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産業別生産物リスト【別紙様式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
分類番号

（大・中・小）
分類項目名（大・中・小）
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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）
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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

H 運輸業、郵便業 43 道路旅客運送業

42 鉄道業 430
管理，補助的経済活動を行う事業所（43
道路旅客運送業）

420
管理，補助的経済活動を行う事業所（42
鉄道業）

431 一般乗合旅客自動車運送業 4310960300 一般乗合旅客自動車運送サービス

421 鉄道業 4210960300 定期券による鉄道旅客運送サービス 4311 一般乗合旅客自動車運送業 4310960303
一般乗合旅客自動車運送サービス（長
距離運送）

4211 普通鉄道業 4210960303
定期券による鉄道旅客運送サービス（新
幹線）

432 一般乗用旅客自動車運送業 4310960306
一般乗合旅客自動車運送サービス（長
距離運送以外）

4212 軌道業 4210960306
定期券による鉄道旅客運送サービス（新
幹線を除く）

4321 一般乗用旅客自動車運送業 4320960300 一般乗用旅客自動車運送サービス

4213 地下鉄道業 4210960600 定期券によらない鉄道旅客運送サービス 433 一般貸切旅客自動車運送業 4320960303
一般乗用旅客自動車運送サービス（タク
シーサービス）

4214 モノレール鉄道業（地下鉄道業を除く） 4210960603
定期券によらない鉄道旅客運送サービス
（新幹線）

4331 一般貸切旅客自動車運送業 4320160306
一般乗用旅客自動車運送サービス（ハイ
ヤーサービス）

4215 案内軌条式鉄道業（地下鉄道業を除く） 4210960606
定期券によらない鉄道旅客運送サービス
（新幹線を除く）

439 その他の道路旅客運送業 4330960300 一般貸切旅客自動車運送サービス

4216 鋼索鉄道業 4210160900 鉄道貨物運送サービス 4391 特定旅客自動車運送業 4330960303
一般貸切旅客自動車運送サービス（貸
切バスサービス）

4217 索道業 4210160903 鉄道貨物運送サービス（コンテナ） 4399 他の分類されない道路旅客運送業 4390960300 特定旅客自動車運送サービス

4219 その他の鉄道業 4210160906 鉄道貨物運送サービス（車扱） 4390960303 特定旅客自動車運送サービス

4210261200
鋼索鉄道（ケーブルカー）及び無軌条電車（トロ
リーバス）による鉄道旅客運送サービス

4390969900 その他の道路旅客運送サービス

4210261203
鋼索鉄道（ケーブルカー）及び無軌条電車（トロ
リーバス）による鉄道旅客運送サービス

4390969999 その他の道路旅客運送サービス

4210261500
索道（ロープウェイ、リフト）による鉄道旅
客運送サービス

4300160300 旅客自動車運行管理請負サービス

4210261503
索道（ロープウェイ、リフト）による鉄道旅
客運送サービス

4300160303 旅客自動車運行管理請負サービス

4210161800 鉄道線路提供サービス 4210161800 44 道路貨物運送業

4210161803 鉄道線路提供サービス 4210161803 440
管理，補助的経済活動を行う事業所（44
道路貨物運送業）

4210162100 鉄道車両提供サービス 441 一般貨物自動車運送業 4400960300 引越サービス

4210162103 鉄道車両提供サービス 4411
一般貨物自動車運送業（特別詰合せ貨
物運送業を除く）

4400960303 引越サービス

4210962400
他に分類されない鉄道旅客運送関連
サービス

4412 特別詰合せ貨物運送業 4400160600 宅配便サービス（個別契約によるもの）

4210962499
他に分類されない鉄道旅客運送関連
サービス

442 特定貨物自動車運送業 4400160603
宅配便サービス（個別契約によるもの、
常温）

4421 特定貨物自動車運送業 4400160606
宅配便サービス（個別契約によるもの、
冷蔵・冷凍）

443 貨物軽自動車運送業 4400960900
宅配便サービス（個別契約によるもの以
外のもの）

4431 貨物軽自動車運送業 4400960903
宅配便サービス（個別契約によるもの以
外のもの、常温）

444 集配利用運送業 4400960906
宅配便サービス（個別契約によるもの以
外のもの、冷蔵・冷凍）

4441 集配利用運送業 4400161200
その他の貨物自動車運送サービス(３PL
サービスに係るものを除く）

449 その他の道路貨物運送業 4400161203
その他の貨物自動車運送サービス(３PL
サービスに係るものを除く）

4499 その他の道路貨物運送業 4400161500
貨物利用運送サービス（宅配便サービス・引越し
サービス及び３PLサービスに係るものを除く） 4400161500

4400161503
貨物利用運送サービス（宅配便サービス・引越し
サービス及び３PLサービスに係るものを除く） 4400161503

4400961800 その他の道路貨物運送サービス

4400961899 その他の道路貨物運送サービス

4400962100
倉庫サービス（３PLサービスに係るもの
を除く）

4400962100

4400962103
倉庫サービス（３ＰＬサービスに係るもの
及び冷蔵倉庫を除く）

4400962103

4400962106
冷蔵倉庫サービス（３PLサービスに係る
ものを除く）

4400962106

4400162400 ３ＰＬサービス 4400162400

4400162403 ３ＰＬサービス 4400162403

H 運輸業、郵便業

二次原案生産物リスト
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H 運輸業、郵便業 46 航空運輸業

45 水運業 460
管理，補助的経済活動を行う事業所（46
航空運輸業）

450
管理，補助的経済活動を行う事業所（45
水運業）

461 航空運送業 4610960300 航空旅客輸送サービス

451 外航海運業 4510960300 外航旅客海運サービス 4611 航空運送業 4610960303
国内定期航空旅客輸送サービス（ファー
ストクラス・ビジネスクラス）

4511 外航旅客海運業 4510960303
外航旅客海運サービス（観光・娯楽を主
な目的とするもの。）

462 航空機使用業（航空運送業を除く） 4610960306
国内定期航空旅客輸送サービス（エコノ
ミークラス）

4512 外航貨物海運業 4510260306
外航旅客海運サービス（観光・娯楽を主
な目的とするもの以外のもの。）

4621 航空機使用業（航空運送業を除く） 4610960309
国際定期航空旅客輸送サービス（ファー
ストクラス・ビジネスクラス）

452 沿海海運業 4510960600 外航貨物海運サービス 4610960312
国際定期航空旅客輸送サービス（エコノ
ミークラス）

4521 沿海旅客海運業 4510960603
液体及び気体のバルク輸送に係る外航
貨物海運サービス

4610960315 国内不定期航空旅客輸送サービス

4522 沿海貨物海運業 4510960606
固体のバルク輸送に係る外航貨物海運
サービス

4610960318 国際不定期航空旅客輸送サービス

453 内陸水運業 4510960609
バルク輸送以外の貨物の輸送に係る外
航貨物海運サービス（自動車）

4610160321 緊急時救急輸送機サービス

4531 港湾旅客海運業 4510960612
バルク輸送以外の貨物の輸送に係る外
航貨物海運サービス（自動車を除く）

4610960600 航空貨物輸送サービス

4532 河川水運業 4520960300 沿海旅客海運サービス 4610960603 国内航空貨物輸送サービス（郵便物）

4533 湖沼水運業 4520260303
沿海旅客海運サービス（観光・娯楽を主
な目的とするもの。）

4610960606
国内航空貨物輸送サービス（郵便物を除
く）

454 船舶貸渡業 4520960306
沿海旅客海運サービス（観光・娯楽を主
な目的とするもの以外のもの。）

4610960609 国際航空貨物輸送サービス（郵便物）

4541 船舶貸渡業（内航船舶貸渡業を除く） 4520160600 沿海貨物海運サービス 4610960612
国際航空貨物輸送サービス（郵便物を除
く）

4542 内航船舶貸渡業 4520160603
液体及び気体のバルク輸送に係る沿海
貨物海運サービス

4610960900 航空附帯サービス 4610960900

4520160606
固体のバルク輸送に係る沿海貨物海運
サービス

4610960903 搭乗手続等サービス 4610960903

4520160609
バルク輸送以外の貨物の輸送に係る沿
海貨物海運サービス（自動車）

4610960906 航空運航支援サービス 4610960906

4520160612
バルク輸送以外の貨物の輸送に係る沿海
貨物海運サービス（自動車を除く） 4610960999 その他航空附帯サービス 4610960999

4530960300 内陸水運サービス 4620960300 航空機使用サービス

4530260303
内陸旅客水運サービス（観光・娯楽を主
な目的とするもの。）

4620960303 航空関連レクリエーションサービス

4530960306
内陸旅客水運サービス（観光・娯楽を主
な目的とするもの以外のもの。）

4620960306 航空機による操縦訓練サービス

4530960309 内陸貨物水運サービス 4620160309 航空機による広告サービス

4540960300 船舶貸渡サービス 4620960399 その他の航空機使用サービス

4540160303
国内事業主向け船舶貸渡サービス（内航
船舶貸渡サービスを除く。）

47 倉庫業

4540660306
国外事業主向け船舶貸渡サービス（内航
船舶貸渡サービスを除く。）

470
管理，補助的経済活動を行う事業所（47
倉庫業）

4540160309 内航船舶貸渡サービス 471 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 4700960300
倉庫サービス（３ＰＬサービスに係るもの
を除く）

4400962100

4711 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 4700960303
倉庫サービス（３ＰＬサービスに係るもの
及び冷蔵倉庫を除く）

4400962103

472 冷蔵倉庫業 4700960306
冷蔵倉庫サービス（３ＰＬサービスに係る
ものを除く）

4400962106

4721 冷蔵倉庫業 4700160600 荷捌き・こん包サービス 4700160600

4700160603 荷捌き・こん包サービス 4700160603

4700160900 ３ＰＬサービス 4400162400

4700160903 ３ＰＬサービス 4400162403

4700161200 港湾運送サービス 4700161200

4700161203 港湾運送サービス 4700161203

4700169900 その他の運輸附帯サービス 4700169900

4700169903 通関サービス 4700169903

4700169999
他に分類されないその他の運輸附帯
サービス

4700169999

H 運輸業、郵便業

二次原案生産物リスト

2
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48 運輸に附帯するサービス業 4800960600
倉庫サービス（３ＰＬサービスに係るもの
を除く）

4400962100

480
管理，補助的経済活動を行う事業所（48
運輸に附帯するサービス業）

4800960603
倉庫サービス（３ＰＬサービスに係るもの
及び冷蔵倉庫を除く）

4400962103

481 港湾運送業 4810160300 港湾運送サービス 4700161200 4800960606
冷蔵倉庫サービス（３ＰＬサービスに係る
ものを除く）

4400962106

4811 港湾運送業 4810160303 港湾運送サービス 4700161203 4800160900 ３ＰＬサービス 4400162400

482
貨物運送取扱業（集配利用運送業を除
く）

4820960300
貨物利用運送サービス（宅配便サービス・引越し
サービス及び３ＰＬサービスに係るものを除く） 4400161500 4800160903 ３ＰＬサービス 4400162403

4821 利用運送業（集配利用運送業を除く） 4820960303
貨物利用運送サービス（宅配便サービス・引越し
サービス及び３ＰＬサービスに係るものを除く） 4400161503

4822 運送取次業 4840160300 荷捌き・こん包サービス 4700160600

483 運送代理店 4840160303 荷捌き・こん包サービス 4700160603

4831 運送代理店 4850960300 海洋施設提供サービス

484 こん包業 4850960303 桟橋泊きょサービス

4841 こん包業（組立こん包業を除く） 4850960399 その他の海洋施設提供サービス

4842 組立こん包業 4850160600 自動車ターミナル提供サービス

485 運輸施設提供業 4850160603 自動車ターミナル提供サービス

4851 鉄道施設提供業 4850960900 有料道路提供サービス

4852 道路運送固定施設業 4850960903 有料道路提供サービス

4853 自動車ターミナル業 4850961200 鉄道線路提供サービス 4210161800

4854 貨物荷扱固定施設業 4850961203 鉄道線路提供サービス 4210161803

4855 桟橋泊きょ業 4850961500 貨物荷扱固定施設提供サービス

4856 飛行場業 4850961503 貨物荷扱固定施設提供サービス

489 その他の運輸に附帯するサービス業 4890960300 水運施設管理サービス

4891 海運仲立業 4890960303 航路標識（灯台）サービス

4899
他に分類されない運輸に附帯するサービ
ス業

4890960399 その他の水運施設管理サービス

4890960600 航空施設管理サービス

4890960603 飛行場提供サービス

4890960606 航空管制サービス

4890960699 その他の航空施設管理サービス

4890960900 鉄道附帯サービス

4890960903 鉄道線路補修サービス

4890960999 その他の鉄道附帯サービス

4890961200 陸運附帯サービス

4890961203 道路パトロールサービス

4890961299 その他の陸運附帯サービス

4890961500 水運附帯サービス

4890961503 海運仲立サービス

4890961506 検数・検量サービス

4890961509 船積貨物鑑定サービス

4890961512 水先案内サービス

4890961515 サルベージサービス

4890961599 その他の水運附帯サービス

4890961800 航空附帯サービス 4610960900

4890961803 搭乗手続等サービス 4610960903

4890961806 航空運航支援サービス 4610960906

4890961899 その他の航空附帯サービス 4610960999

4890969900 その他の運輸附帯サービス 4700169900

4890969903 通関サービス 4700169903

4890969999
他に分類されないその他の運輸附帯
サービス

4700169999

4800960300 運送取次・代理店サービス

4800960303 運送取次・代理店サービス（宅配便）

4800960306
運送取次・代理店サービス（宅配便以
外）

H 運輸業、郵便業

二次原案生産物リスト

3



ワークシート①【別紙様式2】

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 11103010108
キャンディー、包装されたクッキー、ス
ナック食品の小売サービス

1 5000200000
キャンディー、包装されたクッキー、ス
ナック食品の小売販売

1 49.10.1 都市間旅客鉄道輸送サービス 1 64111 都市及び郊外の鉄道旅客輸送サービス 1
キャンディー、包装されたクッキー、スナッ
ク食品の小売販売

2 11103010110
清涼飲料・ノンアルコール飲料の小売
サービス

2 5000250000
清涼飲料・ノンアルコール飲料の小売販
売

1.01 49.10.11 観光用旅客鉄道輸送サービス 2 64112
都市及び郊外における定期道路旅客輸
送サービス

2
清涼飲料・ノンアルコール飲料の小売販
売

3 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

3 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

1.02 49.10.19 その他の都市間旅客鉄道輸送サービス 3 64113 都市及び郊外の混合旅客輸送サービス 3
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

除かれるもの：
直ちに消費するのではなく、保管用にパッケージ化された
食品および飲料の小売り。

4 24106030103 教育ツアー 4 7001750000 教育ツアー 2 49.20.1 貨物鉄道輸送サービス 4 64114
特殊目的の地域的定期道路旅客輸送
サービス

4 教育ツアー

教育目的を達成するために設計された旅行やツアーにお
いて学校教育を行う。
除かれるもの：
文化的、歴史的または自然のテーマを持つ旅行ツアー。

5 27201010101
道路・鉄道による地域、固定ルート旅客
輸送

5 7002800000
道路・鉄道による地域、固定ルート旅客
輸送

2.01 49.20.11 冷凍車による貨物の鉄道輸送サービス 5 64115 タクシーサービス 5
道路・鉄道による地域、固定ルート旅客
輸送

含まれるもの：
・バス、地下鉄、通勤鉄道、路面電車、トロリーなどによる
輸送サービス。
・契約に基づく学生輸送サービス。
・契約に基づきホテル、大学、大企業に提供す固定経路
による旅客輸送サービス。
除かれるもの：
・宿泊を含まない観光ツアーのために提供される旧式の
車両（例えば、馬車や輪タク）を含む道路車両による旅客
輸送。
・チャーターバスによる地域旅客輸送サービス。
・バスまたは他の道路車両による輸送サービスを含む宿
泊付きパッケージツアーの提供。
・バスや類似の車両を運転手付きで賃貸し、リースするこ
と。

27201010101 5.01 7002800003 バスによる地域の通学路旅客輸送 2.02 49.20.12
タンカー車による石油製品貨物鉄道輸送
サービス

6 64116 運転手付き旅客自動車レンタルサービス 5.01
一般キャリア道路・鉄道システムによる地
域、固定ルート旅客輸送

27201010101 5.02 7002800006
一般キャリア道路・鉄道システムによる地
域、固定ルート旅客輸送

2.03 49.20.13
タンカー車によるバルク液体及びガス貨
物鉄道輸送サービス

7 64117
人や動物の牽引する乗り物による道路旅
客輸送サービス

6 鉄道による観光旅行サービス

主に観光娯楽のための鉄道による旅客輸送の提供。食
事、催し物、解説、アトラクションへの入場、旅行前後の
輸送を含めることができる。
除かれるもの：
宿泊（寝台車またはホテル）を含む鉄道でのツアーパッ
ケージの輸送。

27201010101 5.03 7002800009
長距離・固定ルート道路旅客輸送（通学
路及び共通キャリア道路を除く）

2.04 49.20.14
複合一貫輸送コンテナの鉄道輸送サー
ビス

8 64118
地域のバス及び乗合バスチャーターサー
ビス

7
宿泊付パック旅行、カスタマイズされた旅
行（クルーズ・教育ツアーを除く）

6 27201010102
道路による地域旅客輸送（固定ルートを
除く）

6 7002825000
道路による地域旅客輸送（固定ルートを
除く）

2.05 49.20.15 手紙及び小包の鉄道輸送サービス 9 64119
他に分類されないその他の地上旅客輸
送サービス

7.01
宿泊付パック旅行（クルーズ・教育ツアー
を除く）

27201010102 6.01 7002825003
リムジン及び類似の高級車による地域旅
客輸送

2.06 49.20.16 ドライバルク製品の鉄道輸送サービス 10 64131 鉄道による観光サービス 7.02
宿泊付カスタマイズ旅行（クルーズ・教育
ツアーを除く）

27201010102 6.02 7002825006
貸切乗用車による地域旅客輸送（リムジ
ンを除く）

2.07 49.20.19 その他の貨物鉄道輸送サービス 11 64132
鉄道以外の陸上交通による観光サービ
ス

8 都市間鉄道旅客輸送

郊外の鉄道網で運行する電車による旅客輸送。
含まれるもの：
・ロイヤルティプログラムのマイルまたはポイントの第三
者への販売によって得られた収益。
・超過手荷物料金、特別手荷物手数料、変更手数料、
キャンセル料、コールセンター手数料、および旅行を完了
するために旅客が支払ったその他の付随費用。
除かれるもの：
・主に観光や車内のエンターテインメントを目的とした旅
客輸送サービス、および途中下車のない往復サービス。
・列車の予約サービス、列車旅行の予約サービス
・通勤鉄道、地下鉄などの都市・地方鉄道システムの旅
客輸送

