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○ 産業別生産物リスト（81 学校教育）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

 

○ 産業別生産物リスト（821 社会教育、822 職業・教育支援施設）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

 

○ 産業別生産物リスト（823 学習塾、824 教養・技能教授業、829 他に分類されない教育，学習支援業）・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

 

○  811 幼稚園、812 小学校、813 中学校、814 高等学校，中等教育学校、815 特別支援学校、816高等教育機関、817 専修学校,各種学校 

    819 幼保連携型認定こども園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

 

○ 818 学校教育支援機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

 

○ 821 社会教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

 

○ 822 職業・教育支援施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 

 

○ 823 学習塾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 

 

○ 824 教養，技能教授業、829 他に分類されない教育，学習支援業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 

 

 





大分類

ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ
分類番号

（大・中・小）
分類項目名（大・中・小）

分類
コード

分類名（案）和文 初出コード
分類番号
（大・中・小）

分類項目名（大・中・小）
分類
コード

分類名（案）和文 初出コード
分類番号
（大・中・小）

分類項目名（大・中・小）
分類
コード

分類名（案）和文 初出コード

O 教育、学習支援業 P その他の物品のレンタル 7090960600 818 学校教育支援機関 8180260300 奨学金サービス

81 学校教育 P 映画・演劇用品のレンタル 7090960603 8181 学校教育支援機関 8180260303 奨学金給付サービス

810
管理，補助的経済活動を行う事業所（81
学校教育）

P 音楽・映像記録物のレンタル 7090960606 8180260306 奨学金貸与サービス

811 幼稚園 8190260300 認定こども園サービス P 貸衣しょうのレンタル 7090960609 8180960600 教育附随サービス 8100269900

8111 幼稚園 8190260303 認定こども園サービス P
他に分類されないその他の物品のレンタ
ル

7090960699 8180960603 教育附随サービス 8100269999

812 小学校 8100260300 幼稚園及び幼稚園相当教育サービス P 飲食サービス（給食サービスを除く） 7500960900 P 教養・技能教授サービス

8121 小学校 8100260303 幼稚園及び幼稚園相当教育サービス P
店舗内飲食サービス（給食サービスを除
く）

7500960903 P 教養・技能教授サービス

813 中学校 8100260600 初等・中等教育サービス P 持ち帰り飲食サービス 7500960906 P 認証・評価サービス 7299160300

8131 中学校 8100260603 小学校及び小学校相当教育サービス P 配達飲食サービス（給食サービスを除く） 7500960909 P 認証・評価サービス 7299160303

814 高等学校、中等教育学校 8100260606 中学校及び中学校相当教育サービス P 特定旅客自動車運送サービス 4390960300 P
資格・能力評価試験サービス（入学検定
等サービスを除く）

7299260600

8141 高等学校 8100260609
高等学校及び高等学校相当教育サービ
ス（普通）

P 特定旅客自動車運送サービス 4390960303 P
資格・能力評価試験サービス（入学検定
等サービスを除く）

7299260603

8142 中等教育学校 8100260612
高等学校及び高等学校相当教育サービ
ス（専門）

P 研究開発のオリジナル 7100120600 P 情報提供サービス

815 特別支援学校 8100260900 特別支援教育サービス P 理学研究開発のオリジナル 7100120603 P 情報提供サービス

8151 特別支援学校 8100260903 特別支援教育サービス P 工学研究開発のオリジナル 7100120606 P 住宅賃貸サービス 6810961800

816 高等教育機関 8100261200 高等教育サービス P 医学・歯学・薬学研究開発のオリジナル 7100120609 P 戸建住宅賃貸サービス 6810961803

8161 大学 8100261203
短大・専門学校及び短大・専門学校相当
教育サービス

P 農林水産学研究開発のオリジナル 7100120612 P 共同住宅賃貸サービス 6810961806

8162 短期大学 8100261206 大学・大学相当教育サービス P 人文・社会科学研究開発のオリジナル 7100120615 P 会議室等賃貸サービス 6810963000

8163 高等専門学校 8100261209
大学院修士課程・大学院修士課程相当
教育サービス

P その他の学際的研究開発のオリジナル 7100120699 P 会議室等賃貸サービス 6810963003

817 専修学校、各種学校 8100261212
大学院博士課程・大学院博士課程相当
教育サービス

P 知的財産権の使用許諾サービス 7100161200 P 自動販売機等設置場所提供サービス 6810965100

8171 専修学校（高等課程、専門課程のみ） 8100261215 その他の高等教育サービス P 著作権の使用許諾サービス 7100161203 P 自動販売機等設置場所提供サービス 6810965103

819 幼保連携型認定こども園 8100261500 入学検定等サービス P 産業財産権等の使用許諾サービス 7100161206 P 出版サービス

8191 幼保連携型認定こども園 8100261503 入学検定等サービス P 研究開発サービス 7100160300 P 出版サービス

8100269900 教育附随サービス 8100269900 P 理学研究開発サービス 7100160303 P 貸金サービス

8100269999 教育附随サービス 8100269999 P 工学研究開発サービス 7100160306 P 貸金サービス

P 小売サービス P 医学・歯学・薬学研究開発サービス 7100160309

P 小売サービス P 農林水産学研究開発サービス 7100160312

P 博物館・美術館サービス 8210960300 P 人文・社会科学研究開発サービス 7100160315

P 博物館・美術館サービス 8210260303 P その他の学際的研究開発サービス 7100160399

P 移動博物館・移動美術館サービス 8210160306 P 試験・分析サービス 7100161500

P その他の社会教育サービス 8210260900 P 試験・分析サービス 7100161503

P 図書館サービス 8210260903

P 青少年教育施設サービス 8210260906

P その他の社会教育施設サービス 8210260909

P 教養・技能教授サービス

P 教養・技能教授サービス

P 保育サービス

P 保育サービス

P 住宅賃貸サービス 6810961800

P 戸建住宅賃貸サービス 6810961803

P 共同住宅賃貸サービス 6810961806

P 会議室等賃貸サービス 6810963000

P 会議室等賃貸サービス 6810963003

P 自動販売機等設置場所提供サービス 6810965100

P 自動販売機等設置場所提供サービス 6810965103

P 駐車場・自転車駐輪場サービス 6810964800

P 駐車場サービス 6810964803

P 自転車駐輪場サービス 6810964806

P スポーツ施設提供サービス

P スポーツ施設提供サービス

Ｏ　教育、学習支援業

二次原案生産物リスト

（注）分類コード（5、6桁目） ○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

1



2



大分類
 

ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ
分類番号

（大・中・小）
分類項目名（大・中・小）

分類
コード

分類名（案）和文 初出コード
分類番号
（大・中・小）

分類項目名（大・中・小）
分類
コード

分類名（案）和文 初出コード
分類番号
（大・中・小）

分類項目名（大・中・小）
分類
コード

分類名（案）和文 初出コード

O 教育、学習支援業 P 駐車場・自転車駐輪場サービス 6810964800 822 職業・教育支援施設 8220160300 研修・職業訓練受託サービス

82 その他の教育、学習支援業 P 駐車場サービス 6810964803 8221 職員教育施設・支援業 8220160303 研修・職業訓練受託サービス

820
管理，補助的経済活動を行う事業所（82
その他の教育、学習支援業）

P 自転車駐輪場サービス 6810964806 8222 職業訓練施設 8220969900 教育附随サービス 8100269900

821 社会教育 8210960300 博物館・美術館サービス 8210960300 P スポーツ施設提供サービス 8229 その他の職業・教育支援施設 8220969999 教育附随サービス 8100269999

8211 公民館 8210260303 博物館・美術館サービス 8210260303 P スポーツ施設提供サービス 8221260300 所属職員等研修サービス

8212 図書館 8210160306 移動博物館・移動美術館サービス 8210160306 P 情報サービス 8221260303 所属職員等研修サービス

8213 博物館、美術館 8210960600 動物園・植物園・水族館サービス P ソフトウエア・システム販売サービス P その他の教育・学習支援サービス

8214 動物園、植物園、水族館 8210260603 動物園サービス P ソフトウエア・システム開発サービス P その他の教育・学習支援サービス

8215 青少年教育施設 8210160606 移動動物園サービス P 情報処理サービス P 小売サービス

8219 その他の社会教育 8210260609 植物園サービス P ポータルサイト運営サービス P 小売サービス

8210260612 水族館サービス P 小売サービス P 教養・技能教授サービス

8210160615 移動水族館サービス P 小売サービス P 教養・技能教授サービス

8210260900 その他の社会教育サービス 8210260900 P 広告場所提供サービス P 経営コンサルティング 7240160600

8210260903 図書館サービス 8210260903 P 広告場所提供サービス P 経営コンサルティング 7240160603

8210260906 青少年教育施設サービス 8210260906 P コインロッカーサービス P 人材派遣サービス

8210260909 その他の社会教育施設サービス 8210260909 P コインロッカーサービス P 人材派遣サービス

8210161200 社会教育事業受託サービス P 運送取次・代理店サービス 4800960300 P 職業紹介サービス

8210161203 社会教育施設管理サービス P 運送取次・代理店サービス（宅配便） 4800960303 P 職業紹介サービス

8210161299 その他の社会教育事業受託サービス P 運送取次・代理店サービス（宅配便以外） 4800960306 P 自動販売機等設置場所提供サービス 6810965100

P 飲食サービス（給食サービスを除く） 7500960900 P 旅館・ホテル宿泊サービス 7500960300 P 自動販売機等設置場所提供サービス 6810965103

P
店舗内飲食サービス（給食サービスを除
く）

7500960903 P
旅館・ホテル宿泊サービス（宿泊料金に
夕食・朝食を含むもの）

7500260303

P 持ち帰り飲食サービス 7500960906 P
旅館・ホテル宿泊サービス（主としてルー
ムチャージのみで販売するもの）

7500960306

P 配達飲食サービス（給食サービスを除く） 7500960909 P
簡易宿所・下宿・住宅宿泊・その他の宿
泊サービス

7500960600

P 事務用機械器具のレンタル 7030160900 P 簡易宿所サービス 7500960603

P 電子計算機・同関連機器のレンタル 7030160903 P 下宿サービス 7500260606

P 事務用機器のレンタル 7030160906 P 住宅宿泊サービス 7500260609

P その他の物品のレンタル 7090960600 P その他の宿泊サービス 7500260699

P 映画・演劇用品のレンタル 7090960603

P 音楽・映像記録物のレンタル 7090960606

P 貸衣しょうのレンタル 7090960609

P
他に分類されないその他の物品のレンタ
ル

7090960699

P 遊戯施設提供サービス

P 遊戯施設提供サービス

P 経営コンサルティング 7240160600

P 経営コンサルティング 7240160603

P 保育サービス

P 保育サービス

P
非住宅用建物賃貸サービス（収納スペース賃貸
サービス及び会議室等賃貸サービスを除く）

6810162400

P 事務所用建物賃貸サービス 6810162403

P 店舗用建物賃貸サービス 6810162406

P 物流施設賃貸サービス 6810162409

P その他の非住宅用建物賃貸サービス 6810162499

P 会議室等賃貸サービス 6810963000

P 会議室等賃貸サービス 6810963003

P 自動販売機等設置場所提供サービス 6810965100

P 自動販売機等設置場所提供サービス 6810965103

Ｏ　教育、学習支援業

二次原案生産物リスト

（注）分類コード（5、6桁目） ○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

3



4



大分類

ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト ＪＳＩＣ 二次原案生産物リスト

分類番号 分類項目名 分類コード 分類名（案）和文 初出コード 分類番号 分類項目名 分類コード 分類名（案）和文 初出コード 分類番号 分類項目名 分類コード 分類名（案）和文 初出コード

O 教育，学習支援業 824 教養・技能教授業 8240260300 教養・技能教授サービス

82 その他の教育，学習支援業 8241 音楽教授業 8240260303 音楽・ダンス教授サービス

823 学習塾 8230260300 学習塾・予備校サービス 8242 書道教授業 8240260306 スポーツ・健康教授サービス

8231 学習塾 8230260303 幼児教室サービス 8243 生花・茶道教授業 8240260309 語学教授サービス

8230260306 学習塾・予備校サービス（小学生） 8244 そろばん教授業 8240260312 職業技能教授サービス

8230260309 学習塾・予備校サービス（中学生） 8245 外国語会話教授業 8240260315 美術・工芸等教授サービス

8230260312 学習塾・予備校サービス（高校生以上） 8246 スポーツ・健康教授業 8240260318 その他の教養・技能教授サービス

8230260600
資格・能力評価試験サービス（入学検定
等サービスを除く）

7299260600 8249 その他の教養・技能教授業 8290260600 運転・操縦教習サービス

8230260603
資格・能力評価試験サービス（入学検定
等サービスを除く）

7299260603 829 他に分類されない教育、学習支援業 8290260603 自動車教習サービス

8230260900 試験・検定等実施受託サービス 8299 他に分類されない教育、学習支援業 8290260699 その他の運転・操縦教習サービス

8230260903 試験・検定等実施受託サービス 8290269900 その他の教育・学習支援サービス

P
非住宅用建物賃貸サービス（収納スペー
ス賃貸サービス及び会議室等賃貸サー
ビスを除く）

6810162400 8290269999 その他の教育・学習支援サービス

P 事務所用建物賃貸サービス 6810162403 P
非住宅用建物賃貸サービス（収納スペー
ス賃貸サービス及び会議室等賃貸サー
ビスを除く）

6810162400

P 店舗用建物賃貸サービス 6810162406 P 事務所用建物賃貸サービス 6810162403

P 物流施設賃貸サービス 6810162409 P 店舗用建物賃貸サービス 6810162406

P その他の非住宅用建物賃貸サービス 6810162499 P 物流施設賃貸サービス 6810162409

P 会議室等賃貸サービス 6810963000 P その他の非住宅用建物賃貸サービス 6810162499

P 会議室等賃貸サービス 6810963003 P 小売サービス

P 小売サービス P 小売サービス

P 小売サービス P フランチャイズ

P フランチャイズ P フランチャイズ

P フランチャイズ P 出版サービス

P 出版サービス P 出版サービス

P 出版サービス P 試験・検定等実施受託サービス 8230260900

P 家庭教師派遣サービス P 試験・検定等実施受託サービス 8230260903

P 家庭教師派遣サービス

P 教養・技能教授サービス 8240260300

P 教養・技能教授サービス 8240260300

O　教育，学習支援業

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

5
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Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPＣ（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

1
視聴覚記録物の小売サービス（ダウン
ロード購入を含む）

2 舞台芸術のライブ公演の入場料

個人およびグループが劇、音楽、舞踏および他の舞台芸
術家および会社のライブパフォーマンスに参加する権利
を認める。「メンバーシップ」会費同様に、入場料および
補償料金が含まれる。
含まれるもの
・食品および飲料ならびに楽屋パス等を伴う入場の抱き
合わせ販売。

3 文化施設の入場料

博物館、史跡および遺跡.、動物園、植物園、および国立
公園等の自然領域へ入場する権利を認める。入場料に
は、ゲームおよび乗り物の使用、ツアーガイド、もしくは
食品および飲料等の特典が含まれる。「メンバーシップ」
会費同様に、入場料および補償料金を含まれる。
含まれるもの
・１回券、回数券、シーズンパス。
除かれるもの
・別途支払う映画の入場料。
・別途支払うライブパフォーマンスの観覧料。

4 スポーツイベントの入場料

個人およびグループがライブスポーツイベントに参加可
能にする。る「メンバーシップ」会費同様に、入場料およ
び補償料金を含まれる。
含まれるもの
・食品および飲料サービス等を伴う入場のセット販売。

5
レクリエーション・スポーツ・フィットネス用
品の賃貸サービス（ボート・オートバイ・そ
の他のスポーツ用乗物・楽器を含む）

6
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

6.01 ダンス、音楽、劇場

ダンス（クラシック、モダンダンスなど）、音楽（個人の音
楽鑑賞、楽器の演奏、歌やレクリエーションの構成）、劇
場（アマチュア演劇のプロダクション、ドラマの鑑賞、アマ
チュア演劇の作成）に関する知識やスキルの指導プログ
ラムとコースの提供。

6.02 視覚芸術、工芸、写真
視覚芸術、工芸、写真に関連する知識とスキルの指導プ
ログラムとコースの提供。

6.03
スポーツ、運動、自然鑑賞（プロフェッショ
ナルスポーツ指導サービスを除く）

スポーツや体力トレーニングプログラムに参加し、自然鑑
賞技術を教えるために必要な身体的スキルの開発に関
する教育プログラムとコースの提供。
含まれるもの
・ヨガ、ウェイトトレーニング、一般的なフィットネスなどの
エクササイズテクニックの指導
・スポーツ指導キャンプ。
除かれるもの
・夜間のスポーツレクリエーションキャンプ。
・電動個人用車両、航空機、および船舶の運転プログラ
ム。

6.04 ゲーム及びその他の趣味
ゲーム及びその他の趣味に関する技術やスキルの指導
プログラムとコースの提供。

6.05 娯楽としての読書及び執筆

娯楽としての読書活動、娯楽又は利益を得るための執筆
や詩の構成に関する知識及びスキル（出版方法を含む）
の教育プログラムおよびコースの提供。
除かれるもの
・スピード・リーディング・プログラム

6.06 家庭用のスキル
家とその周辺のメンテナンスと改善、料理やその他の家
庭内スキルの開発に関する知識とスキルの教育プログ
ラムとコースの提供。

6.07 ドライバー教育トレーニング
商用トラックおよびバス運転手のトレーニングは含まれな
い。（「貿易、キャリア、テクニカルおよびプロフェッショナ
ル開発トレーニングプログラム」に含まれる。）

6.08
その他の余暇及びレクリエーション活動
の指導及びトレーニング

「旅行や探検、ペットの飼い方などのレジャーやレクリ
エーション活動の教育プログラムやコースの提供。
除かれるもの
・夜間のスポーツレクリエーションキャンプ

7 基礎教育・技能プログラム

7.01 就学前の指導プログラム

7.02
基礎教育及び個人改善プログラム及び
コース（就学前のプログラムを除く）

細分類 8111 幼稚園、8121 小学校、8131 中学校、8141 高等学校、8142 中等教育学校、8151 特別支援学校、8161 大学、8162 短期大学、8163 高等専門学校、8171 専修学校、8172 各種学校、8191 幼保連携型認定こども園

ED-61140、ED-61150、ED-61160、ED-61170、HC-62441

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 Ｏ 教育・学習支援業

中分類 81 学校教育

小分類 811 幼稚園、812 小学校、813 中学校、814 高等学校・中等教育学校、815 特別支援学校、816 高等教育機関、817 専修学校・各種学校、819 幼保連携型認定こども園

1 67990
他に分類されないその他の輸送支援
サービス

2 92100 初等教育前サービス

3 92200 初等教育サービス

4 92310 前期中等教育サービス、一般

5 92320 前期中等教育サービス、技術及び職業

6 92330 後期中等教育サービス、一般

7 92340 後期中等教育サービス、技術及び職業

8 92410
中等教育後の非高等教育サービス、一
般

9 92420
中等教育後の非高等教育サービス、技
術及び職業

10 92510 前期高等教育サービス

11 92520 後期高等教育サービス

12 92920 教育支援サービス

13 93412 失業者向け職場復帰支援サービス

14 93510 保育所サービス

15 93520
子供に関連した他に分類されない指導
及びカウンセリングサービス

16 93530 宿泊設備を伴わない社会福祉サービス

17 93590
他に分類されない宿泊設備を伴わない
その他の社会福祉サービス

1 24104030104
視聴覚記録物の小売サービス（ダウン
ロード購入を含む）

1 5001000000
教育コース/講義のオーディオ及びビデ
オ録音の小売販売（購入したダウンロー
ドを含む）

2 24106010101 舞台芸術のライブ公演の入場料 2 7001600000 舞台芸術のライブ公演の入場料

3 24106010102 文化施設の入場料 3 7001625000 文化施設の入場料

4 24107010101 スポーツイベントの入場料 4 7001775000 スポーツイベントの入場料

5 24108050101

レクリエーション・スポーツ・フィットネス
用品の賃貸サービス（ボート・オートバ
イ・その他のスポーツ用乗物・楽器を含
む）

5 7001800000
レクリエーション・スポーツ・フィットネス
用品の賃貸サービス

6 24110010201
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

6 7002500000
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

24110010201 6.01 7002500003 ダンス、音楽、劇場

24110010201 6.02 7002500006 視覚芸術、工芸、写真

24110010201 6.03 7002500009
スポーツ、運動、自然鑑賞（プロフェッショ
ナルスポーツ指導サービスを除く）

24110010201 6.04 7002500012 ゲーム及びその他の趣味

24110010201 6.05 7002500015 娯楽としての読書及び執筆

24110010201 6.06 7002500018 家庭用のスキル

24110010201 6.07 7002500021 ドライバー教育トレーニング

24110010201 6.08 7002500024
その他の余暇及びレクリエーション活動
の指導及びトレーニング

7 34101010101 基礎教育・技能プログラム 7 7003925000 基礎教育・技能プログラム

34101010101 7.01 7003925003 就学前の指導プログラム

34101010101 7.02 7003925006
基礎教育及び個人改善プログラム及び
コース（就学前のプログラムを除く）

8 34101010201
トレード、職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

8 7003950000
トレード、職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

34101010201 8.01 7003950003 教育

34101010201 8.02 7003950015 ビジネス、管理、行政

34101010201 8.03 7003950021
コンピュータ及び情報科学、数学、建築、
工学、及び関連技術

34101010201 8.04 7003950031
公園、レクリエーション、フィットネス、公
衆衛生

34101010201 8.05 7003950033
専門的な開発及び管理のトレーニングプ
ログラム及びコース

34101010201 8.06 7003950036 美容及びパーソナルケア

34101010201 8.07 7003950039
機械及び機器の操作に関する認定ト
レーニング

34101010201 8.08 7003950042
その他の全ての個人、保護、輸送サービ
ス

34101010201 8.09 7003950057
冷暖房空調設備（HVAC）、電気、機械
的、配管、及び木工

34101010201 8.10 7003950061
その他の全ての職業、技術、及び貿易、
専門能力開発、管理トレーニングプログ
ラム及びコース

9 34101010301
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

9 7003975000
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

10 34101010401 試験準備コース 10 7004000000 試験準備コース

11 34101010402
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

11 7004025000
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

12 34101010501 学生サービス 12 7004050000 学生サービス

13 34101020101 教育支援・コンサルティングサービス 13 7004075000 教育支援・コンサルティングサービス

34101020101 13.01 7004075003 教育試験サービス

34101020101 13.02 7004075006 教育コンサルティングサービス

34101020101 13.03 7004075009 その他の教育支援サービス

34301010101 13.04 7005006000
子ども・若者・家族向けカウンセリング及
び情報サービス

1 85.10.10 就学前教育サービス

2 85.20.11 オンラインによる初等教育サービス

3 85.20.12 その他の初等教育サービス

4 85.31.11
オンラインによる一般前期中等教育サー
ビス

5 85.31.12 他の一般前期中等教育サービス

6 85.31.21
オンラインによる一般後期中等教育サー
ビス

7 85.31.22 その他の一般後期中等教育サービス

8 85.32.11
オンラインによる技能及び職業前期中等
教育サービス

9 85.32.12
その他の技術及び職業前期中等教育
サービス

10 85.32.21
オンラインによる技能及び職業後期中等
教育サービス

11 85.32.22
その他の技能及び職業後期中等教育
サービス

12 85.41.11
オンラインによる中等後非第3期一般教
育サービス

13 85.41.12 その他の中等後非第3期教育サービス

14 85.41.13
オンラインによる中等後非第3期技能及
び職業教育サービス

15 85.41.14
その他の中等後非第3期技能及び職業
教育サービス

16 85.42.11
オンラインによる短期の第3期教育サー
ビス

17 85.42.12 その他の短期の第3期教育サービス

18 85.42.21
オンラインによる学士又は同等レベルの
第3期教育サービス

19 85.42.22
その他の学士又は同等レベルの第3期
教育サービス

20 85.42.31
オンラインによる修士又は同等レベルの
第3期教育サービス

21 85.42.32
その他の修士又は同等レベルの第3期
教育サービス

22 85.42.41
オンラインによる博士又は同等レベルの
第3期教育サービス

23 85.42.42
その他の博士又は同等のレベルの第3
期教育サービス

24 85.53.11 自動車運転教習所サービス

25 85.53.12 航空及び船舶運転学校サービス

26 85.59.11 語学学校サービス

27 85.59.12 IT学校サービス

28 85.60.10 教育支援サービス

29 88.91.11
障害のある子供に対する託児サービス
を除く託児サービス

30 88.91.12
障害のある子供や若者のためのデイケ
アサービス

31 88.91.13 ベビーシッターサービス

32 88.99.11
他に分類されない子供に関する助言及
びコンサルティングサービス

33 88.99.12 宿泊施設を伴わない福祉サービス

34 88.99.13
失業者向け職業リハビリテーションサー
ビス

35 88.99.19
他に分類されないその他の宿泊施設を
伴わない福祉サービス

7



Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPＣ（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
ED-61140、ED-61150、ED-61160、ED-61170、HC-62441

8
トレード、職業、技術的、専門能力開発研
修プログラム

トレード、職業、技術的な職業に関するで成人の訓練や
能力向上のための多様な教科の課程コースと教育プロ
グラムの提供。短期間のスキルアップや専門的な開発訓
練を含む。
含まれるもの
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が
提供するトレード、就職前又は就職後の見習いプログラ
ムおよびコース。
・2年以下の職業、技術トレーニングプログラムとコース。
・職業開発と経営トレーニングプログラムとコース。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。

8.01 教育

8.02 ビジネス、管理、行政

ビジネス、経営、行政に関する成人の訓練や能力向上の
ための教育プログラムや非学位コースの提供。
含まれるもの
・会計およびコンピュータサイエンスのトレーニングプログ
ラム。
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が
提供するトレード、就職前又は就職後の見習いプログラ
ムおよびコース。
・期間が2年以下の職業、技術的トレーニングプログラム
またはコース。
・専門的な開発と管理のトレーニングプログラムとコー
ス。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。

8.03
コンピュータ及び情報科学、数学、建築、
工学、及び関連技術

数学、コンピュータ、情報科学、建築、エンジニアリング及
び関連技術に関する成人の訓練や能力向上のための、
短期間のスキルアップや専門的な開発訓練を含む、授
業プログラムや非学位コースの提供。
含まれるもの
・史跡の保存や保護のための研修プログラム。
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が
提供するトレード、就職前又は修飾語の見習いプログラ
ムおよびコース。
・2年以下の職業、技術トレーニングプログラムとコース。
・職業開発と経営トレーニングプログラムとコース。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。
除かれるもの
•会計およびコンピュータサイエンスのトレーニングプログ
ラム。

8.04
公園、レクリエーション、フィットネス、公
衆衛生

公園、レクリエーション、フィットネスに関する成人の訓練
や能力向上のための、短期間のスキルアップや専門的
な開発訓練を含む、授業プログラムや非学位コースの提
供。
含まれるもの
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が
提供するトレード、就職前又は修飾語の見習いプログラ
ムおよびコース。
・2年以下の職業、技術トレーニングプログラムとコース。
・職業開発と経営トレーニングプログラムとコース。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。
除かれるもの
•会計およびコンピュータサイエンスのトレーニングプログ
ラム。

8.05
専門的な開発及び管理のトレーニングプ
ログラム及びコース

8.06 美容及びパーソナルケア

8.07
機械及び機器の操作に関する認定ト
レーニング

機器の操作能力を付与し、機器オペレーターのOSHAレ
ギュレーションに合格するためのトレーニングの提供。

8.08
その他の全ての個人、保護、輸送サービ
ス

個人、保護及び輸送サービスに関する成人の訓練や能
力向上のための、短期間のスキルアップや専門的な開
発訓練を含む、授業プログラムや非学位コースの提供。
含まれるもの
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が
提供するトレード、就職前又は修飾語の見習いプログラ
ムおよびコース。
・2年以下の職業、技術トレーニングプログラムとコース。
・職業開発と経営トレーニングプログラムとコース。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。

8.09
冷暖房空調設備（HVAC）、電気、機械
的、配管、及び木工

8.10
その他の全ての職業、技術、及び貿易、
専門能力開発、管理トレーニングプログ
ラム及びコース

9
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

10 試験準備コース

14 34301010101
子ども・若者・家族向け社会扶助サービ
ス

14.01 7005008000 託児サービス

34301010101 14.01.01 7005008003 社内託児サービス

34301010101 14.01.02 7005008006 託児センターサービス

34301010101 14.02 7005010000
子ども・若者向けリクリエーションプログ
ラム

34301010101 14.03 7005012000
その他の子ども・若者・家族向け社会扶
助サービス

15 34301010102 高齢者・障害者向け社会扶助サービス 15 7005014000 高齢者・障害者向け社会扶助サービス

16 37104010101 ヘアケアサービス 16 7005025000 ヘアケアサービス

17 37104010102 ネイルケアサービス 17 7005050000 ネイルケアサービス

18 37104010103 スキンケアサービス 18 7005075000 スキンケアサービス

19 47102010204
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

20 7006425000
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

20 47102010207
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

21 7006500000
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

21 51301010102 市販用アプリケーションソフトウェア 22 7009000000
市販用アプリケーションソフトウェア（教
育ソフトウェアの公開を含む）

22 51303010101 コンピュータソフトウェアの小売サービス 23 5001575000
他者により公開されたソフトウェアを含む
コンピュータソフトウェアの小売販売

23 51503010102 その他の工業機械装置の賃貸 24 7009100000 その他の工業機械装置の賃貸

24 51604010102 航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸 25 7009300000 航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸
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Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPＣ（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
ED-61140、ED-61150、ED-61160、ED-61170、HC-62441

11
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

さらに教育を希望もしくは必要とする生徒へ補足する教
育を提供。サービスは、カスタマイズされたもの、もしくは
小グループで提供される。
含まれるもの
・宿題支援および研究技能プログラム。
・特定科目の個人指導。
・学力に不自由のある生徒もしくはさらに学問技能の獲
得を求める生徒のためにカスタマイズされた教育。

