          →［1321 販売店員］ 

・新聞配達人、宅配配達人、オートバイ宅配人、倉庫現場員、倉庫作業員、荷造工 →［1703 その他の運搬従事者］ 

・倉庫雑役人、工場軽作業員                               →［1739 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者］ 

・ラッピング工、ラベル貼工                                  →［1721 包装従事者］ 

【金融業，保険業、郵便局】 

・預・貯金窓口事務員                             →［1261 会計事務従事者］ 

・保険外交員                                       →［1347 保険営業職業従事者］ 

・保険契約事務員                               →［1259 その他の一般事務従事者］ 

・株式売買人、為替ディーラー                                     →［1331 販売類似職業従事者］ 

・郵便配達員、郵便集配員                              →［1703 その他の運搬従事者］ 

・郵便仕分発送作業員、郵便内務員                       →［1301 運輸・郵便事務従事者］ 

【協同組合】 

・小売店店員                                             →［1321 販売店員］ 

・貯金外交員                                 →［1346 金融営業職業従事者］ 

・保険契約事務員                               →［1259 その他の一般事務従事者］ 

・営農指導員                                 →［1119 他に分類されない技術者］ 

・農耕作業員                                 →［1461 農林漁業従事者］ 

【不動産業・施設管理】 

・不動産セールス員                              →［1349 その他の営業職業従事者］ 

・不動産仲介人、不動産売買人                         →［1331 販売類似職業従事者］ 

・不動産鑑定士                                      →［1249 他に分類されない専門的職業従事者］ 

・アパート管理人、マンション管理人、駐車場管理人               →［1411 居住施設・ビル等管理人］ 

・守衛、警備員                                            →［1453 警備員］ 

・ビル設備管理人                               →［1649 その他の定置・建設機械運転従事者］ 

【物品賃貸業】 

・娯楽施設娯楽用品賃貸係                                 →［1406 娯楽場等接客員］ 

・レンタルショップ店員（ビデオ等）、レンタカーカウンター係員               →［1421 その他のサービス職業従事者］ 

【学術研究，専門・技術サービス業】 

・研究員、研究所長                                                         →［1051 研究者］ 

・弁護士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士                         →［1173 法務従事者］ 

・行政書士、速記者                              →［1249 他に分類されない専門的職業従事者］ 

・税理士、公認会計士、会計士補                                    →［1181 公認会計士，税理士］ 

・社会保険労務士、中小企業診断士、経営コンサルタント                   →［1189 その他の経営・金融・保険専門職業従事者］ 

・デザイナー                                         →［1224 デザイナー］ 

・イラストレーター                                →［1221 美術家，写真家，映像撮影者］ 

・アニメーター                                  →［1591 画工、塗装・看板制作従事者］ 

 

【宿泊業, 飲食サービス業】 

 ホテル・旅館・民宿  

・支配人（経営・管理に従事）                        →［1031 管理的職業従事者］ 

・支配人（接客サービスに従事）、客室係、接客係、仲居、ドア係           →［1405 身の回り世話従事者］ 

・フロント係                                →［1406 娯楽場等接客員］ 

・駐車係（ホテル）                                   →［1411 居住施設・ビル等管理人］ 

・料理人、板前                                           →［1391 飲食物調理従事者］ 

・ホール係、ソムリエ                                        →［1403 飲食物給仕従事者］ 

 飲食店  

・飲食店主（経営・管理に従事）                       →［1031 管理的職業従事者］ 

・飲食店主（食卓の用意・給仕サービスに従事）                →［1403 飲食物給仕従事者］ 

・飲食店主（自ら飲食物の調理に従事）、調理人、調理見習             →［1391 飲食物調理従事者］ 

・ファーストフード店員、カフェ店員、ホール係、フロア係                 →［1403 飲食物給仕従事者］ 

・デリバリー配達員                                                    →［1703 その他の運搬従事者］ 

【生活関連サービス業，娯楽業】 

 美容サービス・浴場  

・ネイリスト、エステティシャン                       →［1383 美容サービス・浴場従事者（美容師を除く）］ 

・温泉浴場従事者、ボイラー・オペレーター（浴場）                    →［1383 美容サービス・浴場従事者（美容師を除く）］ 

・美容部員（販売を行わないもの）、トリマー                  →［1421 その他のサービス職業従事者］ 

 クリーニング  

・クリーニング取次所従事者                       →［1331 販売類似職業従事者］ 

・洗濯工                                        →［1385 クリーニング職，洗張職］ 

・洗濯物仕分作業員                             →［1739 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者］ 

・洗濯物配達人                               →［1703 その他の運搬従事者］ 

 レジャー・娯楽施設  

・ツアーコンダクター、旅行・観光ガイド                   →［1421 その他のサービス職業従事者］ 

・旅行社カウンター係                            →［1281 営業・販売事務従事者］ 

・フロント係、ゲームセンター従業員、遊園地電車運転員、キャディー      →［1406 娯楽場等接客員］ 

 冠婚葬祭  

・結婚相談員、介添役（結婚式場）、葬祭ディレクター、火葬作業員        →［1421 その他のサービス職業従事者］   

【教育，学習支援業】 

※学校教員（校長、教頭、養護教諭等含む）は記入要領の「職種一覧」を参照ください。 

→［1192 小・中学校教員～1198 大学講師・助教］ 

・幼稚園園長、認定こども園園長（幼保連携型）幼稚園教諭、保育教諭      →［1191 幼稚園教員，保育教諭］ 

・スクールカウンセラー                           →［1249 他に分類されない専門的職業従事者］ 

・スクールバス運転者                                        →［1611 バス運転者］ 

・特別支援学校の教諭、予備校教員、各種学校教員、自動車教習所指導員    →［1199 その他の教員］ 

・個人教師、ジム・インストラクター                                 →［1244 個人教師］ 

・学校用務員                                            →［1739 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者］ 

【医療，福祉】 

※医師、看護師、保育士などの専門的職種は記入要領の「職種一覧」を参照ください。  →［1121 医師～1168 ケアマネージャー］ 

・医療事務員、介護保険事務員                                                    →［1259 その他の一般事務従事者］ 

・看護助手、看護補助者                                      →［1371 看護助手］ 

・介護職員・介護福祉士・ケアワーカー、老人福祉施設生活支援員、障害者支援施設生活支援員→［1361 介護職員（医療・福祉施設等）］ 

・訪問介護員、ホームヘルパー                                   →［1362 訪問介護従事者］ 

・保育補助者                                     →［1421 その他のサービス職業従事者］ 

・老人・障害者支援・児童福祉施設長、生活指導員、職業指導員、ソーシャルワーカー  →［1169 その他の社会福祉専門職業従事者］ 

【サービス業(他に分類されないもの)】 

・人材派遣あっせん事務員                     →［1281 営業・販売事務従事者] 

・ごみ収集・ごみ焼却作業員、し尿汲取作業員、消毒作業員、ハウスクリーニング職、産業廃棄物焼却処理作業員 

        →［1712 清掃員（ビル・建物を除く），廃棄物処理従事者］ 

・機械掃除工、再生資源選別作業員                  →［1739 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者］ 