27201010102 6.03 7002825009 地域のタクシーサービス 3 49.31.10
都市及び郊外における鉄道旅客輸送
サービス

12 64210 都市間鉄道旅客輸送サービス 9
鉄道による一貫輸送タンクコンテナでの
液体・気体のバルク輸送

27201010102 6.04 7002825012
道路による地域旅客輸送（固定ルート、
チャーター車及びタクシーサービスを除
く）

4 49.31.2
その他の都市及び郊外における陸上旅
客輸送サービス

13 64221 都市間の定期道路旅客輸送サービス 10
鉄道による液体・気体のバルク輸送（一
貫輸送タンクコンテナを除く）

27201010102 6.05 7002825015
補助的交通機関及びスペシャルニーズ
に対応した輸送サービス

4.01 49.31.21
都市及び郊外における定期道路旅客輸
送サービス

14 64222
特殊目的の都市間定期道路旅客輸送
サービス

11 鉄道による固体のバルク輸送

石炭やコークス、鉱石や鉱物、穀物、砂、石、セメント、乾
式化学品、乾式プラスチック、肥料製品、木材チップ、小
麦粉、砂糖などの乾式バルク商品の輸送が含まれる。輸
送は鉄道ターミナルから鉄道ターミナルまでであり、道路
輸送によるピックアップ、配達、またはその両方を含まな
い。

7 27201010201 船舶による地域輸送 7 7002850000 船舶による地域輸送 4.02 49.31.22
都市及び郊外の定期混合旅客輸送サー
ビス

15 64223 長距離バス及び乗合バスサービス 12
室温調節箱詰め方式、パレタイジング方
式及びその他の梱包した商品の鉄道輸
送（一貫輸送コンテナを除く）

室温調節しながら行う、箱詰め方式およびパレタイジング
方式による商品の鉄道輸送。輸送は鉄道ターミナルから
鉄道ターミナルまでであり、道路輸送によるピックアップ、
配達、またはその両方を含まない。

細分類 4211　普通鉄道業、4212　軌道業、4213　地下鉄道業、4214　モノレール鉄道業（地下鉄道業を除く）、4215　案内軌条式鉄道業（地下鉄道業を除く）、4216　鋼索鉄道業、4217　索道業、4219　その他の鉄道業

TW－48500、TW－48700

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 H　運輸業、郵便業

中分類 42　鉄道業

小分類 421　鉄道業
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資料２（別添１）

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）
TW－48500、TW－48700

8 31301010101 長距離・固定ルート道路旅客輸送 8 7002925000 長距離・固定ルート道路旅客輸送 5 49.39.1
都市間及び特殊定期旅客陸上輸送サー
ビス

16 65121 冷凍車輌による鉄道貨物輸送サービス 13
箱詰め方式、パレタイジング方式及びそ
の他の梱包した商品の鉄道輸送（室温調
節なし、一貫輸送コンテナ使わず）

室温調節せずに行う、箱詰め方式およびパレタイジング
方式による商品の鉄道輸送。小さなパッケージ、書類、手
紙を一括輸送も含まれる。輸送は鉄道ターミナルから鉄
道ターミナルまでであり、道路輸送によるピックアップ、配
達、またはその両方を含まない。
除かれるもの：
・箱詰め方式およびパレタイジング方式により商品を格納
したトラックトレーラーの鉄道輸送。
・室温調節せずに行う、箱詰め方式およびパレタイジング
方式による商品の輸送（一貫輸送コンテナを除き、道路
輸送によるピックアップ、配達またはその両方を含む）。

31301010101 8.01 7002925003
長距離・固定ルート道路旅客輸送（都市
間ネットワーク）

5.01 49.39.11 都市間の定期道路旅客輸送サービス 17 65122 タンク車による鉄道貨物輸送サービス 14
他に分類されない室温調節した一貫輸送
コンテナの鉄道輸送

他に分類されない、室温調節しながら行う一貫輸送コンテ
ナの鉄道輸送。 輸送は鉄道ターミナルから鉄道ターミナ
ルまでであり、道路輸送によるピックアップ、配達、または
その両方を含まない。
除かれるもの：
・複合輸送タンクコンテナ内のバルク液体またはガスの輸
送。
・道路輸送によるピックアップ、配達、またはその両方を
含む、室温調節しながら行う複合輸送コンテナの輸送。

31301010101 8.02 7002925006
長距離・固定ルート道路旅客輸送（都市
間ネットワークを除く）

5.02 49.39.12
都市間の特殊定期道路旅客輸送サービ
ス

18 65123 複合一貫コンテナの鉄道輸送サービス 15
他に分類されない室温調節なしの一貫輸
送コンテナの鉄道輸送

他に分類されない、室温調節せずに行う一貫輸送コンテ
ナの鉄道輸送。 輸送は鉄道ターミナルから鉄道ターミナ
ルまでであり、道路輸送によるピックアップ、配達、または
その両方を含まない。
除かれるもの：
・道路輸送によるピックアップ、配達、またはその両方を
含む室温調節せずに行う複合輸送コンテナの輸送。
・複合輸送タンクコンテナ内のバルク液体またはガスの輸
送。
・自動車専用コンテナでの自動車の輸送。
・家畜専用コンテナでの家畜の輸送。
・廃棄物専用コンテナでの廃棄物の輸送。

9 31301010102 長距離道路旅客輸送（固定ルートを除く） 9 7002950000 長距離道路旅客輸送（固定ルートを除く） 5.03 49.39.13
その他の特殊定期道路旅客輸送サービ
ス

19 65124 手紙及び小包の鉄道輸送サービス 16 家畜の鉄道輸送

家畜の鉄道輸送。 輸送は鉄道ターミナルから鉄道ターミ
ナルまでであり、道路輸送によるピックアップ、配達、また
はその両方を含まない。
除かれるもの：
・ペット、競走馬、動物園の動物の輸送。
・道路輸送によるピックアップ、配達、またはその両方を
含む家畜の輸送。

31301010102 9.01 7002950003 貸切バスによる長距離旅客輸送 6 49.39.20
ケーブルカー、空中ケーブルカー、ス
キーリフトによる旅客輸送サービス

20 65125 ドライバルク製品の鉄道輸送サービス 17 手紙及び小包の鉄道輸送サービス

含まれるもの：
・国内外の郵便機関のための郵便の鉄道輸送サービ
ス。
・郵便サービス、宅配便サービスのための手紙および小
包の鉄道輸送サービス。

31301010102 9.02 7002950006
その他の長距離道路旅客輸送（固定
ルートを除く）

7 49.39.3 不定期の陸上旅客輸送サービス 21 65126 生きた動物の鉄道輸送サービス 18
ケーブルカー、空中ケーブルカー、ス
キーリフトによる旅客輸送サービス

除かれるもの：
都市部や郊外の交通システムに含まれるケーブルカー、
空中ケーブルカーなどの運行サービス。

10 31304010101 沿岸・五大湖固定ルート船舶旅客輸送 10 7003125000 沿岸・五大湖固定ルート船舶旅客輸送 7.01 49.39.31
運転手付きのバス及びコーチのレンタル
サービス

22 65129 その他の鉄道貨物輸送サービス

11 31401010101 鉄道による観光旅行サービス 11 7003135000 鉄道による観光旅行サービス 7.02 49.39.32 観光用旅客道路輸送サービス 23 66011
運転手付きバス及び乗合バスレンタル
サービス

12 31401010102
陸上乗物による観光旅行サービス（鉄道
を除く）

12 7003150000
陸上乗物による観光旅行サービス（鉄道
を除く）

7.03 49.39.33
不定期の路線バス及びコーチ貸切サー
ビス

13 31401010103 船舶による観光旅行サービス 13 7003175000
船舶による観光旅行サービス（ディナークルー
ズ、周遊、湾内ツアーを含む）

7.04 49.39.34
不定期の長距離バス及びコーチ貸切
サービス

14 31401010104 航空機による観光旅行サービス 14 7003200000 航空機による観光旅行サービス 7.05 49.39.35
人又は動物が牽引する旅客道路輸送
サービス

15 31402010101 クルーズ 15 7003250000 クルーズ（深海） 7.06 49.39.39 旅客陸上輸送サービス

16 31403010101
宿泊付パック旅行、カスタマイズされた旅
行（クルーズ・教育ツアーを除く）

16.01 7003275000
宿泊付パック旅行（クルーズ・教育ツアー
を除く）

31403010101 16.02 7003285000
宿泊付カスタマイズ旅行（クルーズ・教育
ツアーを除く）

17 77107010103 電話及び関連サービス 17 7014175000 通信サービスへの短期間アクセス

18 81102050501 道路輸送支援サービス 18.01 7015350000 ヴァン及び自動車相乗り調整サービス

81102050501 18.02 7015375000
その他の道路輸送支援サービス（タク
シーサービスを含む）

19 31302010101 都市間鉄道旅客輸送

20 64101040203
鉄道による一貫輸送タンクコンテナでの
液体・気体のバルク輸送

21 64101040204
鉄道による液体・気体のバルク輸送（一
貫輸送タンクコンテナを除く）

22 64101050102 鉄道による固体のバルク輸送

23 64101060102
室温調節箱詰め方式、パレタイジング方式及び
その他の梱包した商品の鉄道輸送（一貫輸送コ
ンテナを除く）

24 64101060202
箱詰め方式、パレタイジング方式及びその他の
梱包した商品の鉄道輸送（室温調節なし、一貫
輸送コンテナ使わず）

25 64101070102
他に分類されない室温調節した一貫輸送
コンテナの鉄道輸送

左記の項目に対応する2017年アメリ

カ経済センサス調査票の項目はない。
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資料２（別添１）

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）
TW－48500、TW－48700

26 64101070202
他に分類されない室温調節なしの一貫輸
送コンテナの鉄道輸送

27 64101090102 家畜の鉄道輸送
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ワークシート②【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

H　運輸業、郵便業

42　鉄道業

421　鉄道業

4211　普通鉄道業、4212　軌道業、4213　地下鉄道業、4214　モノレール鉄道業（地下鉄道業を除く）、4215　案内軌条式鉄道業（地下鉄道業を除く）、4216　鋼索鉄道業、4217　索道業、4219　その他の鉄道業

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
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

1
キャンディー、包装されたクッキー、ス
ナック食品の小売販売

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

＜平成23年産業連関表＞ 鉄道旅客輸送サービス 旅客輸送サービス

2
清涼飲料・ノンアルコール飲料の小売販
売

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 細品目（10桁）名 旅客運輸収入

Ｐ 飲食サービス
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

（JR）定期外 旅客運送サービス

Ｐ 飲食サービス 飲食サービス 調査研究結果を踏まえて設定 （JR）定期 鉄道貨物輸送サービス 貨物輸送サービス

（JR）旅客雑入 鉄道線路提供サービス 鉄道線路使用料

（JRを除く。）定期外 その他 関連事業

4210960300 定期券による鉄道旅客運送サービス （JRを除く。）定期 運輸雑収

4210960303
定期券による鉄道旅客運送サービス（新
幹線）

定期券による鉄道旅客運送サービス（新幹線（ミニ新幹
線を含む。））

（JRを除く。）旅客雑入 物品等販売

4210960306
定期券による鉄道旅客運送サービス（新
幹線を除く）

定期券による鉄道旅客運送サービス（鋼索鉄道、索道及
び無軌条電車によるもの及び新幹線を除く。）

索道

4210960600 定期券によらない鉄道旅客運送サービス 手小荷物 ＜ヒアリング結果１（421鉄道業（旅客）＞

4210960603
定期券によらない鉄道旅客運送サービス
（新幹線）

定期券によらない鉄道旅客運送サービス（新幹線（ミニ新
幹線を含む。））

郵便物 鉄道旅客運輸サービス

5.01
一般キャリア道路・鉄道システムによる
地域、固定ルート旅客輸送

4210960606
定期券によらない鉄道旅客運送サービス
（新幹線を除く）

定期券によらない鉄道旅客運送サービス（鋼索鉄道、索
道及び無軌条電車によるもの及び新幹線を除く。）

コンテナ 　鉄道旅客運輸サービス（定期券）

42109606069
観光、娯楽等目的の鉄道旅客運送サー
ビス

豪華寝台列車、観光付き鉄道旅行サービスなど、観光、
娯楽等を目的とした鉄道旅客運送サービス

一次原案生産物リストを踏まえ用途が異なるため
設定するが、ヒアリング結果から運賃を区分して
報告できないため内容例示とする。

車扱 　鉄道旅客運輸サービス（定期券以外）

貨物雑入 鉄道車両賃貸サービス

広告スペース賃貸サービス

7
宿泊付パック旅行、カスタマイズされた旅
行（クルーズ・教育ツアーを除く）

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞ 不動産賃貸サービス

7.01
宿泊付パック旅行（クルーズ・教育ツアー
を除く）

－
調査研究結果より、鉄道事業者が副業としている
とは考えにくいため、分類項目として設定しない。 コモ法６桁分類名 　出店スペース賃貸サービス

7.02
宿泊付カスタマイズ旅行（クルーズ・教育
ツアーを除く）

鉄道旅客輸送 　土地賃貸サービス

－

前出の「定期券による鉄道旅客運送サービス（新
幹線）」及び「定期券によらない鉄道旅客運送サー
ビス（新幹線）」に含まれる。

鉄道貨物輸送 販売受託サービス

小売サービス

＜平成28年経済センサス－活動調査）＞ ＜ヒアリング結果２（421鉄道業（旅客）＞

調査品目名 鉄道事業

　鉄道運輸収入

普通鉄道業 　　通勤定期券収入

9
鉄道による一貫輸送タンクコンテナでの
液体・気体のバルク輸送

4210160900 鉄道貨物運送サービス 軌道業 路面電車 　　通学定期券収入

10
鉄道による液体・気体のバルク輸送（一
貫輸送タンクコンテナを除く）

4210160903 鉄道貨物運送サービス（コンテナ）
鉄道事業等報告規則（運輸省令）によるコンテナ運賃・料
金により提供される鉄道貨物運送サービス

既存統計調査品目及び調査研究結果を踏
まえ設定

地下鉄道業 　　定期券外収入（観光鉄道の運賃収入含む。）

42101609039
鉄道貨物運送サービス（コンテナ、常温、
郵便物）

鉄道事業等報告規則（運輸省令）によるコンテナ運賃・
料金により提供される郵便物の運送サービス

モノレール鉄道業（地下鉄道
業を除く）

　手荷物収入

42101609039
鉄道貨物運送サービス（コンテナ、常温、
郵便物以外）

鉄道事業等報告規則（運輸省令）によるコンテナ運賃・料金により
提供される、常温による郵便物以外の貨物の運送サービス

案内軌条鉄道業（地下鉄道業
を除く）

新交通システム 　車両使用料収入

42101609039
鉄道貨物運送サービス（コンテナ、冷蔵・
冷凍）

鉄道事業等報告規則（運輸省令）によるコンテナ運賃・料金により
提供される、冷蔵・冷凍による貨物の運送サービス 鋼索鉄道業 ケーブルカー 　土地物件貸付料収入（運輸事業）

4210160906 鉄道貨物運送サービス（車扱）
鉄道事業等報告規則（運輸省令）による車扱運賃・料金
により提供される鉄道貨物運送サービス

既存統計調査品目及び調査研究結果を踏
まえ設定

索道業 ロープウェイ、リフト 　広告料収入（鉄道事業固定資産）

42101609069
鉄道貨物運送サービス（車扱、液体・気
体のバルク輸送）

鉄道事業等報告規則（運輸省令）による車扱運賃・料金
により提供される液体・気体のバルク輸送サービス

その他の鉄道業 無軌条電車（トロリーバス） 　駅構内営業料収入

42101609069
鉄道貨物運送サービス（車扱、固体のバ
ルク輸送）

鉄道事業等報告規則（運輸省令）による車扱運賃・料金
により提供される固体のバルク輸送サービス 沿線観光事業

＜サービス産業動向調査）＞ 　料理収入

－
前出の「鉄道貨物運送サービス」に含まれ
る。

調査品目名 　飲料収入

普通鉄道業 　サービス料収入（飲食に付随するサービス料）

軌道業 　売店収入（売店での商品販売収入）

地下鉄道業 　テニスコート収入（施設使用料）

モノレール鉄道業 　アイススケート収入（施設使用料）

－
調査研究結果より、鉄道事業者が副業とし
ているとは考えにくいため、分類項目として
設定しない。

既存統計調査品目及び調査研究結果を踏
まえ設定

既存統計調査品目及び調査研究結果を踏
まえ設定

一次原案生産物リストを踏まえ設定する
が、調査研究結果より、基礎統計における
把握可能性が低いと考えられるため、内容
例示とする。

一次原案生産物リストを踏まえ設定する
が、調査研究結果より、基礎統計における
把握可能性が低いと考えられるため、内容
例示とする。

13
箱詰め方式、パレタイジング方式及びそ
の他の梱包した商品の鉄道輸送（室温調
節なし、一貫輸送コンテナ使わず）

室温調節せずに行う、箱詰め方式およびパレタイジング方式によ
る商品の鉄道輸送。小さなパッケージ、書類、手紙を一括輸送も含
まれる。輸送は鉄道ターミナルから鉄道ターミナルまでであり、道
路輸送によるピックアップ、配達、またはその両方を含まない。
除かれるもの：
・箱詰め方式およびパレタイジング方式により商品を格納したトラッ
クトレーラーの鉄道輸送。
・室温調節せずに行う、箱詰め方式およびパレタイジング方式によ
る商品の輸送（一貫輸送コンテナを除き、道路輸送によるピック
アップ、配達またはその両方を含む）。

11 鉄道による固体のバルク輸送

石炭やコークス、鉱石や鉱物、穀物、砂、石、セメント、乾式化学
品、乾式プラスチック、肥料製品、木材チップ、小麦粉、砂糖などの
乾式バルク商品の輸送が含まれる。輸送は鉄道ターミナルから鉄
道ターミナルまでであり、道路輸送によるピックアップ、配達、また
はその両方を含まない。

12
室温調節箱詰め方式、パレタイジング方
式及びその他の梱包した商品の鉄道輸
送（一貫輸送コンテナを除く）

室温調節しながら行う、箱詰め方式およびパレタイジング方式によ
る商品の鉄道輸送。輸送は鉄道ターミナルから鉄道ターミナルま
でであり、道路輸送によるピックアップ、配達、またはその両方を含
まない。

大分類

中分類

小分類

8 都市間鉄道旅客輸送

細分類

3
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

6 鉄道による観光旅行サービス

主に観光娯楽のための鉄道による旅客輸送の提供。食事、催し
物、解説、アトラクションへの入場、旅行前後の輸送を含めること
ができる。
除かれるもの：
宿泊（寝台車またはホテル）を含む鉄道でのツアーパッケージの輸
送。

郊外の鉄道網で運行する電車による旅客輸送。
含まれるもの：
・ロイヤルティプログラムのマイルまたはポイントの第三者への販
売によって得られた収益。
・超過手荷物料金、特別手荷物手数料、変更手数料、キャンセル
料、コールセンター手数料、および旅行を完了するために旅客が
支払ったその他の付随費用。
除かれるもの：
・主に観光や車内のエンターテインメントを目的とした旅客輸送
サービス、および途中下車のない往復サービス。
・列車の予約サービス、列車旅行の予約サービス
・通勤鉄道、地下鉄などの都市・地方鉄道システムの旅客輸送