12 学生サービス

別途料金を支払う学生にサービスを提供する。
カウンセリングサービス、図書館サービス、ロッカーレン
タル、転写サービス、研究室およびコンピュータサービス
など

13 教育支援・コンサルティングサービス

13.01 教育試験サービス

テストを有料で設計、開発、管理、評価する。
含まれるもの：
・個人の教育評価。
除かれるもの：
・試験準備および指導サービス
・個人および機関への教育コンサルティングサービス
・教育用テストの出版

13.02 教育コンサルティングサービス

教育上のアドバイスやカウンセリングの提供。
含まれるもの
・学業、キャリア、職業カウンセリングサービス。
・教育計画および開発コンサルティングサービス。
・個別に販売されるニーズアセスメント。
除かれるもの
・求職スキル、キャリア調査、技術教育/産業芸術、ビジ
ネスソフトスキル、およびその他のキャリア関連スキルを
教えるプログラム
・教育用テストおよび評価サービス。

13.03 その他の教育支援サービス

13.04
子ども・若者・家族向けカウンセリング及
び情報サービス

虐待、避妊、性感染症などの問題に取り組んでいる子
供、青少年および家族に対する非医学的カウンセリング
と発達サービスの提供。
含まれるもの
•これらの問題に取り組むセルフヘルプグループサービ
ス。
除かれるもの
・看護的ケアと肉体的または精神的リハビリサービス（熟
練看護を除く）を含むカウンセリング。

14
子ども・若者・家族向け社会扶助サービ
ス

子供、若者と家族の生活の質の向上のための多種多様
な非医療、社会扶助サービスの提供。
含まれるもの
• 身体障碍の子供のための社会扶助サービス。
除かれるもの
• 医療従事者の訪問診察サービス。
• 長期にわたる 在宅ケアサービスの提供。

14.01 託児サービス

障害児を含む子供の日常的な保護管理と監督サービス
の提供。レクリエーション、食事、輸送、専門医療サービ
スのサポートが含まれる。
除かれるもの
・私邸で提供される毎日又は定期的な託児サービス。
・幼稚園のサービスの提供。
・保護施設の居住者に対する育児サービス（熟練看護を
除く）。
・不規則又は定期的なベビーシッターサービスを提供す
る。

14.01.01 社内託児サービス

14.01.02 託児センターサービス

託児センターにおいて、障害児を含む子供の日常的な保
護管理と監督サービスの提供。レクリエーション、食事、
輸送、専門医療サービスのサポートが含まれる。除かれ
るもの
・私邸で提供される毎日又は定期的な託児サービス。
・幼稚園のサービスの提供。
・保護施設の居住者に対する育児サービス（熟練看護を
除く）。
・不規則又は定期的なベビーシッターサービスを提供す
る。

14.02
子ども・若者向けリクリエーションプログラ
ム

子供や若者に対する放課後のプログラム、一晩のキャン
プ旅行、チームスポーツ、その他のレクリエーションプロ
グラムなどの提供。

14.03
その他の子ども・若者・家族向け社会扶
助サービス

15 高齢者・障害者向け社会扶助サービス

非医学的な、高齢者 成人身体障害者の社会扶助サービ
スの提供。
除かれるもの
• 医療従事者の訪問診察サービス。
• 身体障碍の子供への社会扶助サービスの提供。
• 長期にわたる在宅ケアサービスの提供。

16 ヘアケアサービス

カット、トリミング、レイヤー、カラーリング、毛染め、スタイ
リング、また、髪の質感の修正。
含まれるもの
・シャンプー、ドライヤーブローとスタイリングなどの、ヘア
カットサービスとセットになっている、髭のトリミングまたそ
の他のサービス。
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Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPＣ（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
ED-61140、ED-61150、ED-61160、ED-61170、HC-62441

17 ネイルケアサービス
含まれるもの
・マニキュア、ペディキュア、ネイル・エクステンション、艶
出し、また関連したネイルアートワーク、など。

18 スキンケアサービス

含まれるもの
・皮膚剥離、ケミカル・ピールおよびトリートメント、レザー
による皮膚表面修復、超音波など。
除かれるもの
・タトゥーサービス
・メディカルスキンケアサービス。

19
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

会合、会議及び類似した短期事業用途の空間のレンタ
ル。
含まれるもの
・ホテルの会議室のレンタル。

20
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

スポーツ、娯楽及びその他のイベント開催向けに空間の
レンタル又はリース。
含まれるもの
・アリーナ、競技場及び劇場などのレンタル又はリース。
除かれるもの
・スポーツ及び娯楽イベントに入場させること。

21 市販用アプリケーションソフトウェア
使用するためにデザインされた自己のアカウントで公開
されたアプリケーションソフトウェア

22 コンピュータソフトウェアの小売サービス

23 その他の工業機械装置の賃貸

含まれるもの
・金属加工・金属製造機器、発電機、産業用ポンプ、製
材・製紙機械、包装装置、工作機械、複合輸送コンテナ、
エアコンプレッサー又はガスコンプレッサー、溶接装置、
及び商業的漁業機器などのレンタル又はリース。
・レンタル又はリース契約とセット販売される、配達／引
き取り、保険（動産、賠償責任、保証責任、損害補償な
ど）及び保守、修理。
除かれるもの
・ファイナンスリースの提供。
・操作者付き機器のレンタル及びリース。
・ポータブルトイレのレンタル及びリース。
・別売りの保守、修理サービス。
・別売りの保険。
・別売りの保険のブローカー又は代理店サービス。
・別売りの配達／引き取りサービス。

24 航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸

商業用の航空・鉄道・水上輸送機器のレンタル又はリー
ス。
含まれるもの
・すべてのタイプの航空機、鉄道機関車、鉄道車両、軽
鉄道、地下鉄車両、船舶、ボート、ホバークラフト及び平
底船のレンタル又はリース。
・レンタル又はリース契約とセット販売される、配達／引
き取り、保険（動産、賠償責任、保証責任、損害補償な
ど）及び保守、修理。
除かれるもの
・ファイナンスリース。
・操縦者付きの航空、鉄道、道路及び水上輸送機器のレ
ンタル。
・別売りの保守、修理サービス。
・別売りの保険。
・別売りの保険のブローカー又は代理店サービス。
・別売りの配達／引き取りサービス。

25 航空及び船舶運転学校サービス

含まれるもの
・非営利のパイロットおよび船長の証明書を付与する授
業サービス
除かれるもの
・職業パイロットの飛行訓練サービス

26 語学学校サービス
含まれるもの
・言語と会話スキル指導サービス
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日本標準産業分類（2013年改定）

Ｏ 教育・学習支援業

81 学校教育

811 幼稚園、812 小学校、813 中学校、814 高等学校・中等教育学校、815 特別支援学校、816 高等教育機関、817 専修学校・各種学校、819 幼保連携型認定こども園

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 右欄を参考にした分類案 会計基準の勘定科目

1
視聴覚記録物の小売サービス（ダウン
ロード購入を含む）

P 小売サービス
本分類については、I　卸売業、小売業の
議論を踏まえて検討

P 小売サービス 小売サービス（制服などを含む。）
一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

2 舞台芸術のライブ公演の入場料

個人およびグループが劇、音楽、舞踏および他の舞台芸
術家および会社のライブパフォーマンスに参加する権利
を認める。「メンバーシップ」会費同様に、入場料および補
償料金が含まれる。
含まれるもの
・食品および飲料ならびに楽屋パス等を伴う入場の抱き
合わせ販売。

－
各学校の副業として想定されないため、
分類項目として設定しない。

3 文化施設の入場料

博物館、史跡および遺跡.、動物園、植物園、および国立
公園等の自然領域へ入場する権利を認める。入場料に
は、ゲームおよび乗り物の使用、ツアーガイド、もしくは食
品および飲料等の特典が含まれる。「メンバーシップ」会
費同様に、入場料および補償料金を含まれる。
含まれるもの
・１回券、回数券、シーズンパス。
除かれるもの
・別途支払う映画の入場料。
・別途支払うライブパフォーマンスの観覧料。

P 博物館・美術館サービス
本分類については、O821　社会教育の
議論を踏まえて検討

P 博物館・美術館サービス

歴史，芸術，民俗，産業，自然科学等に関する資料を収
集し，保管し，展示して一般公衆の利用に供するサービ
ス（博物館、美術館への入場を認めるサービス、会員や
シーズンパス購入者などに対する各種特典サービスなど
を含む。）

一次原案生産物リストを踏まえ、大学の
副業として想定されるため設定。

P 移動博物館・移動美術館サービス
博物館・美術館以外の場所において、博物館及び美術
館の資料の展示などを行うサービス

P その他の社会教育サービス
本分類については、O821　社会教育の
議論を踏まえて検討

P 図書館サービス

図書，記録その他必要な資料を収集し，整理し，保存し
て，一般公衆又は特定人の利用に供するサービス（図書
館への入場を認めるサービス、会員やシーズンパス購入
者などに対する各種特典サービスなどを含む。）

一次原案生産物リストを踏まえ、大学の
副業として想定されるため設定。

P 青少年教育施設サービス

心身ともに健全な青少年を育成するための施設を利用
に供するサービス（青少年教育施設による各種教育プロ
グラムの提供サービス及び青少年教育の一環として提
供される宿泊サービス（キャンプを含む。）を含み、青少
年教育の一環として提供される宿泊サービス以外の宿泊
サービスを除く。）
○青少年交流の家、少年自然の家

P その他の社会教育施設サービス

公民館などその他の社会教育施設を利用に供するサー
ビス（その他の社会教育施設への入場を認めるサービ
ス、会員やシーズンパス購入者などに対する各種特典
サービスなどを含む。）

4 スポーツイベントの入場料

個人およびグループがライブスポーツイベントに参加可
能にする。る「メンバーシップ」会費同様に、入場料および
補償料金を含まれる。
含まれるもの
・食品および飲料サービス等を伴う入場のセット販売。

－
各学校の副業として想定されないため、
分類項目として設定しない。

5
レクリエーション・スポーツ・フィットネス用
品の賃貸サービス（ボート・オートバイ・そ
の他のスポーツ用乗物・楽器を含む）

6
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

－
後出の各種教育サービス又は「教養・技
能教授サービス」に含まれる。

6.01 ダンス、音楽、劇場

ダンス（クラシック、モダンダンスなど）、音楽（個人の音楽
鑑賞、楽器の演奏、歌やレクリエーションの構成）、劇場
（アマチュア演劇のプロダクション、ドラマの鑑賞、アマ
チュア演劇の作成）に関する知識やスキルの指導プログ
ラムとコースの提供。

6.02 視覚芸術、工芸、写真
視覚芸術、工芸、写真に関連する知識とスキルの指導プ
ログラムとコースの提供。

6.03
スポーツ、運動、自然鑑賞（プロフェッショ
ナルスポーツ指導サービスを除く）

スポーツや体力トレーニングプログラムに参加し、自然鑑
賞技術を教えるために必要な身体的スキルの開発に関
する教育プログラムとコースの提供。
含まれるもの
・ヨガ、ウェイトトレーニング、一般的なフィットネスなどの
エクササイズテクニックの指導
・スポーツ指導キャンプ。
除かれるもの
・夜間のスポーツレクリエーションキャンプ。
・電動個人用車両、航空機、および船舶の運転プログラ
ム。

6.04 ゲーム及びその他の趣味
ゲーム及びその他の趣味に関する技術やスキルの指導
プログラムとコースの提供。

6.05 娯楽としての読書及び執筆

娯楽としての読書活動、娯楽又は利益を得るための執筆
や詩の構成に関する知識及びスキル（出版方法を含む）
の教育プログラムおよびコースの提供。
除かれるもの
・スピード・リーディング・プログラム

細分類

大分類

中分類

小分類

8111 幼稚園、8121 小学校、8131 中学校、8141 高等学校、8142 中等教育学校、8151 特別支援学校、8161 大学、8162 短期大学、8163 高等専門学校、8171 専修学校、8172 各種学校、8191 幼保連携型認定こども
園

細品目名

学校教育（国公立）

学校教育（私立）

　幼稚園

　小学校

　中学校

　高等学校

　中等教育学校

　特別支援学校

　大学

　短期大学

　高等専門学校

　専修学校

　各種学校

6桁分類名

該当項目なし

調査品目名 内容例示

幼稚園
幼稚園、認定こども園（幼稚園
型）

幼保連携型認定こども園
※認定こども園（幼稚園型、保
育所型、地方裁量型）は含ま
れない。

小学校

中学校

特別支援学校

高等学校

中等教育学校

専修学校
専修学校、高等専修学校、専
門学校、農業大学校（専修学
校）

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（無
認可のものは含まれない。）

高等専門学校

大学

短期大学

調査品目名 内容例示

学生生徒等納付金

　うち授業料

　うち入学金

　うち施設設備資金

　うちその他納付金

事業収入

　うち預かり保育料

　うち実費徴収

　うち受託事業収入

その他収入

調査品目名 内容例示

幼稚園

幼保連携型認定こども園

小学校

中学校

義務教育学校

高等学校

　全日制・定時制

　通信制

中等教育学校

特別支援学校

専修学校

＜幼稚園・保育所等の経営実態調査＞

＜学校基本調査＞

＜産業連関表　細品目（10桁）＞

＜コモ法6桁分類＞

＜経済センサス-活動調査＞

（注）分類コード（5、6桁目） ○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

学校法人会計基準

授業料収入
（聴講料、補講料を含む）

実験実習料収入
（教育実習料を含む）

施設設備資金収入

入学金収入

入学検定料収入

試験料収入
（編入学、追試験など）

　教育附随サービス
証明手数料収入
（在学証明、成績証明など）

　飲食サービス

　小売サービス

　住宅賃貸サービス

　各種事業サービス
附属事業収入
（病院、農場、研究所など）

　研究開発サービス

　試験・分析サービス

　住宅賃貸サービス

　会議室等賃貸サービス

　駐車場・自転車駐輪場サービス

　スポーツ施設提供サービス

　その他の物品のレンタル

社会福祉法人会計基準

　保育事業

委託費収入

利用者等利用料収入

　　業務受託サービス 受託事業収入

　　その他サービス その他の事業収入

　　保育サービス

施設設備利用料収入

　入学検定等サービス

補助活動収入
（食堂、売店、寄宿舎など）

受託事業収入
（試験、研究などの受託）

　教育サービス
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6.06 家庭用のスキル
家とその周辺のメンテナンスと改善、料理やその他の家
庭内スキルの開発に関する知識とスキルの教育プログラ
ムとコースの提供。

6.07 ドライバー教育トレーニング
商用トラックおよびバス運転手のトレーニングは含まれな
い。（「貿易、キャリア、テクニカルおよびプロフェッショナ
ル開発トレーニングプログラム」に含まれる。）

6.08
その他の余暇及びレクリエーション活動
の指導及びトレーニング

「旅行や探検、ペットの飼い方などのレジャーやレクリ
エーション活動の教育プログラムやコースの提供。
除かれるもの
・夜間のスポーツレクリエーションキャンプ

7 基礎教育・技能プログラム 8190260300 認定こども園サービス

7.01 就学前の指導プログラム 8190260303 認定こども園サービス

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を行うサー
ビス（給食サービス、施設設備提供サービス、教育に使
用する教材の提供サービスを含む。）
○幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保
育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園

国際標準教育分類を踏まえて設定。

7.02
基礎教育及び個人改善プログラム及び
コース（就学前のプログラムを除く）

8100260300 幼稚園及び幼稚園相当教育サービス

8
トレード、職業、技術的、専門能力開発研
修プログラム

トレード、職業、技術的な職業に関するで成人の訓練や
能力向上のための多様な教科の課程コースと教育プロ
グラムの提供。短期間のスキルアップや専門的な開発訓
練を含む。
含まれるもの
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が提
供するトレード、就職前又は就職後の見習いプログラム
およびコース。
・2年以下の職業、技術トレーニングプログラムとコース。
・職業開発と経営トレーニングプログラムとコース。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。

8100260303 幼稚園及び幼稚園相当教育サービス

幼児を保育し、その心身を発達させるための教育を行う
サービス（給食サービス、施設設備提供サービス、教育
に使用する教材の提供サービスを含む。）
○幼稚園、インターナショナルスクール（就学前教育サー
ビスを行うもの）
×幼稚園型認定こども園

国際標準教育分類を踏まえて設定。

8.01 教育 8100260600 初等・中等教育サービス

8.02 ビジネス、管理、行政

ビジネス、経営、行政に関する成人の訓練や能力向上の
ための教育プログラムや非学位コースの提供。
含まれるもの
・会計およびコンピュータサイエンスのトレーニングプログ
ラム。
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が提
供するトレード、就職前又は就職後の見習いプログラム
およびコース。
・期間が2年以下の職業、技術的トレーニングプログラム
またはコース。
・専門的な開発と管理のトレーニングプログラムとコー
ス。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。

8100260603 小学校及び小学校相当教育サービス

義務教育として行われる普通教育のうち、基礎的なもの
を行うサービス（給食サービス、施設設備提供サービス、
教育に使用する教材の提供サービスを含む。）
○小学校、義務教育学校前期課程、インターナショナル
スクール（初等教育サービスを行うもの）

国際標準教育分類を踏まえて設定。

8.03
コンピュータ及び情報科学、数学、建築、
工学、及び関連技術

数学、コンピュータ、情報科学、建築、エンジニアリング及
び関連技術に関する成人の訓練や能力向上のための、
短期間のスキルアップや専門的な開発訓練を含む、授業
プログラムや非学位コースの提供。
含まれるもの
・史跡の保存や保護のための研修プログラム。
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が提
供するトレード、就職前又は修飾語の見習いプログラム
およびコース。
・2年以下の職業、技術トレーニングプログラムとコース。
・職業開発と経営トレーニングプログラムとコース。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。
除かれるもの
•会計およびコンピュータサイエンスのトレーニングプログ
ラム。

8100260606 中学校及び中学校相当教育サービス

初等教育を基礎として、義務教育として行われる普通教
育を行うサービス（給食サービス、施設設備提供サービ
ス、教育に使用する教材の提供サービスを含む。）
○中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期
課程、インターナショナルスクール（前期中等教育サービ
スを行うもの）

国際標準教育分類を踏まえて設定。

8.04
公園、レクリエーション、フィットネス、公
衆衛生

公園、レクリエーション、フィットネスに関する成人の訓練
や能力向上のための、短期間のスキルアップや専門的
な開発訓練を含む、授業プログラムや非学位コースの提
供。
含まれるもの
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が提
供するトレード、就職前又は修飾語の見習いプログラム
およびコース。
・2年以下の職業、技術トレーニングプログラムとコース。
・職業開発と経営トレーニングプログラムとコース。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。
除かれるもの
•会計およびコンピュータサイエンスのトレーニングプログ
ラム。

8100260609
高等学校及び高等学校相当教育サービ
ス（普通）

前期中等教育を基礎として、高度な普通教育及び専門
教育を行うサービス（主に普通教育を行うもの。学校教育
法による通信教育を行うサービスを含む。給食サービ
ス、施設設備提供サービス、教育に使用する教材の提供
サービスを含む。）
○高等学校本科（普通）・別科（普通）・通信制（普通）、中
等教育学校後期課程本科（普通）・別科（普通）、インター
ナショナルスクール（後期中等教育サービスを行うもの）

国際標準教育分類を踏まえて設定。

8.05
専門的な開発及び管理のトレーニングプ
ログラム及びコース

8100260612
高等学校及び高等学校相当教育サービ
ス（専門）

前期中等教育を基礎として、高度な普通教育及び専門
教育を行うサービス（主に専門教育を行うもの。学校教育
法による通信教育を行うサービスを含む。給食サービ
ス、施設設備提供サービス、教育に使用する教材の提供
サービスを含む。）
○高等学校本科（専門、総合）・別科（専門、総合）・通信
制（専門）、中等教育学校後期課程本科（専門、総合）・
別科（専門、総合）、専修学校高等課程、高等専門学校
本科（１～３年次）

国際標準教育分類を踏まえて設定。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

専修学校

各種学校

大学・大学院

短期大学

高等専門学校

大学通信教育
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8.06 美容及びパーソナルケア 8100260900 特別支援教育サービス

8.07
機械及び機器の操作に関する認定トレー
ニング

機器の操作能力を付与し、機器オペレーターのOSHAレ
ギュレーションに合格するためのトレーニングの提供。

8100260903 特別支援教育サービス

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サービ
ス（給食サービス、施設設備提供サービス、教育に使用
する教材の提供サービスを含む。）
○特別支援学校、インターナショナルスクール（特別支援
学校に相当する教育サービスを行うもの）

既存統計調査品目及び国際標準教育分
類を踏まえて設定。

8.08
その他の全ての個人、保護、輸送サービ
ス

個人、保護及び輸送サービスに関する成人の訓練や能
力向上のための、短期間のスキルアップや専門的な開
発訓練を含む、授業プログラムや非学位コースの提供。
含まれるもの
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が提
供するトレード、就職前又は修飾語の見習いプログラム
およびコース。
・2年以下の職業、技術トレーニングプログラムとコース。
・職業開発と経営トレーニングプログラムとコース。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。

8100261200 高等教育サービス

8.09
冷暖房空調設備（HVAC）、電気、機械
的、配管、及び木工

8100261203
短大・専門学校及び短大・専門学校相当
教育サービス

○短期大学本科・専攻科・通信制、高等専門学校本科
（４～５年次）・専攻科、専修学校専門課程
同じ内容の講義を受講する聴講生に対する教育サービ
スを含み、公開講座による教育サービスは含まない。

国際標準教育分類を踏まえて設定。

8.10
その他の全ての職業、技術、及び貿易、
専門能力開発、管理トレーニングプログ
ラム及びコース

8100261206 大学・大学相当教育サービス

○大学学部（医学部・歯学部・獣医学部・薬学部を含
む）・専攻科・通信制、短期大学専攻科（特例適用）、高等
専門学校専攻科（特例適用）、防衛⼤学校や職業能⼒開
発総合⼤学校など学校教育法第104条第4項第2号に基
づく大学改革教育・学位授与機構の認定を受けた課程
（学士）
同じ内容の講義を受講する聴講生に対する教育サービ
スを含み、公開講座による教育サービスは含まない。

国際標準教育分類を踏まえて設定。

9
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

8100261209
大学院修士課程・大学院修士課程相当
教育サービス

○大学院修士課程（通信制課程含む）・専門職学位課程
（通信制課程含む）、防衛⼤学校や職業能⼒開発総合⼤
学校など学校教育法第104条第4項第2号に基づく大学改
革教育・学位授与機構の認定を受けた課程（修士）
同じ内容の講義を受講する聴講生に対する教育サービ
スを含み、公開講座による教育サービスは含まない。

国際標準教育分類を踏まえて設定。

10 試験準備コース 8100261212
大学院博士課程・大学院博士課程相当
教育サービス

○大学院博士課程（通信制課程含む）、防衛⼤学校など
学校教育法第104条第4項第2号に基づく大学改革教育・
学位授与機構の認定を受けた課程（博士）
同じ内容の講義を受講する聴講生に対する教育サービ
スを含み、公開講座による教育サービスは含まない。

国際標準教育分類を踏まえて設定。

11
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

さらに教育を希望もしくは必要とする生徒へ補足する教
育を提供。サービスは、カスタマイズされたもの、もしくは
小グループで提供される。
含まれるもの
・宿題支援および研究技能プログラム。
・特定科目の個人指導。
・学力に不自由のある生徒もしくはさらに学問技能の獲
得を求める生徒のためにカスタマイズされた教育。

8100261215 その他の高等教育サービス
○高等学校専攻科、中等教育学校後期課程専攻科、短
期大学別科、大学学部別科

国際標準教育分類を踏まえて設定。

P 教養・技能教授サービス
本分類については、O824 教養・技能教
授業、O829 他に分類されない教育・学習
支援業の議論を踏まえて検討

P 教養・技能教授サービス 大学の公開講座など
一次原案生産物リストを踏まえ、大学等
の副業として想定されるため設定。

12 学生サービス

別途料金を支払う学生にサービスを提供する。
カウンセリングサービス、図書館サービス、ロッカーレンタ
ル、転写サービス、研究室およびコンピュータサービスな
ど

8100269900 教育附随サービス

8100269999 教育附随サービス

学位を授与するサービス、教師、幼稚園教諭、保育士な
どの教育実習を受託するサービス、各種証明書の発行
サービス、学生証の再発行サービスなど、教育サービス
に附随して提供される各種サービス

調査研究結果を踏まえ、バスケット項目
として設定。

13 教育支援・コンサルティングサービス －
各学校の副業として想定されないため、
分類項目として設定しない。

13.01 教育試験サービス

テストを有料で設計、開発、管理、評価する。
含まれるもの：
・個人の教育評価。
除かれるもの：
・試験準備および指導サービス
・個人および機関への教育コンサルティングサービス
・教育用テストの出版
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　13.02 教育コンサルティングサービス

教育上のアドバイスやカウンセリングの提供。
含まれるもの
・学業、キャリア、職業カウンセリングサービス。
・教育計画および開発コンサルティングサービス。
・個別に販売されるニーズアセスメント。
除かれるもの
・求職スキル、キャリア調査、技術教育/産業芸術、ビジ
ネスソフトスキル、およびその他のキャリア関連スキルを
教えるプログラム
・教育用テストおよび評価サービス。

13.03 その他の教育支援サービス

13.04
子ども・若者・家族向けカウンセリング及
び情報サービス

虐待、避妊、性感染症などの問題に取り組んでいる子
供、青少年および家族に対する非医学的カウンセリング
と発達サービスの提供。
含まれるもの
•これらの問題に取り組むセルフヘルプグループサービ
ス。
除かれるもの
・看護的ケアと肉体的または精神的リハビリサービス（熟
練看護を除くを含むカウンセリング。

14
子ども・若者・家族向け社会扶助サービ
ス

P 保育サービス
本分類については、P　医療、福祉の議
論を踏まえて検討

14.01 託児サービス

障害児を含む子供の日常的な保護管理と監督サービス
の提供。レクリエーション、食事、輸送、専門医療サービ
スのサポートが含まれる。
除かれるもの
・私邸で提供される毎日又は定期的な託児サービス。
・幼稚園のサービスの提供。
・保護施設の居住者に対する育児サービス（熟練看護を
除く）。
・不規則又は定期的なベビーシッターサービスを提供す
る。

P 保育サービス
乳児又は幼児を保育するサービス（いわゆる学童保育
サービスを含み、認定こども園が提供する保育サービス
を除く。）

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえ、幼稚園、小学校、特別支援
学校の副業として想定されるため設定。

14.01.01 社内託児サービス

14.01.02 託児センターサービス

託児センターにおいて、障害児を含む子供の日常的な保
護管理と監督サービスの提供。レクリエーション、食事、
輸送、専門医療サービスのサポートが含まれる。除かれ
るもの
・私邸で提供される毎日又は定期的な託児サービス。
・幼稚園のサービスの提供。
・保護施設の居住者に対する育児サービス（熟練看護を
除く）。
・不規則又は定期的なベビーシッターサービスを提供す
る。

14.02
子ども・若者向けリクリエーションプログラ
ム

子供や若者に対する放課後のプログラム、一晩のキャン
プ旅行、チームスポーツ、その他のレクリエーションプロ
グラムなどの提供。

14.03
その他の子ども・若者・家族向け社会扶
助サービス

15 高齢者・障害者向け社会扶助サービス

非医学的な、高齢者 成人身体障害者の社会扶助サービ
スの提供。
除かれるもの
・ 医療従事者の訪問診察サービス。
・身体障碍の子供への社会扶助サービスの提供。
・ 長期にわたる在宅ケアサービスの提供。

－
各学校の副業として想定されないため、
分類項目として設定しない。

16 ヘアケアサービス

カット、トリミング、レイヤー、カラーリング、毛染め、スタイ
リング、また、髪の質感の修正。
含まれるもの
•シャンプー、ドライヤーブローとスタイリングなどの、ヘア
カットサービスとセットになっている、髭のトリミングまたそ
の他のサービス。

17 ネイルケアサービス
含まれるもの
・マニキュア、ペディキュア、ネイル・エクステンション、艶
出し、また関連したネイルアートワーク、など。

18 スキンケアサービス

含まれるもの
・皮膚剥離、ケミカル・ピールおよびトリートメント、レザー
による皮膚表面修復、超音波など。
除かれるもの
・タトゥーサービス
・メディカルスキンケアサービス。

19
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

会合、会議及び類似した短期事業用途の空間のレンタ
ル。
含まれるもの
・ホテルの会議室のレンタル。

P 住宅賃貸サービス
本分類については、Ｋ　不動産業、物品
賃貸業の議論を踏まえて検討

P 戸建住宅賃貸サービス 戸建住宅を賃貸するサービス。

P 共同住宅賃貸サービス
マンション、アパート等の共同住宅（貸間や学生寮なども
含む）を賃貸するサービス。

調査研究結果を踏まえて設定。

P 会議室等賃貸サービス
本分類については、Ｋ　不動産業、物品
賃貸業の議論を踏まえて検討

P 会議室等賃貸サービス
会議、研修、イベントなどに使用する部屋やスペース時
間又は日数単位で賃貸するサービス。

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

14



Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 右欄を参考にした分類案 会計基準の勘定科目

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　

　　

　　

　

　

