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第４回統計分類専門会議 (H25.3.12)

改　　定　　理　　由

小分類
番号

細分類
番号

小分類
番号

細分類
番号

810 管理，補助的経済活動を行う事業所（81学校教育） 810 管理，補助的経済活動を行う事業所（81学校教育）

8101
管理，補助的経済活動を行う事業所
　主として学校教育の事業所を統括する本部等として，
自法人組織の経営を推進するための組織全体の管理
統括業務，人事・人材育成，総務，財務・経理，法務，
知的財産管理，企画，広報・宣伝，営業支援，調査・研
究開発，生産・プロジェクト管理，不動産管理，情報シ
ステム管理，保有資機材の管理，契約，役務・資材調
達等の現業以外の業務を行う事業所をいう。
○管理事務を行う本部・事務局

8101
管理，補助的経済活動を行う事業所
　主として学校教育の事業所を統括する本部等として，
自法人組織の経営を推進するための組織全体の管理
統括業務，人事・人材育成，総務，財務・経理，法務，
知的財産管理，企画，広報・宣伝，営業支援，調査・研
究開発，生産・プロジェクト管理，不動産管理，情報シ
ステム管理，保有資機材の管理，契約，役務・資材調
達等の現業以外の業務を行う事業所をいう。
○管理事務を行う本部・事務局

811 幼稚園 811 幼稚園

8111 幼稚園
　 幼児を保育し，その心身を発達させるための教育を
行う事業所をいう。
○幼稚園；幼稚園型認定こども園
×保育所［8531］

8111 幼稚園
　 幼児を保育し，その心身を発達させるための教育を
行う事業所をいう。
○幼稚園
×保育所［8531］

「幼保連携型認定こども園」の新設に伴い、その他の３類型の
分類を明示するための例示を追加

812 小学校 812 小学校

8121 小学校
　義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なも
のを行う事業所を
いう。
○小学校

8121 小学校
　義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なも
のを行う事業所を
いう。
○小学校

813 中学校 813 中学校

8131 中学校
　小学校における教育を基礎として，義務教育として行
われる普通教育を行う事業所をいう。
○中学校
×中等教育学校［8142］

8131 中学校
　小学校における教育を基礎として，義務教育として行
われる普通教育を行う事業所をいう。
○中学校
×中等教育学校［8142］

　この中分類には，所定の学科課程を教授する事業所及び学校教育の支援を
行う事業所が分類される。

　この中分類には，所定の学科課程を教授する事業所及び学校教育の支援を
行う事業所が分類される。

改　　定　　素　　案　　　 現　　行（ 第１２回 改定 ）　　
中分類8１－学校教育 中分類8１－学校教育

総　　説 総　　説

資料２ 
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改　　定　　理　　由改　　定　　素　　案　　　 現　　行（ 第１２回 改定 ）　　
814 高等学校，中等教育学校 814 高等学校，中等教育学校

8141 高等学校
　中学校における教育を基礎として，高度な普通教育
及び専門教育を行う事業所をいう。
　学校教育法による通信教育を行う事業所も本分類に
含まれる。
○高等学校
×中等教育学校［8142］

8141 高等学校
　中学校における教育を基礎として，高度な普通教育
及び専門教育を行う事業所をいう。
　学校教育法による通信教育を行う事業所も本分類に
含まれる。
○高等学校
×中等教育学校［8142］

8142 中等教育学校
　小学校における教育を基礎として，義務教育として行
われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育
を一貫して行う事業所をいう。
　学校教育法による通信教育を行う事業所も本分類に
含まれる。
○中等教育学校
×中学校［8131］，高等学校［8141］

8142 中等教育学校
　小学校における教育を基礎として，義務教育として行
われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育
を一貫して行う事業所をいう。
　学校教育法による通信教育を行う事業所も本分類に
含まれる。
○中等教育学校
×中学校［8131］，高等学校［8141］

815 特別支援学校 815 特別支援学校

8151 特別支援学校
　視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由
者又は病弱者（身体虚弱者を含む）に対して，幼稚園，
小学校，中学校又は高等学校に準ずる教育を行い，併
せてその障害を補うために必要な知識技能を授ける事
業所をいう。
○特別支援学校

8151 特別支援学校
　視覚障害者，聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由
者又は病弱者（身体虚弱者を含む）に対して，幼稚園，
小学校，中学校又は高等学校に準ずる教育を行い，併
せてその障害を補うために必要な知識技能を授ける事
業所をいう。
○特別支援学校