除かれるもの：
直ちに消費するのではなく、保管用にパッケージ化され
た食品および飲料の小売り。

4 教育ツアー

教育目的を達成するために設計された旅行やツアーにおいて学校
教育を行う。
除かれるもの：
文化的、歴史的または自然のテーマを持つ旅行ツアー。

5
道路・鉄道による地域、固定ルート旅客
輸送

含まれるもの：
・バス、地下鉄、通勤鉄道、路面電車、トロリーなどによる輸送サー
ビス。
・契約に基づく学生輸送サービス。
・契約に基づきホテル、大学、大企業に提供す固定経路による旅
客輸送サービス。
除かれるもの：
・宿泊を含まない観光ツアーのために提供される旧式の車両（例え
ば、馬車や輪タク）を含む道路車両による旅客輸送。
・チャーターバスによる地域旅客輸送サービス。
・バスまたは他の道路車両による輸送サービスを含む宿泊付き
パッケージツアーの提供。
・バスや類似の車両を運転手付きで賃貸し、リースすること。

7



資料２（別添１）

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
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

案内軌条式鉄道業 　遊戯物収入（遊戯物・娯楽機使用料）

ケーブルカー業 　フィットネス収入（施設使用料）

ロープウェイ・リフト業 　ボウリング収入（施設使用料）

無軌条電車（トロリーバス） 　プール収入（プール入場料）

　入場料収入

　ゴルフ練習場収入（施設使用料、レッスン料、貸ボール）

　物品貸付料収入

　土地物件貸付料収入（観光事業関連）

　入会金収入

　索道収入（スキー場のゴンドラ、リフト、ロープウエイ）

4210261200
鋼索鉄道（ケーブルカー）及び無軌条電車（トロ
リーバス）による鉄道旅客運送サービス

　滑走料収入

4210261203
鋼索鉄道（ケーブルカー）及び無軌条電車（トロ
リーバス）による鉄道旅客運送サービス

鋼索鉄道（ケーブルカー）及び無軌条電車（トロリーバス）
による鉄道旅客運送サービス

一次原案生産物リスト、既存統計調査品目
を踏まえ設定

　広告料収入（鉄道事業固定資産以外の施設）

4210261500
索道（ロープウェイ、リフト）による鉄道旅
客運送サービス

　駐車場収入

4210261503
索道（ロープウェイ、リフト）による鉄道旅
客運送サービス

索道（ロープウェイ、リフト）による鉄道旅客運送サービス
一次原案生産物リスト、既存統計調査品目
及び調査研究結果を踏まえ設定

　入園料収入（遊園地など）

4210161800 鉄道線路提供サービス 　年会費収入（フィットネスクラブなど）

4210161803 鉄道線路提供サービス 他の鉄道事業者に鉄道線路を使用させるサービス
国への報告制度及び調査研究結果を踏ま
えて設定

4210162100 鉄道車両提供サービス ＜補足アンケート結果（421鉄道業（貨物）＞

4210162103 鉄道車両提供サービス
他の鉄道事業者に鉄道車両を使用させるサービス（他社
線への乗り入れによるものを含む。）

国への報告制度及び調査研究結果を踏ま
えて設定

鉄道事業収入

4210962400
他に分類されない鉄道旅客運送関連
サービス

鉄道貨物輸送サービス 　運転収入

4210962499
他に分類されない鉄道旅客運送関連
サービス

駅への入場サービス、乗車券払い戻しサービス等、他に
分類されない鉄道旅客運送関連サービス

　鉄道貨物輸送サービス（車扱） 　　車扱

Ｐ 不動産賃貸サービス
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（ただし、鉄道事業収入として計上されて
いる不動産業収入があり要留意）

　鉄道貨物輸送サービス（コンテナ） 　　コンテナ

Ｐ 不動産賃貸サービス
不動産賃貸サービス（構内営業料、駅共同使用料を含
む。）

国への報告制度及び調査研究結果を踏ま
え設定

　運転雑収

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
（ただし、鉄道事業収入として計上されている広告料収
入があり要留意）

広告スペース賃貸サービス 　テナント収入

Ｐ 広告場所提供サービス
鉄道車両内、駅構内、その他の建物などに広告場所を
提供するサービス

国への報告制度及び調査研究結果を踏ま
え設定

不動産賃貸サービス 　　建物賃貸

Ｐ 駐車場サービス
本分類ついては、Ｋ 不動産業、物品賃貸業の議
論を踏まえて検討

　　施設収入

Ｐ 駐車場サービス 自動車の駐車のための場所を賃貸するサービス 調査研究結果を踏まえ設定。 駐車場サービス 　駐車場収入

Ｐ 物品賃貸サービス
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

倉庫サービス 　倉庫事業

Ｐ 物品賃貸サービス 物品賃貸サービス 調査研究結果を踏まえ設定 鉄道付帯設備賃貸サービス 鉄道付帯設備賃貸事業

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 スポーツを行う施設を提供するサービス 調査研究結果を踏まえ設定

Ｐ 遊園地サービス
本分類については、Ｎ 生活関連サービス業、娯楽
業の検討を踏まえて検討

Ｐ 遊園地サービス
各種遊戯施設により娯楽を提供するサービス（プールな
ど遊園地に付随する施設によるサービスを含む。）

調査研究結果を踏まえ設定。 ＜補足ヒアリング結果（421鉄道業（貨物）＞

鉄道事業収入

　貨物運輸収入 車扱

コンテナ

　運転雑収 専用線使用料

駅共同使用料

土地物件貸付料

貨物雑入

付帯事業収入

※　鉄道事業収入を「輸送対象物別」、「輸送方式別」での
　区分不可
※　駐車場収入の利用者別での区分不可
※　倉庫事業の利用者別での区分不可

15
他に分類されない室温調節なしの一貫
輸送コンテナの鉄道輸送

他に分類されない、室温調節せずに行う一貫輸送コンテナの鉄道
輸送。 輸送は鉄道ターミナルから鉄道ターミナルまでであり、道路
輸送によるピックアップ、配達、またはその両方を含まない。
除かれるもの：
・道路輸送によるピックアップ、配達、またはその両方を含む室温
調節せずに行う複合輸送コンテナの輸送。
・複合輸送タンクコンテナ内のバルク液体またはガスの輸送。
・自動車専用コンテナでの自動車の輸送。
・家畜専用コンテナでの家畜の輸送。
・廃棄物専用コンテナでの廃棄物の輸送。

16 家畜の鉄道輸送

家畜の鉄道輸送。 輸送は鉄道ターミナルから鉄道ターミナルまで
であり、道路輸送によるピックアップ、配達、またはその両方を含ま
ない。
除かれるもの：
・ペット、競走馬、動物園の動物の輸送。
・道路輸送によるピックアップ、配達、またはその両方を含む家畜
の輸送。

17
ケーブルカー、空中ケーブルカー、ス
キーリフトによる旅客輸送サービス

除かれるもの：
都市部や郊外の交通システムに含まれるケーブルカー、
空中ケーブルカーなどの運行サービス。

14
他に分類されない室温調節した一貫輸
送コンテナの鉄道輸送

他に分類されない、室温調節しながら行う一貫輸送コンテナの鉄
道輸送。 輸送は鉄道ターミナルから鉄道ターミナルまでであり、道
路輸送によるピックアップ、配達、またはその両方を含まない。
除かれるもの：
・複合輸送タンクコンテナ内のバルク液体またはガスの輸送。
・道路輸送によるピックアップ、配達、またはその両方を含む、室温
調節しながら行う複合輸送コンテナの輸送。

業務受託

不動産収入
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ワークシート①【別紙様式2】

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 11103010108
キャンディー、包装されたクッキー、スナッ
ク食品の小売サービス

1 5000200000
キャンディー、包装されたクッキー、スナッ
ク食品の小売販売

1 49.31.10
都市及び郊外における鉄道旅客輸送
サービス

1 64111 都市及び郊外の鉄道旅客輸送サービス 1
キャンディー、包装されたクッキー、スナッ
ク食品の小売販売

2 11103010110
清涼飲料・ノンアルコール飲料の小売
サービス

2 5000250000
清涼飲料・ノンアルコール飲料の小売販
売

2 49.31.2
その他の都市及び郊外における陸上旅
客輸送サービス

2 64112
都市及び郊外における定期道路旅客輸
送サービス

2
清涼飲料・ノンアルコール飲料の小売販
売

3 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

3 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

2.01 49.31.21
都市及び郊外における定期道路旅客輸
送サービス

3 64113 都市及び郊外の混合旅客輸送サービス 3
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

除かれるもの：
直ちに消費するのではなく、保管用にパッケージ化された
食品および飲料の小売り。

4 24106030103 教育ツアー 4 7001750000 教育ツアー 2.02 49.31.22
都市及び郊外の定期混合旅客輸送サー
ビス

4 64114
特殊目的の地域的定期道路旅客輸送
サービス

4 教育ツアー

教育目的を達成するために設計された旅行やツアーにお
いて学校教育を行う。
除外項目：
文化的、歴史的または自然のテーマを持つ旅行ツアー。

5 27201010101
道路・鉄道による地域、固定ルート旅客
輸送

5 7002800000
道路・鉄道による地域、固定ルート旅客
輸送

3 49.32.1 タクシー運転サービス 5 64115 タクシーサービス 5
道路・鉄道による地域、固定ルート旅客輸
送

含まれるもの：
・バス、地下鉄、通勤鉄道、路面電車、トロリーなどによる
輸送サービス。
・契約に基づく学生輸送サービス。
・契約に基づきホテル、大学、大企業に提供す固定経路
による旅客輸送サービス。
除かれるもの：
・宿泊を含まない観光ツアーのために提供される旧式の
車両（例えば、馬車や輪タク）を含む道路車両による旅客
輸送。
・チャーターバスによる地域旅客輸送サービス。
・バスまたは他の道路車両による輸送サービスを含む宿
泊付きパッケージツアーの提供。
・バスや類似の車両を運転手付きで賃貸し、リースするこ
と。

27201010101 5.01 7002800003 バスによる地域の通学路旅客輸送 3.01 49.32.11 タクシーサービス 6 64116 運転手付き旅客自動車レンタルサービス 5.01 バスによる地域の通学路旅客輸送

学生に対する、指定されたルートで住居と学校との間の地
域輸送サービスの提供。
除外項目：
•学校区、学校当局、または独立した通学輸送サービス事
業者への提供として、バスや類似の車両を運転手付きで
賃貸し、リースすること。
通学輸送サービスとして、学校区、学校当局、独立した通
学輸送サービス事業者へのスクールバスの運行サービス
の提供すること。

27201010101 5.02 7002800006
一般キャリア道路・鉄道システムによる地
域、固定ルート旅客輸送

3.02 49.32.12 運転手付き旅客自動車レンタルサービス 7 64117
人や動物の牽引する乗り物による道路旅
客輸送サービス

5.02
一般キャリア道路・鉄道システムによる地
域、固定ルート旅客輸送

公共交通機関による固定経路の地域旅客輸送サービス
の提供。 バス、地下鉄、路面電車、通勤電車などのうち1
つまたは複数が含まれる場合がある。
除かれるもの：
・学生に対する指定ルートでの輸送サービス。
・特定の会社の従業員、大学生、ホテルの宿泊客などへ
の契約による輸送サービス。

27201010101 5.03 7002800009
地域、固定ルート道路旅客輸送（通学路
及び共通キャリア道路を除く）

4 49.39.1
都市間及び特殊定期旅客陸上輸送サー
ビス

8 64118
地域のバス及び乗合バスチャーターサー
ビス

5.03
地域、固定ルート道路旅客輸送（通学路
及び共通キャリア道路を除く）

公共交通機関や通学輸送サービスを除く、固定経路の地
域旅客輸送サービスの提供。
例えば、契約に基づいて提供される以下のような旅客輸
送サービス。
・ホテルによって提供される、ホテルと空港または他の目
的地との間のシャトル輸送サービス。
・会社によって提供される、会社周辺の輸送サービスや自
宅と職場の間のシャトル輸送サービス。
・大学によって学生に対して提供される、大学や目的地周
辺の輸送サービス。
除かれるもの：
・地域の旅行のための車両のチャーター。
・バスや類似の車両を運転手付きで賃貸し、リースするこ
と。

6 27201010102
道路による地域旅客輸送（固定ルートを
除く）

6 7002825000
道路による地域旅客輸送（固定ルートを
除く）

4.01 49.39.11 都市間の定期道路旅客輸送サービス 9 64119
他に分類されないその他の地上旅客輸
送サービス

6
道路による地域旅客輸送（固定ルートを
除く）

含まれるもの：
・チャーターバス（観光バス、高級バス、ミニバス）による地
域旅客輸送サービス。
・毎日の学校のルート輸送の契約に含まれていない、学
校、学校区および学校当局によってチャーターされたス
クールバスによる地域旅客輸送サービス。
・地域タクシーサービス
・地域リムジンサービス
・地域相乗りサービス
除かれるもの：
・学校、大学、ホテル、大企業などが契約に基づき提供す
る固定および半固定道路ルートでの地域旅客輸送サービ
ス。
・バスや類似の車両を運転手付きで賃貸し、リースするこ
と。
・宿泊を含まない観光ツアーのために提供される旧式の
車両（例えば、馬車や輪タク）を含む道路車両による旅客
輸送サービス。
・バスまたは他の道路車両による輸送サービスを含む宿
泊付きパッケージツアーの提供。

27201010102 6.01 7002825003
リムジン及び類似の高級車による地域旅
客輸送

4.02 49.39.12
都市間の特殊定期道路旅客輸送サービ
ス

10 64132 鉄道以外の陸上交通による観光サービス 6..01
リムジン及び類似の高級車による地域旅
客輸送

高級車による固定経路以外の地域旅客輸送サービスの
提供。
除かれるもの：
高級観光バスによる地域旅客輸送。

細分類 4311 一般乗合旅客自動車運送業、4321 一般乗用旅客自動車運送業、4331 一般貸切旅客自動車運送業、4391 特定旅客自動車運送業、4399 他に分類されない道路旅客運送業

TW－48500、TW－48700

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 H 運輸業、郵便業

中分類 43 道路旅客運送業

小分類 431 一般乗合旅客自動車運送業、432 一般乗用旅客自動車運送業、433 一般貸切旅客自動車運送業、439 その他の道路旅客運送業 
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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）
TW－48500、TW－48700

27201010102 6.02 7002825006
貸切乗用車による地域旅客輸送（リムジ
ンを除く）

4.03 49.39.13
その他の特殊定期道路旅客輸送サービ
ス

11 64221 都市間の定期道路旅客輸送サービス 6.02
貸切乗用車による地域旅客輸送（リムジ
ンを除く）

チャーターされた道路車両（バス、トロリー、路面電車、ミ
ニバス、高級バス、高級ミニバスを含む）による、固定経
路以外の地域旅客輸送サービスの提供。
除かれるもの：
・リムジンや同様の高級車による地域旅客輸送サービス。
・タクシーによる地域旅客輸送サービス。
・宿泊を含まない観光ツアーのために提供される旧式の
車両（例えば、馬車や輪タク）を含む道路車両による旅客
輸送サービス。

27201010102 6.03 7002825009 地域のタクシーサービス 5 49.39.20
ケーブルカー、空中ケーブルカー、スキー
リフトによる旅客輸送サービス

12 64222
特殊目的の都市間定期道路旅客輸送
サービス

6.03 地域のタクシーサービス
除かれるもの：
・明白なライドシェアによる地域旅客輸送サービス。

27201010102 6.04 7002825012
道路による地域旅客輸送（固定ルート、チャー
ター車及びタクシーサービスを除く） 6 49.39.3 不定期の陸上旅客輸送サービス 13 64223 長距離バス及び乗合バスサービス 6.04

道路による地域旅客輸送（固定ルート、
チャーター車及びタクシーサービスを除く）

含まれるもの：
・補助的交通機関による輸送サービス
・ライドシェアサービス
・空港、鉄道駅、バスターミナル、ホテルまたはクルーズ船
（一般に「ショアサービス」と呼ばれる）からの旅客輸送
サービス。
除かれるもの：
・生活自立サービスまたは日常生活支援サービスに含ま
れる輸送サービス。

27201010102 6.05 7002825015
補助的交通機関及びスペシャルニーズに
対応した輸送サービス

6.01 49.39.31
運転手付きのバス及びコーチのレンタル
サービス

14 66011
運転手付きバス及び乗合バスレンタル
サービス

6.05
補助的交通機関及びスペシャルニーズに
対応した輸送サービス

7 27201010201 船舶による地域輸送 7 7002850000 船舶による地域輸送 6.02 49.39.32 観光用旅客道路輸送サービス 7 長距離・固定ルート道路旅客輸送

長距離輸送は、一般に2つの別々の大都市圏間の輸送ま
たはそれと同等の距離の農村部間の輸送をいう。超過手
荷物の輸送などの付随的なサービスを含む。
含まれるもの：
・他の旅客輸送業者（航空会社、鉄道会社、バス会社な
ど）または旅行業者を通じて提供される輸送サービス。
除かれるもの：
・interlining契約に基づいて提供される輸送サービス。
・固定経路の地域旅客輸送サービス。
・バスチャーター。
・宿泊を含まない観光ツアーのために提供される旧式の
車両（例えば、馬車や輪タク）を含む道路車両による旅客
輸送サービス。
・バスまたは他の道路車両による輸送サービスを含む宿
泊付きパッケージツアーの提供。

8 31301010101 長距離・固定ルート道路旅客輸送 8 7002925000 長距離・固定ルート道路旅客輸送 6.03 49.39.33
不定期の路線バス及びコーチ貸切サービ
ス

7.01
長距離・固定ルート道路旅客輸送（都市
間ネットワーク）

除かれるもの：
・固定経路の長距離エアポートリムジンバスサービス。
・カジノ行き専用の固定経路の長距離バスサービス。
・通勤専用の固定経路の長距離バスサービス。

31301010101 8.01 7002925003
長距離・固定ルート道路旅客輸送（都市
間ネットワーク）

6.04 49.39.34
不定期の長距離バス及びコーチ貸切
サービス

7.02
長距離・固定ルート道路旅客輸送（都市
間ネットワークを除く）

カジノ、空港、港などの特定の目的地に特化した、または
通勤専用の固定経路による長距離道路旅客輸送サービ
ス。

31301010101 8.02 7002925006
長距離・固定ルート道路旅客輸送（都市
間ネットワークを除く）

6.05 49.39.35
人又は動物が牽引する旅客道路輸送
サービス

8 長距離道路旅客輸送（固定ルートを除く）

含まれるもの：
・長距離バスチャーター。
・長距離リムジンチャーター。
・長距離のタクシー輸送。
除かれるもの：
・バスや類似の車両を運転手付きで賃貸し、リースするこ
と。
・宿泊を含まない観光ツアーのために提供される旧式の
車両（例えば、馬車や輪タク）を含む道路車両による旅客
輸送。
・バスまたは他の道路車両による輸送サービスを含む宿
泊付きパッケージツアーの提供。

9 31301010102 長距離道路旅客輸送（固定ルートを除く） 9 7002950000 長距離道路旅客輸送（固定ルートを除く） 6.06 49.39.39 他に分類されない旅客陸上輸送サービス 8.01 貸切バスによる長距離旅客輸送

チャーターバス（観光バス、高級バス、スクールバス、ミニ
バスなど）による固定経路以外の長距離旅客輸送サービ
スの提供。
除かれるもの：
・リムジン、タクシー、またはバンによる長距離旅客輸送
サービス。