P 自動販売機等設置場所提供サービス
本分類については、Ｋ　不動産業、物品
賃貸業の議論を踏まえて検討

P 自動販売機等設置場所提供サービス
自動販売機等を設置する場所を提供するサービス。ただ
し、設置料等の収入を得ているものに限る。

各学校の副業として想定されるため設
定。

P 飲食料品自動販売機設置場所提供サー
ビス

飲食料品を扱う自動販売機を設置する場所を提供する
サービス。

P たばこ自動販売機設置場所提供サービスたばこ自動販売機を設置する場所を提供するサービス。

P 証明写真機設置場所提供サービス 証明写真等を撮影する機械を設置する場所を提供する
サービス。

P 玩具等販売機設置場所提供サービス カプセルトイやカードなどの玩具を販売する機械を設置
する場所を提供するサービス。

P その他販売機設置場所提供サービス 上記以外の製品を販売する機械を設置する場所を提供
するサービス。

P 駐車場・自転車駐輪場サービス
本分類については、Ｋ　不動産業、物品
賃貸業の議論を踏まえて検討

P 駐車場サービス
自動車、オートバイの駐車スペースを提供するサービ
ス。

調査研究結果を踏まえて設定。

P 駐車場サービス（時間貸し）
時間又は日数単位で自動車、オートバイの駐車スペー
スを提供するサービス。

P 駐車場サービス（時間貸し以外）
自動車、オートバイの駐車スペースを提供するサービス
のうち、「駐車場サービス（時間貸し）」に該当するサービ
ス以外のサービス。

P 自転車駐輪場サービス 自転車の駐輪スペースを提供するサービス。 調査研究結果を踏まえて設定。

20
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

スポーツ、娯楽及びその他のイベント開催向けに空間の
レンタル又はリース。
含まれるもの
・アリーナ、競技場及び劇場などのレンタル又はリース。
除かれるもの
・スポーツ及び娯楽イベントに入場させること。

P スポーツ施設提供サービス
本分類については、Ｎ　生活関連サービ
ス業、娯楽業の議論を踏まえて検討

P スポーツ施設提供サービス スポーツ施設提供サービス（グラウンド、体育館など）
一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

21 市販用アプリケーションソフトウェア
使用するためにデザインされた自己のアカウントで公開
されたアプリケーションソフトウェア

－ 前出の「小売サービス」に含まれる。

22 コンピュータソフトウェアの小売サービス

23 その他の工業機械装置の賃貸

含まれるもの
・金属加工・金属製造機器、発電機、産業用ポンプ、製
材・製紙機械、包装装置、工作機械、複合輸送コンテナ、
エアコンプレッサー又はガスコンプレッサー、溶接装置、
及び商業的漁業機器などのレンタル又はリース。
・レンタル又はリース契約とセット販売される、配達／引き
取り、保険（動産、賠償責任、保証責任、損害補償など）
及び保守、修理。
除かれるもの
・ファイナンスリースの提供。
・操作者付き機器のレンタル及びリース。
・ポータブルトイレのレンタル及びリース。
・別売りの保守、修理サービス。
・別売りの保険。
・別売りの保険のブローカー又は代理店サービス。
・別売りの配達／引き取りサービス。

P その他の物品のレンタル
他に分類されない物品（映画・演劇用品、音楽・映像記録
物、貸衣装など）のレンタル

本分類については、Ｋ　不動産業、物品
賃貸業の議論を踏まえて検討

P 映画・演劇用品のレンタル
テレビや映画・演劇の撮影、上映、上演に用いる道具、
機材（映画用・演劇用の衣しょうを含む。）のレンタル

P 音楽・映像記録物のレンタル
記録済のビデオソフト、カセット・テープ、ディスク、ビデオ
ゲームなどのレンタル

P 映画（邦画）のレンタル
日本の映画制作・配給会社が制作し配給元となった映
画を、ＤＶＤなどに記録してレンタルするサービス。

P 映画（洋画）のレンタル
外国の映画制作・配給会社が制作し配給元となった映
画を、ＤＶＤなどに記録してレンタルするサービス。

P 音楽（邦楽）のレンタル
日本国内で制作してでプレスされた日本人アーティスト
などの作品などの音楽ＣＤ等をレンタルするサービス。

P 音楽（洋楽）のレンタル
原盤を海外法人が制作して国内でプレスされた海外アー
ティストの作品や輸入盤などの音楽ＣＤ等をレンタルする
サービス。

P 日本のテレビドラマのレンタル
日本のテレビ局または番組制作会社などが作成さしたド
ラマ形式の番組を、テレビ局が放送した後にＤＶＤなどに
記録してレンタルするサービス。

P 海外のテレビドラマのレンタル
海外のテレビ局または番組制作会社などが作成さしたド
ラマ形式の番組を、日本のテレビ局が放送した後にＤＶ
Ｄなどに記録してレンタルするサービス。

P その他の音楽・映像記録物のレンタル
配給された映画やアーティストなどの音楽作品以外の音
楽や映像記録物のレンタルサービス。

P 貸衣しょうのレンタル フォーマルウェア、衣装、アクセサリーのレンタル

P
他に分類されないその他の物品のレンタ
ル

他に分類されないその他の物品のレンタル
会議室等の賃貸に伴う有料でのプロジェ
クターの賃貸などが副業として想定され
るため設定。
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24 航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸

商業用の航空・鉄道・水上輸送機器のレンタル又はリー
ス。
含まれるもの
・すべてのタイプの航空機、鉄道機関車、鉄道車両、軽
鉄道、地下鉄車両、船舶、ボート、ホバークラフト及び平
底船のレンタル又はリース。
・レンタル又はリース契約とセット販売される、配達／引き
取り、保険（動産、賠償責任、保証責任、損害補償など）
及び保守、修理。
除かれるもの
・ファイナンスリース。
・操縦者付きの航空、鉄道、道路及び水上輸送機器のレ
ンタル。
・別売りの保守、修理サービス。
・別売りの保険。
・別売りの保険のブローカー又は代理店サービス。
・別売りの配達／引き取りサービス。

－
各学校の副業として想定されないため、
分類項目として設定しない。

22 航空及び船舶運転学校サービス

含まれるもの
・非営利のパイロットおよび船長の証明書を付与する授
業サービス
除かれるもの
・職業パイロットの飛行訓練サービス

23 語学学校サービス
含まれるもの
・言語と会話スキル指導サービス

－
前出の「教養・技能教授サービス」に含ま
れる。

P 飲食サービス（給食サービスを除く）
本分類については、Ｍ　宿泊業、飲食
サービス業の議論を踏まえて検討

P
店舗内飲食サービス（給食サービスを除
く）

客の注文に応じて、各種の料理品を店舗内で調理・提供
するサービスをいう。
○レストラン、大衆食堂、専門料理店、居酒屋、社員食堂
（給食サービスを除く）、ホテルのルームサービス

調査研究結果を踏まえて設定。

P 持ち帰り飲食サービス
客の注文に応じて、各種の料理品を店舗内（車両等を含
む）で調理し、持ち帰る状態で販売するサービスをいう。
○持ち帰り弁当、移動販売（調理を行うもの）

P 配達飲食サービス（給食サービスを除く）

客の注文に応じて、各種の料理品を店舗内で調理し、客
の求める場所に配達するサービスをいう。
○宅配ピザ屋、仕出し料理、配食サービス（給食サービ
スを除く）、ケータリングサービス
×ホテルのルームサービス

8100261500 入学検定等サービス

8100261503 入学検定等サービス
入学のための検定等を行うサービス（募集要項、願書等
の販売サービス、編入学試験や定期試験の追試験等を
行うサービスを含む。）

調査研究結果を踏まえて設定。

P 特定旅客自動車運送サービス
本分類については、H　運輸業、郵便業
の議論を踏まえて検討

P 特定旅客自動車運送サービス 特定旅客自動車運送事業による旅客運送サービス
スクールバスの運行など副業として想定
されるため設定。

P 研究開発のオリジナル
研究機関が自ら行う研究開発、企業内研究開発等により
生産された研究開発の成果物、特許権等の知的財産権
のオリジナルをいう。

本分類については、L　学術研究、専門・
サービス業の議論を踏まえて検討

P 理学研究開発のオリジナル
研究機関が自ら行う研究開発、企業内研究開発等により
生産された理学研究開発の成果物、特許権等の知的財
産権のオリジナルをいう。

大学等の資産として想定されるため設
定。

P 工学研究開発のオリジナル
研究機関が自ら行う研究開発、企業内研究開発等により
生産された工学研究開発の成果物、特許権等の知的財
産権のオリジナルをいう。

大学等の資産として想定されるため設
定。

P 医学・歯学・薬学研究開発のオリジナル
研究機関が自ら行う研究開発、企業内研究開発等により
生産された医学・歯学・薬学研究開発の成果物、特許権
等の知的財産権のオリジナルをいう。

大学等の資産として想定されるため設
定。

P 農林水産学研究開発のオリジナル
研究機関が自ら行う研究開発、企業内研究開発等により
生産された農林水産学研究開発の成果物、特許権等の
知的財産権のオリジナルをいう。

大学等の資産として想定されるため設
定。

P 人文・社会科学研究開発のオリジナル
研究機関が自ら行う研究開発、企業内研究開発等により
生産された人文・社会科学研究開発の成果物、特許権
等の知的財産権のオリジナルをいう。

大学等の資産として想定されるため設
定。

P その他の学際的研究開発のオリジナル
研究機関が自ら行う研究開発、企業内研究開発等により
生産されたその他の学際的研究開発の成果物、特許権
等の知的財産権のオリジナルをいう。

大学等の資産として想定されるため設
定。

P 知的財産権の使用許諾サービス
資産として保有する知的財産権を活用して、他の経済主
体と使用許諾契約を締結し、知的財産権を使用させる
サービスをいう。

本分類については、L　学術研究、専門・
サービス業の議論を踏まえて検討

P 著作権の使用許諾サービス
著作権（複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権、
頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等）、出版権及
び著作隣接権の使用許諾サービスをいう。

大学等の副業として想定されるため設
定。

P 産業財産権等の使用許諾サービス
産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）の
ほか、回路配置利用権、育成者権、ノウハウ（技術情報）
等の使用許諾サービスをいう。

大学等の副業として想定されるため設
定。

P 研究開発サービス
契約に基づき請負又は受託により知的財産の制作を行
うサービスをいう。制作した知的財産の所有権及び関連
する全ての権利は購入者に譲渡される。

本分類については、L　学術研究、専門・
サービス業の議論を踏まえて検討
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分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 右欄を参考にした分類案 会計基準の勘定科目

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　

　　

　　

　

　

P 理学研究開発サービス
数学、物理学、情報科学、化学、生物学、地学、海洋科
学その他の理学に関する研究開発サービス

調査研究結果を踏まえて設定。

P 工学研究開発サービス
機械工学、船舶工学、航空宇宙工学、電気工学、通信工
学、土木工学、建築工学、材料工学、繊維工学、応用化
学その他の工学に関する研究開発サービス

調査研究結果を踏まえて設定。

P 医学・歯学・薬学研究開発サービス
医学、歯学、薬学、看護学、その他の保健に関する研究
開発サービス

調査研究結果を踏まえて設定。

P 農林水産学研究開発サービス
農学、園芸学、林学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化
学、環境保護学、食品流通学、その他の農林水産学に
関する研究

調査研究結果を踏まえて設定。

P 人文・社会科学研究開発サービス
文学、言語学、史学、哲学、教育学、心理学、芸術学、商
学、経済学、社会学、法学、政治学その他の人文・社会
科学研究開発サービス

調査研究結果を踏まえて設定。

P その他の学際的研究開発サービス
理学、工学、医学・歯学・薬学、農林水産学、人文・社会
科学にまたがる学際的な研究開発サービス及び他に分
類されないその他の分野に関する研究開発サービス

調査研究結果を踏まえて設定。

P 試験・分析サービス
理学、工学、医学・歯学・薬学、農林水産学、人文・社会
科学に係る試験・分析サービスをいう。

本分類については、L　学術研究、専門・
サービス業の議論を踏まえて検討

P 試験・分析サービス 調査研究結果を踏まえて設定。
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818 学校教育支援機関

8181 学校教育支援機関

Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPＣ（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

1 基礎教育・技能プログラム

2
トレード、職業、技術的、専門能力開発研
修プログラム

トレード、職業、技術的な職業に関するで成人の訓練や
能力向上のための多様な教科の課程コースと教育プロ
グラムの提供。短期間のスキルアップや専門的な開発訓
練を含む。
含まれるもの
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が
提供するトレード、就職前又は就職後の見習いプログラ
ムおよびコース。
・2年以下の職業、技術トレーニングプログラムとコース。
・職業開発と経営トレーニングプログラムとコース。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。

3
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

4 試験準備コース

5 学生サービス

別途料金を支払う学生にサービスを提供する。
カウンセリングサービス、図書館サービス、ロッカーレン
タル、転写サービス、研究室およびコンピュータサービス
など

6 教育支援・コンサルティングサービス

6.01 教育試験サービス

テストを有料で設計、開発、管理、評価する。
含まれるもの：
・個人の教育評価。
除かれるもの：
・試験準備および指導サービス
・個人および機関への教育コンサルティングサービス
・教育用テストの出版

6.02 教育コンサルティングサービス

教育上のアドバイスやカウンセリングの提供。
含まれるもの
・学業、キャリア、職業カウンセリングサービス。
・教育計画および開発コンサルティングサービス。
・個別に販売されるニーズアセスメント。
除かれるもの
・求職スキル、キャリア調査、技術教育/産業芸術、ビジ
ネスソフトスキル、およびその他のキャリア関連スキルを
教えるプログラム
・教育用テストおよび評価サービス。

6.03 その他の教育支援サービス

細分類

ED-61170（Educational Support Services）

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 Ｏ 教育・学習支援業

中分類 81 学校教育

小分類

1 34101010101 基礎教育・技能プログラム 1 7003925000 基礎教育・技能プログラム

2 34101010201
トレード、職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

2 7003950000
トレード、職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

3 34101010301
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

3 7003975000
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

4 34101010401 試験準備コース 4 7004000000 試験準備コース

5 34101010501 学生サービス 5 7004050000 学生サービス

6 34101020101 教育支援・コンサルティングサービス 6 7004075000 教育支援・コンサルティングサービス

34101020101 6.01 7004075003 教育試験サービス

34101020101 6.02 7004075006 教育コンサルティングサービス

34101020101 6.03 7004075009 その他の教育支援サービス

1 85.60.1 教育支援サービス

2 85.60.10 教育支援サービス

1 92920 教育支援サービス
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日本標準産業分類（2013年改定）

Ｏ 教育・学習支援業

81 学校教育

818 学校教育支援機関

8181 学校教育支援機関

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 右欄を参考にした分類案 損益計算書等の収入内訳

1 基礎教育・技能プログラム P 教養・技能教授サービス
本分類については、O824 教養・技能教
授業、O829 他に分類されない教育・学習
支援業の議論を踏まえて検討

2
トレード、職業、技術的、専門能力開発研
修プログラム

トレード、職業、技術的な職業に関するで成人の訓練や
能力向上のための多様な教科の課程コースと教育プロ
グラムの提供。短期間のスキルアップや専門的な開発訓
練を含む。
含まれるもの
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が提
供するトレード、就職前又は就職後の見習いプログラム
およびコース。
・2年以下の職業、技術トレーニングプログラムとコース。
・職業開発と経営トレーニングプログラムとコース。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。

P 教養・技能教授サービス 日本語教育センター
一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

3
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

－
各法人のサービスとして想定されないた
め、分類項目として設定しない。

4 試験準備コース

5 学生サービス

別途料金を支払う学生にサービスを提供する。
カウンセリングサービス、図書館サービス、ロッカーレンタ
ル、転写サービス、研究室およびコンピュータサービスな
ど

6 教育支援・コンサルティングサービス 8180260300 奨学金サービス

6.01 教育試験サービス

テストを有料で設計、開発、管理、評価する。
含まれるもの：
・個人の教育評価。
除かれるもの：
・試験準備および指導サービス
・個人および機関への教育コンサルティングサービス
・教育用テストの出版

8180260303 奨学金給付サービス
経済的理由で修学が困難な学生のうち、一定の要件を
満たした者に対して、学資の給付を行うサービス

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

6.02 教育コンサルティングサービス

教育上のアドバイスやカウンセリングの提供。
含まれるもの
・学業、キャリア、職業カウンセリングサービス。
・教育計画および開発コンサルティングサービス。
・個別に販売されるニーズアセスメント。
除かれるもの
・求職スキル、キャリア調査、技術教育/産業芸術、ビジ
ネスソフトスキル、およびその他のキャリア関連スキルを
教えるプログラム
・教育用テストおよび評価サービス。

8180260306 奨学金貸与サービス
経済的理由で修学が困難な学生のうち、一定の要件を
満たした者に対して、学資の貸与（無利子含む）を行う
サービス

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

6.03 その他の教育支援サービス 8180960600 教育附随サービス

8180960603 教育附随サービス

学位を授与するサービス、教師、幼稚園教諭、保育士な
どの教育実習を受託するサービス、各種証明書の発行
サービス、学生証の再発行サービスなど、教育サービス
に附随して提供される各種サービス

調査研究結果を踏まえて設定。

P 認証・評価サービス

P 認証・評価サービス

主に事業所や企業の求めに応じて、一定の基準に基づ
き事業所、企業に対する審査や評価を行うサービス。及
び、審査対象が当該基準を満たしている場合、その認証
などを行うサービス。
〇ISOマネジメントシステム規格の審査、JISマークの認
証、プライバシーマークの審査、福祉サービス第三者評
価、大学等への認証評価サービス

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

P
資格・能力評価試験サービス（入学検定
等サービスを除く）

本分類については、L　学術研究、専門・
サービス業の議論を踏まえて検討

P
資格・能力評価試験サービス（入学検定
等サービスを除く）

主に個人を対象に資格の付与や能力評価を行うための
試験を実施するサービス。及び、合格者への資格の付与
や受験者への能力評価書などの発行を行うサービス。
〇日本漢字能力検定、TOEIC、大学入試センター試験、
日本留学試験

調査研究結果を踏まえて設定。

P 情報提供サービス
本分類については、G　情報通信業の議
論を踏まえて検討

P 情報提供サービス
情報提供サービス（会員向けの情報提供、刊行物の提
供を含む。）

調査研究結果を踏まえて設定。

P 住宅賃貸サービス
本分類については、Ｋ　不動産業、物品
賃貸業業の議論を踏まえて検討

P 戸建住宅賃貸サービス 戸建住宅を賃貸するサービス。

P 共同住宅賃貸サービス
マンション、アパート等の共同住宅（貸間や学生寮なども
含む）を賃貸するサービス。

調査研究結果を踏まえて設定。

P 会議室等賃貸サービス
本分類については、Ｋ　不動産業、物品
賃貸業業の議論を踏まえて検討

P 会議室等賃貸サービス
会議、研修、イベントなどに使用する部屋やスペース時
間又は日数単位で賃貸するサービス。

調査研究結果を踏まえて設定。

P 自動販売機等設置場所提供サービス
本分類については、Ｋ　不動産業、物品
賃貸業業の議論を踏まえて検討

P 自動販売機等設置場所提供サービス
自動販売機等を設置する場所を提供するサービス。ただ
し、設置料等の収入を得ているものに限る。

各法人の副業として想定されるため設
定。

細分類

大分類

中分類

小分類

（注）分類コード（5、6桁目） ○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

細品目名 H23生産額（百万円）

他に分類されない事業所サー
ビス（労働者派遣業を除く）

6桁分類名

その他の対事業所サービス

調査品目名 内容例示

学校教育支援機関

（独）大学評価・学位授与機
構、（独）大学入試センター、
（公財）大学基準協会、（独）日
本学生支援機構、（公財）日
本高等教育評価機構、（一
財）短期大学基準協会、（独）
国立大学財務・経営センター

＜産業連関表　細品目（10桁）＞

＜コモ法6桁分類＞

＜経済センサス-活動調査＞

教育附随サービス 学位審査手数料収入

認証・評価サービス 評価手数料収入

住宅賃貸サービス 財産貸付料収入

会議室等賃貸サービス 処分用資産賃貸収入

業務受託サービス 受託事業等収入

貸金サービス 施設費貸付金受取利息

検定料収入

成績提供手数料収入

成績通知手数料収入

業務受託サービス 受託収入

奨学金貸与サービス 学資金利息収入

住宅賃貸サービス 留学生宿舎収入

その他の教育サービス 日本語学校収入

資格・能力評価試験サービス 日本留学試験検定料収入

業務受託サービス 受託収入

会費収入

　正会員収入

　賛助会員収入

評価事業収入

　評価手数料収入

出版サービス 　刊行物実費収入

情報提供サービス 受取会費

認証評価事業収益

　基本評価料

　学部認証評価費

　研究科認証評価費

　大学院大学認証評価費

　短期大学認証評価費

　その他の評価費

　再評価費

情報提供サービス 受取会費

認証・評価サービス 第三者評価事業収益

＜大学改革支援・学位授与機構＞

＜大学入試センター＞

＜日本学生支援機構＞

＜短期大学基準協会＞

＜大学基準協会＞

情報提供サービス

＜日本高等教育評価機構＞

認証・評価サービス

資格・能力評価試験サービス

認証・評価サービス
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Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 右欄を参考にした分類案 損益計算書等の収入内訳

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

P 飲食料品自動販売機設置場所提供サー
ビス

飲食料品を扱う自動販売機を設置する場所を提供する
サービス。

P たばこ自動販売機設置場所提供サービスたばこ自動販売機を設置する場所を提供するサービス。

P 証明写真機設置場所提供サービス 証明写真等を撮影する機械を設置する場所を提供する
サービス。

P 玩具等販売機設置場所提供サービス カプセルトイやカードなどの玩具を販売する機械を設置
する場所を提供するサービス。

P その他販売機設置場所提供サービス 上記以外の製品を販売する機械を設置する場所を提供
するサービス。

P 出版サービス
本分類については、G　情報通信業の議
論を踏まえて検討

P 出版サービス 出版サービス 調査研究結果を踏まえて設定。

P 貸金サービス
本分類については、Ｊ　金融業、保険業
の議論を踏まえて検討

P 貸金サービス 貸金サービス（施設整備資金の貸付など） 調査研究結果を踏まえて設定。
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Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPＣ（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

1
即時消費のため、調理提供又は分配さ
れた食事、軽食、その他の食品・ノンアル
コール飲料

2
即時消費のため、調理又は分配されたア
ルコール飲料

3 映画の入場料
映画館、および映画祭、ドライブインシアターおよび映画
クラブのような他の会場での劇場用長編映画の展覧会
に、個人又は団体の参加を許可すること。

4 舞台芸術のライブ公演の入場料

個人およびグループが劇、音楽、舞踏および他の舞台芸
術家および会社のライブパフォーマンスに参加する権利
を認める。「メンバーシップ」会費同様に、入場料および
補償料金が含まれる。
含まれるもの
・食品および飲料ならびに楽屋パス等を伴う入場の抱き
合わせ販売。

5 文化施設の入場料

博物館、史跡および遺跡.、動物園、植物園、および国立
公園等の自然領域へ入場する権利を認める。入場料に
は、ゲームおよび乗り物の使用、ツアーガイド、もしくは
食品および飲料等の特典が含まれる。「メンバーシップ」
会費同様に、入場料および補償料金を含まれる。
含まれるもの
・１回券、回数券、シーズンパス。
除かれるもの
・別途支払う映画の入場料。
・別途支払うライブパフォーマンスの観覧料。

5.01 美術館・博物館の入場料

博物館への入場許可。
ゲームや乗り物の使用、ガイド付きツアー、食べ物や飲
み物などのアクセス権、入場料の追加料金 特別イベン
ト、および主に入場料として支払われる入会料を含む。
含まれるもの
・１回券、回数券、シーズンパス。
除かれるもの
・別途支払う映画の入場料。
・別途支払うライブパフォーマンスの観覧料。

5.02 史跡の入場料

史跡への入場許可。
ゲームや乗り物の使用、ガイド付きツアー、食べ物や飲
み物などのアクセス権、入場料の追加料金 特別イベン
ト、および主に入場料として支払われる入会料を含む。
含まれるもの
・１回券、回数券、シーズンパス。
除かれるもの
・別途支払う映画の入場料。
・別途支払うライブパフォーマンスの観覧料。

5.03 植物園の入場料

植物園への入場許可。
ゲームや乗り物の使用、ガイド付きツアー、食べ物や飲
み物などのアクセス権、入場料の追加料金 特別イベン
ト、および主に入場料として支払われる入会料を含む。
含まれるもの
・１回券、回数券、シーズンパス。
除かれるもの
・別途支払う映画の入場料。
・別途支払うライブパフォーマンスの観覧料。

5.04 動物園及び類似の施設の入場料

動物園、水族館、鳥類などの施設への入場許可。
ゲームや乗り物の使用、ガイド付きツアー、食べ物や飲
み物などのアクセス権、入場料の追加料金 特別イベン
ト、および主に入場料として支払われる入会料を含む。
含まれるもの
・１回券、回数券、シーズンパス。
除かれるもの
・別途支払う映画の入場料。
・別途支払うライブパフォーマンスの観覧料。

5.05
自然公園及びその他の自然区域の入場
料

国立公園、自然保護区、自然保護区、自然洞窟、野生動
物公園、ピクニック場などへの入場許可。
ゲームや乗り物の使用、ガイド付きツアー、食べ物や飲
み物などのアクセス権、入場料の追加料金 特別イベン
ト、および主に入場料として支払われる入会料を含む。
含まれるもの
・１回券、回数券、シーズンパス。
除かれるもの
・別途支払う映画の入場料。
・別途支払うライブパフォーマンスの観覧料。

細分類 8211 公民館、8212 図書館、8213 博物館・美術館、8214 動物園・植物園・水族館、8215 青少年教育施設、8216 社会通信教育、8219 その他の社会教育

AE-71210、ED-61160、HC-62411、HC-62412、IN-51910

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 Ｏ 教育・学習支援業

中分類 82 その他の教育、学習支援業

小分類 821 社会教育

1 85.51.10
スポーツ及びレクリエーションの教育
サービス

2 85.59.11 語学学校サービス

3 85.59.12 IT学校サービス

4 85.59.13 他に分類されない職業教育サービス

5 85.59.14 ホームスクール支援コース

6 85.59.19 他に分類されない教育サービス

7 85.60.10 教育支援サービス

8 88.99.11
他に分類されない子供に関する助言及
びコンサルティングサービス

9 88.99.12 宿泊施設を伴わない福祉サービス

10 88.99.13
失業者向け職業リハビリテーションサー
ビス

11 88.99.19
他に分類されないその他の宿泊施設を
伴わない福祉サービス

12 91.01.11 図書館サービス

13 91.01.12 公文書館サービス

14 91.02.10 博物館運営サービス

15 91.02.20 博物館のコレクション

16 91.03.10
史跡や建物の運営サービス、類似する
訪問客用アトラクション

17 91.04.11 植物園及び動物園サービス

18 91.04.12
自然保護サービス（野生動物保護サービ
ス含む）

1 38963
動物学、植物学、鉱物学、解剖学、歴史
学、民族学、古銭などに関係するコレク
ション及びそれらの一部；古道具

2 84510 図書館サービス

3 84520 公文書館サービス

4 92912
スポーツ及びレクリエーション教育サー
ビス

5 92919
他に分類されないその他の教育及び研
修サービス

6 92920 教育支援サービス

7 93412 失業者向け職場復帰支援サービス

8 93510 保育所サービス

9 93520
子供に関連した他に分類されない指導
及びカウンセリングサービス

10 93530 宿泊設備を伴わない社会福祉サービス

11 93590
他に分類されない宿泊設備を伴わない
その他の社会福祉サービス

12 96411
史跡及び歴史的建物以外のための博物
館サービス

13 96412
史跡及び歴史的建物の保存保管サービ
ス

14 96421 植物園及び動物園サービス

15 96422
野生動物の保護を含む自然保護サービ
ス

1 11201010101
即時消費のため、調理提供又は分配さ
れた食事、軽食、その他の食品・ノンア
ルコール飲料

1 7000025000
即時消費のため、調理提供又は分配さ
れた食事、軽食、その他の食品・ノンア
ルコール飲料

2 11201010102
即時消費のため、調理又は分配された
アルコール飲料

2 7000050000
即時消費のため、調理又は分配された
アルコール飲料

3 24105010101 映画の入場料 3 7001575000 映画の入場料

4 24106010101 舞台芸術のライブ公演の入場料 4 7001600000 舞台芸術のライブ公演の入場料

5 24106010102 文化施設の入場料 5 7001625000 文化施設の入場料

24106010102 5.01 7001625003 美術館・博物館の入場料

24106010102 5.02 7001625006 史跡の入場料

24106010102 5.03 7001625009 植物園の入場料

24106010102 5.04 7001625012 動物園及び類似の施設の入場料

24106010102 5.05 7001625015
自然公園及びその他の自然区域の入場
料

6 24106020101
舞台芸術愛好会や文化施設の会員サー
ビス

6 7001650000
舞台芸術愛好会や文化施設の会員サー
ビス

7 24106030101 移動展覧会 7 7001675000 移動展覧会

8 24106030102
出張授業（文化施設の子どもパーティ・
類似の子ども向けプログラム）

8 7001725000
出張授業（文化施設の子どもパーティ・
類似の子ども向けプログラム）

9 24107010101 スポーツイベントの入場料 9 7001775000 スポーツイベントの入場料

10 24108050101

レクリエーション・スポーツ・フィットネス
用品の賃貸サービス（ボート・オートバ
イ・その他のスポーツ用乗物・楽器を含
む）

10 7001800000
レクリエーション・スポーツ・フィットネス
用品の賃貸サービス

11 24109010101 遊園地・ゲームセンターサービス 11 7002325000 遊園地・ゲームセンターサービス

12 24110010201
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

12 7002500000

レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム（日帰り・宿泊キャン
プ、ダンス、音楽、芸術指導を含む。宿泊
レクリエーションキャンプを除く）