816 高等教育機関 816 高等教育機関

8161 大学
　学術の中心として，広く知識を授けるとともに，深く専
門の学芸を教授研究し，知的，道徳的及び応用的能力
を展開させるための教育を行う事業所をいう。
　学校教育法による通信教育を行う事業所も本分類に
含まれる。
　短期大学は細分類8162 に分類される。
○大学
×短期大学［8162］

8161 大学
　学術の中心として，広く知識を授けるとともに，深く専
門の学芸を教授研究し，知的，道徳的及び応用的能力
を展開させるための教育を行う事業所をいう。
　学校教育法による通信教育を行う事業所も本分類に
含まれる。
　短期大学は細分類8162 に分類される。
○大学
×短期大学［8162］

8162 短期大学
　深く専門の学芸を教授研究し，職業又は実際生活に
必要な能力を育成するための教育を行う事業所をい
う。
　学校教育法による通信教育を行う事業所も本分類に
含まれる。
○短期大学

8162 短期大学
　深く専門の学芸を教授研究し，職業又は実際生活に
必要な能力を育成するための教育を行う事業所をい
う。
　学校教育法による通信教育を行う事業所も本分類に
含まれる。
○短期大学



日　本　標　準　産　業　分　類　第　１３　回　改　定　案　（O－教育，学習支援業）

3 ページ

改　　定　　理　　由改　　定　　素　　案　　　 現　　行（ 第１２回 改定 ）　　
8163 高等専門学校

　深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成
するための教育を行う事業所をいう。
○高等専門学校
×専門学校（専門課程を置く専修学校）［8171］

8163 高等専門学校
　深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成
するための教育を行う事業所をいう。
○高等専門学校
×専門学校（専門課程を置く専修学校）［8171］

817 専修学校，各種学校 817 専修学校，各種学校

8171 専修学校
　職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し又は教
養の向上を図るための教育を行う事業所をいう。
○専修学校；高等専修学校（高等課程を置く専修学
校）；専門学校（専門課程を置く専修学校）
×高等専門学校［8163］

8171 専修学校
　職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し又は教
養の向上を図るための教育を行う事業所をいう。
○専修学校；高等専修学校（高等課程を置く専修学
校）；専門学校（専門課程を置く専修学校）
×高等専門学校［8163］

8172 各種学校
　学校教育法による学校教育に類する教育を行う事業
所をいう。
○各種学校；洋裁学校；タイピスト学校；写真学校；理
容・美容学校；自動車教習所；学習塾（各種学校のも
の）；進学塾（各種学校のもの）；予備校（各種学校のも
の）
×学習塾（各種学校でないもの）［8231］；進学塾（各種
学校でないもの）［8231］；自動車教習所（各種学校でな
いもの）［8299］

8172 各種学校
　学校教育法による学校教育に類する教育を行う事業
所をいう。
○各種学校；洋裁学校；タイピスト学校；写真学校；理
容・美容学校；自動車教習所；学習塾（各種学校のも
の）；進学塾（各種学校のもの）；予備校（各種学校のも
の）
×学習塾（各種学校でないもの）［8231］；進学塾（各種
学校でないもの）［8231］；自動車教習所（各種学校でな
いもの）［8299］

818 学校教育支援機関 818 学校教育支援機関

8181 学校教育支援機関
　高等教育機関の評価，センター試験の実施など学校
教育の支援活動を行う事業所をいう。
○大学評価・学位授与機構；大学入試センター；国立
大学財務・経営センター；日本学生支援機構；大学基
準協会；日本高等教育評価機構；短期大学基準協会

8181 学校教育支援機関
　高等教育機関の評価，センター試験の実施など学校
教育の支援活動を行う事業所をいう。
○大学評価・学位授与機構；大学入試センター；国立
大学財務・経営センター；日本学生支援機構；大学基
準協会；日本高等教育評価機構；短期大学基準協会

819 幼保連携型認定こども園

8191 幼保連携型認定こども園
　子どもに対する学校としての教育及び児童福祉施設
としての保育並びに保護者に対する子育て支援事業を
行う事業所
×幼稚園[8111]；保育所[8531]；幼稚園型認定こども園
[8111]；保育所型認定こども園[8531]；地方裁量型認定
こども園[8531]