31301010102 9.01 7002950003 貸切バスによる長距離旅客輸送 8.02
その他の長距離道路旅客輸送（固定ルー
トを除く）

含まれるもの：
・長距離リムジン輸送サービス。
・長距離のタクシー輸送サービス。
除かれるもの：
・チャーターバスによる長距離旅客輸送サービス。
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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）
TW－48500、TW－48700

31301010102 9.02 7002950006
その他の長距離道路旅客輸送（固定ルー
トを除く）

9
陸上乗物による観光旅行サービス（鉄道
を除く）

主に観光のための鉄道を除く陸上車両による旅客輸送
サービスの提供。食事、エンターテイメント、解説、アトラク
ションへの入場、ガイドサービスを含む場合がり、宿泊
サービスは含まない。このサービスは、一般的に往復輸
送を特徴とし、旅行前後の交通手段を含む場合がある。
含まれるもの：
・バス、バン、自動車、オフロード車、路面電車、ケーブル
カー、空中ケーブルカー、動物が牽引する車両（馬車な
ど）、人間が牽引する車両（人力車など）による観光。
・陸上車両による途中下車のない往復旅客輸送。
除かれるもの：
・バスまたは他の道路車両による輸送サービスを含む宿
泊付きパッケージツアーの提供。
・水陸両用車による観光。
・例えば、ウォーキングツアー、サイクリングツアー、ラフ
ティング、乗馬など、クライアントによる自力輸送やクライ
アントが参加するスポーツ活動による観光。
・主に輸送目的のための旅客輸送。

10 31304010101 沿岸・五大湖固定ルート船舶旅客輸送 10 7003125000 沿岸・五大湖固定ルート船舶旅客輸送 10
宿泊付パック旅行、カスタマイズされた旅
行（クルーズ・教育ツアーを除く）

11 31401010101 鉄道による観光旅行サービス 11 7003135000 鉄道による観光旅行サービス 10.01
宿泊付パック旅行（クルーズ・教育ツアー
を除く）

12 31401010102
陸上乗物による観光旅行サービス（鉄道
を除く）

12 7003150000
陸上乗物による観光旅行サービス（鉄道
を除く）

10.02
宿泊付カスタマイズ旅行（クルーズ・教育
ツアーを除く）

13 31401010103 船舶による観光旅行サービス 13 7003175000
船舶による観光旅行サービス（ディナークルー
ズ、周遊、湾内ツアーを含む） 11 電話及び関連サービス

14 31401010104 航空機による観光旅行サービス 14 7003200000 航空機による観光旅行サービス 12 道路輸送支援サービス

有料道路へのアクセスサービス、道路清掃サービス、牽
引サービス、都市間輸送業者に対するバスターミナル
サービスなど、道路車両による貨物輸送および旅客輸送
を支援するサービスの提供。

15 31402010101 クルーズ 15 7003250000 クルーズ（深海） 12.01 ヴァン及び自動車相乗り調整サービス
バン及び自動車の相乗りサービスを提供する事業者とこ
れらのサービスの利用者との調整サービス。

16 31403010101
宿泊付パック旅行、カスタマイズされた旅
行（クルーズ・学会出張を除く）

16.01 7003275000
宿泊付パック旅行（クルーズ・学会出張を
除く）

12.02
その他の道路輸送支援サービス（タク
シーサービスを含む）

含まれるもの：
・安全または利便性のための路上通信サービス。
・道路車両の計量サービス。

31403010101 16.02 7003285000
宿泊付カスタマイズ旅行（クルーズ・教育
ツアーを除く）

13 運転手付き旅客自動車レンタルサービス
含まれるもの：
・運転手付きレンタカーサービス（タクシーサービスを除
く。）

17 77107010103 電話及び関連サービス 17 7014175000 通信サービスへの短期間アクセス 14
運転手付きのバス及びコーチのレンタル
サービス

含まれるもの：
・運転手付きバスの時間貸しサービス（一般的に距離によ
らない。）。賃借人は、いつどのように運行するか定め、ス
ケジュールやルート、その他の運行条件を決定する。
除かれるもの：
・不定期の地域バスチャーターサービス。
・不定期の長距離バスチャーターサービス。

18 81102050501 道路輸送支援サービス 18.01 7015350000 ヴァン及び自動車相乗り調整サービス

81102050501 18.02 7015375000
その他の道路輸送支援サービス（タク
シーサービスを含む）
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ワークシート②【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

H　運輸業、郵便業

43　道路旅客運送業

431　一般乗合旅客自動車運送業、432　一般乗用旅客自動車運送業、433　一般貸切旅客自動車運送業、439　その他の道路旅客運送業 

4311　一般乗合旅客自動車運送業、4321　一般乗用旅客自動車運送業、4331　一般貸切旅客自動車運送業、4391　特定旅客自動車運送業、4399　他に分類されない道路旅客運送業

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
頻出単語・テキストマイニン

グを参考にした分類案
回答項目例

1
キャンディー、包装されたクッ
キー、スナック食品の小売販売

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
清涼飲料・ノンアルコール飲料の
小売販売

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て設定

細品目（10桁）名 旅客輸送サービス

－
貸切バスサービスに含まれると考えられ
るため、設定しない。

乗合バス
旅客輸送サービス（路線定
期運行）

貸切バス
旅客輸送サービス（乗合バ
ス）

旅客自動車運送業　乗合バ
ス業

－
後出の「宿泊付パック旅行サービス」に含
まれる。

特定旅客
旅客輸送サービス（観光バ
ス）

旅客自動車運送業　貸切バ
ス業

ハイヤー・タクシー

4310960300 一般乗合旅客自動車運送サービス 自家輸送（旅客自動車）

4310960303
一般乗合旅客自動車運送サービス（長距
離運送）

「高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準」に定める
ワンマン運行の上限を超えて運行される一般乗合旅客自動車運
送サービス

　バス

4310960306
一般乗合旅客自動車運送サービス（長距
離運送以外）

上記以外の一般乗合旅客自動車運送サービス（自家用
自動車による有償運送サービスを含む。）

　普通・小型乗用車 旅客輸送サービス

4320960300 一般乗用旅客自動車運送サービス 　軽乗用車 旅客運送

4320960303
一般乗用旅客自動車運送サービス（タク
シーサービス）

一般乗用旅客自動車運送事業によるタクシーサービス
（訪問介護員等による有償運送サービスも含む）

既存の統計調査項目及び調査研究結果
を踏まえて設定

　普通貨物車 旅客運送事業

43209603039
一般乗用旅客自動車運送サービス（タク
シーサービス（観光目的のもの））

観光タクシー等、観光目的の一般乗用旅客自動車運送
サービス

　小型貨物車

43209603039
一般乗用車旅客自動車運送サービス（タクシー
サービス（観光目的以外のもの））

通常のタクシーサービス等、観光目的以外の一般乗用
旅客自動車運送サービス

　普通特種車

4320160306
一般乗用旅客自動車運送サービス（ハイ
ヤーサービス）

一般乗用旅客自動車運送事業によるハイヤーサービス
NAPCSでは、高級車による輸送が区分されている。
また、ヒアリング結果からもハイヤーサービスを区分
できると考え、設定した。

　小型特種車

4330960300 一般貸切旅客自動車運送サービス 　軽貨物車 タクシーサービス

4330960303
一般貸切旅客自動車運送サービス（貸切
バスサービス）

一般貸切旅客自動車運送事業による旅客運送サービス
既存の統計調査項目及び調査研究結果
を踏まえて設定

　タクシーサービス（メーター）

43309603039
一般貸切旅客自動車運送サービス（貸切
バスサービス（観光目的のもの））

一般貸切旅客自動車運送事業による食事または宿泊な
どを伴う観光を目的とした旅客運送サービス

　　タクシーサービス（メーター、チケット利用）

43309603069
一般貸切旅客自動車運送サービス（貸切
バスサービス（観光目的以外のもの））

一般貸切旅客自動車運送事業による旅客運送サービス
(観光旅行を伴うもの以外のもの）

コモ法6桁分類名 　　タクシーサービス（メーター、チケット利用以外）

4390960300 特定旅客自動車運送サービス バス

4390960303 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 既存の統計調査項目を踏まえて設定 ハイヤー・タクシー 　　タクシーサービス（定額、チケット利用）

4390969900 その他の道路旅客運送サービス 　　タクシーサービス（定額、チケット利用以外）

4390969999 その他の道路旅客運送サービス
無償による旅客自動車運送サービス、人力車、自転車等
の軽車両により旅客運送を行うサービス

バスケット項目として設定

調査品目名 内容例示

一般乗合旅客自動車運送
業

乗合バスなど

一般乗用旅客自動車運送
業

貸切旅客運送事業（乗車定員10人
以下）、ハイヤー、タクシー、福祉タ
クシーなど

ハイヤーサービス

一般貸切旅客自動車運送
業

貸切旅客運送事業（乗車定員11人
以上）、貸切バスなど 自動車整備サービス

特定旅客自動車運送業
特定の旅客に対する運送
事業

その他の道路旅客運送業 自転車貨物運送業

乗務員派遣サービス

調査品目名 　

6.01
リムジン及び類似の高級車によ
る地域旅客輸送

高級車による固定経路以外の地域旅客輸送サービスの提供。
除かれるもの：
高級観光バスによる地域旅客輸送。

タクシー・ハイヤー業

＜一般乗合旅客自動車運送業＞

　　タクシーサービス（時間貸し・観光タクシー、チケット
　　利用）

旅客輸送サービス

＜一般乗用旅客自動車運送業＞

旅客輸送サービス

　タクシーサービス（定額）

　タクシーサービス（時間貸し・観光タクシー）

＜ヒアリング結果（4321 一般乗用旅客自動車運送業）＞

4

3
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

教育ツアー

除かれるもの：
直ちに消費するのではなく、保管用にパッケージ化された食品およ
び飲料の小売り。

教育目的を達成するために設計された旅行やツアーにおいて学校
教育を行う。
除外項目：
文化的、歴史的または自然のテーマを持つ旅行ツアー。

細分類

大分類

中分類

小分類

＜平成23年産業連関表＞

含まれるもの：
・チャーターバス（観光バス、高級バス、ミニバス）による地域旅客輸
送サービス。
・毎日の学校のルート輸送の契約に含まれていない、学校、学校区
および学校当局によってチャーターされたスクールバスによる地域
旅客輸送サービス。
・地域タクシーサービス
・地域リムジンサービス
・地域相乗りサービス
除かれるもの：
・学校、大学、ホテル、大企業などが契約に基づき提供する固定お
よび半固定道路ルートでの地域旅客輸送サービス。
・バスや類似の車両を運転手付きで賃貸し、リースすること。
・宿泊を含まない観光ツアーのために提供される旧式の車両（例え
ば、馬車や輪タク）を含む道路車両による旅客輸送サービス。
・バスまたは他の道路車両による輸送サービスを含む宿泊付きパッ
ケージツアーの提供。

6
道路による地域旅客輸送（固定
ルートを除く）

含まれるもの：
・バス、地下鉄、通勤鉄道、路面電車、トロリーなどによる輸送サー
ビス。
・契約に基づく学生輸送サービス。
・契約に基づきホテル、大学、大企業に提供す固定経路による旅客
輸送サービス。
除かれるもの：
・宿泊を含まない観光ツアーのために提供される旧式の車両（例え
ば、馬車や輪タク）を含む道路車両による旅客輸送。
・チャーターバスによる地域旅客輸送サービス。
・バスまたは他の道路車両による輸送サービスを含む宿泊付きパッ
ケージツアーの提供。
・バスや類似の車両を運転手付きで賃貸し、リースすること。

5.01
バスによる地域の通学路旅客輸
送

学生に対する、指定されたルートで住居と学校との間の地域輸送
サービスの提供。
除外項目：
•学校区、学校当局、または独立した通学輸送サービス事業者への
提供として、バスや類似の車両を運転手付きで賃貸し、リースするこ
と。
通学輸送サービスとして、学校区、学校当局、独立した通学輸送
サービス事業者へのスクールバスの運行サービスの提供すること。

5.02
一般キャリア道路・鉄道システム
による地域、固定ルート旅客輸
送

公共交通機関による固定経路の地域旅客輸送サービスの提供。 バ
ス、地下鉄、路面電車、通勤電車などのうち1つまたは複数が含ま
れる場合がある。
除かれるもの：
・学生に対する指定ルートでの輸送サービス。
・特定の会社の従業員、大学生、ホテルの宿泊客などへの契約によ
る輸送サービス。

5
道路・鉄道による地域、固定ルー

ト旅客輸送

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

＜平成24年経済センサス-活動調査＞

一次生産物リストを踏まえ設定

5.03
地域、固定ルート道路旅客輸送
（通学路及び共通キャリア道路を
除く）

公共交通機関や通学輸送サービスを除く、固定経路の地域旅客輸
送サービスの提供。
例えば、契約に基づいて提供される以下のような旅客輸送サービ
ス。
・ホテルによって提供される、ホテルと空港または他の目的地との間
のシャトル輸送サービス。
・会社によって提供される、会社周辺の輸送サービスや自宅と職場
の間のシャトル輸送サービス。
・大学によって学生に対して提供される、大学や目的地周辺の輸送
サービス。
除かれるもの：
・地域の旅行のための車両のチャーター。
・バスや類似の車両を運転手付きで賃貸し、リースすること。

ヒアリング結果より、観光目的とそれ以
外の用途別に区分できないと考えられる
ため、内容例示とする。

一次原案生産物リストを踏まえて設定す
るが、アンケート結果より、目的別（観光
とそれ以外）に売上を区分できないと考
えられるため、内容例示とする。

＜サービス産業動向調査＞

＜一般貸切旅客自動車運送業＞

　　タクシーサービス（時間貸し・観光タクシー、チケット
　　利用以外）

　自動車整備サービス（一般消費者向け）

　自動車整備サービス（事業者向け）

※　観光タクシーサービスの売上は時間貸しの売上と
　一緒になっており、観光タクシーサービス分のみ抽出
　するには手間がかかる。
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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
頻出単語・テキストマイニン

グを参考にした分類案
回答項目例

道路旅客運送業（タク
シー・ハイヤー業を除く）

旅客輸送サービス 旅客輸送サービス

旅客輸送サービス（貸切運
行、路線不定期運行）

6.03 地域のタクシーサービス
除かれるもの：
・明白なライドシェアによる地域旅客輸送サービス。

個人向け道路運送サービス
（旅客・貨物）

道路運送業（旅客・貨物）

個人向け旅客輸送サービス
一般貸切旅客自動車運送事
業

－
前出の各種旅客自動車運送サービスに
含まれる。

事業者向け道路運送サー
ビス（旅客・貨物）

　事業者向け旅客輸送サー
ビス

6.05
補助的交通機関及びスペシャル
ニーズに対応した輸送サービス

7
長距離・固定ルート道路旅客輸
送

長距離輸送は、一般に2つの別々の大都市圏間の輸送またはそれ
と同等の距離の農村部間の輸送をいう。超過手荷物の輸送などの
付随的なサービスを含む。
含まれるもの：
・他の旅客輸送業者（航空会社、鉄道会社、バス会社など）または旅
行業者を通じて提供される輸送サービス。
除かれるもの：
・interlining契約に基づいて提供される輸送サービス。
・固定経路の地域旅客輸送サービス。
・バスチャーター。
・宿泊を含まない観光ツアーのために提供される旧式の車両（例え
ば、馬車や輪タク）を含む道路車両による旅客輸送サービス。
・バスまたは他の道路車両による輸送サービスを含む宿泊付きパッ
ケージツアーの提供。

7.01
長距離・固定ルート道路旅客輸
送（都市間ネットワーク）

除かれるもの：
・固定経路の長距離エアポートリムジンバスサービス。
・カジノ行き専用の固定経路の長距離バスサービス。
・通勤専用の固定経路の長距離バスサービス。

7.02
長距離・固定ルート道路旅客輸
送（都市間ネットワークを除く）

カジノ、空港、港などの特定の目的地に特化した、または通勤専用
の固定経路による長距離道路旅客輸送サービス。

8
長距離道路旅客輸送（固定ルー
トを除く）

含まれるもの：
・長距離バスチャーター。
・長距離リムジンチャーター。
・長距離のタクシー輸送。
除かれるもの：
・バスや類似の車両を運転手付きで賃貸し、リースすること。
・宿泊を含まない観光ツアーのために提供される旧式の車両（例え
ば、馬車や輪タク）を含む道路車両による旅客輸送。
・バスまたは他の道路車両による輸送サービスを含む宿泊付きパッ
ケージツアーの提供。

8.01 貸切バスによる長距離旅客輸送

チャーターバス（観光バス、高級バス、スクールバス、ミニバスなど）
による固定経路以外の長距離旅客輸送サービスの提供。
除かれるもの：
・リムジン、タクシー、またはバンによる長距離旅客輸送サービス。

8.02
その他の長距離道路旅客輸送
（固定ルートを除く）

含まれるもの：
・長距離リムジン輸送サービス。
・長距離のタクシー輸送サービス。
除かれるもの：
・チャーターバスによる長距離旅客輸送サービス。

－

10
宿泊付パック旅行、カスタマイズ
された旅行（クルーズ・教育ツ
アーを除く）

P 宿泊付パック旅行サービス
本分類についてはN791 旅行業の議論を
踏まえ検討

10.01
宿泊付パック旅行（クルーズ・教
育ツアーを除く）

P 宿泊付パック旅行サービス 宿泊付パック旅行サービス 一次生産物リストを踏まえて設定

10.02
宿泊付カスタマイズ旅行（クルー
ズ・教育ツアーを除く）

前出の内容例示「一般乗用旅客自動車
運送サービス（タクシーサービス（観光目
的のもの）） 」又は「一般貸切旅客自動車
運送サービス（貸切バスサービス（観光
目的のもの）） 」に含まれる。

陸上乗物による観光旅行サービ
ス（鉄道を除く）

主に観光のための鉄道を除く陸上車両による旅客輸送サービスの
提供。食事、エンターテイメント、解説、アトラクションへの入場、ガイ
ドサービスを含む場合がり、宿泊サービスは含まない。このサービス
は、一般的に往復輸送を特徴とし、旅行前後の交通手段を含む場
合がある。
含まれるもの：
・バス、バン、自動車、オフロード車、路面電車、ケーブルカー、空中
ケーブルカー、動物が牽引する車両（馬車など）、人間が牽引する車
両（人力車など）による観光。
・陸上車両による途中下車のない往復旅客輸送。
除かれるもの：
・バスまたは他の道路車両による輸送サービスを含む宿泊付きパッ
ケージツアーの提供。
・水陸両用車による観光。
・例えば、ウォーキングツアー、サイクリングツアー、ラフティング、乗
馬など、クライアントによる自力輸送やクライアントが参加するスポー
ツ活動による観光。
・主に輸送目的のための旅客輸送。

9

6.04
道路による地域旅客輸送（固定
ルート、チャーター車及びタク
シーサービスを除く）

含まれるもの：
・補助的交通機関による輸送サービス
・ライドシェアサービス
・空港、鉄道駅、バスターミナル、ホテルまたはクルーズ船（一般に
「ショアサービス」と呼ばれる）からの旅客輸送サービス。
除かれるもの：
・生活自立サービスまたは日常生活支援サービスに含まれる輸送
サービス。