24110010201 12.01 7002500003 ダンス、音楽、劇場

24110010201 12.02 7002500006 視覚芸術、工芸、写真

24110010201 12.03 7002500009
スポーツ、運動、自然鑑賞（プロフェッショ
ナルスポーツ指導サービスを除く）

24110010201 12.04 7002500012 ゲーム及びその他の趣味

24110010201 12.05 7002500015 娯楽としての読書及び執筆

24110010201 12.06 7002500018 家庭用のスキル

24110010201 12.07 7002500021 ドライバー教育トレーニング

24110010201 12.08 7002500024
その他の余暇及びレクリエーション活動
の指導及びトレーニング

13 24110010301 図書館・文書館サービス 13 7002525000 図書館・文書館サービス

24110010301 13.01 7002525003 図書館サービス

24110010301 13.02 7002525006 文書館サービス

14 27101040203 駐車サービス 14 7002750000 駐車サービス

15 27201010102
道路による地域旅客輸送（固定ルートを
除く）

15 7002825000
道路による地域旅客輸送（固定ルートを
除く）

16 31401010105 ツアーガイドサービス 16 7003225000 ツアーガイドサービス

17 31701010102
旅行者用レクリエーション車両・テント設
置用地

17 7003850000
旅行者用レクリエーション車両・テント設
置用地

18 34101010101 基礎教育・技能プログラム 18 7003925000 基礎教育・技能プログラム

34101010101 18.01 7003925003 就学前の指導プログラム

34101010101 18.02 7003925006
基礎教育及び個人改善プログラム及び
コース（就学前のプログラムを除く）

19 34101010201
トレード、職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

19 7003950000
トレード、職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

20 34101010301
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

20 7003975000
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

21 34101010401 試験準備コース 21 7004000000 試験準備コース

22 34101010402
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

22 7004025000
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

23 34101010501 学生サービス 23 7004050000 学生サービス

24 34101020101 教育支援・コンサルティングサービス 24 7004075000 教育支援・コンサルティングサービス

25 34203040101
家庭用ヘルスケア及び関連サービス（日
常生活支援（ADL)サービスを除く）

25.01 7004575000 非医療在宅支援サービス
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6
舞台芸術愛好会や文化施設の会員サー
ビス

7 移動展覧会 他の施設において展示会を提供する。

8
出張授業（文化施設の子どもパーティ・類
似の子ども向けプログラム）

ミュージアム、史跡、動物園、植物園、また自然地域の施
設とスタッフを使い、子どもを教育し楽しませるなど、小中
学校の教育の支援をするサービスの提供。
含まれるもの
・ミュージアムとギャラリーの学校訪問;
・子どものデイキャンプと外泊。
除かれるもの
・キャビンタイプまたは類似の宿泊施設による子どもの
キャンプ。

9 スポーツイベントの入場料

個人およびグループがライブスポーツイベントに参加可
能にする。る「メンバーシップ」会費同様に、入場料およ
び補償料金を含まれる。
含まれるもの
・食品および飲料サービス等を伴う入場のセット販売。

10
レクリエーション・スポーツ・フィットネス用
品の賃貸サービス（ボート・オートバイ・そ
の他のスポーツ用乗物・楽器を含む）

11 遊園地・ゲームセンターサービス

12
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

12.01 ダンス、音楽、劇場

ダンス（クラシック、モダンダンスなど）、音楽（個人の音
楽鑑賞、楽器の演奏、歌やレクリエーションの構成）、劇
場（アマチュア演劇のプロダクション、ドラマの鑑賞、アマ
チュア演劇の作成）に関する知識やスキルの指導プログ
ラムとコースの提供。

12.02 視覚芸術、工芸、写真
視覚芸術、工芸、写真に関連する知識とスキルの指導プ
ログラムとコースの提供。

12.03
スポーツ、運動、自然鑑賞（プロフェッショ
ナルスポーツ指導サービスを除く）

スポーツや体力トレーニングプログラムに参加し、自然鑑
賞技術を教えるために必要な身体的スキルの開発に関
する教育プログラムとコースの提供。
含まれるもの
・ヨガ、ウェイトトレーニング、一般的なフィットネスなどの
エクササイズテクニックの指導
・スポーツ指導キャンプ。
除かれるもの
・夜間のスポーツレクリエーションキャンプ。
・電動個人用車両、航空機、および船舶の運転プログラ
ム。

12.04 ゲーム及びその他の趣味
ゲーム及びその他の趣味に関する技術やスキルの指導
プログラムとコースの提供。

12.05 娯楽としての読書及び執筆

娯楽としての読書活動、娯楽又は利益を得るための執筆
や詩の構成に関する知識及びスキル（出版方法を含む）
の教育プログラムおよびコースの提供。
除かれるもの
・スピード・リーディング・プログラム

12.06 家庭用のスキル
家とその周辺のメンテナンスと改善、料理やその他の家
庭内スキルの開発に関する知識とスキルの教育プログ
ラムとコースの提供。

12.07 ドライバー教育トレーニング
商用トラックおよびバス運転手のトレーニングは含まれな
い。（「貿易、キャリア、テクニカルおよびプロフェッショナ
ル開発トレーニングプログラム」に含まれる。）

12.08
その他の余暇及びレクリエーション活動
の指導及びトレーニング

「旅行や探検、ペットの飼い方などのレジャーやレクリ
エーション活動の教育プログラムやコースの提供。
除かれるもの
・夜間のスポーツレクリエーションキャンプ

13 図書館・文書館サービス

13.01 図書館サービス

13.02 文書館サービス

14 駐車サービス

路上及び路外の両方での、自動車、自動二輪車、及び
自転車の駐車サービスの提供。
含まれるもの
・共同住宅の駐車場及びガレージとして提供される駐車
サービスなどの、住宅用駐車スペース。
除かれるもの
・鍵付きのガレージ、又は月極め・年極めによる車両用を
前提とするガレージのレンタル。

15
道路による地域旅客輸送（固定ルートを
除く）

固定ルートを除く、地域の道路車両による旅客輸送。
含まれるもの
・パラトランジットサービス
・相乗りサービス
・空港から鉄道駅またはバスターミナル、ホテルまたは巡
航船へ (通称「沿岸サービス」と言う). の、または空港間
の旅客輸送の提供。
除かれるもの
・自立生活サービスまたは日常生活援助サービスとセッ
トになっている輸送サービス。

常 活支援（ )サ を除く）

34203040101 25.01.01 7004575003
高齢者・障害者向け在宅支援サービス -
家事代行サービス

34203040101 25.01.02 7004575006
高齢者・障害者向け在宅支援サービス -
パーソナルケアサービス

34203040101 25.01.03 7004575009
在宅支援サービス（高齢者・障害者を除
く）

26 34301010101
子ども・若者・家族向け社会扶助サービ
ス

26.01 7005002000 養子縁組サービス

34301010101 26.02 7005004000 里親制度及び後見調整サービス

34301010101 26.03 7005006000
子ども・若者・家族向けカウンセリング及
び情報サービス

34301010101 26.03.01 7005006003 自助グループサービス

34301010101 26.03.02 7005006006 情報及び紹介サービス

34301010101 26.03.03 7005006009 ホットライン/危機介入サービス

34301010101 26.03.04 7005006012
その他のカウンセリング及び情報サービ
ス

34301010101 26.04 7005008000 託児サービス

34301010101 26.05 7005010000
子ども・若者向けリクリエーションプログ
ラム

34301010101 26.06 7005012000
その他の子ども・若者・家族向け社会扶
助サービス

27 34301010102 高齢者・障害者向け社会扶助サービス 27 7005014000 高齢者・障害者向け社会扶助サービス

34301010102 27.01 7005014003
オンサイトの調理済みの食事（高齢者セ
ンターで）

34301010102 27.02 7005014006 職業訓練リハビリサービス

34301010102 27.03 7005014009 成人デイケアサービス

34301010102 27.04 7005014012 社会交流サービス（オンサイト）

34301010102 27.05 7005014015 カウンセリング及び情報サービス

34301010102 27.06 7005014018 その他の社会扶助サービス

28 34301010103 移民・難民向け社会扶助サービス 28 7005016000 移民・難民向け社会扶助サービス

29 34301010104 一般向け社会扶助サービス 29.01 7005017000
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含む一般向け職業訓練リハビリサービ
ス

34301010104 29.02 7005018000
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含む一般向けカウンセリング及び情報
サービス

34301010104 29.03 7005019000 食料、衣服、関連扶助サービス

34301010104 29.04 7005020000 シェルター及び関連扶助サービス

34301010104 29.05 7005021000
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含む一般向け緊急救援サービス

34301010104 29.06 7005022000
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含むその他の一般向け社会扶助サー
ビス

30 34301010201 市民・社会組織会員サービス 30 7005023000 市民・社会組織会員サービス

31 47102010202 商業用スペースのレンタル、リース 31 7006375000 商業用スペースのレンタル、リース

32 47102010204
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

32 7006425000
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

33 47102010207
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

33 7006500000
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

34 54201010101
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾

34 7009581000
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

35 77102010106 メディア監視及び分析サービス 35 7013075000 メディア監視及び分析サービス

36 77107010801 その他の情報サービス 36 7014525000 その他の情報サービス

37 81104010105
芸術的、歴史的、文化的作品の保全
サービス

37 7017100000
芸術的、歴史的、文化的作品の保全
サービス

38 8000200000
政府の料金及び契約を含むプログラム
のサービスの収益
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16 ツアーガイドサービス

主に文化的、歴史的、考古学的、又は自然に関する旅行
者向けアトラクションについてのガイドサービスの提供。
除かれるもの
・様々な観光、レクリエーション、又はツアーパックサービ
スの一部として販売される、ガイドサービス。

17
旅行者用レクリエーション車両・テント設
置用地

旅行者等への一時宿泊施設の提供、テントの設営やRV
車の駐車のための短期間の場所のレンタル。このサービ
スの対価には、シーズンレンタルまた年間「会員」費ま
た、返金不可の「入会」金が含まれる。
含まれるもの
・下水、電気、テレビまた同様のサービスとセットになって
いる、RV車サイトのレンタル。
除かれるもの
・トレーラーまたはRV車付きの用地のレンタル。
・主たる住居の契約条件に基づく宿泊施設のレンタル
(例えば、トレーラーを定住の場として使用)。

18 基礎教育・技能プログラム

18.01 就学前の指導プログラム

18.02
基礎教育及び個人改善プログラム及び
コース（就学前のプログラムを除く）

19
トレード、職業、技術的、専門能力開発研
修プログラム

トレード、職業、技術的な職業に関するで成人の訓練や
能力向上のための多様な教科の課程コースと教育プロ
グラムの提供。短期間のスキルアップや専門的な開発訓
練を含む。
含まれるもの
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が
提供するトレード、就職前又は就職後の見習いプログラ
ムおよびコース。
・2年以下の職業、技術トレーニングプログラムとコース。
・職業開発と経営トレーニングプログラムとコース。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。

20
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

21 試験準備コース

22
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

さらに教育を希望もしくは必要とする生徒へ補足する教
育を提供。サービスは、カスタマイズされたもの、もしくは
小グループで提供される。
含まれるもの
・宿題支援および研究技能プログラム。
・特定科目の個人指導。
・学力に不自由のある生徒もしくはさらに学問技能の獲
得を求める生徒のためにカスタマイズされた教育。

23 学生サービス

別途料金を支払う学生にサービスを提供する。
カウンセリングサービス、図書館サービス、ロッカーレン
タル、転写サービス、研究室およびコンピュータサービス
など

24 教育支援・コンサルティングサービス

25
家庭用ヘルスケア及び関連サービス（日
常生活支援（ADL)サービスを除く）

25.01 非医療在宅支援サービス

25.01.01
高齢者・障害者向け在宅支援サービス -
家事代行サービス

25.01.02
高齢者・障害者向け在宅支援サービス -
パーソナルケアサービス

25.01.03
在宅支援サービス（高齢者・障害者を除
く）

26
子ども・若者・家族向け社会扶助サービ
ス

子供、若者と家族の生活の質の向上のための多種多様
な非医療、社会扶助サービスの提供。
含まれるもの
• 身体障碍の子供のための社会扶助サービス。
除かれるもの
• 医療従事者の訪問診察サービス。
• 長期にわたる 在宅ケアサービスの提供。

26.01 養子縁組サービス

子どもと、恒久的に子どもの世話をする、子どもがいない
親との養子縁組をするサービス。
除かれるもの
・里親の手配。

26.02 里親制度及び後見調整サービス

公的機関によって認可された施設または里親の家庭で、
虐待または放置の危険にさらされた子供を保護するサー
ビス。
除かれるもの
・採用のアレンジメント。
・里親のサービス。
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26.03
子ども・若者・家族向けカウンセリング及
び情報サービス

虐待、避妊、性感染症などの問題に取り組んでいる子
供、青少年および家族に対する非医学的カウンセリング
と発達サービスの提供。
含まれるもの
•これらの問題に取り組むセルフヘルプグループサービ
ス。
除かれるもの
・看護的ケアと肉体的または精神的リハビリサービス（熟
練看護を除くを含むカウンセリング。

26.03.01 自助グループサービス
障害者のための自己啓発プログラム、アルコール中毒や
その他の中毒、薬物乱用者、虐待や犯罪の被害者など
の回復など

26.03.02 情報及び紹介サービス

子供、青少年、家族に対する虐待、避妊、性感染症など
情報の提供。
除かれるもの
・子供や青少年に対する電話ホットラインサービス。

26.03.03 ホットライン/危機介入サービス

緊急の問題について、子供や青少年に対して電話による
即時の支援の提供。
含まれるもの
・緊急でない聴取や、物的支援を得るための情報の提供
や訪問者の紹介。

26.03.04
その他のカウンセリング及び情報サービ
ス

26.04 託児サービス

障害児を含む子供の日常的な保護管理と監督サービス
の提供。レクリエーション、食事、輸送、専門医療サービ
スのサポートが含まれる。
除かれるもの
・私邸で提供される毎日又は定期的な託児サービス。
・幼稚園のサービスの提供。
・保護施設の居住者に対する育児サービス（熟練看護を
除く）。
・不規則又は定期的なベビーシッターサービスを提供す
る。

26.05
子ども・若者向けリクリエーションプログラ
ム

子供や若者に対する放課後のプログラム、一晩のキャン
プ旅行、チームスポーツ、その他のレクリエーションプロ
グラムなどの提供。

26.06
その他の子ども・若者・家族向け社会扶
助サービス

27 高齢者・障害者向け社会扶助サービス

非医学的な、高齢者 成人身体障害者の社会扶助サービ
スの提供。
除かれるもの
• 医療従事者の訪問診察サービス。
• 身体障碍の子供への社会扶助サービスの提供。
• 長期にわたる在宅ケアサービスの提供。

27.01
オンサイトの調理済みの食事（高齢者セ
ンターで）

27.02 職業訓練リハビリサービス

高齢者、障害者に対する職業リハビリ、基本的な職業訓
練、雇用カウンセリングおよびその他の関連サービスの
提供。
除かれるもの
•職業リハビリサービスと合わせて提供される日常生活支
援（ADL）サービス。

27.03 成人デイケアサービス

27.04 社会交流サービス（オンサイト）
高齢者、障害者に対する社会的交流の機会の提供。
含まれるもの
・シニアコミュニティセンターが提供するサービス。

27.05 カウンセリング及び情報サービス

高齢者、障害者に対する非医学的カウンセリングと発達
サービスの提供。
含まれるもの
•これらの問題に取り組むセルフヘルプグループサービ
ス。
除かれるもの
・看護的ケアと肉体的または精神的リハビリサービス（熟
練看護を除く）を含むカウンセリング。

27.06 その他の社会扶助サービス

28 移民・難民向け社会扶助サービス

含まれるもの
・情報、照会、求職活動の支援、資格認証の助け、また
弁護サービス。
除かれるもの
・翻訳 通訳サービスの提供。
・移民と難民への語学訓練の提供。

29 一般向け社会扶助サービス

含まれるもの
・食料、衣料、関連支援サービス。
・保護施設・関連支援サービス。
・非医学的在宅支援サービス（高齢者 成人身体障害者
に対するものを除く。）。
・緊急救援サービス。
・カウンセリング、情報提供サービス（青少年及びその家
族に対するものを除く。）。
・成人の社会復帰リハビリサービス（身体障害者などに
対するものを除く。）。

26



Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPＣ（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
AE-71210、ED-61160、HC-62411、HC-62412、IN-51910

 

 

29.01
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含む一般向け職業訓練リハビリサービ
ス

29.02
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含む一般向けカウンセリング及び情報
サービス

29.03 食料、衣服、関連扶助サービス

一般住民に対する食糧やその他の寄付家庭用品に関す
る社会扶助の提供。
含まれるもの：
・スープキッチン、 食糧配給、防寒具の支給、フードバン
ク等のサービス。
除かれるもの
・高齢者や障害者に食事を提供し、提供するサービス。

29.04 シェルター及び関連扶助サービス
一般住民に対する一時的かつ永続的なシェルターサー
ビスの提供。

29.05
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含む一般向け緊急救援サービス

災害の被害者に対する食糧、避難所、衣服、医療救援、
交通機関、その他の物資の提供。

29.06
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含むその他の一般向け社会扶助サー
ビス

30 市民・社会組織会員サービス

入会手数料または年会費を対価として市民および社会
団体からメンバーに提供されるサービス。 組織施設の使
用、 組織のニュースレターと出版物の提供、 特定の商
品やサービスを割引価格で手配するなどのサービス。組
織のイベントや意思決定に参加する権利が含まれる場
合がある。
除外項目
・宗教的集会の会員へのサービス。
・芸術団体のメンバーへのサービス。
・他の文化組織のメンバーへのサービス。

31 商業用スペースのレンタル、リース

32
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

会合、会議及び類似した短期事業用途の空間のレンタ
ル。
含まれるもの
・ホテルの会議室のレンタル。

33
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

スポーツ、娯楽及びその他のイベント開催向けに空間の
レンタル又はリース。
含まれるもの
・アリーナ、競技場及び劇場などのレンタル又はリース。
除かれるもの
・スポーツ及び娯楽イベントに入場させること。

34
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾

ライセンサーにより保有または管理される著作権使用許
可。著作権により暗黙にまたは明確に保護される所有物
の使用に対する権利を含む。（コンピューターソフトウェ
ア、書籍、スクリーン、映画と舞台劇の原稿、振り付けと
ミュージカルの構成、映像効果デザイン,舞台芸術プロダ
クション、意匠図、および写真や美術品）
含まれるもの
・著作権付き知的財産を同意した期間、方法、場所にお
ける放送、出版、複製、記録、修正、結合、配信または登
録された知的財産権のレンタル。例えば、他のフォーマッ
ト、手段、言語や地域における複製権など。
・権利の許可による一時的な権利の譲渡
・知的財産権の販売による個別の、またはいくつかの権
利の永久譲渡（例、一冊のみの書籍や映画上映権の譲
渡）
除かれるもの
・知的財産の有姿売却による全ての許可された権利の
永久譲渡
・スポーツイベントの放映権の許可

35 メディア監視及び分析サービス

手数料又は契約ベースで、依頼人又はその競争相手に
ついて様々なマスメディアで出版された記事を収集、記
録（「クリッピング・サービス」）し、記事の分析を実施する
こと。

36 その他の情報サービス

ニュース、ストックチッカー・サービス、電話ベースの情報
記録および他に分類されないその他のサービスを提供
すること。これらのサービスは、手数料又は契約ベース
で情報を収集し、普及させ、又は情報へのアクセスを提
供することを含む。

37
芸術的、歴史的、文化的作品の保全
サービス

38
政府の料金及び契約を含むプログラム
のサービスの収益
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日本標準産業分類（2013年改定）

Ｏ 教育・学習支援業

82 その他の教育、学習支援業

821 社会教育

8211 公民館、8212 図書館、8213 博物館・美術館、8214 動物園・植物園・水族館、8215 青少年教育施設、8219 その他の社会教育

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 右欄を参考にした分類案 具体的回答例

1
即時消費のため、調理提供又は分配さ
れた食事、軽食、その他の食品・ノンアル
コール飲料

P 飲食サービス（給食サービスを除く）
本分類については、Ｍ　宿泊業、飲食
サービス業の議論を踏まえて検討

2
即時消費のため、調理又は分配されたア
ルコール飲料

P
店舗内飲食サービス（給食サービスを除
く）

客の注文に応じて、各種の料理品を店舗内で調理・提供
するサービスをいう。
○レストラン、大衆食堂、専門料理店、居酒屋、社員食堂
（給食サービスを除く）、ホテルのルームサービス

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

P 持ち帰り飲食サービス
客の注文に応じて、各種の料理品を店舗内（車両等を含
む）で調理し、持ち帰る状態で販売するサービスをいう。
○持ち帰り弁当、移動販売（調理を行うもの）

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

P 配達飲食サービス（給食サービスを除く）

客の注文に応じて、各種の料理品を店舗内で調理し、客
の求める場所に配達するサービスをいう。
○宅配ピザ屋、仕出し料理、配食サービス（給食サービ
スを除く）、ケータリングサービス
×ホテルのルームサービス

3 映画の入場料
映画館、および映画祭、ドライブインシアターおよび映画
クラブのような他の会場での劇場用長編映画の展覧会
に、個人又は団体の参加を許可すること。

－
後出の「その他の社会教育サービス」に
含まれる。

4 舞台芸術のライブ公演の入場料

個人およびグループが劇、音楽、舞踏および他の舞台芸
術家および会社のライブパフォーマンスに参加する権利
を認める。「メンバーシップ」会費同様に、入場料および補
償料金が含まれる。
含まれるもの
・食品および飲料ならびに楽屋パス等を伴う入場の抱き
合わせ販売。

－
各施設等の副業として想定されないた
め、分類項目として設定しない。

5 文化施設の入場料

博物館、史跡および遺跡.、動物園、植物園、および国立
公園等の自然領域へ入場する権利を認める。入場料に
は、ゲームおよび乗り物の使用、ツアーガイド、もしくは食
品および飲料等の特典が含まれる。「メンバーシップ」会
費同様に、入場料および補償料金を含まれる。
含まれるもの
・１回券、回数券、シーズンパス。
除かれるもの
・別途支払う映画の入場料。
・別途支払うライブパフォーマンスの観覧料。

8210960300 博物館・美術館サービス

5.01 美術館・博物館の入場料

博物館への入場許可。
ゲームや乗り物の使用、ガイド付きツアー、食べ物や飲
み物などのアクセス権、入場料の追加料金 特別イベン
ト、および主に入場料として支払われる入会料を含む。
含まれるもの
・１回券、回数券、シーズンパス。
除かれるもの
・別途支払う映画の入場料。
・別途支払うライブパフォーマンスの観覧料。

8210260303 博物館・美術館サービス

歴史，芸術，民俗，産業，自然科学等に関する資料を収
集し，保管し，展示して一般公衆の利用に供するサービ
ス（博物館、美術館への入場を認めるサービス、会員や
シーズンパス購入者などに対する各種特典サービスなど
を含む。）

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

5.02 史跡の入場料

史跡への入場許可。
ゲームや乗り物の使用、ガイド付きツアー、食べ物や飲
み物などのアクセス権、入場料の追加料金 特別イベン
ト、および主に入場料として支払われる入会料を含む。
含まれるもの
・１回券、回数券、シーズンパス。
除かれるもの
・別途支払う映画の入場料。
・別途支払うライブパフォーマンスの観覧料。

8210160306 移動博物館・移動美術館サービス
博物館・美術館以外の場所において、博物館及び美術
館の資料の展示などを行うサービス

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

5.03 植物園の入場料

植物園への入場許可。
ゲームや乗り物の使用、ガイド付きツアー、食べ物や飲
み物などのアクセス権、入場料の追加料金 特別イベン
ト、および主に入場料として支払われる入会料を含む。
含まれるもの
・１回券、回数券、シーズンパス。
除かれるもの
・別途支払う映画の入場料。
・別途支払うライブパフォーマンスの観覧料。

8210960600 動物園・植物園・水族館サービス

5.04 動物園及び類似の施設の入場料

動物園、水族館、鳥類などの施設への入場許可。
ゲームや乗り物の使用、ガイド付きツアー、食べ物や飲
み物などのアクセス権、入場料の追加料金 特別イベン
ト、および主に入場料として支払われる入会料を含む。
含まれるもの
・１回券、回数券、シーズンパス。
除かれるもの
・別途支払う映画の入場料。
・別途支払うライブパフォーマンスの観覧料。

8210260603 動物園サービス

一般公衆に対して動物を観覧させるサービス（動物園へ
の入場を認めるサービス、会員やシーズンパス購入者な
どに対する各種特典サービス、動物への餌やり体験サー
ビスなどを含む。）

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

5.05
自然公園及びその他の自然区域の入場
料

国立公園、自然保護区、自然保護区、自然洞窟、野生動
物公園、ピクニック場などへの入場許可。
ゲームや乗り物の使用、ガイド付きツアー、食べ物や飲
み物などのアクセス権、入場料の追加料金 特別イベン
ト、および主に入場料として支払われる入会料を含む。
含まれるもの
・１回券、回数券、シーズンパス。
除かれるもの
・別途支払う映画の入場料。
・別途支払うライブパフォーマンスの観覧料。

8210160606 移動動物園サービス
動物園以外の場所において、動物園の動物を観覧させ
るサービス

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

細分類

大分類

中分類

小分類

（注）分類コード（5、6桁目） ○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

細品目（10桁）名

公民館（国公立）

図書館（国公立）

博物館（国公立）

その他の社会教育（国公立）

社会教育（非営利）

コモ法6桁分類名

その他の教育訓練機関（産
業）

＜平成24年経済センサス-活動調査＞

調査品目名 内容例示

社会教育施設提供事業

公民館、図書館、博物館、美
術館、動・植物園、水族館、青
少年教育施設、女性教育会
館、勤労者家庭支援施設など

　公民館

市町村その他行っていく域内
の住民のために、実際生活に
即する教育、学術及び文化に
関する各種の活動を行う事業
所

　図書館

図書、記録その他必要な書類
を収集し、整理し、保存して、
一般公衆又は特定人の利用
に供する事業所

　博物館、美術館

歴史、芸術、民俗、産業、自然
科学等に関する資料を収集
し、保管し、展示して一般公衆
の利用に供する事業所（野外
博物館も含む。）

　動物園、植物園、水族館
一般公衆に対して動植物を観
覧させる事業所

　青少年教育施設
心身ともに健全な青少年を育
成するために青少年教育活動
を行う事業所

　その他の社会教育施設 上記以外の社会教育施設

社会通信教育

通信により一定の教育計画の
下に教材、補助教材等を受講
者に送付し、これに基づき、設
問解答、添削指導、質疑応答
などを行う事業（学校教育法
による通信教育を除く。）

調査品目名

社会教育

＜平成23年産業連関表＞

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

＜サービス産業動向調査＞

受講料収入

事業への参加費

会議室等賃貸サービス 公民館利用料

自動販売機等設置場所提供サービス 公衆電話代

広告場所提供サービス 広告料収入

小売サービス 季刊誌等販売収入

指定管理料収入

公民館の管理運営

商品券等販売収入

コピー・印刷代

各施設の主要提供サービス

自施設への入場料

その他の物品のレンタル 資料の閲覧、貸出

小売サービス 物品販売

社会教育施設管理サービス 図書館指定管理業務

各施設の主要提供サービス
（入場料）

各施設の主要提供サービス
（展覧会入館料）

美術館入館料収入

年間会員会費、入館料

観察会、体験学習等の参加費

物品販売収入

書籍の売上収入

グッズ、土産品、本等の物品
小売サービス

絵画販売

物品販売（図録、栞など）

会議室等賃貸サービス
財産利用収入（建物貸付料
等）

その他の物品のレンタル 展示品レンタル収入

飲食サービス レストラン等飲食サービス

公園指定管理者、自治体から
の委託事業

他館の運営管理事業

経営コンサルティング 他館に対する活動支援事業

その他の社会教育事業受託
サービス

科学技術の普及啓発事業

情報サービス
情報システムの設計開発と運
用サービス事業

入館料

入園料収入

参加料収益

ふれあい売上

工芸売上

移動水族館事業収益

移動動物園出張費

幼稚園・保育園とイベントの移
動展示動物園

ショップ売上

花苗売上高

売店売上高

グッズなどの物品小売サービ
ス

レストラン等飲食サービス

飲食売上高（喫茶、バイキン
グ）

自動販売機等設置場所提供サービス 自動販売機手数料

非住宅用建物賃貸サービス 出店手数料

   

社会教育施設管理サービス

＜8214 動物園・植物園・水族館＞

小売サービス

移動動物園サービス
移動水族館サービス

（回答のあった事業所数：6）

（回答のあった事業所数：6）

図書館サービス

＜8213 博物館・美術館＞

＜8211 公民館＞

その他の社会教育施設サービ
ス

その他サービス

＜8212 図書館＞

社会教育施設管理サービス

（回答のあった事業所数：5以下）

（回答のあった事業所数：5以下）

小売サービス

飲食サービス

博物館・美術館サービス

動物園サービス
植物園サービス
水族館サービス
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Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 右欄を参考にした分類案 具体的回答例

　

　

　

　

　

　

   

 

 

 

 

6
舞台芸術愛好会や文化施設の会員サー
ビス

8210260609 植物園サービス
一般公衆に対して植物を観覧させるサービス（植物園へ
の入場を認めるサービス、会員やシーズンパス購入者な
どに対する各種特典サービスなどを含む。）

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

7 移動展覧会 他の施設において展示会を提供する。 8210260612 水族館サービス

一般公衆に対して水生生物を観覧させるサービス（水族
館への入場を認めるサービス、会員やシーズンパス購入
者などに対する各種特典サービス、動物への餌やり体験
サービスなどを含む。）

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

8
出張授業（文化施設の子どもパーティ・類
似の子ども向けプログラム）

ミュージアム、史跡、動物園、植物園、また自然地域の施
設とスタッフを使い、子どもを教育し楽しませるなど、小中
学校の教育の支援をするサービスの提供。
含まれるもの
・ミュージアムとギャラリーの学校訪問;
・子どものデイキャンプと外泊。
除かれるもの
・キャビンタイプまたは類似の宿泊施設による子どもの
キャンプ。

8210160615 移動水族館サービス
水族館以外の場所において、水族館の水生生物を観覧
させるサービス

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

8210260900 その他の社会教育サービス

8210260903 図書館サービス

図書，記録その他必要な資料を収集し，整理し，保存し
て，一般公衆又は特定人の利用に供するサービス（図書
館への入場を認めるサービス、会員やシーズンパス購入
者などに対する各種特典サービスなどを含む。）