認定こども園法の改正により、「幼保連携型認定こども園」を
新たな単一の認可施設として創設したことに伴い、項目を新
設
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改　　定　　理　　由

小分類
番号

細分類
番号

小分類
番号

細分類
番号

850 管理，補助的経済活動を行う事業所（85 社会保険・社
会福祉・介護事業）

850 管理，補助的経済活動を行う事業所（85 社会保険・社
会福祉・介護事業）

8500 主として管理事務を行う本社等
  主として社会保険・社会福祉・介護事業の事業所を
統括する本社等として，自企業の経営を推進するため
の組織全体の管理統括業務等の現業以外の業務を
行う事業所をいう。
○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所

8500 主として管理事務を行う本社等
  主として社会保険・社会福祉・介護事業の事業所を
統括する本社等として，自企業の経営を推進するため
の組織全体の管理統括業務等の現業以外の業務を
行う事業所をいう。
○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所

8509 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所
  主として社会保険・社会福祉・介護事業における活動
を促進するため，同一企業の他事業所に対して，輸
送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を行う事業
所をいう。
○自家用車庫；自家用修理工場：自家用補修所

8509 その他の管理，補助的経済活動を行う事業所
  主として社会保険・社会福祉・介護事業における活動
を促進するため，同一企業の他事業所に対して，輸
送，清掃，修理・整備，保安等の支援業務を行う事業
所をいう。
○自家用車庫；自家用修理工場：自家用補修所

851 社会保険事業団体 851 社会保険事業団体

8511 社会保険事業団体
公的年金，公的医療保険，公的介護保険，労働災害
補償などの社会保険事業を行う事業所をいう。
○健康保険組合；健康保険組合連合会；国家（地方）
公務員共済組合；社会保険診療報酬支払基金；国民
健康保険団体連合会；国民健康保険中央会；国民年
金基金；厚生年金基金；企業年金基金；地方公務員災
害補償基金；石炭鉱業年金基金；農業者年金基金；年
金事務所；年金積立金管理運用

8511 社会保険事業団体
公的年金，公的医療保険，公的介護保険，労働災害
補償などの社会保険事業を行う事業所をいう。
○健康保険組合；健康保険組合連合会；国家（地方）
公務員共済組合；社会保険診療報酬支払基金；国民
健康保険団体連合会；国民健康保険中央会；国民年
金基金；厚生年金基金；企業年金基金；社会保険事務
所；地方公務員災害補償基金；石炭鉱業年金基金；農
業者年金基金
×年金積立金管理運用［8599］

・平成22年4月に、社会保険庁が廃止され、日本年金機
構が設立されたことから、例示を変更
・年金積立金管理運用独立行政法人は、「厚生年金保険
法（昭和29年法律第115号）及び国民年金法（昭和34年
法律第141号）の規定に基づき厚生労働大臣から寄託さ
れた積立金の管理及び運用を行うとともに、その収益を
国庫に納付することにより、厚生年金保険事業及び国民
年金事業の運営の安定に資することを目的とする。」とさ
れていることから、生産活動の類似性の観点から、8511
「社会保険事業団体」に含めた方が適切と判断し、修正。

852 福祉事務所 852 福祉事務所

8521 福祉事務所
  都道府県，市町村及び特別区が設置する福祉に関
する事務所をいう。
○社会福祉事務所；福祉事務所

8521 福祉事務所
  都道府県，市町村及び特別区が設置する福祉に関
する事務所をいう。
○社会福祉事務所；福祉事務所

 この中分類には，社会保険，社会福祉又は介護事業を行う事業所及び更生
保護事業を行う事業所が分類される。

 この中分類には，社会保険，社会福祉又は介護事業を行う事業所及び更生
保護事業を行う事業所が分類される。

改　　定　　素　　案　　　 現　　行（ 第１２回 改定 ）　　
中分類８５－社会保険・社会福祉・介護事業 中分類８５－社会保険・社会福祉・介護事業

総　　説 総　　説
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改　　定　　理　　由改　　定　　素　　案　　　 現　　行（ 第１２回 改定 ）　　
853 児童福祉事業 853 児童福祉事業

8531 保育所
  日日保護者の委託を受けて，乳児又は幼児を保育す
る福祉事業を行う事業所をいう。
○保育所；託児所；保育所型認定こども園；地方裁量
型認定こども園
×幼稚園［8111］