6.02
貸切乗用車による地域旅客輸送
（リムジンを除く）

チャーターされた道路車両（バス、トロリー、路面電車、ミニバス、高
級バス、高級ミニバスを含む）による、固定経路以外の地域旅客輸
送サービスの提供。
除かれるもの：
・リムジンや同様の高級車による地域旅客輸送サービス。
・タクシーによる地域旅客輸送サービス。
・宿泊を含まない観光ツアーのために提供される旧式の車両（例え
ば、馬車や輪タク）を含む道路車両による旅客輸送サービス。

＜その他の道路旅客運送業＞
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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
頻出単語・テキストマイニン

グを参考にした分類案
回答項目例

11 電話及び関連サービス

－
調査研究結果より、道路貨物運送事業
者の副業とは考えられないため、分類項
目を設定しないこととした。

12.01
ヴァン及び自動車相乗り調整
サービス

バン及び自動車の相乗りサービスを提供する事業者とこれらのサー
ビスの利用者との調整サービス。

12.02
その他の道路輸送支援サービス
（タクシーサービスを含む）

含まれるもの：
・安全または利便性のための路上通信サービス。
・道路車両の計量サービス。

13
運転手付き旅客自動車レンタル
サービス

含まれるもの：
・運転手付きレンタカーサービス（タクシーサービスを除く。）

P 旅客自動車賃貸サービス
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

14
運転手付きのバス及びコーチの
レンタルサービス

含まれるもの：
・運転手付きバスの時間貸しサービス（一般的に距離によらな
い。）。賃借人は、いつどのように運行するか定め、スケジュールや
ルート、その他の運行条件を決定する。
除かれるもの：
・不定期の地域バスチャーターサービス。
・不定期の長距離バスチャーターサービス。

P 旅客自動車賃貸サービス 旅客自動車の賃貸サービス
一次原案生産物リストを踏まえて設定

P 自動車整備サービス
本分類については、R89　自動車整備業
の議論を踏まえて検討

P 自動車整備サービス 自己が保有する自動車以外の自動車の整備サービス
調査研究結果より、旅客運送事業者が副業とし
て営んでいる事例が多いと考え、設定した。

4300160300 旅客自動車運行管理請負サービス

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 車両内外の広告場所を提供するサービス
副業として営んでいる可能性が高いと考
え、設定した。

4300160303 旅客自動車運行管理請負サービス
旅客自動車運送を行う車両の運転・管理等を請負うサー
ビス（運転手による運転・管理等のサービスのみ提供し、
車両の提供を伴わないもの）。

ヒアリング結果より、旅客運送事業者の
副業として設定した。

12 道路輸送支援サービス
有料道路へのアクセスサービス、道路清掃サービス、牽引サービ
ス、都市間輸送業者に対するバスターミナルサービスなど、道路車
両による貨物輸送および旅客輸送を支援するサービスの提供。
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ワークシート①【別紙様式2】

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 17105010501 住宅引越サービス 1 7000450000 住宅引越サービス 1 49.41.1 道路貨物輸送サービス 1 65111 冷蔵車による貨物の道路輸送サービス 1 住宅引越サービス

2 51604010101
大型トラック・トラックトレーラー・バスのレ
ンタル、リース

2 7009275000
大型トラック・トラックトレーラー・バスのレ
ンタル

1.01 49.41.11 冷蔵車による道路貨物輸送サービス 2 65112
タンクトラック又はセミトレーラーによる道
路貨物輸送サービス

2
大型トラック・トラックトレーラー・バスのレン
タル

大型トラック、トラック用トレーラー、バスの賃貸または
リース

3 64101010101 引越サービス（住宅引越を除く） 3.01 7011050000 事業所移転 1.02 49.41.12
タンクトラック又はセミトレーラーによる道
路貨物輸送サービス（石油製品）

3 65113 複合一貫コンテナの道路輸送サービス 3 引越サービス（住宅引越を除く）

64101010101 3.02 7011075000
特別な取り扱いが必要なその他の商品の
移動

1.04 49.41.13
タンクトラック又はセミトレーラーによる道
路貨物輸送サービス（その他の大量の
液体又はバス）

4 65114
人力車又は動物の牽引する乗り物によ
る貨物の道路輸送サービス

3.01 事業所移転

輸送過程において、輸送者の特別な取り扱いを受ける中
古商用品の梱包、輸送、及び途中保管。
含まれるもの：店舗、オフィス、博物館、施設、病院、また
はその他の民間施設（非営利団体を含む）の家具、備
品、機器及び財産。

4 64101020101 小荷物・文書・手紙の輸送サービス 4 7011100000 小荷物・文書・手紙の輸送サービス 1.04 49.41.14 複合一貫コンテナの道路輸送サービス 5 65115
家庭用家具及び家庭用物品の移動サー
ビス

3.02
特別な取り扱いが必要なその他の商品の
移動

輸送過程において、輸送者の特別な取扱いを受ける他
の物品の梱包、輸送、及び中途保管。
含まれるもの：美術品、展示会展示品、博物館展示品な
ど

64101020101 4.01 7011100003 文書及び荷物の駅間輸送 1.05 49.41.15 ドライバルク製品の道路輸送サービス 6 65116 手紙、小包の道路輸送サービス 4 小荷物・文書・手紙の輸送サービス

64101020101 4.02 7011100006
小荷物・文書・手紙のその他の輸送サー
ビス

1.06 49.41.16 生きている動物の道路輸送サービス 7 65117 ドライバルクの道路輸送サービス 4.01 文書及び荷物の駅間輸送

ある輸送拠点から別の輸送拠点への小型パッケージ、
書類及び手紙の輸送
〇駅間、またはバスターミナル間、または空港間までの
小規模の荷物及び小包の輸送。

5 64101030101 購入品・サービス品の地域輸送、配達 5 7011125000 購入品・サービス品の地域輸送、配達 1.09 49.41.17
人や動物の牽引する乗り物による道路
貨物輸送サービス

8 65118 生きた動物の道路輸送サービス 4.02
小荷物・文書・手紙のその他の輸送サービ
ス

6 64101040201
道路による一貫輸送タンクコンテナでの
液体・気体のバルク輸送

6 7011200000
道路による一貫輸送タンクコンテナでの液
体・気体のバルク輸送

1.10 49.41.18 手紙、小包の道路輸送サービス 9 65119 その他の道路貨物輸送サービス 5 購入品・サービス品の地域輸送、配達

7 64101040202
道路による液体・気体のバルク輸送（一
貫輸送タンクコンテナを除く）

7 7011225000
道路による液体・気体のバルク輸送（一貫
輸送タンクコンテナを除く）

1.11 49.41.19 その他の道路貨物輸送サービス 10 66012 運転手付きトラックレンタルサービス 6
道路による一貫輸送タンクコンテナでの液
体・気体のバルク輸送

8 64101050101
道路による固体のバルク輸送（一貫輸送
コンテナを除く）

8 7011325000
道路による固体のバルク輸送（一貫輸送
コンテナを除く）

1.12 49.41.20 運転手付きトラックレンタルサービス 11 68021 国内宅配便サービス 7
道路による液体・気体のバルク輸送（一貫
輸送タンクコンテナを除く）

9 64101060101
室温調節箱詰め方式、パレタイジング方
式及びその他の梱包した商品の道路輸
送（一貫輸送コンテナを除く）

9 7011375000
室温調節箱詰め方式、パレタイジング方
式及びその他の梱包した商品の道路輸送
（一貫輸送コンテナを除く）

2 49.42.1 引越サービス 12 68022 国際宅配便サービス 8
道路による固体のバルク輸送（一貫輸送コ
ンテナを除く）

ドライバルクを道路輸送する。 一貫輸送コンテナを除く。
石炭、鉱石、穀物、砂、石、セメント、乾式化学品、乾式プ
ラスチック、肥料製品、木材チップ、小麦粉、砂糖などの
ドライバルク商品の輸送も含む。

10 64101060201
箱詰め方式、パレタイジング方式及びそ
の他の梱包した商品の道路輸送（室温
調節なし、一貫輸送コンテナ使わず）

10 7011450000
箱詰め方式、パレタイジング方式及びその
他の梱包した商品の道路輸送（室温調節
なし、一貫輸送コンテナ使わず）

2.01 49.42.11 世帯向け引越サービス 13 68030 地元の配送サービス 9
室温調節箱詰め方式、パレタイジング方式
及びその他の梱包した商品の道路輸送（一
貫輸送コンテナを除く）

箱詰め及びパレット化された物品の道路輸送（室温調整
を行うもの）。一貫輸送コンテナを除く。 箱、パレットや積
み重ねや輸送時に扱いやすい商品などの輸送も含む。

64101060201 10.01 7011450003

箱詰め方式、パレタイジング方式及びその
他の梱包した商品の道路輸送（室温調節
なし、一貫輸送コンテナ使わず、トラック輸
送サービス）

2.02 49.42.19 その他の引越サービス 10
箱詰め方式、パレタイジング方式及びその
他の梱包した商品の道路輸送（室温調節な
し、一貫輸送コンテナ使わず）

箱詰め及びパレット化された品の道路輸送（室温調整を
行わないもの）。一貫輸送コンテナを除く。箱、パレットや
積み重ねや輸送時に扱いやすい商品などの輸送も含
む。 また、様々な宛先への小包、書類、手紙の一括輸送
も含む。

64101060201 10.02 7011450006

箱詰め方式、パレタイジング方式及びその
他の梱包した商品の道路輸送（室温調節
なし、一貫輸送コンテナ使わず、小口トラッ
ク輸送サービス）

10.01

箱詰め方式、パレタイジング方式及びその
他の梱包した商品の道路輸送（室温調節な
し、一貫輸送コンテナ使わず、トラック輸送
サービス）

箱詰め及びパレット化された物品のトラック積載輸送（室
温調整を行わないもの）。一貫輸送コンテナを除く。 箱、
パレット、積み重ねや輸送時に扱いやすい商品などの輸
送も含む。 また、様々な宛先への小包、書類、手紙の一
括輸送を含む。

11 64101060204
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱
包した商品の航空輸送

11 7011500000
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱包
した商品の航空輸送

10.02

箱詰め方式、パレタイジング方式及びその
他の梱包した商品の道路輸送（室温調節な
し、一貫輸送コンテナ使わず、小口トラック
輸送サービス）

箱詰め及びとパレタイジングされた物品の輸送（室温調
整を行わないもの）。 一貫輸送コンテナを除く。箱、パ
レット、「エアコンテナ」、積み重ねや輸送時に扱いやすい
商品などの輸送も含む。また、様々な宛先への小包、書
類、手紙の一括輸送も含む。

64101060204 11.01 7011500003 束にした郵便物の国内定期航空輸送 11
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方式、
パレタイジング方式及びその他の梱包した
商品の航空輸送

腐敗しにくい箱詰め及びパレタイジングされた物品の航
空輸送（室温調整を行わないもの）。箱、パレット、「エ
アーコンテナ」や積み重ねや輸送時に扱いやすい包装さ
れた商品の輸送や様々な宛先への小包、書類、手紙の
一括輸送も含む。

64101060204 11.02 7011500006
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱包
した商品の国内定期航空輸送

11.01 束にした郵便物の国内定期航空輸送
束ねられた郵便物の国内定期航空輸送（室温調整を行
わないもの）。

64101060204 11.03 7011500009 束にした郵便物の国際定期航空輸送 11.02
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方式、
パレタイジング方式及びその他の梱包した
商品の国内定期航空輸送

腐敗しない箱詰め及びパレット品の国内航空輸送（室温
調整を行わないもの）。 箱、パレット、「エアーコンテナ」
や積み重ねや輸送時に扱いやすい包装された商品の輸
送や様々な宛先への小包、書類、手紙の一括輸送も含
む。

64101060204 11.04 7011500012
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱包
した一般貨物の国際定期航空輸送

11.03 束にした郵便物の国際定期航空輸送
束にされた郵便物の国際定期航空運送（室温調整を行
わないもの）。

64101060204 11.05 7011500015
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱包
した一般貨物の国内不定期航空輸送

11.04
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方式、
パレタイジング方式及びその他の梱包した
一般貨物の国際定期航空輸送

梱包されていない箱詰め品及びパレタイジング品の国際
定期航空輸送（室温調整を行わないもの）。郵便物を除
く。

64101060204 11.06 7011500018
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱包
した一般貨物の国際不定期航空輸送

11.05
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方式、
パレタイジング方式及びその他の梱包した
一般貨物の国内不定期航空輸送

腐敗しにくい箱詰めパレット品の国内不定期航空輸送
（室温調整を行わないもの）。 箱、パレットや積み重ねや
輸送時に扱いやすい商品などのパッケージに包装された
ものの輸送も含む。

TW－48400、TW－49200

細分類 4411 一般貨物自動車運送業 、 4412 特別積合せ貨物運送業、4421 特定貨物自動車運送業、4431 貨物軽自動車運送業 、4441 集配利用運送業 、4499 その他の道路貨物運送業

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 H 運輸業、郵便業

中分類 44 道路貨物運送業

小分類 441 一般貨物自動車運送業 、 442 特定貨物自動車運送業、443 貨物軽自動車運送業 、444 集配利用運送業 、449 その他の道路貨物運送業

15



資料２（別添１）

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）
TW－48400、TW－49200

12 64101070101
他に分類されない室温調節した一貫輸
送コンテナの道路輸送

12 7011525000
他に分類されない室温調節した一貫輸送
コンテナの道路輸送

11.06
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方式、
パレタイジング方式及びその他の梱包した
一般貨物の国際不定期航空輸送

腐敗しない箱詰めパレタイジング商品の不定期国際輸送
（室温調整を行わないもの）。 箱、パレット、「エアーコン
テナ」など積み重ねや輸送時に扱いやすい包装された商
品の輸送も含む。

13 64101070201
他に分類されない室温調節なしの一貫
輸送コンテナの道路輸送

13 7011575000
他に分類されない室温調節なしの一貫輸
送コンテナの道路輸送

12
他に分類されない室温調節した一貫輸送コ
ンテナの道路輸送

室温調整された複合輸送コンテナの道路輸送

14 64101080101 自動車・軽量トラックの道路輸送 14 7011625000 自動車・軽量トラックの道路輸送 13
他に分類されない室温調節なしの一貫輸
送コンテナの道路輸送

室温調整れた一貫輸送コンテナの道路輸送

15 64101090101 家畜の道路輸送 15 7011700000 家畜の道路輸送 14 自動車・軽量トラックの道路輸送 自動車の道路輸送

16 64101100101 廃棄物の輸送 16 7011750000 廃棄物の道路輸送 15 家畜の道路輸送 家畜の道路輸送。

64101100101 16.01 7011750003 非有害廃棄物の道路輸送 16 廃棄物の輸送
除かれるもの：
・廃棄物の現地収集。

64101100101 16.02 7011750006 非有害リサイクル可能資材の道路輸送 16.01 廃棄物の道路輸送 廃棄物及び有害廃棄物の道路輸送。

64101100101 16.03 7011750009 有害廃棄物の道路輸送 16.01.01 非有害廃棄物の道路輸送 有害でない廃棄物の道路輸送

17 64101110101 他に分類されないその他の商品の輸送 17 7011800000 その他の商品の道路輸送 16.01.02 非有害リサイクル可能資材の道路輸送
移送ステーションまたは中間処理現場から別の中間場所
または材料回収施設への危険でないリサイクル可能な
材料の道路輸送サービス。

18 64102010101 倉庫・保管サービス 18 7011900000 倉庫・保管サービス 16.01.03 有害廃棄物の道路輸送 危険な廃棄物の道路輸送

19 64103010101 貨物輸送手配・通関サービス 19 7011925000 貨物輸送手配・通関サービス 17 他に分類されないその他の商品の輸送

20 64104010101 商品の捌き・梱包及び関連サービス 20.01 7011975000 商品の捌きサービス 18 倉庫・保管サービス

64104010101 20.02 7012000000 商品の梱包サービス 19 貨物輸送手配・通関サービス

21 81101010105
経営及びサプライチェーン管理コンサル
ティング及び実施サービス

21 7014650000
経営及びサプライチェーン管理コンサル
ティング及び実施サービス

20 商品の捌き・梱包及び関連サービス

22 81102050501 道路輸送支援サービス 22.01 7015300000 牽引サービス 20.01 商品の捌きサービス

トラック、鉄道車両、航空機、船舶等の積み下ろし、下
船、船外活動を含む、貨物として輸送される物品の取扱
いサービス。船舶、鉄道車両、トラック、または航空機か
ら別の車両への貨物の移動も含む。また、コンテナの積
み下ろしなどの後続輸送用の貨物を準備するサービスも
含む。

81102050501 22.02 7015325000 ドレージサービス 20.02 商品の梱包サービス
出荷または保管用の梱包用品。 梱包する商品の回収や
梱包前の包装紙も含む。

21
経営及びサプライチェーン管理コンサルティ
ング及び実施サービス

運営やサプライチェーンマネジメントに関するアドバイス、
ガイダンス、ソリューション導入サービスを含むバンドル
製品を提供。運営管理には、商品やサービスを生産する
ことを目的とした物理的、財政的、人的資源の管理が含
まれる。サプライチェーン管理には、在庫、倉庫保管、及
び流通システムの管理が含まれる。

22 道路輸送支援サービス
有料道路へのアクセス、道路清掃、牽引、都市間運送業
者のバスターミナルサービス及び貨物輸送など、道路に
よる商品および乗客の輸送を支援するサービス

22.01 牽引サービス 道路車両の牽引サービスの提供

22.02 ドレージサービス
交通機関の拠点間または国境を越えた道路におけるト
ラックのトレーラーまたはコンテナの短距離輸送

23
人や動物の牽引する乗り物による道路貨
物輸送サービス

人または動物が運んだ車両による貨物の道路輸送サー
ビス

24 運転手付きトラックレンタルサービス

16

013653
テキストボックス



ワークシート②【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

H 運輸業、郵便業

44 道路貨物運送業

441 一般貨物自動車運送業 、 442 特定貨物自動車運送業、443 貨物軽自動車運送業 、444 集配利用運送業 、449 その他の道路貨物運送業

4411 一般貨物自動車運送業 、 4412 特別積合せ貨物運送業、4421 特定貨物自動車運送業、4431 貨物軽自動車運送業 、4441 集配利用運送業 、4499 その他の道路貨物運送業

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
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