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

8210260906 青少年教育施設サービス

心身ともに健全な青少年を育成するための施設を利用
に供するサービス（青少年教育施設による各種教育プロ
グラムの提供サービス及び青少年教育の一環として提
供される宿泊サービス（キャンプを含む。）を含み、青少
年教育の一環として提供される宿泊サービス以外の宿泊
サービスを除く。）
○青少年交流の家、少年自然の家

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

8210260909 その他の社会教育施設サービス

公民館などその他の社会教育施設を利用に供するサー
ビス（その他の社会教育施設への入場を認めるサービ
ス、会員やシーズンパス購入者などに対する各種特典
サービスなどを含む。）

調査研究結果を踏まえ、バスケット項目
として設定

9 スポーツイベントの入場料

個人およびグループがライブスポーツイベントに参加可
能にする。る「メンバーシップ」会費同様に、入場料および
補償料金を含まれる。
含まれるもの
・食品および飲料サービス等を伴う入場のセット販売。

－
各施設等の副業として想定されないた
め、分類項目として設定しない。

10
レクリエーション・スポーツ・フィットネス用
品の賃貸サービス（ボート・オートバイ・そ
の他のスポーツ用乗物・楽器を含む）

P 事務用機械器具のレンタル 事務用機械器具のレンタル
本分類については、Ｋ　不動産業、物品
賃貸業の議論を踏まえて検討

P 電子計算機・同関連機器のレンタル
電子計算機、端末機器、補助装置、電子計算機付属機
器、パソコン、ソフトウェア、ＣＡＤ/ＣＡＭ（コンピュータ設
計・製造システム）などのレンタル

博物館等での解説用タブレットの貸出な
どが副業として想定されるため設定

P 事務用機器のレンタル
コピー機、レジスタ、会計機械、タイムレコーダ、あて名印
刷機、オフセット印刷機（Ｂ３版未満）、エアシュータ（気送
管）、シュレッダ、事務用什器・備品などのレンタル

P その他の物品のレンタル
他に分類されない物品（映画・演劇用品、音楽・映像記録
物、貸衣装など）のレンタル

本分類については、Ｋ　不動産業、物品
賃貸業の議論を踏まえて検討

P 映画・演劇用品のレンタル
テレビや映画・演劇の撮影、上映、上演に用いる道具、
機材（映画用・演劇用の衣しょうを含む。）のレンタル

P 音楽・映像記録物のレンタル
記録済のビデオソフト、カセット・テープ、ディスク、ビデオ
ゲームなどのレンタル

P 映画（邦画）のレンタル
日本の映画制作・配給会社が制作し配給元となった映
画を、ＤＶＤなどに記録してレンタルするサービス。

P 映画（洋画）のレンタル
外国の映画制作・配給会社が制作し配給元となった映
画を、ＤＶＤなどに記録してレンタルするサービス。

P 音楽（邦楽）のレンタル
日本国内で制作してでプレスされた日本人アーティスト
などの作品などの音楽ＣＤ等をレンタルするサービス。

P 音楽（洋楽）のレンタル
原盤を海外法人が制作して国内でプレスされた海外アー
ティストの作品や輸入盤などの音楽ＣＤ等をレンタルする
サービス。

P 日本のテレビドラマのレンタル
日本のテレビ局または番組制作会社などが作成さしたド
ラマ形式の番組を、テレビ局が放送した後にＤＶＤなどに
記録してレンタルするサービス。

P 海外のテレビドラマのレンタル
海外のテレビ局または番組制作会社などが作成さしたド
ラマ形式の番組を、日本のテレビ局が放送した後にＤＶ
Ｄなどに記録してレンタルするサービス。

P その他の音楽・映像記録物のレンタル
配給された映画やアーティストなどの音楽作品以外の音
楽や映像記録物のレンタルサービス。

P 貸衣しょうのレンタル フォーマルウェア、衣装、アクセサリーのレンタル

P
他に分類されないその他の物品のレンタ
ル

他に分類されないその他の物品のレンタル
音声ガイド用機器やベビーカーの賃貸な
どが副業として想定されるため設定

11 遊園地・ゲームセンターサービス P 遊戯施設提供サービス
本分類については、Ｎ　生活関連サービ
ス業、娯楽業の議論を踏まえて検討

P 遊戯施設提供サービス
遊戯施設提供サービス（園内の巡回バスなど、鉄道事業
法及び道路運送法の適用を受けない施設内旅客運送
サービスを含む。）

一次原案生産物リストを踏まえ、各施設
の副業として想定されるため設定。

12
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

－
前出の「博物館・美術館サービス」、「動
物園・植物園・水族館サービス」又は「そ
の他の社会教育サービス」に含まれる。

入場料収入

受講料等収入

その他の物品のレンタル
生涯学習センター貸与事業収
益

会議室等賃貸サービス 施設利用料収入

小売サービス 美術館物品販売事業収益

その他の社会教育事業受託
サービス

埋蔵文化財調査事業収益

生涯学習センター事業収益

指定管理料収入

＜8215 青少年教育施設、8216 社会通信教育、8219 その他の社会教育＞

 

青少年教育施設サービス
その他の社会教育施設サービ
ス

（回答のあった事業所数：5以下）

 

 

 

社会教育施設管理サービス
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Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 右欄を参考にした分類案 具体的回答例

　

　

　

　

　

　

   

 

 

 

 

12.01 ダンス、音楽、劇場

ダンス（クラシック、モダンダンスなど）、音楽（個人の音楽
鑑賞、楽器の演奏、歌やレクリエーションの構成）、劇場
（アマチュア演劇のプロダクション、ドラマの鑑賞、アマ
チュア演劇の作成）に関する知識やスキルの指導プログ
ラムとコースの提供。

12.02 視覚芸術、工芸、写真
視覚芸術、工芸、写真に関連する知識とスキルの指導プ
ログラムとコースの提供。

12.03
スポーツ、運動、自然鑑賞（プロフェッショ
ナルスポーツ指導サービスを除く）

スポーツや体力トレーニングプログラムに参加し、自然鑑
賞技術を教えるために必要な身体的スキルの開発に関
する教育プログラムとコースの提供。
含まれるもの
・ヨガ、ウェイトトレーニング、一般的なフィットネスなどの
エクササイズテクニックの指導
・スポーツ指導キャンプ。
除かれるもの
・夜間のスポーツレクリエーションキャンプ。
・電動個人用車両、航空機、および船舶の運転プログラ
ム。

12.04 ゲーム及びその他の趣味
ゲーム及びその他の趣味に関する技術やスキルの指導
プログラムとコースの提供。

12.05 娯楽としての読書及び執筆

娯楽としての読書活動、娯楽又は利益を得るための執筆
や詩の構成に関する知識及びスキル（出版方法を含む）
の教育プログラムおよびコースの提供。
除かれるもの
・スピード・リーディング・プログラム

12.06 家庭用のスキル
家とその周辺のメンテナンスと改善、料理やその他の家
庭内スキルの開発に関する知識とスキルの教育プログラ
ムとコースの提供。

12.07 ドライバー教育トレーニング
商用トラックおよびバス運転手のトレーニングは含まれな
い。（「貿易、キャリア、テクニカルおよびプロフェッショナ
ル開発トレーニングプログラム」に含まれる。）

12.08
その他の余暇及びレクリエーション活動
の指導及びトレーニング

「旅行や探検、ペットの飼い方などのレジャーやレクリ
エーション活動の教育プログラムやコースの提供。
除かれるもの
・夜間のスポーツレクリエーションキャンプ

13 図書館・文書館サービス

13.01 図書館サービス

13.02 文書館サービス

14 駐車サービス

路上及び路外の両方での、自動車、自動二輪車、及び
自転車の駐車サービスの提供。
含まれるもの
・共同住宅の駐車場及びガレージとして提供される駐車
サービスなどの、住宅用駐車スペース。
除かれるもの
・鍵付きのガレージ、又は月極め・年極めによる車両用を
前提とするガレージのレンタル。

－ 後出の「駐車場サービス」に含まれる。

15
道路による地域旅客輸送（固定ルートを
除く）

固定ルートを除く、地域の道路車両による旅客輸送。
含まれるもの
・パラトランジットサービス
・相乗りサービス
・空港から鉄道駅またはバスターミナル、ホテルまたは巡
航船へ (通称「沿岸サービス」と言う). の、または空港間
の旅客輸送の提供。
除かれるもの
・自立生活サービスまたは日常生活援助サービスとセッ
トになっている輸送サービス。

－
各施設等の副業として想定されないた
め、分類項目として設定しない。

16 ツアーガイドサービス

主に文化的、歴史的、考古学的、又は自然に関する旅行
者向けアトラクションについてのガイドサービスの提供。
除かれるもの
・様々な観光、レクリエーション、又はツアーパックサービ
スの一部として販売される、ガイドサービス。

－
前出の「博物館・美術館サービス」、「動
物園・植物園・水族館サービス」又は「そ
の他の社会教育サービス」に含まれる。

17
旅行者用レクリエーション車両・テント設
置用地

旅行者等への一時宿泊施設の提供、テントの設営やRV
車の駐車のための短期間の場所のレンタル。このサービ
スの対価には、シーズンレンタルまた年間「会員」費ま
た、返金不可の「入会」金が含まれる。
含まれるもの
・下水、電気、テレビまた同様のサービスとセットになって
いる、RV車サイトのレンタル。
除かれるもの
・トレーラーまたはRV車付きの用地のレンタル。
・主たる住居の契約条件に基づく宿泊施設のレンタル
(例えば、トレーラーを定住の場として使用)。

－
各施設等の副業として想定されないた
め、分類項目として設定しない。

18 基礎教育・技能プログラム

18.01 就学前の指導プログラム

18.02
基礎教育及び個人改善プログラム及び
コース（就学前のプログラムを除く）

19
トレード、職業、技術的、専門能力開発研
修プログラム

トレード、職業、技術的な職業に関するで成人の訓練や
能力向上のための多様な教科の課程コースと教育プロ
グラムの提供。短期間のスキルアップや専門的な開発訓
練を含む。
含まれるもの
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が提
供するトレード、就職前又は就職後の見習いプログラム
およびコース。
・2年以下の職業、技術トレーニングプログラムとコース。
・職業開発と経営トレーニングプログラムとコース。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。
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20
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

21 試験準備コース

22
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

さらに教育を希望もしくは必要とする生徒へ補足する教
育を提供。サービスは、カスタマイズされたもの、もしくは
小グループで提供される。
含まれるもの
・宿題支援および研究技能プログラム。
・特定科目の個人指導。
・学力に不自由のある生徒もしくはさらに学問技能の獲
得を求める生徒のためにカスタマイズされた教育。

23 学生サービス

別途料金を支払う学生にサービスを提供する。
カウンセリングサービス、図書館サービス、ロッカーレンタ
ル、転写サービス、研究室およびコンピュータサービスな
ど

24 教育支援・コンサルティングサービス P 経営コンサルティング
本分類については、Ｌ　科学技術、専門・
技術サービス業の議論を踏まえて検討

P 経営コンサルティング
企業経営（マネジメント）に関する診断、指導、教育訓練、
調査研究

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定（他の社会教育施設へ
の経営コンサルティングを想定）

P 戦略コンサルティング
経営戦略、新規事業・ベンチャー計画、Ｍ＆Ａ戦略、合弁
事業計画、提携略等にに関するコンサルティング

P 財務コンサルティング
財務戦略、Ｍ＆Ａに係る財務上の課題、予算、投資、会
計管理及び財務情報等に関するコンサルティング

P マーケティングコンサルティング
マーケティング戦略、市場開拓、販売管理等に関するコ
ンサルティング

P 人事コンサルティング
人事戦略、給与制度、人材育成、人材管理等に関するコ
ンサルティング

P 業務改善コンサルティング
生産性の向上、コスト削減、流通システムの管理、サプ
ライチェーンの管理等に関するコンサルティング

25
家庭用ヘルスケア及び関連サービス（日
常生活支援（ADL)サービスを除く）

－
各施設等の副業として想定されないた
め、分類項目として設定しない。

25.01 非医療在宅支援サービス

25.02
高齢者・障害者向け在宅支援サービス -
家事代行サービス

25.03
高齢者・障害者向け在宅支援サービス -
パーソナルケアサービス

25.04
在宅支援サービス（高齢者・障害者を除
く）

26
子ども・若者・家族向け社会扶助サービ
ス

子供、若者と家族の生活の質の向上のための多種多様
な非医療、社会扶助サービスの提供。
含まれるもの
• 身体障碍の子供のための社会扶助サービス。
除かれるもの
• 医療従事者の訪問診察サービス。
• 長期にわたる 在宅ケアサービスの提供。

26.01 養子縁組サービス

子どもと、恒久的に子どもの世話をする、子どもがいない
親との養子縁組をするサービス。
除かれるもの
・里親の手配。

26.02 里親制度及び後見調整サービス

公的機関によって認可された施設または里親の家庭で、
虐待または放置の危険にさらされた子供を保護するサー
ビス。
除かれるもの
・採用のアレンジメント。
・里親のサービス。

26.03
子ども・若者・家族向けカウンセリング及
び情報サービス

虐待、避妊、性感染症などの問題に取り組んでいる子
供、青少年および家族に対する非医学的カウンセリング
と発達サービスの提供。
含まれるもの
•これらの問題に取り組むセルフヘルプグループサービ
ス。
除かれるもの
・看護的ケアと肉体的または精神的リハビリサービス（熟
練看護を除くを含むカウンセリング。

26.03.01 自助グループサービス
障害者のための自己啓発プログラム、アルコール中毒や
その他の中毒、薬物乱用者、虐待や犯罪の被害者など
の回復など

26.03.02 情報及び紹介サービス

子供、青少年、家族に対する虐待、避妊、性感染症など
情報の提供。
除かれるもの
・子供や青少年に対する電話ホットラインサービス。

26.03.03 ホットライン/危機介入サービス

緊急の問題について、子供や青少年に対して電話による
即時の支援の提供。
含まれるもの
・緊急でない聴取や、物的支援を得るための情報の提供
や訪問者の紹介。

26.03.04
その他のカウンセリング及び情報サービ
ス

26.04 託児サービス

障害児を含む子供の日常的な保護管理と監督サービス
の提供。レクリエーション、食事、輸送、専門医療サービ
スのサポートが含まれる。
除かれるもの
・私邸で提供される毎日又は定期的な託児サービス。
・幼稚園のサービスの提供。
・保護施設の居住者に対する育児サービス（熟練看護を
除く）。
・不規則又は定期的なベビーシッターサービスを提供す
る。

P 保育サービス
本分類については、P　社会保険・社会福
祉・介護事業の議論を踏まえて検討
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26.05
子ども・若者向けリクリエーションプログラ
ム

子供や若者に対する放課後のプログラム、一晩のキャン
プ旅行、チームスポーツ、その他のレクリエーションプロ
グラムなどの提供。

P 保育サービス
乳児又は幼児を保育するサービス（いわゆる学童保育
サービスを含み、認定こども園が提供する保育サービス
を除く。）

一次原案生産物リストを踏まえ、勤労者
家庭支援施設で託児サービスを提供して
いることが確認されたため設定。

26.06
その他の子ども・若者・家族向け社会扶
助サービス

－
各施設等の副業として想定されないた
め、分類項目として設定しない。

27 高齢者・障害者向け社会扶助サービス

非医学的な、高齢者 成人身体障害者の社会扶助サービ
スの提供。
除かれるもの
• 医療従事者の訪問診察サービス。
• 身体障碍の子供への社会扶助サービスの提供。
• 長期にわたる在宅ケアサービスの提供。

27.01
オンサイトの調理済みの食事（高齢者セ
ンターで）

27.02 職業訓練リハビリサービス

高齢者、障害者に対する職業リハビリ、基本的な職業訓
練、雇用カウンセリングおよびその他の関連サービスの
提供。
除かれるもの
•職業リハビリサービスと合わせて提供される日常生活支
援（ADL）サービス。

27.03 成人デイケアサービス

27.04 社会交流サービス（オンサイト）
高齢者、障害者に対する社会的交流の機会の提供。
含まれるもの
・シニアコミュニティセンターが提供するサービス。

27.05 カウンセリング及び情報サービス

高齢者、障害者に対する非医学的カウンセリングと発達
サービスの提供。
含まれるもの
•これらの問題に取り組むセルフヘルプグループサービ
ス。
除かれるもの
・看護的ケアと肉体的または精神的リハビリサービス（熟
練看護を除く）を含むカウンセリング。

27.06 その他の社会扶助サービス

28 移民・難民向け社会扶助サービス

含まれるもの
・情報、照会、求職活動の支援、資格認証の助け、また
弁護サービス。
除かれるもの
・翻訳 通訳サービスの提供。
・移民と難民への語学訓練の提供。

29 一般向け社会扶助サービス

含まれるもの
・食料、衣料、関連支援サービス。
・保護施設・関連支援サービス。
・非医学的在宅支援サービス（高齢者 成人身体障害者
に対するものを除く。）。
・緊急救援サービス。
・カウンセリング、情報提供サービス（青少年及びその家
族に対するものを除く。）。
・成人の社会復帰リハビリサービス（身体障害者などに
対するものを除く。）。

29.01
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含む一般向け職業訓練リハビリサービ
ス

29.02
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含む一般向けカウンセリング及び情報
サービス

29.03 食料、衣服、関連扶助サービス

一般住民に対する食糧やその他の寄付家庭用品に関す
る社会扶助の提供。
含まれるもの：
・スープキッチン、 食糧配給、防寒具の支給、フードバン
ク等のサービス。
除かれるもの
・高齢者や障害者に食事を提供し、提供するサービス。

29.04 シェルター及び関連扶助サービス
一般住民に対する一時的かつ永続的なシェルターサー
ビスの提供。

29.05
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含む一般向け緊急救援サービス

災害の被害者に対する食糧、避難所、衣服、医療救援、
交通機関、その他の物資の提供。

29.06
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含むその他の一般向け社会扶助サー
ビス

30 市民・社会組織会員サービス

入会手数料または年会費を対価として市民および社会
団体からメンバーに提供されるサービス。 組織施設の使
用、 組織のニュースレターと出版物の提供、 特定の商
品やサービスを割引価格で手配するなどのサービス。組
織のイベントや意思決定に参加する権利が含まれる場合
がある。
除外項目
・宗教的集会の会員へのサービス。
・芸術団体のメンバーへのサービス。
・他の文化組織のメンバーへのサービス。

－
前出の「博物館・美術館サービス」又は
「動物園・植物園・水族館サービス」に含
まれる。

31 商業用スペースのレンタル、リース P
非住宅用建物賃貸サービス（収納スペー
ス賃貸サービス及び会議室等賃貸サー
ビスを除く）

本分類については、Ｋ　不動産業、物品
賃貸業の議論を踏まえて検討

32
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

会合、会議及び類似した短期事業用途の空間のレンタ
ル。
含まれるもの
・ホテルの会議室のレンタル。

P 事務所用建物賃貸サービス 事務所１棟又はスペースを賃貸するサービス。
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33
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

スポーツ、娯楽及びその他のイベント開催向けに空間の
レンタル又はリース。
含まれるもの
・アリーナ、競技場及び劇場などのレンタル又はリース。
除かれるもの
・スポーツ及び娯楽イベントに入場させること。

P 店舗用建物賃貸サービス 店舗１棟又はスペースを賃貸するサービス。
一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

P 店舗用建物賃貸サービス（小売サービ
ス）

小売店舗１棟又はスペースを賃貸するサービス。

P 店舗用建物賃貸サービス（飲食サービ
ス）

飲食店舗１棟又はスペースを賃貸するサービス。

P その他の店舗用建物賃貸サービス 上記以外の用途に用いられる店舗を賃貸するサービス。

P 物流施設賃貸サービス 物流施設１棟又はスペースを賃貸するサービス。

P その他の非住宅用建物賃貸サービス
上記以外の用途に用いられる建物１棟又はスペースを
賃貸するサービス

P 会議室等賃貸サービス
本分類については、Ｋ　不動産業、物品
賃貸業の議論を踏まえて検討

P 会議室等賃貸サービス
会議、研修、イベントなどに使用する部屋やスペース時
間又は日数単位で賃貸するサービス。

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

P 自動販売機等設置場所提供サービス
本分類については、Ｋ　不動産業、物品
賃貸業の議論を踏まえて検討

P 自動販売機等設置場所提供サービス
自動販売機等を設置する場所を提供するサービス。ただ
し、設置料等の収入を得ているものに限る。

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

P 飲食料品自動販売機設置場所提供サー
ビス

飲食料品を扱う自動販売機を設置する場所を提供する
サービス。

P たばこ自動販売機設置場所提供サービスたばこ自動販売機を設置する場所を提供するサービス。

P 証明写真機設置場所提供サービス 証明写真等を撮影する機械を設置する場所を提供する
サービス。

P 玩具等販売機設置場所提供サービス カプセルトイやカードなどの玩具を販売する機械を設置
する場所を提供するサービス。

P その他販売機設置場所提供サービス 上記以外の製品を販売する機械を設置する場所を提供
するサービス。

P 駐車場・自転車駐輪場サービス
本分類については、Ｋ　不動産業、物品
賃貸業の議論を踏まえて検討

P 駐車場サービス
自動車、オートバイの駐車スペースを提供するサービ
ス。

各施設等の副業として想定されるため設
定。

P 駐車場サービス（時間貸し）
時間又は日数単位で自動車、オートバイの駐車スペー
スを提供するサービス。

P 駐車場サービス（時間貸し以外）
自動車、オートバイの駐車スペースを提供するサービス
のうち、「駐車場サービス（時間貸し）」に該当するサービ
ス以外のサービス。

P 自転車駐輪場サービス 自転車の駐輪スペースを提供するサービス。

P スポーツ施設提供サービス
本分類については、Ｎ　生活関連サービ
ス業、娯楽業の議論を踏まえて検討

P スポーツ施設提供サービス スポーツ施設提供サービス（グラウンド、体育館など）
各施設等の副業として想定されるため設
定。

34
著作権により保護された知的財産物の使
用許諾

ライセンサーにより保有または管理される著作権使用許
可。著作権により暗黙にまたは明確に保護される所有物
の使用に対する権利を含む。（コンピューターソフトウェ
ア、書籍、スクリーン、映画と舞台劇の原稿、振り付けと
ミュージカルの構成、映像効果デザイン,舞台芸術プロダ
クション、意匠図、および写真や美術品）
含まれるもの
・著作権付き知的財産を同意した期間、方法、場所にお
ける放送、出版、複製、記録、修正、結合、配信または登
録された知的財産権のレンタル。例えば、他のフォーマッ
ト、手段、言語や地域における複製権など。
・権利の許可による一時的な権利の譲渡
・知的財産権の販売による個別の、またはいくつかの権
利の永久譲渡（例、一冊のみの書籍や映画上映権の譲
渡）
除かれるもの
・知的財産の有姿売却による全ての許可された権利の永
久譲渡
・スポーツイベントの放映権の許可

－
各施設等の副業として想定されないた
め、分類項目として設定しない。

35 メディア監視及び分析サービス

手数料又は契約ベースで、依頼人又はその競争相手に
ついて様々なマスメディアで出版された記事を収集、記
録（「クリッピング・サービス」）し、記事の分析を実施する
こと。

36 その他の情報サービス

ニュース、ストックチッカー・サービス、電話ベースの情報
記録および他に分類されないその他のサービスを提供
すること。これらのサービスは、手数料又は契約ベースで
情報を収集し、普及させ、又は情報へのアクセスを提供
することを含む。

P 情報サービス
本分類については、Ｇ　情報通信業の議
論を踏まえて検討

P ソフトウエア・システム販売サービス ソフトウエア・システム販売サービス
一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

P ソフトウエア・システム開発サービス ソフトウエア・システム開発サービス
一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

P 情報処理サービス 情報処理サービス
一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

P ポータルサイト運営サービス ポータルサイト運営サービス
一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

37
芸術的、歴史的、文化的作品の保全
サービス

8210161200 社会教育事業受託サービス

38
政府の料金及び契約を含むプログラム
のサービスの収益

8210161203 社会教育施設管理サービス
社会教育施設の管理サービス（指定管理者による管理
サービスを含む。）

調査研究結果を踏まえて設定。
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Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 右欄を参考にした分類案 具体的回答例

　

　

　

　

　

　

   

 

 

 

 

8210161299 その他の社会教育事業受託サービス
社会教育事業の受託サービス（社会教育施設管理サー
ビスを除く。）

調査研究結果を踏まえて設定。

P 小売サービス
本分類については、I　卸売業、小売業の
議論を踏まえて検討

P 小売サービス 小売サービス 調査研究結果を踏まえて設定。

P 広告場所提供サービス
本分類については、L73 広告業の議論を
踏まえて検討

P 広告場所提供サービス 広告場所提供サービス 調査研究結果を踏まえて設定。

P コインロッカーサービス
本分類については、Ｎ　生活関連サービ
ス業、娯楽業の議論を踏まえて検討

P コインロッカーサービス コインロッカーサービス
各施設等の副業として想定されるため設
定。

P 運送取次・代理店サービス
本分類については、Ｈ　運輸業、郵便業
の議論を踏まえて検討

P 運送取次・代理店サービス（宅配便）
宅配便の運送の取次若しくは委託又は運送貨物の受取
を行うサービス及び宅配便の運送事業者の業務を代行
して運送契約の締結などの代行を行うサービス

動物園、水族館などの副業として想定さ
れるため設定。（お土産等の宅配便での
運送の取次を想定）

P 運送取次・代理店サービス（宅配便以外）
宅配便以外の運送の取次若しくは委託又は運送貨物の
受取を行うサービス及び宅配便以外の運送事業者の業
務を代行して運送契約の締結などの代行を行うサービス

P 旅館・ホテル宿泊サービス
旅館業法に基づく旅館・ホテル営業の許可を受けた事業
者が宿泊施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる
サービスをいう。

本分類については、Ｍ　宿泊業、飲食
サービス業の議論を踏まえて検討

P
旅館・ホテル宿泊サービス（宿泊料金に
夕食・朝食を含むもの）

旅館業法に基づく旅館・ホテル営業の許可を受けた事業
者が提供する宿泊サービスのうち、宿泊料金に夕食・朝
食が含まれ、区分できない宿泊サービスをいう。
宿泊料金から区分できる飲食サービスは「店舗内飲食
サービス（給食サービスを除く）」に分類される。また、宿
泊料金に朝食又は軽食のみを含むものは「旅館・ホテル
宿泊サービス（主としてルームチャージのみで販売するも
の）」に分類される。

青少年教育施設や女性教育会館などの
副業として想定されるため設定。

P
旅館・ホテル宿泊サービス（主としてルー
ムチャージのみで販売するもの）

旅館業法に基づく旅館・ホテル営業の許可を受けた事業
者が提供する宿泊サービスのうち、主として室料（ルーム
チャージ）のみで販売し、夕食・朝食が含まれない宿泊
サービスをいう。
宿泊料金に朝食又は軽食のみを含むものも本分類に含
まれる。

青少年教育施設や女性教育会館などの
副業として想定されるため設定。

P
フルサービスの旅館・ホテル宿泊サービ
ス（主としてルームチャージのみで販売
するもの）

ベルスタッフ、コンシェルジュ、メイドサービスなどのフル
サービスの旅館・ホテル宿泊サービスをいう。
○預託金制リゾートクラブ、共有制リゾートクラブ（不動産
商品として取引されるものを除く）
×共有制リゾートクラブ（不動産商品として取引されるも
の）、タイムシェア（不動産商品として取引されるもの）

P
リミテッドサービスの旅館・ホテル宿泊
サービス（主としてルームチャージのみで
販売するもの）

フルサービスではない旅館・ホテル宿泊サービスをいう。
○ビジネスホテル、ウィークリーマンション（旅館業法の許
可を受けたもの）

P
簡易宿所・下宿・住宅宿泊・その他の宿
泊サービス

P 簡易宿所サービス

旅館業法に基づく簡易宿所営業の許可を受けた事業者
が、宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を
主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる
サービスをいう。
○簡易宿所、カプセルホテル

P 下宿サービス

旅館業法に基づく下宿営業の許可を受けた事業者が、
主として長期間（通例、月を単位とする）食事付きで宿泊
を提供するサービスをいう。
○下宿屋（旅館業法の許可を受けたもの）

P 住宅宿泊サービス

国家戦略特別区域法に基づく「国家戦略特別区域外国
人滞在施設経営事業」の認定又は住宅宿泊事業法に基
づく「住宅宿泊事業者」の届出を行った事業者が提供す
る宿泊サービスをいう。
○民泊サービス（特区民泊）、民泊サービス（住宅宿泊事
業法に基づくもの）

P その他の宿泊サービス
旅館業法及び国家戦略特別区域法並びに住宅宿泊事
業法の適用を受けない宿泊サービスをいう。
○キャンプ場（宿泊施設を有しないもの）

青少年教育施設の副業として想定される
ため設定。
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Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPＣ（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

1
骨董品・収集品・芸術品・その他の中古
品の小売サービス（輸送・機械品を除く）

2
視聴覚記録物の小売サービス（ダウン
ロード購入を含む）

3 舞台芸術のライブ公演の入場料

個人およびグループが劇、音楽、舞踏および他の舞台芸
術家および会社のライブパフォーマンスに参加する権利
を認める。「メンバーシップ」会費同様に、入場料および
補償料金が含まれる。
含まれるもの
・食品および飲料ならびに楽屋パス等を伴う入場の抱き
合わせ販売。

4 文化施設の入場料

博物館、史跡および遺跡.、動物園、植物園、および国立
公園等の自然領域へ入場する権利を認める。入場料に
は、ゲームおよび乗り物の使用、ツアーガイド、もしくは
食品および飲料等の特典が含まれる。「メンバーシップ」
会費同様に、入場料および補償料金を含まれる。
含まれるもの
・１回券、回数券、シーズンパス。
除かれるもの
・別途支払う映画の入場料。
・別途支払うライブパフォーマンスの観覧料。