8531 保育所
  日日保護者の委託を受けて，乳児又は幼児を保育す
る福祉事業を行う事業所をいう。
○保育所；託児所
×幼稚園［8111］

「幼保連携型認定こども園」の新設に伴い、その他の３類
型の分類を明示するための例示を追加

8539 その他の児童福祉事業
乳児，幼児，少年に対する他に分類されない福祉事業
を行う事業所をいう。
○児童相談所；乳児院；母子生活支援施設；児童厚生
施設（児童館）；児童養護施設；障害児入所施設；児童
発達支援センター；情緒障害児短期治療施設；児童自
立支援施設；児童家庭支援センター；母子福祉セン
ター；母子休養ホーム

8539 その他の児童福祉事業
乳児，幼児，少年に対する他に分類されない福祉事業
を行う事業所をいう。
○児童相談所；乳児院；母子生活支援施設；児童厚生
施設（児童館）；児童養護施設；知的障害児施設；盲ろ
うあ児施設；肢体不自由児施設；情緒障害児短期治療
施設；児童家庭支援センター；母子福祉センター；母子
休養ホーム

児童福祉法の改正に伴い、例示を変更

854 老人福祉・介護事業 854 老人福祉・介護事業

8541 特別養護老人ホーム
  常時介護を必要とし，在宅介護が困難な老人又はこ
れに準じる状態の要介護者に対して介護サービスを提
供する事業所をいう。
○特別養護老人ホーム；介護老人福祉施設

8541 特別養護老人ホーム
  常時介護を必要とし，在宅介護が困難な老人又はこ
れに準じる状態の要介護者に対して介護サービスを提
供する事業所をいう。
○特別養護老人ホーム；介護老人福祉施設

8542 介護老人保健施設
  症状が安定期にある要介護者に対し，看護，医学的
管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医
療ケアを行う事業所をいう。
○介護老人保健施設

8542 介護老人保健施設
  症状が安定期にある要介護者に対し，看護，医学的
管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医
療ケアを行う事業所をいう。
○介護老人保健施設

8543 通所・短期入所介護事業
  要介護者等を通所又は短期入所させ，介護等の日
常生活上の世話や機能訓練を行う事業所をいう。
○老人デイサービスセンター；老人短期入所施設；小
規模多機能型居宅介護事業所

8543 通所・短期入所介護事業
  要介護者等を通所又は短期入所させ，介護等の日
常生活上の世話や機能訓練を行う事業所をいう。
○老人デイサービスセンター；老人短期入所施設；小
規模多機能型居宅介護事業所

8544 訪問介護事業
  要介護者等の居宅において，入浴，食事等の介護や
その他の日常生活上の世話を行う事業所をいう。
○訪問介護事業所；訪問入浴介護事業所；夜間対応
型訪問介護事業所
×訪問看護ステーション［8342]

8544 訪問介護事業
  要介護者等の居宅において，入浴，食事等の介護や
その他の日常生活上の世話を行う事業所をいう。
○訪問介護事業所；訪問入浴介護事業所；夜間対応
型訪問介護事業所
×訪問看護ステーション［8342]

8545 認知症老人グループホーム
  比較的安定した状態にある認知症の要介護者に対
し，共同生活を営む住居において介護等の日常生活
上の世話や機能訓練を行う事業所をいう。
○認知症高齢者グループホーム

8545 認知症老人グループホーム
  比較的安定した状態にある認知症の要介護者に対
し，共同生活を営む住居において介護等の日常生活
上の世話や機能訓練を行う事業所をいう。
○認知症高齢者グループホーム
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改　　定　　理　　由改　　定　　素　　案　　　 現　　行（ 第１２回 改定 ）　　
8546 有料老人ホーム

  入居一時金等の料金を徴収して老人を入居させ，食
事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜を供与
する事業所をいう。
○有料老人ホーム

8546 有料老人ホーム
  入居一時金等の料金を徴収して老人を入居させ，食
事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜を供与
する事業所をいう。
○有料老人ホーム

8549 その他の老人福祉・介護事業 8549 その他の老人福祉・介護事業

  他に分類されない老人福祉・介護事業を行う事業所
をいう。
○養護老人ホーム；軽費老人ホーム（ケアハウスを含
む）；老人福祉センター；高齢者生活福祉センター；老
人憩いの家；老人介護支援センター；地域包括支援セ
ンター