1 住宅引越サービス － 後出の「引越サービス」に含まれる。

2
大型トラック・トラックトレーラー・バスのレ
ンタル

大型トラック、トラック用トレーラー、バスの賃貸またはリー
ス

－
後出の「貨物自動車賃貸サービス」に含
まれる。

細品目（10桁）名 貨物輸送サービス

3 引越サービス（住宅引越を除く） 4400960300 引越サービス 貨物自動車運送 貨物輸送

4400960303 引越サービス
住居の移転による家財等の移送や設置等、事務所等の移転に伴
う備品等の移送や設置等を一括して行うサービス

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

貨物軽自動車等運送 運賃収入

44009603039 住宅引越サービス
住居の移転による家財等の移送や設置等を一括して行
うサービス

利用運送 利用運送サービス 利用運送サービス

44009603039 事務所移転サービス
事務所等の移転に伴う備品等の移送や設置等を一括し
て行うサービス

旅客輸送サービス 旅客輸送サービス

4400160600 宅配便サービス（個別契約によるもの） 倉庫サービス 倉庫収入

4400160603
宅配便サービス（個別契約によるもの、
常温）

個別契約による、温度管理を行わない宅配便サービス
（メール便を含む。）。

コモ法6桁分類名 家電工事サービス 家電工事

4 小荷物・文書・手紙の輸送サービス 4400160606
宅配便サービス（個別契約によるもの、
冷蔵・冷凍）

個別契約による、温度管理を行う（冷蔵または冷凍）宅配
便サービス。

道路貨物輸送（自家輸送を除
く）

家電修理サービス 家電修理

4400960900
宅配便サービス（個別契約によるもの以
外のもの）

貨物利用運送 その他サービス その他事業収入

4400960903
宅配便サービス（個別契約によるもの以
外のもの、常温）

個別契約によるもの以外の、温度管理を行わない宅配
便サービス（メール便を含む。）。

4.02
小荷物・文書・手紙のその他の輸送サー
ビス

4400960906
宅配便サービス（個別契約によるもの以
外のもの、冷蔵・冷凍）

個別契約によるもの以外の、温度管理を行う（冷蔵また
は冷凍）宅配便サービス。

5 購入品・サービス品の地域輸送、配達 4400161200
その他の貨物自動車運送サービス（３ＰＬ
サービスに係るものを除く）

調査品目名 内容例示

6
道路による一貫輸送タンクコンテナでの
液体・気体のバルク輸送

4400161203
その他の貨物自動車運送サービス（３ＰＬ
サービスに係るものを除く）

引越サービス、宅配便サービス以外の貨物自動車運送
サービス（３ＰＬサービスに係るものを除く）

一次原案生産物リストを踏まえて設定
一般貨物自動車運送業（特別
積合せ貨物運送業を除く）

自動車（三輪以上の軽自動車及び
二輪の自動車を除く）貨物運送

7
道路による液体・気体のバルク輸送（一
貫輸送タンクコンテナを除く）

44001612039 自動車による液体・気体のバルク輸送
引越サービス、宅配便サービス以外の貨物自動車運送
サービス

44001612039 自動車による固体のバルク輸送 自動車による固体のバルク輸送

44001612039
自動車による箱詰めまたはその他梱包商品等
の輸送（常温）

自動車による温度管理を行わない箱詰めまたはその他
梱包商品等の輸送

44001612039
自動車による箱詰めまたはその他梱包商品等
の輸送（冷蔵・冷凍）

自動車による温度管理を行う箱詰めまたはその他梱包
商品等の輸送

44001612039
自動車による自動車・軽量トラックの輸
送

自動車による自動車・軽量トラックの輸送 貨物軽自動車運送業
三輪以上の軽自動車及び二
輪の自動車による貨物運送

44001612039 自動車による家畜の輸送 自動車による家畜の輸送 集配利用運送業 第二種利用運送業

4400161500
貨物利用運送サービス（宅配便サービス・引越し
サービス及び３ＰＬサービスに係るものを除く） その他の道路貨物運送業 自転車貨物運送業

4400161503
貨物利用運送サービス（宅配便サービス・引越し
サービス及び３ＰＬサービスに係るものを除く）

貨物利用運送事業法に基づく貨物利用運送事業による輸送サービス
（宅配便サービス・引越しサービス及び３ＰＬサービスに係るものを除く）

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定

国内宅配便サービス（冷蔵・冷凍）

44009615039
貨物利用運送による液体・気体のバルク
輸送

貨物利用運送事業法に基づく貨物利用運送事業による
液体・気体のバルク輸送

国内宅配便サービス（冷蔵・冷凍、事業者向け）

44009615039 貨物利用運送による固体のバルク輸送
貨物利用運送事業法に基づく貨物利用運送事業による
固体のバルク輸送

調査品目名

44009615039
貨物利用運送による箱詰めまたはその
他梱包商品等の輸送

貨物利用運送事業法に基づく貨物利用運送事業による
箱詰め、その他梱包商品等の輸送

道路貨物運送業

44009615039
貨物利用運送による自動車・軽量トラッ
クの輸送

貨物利用運送事業法に基づく貨物利用運送事業による
自動車・軽量トラックの輸送

44009615039 貨物利用運送による家畜の輸送
貨物利用運送事業法に基づく貨物利用運送事業による
家畜の輸送

4400961800 その他の道路貨物運送サービス

4400961899 その他の道路貨物運送サービス
自動車による無償の貨物運送サービス並びに自転車などの軽車
両、原動機付自転車及び動物等による貨物運送サービス

一次原案生産物リスト及び既存統計調
査の調査項目を踏まえて設定

国際宅配便サービス（冷蔵・冷凍）

4.01 文書及び荷物の駅間輸送

ある輸送拠点から別の輸送拠点への小型パッケージ、書類
及び手紙の輸送
〇駅間、またはバスターミナル間、または空港間までの小
規模の荷物及び小包の輸送。

9
室温調節箱詰め方式、パレタイジング方
式及びその他の梱包した商品の道路輸
送（一貫輸送コンテナを除く）

箱詰め及びパレット化された物品の道路輸送（室温調整を
行うもの）。一貫輸送コンテナを除く。 箱、パレットや積み重
ねや輸送時に扱いやすい商品などの輸送も含む。

10.02

10.01

箱詰め方式、パレタイジング方式及びそ
の他の梱包した商品の道路輸送（室温
調節なし、一貫輸送コンテナ使わず、ト
ラック輸送サービス）

箱詰め及びパレット化された物品のトラック積載輸送（室温
調整を行わないもの）。一貫輸送コンテナを除く。 箱、パ
レット、積み重ねや輸送時に扱いやすい商品などの輸送も
含む。 また、様々な宛先への小包、書類、手紙の一括輸送
を含む。

ダイレクトメール便サービス

8
道路による固体のバルク輸送（一貫輸送
コンテナを除く）

ドライバルクを道路輸送する。 一貫輸送コンテナを除く。
石炭、鉱石、穀物、砂、石、セメント、乾式化学品、乾式プラ
スチック、肥料製品、木材チップ、小麦粉、砂糖などのドライ
バルク商品の輸送も含む。 その他の宅配便サービス

一次原案生産物リストを踏まえて設定す
るが、調査研究結果より、基礎統計にお
ける把握可能性が低いと考えられるた
め、内容例示とする。

一次原案生産物リストを踏まえて設定す
るが、調査研究結果より、基礎統計にお
ける把握可能性が低いと考えられるた
め、内容例示とする。

箱詰め方式、パレタイジング方式及びそ
の他の梱包した商品の道路輸送（室温
調節なし、一貫輸送コンテナ使わず、小
口トラック輸送サービス）

箱詰め及びとパレタイジングされた物品の輸送（室温調整
を行わないもの）。 一貫輸送コンテナを除く。箱、パレット、
「エアコンテナ」、積み重ねや輸送時に扱いやすい商品など
の輸送も含む。また、様々な宛先への小包、書類、手紙の
一括輸送も含む。

特定の荷主との契約に基づ
く、自動車（三輪以上の軽自動
車及び二輪の自動車を除く）
貨物運送

集荷された貨物の仕分けを行い、
積合せて他の事業場に運送し、配
送に必要な仕分けを行うものでこれ
らの事業場間の貨物運送を定期的
に行う事業

国内宅配便サービス

国内宅配便サービス（常温、事業者向け）

国内宅配便サービス（常温、一般消費者向け）

国際宅配便サービス（常温、一般消費者向け）

＜サービス産業動向調査＞

国際宅配便サービス

国際宅配便サービス（常温）

国内宅配便サービス（冷蔵・冷凍、一般消費
者向け）

国際宅配便サービス（常温、事業者向け）

箱詰め方式、パレタイジング方式及びそ
の他の梱包した商品の道路輸送（室温
調節なし、一貫輸送コンテナ使わず）

箱詰め及びパレット化された品の道路輸送（室温調整を行
わないもの）。一貫輸送コンテナを除く。箱、パレットや積み
重ねや輸送時に扱いやすい商品などの輸送も含む。 また、
様々な宛先への小包、書類、手紙の一括輸送も含む。

国内宅配便サービス（常温）

10

一次原案生産物リストを踏まえて設定す
るが、調査研究結果より、基礎統計にお
ける把握可能性が低いと考えられるた
め、内容例示とする。

調査研究結果を踏まえて設定

調査研究結果を踏まえて設定

特定貨物自動車運送業

特別積合せ貨物運送業

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

＜平成24年経済センサス-活動調査＞

大分類

中分類

小分類

＜平成23年産業連関表＞

細分類

3.01 事業所移転

輸送過程において、輸送者の特別な取り扱いを受ける中古
商用品の梱包、輸送、及び途中保管。
含まれるもの：店舗、オフィス、博物館、施設、病院、または
その他の民間施設（非営利団体を含む）の家具、備品、機
器及び財産。

3.02
特別な取り扱いが必要なその他の商品
の移動

輸送過程において、輸送者の特別な取扱いを受ける他の
物品の梱包、輸送、及び中途保管。
含まれるもの：美術品、展示会展示品、博物館展示品など

＜ヒアリング結果（441一般貨物自動車運送業 )＞

＜一般貨物自動車運送業＞

家財宅配便サービス（梱包、設置含む）

貨物輸送サービス

宅配便サービス

17



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
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

国際宅配便サービス（冷蔵・冷凍、事業者向け）

鉄道コンテナ一貫輸送サービス

11.01 束にした郵便物の国内定期航空輸送
束ねられた郵便物の国内定期航空輸送（室温調整を行わ
ないもの）。

引越サービス

引越サービス（国内）

引越サービス（国際）

11.03 束にした郵便物の国際定期航空輸送
束にされた郵便物の国際定期航空運送（室温調整を行わ
ないもの）。

機密文書運搬・処理サービス

小売サービス

包装資材小売サービス

その他の物品小売サービス

＜特定貨物自動車運送業＞

貨物輸送サービス（国内） 道路貨物運送業

12
他に分類されない室温調節した一貫輸
送コンテナの道路輸送

室温調整された複合輸送コンテナの道路輸送 国内輸送費

13
他に分類されない室温調節なしの一貫
輸送コンテナの道路輸送

室温調整れた一貫輸送コンテナの道路輸送 －
前出の「その他の貨物自動車運送サービス（３Ｐ
Ｌサービスに係るものを除く）」に含まれる。

貨物輸送サービス

14 自動車・軽量トラックの道路輸送 自動車の道路輸送 貨物輸送サービス（国際） 輸出入輸送費

15 家畜の道路輸送 家畜の道路輸送 自動車整備サービス 自動車整備業

16 廃棄物の輸送
除かれるもの：
・廃棄物の現地収集。

P 廃棄物輸送・処理サービス 廃棄物の輸送または処理サービス
本分類については、R88 廃棄物処理業
の議論を踏まえて検討

不動産賃貸サービス 不動産賃貸業

16.01 廃棄物の道路輸送 廃棄物及び有害廃棄物の道路輸送 自動車賃貸サービス 自動車賃貸業

16.01.01 非有害廃棄物の道路輸送 有害でない廃棄物の道路輸送 その他サービス その他

P 廃棄物輸送サービス 廃棄物の輸送を行うサービス

P 廃棄物処理サービス 溶解・焼却等廃棄物の処理を行うサービス

16.01.03 有害廃棄物の道路輸送 危険な廃棄物の道路輸送 ＜貨物軽自動車運送業＞

17 他に分類されないその他の商品の輸送 －
前出の各種道路貨物運送サービスに含
まれる。

貨物輸送サービス 貨物輸送

18 倉庫・保管サービス 4400962100
倉庫サービス（３ＰＬサービスに係るもの
を除く）

4400962103
倉庫サービス（３ＰＬサービスに係るもの
及び冷蔵倉庫を除く）

冷蔵倉庫を除く倉庫による保管サービス（３ＰＬサービス
に係るものを除き、トランクルームを含む）

4400962106
冷蔵倉庫サービス（３ＰＬサービスに係る
ものを除く）

冷蔵倉庫による保管サービス（３ＰＬサービスに係るもの
を除く）

＜集配利用運送業＞

貨物輸送サービス 貨物輸送サービス

19 貨物輸送手配・通関サービス 貨物輸送サービス（国際、航空） 航空輸出

20 商品の捌き・梱包及び関連サービス 航空輸入

貨物輸送サービス（国際、海上） 海上輸出

海上輸入

ロジスティクスサービス ロジスティクス

20.02 商品の梱包サービス
出荷または保管用の梱包用品。 梱包する商品の回収や梱
包前の包装紙も含む。

利用運送サービス 利用運送サービス

4400162400 ３ＰＬサービス 自動車整備サービス 自動車整備

4400162403 ３ＰＬサービス
荷主企業に対し、生産から販売に至る物流業務全体の提案から
運営までを包括的に請け負うサービス。

貨物自動車運送業と密接に関係する
サービスのため設定

倉庫サービス 普通倉庫業

22

－
道路貨物運送業者の副業とは考えにくい
ため、分類項目として設定しない。

＜その他の道路貨物運送業
＞

22.01 牽引サービス 道路車両の牽引サービスの提供 貨物輸送サービス 配送業

22.02 ドレージサービス
交通機関の拠点間または国境を越えた道路におけるトラッ
クのトレーラーまたはコンテナの短距離輸送

－
前出の「その他の貨物自動車運送サービス（３Ｐ
Ｌサービスに係るものを除く）」に含まれる。

製造 製造業

23
人や動物の牽引する乗り物による道路
貨物輸送サービス

人または動物が運んだ車両による貨物の道路輸送サービ
ス

－
前出の「その他の道路貨物運送サービ
ス」に含まれる。

有料道路へのアクセス、道路清掃、牽引、都市間運送業者
のバスターミナルサービス及び貨物輸送など、道路による
商品および乗客の輸送を支援するサービス

道路輸送支援サービス

日本においては、道路貨物運送事業者
が航空貨物運送を副業として行ってはい
ないと考えられることから分類項目として
設定しない。

－

調査研究結果より基礎統計における報
告可能性が低いと考えられるため、設定
しない。

－

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

廃棄物の輸送または処理サービス廃棄物輸送・処理サービスP

一次原案生産物リストを踏まえて設定す
るが、調査研究結果より、基礎統計にお
ける把握可能性が低いと考えられるた
め、内容例示とする。

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

20.01 商品の捌きサービス

トラック、鉄道車両、航空機、船舶等の積み下ろし、下船、
船外活動を含む、貨物として輸送される物品の取扱いサー
ビス。船舶、鉄道車両、トラック、または航空機から別の車
両への貨物の移動も含む。また、コンテナの積み下ろしなど
の後続輸送用の貨物を準備するサービスも含む。

運営やサプライチェーンマネジメントに関するアドバイス、ガ
イダンス、ソリューション導入サービスを含むバンドル製品
を提供。運営管理には、商品やサービスを生産することを
目的とした物理的、財政的、人的資源の管理が含まれる。
サプライチェーン管理には、在庫、倉庫保管、及び流通シス
テムの管理が含まれる。

21
経営及びサプライチェーン管理コンサル
ティング及び実施サービス

11.06
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱
包した一般貨物の国際不定期航空輸送

腐敗しない箱詰めパレタイジング商品の不定期国際輸送
（室温調整を行わないもの）。 箱、パレット、「エアーコンテ
ナ」など積み重ねや輸送時に扱いやすい包装された商品の
輸送も含む。

16.01.02 非有害リサイクル可能資材の道路輸送
移送ステーションまたは中間処理現場から別の中間場所ま
たは材料回収施設への危険でないリサイクル可能な材料
の道路輸送サービス。

11.05
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱
包した一般貨物の国内不定期航空輸送

腐敗しにくい箱詰めパレット品の国内不定期航空輸送（室
温調整を行わないもの）。 箱、パレットや積み重ねや輸送
時に扱いやすい商品などのパッケージに包装されたものの
輸送も含む。

11.02
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱
包した商品の国内定期航空輸送

腐敗しない箱詰め及びパレット品の国内航空輸送（室温調
整を行わないもの）。 箱、パレット、「エアーコンテナ」や積み
重ねや輸送時に扱いやすい包装された商品の輸送や様々
な宛先への小包、書類、手紙の一括輸送も含む。

11
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱
包した商品の航空輸送

腐敗しにくい箱詰め及びパレタイジングされた物品の航空
輸送（室温調整を行わないもの）。箱、パレット、「エアーコン
テナ」や積み重ねや輸送時に扱いやすい包装された商品
の輸送や様々な宛先への小包、書類、手紙の一括輸送も
含む。

11.04
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱
包した一般貨物の国際定期航空輸送

梱包されていない箱詰め品及びパレタイジング品の国際定
期航空輸送（室温調整を行わないもの）。郵便物を除く。

国際宅配便サービス（冷蔵・冷凍、一般消費
者向け）
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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
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

24 運転手付きトラックレンタルサービス P 貨物自動車賃貸サービス
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 貨物自動車賃貸サービス 貨物自動車の賃貸サービス
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 自動車整備サービス
本分類については、R89 自動車整備業
の議論を踏まえて検討

P 自動車整備サービス 自動車整備サービス 調査研究結果を踏まえ設定

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設定
小売業の議論を踏まえて検討

P 不動産賃貸サービス
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 不動産賃貸サービス 不動産賃貸サービス
調査研究結果を踏まえて設定
不動産業の議論を踏まえて検討
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ワークシート①【別紙様式2】

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 11103010108
キャンディー、包装されたクッキー、スナッ
ク食品の小売サービス

1 5000200000
キャンディー、包装されたクッキー、スナッ
ク食品の小売販売

1 50.10.1 海上及び沿岸水路旅客輸送サービス 1 64121
フェリーによる内陸水路旅客輸送サービ
ス

1
キャンディー、包装されたクッキー、スナック
食品の小売販売

2 11103010110
清涼飲料・ノンアルコール飲料の小売サー
ビス

2 5000250000 清涼飲料・ノンアルコール飲料の小売販売 1.01 50.10.11
フェリーによる海上及び沿岸水路旅客輸
送サービス

2 64122
巡航船上での内陸水路旅客輸送サービ
ス

2 清涼飲料・ノンアルコール飲料の小売販売

3 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

3 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

1.02 50.10.12
クルーズ船による海上及び沿岸水路旅
客輸送サービス

3 64129 その他の内陸水路旅客輸送サービス 3
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

4 21401010301
他に分類されない家庭用品・身の回り品の
賃貸サービス

4.01 7000760000
ソーシャルイベント用の機器のレンタル、
リース

1.03 50.10.19
その他の海上及び沿岸水路旅客輸送
サービス

4 64133 水上観光サービス 4 教育ツアー

教育目的を達成するために設計された旅行やツアーにおいて,、学
校教育を行う。
含まれないもの：
文化的、歴史的または自然のテーマを持つ旅行ツアー

21401010301 4.02 7000765000
他に分類されない家庭用品・身の回り品の
レンタル、リース

2 50.10.20
海上及び沿岸水路旅客輸送船舶のレン
タルサービス（操縦士付き）

5 64231
沿岸及び大洋横断フェリーによる海上旅
客輸送サービス

5 船舶による地域輸送

5 24106030103 教育ツアー 5 7001750000 教育ツアー 3 50.20.1 海上及び沿岸水路貨物輸送サービス 6 64232
巡航船上での沿岸及び大洋横断海上旅
客輸送サービス