5 スポーツイベントの入場料

個人およびグループがライブスポーツイベントに参加可
能にする。る「メンバーシップ」会費同様に、入場料およ
び補償料金を含まれる。
含まれるもの
・食品および飲料サービス等を伴う入場のセット販売。

6
レクリエーション・スポーツ・フィットネス用
品の賃貸サービス（ボート・オートバイ・そ
の他のスポーツ用乗物・楽器を含む）

7
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

7.01 ダンス、音楽、劇場

ダンス（クラシック、モダンダンスなど）、音楽（個人の音
楽鑑賞、楽器の演奏、歌やレクリエーションの構成）、劇
場（アマチュア演劇のプロダクション、ドラマの鑑賞、アマ
チュア演劇の作成）に関する知識やスキルの指導プログ
ラムとコースの提供。

7.02 視覚芸術、工芸、写真
視覚芸術、工芸、写真に関連する知識とスキルの指導プ
ログラムとコースの提供。

7.03
スポーツ、運動、自然鑑賞（プロフェッショ
ナルスポーツ指導サービスを除く）

スポーツや体力トレーニングプログラムに参加し、自然鑑
賞技術を教えるために必要な身体的スキルの開発に関
する教育プログラムとコースの提供。
含まれるもの
・ヨガ、ウェイトトレーニング、一般的なフィットネスなどの
エクササイズテクニックの指導
・スポーツ指導キャンプ。
除かれるもの
・夜間のスポーツレクリエーションキャンプ。
・電動個人用車両、航空機、および船舶の運転プログラ
ム。

7.04 ゲーム及びその他の趣味
ゲーム及びその他の趣味に関する技術やスキルの指導
プログラムとコースの提供。

7.05 娯楽としての読書及び執筆

娯楽としての読書活動、娯楽又は利益を得るための執筆
や詩の構成に関する知識及びスキル（出版方法を含む）
の教育プログラムおよびコースの提供。
除かれるもの
・スピード・リーディング・プログラム

7.06 家庭用のスキル
家とその周辺のメンテナンスと改善、料理やその他の家
庭内スキルの開発に関する知識とスキルの教育プログ
ラムとコースの提供。

7.07 ドライバー教育トレーニング
商用トラックおよびバス運転手のトレーニングは含まれな
い。（「貿易、キャリア、テクニカルおよびプロフェッショナ
ル開発トレーニングプログラム」に含まれる。）

7.08
その他の余暇及びレクリエーション活動
の指導及びトレーニング

「旅行や探検、ペットの飼い方などのレジャーやレクリ
エーション活動の教育プログラムやコースの提供。
除かれるもの
・夜間のスポーツレクリエーションキャンプ

8 基礎教育・技能プログラム

8.01 就学前の指導プログラム

8.02
基礎教育及び個人改善プログラム及び
コース（就学前のプログラムを除く）

細分類 8221 職員教育施設・支援業、8222 職業訓練施設、8229 その他の職業・教育支援施設

ED-61140、ED-61150、ED-61160、HC62423

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 Ｏ 教育・学習支援業

中分類 82 その他の教育、学習支援業

小分類 822 職業・教育支援施設

1 85.42.11
オンラインによる短期の第3期教育サー

ビス

2 85.42.12 その他の短期の第3期教育サービス

3 85.42.21
オンラインによる学士又は同等レベルの
第3期教育サービス

4 85.42.22
その他の学士又は同等レベルの第3期
教育サービス

5 85.42.31
オンラインによる修士又は同等レベルの
第3期教育サービス

6 85.42.32
その他の修士又は同等レベルの第3期
教育サービス

7 85.42.41
オンラインによる博士又は同等レベルの
第3期教育サービス

8 85.42.42
その他の博士又は同等のレベルの第3
期教育サービス

9 85.59.11 語学学校サービス

10 85.59.12 IT学校サービス

11 85.59.13 他に分類されない職業教育サービス

12 85.59.14 ホームスクール支援コース

13 85.59.19 他に分類されない教育サービス

14 85.60.10 教育支援サービス

1 92310 前期中等教育サービス、一般

2 92330 後期中等教育サービス、一般

3 92410
中等教育後の非高等教育サービス、一
般

4 92420
中等教育後の非高等教育サービス、技
術及び職業

5 92510 前期高等教育サービス

6 92520 後期高等教育サービス

7 92919
他に分類されないその他の教育及び研
修サービス

8 92919
他に分類されないその他の教育及び研
修サービス

1 21301010701
骨董品・収集品・芸術品・その他の中古
品の小売サービス（輸送・機械品を除く）

1 5000850000
骨董品・収集品・芸術品・その他の中古
品の小売販売

2 24104030104
視聴覚記録物の小売サービス（ダウン
ロード購入を含む）

2 5001000000
教育コース/講義のオーディオ及びビデ
オ録音の小売販売（購入したダウンロー
ドを含む）

3 24106010101 舞台芸術のライブ公演の入場料 3 7001600000 舞台芸術のライブ公演の入場料

4 24106010102 文化施設の入場料 4 7001625000 文化施設の入場料

5 24107010101 スポーツイベントの入場料 5 7001775000 スポーツイベントの入場料

6 24108050101

レクリエーション・スポーツ・フィットネス
用品の賃貸サービス（ボート・オートバ
イ・その他のスポーツ用乗物・楽器を含
む）

6 7001800000
レクリエーション・スポーツ・フィットネス
用品の賃貸サービス

7 24110010201
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

7 7002500000
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

24110010201 7.01 7002500003 ダンス、音楽、劇場

24110010201 7.02 7002500006 視覚芸術、工芸、写真

24110010201 7.03 7002500009
スポーツ、運動、自然鑑賞（プロフェッショ
ナルスポーツ指導サービスを除く）

24110010201 7.04 7002500012 ゲーム及びその他の趣味

24110010201 7.05 7002500015 娯楽としての読書及び執筆

24110010201 7.06 7002500018 家庭用のスキル

24110010201 7.07 7002500021 ドライバー教育トレーニング

24110010201 7.08 7002500024
その他の余暇及びレクリエーション活動
の指導及びトレーニング

8 34101010101 基礎教育・技能プログラム 8 7003925000 基礎教育・技能プログラム

34101010101 8.01 7003925003 就学前の指導プログラム

34101010101 8.02 7003925006
基礎教育及び個人改善プログラム及び
コース（就学前のプログラムを除く）

9 34101010201
トレード、職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

9 7003950000
トレード、職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

34101010201 9.01 7003950003 教育

34101010201 9.02 7003950015 ビジネス、管理、行政

34101010201 9.03 7003950021
コンピュータ及び情報科学、数学、建築、
工学、及び関連技術

34101010201 9.04 7003950031
公園、レクリエーション、フィットネス、公
衆衛生

34101010201 9.05 7003950033
専門的な開発及び管理のトレーニングプ
ログラム及びコース

34101010201 9.06 7003950036 美容及びパーソナルケア

34101010201 9.07 7003950039
機械及び機器の操作に関する認定ト
レーニング

34101010201 9.08 7003950042
その他の全ての個人、保護、輸送サービ
ス

34101010201 9.09 7003950057
冷暖房空調設備（HVAC）、電気、機械
的、配管、及び木工

34101010201 9.10 7003950061
その他の全ての職業、技術、及び貿易、
専門能力開発、管理トレーニングプログ
ラム及びコース

10 34101010301
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

10 7003975000
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

11 34101010401 試験準備コース 11 7004000000 試験準備コース

12 34101010402
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

12 7004025000
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

13 34101010501 学生サービス 13 7004050000 学生サービス

14 34101020101 教育支援・コンサルティングサービス 14 7004075000 教育支援・コンサルティングサービス

15 34203040101
家庭用ヘルスケア及び関連サービス（日
常生活支援（ADL)サービスを除く）

15.01 7004575000 非医療在宅支援サービス

34203040101 15.01.01 7004575003
高齢者・障害者向け在宅支援サービス -
家事代行サービス

34203040101 15.01.02 7004575006
高齢者・障害者向け在宅支援サービス -
パーソナルケアサービス
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9
トレード、職業、技術的、専門能力開発研
修プログラム

トレード、職業、技術的な職業に関するで成人の訓練や
能力向上のための多様な教科の課程コースと教育プロ
グラムの提供。短期間のスキルアップや専門的な開発訓
練を含む。
含まれるもの
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が
提供するトレード、就職前又は就職後の見習いプログラ
ムおよびコース。
・2年以下の職業、技術トレーニングプログラムとコース。
・職業開発と経営トレーニングプログラムとコース。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。

9.01 教育

9.02 ビジネス、管理、行政

ビジネス、経営、行政に関する成人の訓練や能力向上の
ための教育プログラムや非学位コースの提供。
含まれるもの
・会計およびコンピュータサイエンスのトレーニングプログ
ラム。
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が
提供するトレード、就職前又は修飾語の見習いプログラ
ムおよびコース。
・期間が2年以下の職業、技術的トレーニングプログラム
またはコース。
・専門的な開発と管理のトレーニングプログラムとコー
ス。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。

9.03
コンピュータ及び情報科学、数学、建築、
工学、及び関連技術

数学、コンピュータ、情報科学、建築、エンジニアリング及
び関連技術に関する成人の訓練や能力向上のための、
短期間のスキルアップや専門的な開発訓練を含む、授
業プログラムや非学位コースの提供。
含まれるもの
・史跡の保存や保護のための研修プログラム。
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が
提供するトレード、就職前又は修飾語の見習いプログラ
ムおよびコース。
・期間が2年以下の職業、技術的トレーニングプログラム
またはコース。
・専門的な開発と管理のトレーニングプログラムとコー
ス。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。
除かれるもの
•会計およびコンピュータサイエンスのトレーニングプログ
ラム。

9.04
公園、レクリエーション、フィットネス、公
衆衛生

公園、レクリエーション、フィットネスに関する成人の訓練
や能力向上のための、短期間のスキルアップや専門的
な開発訓練を含む、授業プログラムや非学位コースの提
供。
含まれるもの
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が
提供するトレード、就職前又は修飾語の見習いプログラ
ムおよびコース。
・期間が2年以下の職業、技術的トレーニングプログラム
またはコース。
・専門的な開発と管理のトレーニングプログラムとコー
ス。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。
除かれるもの
•会計およびコンピュータサイエンスのトレーニングプログ
ラム。

9.05
専門的な開発及び管理のトレーニングプ
ログラム及びコース

9.06 美容及びパーソナルケア

9.07
機械及び機器の操作に関する認定ト
レーニング

機器の操作能力を付与し、機器オペレーターのOSHAレ
ギュレーションに合格するためのトレーニングの提供。

9.08
その他の全ての個人、保護、輸送サービ
ス

個人、保護及び輸送サービスに関する成人の訓練や能
力向上のための、短期間のスキルアップや専門的な開
発訓練を含む、授業プログラムや非学位コースの提供。
含まれるもの
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が
提供するトレード、就職前又は修飾語の見習いプログラ
ムおよびコース。
・期間が2年以下の職業、技術的トレーニングプログラム
またはコース。
・専門的な開発と管理のトレーニングプログラムとコー
ス。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。

9.09
冷暖房空調設備（HVAC）、電気、機械
的、配管、及び木工

9.10
その他の全ての職業、技術、及び貿易、
専門能力開発、管理トレーニングプログ
ラム及びコース

10
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

11 試験準備コース

 

 
ソナルケアサ ビス

34203040101 15.01.03 7004575009
在宅支援サービス（高齢者・障害者を除
く）

16 34301010101
子ども・若者・家族向け社会扶助サービ
ス

16.01 7005002000 養子縁組サービス

34301010101 16.02 7005004000 里親制度及び後見調整サービス

34301010101 16.03 7005006000
子ども・若者・家族向けカウンセリング及
び情報サービス

34301010101 16.04 7005008000 託児サービス

34301010101 16.05 7005010000
子ども・若者向けリクリエーションプログ
ラム

34301010101 16.06 7005012000
その他の子ども・若者・家族向け社会扶
助サービス

17 34301010102 高齢者・障害者向け社会扶助サービス 17 7005014000 高齢者・障害者向け社会扶助サービス

34301010102 17.01 7005014003
オンサイトの調理済みの食事（高齢者セ
ンターで）

34301010102 17.02 7005014006 職業訓練リハビリサービス

34301010102 17.03 7005014009 成人デイケアサービス

34301010102 17.04 7005014012 社会交流サービス（オンサイト）

34301010102 17.05 7005014015 カウンセリング及び情報サービス

34301010102 17.06 7005014018 その他の社会扶助サービス

18 34301010103 移民・難民向け社会扶助サービス 18 7005016000 移民・難民向け社会扶助サービス

19 34301010104 一般向け社会扶助サービス 19.01 7005017000
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含む一般向け職業訓練リハビリサービ
ス

34301010104 19.02 7005018000
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含む一般向けカウンセリング及び情報
サービス

34301010104 19.03 7005019000 食料、衣服、関連扶助サービス

34301010104 19.03.01 7005019003
オンサイトの調理済みの食事（スープ
キッチン等）

34301010104 19.03.02 7005019006 フードパントリーサービス

34301010104 19.03.03 7005019009
寄付された食事及びその他の用品の収
集、配布サービス（フードバンク等）

34301010104 19.04 7005020000 シェルター及び関連扶助サービス

34301010104 19.04.01 7005020003 ホームレス向け一時シェルターサービス

34301010104 19.04.02 7005020006
虐待及び家庭内暴力の被害者向け一時
シェルターサービス

34301010104 19.04.03 7005020009 ボランティア住宅サービス

34301010104 19.04.04 7005020012 暫定住宅サービス

34301010104 19.05 7005021000
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含む一般向け緊急救援サービス

34301010104 19.06 7005022000
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含むその他の一般向け社会扶助サー
ビス

20 37104010101 ヘアケアサービス 20 7005025000 ヘアケアサービス

21 37104010102 ネイルケアサービス 21 7005050000 ネイルケアサービス

22 37104010103 スキンケアサービス 22 7005075000 スキンケアサービス

24 47102010204
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

24 7006425000
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

25 47102010207
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

25 7006500000
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

26 51301010102 市販用アプリケーションソフトウェア 26 7009000000
市販用アプリケーションソフトウェア（教
育ソフトウェアの公開を含む）

27 51303010101 コンピュータソフトウェアの小売サービス 27 5001575000
他者により公開されたソフトウェアを含む
コンピュータソフトウェアの小売販売

28 51503010102 その他の工業機械装置の賃貸 28 7009100000 その他の工業機械装置の賃貸

29 51604010102 航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸 29 7009300000 航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸

30 8000200000
政府の料金及び契約を含むプログラム
のサービスの収益
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12
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

さらに教育を希望もしくは必要とする生徒へ補足する教
育を提供。サービスは、カスタマイズされたもの、もしくは
小グループで提供される。
含まれるもの
・宿題支援および研究技能プログラム。
・特定科目の個人指導。
・学力に不自由のある生徒もしくはさらに学問技能の獲
得を求める生徒のためにカスタマイズされた教育。

13 学生サービス

別途料金を支払う学生にサービスを提供する。
カウンセリングサービス、図書館サービス、ロッカーレン
タル、転写サービス、研究室およびコンピュータサービス
など

14 教育支援・コンサルティングサービス

15
家庭用ヘルスケア及び関連サービス（日
常生活支援（ADL)サービスを除く）

15.01 非医療在宅支援サービス

15.01.01
高齢者・障害者向け在宅支援サービス -
家事代行サービス

15.01.02
高齢者・障害者向け在宅支援サービス -
パーソナルケアサービス

15.01.03
在宅支援サービス（高齢者・障害者を除
く）

16
子ども・若者・家族向け社会扶助サービ
ス

子供、若者と家族の生活の質の向上のための多種多様
な非医療、社会扶助サービスの提供。
含まれるもの
• 身体障碍の子供のための社会扶助サービス。
除かれるもの
• 医療従事者の訪問診察サービス。
• 長期にわたる 在宅ケアサービスの提供。

16.01 養子縁組サービス

子どもと、恒久的に子どもの世話をする、子どもがいない
親との養子縁組をするサービス。
除かれるもの
・里親の手配。

16.02 里親制度及び後見調整サービス

公的機関によって認可された施設または里親の家庭で、
虐待または放置の危険にさらされた子供を保護するサー
ビス。
除かれるもの
・採用のアレンジメント。
・里親のサービス。

16.03
子ども・若者・家族向けカウンセリング及
び情報サービス

虐待、避妊、性感染症などの問題に取り組んでいる子
供、青少年および家族に対する非医学的カウンセリング
と発達サービスの提供。
含まれるもの
•これらの問題に取り組むセルフヘルプグループサービ
ス。
除かれるもの
・看護的ケアと肉体的または精神的リハビリサービス（熟
練看護を除くを含むカウンセリング。

16.04 託児サービス

障害児を含む子供の日常的な保護管理と監督サービス
の提供。レクリエーション、食事、輸送、専門医療サービ
スのサポートが含まれる。
除かれるもの
・私邸で提供される毎日又は定期的な託児サービス。
・幼稚園のサービスの提供。
・保護施設の居住者に対する育児サービス（熟練看護を
除く）。
・不規則又は定期的なベビーシッターサービスを提供す
る。

16.05
子ども・若者向けリクリエーションプログラ
ム

子供や若者に対する放課後のプログラム、一晩のキャン
プ旅行、チームスポーツ、その他のレクリエーションプロ
グラムなどの提供。

16.06
その他の子ども・若者・家族向け社会扶
助サービス

17 高齢者・障害者向け社会扶助サービス

非医学的な、高齢者 成人身体障害者の社会扶助サービ
スの提供。
除かれるもの
• 医療従事者の訪問診察サービス。
• 身体障碍の子供への社会扶助サービスの提供。
• 長期にわたる在宅ケアサービスの提供。

17.01
オンサイトの調理済みの食事（高齢者セ
ンターで）

17.02 職業訓練リハビリサービス

高齢者、障害者に対する職業リハビリ、基本的な職業訓
練、雇用カウンセリングおよびその他の関連サービスの
提供。
除かれるもの
•職業リハビリサービスと合わせて提供される日常生活支
援（ADL）サービス。

17.03 成人デイケアサービス

17.04 社会交流サービス（オンサイト）
高齢者、障害者に対する社会的交流の機会の提供。
含まれるもの
・シニアコミュニティセンターが提供するサービス。
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17.05 カウンセリング及び情報サービス

高齢者、障害者に対する非医学的カウンセリングと発達
サービスの提供。
含まれるもの
•これらの問題に取り組むセルフヘルプグループサービ
ス。
除かれるもの
・看護的ケアと肉体的または精神的リハビリサービス（熟
練看護を除く）を含むカウンセリング。

17.06 その他の社会扶助サービス

18 移民・難民向け社会扶助サービス

含まれるもの
・情報、照会、求職活動の支援、資格認証の助け、また
弁護サービス。
除かれるもの
・翻訳 通訳サービスの提供。
・移民と難民への語学訓練の提供。

19 一般向け社会扶助サービス

含まれるもの
・食料、衣料、関連支援サービス。
・保護施設・関連支援サービス。
・非医学的在宅支援サービス（高齢者 成人身体障害者
に対するものを除く。）。
・緊急救援サービス。
・カウンセリング、情報提供サービス（青少年及びその家
族に対するものを除く。）。
・成人の社会復帰リハビリサービス（身体障害者などに
対するものを除く。）。

19.01
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含む一般向け職業訓練リハビリサービ
ス

19.02
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含む一般向けカウンセリング及び情報
サービス

19.03 食料、衣服、関連扶助サービス

一般住民に対する食糧やその他の寄付家庭用品に関す
る社会扶助の提供。
含まれるもの：
・スープキッチン、 食糧配給、防寒具の支給、フードバン
ク等のサービス。
除かれるもの
・高齢者や障害者に食事を提供し、提供するサービス。

19.03.01
オンサイトの調理済みの食事（スープ
キッチン等）

19.03.02 フードパントリーサービス

19.03.03
寄付された食事及びその他の用品の収
集、配布サービス（フードバンク等）

19.04 シェルター及び関連扶助サービス
一般住民に対する一時的かつ永続的なシェルターサー
ビスの提供。

19.04.01 ホームレス向け一時シェルターサービス

ホームレスに対する、食事、シャワー、施設、ベッドを備
えた一時的な住居の提供。
除かれるもの
・青少年に対する一時的な住居の提供。
・病気の子供の家族に対する一時的な住居の提供。
・家庭内暴力や虐待の被害者に対する一時的な住居の
提供。
・ハビタット・フォー・ヒューマニティ・プロジェクトなどのボ
ランティア・ハウジング・サービスの提供。

19.04.02
虐待及び家庭内暴力の被害者向け一時
シェルターサービス

家庭内暴力や虐待の被害者に対する、食事、シャワー、
施設、ベッドを備えた一時的な住居の提供。
除かれるもの
・青少年に対する一時的な住居の提供。
・病気の子供の家族に対する一時的な住居の提供。
・ホームレスに対する一時的な住居の提供。
・ハビタット・フォー・ヒューマニティ・プロジェクトなどのボ
ランティア・ハウジング・サービスの提供。

19.04.03 ボランティア住宅サービス

貧困層に対する安価な常設住宅建設や住宅修繕サービ
スの提供。
含まれるもの
・ハビタット・フォー・ヒューマニティおよび類似の組織に
よって提供されるサービス。

19.04.04 暫定住宅サービス
低所得者や家族に対する短期から長期（6〜24ヶ月）の
住宅助成の提供。

19.05
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含む一般向け緊急救援サービス

災害の被害者に対する食糧、避難所、衣服、医療救援、
交通機関、その他の物資の提供。

19.06
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含むその他の一般向け社会扶助サー
ビス

20 ヘアケアサービス

カット、トリミング、レイヤー、カラーリング、毛染め、スタイ
リング、また、髪の質感の修正。
含まれるもの
・シャンプー、ドライヤーブローとスタイリングなどの、ヘア
カットサービスとセットになっている、髭のトリミングまたそ
の他のサービス。
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21 ネイルケアサービス
含まれるもの
・マニキュア、ペディキュア、ネイル・エクステンション、艶
出し、また関連したネイルアートワーク、など。

22 スキンケアサービス

含まれるもの
・皮膚剥離、ケミカル・ピールおよびトリートメント、レザー
による皮膚表面修復、超音波など。
除かれるもの
・タトゥーサービス
・メディカルスキンケアサービス。

24
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

会合、会議及び類似した短期事業用途の空間のレンタ
ル。
含まれるもの
・ホテルの会議室のレンタル。

25
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

スポーツ、娯楽及びその他のイベント開催向けに空間の
レンタル又はリース。
含まれるもの
・アリーナ、競技場及び劇場などのレンタル又はリース。
除かれるもの
・スポーツ及び娯楽イベントに入場させること。

26 市販用アプリケーションソフトウェア
使用するためにデザインされた自己のアカウントで公開
されたアプリケーションソフトウェア

27 コンピュータソフトウェアの小売サービス

28 その他の工業機械装置の賃貸

含まれるもの
・金属加工・金属製造機器、発電機、産業用ポンプ、製
材・製紙機械、包装装置、工作機械、複合輸送コンテナ、
エアコンプレッサー又はガスコンプレッサー、溶接装置、
及び商業的漁業機器などのレンタル又はリース。
・レンタル又はリース契約とセット販売される、配達／引
き取り、保険（動産、賠償責任、保証責任、損害補償な
ど）及び保守、修理。
除かれるもの
・ファイナンスリースの提供。
・操作者付き機器のレンタル及びリース。
・ポータブルトイレのレンタル及びリース。
・別売りの保守、修理サービス。
・別売りの保険。
・別売りの保険のブローカー又は代理店サービス。
・別売りの配達／引き取りサービス。

29 航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸

商業用の航空・鉄道・水上輸送機器のレンタル又はリー
ス。
含まれるもの
・すべてのタイプの航空機、鉄道機関車、鉄道車両、軽
鉄道、地下鉄車両、船舶、ボート、ホバークラフト及び平
底船のレンタル又はリース。
・レンタル又はリース契約とセット販売される、配達／引
き取り、保険（動産、賠償責任、保証責任、損害補償な
ど）及び保守、修理。
除かれるもの
・ファイナンスリース。
・操縦者付きの航空、鉄道、道路及び水上輸送機器のレ
ンタル。
・別売りの保守、修理サービス。
・別売りの保険。
・別売りの保険のブローカー又は代理店サービス。
・別売りの配達／引き取りサービス。

30
政府の料金及び契約を含むプログラム
のサービスの収益
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日本標準産業分類（2013年改定）

Ｏ 教育・学習支援業

82 その他の教育、学習支援業

822 職業・教育支援施設

8221 職員教育施設・支援業、8222 職業訓練施設、8229 その他の職業・教育支援施設

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 右欄を参考にした分類案 具体的回答例

1
骨董品・収集品・芸術品・その他の中古
品の小売サービス（輸送・機械品を除く）

P 小売サービス
本分類については、I　卸売業、小売業の
議論を踏まえて検討

2
視聴覚記録物の小売サービス（ダウン
ロード購入を含む）

P 小売サービス 小売サービス
一次原案生産物リストを踏まえ、各施設
等の副業として想定されるため設定。

3 舞台芸術のライブ公演の入場料

個人およびグループが劇、音楽、舞踏および他の舞台芸
術家および会社のライブパフォーマンスに参加する権利
を認める。「メンバーシップ」会費同様に、入場料および補
償料金が含まれる。
含まれるもの
・食品および飲料ならびに楽屋パス等を伴う入場の抱き
合わせ販売。

－
各施設等の副業として想定されないた
め、分類項目として設定しない。

4 文化施設の入場料

博物館、史跡および遺跡.、動物園、植物園、および国立
公園等の自然領域へ入場する権利を認める。入場料に
は、ゲームおよび乗り物の使用、ツアーガイド、もしくは食
品および飲料等の特典が含まれる。「メンバーシップ」会
費同様に、入場料および補償料金を含まれる。
含まれるもの
・１回券、回数券、シーズンパス。
除かれるもの
・別途支払う映画の入場料。
・別途支払うライブパフォーマンスの観覧料。

5 スポーツイベントの入場料

個人およびグループがライブスポーツイベントに参加可
能にする。る「メンバーシップ」会費同様に、入場料および
補償料金を含まれる。
含まれるもの
・食品および飲料サービス等を伴う入場のセット販売。

6
レクリエーション・スポーツ・フィットネス用
品の賃貸サービス（ボート・オートバイ・そ
の他のスポーツ用乗物・楽器を含む）

7
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

7.01 ダンス、音楽、劇場

ダンス（クラシック、モダンダンスなど）、音楽（個人の音楽
鑑賞、楽器の演奏、歌やレクリエーションの構成）、劇場
（アマチュア演劇のプロダクション、ドラマの鑑賞、アマ
チュア演劇の作成）に関する知識やスキルの指導プログ
ラムとコースの提供。

7.02 視覚芸術、工芸、写真
視覚芸術、工芸、写真に関連する知識とスキルの指導プ
ログラムとコースの提供。

7.03
スポーツ、運動、自然鑑賞（プロフェッショ
ナルスポーツ指導サービスを除く）

スポーツや体力トレーニングプログラムに参加し、自然鑑
賞技術を教えるために必要な身体的スキルの開発に関
する教育プログラムとコースの提供。
含まれるもの
・ヨガ、ウェイトトレーニング、一般的なフィットネスなどの
エクササイズテクニックの指導
・スポーツ指導キャンプ。
除かれるもの
・夜間のスポーツレクリエーションキャンプ。
・電動個人用車両、航空機、および船舶の運転プログラ
ム。

7.04 ゲーム及びその他の趣味
ゲーム及びその他の趣味に関する技術やスキルの指導
プログラムとコースの提供。

7.05 娯楽としての読書及び執筆

娯楽としての読書活動、娯楽又は利益を得るための執筆
や詩の構成に関する知識及びスキル（出版方法を含む）
の教育プログラムおよびコースの提供。
除かれるもの
・スピード・リーディング・プログラム

7.06 家庭用のスキル
家とその周辺のメンテナンスと改善、料理やその他の家
庭内スキルの開発に関する知識とスキルの教育プログラ
ムとコースの提供。

7.07 ドライバー教育トレーニング
商用トラックおよびバス運転手のトレーニングは含まれな
い。（「貿易、キャリア、テクニカルおよびプロフェッショナ
ル開発トレーニングプログラム」に含まれる。）

7.08
その他の余暇及びレクリエーション活動
の指導及びトレーニング

「旅行や探検、ペットの飼い方などのレジャーやレクリ
エーション活動の教育プログラムやコースの提供。
除かれるもの
・夜間のスポーツレクリエーションキャンプ

8 基礎教育・技能プログラム

8.01 就学前の指導プログラム

8.02
基礎教育及び個人改善プログラム及び
コース（就学前のプログラムを除く）

細分類

大分類

中分類

小分類

細品目名 H23生産額（百万円）

その他の教育訓練機関（国公
立）

その他の教育訓練機関（産
業）

6桁分類名

その他の教育訓練機関（産
業）

調査品目名 内容例示

職業教育施設・支援事業

官公庁、企業からの委託を受
けて教育・研修を行う事業
研修所、訓練センター、技術
研修センターなど

職業訓練施設
公的に職業能力開発、技能講
習などを行う事業

その他の職業・教育支援施設
その他の職業・教育支援施設
を営む事業

調査品目名

社会教育，職業・教育支援施
設

＜産業連関表　細品目（10桁）＞

＜コモ法6桁分類＞

＜経済センサス-活動調査＞

＜サービス産業動向調査＞

（注）分類コード（5、6桁目） ○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

認定職業訓練

自主職業訓練

受託職業訓練

研修収入

人材派遣サービス 人材派遣収入

業務受託サービス 業務受託収入

経営コンサルティング コンサル収入

職業紹介サービス 職業紹介収入

＜8221 職員教育施設・支援業、8222 職業訓練施設、
8229その他の職業・教育支援施設＞

（回答のあった事業所数：5以下）

その他の教育サービス

研修・職業訓練受託サービス
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分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 右欄を参考にした分類案 具体的回答例

　   