  他に分類されない老人福祉・介護事業を行う事業所
をいう。
○養護老人ホーム；軽費老人ホーム（ケアハウスを含
む）；老人福祉センター；高齢者生活福祉センター；老
人憩いの家；老人介護支援センター；地域包括支援セ
ンター

855 障害者福祉事業 855 障害者福祉事業

8551 居住支援事業
  施設等に入所・入居して生活する障害者につき，入
浴，排せつ又は食事の介護，身体機能又は生活能力
の向上や日常生活の世話，就労に必要な知識及び能
力の向上のために必要な訓練その他の便宜を供与す
る事業所をいう。
○障害者支援施設；ケアホーム（障害者福祉事業のも
の）；グループホーム（障害者福祉事業のもの）；福祉
ホーム（障害者福祉事業のもの）；国立重度知的障害
者総合施設のぞみの園
×障害児入所施設［8539］；児童発達支援センター
［8539］；情緒障害児短期治療施設［8539］；精神科病
院［8312］

8551 居住支援事業
  施設等に入所・入居して生活する障害者につき，入
浴，排せつ又は食事の介護，身体機能又は生活能力
の向上や日常生活の世話，就労に必要な知識及び能
力の向上のために必要な訓練その他の便宜を供与す
る事業所をいう。
○障害者支援施設；ケアホーム（障害者福祉事業のも
の）；グループホーム（障害者福祉事業のもの）；福祉
ホーム（障害者福祉事業のもの）；国立重度知的障害
者総合施設のぞみの園
×知的障害児施設［8539］；盲ろうあ児施設［8539］；肢
体不自由児施設［8539］；情緒障害児短期治療施設
［8539］；精神科病院［8312］

児童福祉法の改正に伴い、例示を変更

8559 その他の障害者福祉事業
  障害者に対する他に分類されない福祉事業を行う事
業所をいう。
○生活介護事業所（障害者福祉事業のもの）；自立訓
練事業所；地域活動支援センター
×障害児入所施設［8539］；児童発達支援センター
［8539］；情緒障害児短期治療施設［8539］；精神科病
院［8312］

8559 その他の障害者福祉事業
  障害者に対する他に分類されない福祉事業を行う事
業所をいう。
○生活介護事業所（障害者福祉事業のもの）；自立訓
練事業所；地域活動支援センター
×知的障害児施設［8539］；盲ろうあ児施設［8539］；肢
体不自由児施設［8539］；情緒障害児短期治療施設
［8539］；精神科病院［8312］

児童福祉法の改正に伴い、例示を変更

859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業

8591 更生保護事業
  保護観察対象者，刑務所出所者等の更生を助けるこ
とを目的とする更生保護事業を行う事業所をいう。
○更生保護施設；更生保護協会
×保護観察所［9731］

8591 更生保護事業
  保護観察対象者，刑務所出所者等の更生を助けるこ
とを目的とする更生保護事業を行う事業所をいう。
○更生保護施設；更生保護協会
×保護観察所［9731］
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改　　定　　理　　由改　　定　　素　　案　　　 現　　行（ 第１２回 改定 ）　　
8599 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業

  他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業を
行う事業所をいう。労働者のための福利厚生事業並び
に特定団体所属員及びその家族に対する福利厚生事
業を行う事業所は，その行う主な事業内容によりそれ
ぞれに分類される。
○社会福祉協議会；共同募金会；善意銀行；授産施
設；宿所提供施設；医薬品医療機器総合機構；婦人・
女性相談所；婦人・女性保護施設

8599 他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業
  他に分類されない社会保険・社会福祉・介護事業を
行う事業所をいう。労働者のための福利厚生事業並び
に特定団体所属員及びその家族に対する福利厚生事
業を行う事業所は，その行う主な事業内容によりそれ
ぞれに分類される。
○社会福祉協議会；共同募金会；善意銀行；授産施
設；年金積立金管理運用；宿所提供施設；医薬品医療
機器総合機構；婦人・女性相談所；婦人・女性保護施
設

・年金積立金管理運用独立行政法人は、「厚生年金保険
法（昭和29年法律第115号）及び国民年金法（昭和34年
法律第141号）の規定に基づき厚生労働大臣から寄託さ
れた積立金の管理及び運用を行うとともに、その収益を
国庫に納付することにより、厚生年金保険事業及び国民
年金事業の運営の安定に資することを目的とする。」とさ
れていることから、生産活動の類似性の観点から、8511
「社会保険事業団体」に含めた方が適切と判断し、修正。