6 沿岸・五大湖固定ルート船舶旅客輸送

含まれるもの：
・乗客に附随した自動車及び荷物の輸送。
・オプションの船室、寝台またはリクライニングスリーパーシートな
どの宿泊設備のあるフェリー輸送
含まれないもの：
・都市部における船舶旅客輸送
・内陸部における船舶旅客輸送

6 27201010101
道路・鉄道による地域、固定ルート旅客輸
送

6 7002800000
道路・鉄道による地域、固定ルート旅客輸
送

3.01 50.20.11
冷蔵船による冷凍及び冷蔵製品の海上
及び沿岸水路輸送サービス

7 64239
その他の沿岸及び大洋横断海上旅客輸
送サービス

7 船舶による観光旅行サービス

7 27201010102
道路による地域旅客輸送（固定ルートを除
く）

7 7002825000
道路による地域旅客輸送（固定ルートを除
く）

3.02 50.20.12
タンカーによる原油の海上及び沿岸水路
輸送サービス

8 65211
冷蔵船による沿岸及び大洋横断海上貨
物輸送サービス

8 クルーズ

クルーズ船の航海、宿泊、娯楽サービスを提供。 クルー
ズは、主に船上でのエンターテイメントやレクリエーション
を目的とし、宿泊施設（ほとんどの場合、2泊以上）及び飲
食物が提供される。

含まれるもの：
・出発港と到着港の往復/事前または航海後のホテルな
どでの宿泊とクルーズを含んだツアーパッケージ。

含まれないもの：
・上陸しての宿泊（一泊）を含んだ観光ツアーパッケージ。
・夕食クルーズ、ディナークルーズ、ダンスクルーズ、
cruise to nowhere、賭博クルーズ、ボートによるその他の
観光（食事やエンターテインメントは含まれるが、客室の
宿泊は含まれない。）
・単なる乗客の水上輸送を目的としたもの

8 27201010201 船舶による地域輸送 8 7002850000 船舶による地域輸送 3.03 50.20.13
タンカーによる他のバルク液体又はガス
の海上及び沿岸水路輸送サービス

9 65212
タンカーによる沿岸及び大洋横断海上貨
物輸送サービス

9
宿泊付パック旅行、カスタマイズされた旅行
（クルーズ・教育ツアーを除く）

9 31101040101
モーターホーム・トラベルトレーラー・キャン
ピングカーのレンタル・リースサービス

9 7002875000

モーターホーム・トラベルトレーラー・キャン
ピングカー・ユーティリティトレーラーのレン
タル・リースサービス（ファイナンスリースを
除く）

3.04 50.20.14
コンテナ船によるインターモーダルコンテ
ナの海上及び沿岸水路輸送サービス

10 65213
コンテナ船による複合一貫コンテナの沿
岸及び大洋横断水上輸送サービス

9.01
宿泊付パック旅行（クルーズ・教育ツアーを
除く）

10 31201010101 自動車・軽量トラックの賃貸 10 7003800000 自動車・軽量トラックの賃貸 3.05 50.20.15
乾燥バルク品の海及び沿岸水路輸送
サービス

11 65219
他の沿岸地域及び大洋横断貨物の海上
輸送サービス

9.02
宿泊付カスタマイズ旅行（クルーズ・教育ツ
アーを除く）

11 31301010101 長距離・固定ルート道路旅客輸送 11 7002925000 長距離・固定ルート道路旅客輸送 3.06 50.20.19
その他の海上及び沿岸水路貨物輸送
サービス

12 65221
冷蔵船による内陸水路貨物輸送サービ
ス

10
手作業、職業、技術的、専門能力開発研修
プログラム

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
供する就業前および試用期間中のプログラムおよびコー
ス。
•期間が2年以下の職業/技術トレーニングプログラムまた
はコース。
•専門的な開発および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。

12 31301010102 長距離道路旅客輸送（固定ルートを除く） 12 7002950000 長距離道路旅客輸送（固定ルートを除く） 4 50.20.2

海上及び沿岸水路貨物輸送船舶のレン
タルサービス（運転手付き）、オペレー
ターと貨物のための海と沿岸の水船のレ
ンタルサービス; 曳航及び推進サービス、
後押し及び牽引サービス

13 65222
タンカーによる内陸水路貨物輸送サービ
ス

11 航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸

含まれるもの：
・あらゆる種類の航空機、鉄道機関車、鉄道車両、ライト
レール、地下鉄車両、船舶、ボート、ホバークラフト、およ
びバージのレンタルまたはリース。
・賃貸契約またはリース契約に含まれる配送/ピックアッ
プ、保険（例：財産、賠償責任、保証および損害賠償）、メ
ンテナンスおよび修理サービス
除かれるもの：
・ファイナンス/キャピタルリース。
・オペレータ付きの航空、鉄道、高速道路、水上輸送設備
のレンタルおよびリース。
・別途提供されるメンテナンスおよび修理サービス。
・別途提供される保険（例：財産、賠償責任、保証及び損
害賠償）。
・別途提供される保険の仲介または代理店サービス（例
えば、財産、賠償責任、保証および損害賠償）。
・別途提供される配送/ピックアップサービス。

13 31304010101 沿岸・五大湖固定ルート船舶旅客輸送 13 7003125000 沿岸・五大湖固定ルート船舶旅客輸送 4.01 50.20.21
海上及び沿岸水路貨物輸送船舶のレン
タルサービス（運転手付き）

14 65229
その他の内陸水路による貨物輸送サー
ビス

11.01 船舶及びその他の商業用乗物の賃貸

14 31401010101 鉄道による観光旅行サービス 14 7003135000 鉄道による観光旅行サービス 4.02 50.20.22
海や沿岸海域での後押し及び牽引サー
ビス

15 66021
沿岸及び大洋横断での操縦士付き旅客
船舶レンタルサービス

12 船舶の保守、修理及び関連サービス

タンカー船、バルク船、コンテナ船、はしけ船、クルーズ船
などの船舶用交換部品の設置を含む、メンテナンス及び
修理サービス
含まれるもの：
・船舶の外装及び内装の清掃や点検サービス。
含まれないもの：
・海洋船のオーバーホール
・プレジャーボートの修理または保守サービス
個別に販売されている船舶部品の小売

細分類

TW－48300、TW－48700

大分類

中分類

小分類

日本標準産業分類（2013年改定）

H 運輸業、郵便業

45 水運業

451 外航海運業 、 452 沿海海運業、453 内陸水運業、454 船舶貸渡業

4511 外航旅客海運業 、 4512 外航貨物海運業、4521 沿海旅客海運業、4522 沿海貨物海運業 、4531 港湾旅客海運業 、4532 河川水運業、4533 湖沼水運業、4541 船舶貸渡業（内航船舶貸渡業を除く）、4542 内航船舶貸渡業 
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TW－48300、TW－48700

15 31401010102
陸上乗物による観光旅行サービス（鉄道を
除く）

15 7003150000
陸上乗物による観光旅行サービス（鉄道を
除く）

5 50.30.1 内陸水路旅客輸送サービス 16 66022
沿岸及び大洋横断での操縦士付き貨物
船舶レンタルサービス

13
船舶による一貫輸送タンクでの液体・気体
のバルク輸送

16 31401010103 船舶による観光旅行サービス 16 7003175000
船舶による観光旅行サービス（ディナーク
ルーズ、周遊、湾内ツアーを含む）

5.01 50.30.11
フェリーによる内陸水路旅客輸送サービ
ス

17 66023
内陸水路での操縦士付き旅客船舶レンタ
ルサービス

14
船舶による液体・気体のバルク輸送（一貫
輸送タンクコンテナを除く）

17 31401010104 航空機による観光旅行サービス 17 7003200000 航空機による観光旅行サービス 5.02 50.30.12
巡航船上での内陸水路旅客輸送サービ
ス

18 66024
内陸水路での操縦士付き貨物船舶レンタ
ルサービス

15
船舶による固体のバルク輸送（一貫輸送コ
ンテナを除く）

18 31402010101 クルーズ 18 7003250000 クルーズ 5.03 50.30.13
観光及びエクスカーション目的のボート
サービス

19 73113
鉄道車輌のリース又はレンタルサービス
（オペレーターの付かないもの）

16
室温調節箱詰め方式、パレタイジング方式
及びその他の梱包した商品の船舶輸送（一
貫輸送コンテナを除く）

箱詰め及びパレット化された物品（一貫輸送コンテナを除
く）の船舶輸送（室温調整を行うもの）。 箱、パレット、積
み重ねや輸送時に扱いやすいよう包装された商品の輸
送も含む。

19 31403010101
宿泊付パック旅行、カスタマイズされた旅
行（クルーズ・教育ツアーを除く）

19.01 7003275000
宿泊付パック旅行（クルーズ・教育ツアー
を除く）

5.04 50.30.19
その他の内陸水路による旅客輸送サー
ビス

20 73114
その他の陸上輸送機械のリース又はレン
タルサービス（オペレーターの付かないも
の）

17
箱詰め方式、パレタイジング方式及びその
他の梱包した商品の船舶輸送（室温調節な
し、一貫輸送コンテナ使わず）

箱詰め及びパレット化された物品の船舶輸送（室温調整
を行わないもの）。 箱、パレット、または積み重ねや輸送
時に扱いやすいよう包装された輸送用品を含む。 また、
小包、書類や手紙を一括輸送することも含む。
サービスの提供範囲は、港と港の間であり、道路におけ
る、「集配」、「配達」は含まれない。

31403010101 19.02 7003285000
宿泊付カスタマイズ旅行（クルーズ・教育ツ
アーを除く）

6 50.30.20
内陸水路での操縦士付き旅客輸送船舶
レンタルサービス

21 73115
船のリース又はレンタルサービス（オペ
レーターの付かないもの）

18
他に分類されない室温調節した一貫輸送コ
ンテナの船舶輸送

一貫輸送コンテナの船舶輸送（室温調整を行うもの）
 サービスの提供範囲は港から港の間であり、道路におけ
る「集配」及び「配達」は含まれない。
含まれないもの：
•一貫輸送コンテナ内でのバルク液体またはガスの輸送
•道路による「集配」及び「配達」を含んだ一貫輸送コンテ
ナ（室温調整を行わないもの）の輸送

20 34101010201
手作業、職業、技術的、専門能力開発研
修プログラム

20 7003950000
手作業、職業、技術的、専門能力開発研
修プログラム（運用機械装置の認定トレー
ニングを含む）

7 50.40.1 内陸水路貨物輸送サービス 22 73116
航空機のリース又はレンタルサービス（オ
ペレーターの付かないもの）

19
他に分類されない室温調節なしの一貫輸送
コンテナの船舶輸送

21 41102020103 自動車・軽量トラックリースサービス 21 7005528000 自動車・軽量トラックリースサービス 7.01 50.40.11
冷凍船による冷凍品及び冷蔵品の内陸
水路輸送サービス

23 73117 コンテナのリース又はレンタルサービス 20 自動車・軽量トラックの船舶輸送

含まれるもの：
•車、ミニバン、バン、軽トラック、SUVの船舶輸送。
•特殊自動車用複合コンテナ内での自動車の船舶輸送。
•自動車のロールオン/ロールオフ（Ro-Ro）船舶輸送

含まれないもの：
•家庭用移動サービスの一部としての車両の移動
•オフロード車、建設機械、農業機械、スノーモービル、オートバイ、
トラックトラクター、軍用車両の輸送
•運転手またはオペレーターと同行の乗客との乗り物の輸送。
•道路によるピックアップ、宅配、またはその両方を含む自動車の輸
送

22 41102020104
ファイナンスリースサービス（自動車・軽量
トラック賃貸サービスを除く）

22 7005529000
ファイナンスリースサービス（自動車・軽量
トラック賃貸サービスを除く）

7.02 50.40.12
タンカーによる原油の内陸水路輸送サー
ビス

24 73121
農業機械器具のリース又はレンタルサー
ビス（オペレーターの付かないもの）

21 家畜の船舶輸送

含まれるもの：
牛、豚、馬、鶏を含む商業用家畜の船舶輸送
•家畜専用容器による家畜の船舶輸送
含まれないもの：
•ペット、競走馬、動物園の動物の輸送
•道路における家畜の輸送

23 41102160101 保険斡旋・仲介サービス 23 7005560000
保険斡旋・仲介サービス - 手数料及び関
連費用

7.03 50.40.13
タンカーによるその他のバルク液体及び
ガスの内陸水路輸送サービス

25 73122
建設機械器具のリース又はレンタルサー
ビス（オペレーターの付かないもの）

22 廃棄物の輸送
除外項目：
•廃棄物の現地収集。

24 47102010208
他に分類されない建物・その他の施設に
おける非住居用スペースのレンタル、リー
ス

24 7006525000 モジュラースペースの賃貸 7.04 50.40.14
コンテナ船による複合一貫コンテナの内
陸水路輸送サービス

26 73123
コンピュータを除く事務用機械器具のリー
ス又はレンタルサービス（オペレーターの
付かないもの）

22.01 廃棄物の船舶輸送

含まれるもの：
•固体廃棄物及び液体廃棄物
•地方廃棄物、産業廃棄物、有害廃棄物の輸送
・「環境に配慮した」専用複合容器での廃棄物の輸送

25 51104010101
事務用機器の賃貸サービス（コンピュータ
を除く）

25 7008825000
事務用機器の賃貸サービス（コンピュータ
を除く）

7.05 50.40.19 その他の内陸水路貨物輸送サービス 27 73124
コンピュータのリース又はレンタルサービ
ス（オペレーターの付かないもの）

23 他に分類されないその他の商品の輸送

51104010101 25.01 7008825003 事務用家具及び器具の賃貸 8 50.40.2
内陸水路での操縦士付き貨物輸送船舶
レンタルサービス （後押し及び牽引サー
ビス）

28 73125
通信機器のリース又はレンタルサービス
（オペレーターの付かないもの）

23.01 その他の商品の船舶輸送

バルクの液体およびガス、ドライバルク、箱詰め、パレタイジングお
よびその他の方式で梱包された商品、インターモーダルコンテナ、
自動車および軽量トラック、家畜やごみを除く物品の水上輸送。輸
送は港から港までであり、道路輸送によるピックアップ、配達、また
はその両方を含まない。
含まれるもの：
•トラックトレーラー、オフロード車、建設機械、農業機械、スノーモー
ビル、オートバイ、トラックトラクター、軍用車両、および「プロジェク
トカーゴ」の水上輸送。
除かれるもの
•道路輸送によるピックアップ、宅配、またはその両方を含む他の商
品の輸送。

51104010101 25.02 7008825006 その他の事務用機械及び機器の賃貸 8.01 50.40.21
内陸水路での操縦士付き貨物輸送船舶
レンタルサービス

29 73129
他に分類されないその他の機械器具の
リース又はレンタルサービス（オペレー
ターの付かないもの）

23.01.01 トラックトレイラーの船舶輸送

トラックトレイラーの水上輸送
含まれるもの：
•無積載トレーラーの船舶輸送
•商品を積載したトレーラーの船舶輸送。
含まれないもの：
•牽引車付きまたは運転手付きのトラックトレイラーのフェリー輸送

26 51204010101 コンピュータ・周辺機器の賃貸 26 7008875000
コンピュータ・周辺機器のレンタル・リース
（ファイナンスリースを除く）

8.02 50.40.22 内陸水域での牽引及び後押しサービス 23.01.02 その他の全ての商品の船舶輸送

27 51403010101
農業・建設・林業・鉱業・油田・ガス田用機
械装置の賃貸サービス

27 7009025000
農業・建設・林業・鉱業・油田・ガス田用機
械装置の賃貸サービス（オペレーターなし）

9 77.34.10
水上輸送器具のレンタル及びリースサー
ビス

24 電話及び関連サービス

28 51503010101 資材運搬機器の賃貸 28 7009075000 資材運搬機器の賃貸 25 海洋施設サービス

港湾、海上ターミナル、セントローレンス水路及び運河へ
の船舶へのアクセスを含む、海洋インフラの提供。 船舶
を通過させるつり上げ橋を含む。 ドッキングされた船舶へ
のユーティリティ（電気、ガス、淡水、下水道など）の供給
も含まれる。
含まれない井もの：
・プレジャーボートによるマリーナサービス
・浚渫サービス

29 51503010102 その他の工業機械装置の賃貸 29 7009100000
その他の工業機械装置の賃貸（オペレー
ターなし）

26 船舶用ナビゲーションサービス

含まれるもの：
•曳船航行サービス
•水先案内サービス
•砕氷サービス
•灯台及び灯火サービス
含まれないもの：
•故障船舶の牽引

51503010102 29.01 7009100003 非有害廃棄物管理機器の賃貸 26.01 港湾曳船サービス
船舶を牽引し、船舶や沈没した船舶や貨物の所在を特定
し、回収するなどの海上救助サービス

51503010102 29.02 7009100006 有害廃棄物管理機器の賃貸 26.02 その他の船舶用ナビゲーションサービス
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51503010102 29.03 7009100009 工業用ポンプの賃貸 27 海上救難サービス
船舶を牽引し、船舶や沈没した船舶や貨物の所在を特定
し、回収するなどの海上救助サービス

51503010102 29.04 7009100012 産業用エネルギー及び発電機器の賃貸 28 他に分類されない水運支援サービス

51503010102 29.05 7009100015 その他の工業用機器の賃貸 28.01
船舶による牽引サービス（航行不能船舶を
除く）

30 51503020101
商業・サービス産業用機械装置の賃貸
サービス（オペレーターなし）

30 7009125000
商業・サービス産業用機械装置の賃貸（オ
ペレーターなし）

28.02
他に分類されないその他の水運支援サービ
ス

51503020101 30.01 7009125003 写真機器の賃貸 29
海上及び沿岸水路旅客輸送船舶のレンタ
ルサービス（操縦士付き）

除外されるもの：
 ・オペレーター付き外航船及び内航船のレンタルサービ
ス
 ・オペレーターなしの遊覧船及びヨットのリース又はレン
タルサービス
 ・オペレーターなしの商船のリースまたはレンタルサービ
ス

51503020101 30.02 7009125006
ロック、セキュリティシステム、金庫、及び
その他の機器の賃貸

30
海上及び沿岸水路貨物輸送船舶のレンタ
ルサービス（運転手付き）

タンカー、バルクドライカーゴ船、貨物船及び貨物船、曳
船及び海上および海上輸送用の漁船など、乗組員を伴う
あらゆる種類の自走船の賃貸およびリースサービスが含
まれる。