9
トレード、職業、技術的、専門能力開発研
修プログラム

トレード、職業、技術的な職業に関するで成人の訓練や
能力向上のための多様な教科の課程コースと教育プロ
グラムの提供。短期間のスキルアップや専門的な開発訓
練を含む。
含まれるもの
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が提
供するトレード、就職前又は就職後の見習いプログラム
およびコース。
・2年以下の職業、技術トレーニングプログラムとコース。
・職業開発と経営トレーニングプログラムとコース。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。

8221260300 所属職員等研修サービス

9.01 教育 8221260303 所属職員等研修サービス

官公庁、企業若しくは事業所が業務遂行のため、所属職
員等を対象として教育・研修を行うサービス
×防衛⼤学校、職業能⼒開発総合⼤学校など学校教育
法第104条第4項第2号に基づく大学改革教育・学位授与
機構の認定を受けた課程

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

9.02 ビジネス、管理、行政

ビジネス、経営、行政に関する成人の訓練や能力向上の
ための教育プログラムや非学位コースの提供。
含まれるもの
・会計およびコンピュータサイエンスのトレーニングプログ
ラム。
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が提
供するトレード、就職前又は修飾語の見習いプログラム
およびコース。
・期間が2年以下の職業、技術的トレーニングプログラム
またはコース。
・専門的な開発と管理のトレーニングプログラムとコー
ス。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース

8220160300 研修・職業訓練受託サービス

9.03
コンピュータ及び情報科学、数学、建築、
工学、及び関連技術

数学、コンピュータ、情報科学、建築、エンジニアリング及
び関連技術に関する成人の訓練や能力向上のための、
短期間のスキルアップや専門的な開発訓練を含む、授業
プログラムや非学位コースの提供。
含まれるもの
・史跡の保存や保護のための研修プログラム。
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が提
供するトレード、就職前又は修飾語の見習いプログラム
およびコース。
・期間が2年以下の職業、技術的トレーニングプログラム
またはコース。
・専門的な開発と管理のトレーニングプログラムとコー
ス。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。
除かれるもの
•会計およびコンピュータサイエンスのトレーニングプログ
ラム。

8220160303 研修・職業訓練受託サービス

官公庁、企業若しくは事業所から委託を受けて、業務遂
行のため、所属職員等の教育・研修を行うサービス又は
他の事業者等から職業能力開発、技能講習などの実施
を受託するサービス

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

9.04
公園、レクリエーション、フィットネス、公
衆衛生

公園、レクリエーション、フィットネスに関する成人の訓練
や能力向上のための、短期間のスキルアップや専門的
な開発訓練を含む、授業プログラムや非学位コースの提
供。
含まれるもの
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が提
供するトレード、就職前又は修飾語の見習いプログラム
およびコース。
・期間が2年以下の職業、技術的トレーニングプログラム
またはコース。
・専門的な開発と管理のトレーニングプログラムとコー
ス。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。
除かれるもの
•会計およびコンピュータサイエンスのトレーニングプログ
ラム。

P 教養・技能教授サービス
本分類については、O824 教養・技能教
授業、O829 他に分類されない教育・学習
支援業の議論を踏まえて検討

9.05
専門的な開発及び管理のトレーニングプ
ログラム及びコース

P 教養・技能教授サービス 失業者など個人に対する職業訓練の実施など
一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

9.06 美容及びパーソナルケア

9.07
機械及び機器の操作に関する認定トレー
ニング

機器の操作能力を付与し、機器オペレーターのOSHAレ
ギュレーションに合格するためのトレーニングの提供。

9.08
その他の全ての個人、保護、輸送サービ
ス

個人、保護及び輸送サービスに関する成人の訓練や能
力向上のための、短期間のスキルアップや専門的な開
発訓練を含む、授業プログラムや非学位コースの提供。
含まれるもの
・職業訓練校、民間職業学校、その他の民間雇用者が提
供するトレード、就職前又は修飾語の見習いプログラム
およびコース。
・期間が2年以下の職業、技術的トレーニングプログラム
またはコース。
・専門的な開発と管理のトレーニングプログラムとコー
ス。
・カスタマイズされたトレーニングプログラムとコース。

9.09
冷暖房空調設備（HVAC）、電気、機械
的、配管、及び木工

9.10
その他の全ての職業、技術、及び貿易、
専門能力開発、管理トレーニングプログ
ラム及びコース

10
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

－
前出の「教養・技能教授サービス」に含ま
れる。

11 試験準備コース
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12
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

さらに教育を希望もしくは必要とする生徒へ補足する教
育を提供。サービスは、カスタマイズされたもの、もしくは
小グループで提供される。
含まれるもの
・宿題支援および研究技能プログラム。
・特定科目の個人指導。
・学力に不自由のある生徒もしくはさらに学問技能の獲
得を求める生徒のためにカスタマイズされた教育。

13 学生サービス

別途料金を支払う学生にサービスを提供する。
カウンセリングサービス、図書館サービス、ロッカーレンタ
ル、転写サービス、研究室およびコンピュータサービスな
ど

8220969900 教育附随サービス

8220969999 教育附随サービス

学位を授与するサービス、教師、幼稚園教諭、保育士な
どの教育実習を受託するサービス、各種証明書の発行
サービス、学生証の再発行サービスなど、教育サービス
に附随して提供される各種サービス

バスケット項目として設定。

14 教育支援・コンサルティングサービス P 経営コンサルティング
本分類については、Ｌ　科学技術、専門・
技術サービス業の議論を踏まえて検討

P 経営コンサルティング
企業経営（マネジメント）に関する診断、指導、教育訓練、
調査研究

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定。

P 戦略コンサルティング
経営戦略、新規事業・ベンチャー計画、Ｍ＆Ａ戦略、合弁
事業計画、提携略等にに関するコンサルティング

P 財務コンサルティング
財務戦略、Ｍ＆Ａに係る財務上の課題、予算、投資、会
計管理及び財務情報等に関するコンサルティング

P マーケティングコンサルティング
マーケティング戦略、市場開拓、販売管理等に関するコ
ンサルティング

P 人事コンサルティング
人事戦略、給与制度、人材育成、人材管理等に関するコ
ンサルティング

P 業務改善コンサルティング
生産性の向上、コスト削減、流通システムの管理、サプ
ライチェーンの管理等に関するコンサルティング

15
家庭用ヘルスケア及び関連サービス（日
常生活支援（ADL)サービスを除く）

－
各施設等の副業として想定されないた
め、分類項目として設定しない。

15.01 非医療在宅支援サービス

15.01.01
高齢者・障害者向け在宅支援サービス -
家事代行サービス

15.01.02
高齢者・障害者向け在宅支援サービス -
パーソナルケアサービス

15.01.03
在宅支援サービス（高齢者・障害者を除
く）

16
子ども・若者・家族向け社会扶助サービ
ス

子供、若者と家族の生活の質の向上のための多種多様
な非医療、社会扶助サービスの提供。
含まれるもの
• 身体障碍の子供のための社会扶助サービス。
除かれるもの
• 医療従事者の訪問診察サービス。
• 長期にわたる 在宅ケアサービスの提供。

P その他の教育・学習支援サービス
本分類については、O824 教養・技能教
授業、O829 他に分類されない教育・学習
支援業の議論を踏まえて検討

16.01 養子縁組サービス

子どもと、恒久的に子どもの世話をする、子どもがいない
親との養子縁組をするサービス。
除かれるもの
・里親の手配。

p その他の教育・学習支援サービス
児童自立支援施設やフリースクールが提供するその他
の教育・学習支援サービス

一次原案生産物リストを踏まえて設定。

16.02 里親制度及び後見調整サービス

公的機関によって認可された施設または里親の家庭で、
虐待または放置の危険にさらされた子供を保護するサー
ビス。
除かれるもの
・採用のアレンジメント。
・里親のサービス。

16.03
子ども・若者・家族向けカウンセリング及
び情報サービス

虐待、避妊、性感染症などの問題に取り組んでいる子
供、青少年および家族に対する非医学的カウンセリング
と発達サービスの提供。
含まれるもの
•これらの問題に取り組むセルフヘルプグループサービ
ス。
除かれるもの
・看護的ケアと肉体的または精神的リハビリサービス（熟
練看護を除くを含むカウンセリング。

16.04 託児サービス

障害児を含む子供の日常的な保護管理と監督サービス
の提供。レクリエーション、食事、輸送、専門医療サービ
スのサポートが含まれる。
除かれるもの
・私邸で提供される毎日又は定期的な託児サービス。
・幼稚園のサービスの提供。
・保護施設の居住者に対する育児サービス（熟練看護を
除く）。
・不規則又は定期的なベビーシッターサービスを提供す
る。

16.05
子ども・若者向けリクリエーションプログラ
ム

子供や若者に対する放課後のプログラム、一晩のキャン
プ旅行、チームスポーツ、その他のレクリエーションプロ
グラムなどの提供。

16.06
その他の子ども・若者・家族向け社会扶
助サービス

17 高齢者・障害者向け社会扶助サービス

非医学的な、高齢者 成人身体障害者の社会扶助サービ
スの提供。
除かれるもの
• 医療従事者の訪問診察サービス。
• 身体障碍の子供への社会扶助サービスの提供。
• 長期にわたる在宅ケアサービスの提供。

－
各施設等の副業として想定されないた
め、分類項目として設定しない。

17.01
オンサイトの調理済みの食事（高齢者セ
ンターで）
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17.02 職業訓練リハビリサービス

高齢者、障害者に対する職業リハビリ、基本的な職業訓
練、雇用カウンセリングおよびその他の関連サービスの
提供。
除かれるもの
•職業リハビリサービスと合わせて提供される日常生活支
援（ADL）サービス。

－
前出の「教養・技能教授サービス」に含ま
れる。

17.03 成人デイケアサービス －
各施設等の副業として想定されないた
め、分類項目として設定しない。

17.04 社会交流サービス（オンサイト）
高齢者、障害者に対する社会的交流の機会の提供。
含まれるもの
・シニアコミュニティセンターが提供するサービス。

17.05 カウンセリング及び情報サービス

高齢者、障害者に対する非医学的カウンセリングと発達
サービスの提供。
含まれるもの
•これらの問題に取り組むセルフヘルプグループサービ
ス。
除かれるもの
・看護的ケアと肉体的または精神的リハビリサービス（熟
練看護を除く）を含むカウンセリング。

17.06 その他の社会扶助サービス

18 移民・難民向け社会扶助サービス

含まれるもの
・情報、照会、求職活動の支援、資格認証の助け、また
弁護サービス。
除かれるもの
・翻訳 通訳サービスの提供。
・移民と難民への語学訓練の提供。

19 一般向け社会扶助サービス

含まれるもの
・食料、衣料、関連支援サービス。
・保護施設・関連支援サービス。
・非医学的在宅支援サービス（高齢者 成人身体障害者
に対するものを除く。）。
・緊急救援サービス。
・カウンセリング、情報提供サービス（青少年及びその家
族に対するものを除く。）。
・成人の社会復帰リハビリサービス（身体障害者などに
対するものを除く。）。

19.01
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含む一般向け職業訓練リハビリサービ
ス

19.02
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含む一般向けカウンセリング及び情報
サービス

19.03 食料、衣服、関連扶助サービス

一般住民に対する食糧やその他の寄付家庭用品に関す
る社会扶助の提供。
含まれるもの：
・スープキッチン、 食糧配給、防寒具の支給、フードバン
ク等のサービス。
除かれるもの
・高齢者や障害者に食事を提供し、提供するサービス。

19.03.01
オンサイトの調理済みの食事（スープキッ
チン等）

19.03.02フードパントリーサービス

19.03.03
寄付された食事及びその他の用品の収
集、配布サービス（フードバンク等）

19.04 シェルター及び関連扶助サービス
一般住民に対する一時的かつ永続的なシェルターサー
ビスの提供。

19.04.01ホームレス向け一時シェルターサービス

ホームレスに対する、食事、シャワー、施設、ベッドを備
えた一時的な住居の提供。
除かれるもの
・青少年に対する一時的な住居の提供。
・病気の子供の家族に対する一時的な住居の提供。
・家庭内暴力や虐待の被害者に対する一時的な住居の
提供。
・ハビタット・フォー・ヒューマニティ・プロジェクトなどのボ
ランティア・ハウジング・サービスの提供。

19.04.02
虐待及び家庭内暴力の被害者向け一時
シェルターサービス

家庭内暴力や虐待の被害者に対する、食事、シャワー、
施設、ベッドを備えた一時的な住居の提供。
除かれるもの
・青少年に対する一時的な住居の提供。
・病気の子供の家族に対する一時的な住居の提供。
・ホームレスに対する一時的な住居の提供。
・ハビタット・フォー・ヒューマニティ・プロジェクトなどのボ
ランティア・ハウジング・サービスの提供。

19.04.03ボランティア住宅サービス

貧困層に対する安価な常設住宅建設や住宅修繕サービ
スの提供。
含まれるもの
・ハビタット・フォー・ヒューマニティおよび類似の組織に
よって提供されるサービス。

19.04.04暫定住宅サービス
低所得者や家族に対する短期から長期（6〜24ヶ月）の
住宅助成の提供。

19.05
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含む一般向け緊急救援サービス

災害の被害者に対する食糧、避難所、衣服、医療救援、
交通機関、その他の物資の提供。

19.06
ホームレス、虐待、家庭内暴力の被害者
を含むその他の一般向け社会扶助サー
ビス
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20 ヘアケアサービス

カット、トリミング、レイヤー、カラーリング、毛染め、スタイ
リング、また、髪の質感の修正。
含まれるもの
・シャンプー、ドライヤーブローとスタイリングなどの、ヘア
カットサービスとセットになっている、髭のトリミングまたそ
の他のサービス。

21 ネイルケアサービス
含まれるもの
・マニキュア、ペディキュア、ネイル・エクステンション、艶
出し、また関連したネイルアートワーク、など。

22 スキンケアサービス

含まれるもの
・皮膚剥離、ケミカル・ピールおよびトリートメント、レザー
による皮膚表面修復、超音波など。
除かれるもの
・タトゥーサービス
・メディカルスキンケアサービス。

24
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

会合、会議及び類似した短期事業用途の空間のレンタ
ル。
含まれるもの
・ホテルの会議室のレンタル。

25
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

スポーツ、娯楽及びその他のイベント開催向けに空間の
レンタル又はリース。
含まれるもの
・アリーナ、競技場及び劇場などのレンタル又はリース。
除かれるもの
・スポーツ及び娯楽イベントに入場させること。

26 市販用アプリケーションソフトウェア
使用するためにデザインされた自己のアカウントで公開
されたアプリケーションソフトウェア

27 コンピュータソフトウェアの小売サービス

28 その他の工業機械装置の賃貸

含まれるもの
・金属加工・金属製造機器、発電機、産業用ポンプ、製
材・製紙機械、包装装置、工作機械、複合輸送コンテナ、
エアコンプレッサー又はガスコンプレッサー、溶接装置、
及び商業的漁業機器などのレンタル又はリース。
・レンタル又はリース契約とセット販売される、配達／引き
取り、保険（動産、賠償責任、保証責任、損害補償など）
及び保守、修理。
除かれるもの
・ファイナンスリースの提供。
・操作者付き機器のレンタル及びリース。
・ポータブルトイレのレンタル及びリース。
・別売りの保守、修理サービス。
・別売りの保険。
・別売りの保険のブローカー又は代理店サービス。
・別売りの配達／引き取りサービス。

29 航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸

商業用の航空・鉄道・水上輸送機器のレンタル又はリー
ス。
含まれるもの
・すべてのタイプの航空機、鉄道機関車、鉄道車両、軽
鉄道、地下鉄車両、船舶、ボート、ホバークラフト及び平
底船のレンタル又はリース。
・レンタル又はリース契約とセット販売される、配達／引き
取り、保険（動産、賠償責任、保証責任、損害補償など）
及び保守、修理。
除かれるもの
・ファイナンスリース。
・操縦者付きの航空、鉄道、道路及び水上輸送機器のレ
ンタル。
・別売りの保守、修理サービス。
・別売りの保険。
・別売りの保険のブローカー又は代理店サービス。
・別売りの配達／引き取りサービス。

30
政府の料金及び契約を含むプログラム
のサービスの収益

－
前出の「研修・職業訓練受託サービス」に
含まれる。

P 人材派遣サービス
本分類については、Ｒ　サービス業の議
論を踏まえて検討

P 人材派遣サービス 人材派遣サービス 調査研究結果を踏まえて設定。

P 職業紹介サービス
本分類については、Ｒ　サービス業の議
論を踏まえて検討

P 職業紹介サービス 職業紹介サービス 調査研究結果を踏まえて設定。

P 自動販売機等設置場所提供サービス
本分類については、Ｋ　不動産業、物品
賃貸業の議論を踏まえて検討

P 自動販売機等設置場所提供サービス
自動販売機等を設置する場所を提供するサービス。ただ
し、設置料等の収入を得ているものに限る。

各施設等の副業として想定されるため設
定。

P 飲食料品自動販売機設置場所提供サー
ビス

飲食料品を扱う自動販売機を設置する場所を提供する
サービス。

P たばこ自動販売機設置場所提供サービスたばこ自動販売機を設置する場所を提供するサービス。

P 証明写真機設置場所提供サービス 証明写真等を撮影する機械を設置する場所を提供する
サービス。

P 玩具等販売機設置場所提供サービス カプセルトイやカードなどの玩具を販売する機械を設置
する場所を提供するサービス。

P その他販売機設置場所提供サービス 上記以外の製品を販売する機械を設置する場所を提供
するサービス。
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O 教育，学習支援業

82 その他の教育，学習支援業

823 学習塾

8231 学習塾

Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

1 24110010201
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

1 7002500000
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

1 85.53.11 自動車運転教習所サービス 1 92919
その他、他に分類されない教育訓練サー
ビス

1
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

レクリエーションおよびレジャー関連活動に対する評価と
能力の開発に焦点を当てた教育プログラムおよびコース
を提供。これにより表彰やその他の認定が得られるが、
学術的な資格やキャリア資格は得られない。

24110010201 2 7002500003 ダンス、音楽、劇場 2 85.53.12 航空及び船舶運転学校サービス

24110010201 3 7002500006 視覚芸術、工芸、写真 3 85.59.11 語学学校サービス

24110010201 4 7002500009
スポーツ、運動、自然鑑賞（プロフェッショ
ナルスポーツ指導サービスを除く）

4 85.59.12 IT学校サービス

24110010201 5 7002500012 ゲーム及びその他の趣味 5 85.59.13 他に分類されない職業教育サービス

24110010201 6 7002500015 娯楽としての読書及び執筆 6 85.59.14 自宅学習支援コース

24110010201 7 7002500018 家庭用のスキル 7 85.59.19 他に分類されない教育サービス

24110010201 8 7002500021 ドライバー教育トレーニング

24110010201 9 7002500024
その他の余暇及びレクリエーション活動
の指導及びトレーニング

34301010101 10 7005008000 託児サービス

2 34101010101 基礎教育・技能プログラム 11 7003925000 基礎教育・技能プログラム 2 基礎教育・技能プログラム

社会で生産的に活動するために、個人が必要とする基
本的な知識と技能を習得させるために設計された初・中
級レベルの教育プログラムとコースを提供。
含まれるもの：少なくとも3歳以上の子供のための就学前
および保育の保育プログラム。12学年までの幼稚園、小
学校、中学校のプログラム。識字と算数のプログラム。成
人向け基礎教育プログラム。卒業単位に含まれない言
語プログラム。個人改善プログラム。才能ある子供や恵
まれない子供のための特別な教育プログラム。学問キャ
ンプ。

34101010101 12 7003925003 就学前の指導プログラム

34101010101 13 7003925006
基礎教育及び個人改善プログラム及び
コース（就学前のプログラムを除く）

3 34101010402
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

14 7004025000
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

3
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

追加の指導を希望する学生に、別の学習プログラムや
コースを補完し指導を提供。サービスをカスタマイズした
り、小規模グループで提供したりすることができる。

4 34101010501 学生サービス 15 7004050000 学生サービス 4 学生サービス

正規の授業料とは別に追加料金を支払った学生に提供
されるサービス。
含まれるもの：健康とカウンセリングサービス。図書館
サービス。ロッカーレンタル。複写サービス　等。

5 34101010401 試験準備コース 16 7004000000 試験準備コース 5 試験準備コース

学生などによる共通テストの受験の準備に役立つ教育プ
ログラムとコースを提供する。コースはこれまでの復習を
提供することがあり、テストの受験対策や特定の試験の
分析なども含む。

6 34101010201
トレード、職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

17 7003950000
トレード、職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

6
トレード、職業、技術的、専門能力開発研
修プログラム

技術の向上やキャリアアップのための多様な教育プログ
ラムの提供（職業訓練校、民間職業学校などのプログラ
ムなどを含む）。

7 34101010301
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

18 7003975000
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

7
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

より高い技術的・理論的な科目での教育プログラムと
コースの提供。（プログラムは、通常、期間が2年以上で
あるか、またはそのプログラムをフォローアップする形式
で実施される。プログラムは、業界または政府の認定資
格を得るために設計される場合もある。）

8 34101020101 教育支援・コンサルティングサービス 19 7004075000 教育支援・コンサルティングサービス 8 教育支援・コンサルティングサービス

サービスまたは契約ベースの料金で、教育システムまた
はプロセスをサポートする非教育サービスの提供。
含まれるもの：教育試験サービス。カリキュラム、プログ
ラム、教育資料の設計と評価サービス。学術交流サービ
ス　等。

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

49



Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

9 47102010204
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

20 7006425000
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

9
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

会議、コンベンション、および同様の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル。

10 47102010207
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

21 7006500000
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

10
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

スポーツ、エンターテインメント、その他のイベントを紹介
するためのスペースのレンタル。
含まれるもの：競技場、競技場、劇場のレンタルまたは
リース

11 24108050101
レクリエーション・スポーツ・フィットネス用
品の賃貸サービス（ボート・オートバイ・そ
の他のスポーツ用乗物・楽器を含む）

22 7001800000
レクリエーション・スポーツ・フィットネス用
品の賃貸サービス

11
レクリエーション・スポーツ・フィットネス用
品の賃貸サービス（ボート・オートバイ・そ
の他のスポーツ用乗物・楽器を含む）

スポーツやレクリエーション機器のレンタルまたはリー
ス。
含まれるもの：ゴルフ、スキー、レクリエーションキャン
プ、ハイキング、家庭用の運動器具の賃貸またはリー
ス。楽器、玩具、ゲームなどがある。

12 24106010101 舞台芸術のライブ公演の入場料 23 7001600000 舞台芸術のライブ公演の入場料 12 舞台芸術のライブ公演の入場料

演劇、音楽、ダンスや企業のライブパフォーマンスに参加
するための入場料。この収入には、入場料およびカバ
レッジ料金、および主に入会権のために支払われる「会
員資格」手数料が含まれる。

13 24106010102 文化施設の入場料 24 7001625000 文化施設の入場料 13 文化施設の入場料

博物館、歴史的遺産、遺跡、動物園、植物園、国立公園
などの利用や入場するための入場料。（ゲームや乗り
物、ガイド付きツアー、食べ物や飲み物の使用など、利
用権に加えて利益を含むことがある。収入には、入場
料、特別行事への入場に対する割増料金、および入会
権のために主に支払われる会員制の費用が含まれる。）

14 24107010101 スポーツイベントの入場料 25 7001775000 スポーツイベントの入場料 14 スポーツイベントの入場料
スポーツイベントに出席するための入場料。収入には、
入場料およびカバレッジ料金、ならびに主に入会権のた
めに支払われる「会員資格」手数料が含まれる。

26 8000200000
政府の料金及び契約を含むプログラム
のサービスの収益

15
政府の料金及び契約を含むプログラム
のサービスの収益

経済政策を策定し実施する過程で政府が提供するサー
ビス。

15 41102060101
自己口座における売買目的有価証券・
商品契約

27 8000150000
自己口座における売買目的有価証券・
商品契約

16
自己口座における売買目的有価証券・
商品契約

資産増加のための自己勘定での証券および商品契約の
売買。
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日本標準産業分類（2013年改定）

O 教育，学習支援業

82 その他の教育，学習支援業

823 学習塾

8231 学習塾

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 グループ名 具体的回答例

1
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

レクリエーションおよびレジャー関連活動に対する評価と
能力の開発に焦点を当てた教育プログラムおよびコース
を提供。これにより表彰やその他の認定が得られるが、
学術的な資格やキャリア資格は得られない。

－ 824_教養・技術教授業の生産物 ＜平成28年経済センサス-活動調査＞ ＜学習塾＞

2 基礎教育・技能プログラム

社会で生産的に活動するために、個人が必要とする基本
的な知識と技能を習得させるために設計された初・中級
レベルの教育プログラムとコースを提供。
含まれるもの：少なくとも3歳以上の子供のための就学前
および保育の保育プログラム。12学年までの幼稚園、小
学校、中学校のプログラム。識字と算数のプログラム。成
人向け基礎教育プログラム。卒業単位に含まれない言語
プログラム。個人改善プログラム。才能ある子供や恵ま
れない子供のための特別な教育プログラム。学問キャン
プ。

－ 81_学校教育の生産物 調査品目名  予備校授業料収入

3
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

追加の指導を希望する学生に、別の学習プログラムや
コースを補完し指導を提供。サービスをカスタマイズした
り、小規模グループで提供したりすることができる。

8230260300 学習塾・予備校サービス

小学生、中学生、高校生などを対象として、常設の施設
において、学校教育の補習教育、学習指導、入学試験の
ための教育などを行うサービス。就学前の子供を対象と
する幼児教室等のサービスを含む
専修学校（一般過程）、各種学校である予備校のサービ
スを含む。また、通信教育によるサービスを含む

JSIC細分類8171「専修学校」の一般過
程、8172「各種学校」である予備校等の
サービスを含む。また、8216「社会通信教
育」に該当する通信教育によるサービス
を含む

学習塾
小学生､中学生､高校生などに
学校教育の補習教育又は学
習指導を行う

入学金収入

8230260303 幼児教室サービス
小学校就学前の子供を対象として、常設の施設におい
て、知育教育、幼児教育の補習教育、小学校受験のため
の教育などを行うサービス

　 中学生授業料収入

8230260306 学習塾・予備校サービス（小学生）
小学生を対象として、常設の施設において、学校教育の
補習教育、学習指導、中学校受験のための教育などを
行うサービス

＜特定サービス産業実態調査＞ ＜特定サービス産業実態調査＞ 大学受験塾受講料

8230260309 学習塾・予備校サービス（中学生）
中学生を対象として、常設の施設において、学校教育の
補習教育、学習指導、高校受験のための教育などを行う
サービス

＜特定サービス産業実態調査＞ 業務種類名 小中学部授業料収入

8230260312 学習塾・予備校サービス（高校生以上）
高校生以上を対象として、常設の施設において、学校教
育の補習教育、学習指導、大学受験のための教育など
を行うサービス

学習塾業務 小学校授業料収入

8230260600
資格・能力評価試験サービス（入学検定
等サービスを除く）

入学検定等サービスは、L　学術研究、
専門・技術サービス業

（受講生区分の割合） 授業料収入

8230260603
資格・能力評価試験サービス（入学検定
等サービスを除く）

主に個人を対象に資格の付与や能力評価を行うための
試験を実施し、合格者への資格の付与や受験者への能
力評価書などの発行を行うサービス。
〇日本漢字能力検定、TOEIC、大学入試センター試験、
日本留学試験、予備校等が実施する模試など

818の副業を掲載 集団指導方式
集団と個別の２区分で、収入
内訳を調査。

児童教育授業料収入

8230260900 試験・検定等実施受託サービス 　 小学生 高等部授業料収入

8230260903 試験・検定等実施受託サービス
学校や企業、団体等からの委託に応じ、入学試験や各
種検定等の試験問題の作成・点検・採点のほか、試験会
場の選定、試験又は検定の実施運営を行うサービス。

関係団体のヒアリングを踏まえて設定。 中学生 高校受験塾受講料

高校生以上 個別指導教室授業料収入

個別指導方式 学童保育料収入

4 学生サービス

正規の授業料とは別に追加料金を支払った学生に提供
されるサービス。
含まれるもの：健康とカウンセリングサービス。図書館
サービス。ロッカーレンタル。複写サービス　等。

－ 81_学校教育の生産物 小学生 映像授業授業料収入

5 試験準備コース

学生などによる共通テストの受験の準備に役立つ教育プ
ログラムとコースを提供する。コースはこれまでの復習を
提供することがあり、テストの受験対策や特定の試験の
分析なども含む。

－ 前出「予備校サービス」に含まれる。 中学生 不動産賃貸サービス（事業用） 賃貸収入

6
トレード、職業、技術的、専門能力開発研
修プログラム

技術の向上やキャリアアップのための多様な教育プログ
ラムの提供（職業訓練校、民間職業学校などのプログラ
ムなどを含む）。

－ 822_職業・教育支援施設の生産物 高校生以上 保育サービス 保育園運営収入

7
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

より高い技術的・理論的な科目での教育プログラムと
コースの提供。（プログラムは、通常、期間が2年以上で
あるか、またはそのプログラムをフォローアップする形式
で実施される。プログラムは、業界または政府の認定資
格を得るために設計される場合もある。）

（収入区分の割合）
職業紹介・人材等派遣サービ
ス

講師派遣収入

8 教育支援・コンサルティングサービス

サービスまたは契約ベースの料金で、教育システムまた
はプロセスをサポートする非教育サービスの提供。
含まれるもの：教育試験サービス。カリキュラム、プログラ
ム、教育資料の設計と評価サービス。学術交流サービス
等。

－
前出「学習塾・予備校サービス」に含まれ
る。

入会金収入　 業務受託収入

9
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

会議、コンベンション、および同様の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル。

－
副業として想定されないため、分類項目
として設定しない。

受講料収入 テキスト・コンテンツ委託収入

10
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

スポーツ、エンターテインメント、その他のイベントを紹介
するためのスペースのレンタル。
含まれるもの：競技場、競技場、劇場のレンタルまたは
リース

教材料売上高 その他

大分類

中分類

小分類

細分類

教育・訓練サービス

その他

〇分析の利用性を鑑み、特定サービス産業実態調査の調査項目（受講生別区分）に基づき作成

「収入種類別区分」最下層にする用途の考え方はないか

〇専修学校（一般過程）、各種学校、予備校、通信教育を区別せず、統合

・各種学校か、否かで8172、8231に分けられる「予備校」を統合して、考えることについて問題がないか

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明
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Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 グループ名 具体的回答例

11
レクリエーション・スポーツ・フィットネス用
品の賃貸サービス（ボート・オートバイ・そ
の他のスポーツ用乗物・楽器を含む）

スポーツやレクリエーション機器のレンタルまたはリー
ス。
含まれるもの：ゴルフ、スキー、レクリエーションキャンプ、
ハイキング、家庭用の運動器具の賃貸またはリース。楽
器、玩具、ゲームなどがある。

その他 スポーツ事業収入

12 舞台芸術のライブ公演の入場料

演劇、音楽、ダンスや企業のライブパフォーマンスに参加
するための入場料。この収入には、入場料およびカバ
レッジ料金、および主に入会権のために支払われる「会
員資格」手数料が含まれる。

（回答のあった事業所数：7）

13 文化施設の入場料

博物館、歴史的遺産、遺跡、動物園、植物園、国立公園
などの利用や入場するための入場料。（ゲームや乗り
物、ガイド付きツアー、食べ物や飲み物の使用など、利用
権に加えて利益を含むことがある。収入には、入場料、
特別行事への入場に対する割増料金、および入会権の
ために主に支払われる会員制の費用が含まれる。）

〈平成23年産業連関表〉

14 スポーツイベントの入場料
スポーツイベントに出席するための入場料。収入には、
入場料およびカバレッジ料金、ならびに主に入会権のた
めに支払われる「会員資格」手数料が含まれる。

細品目（10桁）名

15
政府の料金及び契約を含むプログラム
のサービスの収益

経済政策を策定し実施する過程で政府が提供するサー
ビス。

学習塾（各種学校を除く。）

16
自己口座における売買目的有価証券・商
品契約

資産増加のための自己勘定での証券および商品契約の
売買。

P
非住宅用建物賃貸サービス（収納スペー
ス賃貸サービス及び会議室等賃貸サー
ビスを除く）

調査研究結果を踏まえ、副業の生産物と
して設定

＜国民経済計算（平成23年度基準版）＞

P 事務所用建物賃貸サービス 事務所１棟又はスペースを賃貸するサービス。 調査研究結果を踏まえて設定。 コモ６桁分類名

P 店舗用建物賃貸サービス 店舗１棟又はスペースを賃貸するサービス。 調査研究結果を踏まえて設定。 個人教授業

P 物流施設賃貸サービス 物流施設１棟又はスペースを賃貸するサービス。

P その他の非住宅用建物賃貸サービス
上記以外の用途に用いられる建物１棟又はスペースを
賃貸するサービス

P 会議室等賃貸サービス
調査研究結果を踏まえ、副業の生産物と
して設定

P 会議室等賃貸サービス
会議、研修、イベントなどに使用する部屋やスペース時
間又は日数単位で賃貸するサービス

P 小売サービス
本分類については、Ｉ　卸売業，小売業の
議論を踏まえて検討

P 小売サービス 自動販売機による飲食料品や出版物等の教材販売 調査研究結果を踏まえて設定。

P フランチャイズ
本分類については、フランチャイズ契約
の生産物分類上の取扱い方針の決定を
踏まえて検討

P フランチャイズ

P 出版サービス
本分類については、Ｇ情報通信業の議論
を踏まえて検討

P 出版サービス 学習参考書、受験情報等に係る書籍の出版 調査研究結果を踏まえて設定。

P 家庭教師派遣サービス 　

P 家庭教師派遣サービス
学習塾として、実施している家庭教師の派遣を行うため
のサービス。

関係団体のヒアリングを踏まえて設定。

P 教養・技能教授サービス 　

P 教養・技能教授サービス
学習塾として、実施している理科実験や英会話などの教
養・技能教授を行うためのサービス。

関係団体のヒアリングを踏まえて設定。
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O 教育，学習支援業

82 その他の教育，学習支援業

824教養・技術教授業、829他に分類されない教育・学習支援業

8241音楽教授業，8242書道教授業，8243生花・茶道教授業，8244そろばん教授業，8245外国語会話教授業，8246スポーツ・健康教授業，8249その他の教養・技能教授業,8299他に分類されない教育・学習支援業

Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

1 24106010101 舞台芸術のライブ公演の入場料 1 7001600000 舞台芸術のライブ公演の入場料 1 85.51.10
スポーツ及びレクリエーションの教育
サービス

1 92911 文化教育サービス 1 舞台芸術のライブ公演の入場料

演劇、音楽、ダンスや企業のライブパフォーマンスに参加
するための入場料。この収入には、入場料およびカバ
レッジ料金、および主に入会権のために支払われる「会
員資格」手数料が含まれる。

2 24106010102 文化施設の入場料 2 7001625000 文化施設の入場料 2 85.52.11 ダンススクール及び音楽教授サービス 2 92919
その他、他に分類されない教育訓練サー
ビス

2 文化施設の入場料

博物館、歴史的遺産、遺跡、動物園、植物園、国立公園
などの利用や入場するための入場料。（ゲームや乗り
物、ガイド付きツアー、食べ物や飲み物の使用など、利
用権に加えて利益を含むことがある。収入には、入場
料、特別行事への入場に対する割増料金、および入会
権のために主に支払われる会員制の費用が含まれる。）

3 24107010101 スポーツイベントの入場料 3 7001775000 スポーツイベントの入場料 3 85.52.12 音楽学校及び音楽教授サービス 3 92912 運動及びレクリエーション活動 3 スポーツイベントの入場料
スポーツイベントに出席するための入場料。収入には、
入場料およびカバレッジ料金、ならびに主に入会権のた
めに支払われる「会員資格」手数料が含まれる。

4 24108050101
レクリエーション・スポーツ・フィットネス用
品の賃貸サービス（ボート・オートバイ・そ
の他のスポーツ用乗物・楽器を含む）

4 7001800000
レクリエーション・スポーツ・フィットネス用
品の賃貸サービス

4 85.52.13 美術学校や美術教授サービス 4
レクリエーション・スポーツ・フィットネス用
品の賃貸サービス

スポーツやレクリエーション機器のレンタルまたはリー
ス。
含まれるもの：ゴルフ、スキー、レクリエーションキャン
プ、ハイキング、家庭用の運動器具の賃貸またはリー
ス。楽器、玩具、ゲームなどがある。

5 24110010201
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

5 7002500000
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

5 85.52.19 その他の文化教育サービス 5
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

レクリエーションおよびレジャー関連活動に対する評価と
能力の開発に焦点を当てた教育プログラムおよびコース
を提供。これにより表彰やその他の認定が得られるが、
学術的な資格やキャリア資格は得られない。

24110010201 6 7002500003 ダンス、音楽、劇場 6 85.53.11 自動車運転教習所サービス 5.01 ダンス、音楽、劇場 ダンス、音楽、劇場

24110010201 7 7002500006 視覚芸術、工芸、写真 7 85.53.12 航空及び船舶運転学校サービス 5.02 視覚芸術、工芸、写真
視覚芸術、工芸、写真に関連する知識とスキルに焦点を
当てた指導プログラムとコース。

24110010201 8 7002500009
スポーツ、運動、自然鑑賞（プロフェッショ
ナルスポーツ指導サービスを除く）

8 85.59.11 語学学校サービス 5.03
スポーツ、運動、自然鑑賞（プロフェッショ
ナルスポーツ指導サービスを除く）

個人やグループがスポーツイベントに出席することを許
可する。

24110010201 9 7002500012 ゲーム及びその他の趣味 9 85.59.12 IT学校サービス 5.04 ゲーム及びその他の趣味
ビデオゲーム; ピンボールゲーム; テーブルサッカーゲー
ム; エアホッケーゲームなどのコイン式レクリエーション
ゲームや乗馬の提供。

24110010201 10 7002500015 娯楽としての読書及び執筆 10 85.59.13 他に分類されない職業教育サービス 5.05 娯楽としての読書及び執筆
個人またはグループ体験の一部として、読書または創作
活動（出版方法を含む）を楽しむことに焦点を当て、知識
や技能を習得するための指導計画とコース。

24110010201 11 7002500018 家庭用のスキル 11 85.59.14 自宅学習支援コース 5.06 家庭用のスキル
家とその周辺の修繕や、料理、その他の家事のスキル
習得に関連する知識など焦点を当てた教育プログラムと
コース。

24110010201 12 7002500021 ドライバー教育トレーニング 12 85.59.19 他に分類されない教育サービス 5.07 ドライバー教育トレーニング
個人が運転免許証のテストに合格するための指導プロ
グラムとコースの提供。

24110010201 13 7002500024
その他の余暇及びレクリエーション活動
の指導及びトレーニング

5.08
その他の余暇及びレクリエーション活動
の指導及びトレーニング

レクリエーション活動の安全プログラムのような、他の分
類されていないレジャーやレクリエーション活動の指導プ
ログラムとコースの提供。

6 34101010101 基礎教育・技能プログラム 14 7003925000 基礎教育・技能プログラム 6 基礎教育・技能プログラム

社会で生産的に活動するために、個人が必要とする基
本的な知識と技能を習得させるために設計された初・中
級レベルの教育プログラムとコースを提供。
含まれるもの：少なくとも3歳以上の子供のための就学前
および保育の保育プログラム。12学年までの幼稚園、小
学校、中学校のプログラム。識字と算数のプログラム。成
人向け基礎教育プログラム。卒業単位に含まれない言
語プログラム。個人改善プログラム。才能ある子供や恵
まれない子供のための特別な教育プログラム。学問キャ
ンプ。

34101010101 15 7003925003 就学前の指導プログラム

34101010101 16 7003925006
基礎教育及び個人改善プログラム及び
コース（就学前のプログラムを除く）

34301010101 17 7005008000 託児サービス

7 34101010201
トレード、職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

18 7003950000
トレード、職業、技術的、専門能力開発
研修プログラム

7
トレード、職業、技術的、専門能力開発研
修プログラム

技術の向上やキャリアアップのための多様な教育プログ
ラムの提供（職業訓練校、民間職業学校などのプログラ
ムなどを含む）。

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類
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Ａ列　NAPCS（2017年） Ｂ列　2017年アメリカ経済センサス調査票 Ｃ列　CPA（Ver.2.1） Ｄ列　CPC（Ver.2.1） Ｅ列　一次原案生産物リスト

NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） NO. コード 項目名（和訳） No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）

8 34101010301
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

19 7003975000
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

8
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

より高い技術的・理論的な科目での教育プログラムと
コースの提供。（プログラムは、通常、期間が2年以上で
あるか、またはそのプログラムをフォローアップする形式
で実施される。プログラムは、業界または政府の認定資
格を得るために設計される場合もある。）

9 34101010401 試験準備コース 20 7004000000 試験準備コース 9 試験準備コース

学生などによる共通テストの受験の準備に役立つ教育プ
ログラムとコースを提供する。コースはこれまでの復習を
提供することがあり、テストの受験対策や特定の試験の
分析なども含む。

10 34101010402
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

21 7004025000
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

10
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

追加の指導を希望する学生に、別の学習プログラムや
コースを補完し指導を提供。サービスをカスタマイズした
り、小規模グループで提供したりすることができる。

11 34101010501 学生サービス 22 7004050000 学生サービス 11 学生サービス

正規の授業料とは別に追加料金を支払った学生に提供
されるサービス。
含まれるもの：健康とカウンセリングサービス。図書館
サービス。ロッカーレンタル。複写サービス　等。

12 34101020101 教育支援・コンサルティングサービス 23 7004075000 教育支援・コンサルティングサービス 12 教育支援・コンサルティングサービス

サービスまたは契約ベースの料金で、教育システムまた
はプロセスをサポートする非教育サービスの提供。
含まれるもの：教育試験サービス。カリキュラム、プログ
ラム、教育資料の設計と評価サービス。学術交流サービ
ス　等。

24 7004075003 教育試験サービス 12.01 教育試験サービス 有料でテストの作成、実施、採点を行うサービス。

25 7004075006 教育コンサルティングサービス 12.02 教育コンサルティングサービス
教育に関する問題に対する助言やカウンセリングを提供
するサービス。課題解決の実行を伴うこともある。

12.03 自宅学習支援コース
組織に属するか個人かを問わず、教師により自宅で
提供される学習支援コース。

26 7004075009 その他の教育支援サービス 12.04 その他の教育支援サービス
他に分類されない教育支援サービス。身体障害を有する
学生への支援など。

13 47102010204
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

27 7006425000
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

13
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

会議、コンベンション、および同様の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル。

14 47102010207
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

28 7006500000
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

14
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

スポーツ、エンターテインメント、その他のイベントを紹介
するためのスペースのレンタル。
含まれるもの：競技場、競技場、劇場のレンタルまたは
リース

29 8000025000 政府による寄付、贈与、助成金

30 8000050000 民間からの寄付、贈与、助成金

15 41102060101
自己口座における売買目的有価証券・
商品契約

31 8000150000
自己口座における売買目的有価証券・
商品契約

32 8000175000
売却された非金融資産からの利益（損
失）

33 8000200000
政府の料金及び契約を含むプログラム
のサービスの収益
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日本標準産業分類（2013年改定）

O 教育，学習支援業

82 その他の教育，学習支援業

824教養・技能教授業、829他に分類されない教育・学習支援業

8241音楽教授業，8242書道教授業，8243生花・茶道教授業，8244そろばん教授業，8245外国語会話教授業，8246スポーツ・健康教授業，8249その他の教養・技能教授業,8299他に分類されない教育・学習支援業

Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 グループ名 具体的回答例

1 舞台芸術のライブ公演の入場料

演劇、音楽、ダンスや企業のライブパフォーマンスに参加
するための入場料。この収入には、入場料およびカバ
レッジ料金、および主に入会権のために支払われる「会
員資格」手数料が含まれる。

－
副業として想定されないため、分類項目
として設定しない。

＜平成28年経済センサス-活動調査＞ ＜教養・技術教授業＞

2 文化施設の入場料

博物館、歴史的遺産、遺跡、動物園、植物園、国立公園
などの利用や入場するための入場料。（ゲームや乗り
物、ガイド付きツアー、食べ物や飲み物の使用など、利用
権に加えて利益を含むことがある。収入には、入場料、
特別行事への入場に対する割増料金、および入会権の
ために主に支払われる会員制の費用が含まれる。）

調査品目名  年会費収入

3 スポーツイベントの入場料
スポーツイベントに出席するための入場料。収入には、
入場料およびカバレッジ料金、ならびに主に入会権のた
めに支払われる「会員資格」手数料が含まれる。

音楽教授
ピアノ教授、バイオリン教授、
三味線・琴教授、声楽教授、カ
ラオケ教室　など

職業訓練収入

4
レクリエーション・スポーツ・フィットネス用
品の賃貸サービス

スポーツやレクリエーション機器のレンタルまたはリー
ス。
含まれるもの：ゴルフ、スキー、レクリエーションキャンプ、
ハイキング、家庭用の運動器具の賃貸またはリース。楽
器、玩具、ゲームなどがある。

書道教授 書道を教授する事業 学習塾授業料収入

5
レジャー・レクリエーション・アスレチック
の教授プログラム

レクリエーションおよびレジャー関連活動に対する評価と
能力の開発に焦点を当てた教育プログラムおよびコース
を提供。これにより表彰やその他の認定が得られるが、
学術的な資格やキャリア資格は得られない。

－
後出「スポーツ・健康教授サービス」、「そ
の他の教養・技能教授サービス」に含ま
れる。

生花・茶道教授 生花・茶道を教授する事業 学習塾講習会収入

5.01 ダンス、音楽、劇場 ダンス、音楽、劇場 －
後出「その他の教養・技能教授サービス」
に含まれる。

そろばん教授 そろばんを教授する事業 会費収入（通信教育）

5.02 視覚芸術、工芸、写真
視覚芸術、工芸、写真に関連する知識とスキルに焦点を
当てた指導プログラムとコース。

外国語教授（教室）
外国語会話を教授する事業、
外国語会話教室

会費収入

5.03
スポーツ、運動、自然鑑賞（プロフェッショ
ナルスポーツ指導サービスを除く）

個人やグループがスポーツイベントに出席することを許
可する。

－
後出「スポーツ・健康教授サービス」に含
まれる。

スポーツ・健康教授

スポーツ技能、健康、美容な
どの増進のため、指導者が水
泳、ヨガ、テニス、ゴルフ、柔
道、体操などを教授することを
主たる目的とする事業

家庭教師諸経費

5.04 ゲーム及びその他の趣味
ビデオゲーム; ピンボールゲーム; テーブルサッカーゲー
ム; エアホッケーゲームなどのコイン式レクリエーション
ゲームや乗馬の提供。

－
後出「その他の教養・技能教授サービス」
に含まれる。

その他の教養・技能教授

カルチャーセンター（総合的な
もの）､囲碁･将棋教室､パソコ
ン教室､編物教室､家庭教師､
舞踊教授所（日本舞踊）､ダン
ス教室､フラワーデザイン教
室､美術教室､着物着付教室

入学金収入

5.05 娯楽としての読書及び執筆
個人またはグループ体験の一部として、読書または創作
活動（出版方法を含む）を楽しむことに焦点を当て、知識
や技能を習得するための指導計画とコース。

入会金収入

5.06 家庭用のスキル
家とその周辺の修繕や、料理、その他の家事のスキル
習得に関連する知識など焦点を当てた教育プログラムと
コース。

＜特定サービス産業実態調査＞ 入会金・会費収入

5.07 ドライバー教育トレーニング
個人が運転免許証のテストに合格するための指導プログ
ラムとコースの提供。

－
後出「運転・操縦教習サービス」に含まれ
る。

業務種類名 特別講座収入

5.08
その他の余暇及びレクリエーション活動
の指導及びトレーニング

レクリエーション活動の安全プログラムのような、他の分
類されていないレジャーやレクリエーション活動の指導プ
ログラムとコースの提供。

－
後出「スポーツ・健康教授サービス」、「そ
の他の教養・技能教授サービス」に含ま
れる。

教養・技能教授業務 等級資格試験受験料収入

6 基礎教育・技能プログラム

社会で生産的に活動するために、個人が必要とする基本
的な知識と技能を習得させるために設計された初・中級
レベルの教育プログラムとコースを提供。
含まれるもの：少なくとも3歳以上の子供のための就学前
および保育の保育プログラム。12学年までの幼稚園、小
学校、中学校のプログラム。識字と算数のプログラム。成
人向け基礎教育プログラム。卒業単位に含まれない言語
プログラム。個人改善プログラム。才能ある子供や恵ま
れない子供のための特別な教育プログラム。学問キャン
プ。

－ 81_学校教育の生産物 カルチャーセンター業務 茶会会費収入

7
トレード、職業、技術的、専門能力開発研
修プログラム

技術の向上やキャリアアップのための多様な教育プログ
ラムの提供（職業訓練校、民間職業学校などのプログラ
ムなどを含む）。

－ 822_職業・教育支援施設の生産物 外国語会話教授業務 短期受講料収入

8
高度な職業・技術・学術・先端研究の資
格プログラム

より高い技術的・理論的な科目での教育プログラムと
コースの提供。（プログラムは、通常、期間が2年以上で
あるか、またはそのプログラムをフォローアップする形式
で実施される。プログラムは、業界または政府の認定資
格を得るために設計される場合もある。）

その他の教養技能教授業務 昇段資格受験料収入

9 試験準備コース

学生などによる共通テストの受験の準備に役立つ教育プ
ログラムとコースを提供する。コースはこれまでの復習を
提供することがあり、テストの受験対策や特定の試験の
分析なども含む。

－ 823_学習塾の生産物 入会金収入 書道教室授業料収入

10
個別学習指導・カスタマイズされた学習
プログラム

追加の指導を希望する学生に、別の学習プログラムや
コースを補完し指導を提供。サービスをカスタマイズした
り、小規模グループで提供したりすることができる。

会費収入 授業料収入

大分類

中分類

小分類

細分類

教育・訓練サービス

〇国際分類の類似性から824と829を統合。「829他に分類されない教育・学習支援業」との違いは、「教養、技能、技

術」の有無と思われるが、分類上の区別がされているか検討が必要

〇各種学校及び通信教育を統合した関係から、教養・技能を教授するサービスを形態別に区分し作成。追加や削除す

る事業はあるか。
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Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 グループ名 具体的回答例

11 学生サービス

正規の授業料とは別に追加料金を支払った学生に提供
されるサービス。
含まれるもの：健康とカウンセリングサービス。図書館
サービス。ロッカーレンタル。複写サービス　等。

－ 81_学校教育の生産物 受講料収入 受講料収入

12 教育支援・コンサルティングサービス

サービスまたは契約ベースの料金で、教育システムまた
はプロセスをサポートする非教育サービスの提供。
含まれるもの：教育試験サービス。カリキュラム、プログラ
ム、教育資料の設計と評価サービス。学術交流サービス
等。

－ 　
後出の「教養・技能教授サービス」に含ま
れる。

施設利用料収入 珠算指導受講料収入

12.01 教育試験サービス 有料でテストの作成、実施、採点を行うサービス。 教材料売上高 珠算競技会参加料収入

12.02 教育コンサルティングサービス
教育に関する問題に対する助言やカウンセリングを提供
するサービス。課題解決の実行を伴うこともある。

その他 珠算・書道受講料収入

12.03 自宅学習支援コース
組織に属するか個人かを問わず、教師により自宅で提供
される学習支援コース。

講習会収入

12.04 その他の教育支援サービス
他に分類されない教育支援サービス。身体障害を有する
学生への支援など。

〈平成23年産業連関表〉 研修・講演収入

13
会議・大会・類似の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル

会議、コンベンション、および同様の短期ビジネス用ス
ペースのレンタル。

－
副業として想定されないため、分類項目
として設定しない。

細品目（10桁）名 検定料収入

14
スポーツ・娯楽・その他のイベント用ス
ペースのレンタル

スポーツ、エンターテインメント、その他のイベントを紹介
するためのスペースのレンタル。
含まれるもの：競技場、競技場、劇場のレンタルまたは
リース

音楽教授業 月謝収入

8240260300 教養・技能教授サービス
入会した受講生に対して、教養、技能、技術などを教授
するサービス。専修学校（一般過程）、各種学校による
サービスを含む。また、通信教育によるサービスを含む

JSIC細分類8171「専修学校」の一般過
程、8172「各種学校」である学校等の
サービスを含む。また、8216「社会通信教
育」に該当する通信教育によるサービス
を含む

書道教授業 開塾収入

8240260303 音楽・ダンス教授サービス

ピアノ、バイオリン、ギター、カラオケなどの音楽に関する
技能・技術又は日本舞踊、社交ダンス、ジャズダンス、バ
レエなどのダンス・舞踊に関する技能・技術を教授する
サービス。専修学校（一般過程）、各種学校によるサービ
スを含む。また、通信教育によるサービスを含む

＜経済センサス-活動調査＞
産業分類8241

生花・茶道教授業 家庭教師授業料収入

8240260306 スポーツ・健康教授サービス

指導者がスポーツの技能や健康、美容などの増進のた
めに、柔道、水泳、ヨガ、体操などを教授するサービス。
専修学校（一般過程）、各種学校によるサービスを含む。
また、通信教育によるサービスを含む

＜経済センサス-活動調査＞
産業分類8246

そろばん教授業 音楽教室受講料収入

8240260309 語学教授サービス
主として外国語会話を教授するサービス。日本語学校、
専修学校（一般過程）、各種学校によるサービスを含む。
また、通信教育によるサービスを含む

＜経済センサス-活動調査＞
産業分類8245

外国語会話教授業 英会話教室受講料収入

8240260312 職業技能教授サービス

労働者や求職者などに対して、職業に必要な技能や知
識を教授するサービス。職業に必要な資格取得のため
のものを含む。専修学校（一般過程）、各種学校による
サービスを含む。また、通信教育によるサービスを含む。
○経理・財務、ＯＡ事務、機械加工、電気設備、情報処
理、デザイン、介護など

産業分類8222（職業訓練施設）、8249（そ
の他の教養・技能教授業の一部）、8299
（他に分類されない教育，学習支援業の
一部）を含む

スポーツ・健康教授業 レッスン収入

8240260315 美術・工芸等教授サービス

絵画、彫刻、書道、写真などの美術に関する技能・技術、
彫金、陶芸、木彫などの工芸に関する技能・技術を教授
するサービス。専修学校（一般過程）、各種学校による
サービスを含む。また、通信教育によるサービスを含む。
○生花、茶道、編物、フラワーデザインなど

産業分類8242（書道教授業）、8243（生
花・茶道教授業）、8249（その他の教養・
技能教授業の一部）を含む

その他の教養・技能教授業 ヨガ教室受講料収入

8240260318 その他の教養・技能教授サービス

他に分類されない教養、技能、技術などを教授するサー
ビスを提供。専修学校（一般過程）、各種学校によるサー
ビスを含む。また、通信教育によるサービスを含む。
○そろばん、囲碁、将棋、教養講座、カルチャー教室、家
庭教師など。

＜経済センサス-活動調査＞
産業分類8244（そろばん教授業）、8249
（その他の教養・技能教授業の一部）、
8299（他に分類されない教育，学習支援
業の一部）を含む

パソコン教室授業料収入

8290260600 運転・操縦教習サービス

自動車、飛行機、船舶、その他の輸送機械等の運転・操
縦に関する技能及び知識について教習を行うサービスを
いう。本分類には、各種学校として認可を受けている教
習所等を含む。

JSIC8172各種学校、8299他に分類され
ない教育，学習支援業に含まれる自動車
教習所を含むものとして設定

＜国民経済計算（平成23年度基準版）＞ ダンス指導受講料収入

8290260603 自動車教習サービス
自動車運転免許を取得しようとする者に対し、自動車の
運転に関する技能及び知識について教習を行うサービス
をいう。

道路交通法第98条より コモ６桁分類名 ダイエット指導料収入

8290260699 その他の運転・操縦教習サービス
飛行機、船舶、その他自動車以外の輸送機械等の運転・
操縦に関する技能及び知識について教習を行うサービス
をいう。

個人教授業 スポーツ指導料収入

8290269900 その他の教育・学習支援サービス バスケット項目として設定。 スクール受講料収入

8290269999 その他の教育・学習支援サービス
その他の教育・学習支援サービスをいう。本分類には、フ
リースクール、児童自立支援サービスなどを含む。また、
通信教育によるサービスを含む。

カルチャー教室受講料収入

P
非住宅用建物賃貸サービス（収納スペー
ス賃貸サービス及び会議室等賃貸サー
ビスを除く）

調査研究結果を踏まえ、副業の生産物と
して設定

いけばな教室受講料収入

P 事務所用建物賃貸サービス 事務所１棟又はスペースを賃貸するサービス。 調査研究結果を踏まえて設定。
アートフラワー教室受講料収
入

P 店舗用建物賃貸サービス 店舗１棟又はスペースを賃貸するサービス。 調査研究結果を踏まえて設定。 コンサルティングサービス
フランチャイズ経営指導料収
入

教養・技能教授サービス

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明

56



Ｅ列　一次原案生産物リスト Ｆ列　二次原案生産物リスト Ｇ列　既存統計調査の調査品目名 Ｈ列　調査研究結果

No. 分類名（案） 備考（定義・内容例示等）
分類
コード

分類名（案） 定義・内容例示 備考 調査品目名 内容例示 グループ名 具体的回答例

P 物流施設賃貸サービス 物流施設１棟又はスペースを賃貸するサービス。 不動産賃貸サービス 賃貸収入

P その他の非住宅用建物賃貸サービス
上記以外の用途に用いられる建物１棟又はスペースを
賃貸するサービス

不動産賃貸サービス（事業用） 住宅・店舗賃貸収入

P 小売サービス
本分類については、Ｉ　卸売業，小売業の
議論を踏まえて検討

物品賃貸サービス 施設・備品レンタル収入

P 小売サービス 自動販売機による飲食料品や出版物等の教材販売 調査研究結果を踏まえて設定。 貸室業収入

P フランチャイズ
本分類については、フランチャイズ契約
の生産物分類上の取扱い方針の決定を
踏まえて検討

試験センター収入

P フランチャイズ 施設利用料収入

P 出版サービス
本分類については、Ｇ情報通信業の議論
を踏まえて検討

教室貸出収入

P 出版サービス 教養・技能に係る参考書、各種情報等に係る書籍の出版 調査研究結果を踏まえて設定。 レンタルコート収入

P 試験・検定等実施受託サービス 印刷サービス 印刷物作成収入

P 試験・検定等実施受託サービス
学校や企業、団体等からの受託に応じ、入学試験や各
種検定等の試験問題の作成・点検・採点のほか、試験会
場の選定、試験又は検定の実施運営を行うサービス。

関係団体のヒアリングを踏まえて設定。 広告サービス 広告料

展覧会入館料収入

展覧会出品料等収入

展覧会収入

イベント収入

財団納付金収入

寄付金収入

スポーツサービス 入場料収入

物品販売収入

生花販売収入

商品売上収入

書籍販売収入

教材販売収入

教材・楽器売上収入

楽器・楽譜・消耗品販売収入

学習塾教材費収入

家庭教師教材収入

ショップ売上収入

アートフラワー材料販売

出版物収入

会誌製作販売収入

建築設計サービス 建築設計収入

介護サービス 介護サービス収入

職業紹介・人材等派遣サービ
ス

講師派遣収入

年間売上収入

塾長維持費収入

受託収入

手数料収入

自販機売上収入

事務代行収入

雑収入

考査料収入

業務受託収入

協力金収入

許状

雅号収入

その他

（回答のあった事業所数：37）

その他

施設場所賃貸サービス

出版サービス

イベント・催事サービス

補助金・寄付金収入

卸売・小売サービス

57