51503020101 30.03 7009125009 コイン式ゲーム機の賃貸 31
内陸水路での操縦士付き旅客輸送船舶レ
ンタルサービス

51503020101 30.04 7009125012 医療機器の賃貸 32
内陸水路での操縦士付き貨物輸送船舶レ
ンタルサービス （後押し及び牽引サービス）

51503020101 30.05 7009125015 演劇及び映画用機器の賃貸

51503020101 30.06 7009125018 視聴覚機器の賃貸

51503020101 30.07 7009125021
その他の商業・サービス産業用機械装置
の賃貸（オペレーターなし）

31 51504010101 産業用機械装置の保守、修理サービス 31 7009150000 産業用機械装置の保守、修理サービス

32 51504010102 精密電子医療機器の保守、修理サービス 32 7009175000 精密電子医療機器の保守、修理サービス

33 51504010103
その他の電子・精密機器の保守、修理
サービス

33 7009200000
その他の電子・精密機器の保守、修理
サービス

34 51504010104 業務用冷蔵機器の保守、修理サービス 34 7009225000 業務用冷蔵機器の保守、修理サービス

35 51504010105
他に分類されないその他の商業・サービス
産業用機械装置の保守、修理サービス

35 7009250000
他に分類されないその他の商業・サービス
産業用機械装置の保守、修理サービス

36 51604010101
大型トラック・トラックトレーラー・バスのレ
ンタル、リース

36 7009275000
大型トラック・トラックトレーラー・バスのレ
ンタル

37 51604010102 航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸 37 7009300000
航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸（オペ
レーターなし）

51604010102 37.01 7009300003 乗務員なしの航空機の賃貸（ドライリース）

51604010102 37.02 7009300006 鉄道輸送機器の賃貸

51604010102 37.03 7009300009 船舶及びその他の商業用乗物の賃貸

38 51605010105 船舶の保守、修理及び関連サービス 38 7009475000 船舶の保守、修理及び関連サービス

39 64101030101 購入品・サービス品の地域輸送、配達 39 7011125000 購入品・サービス品の地域輸送、配達

40 64101040205
船舶による一貫輸送タンクコンテナでの液
体・気体のバルク輸送

40 7011250000
船舶による一貫輸送タンクでの液体・気体
のバルク輸送

41 64101040206
船舶による液体・気体のバルク輸送（一貫
輸送タンクコンテナを除く）

41 7011275000
船舶による液体・気体のバルク輸送（一貫
輸送タンクコンテナを除く）

42 64101050103
船舶による固体のバルク輸送（一貫輸送コ
ンテナを除く）

42 7011350000
船舶による固体のバルク輸送（一貫輸送コ
ンテナを除く）

43 64101060103
室温調節箱詰め方式、パレタイジング方式
及びその他の梱包した商品の船舶輸送
（一貫輸送コンテナを除く）

43 7011400000
室温調節箱詰め方式、パレタイジング方式
及びその他の梱包した商品の船舶輸送
（一貫輸送コンテナを除く）

44 64101060201
箱詰め方式、パレタイジング方式及びその
他の梱包した商品の道路輸送（室温調節
なし、一貫輸送コンテナ使わず）

44 7011450000
箱詰め方式、パレタイジング方式及びその
他の梱包した商品の道路輸送（室温調節
なし、一貫輸送コンテナ使わず）

45 64101060203
箱詰め方式、パレタイジング方式及びその
他の梱包した商品の船舶輸送（室温調節
なし、一貫輸送コンテナ使わず）

45 7011475000
箱詰め方式、パレタイジング方式及びその
他の梱包した商品の船舶輸送（室温調節
なし、一貫輸送コンテナ使わず）

46 64101070103
他に分類されない室温調節した一貫輸送
コンテナの船舶輸送

46 7011550000
他に分類されない室温調節した一貫輸送
コンテナの船舶輸送

47 64101070203
他に分類されない室温調節なしの一貫輸
送コンテナの船舶輸送

47 7011600000
他に分類されない室温調節なしの一貫輸
送コンテナの船舶輸送

48 64101080103 自動車・軽量トラックの船舶輸送 48 7011650000 自動車・軽量トラックの船舶輸送

49 64101090103 家畜の船舶輸送 49 7011725000 家畜の船舶輸送

50 64101100101 廃棄物の輸送 50.01 7011775000 廃棄物の船舶輸送

51 64101110101 他に分類されないその他の商品の輸送 51.01 7011825000 その他の商品の船舶輸送

64101110101 51.01.01 7011825003 トラックトレイラーの船舶輸送

64101110101 51.01.02 7011825006 その他の全ての商品の船舶輸送

52 77107010103 電話及び関連サービス 52 7014175000
通信サービス（インターネットカフェ、クルー
ズ船、会議等）への短期間アクセス

53 81102050401 海洋施設サービス 53 7015150000 海洋施設サービス

54 81102050402 船舶用ナビゲーションサービス 54 7015175000 船舶用ナビゲーションサービス

81102050402 54.01 7015175003 港湾曳船サービス

22
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資料２（別添１）

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）
TW－48300、TW－48700

81102050402 54.02 7015175006 その他の船舶用ナビゲーションサービス

55 81102050403 海上救難サービス 55 7015200000
航行不能船舶の牽引を含む海上救難サー
ビス

56 81102050404 他に分類されない水運支援サービス 56 7015225000 他に分類されない水運支援サービス

81102050404 56.01 7015225003
船舶による牽引サービス（航行不能船舶を
除く）

81102050404 56.02 7015225009
他に分類されないその他の水運支援サー
ビス

57 81102050501 道路輸送支援サービス 57.01 7015350000 ヴァン及び自動車相乗り調整サービス

81102050501 57.02 7015375000 その他の道路輸送支援サービス

23

013653
テキストボックス



ワークシート②【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

H 運輸業、郵便業

45 水運業

451 外航海運業 、 452 沿海海運業、453 内陸水運業、454 船舶貸渡業

4511 外航旅客海運業 、 4512 外航貨物海運業、4521 沿海旅客海運業、4522 沿海貨物海運業 、4531 港湾旅客海運業 、4532 河川水運業、4533 湖沼水運業、4541 船舶貸渡業（内航船舶貸渡業を除く）、4542 内航船舶貸渡業 

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
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

1
キャンディー、包装されたクッキー、ス
ナック食品の小売販売

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
清涼飲料・ノンアルコール飲料の小売販
売

P 小売サービス 小売サービス
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

細品目（10桁）名 貨物輸送サービス 貨物輸送サービス

P 飲食サービス
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

外洋輸送 船舶貸渡サービス 船舶貸渡サービス

P 飲食サービス
飲食サービス（運賃を対価とするサービスに含まれるも
のを除く。）

一次原案生産物リストを踏まえて設定 貨物輸送 旅客輸送サービス 船客輸送サービス

輸出貨物輸送

輸入貨物輸送

5 船舶による地域輸送 三国間貨物輸送

―
後出の各種海運・水運サービスに含まれ
る。

旅客輸送 貨物輸送サービス（外航、温度管理なし）

出国旅客輸送  貨物輸送サービス（外航、温度管理なし、固体）

入国旅客輸送  貨物輸送サービス（外航、温度管理なし、液体）

7
船舶による観光旅行サービス（ディナークルー
ズ、周遊、湾内ツアーを含む）

三国間旅客輸送  貨物輸送サービス（外航、温度管理なし、気体）

沿海・内水面旅客輸送

沿海・内水面貨物輸送 その他海運業サービス（検船サービス、技術指導サービス）

内航海運輸送

大型鋼船

小型鋼船

木船

9
宿泊付パック旅行、カスタマイズされた旅
行（クルーズ・教育ツアーを除く）

プッシャー・バージ

9.01
宿泊付パック旅行（クルーズ・教育ツアー
を除く）

― 旅客航路輸送 貨物輸送サービス 貨物輸送サービス

9.02
宿泊付カスタマイズ旅行（クルーズ・教育
ツアーを除く）

自動車航送   貨物輸送サービス（国内） 貨物輸送サービス（内航）

手小荷物   貨物輸送サービス（国際） 貨物輸送サービス（外航）

貨物 船舶貸渡サービス 貸船料

郵便物 船舶貸渡サービス

用船料（外国からの受取） その他の海運サービス その他の海運業収益

―
後出の「船舶貸渡サービス」又は「船舶
賃貸サービス」に含まれる。

コモ法6桁分類名 ＜内陸水運業＞

外洋輸送 旅客輸送サービス 旅客輸送サービス

11.01 船舶及びその他の商業用乗物の賃貸 沿海・内水面輸送 旅客輸送

P 船舶の保守・点検・メンテナンスサービス
本分類については、Ｅ313 船舶製造・修理業、船用
機関製造業、Ｒ901 機械修理業の議論を踏まえて検
討

水運附帯サービス 海運業

P 船舶の保守・点検・メンテナンスサービス
水運業に用いられる船舶の保守・点検・メンテナンスサービス
（オーバーホール等大規模な修理サービスを除く）

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定

湖沼遊覧船乗船収入

モーターボート使用

13
船舶による一貫輸送タンクでの液体・気
体のバルク輸送

4510960300 外航旅客海運サービス
日本と外国の諸港との間又は外国の諸港間における旅
客運送サービス

調査品目名 内容例示 貨物輸送サービス 車両●送サービス

14
船舶による液体・気体のバルク輸送（一
貫輸送タンクコンテナを除く）

4510960303
外航旅客海運サービス（観光・娯楽を主
な目的とするもの。）

豪華客船クルーズなど観光・娯楽を主な目的とする外航
旅客海運サービス

外航旅客海運業
日本と外国の諸港との間又は外国
の諸港間における旅客運送

物品販売サービス 物品等販売

15
船舶による固体のバルク輸送（一貫輸送
コンテナを除く）

4510260306
外航旅客海運サービス（観光・娯楽を主
な目的とするもの以外のもの。）

観光・娯楽を主な目的とするもの以外の外航旅客海運
サービス

外航貨物海運業
日本と外国の諸港との間又は外国
の諸港間における貨物運送

店の売上

＜平成24年経済センサス-活動調査＞

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

日本においては、水運事業者が宿泊（船
以外）を伴うパック旅行等のサービスを
行っている例はほとんどないと考えられ
ることから、分類項目としては設定しな
い。

―

水運事業者が副業として実施している場
合はあるものの、基礎統計における把握
可能性が低いと考えられることから分類
項目としては設定しない。

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就
業前および試用期間中のプログラムおよびコース。
•期間が2年以下の職業/技術トレーニングプログラムまたはコー
ス。
•専門的な開発および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。

10
手作業、職業、技術的、専門能力開発研
修プログラム

含まれるもの：
・あらゆる種類の航空機、鉄道機関車、鉄道車両、ライトレール、
地下鉄車両、船舶、ボート、ホバークラフト、およびバージのレンタ
ルまたはリース。
・賃貸契約またはリース契約に含まれる配送/ピックアップ、保険
（例：財産、賠償責任、保証および損害賠償）、メンテナンスおよび
修理サービス
除かれるもの：
・ファイナンス/キャピタルリース。
・オペレータ付きの航空、鉄道、高速道路、水上輸送設備のレンタ
ルおよびリース。
・別途提供されるメンテナンスおよび修理サービス。
・別途提供される保険（例：財産、賠償責任、保証及び損害賠償）。
・別途提供される保険の仲介または代理店サービス（例えば、財
産、賠償責任、保証および損害賠償）。
・別途提供される配送/ピックアップサービス。

11 航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸

6 沿岸・五大湖固定ルート船舶旅客輸送

含まれるもの：
・乗客に附随した自動車及び荷物の輸送。
・オプションの船室、寝台またはリクライニングスリーパーシートな
どの宿泊設備のあるフェリー輸送
含まれないもの：
・都市部における船舶旅客輸送
・内陸部における船舶旅客輸送

8 クルーズ

クルーズ船の航海、宿泊、娯楽サービスを提供。 クルー
ズは、主に船上でのエンターテイメントやレクリエーション
を目的とし、宿泊施設（ほとんどの場合、2泊以上）及び
飲食物が提供される。

含まれるもの：
・出発港と到着港の往復/事前または航海後のホテルな
どでの宿泊とクルーズを含んだツアーパッケージ。

含まれないもの：
・上陸しての宿泊（一泊）を含んだ観光ツアーパッケー
ジ。
・夕食クルーズ、ディナークルーズ、ダンスクルーズ、
cruise to nowhere、賭博クルーズ、ボートによるその他の
観光（食事やエンターテインメントは含まれるが、客室の
宿泊は含まれない。）
・単なる乗客の水上輸送を目的としたもの

船舶貸渡サービス（定期用船）

○貨物輸送サービスは、更に細かく品目別（原油、石油製品、
ＬＰＧ、石炭、潤滑油など）に区分することも可能である（船別
に売上管理しており、どの船が何を運んでいるかは把握して
いるため）。
○その他の海運業サービスには技術指導サービス（船舶運
航ノウハウの提供）と検船サービスが含まれているが、これら
のサービスを区分して抽出するには手間がかかる（原票の確
認が必要になる。）。

12 船舶の保守、修理及び関連サービス

一次原案生産物リストを踏まえて設定。
移動と観光・娯楽とでは用途が異なるた
め区分して設定

＜沿海海運業＞

タンカー船、バルク船、コンテナ船、はしけ船、クルーズ船などの船
舶用交換部品の設置を含む、メンテナンス及び修理サービス
含まれるもの：
・船舶の外装及び内装の清掃や点検サービス。
含まれないもの：
・海洋船のオーバーホール
・プレジャーボートの修理または保守サービス
個別に販売されている船舶部品の小売

細分類

大分類

中分類

小分類

＜平成23年産業連関表＞ ＜外航海運業＞

＜ヒアリング結果（451外航海運業）＞

3
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

4 教育ツアー

教育目的を達成するために設計された旅行やツアーにおいて,、学
校教育を行う。
含まれないもの：
文化的、歴史的または自然のテーマを持つ旅行ツアー
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資料２（別添１）

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
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

4510960600 外航貨物海運サービス
日本と外国の諸港との間又は外国の諸港間における貨
物運送サービス

沿海旅客海運業
日本沿岸諸港間（港湾内を除
く）の旅客運送

＜船舶貸渡業＞

4510960603
液体及び気体のバルク輸送に係る外航
貨物海運サービス

液体及び気体のバルク輸送に係る外航貨物海運サービ
ス

沿海貨物海運業 日本沿岸諸港間の貨物運送 船舶貸渡サービス 船舶貸渡サービス

4510960606
固体のバルク輸送に係る外航貨物海運
サービス

固体のバルク輸送に係る外航貨物海運サービス 港湾旅客海運業 港湾内での旅客運送 船舶貸渡業

4510960609
バルク輸送以外の貨物の輸送に係る外
航貨物海運サービス（自動車） 自動車の輸送に係る外航貨物海運サービス 河川水運業 河川での旅客、貨物運送 水運業船舶貸渡サービス

4510960612
バルク輸送以外の貨物の輸送に係る外
航貨物海運サービス（自動車を除く）

バルク輸送以外の貨物の輸送に係る外航貨物海運サー
ビス（自動車を除く）

湖沼水運業 湖沼での旅客、貨物運送 船舶メンテナンスサービス 船舶メンテナンスサービス

45109606069
バルク輸送以外の貨物の輸送に係る外
航貨物海運サービス（常温）

温度管理を行わないバルク輸送以外の貨物の輸送に係
る外航貨物海運サービス

船舶貸渡業（内航船舶貸渡業
を除く）

運航業者への船舶（内航船舶
を除く）の貸渡し事業

船員派遣サービス 船員派遣サービス

45109606069
バルク輸送以外の貨物の輸送に係る外
航貨物海運サービス（冷蔵・冷凍）

温度管理を行う（冷蔵または冷凍）バルク輸送以外の貨
物の輸送に係る外航貨物海運サービス

内航船舶貸渡業
運航業者への内航船舶の貸
渡し事業

4520960300 沿海旅客海運サービス
日本沿岸諸港間（港湾内を除く）における旅客運送サー
ビス

19
他に分類されない室温調節なしの一貫
輸送コンテナの船舶輸送

4520260303
沿海旅客海運サービス（観光・娯楽を主
な目的とするもの。）

ディナークルーズ、遊覧船など観光・娯楽を主な目的とす
る沿海旅客海運サービス

4520960306
沿海旅客海運サービス（観光・娯楽を主
な目的とするもの以外のもの。）

観光・娯楽を主な目的とするもの以外の沿海旅客海運
サービス

調査品目名

4520160600 沿海貨物海運サービス
日本沿岸諸港間（港湾内を除く）における貨物運送サー
ビス

水運業

4520160603
液体及び気体のバルク輸送に係る沿海
貨物海運サービス

液体及び気体のバルク輸送に係る沿海貨物海運サービ
ス

4520160606
固体のバルク輸送に係る沿海貨物海運
サービス

固体のバルク輸送に係る沿海貨物海運サービス

4520160609
バルク輸送以外の貨物の輸送に係る沿
海貨物海運サービス（自動車） 自動車の輸送に係る沿海貨物海運サービス 項目 計上方法の概要

4520160612
バルク輸送以外の貨物の輸送に係る沿海
貨物海運サービス（自動車を除く）

バルク輸送以外の貨物の輸送に係る沿海貨物海運サー
ビス（自動車を除く）

45201606129
バルク輸送以外の貨物の輸送に係る沿
海貨物海運サービス（常温）

温度管理を行わないバルク輸送以外の貨物の輸送に係
る沿海貨物海運サービス

45201606129
バルク輸送以外の貨物の輸送に係る沿
海貨物海運サービス（冷蔵・冷凍）

温度管理を行う（冷蔵または冷凍）バルク輸送以外の貨
物の輸送に係る沿海貨物海運サービス

22 廃棄物の輸送
除外項目：
•廃棄物の現地収集。

4530960300 内陸水運サービス
港湾旅客海運サービス、河川水運サービス（旅客・貨物）
及び湖沼水運サービス（旅客・貨物）

4530260303
内陸旅客水運サービス（観光・娯楽を主
な目的とするもの。）

ディナークルーズ、遊覧船、川下りなど観光・娯楽を主な
目的とする内陸旅客水運サービス

4530960306
内陸旅客水運サービス（観光・娯楽を主
な目的とするもの以外のもの。）

観光・娯楽を主な目的とするもの以外の内陸旅客水運
サービス

23 他に分類されないその他の商品の輸送 4530960309 内陸貨物水運サービス 河川又は湖沼における貨物水運サービス
既存統計調査品目及び調査研究結果を
踏まえて設定

－
前出の各種海運・水運サービスに含まれ
る。

23.01.02 その他の全ての商品の船舶輸送

24 電話及び関連サービス

26.01 港湾曳船サービス
船舶を牽引し、船舶や沈没した船舶や貨物の所在を特
定し、回収するなどの海上救助サービス

26.02 その他の船舶用ナビゲーションサービス

27 海上救難サービス
船舶を牽引し、船舶や沈没した船舶や貨物の所在を特
定し、回収するなどの海上救助サービス

１.A.b.1 輸送

＜サービス産業動向調査＞

１．経常収支

＜国際収支統計（IMF国際収支マニュアル第６版ベース）＞

１.A.b サービス収支

輸送手段に応じた内訳項目と
して「海上輸送」及び「航空輸
送」があり、さらにサービス内
容に基づいてそれぞれを「旅
客」、「貨物」及び「その他海上
/航空輸送」に区分。「その他
海上/航空輸送」は輸送に付
随するサービス取引であり、
例としては荷役、保管・倉庫、
曳船、代理店手数料がある。

一次原案生産物リスト、既存統計調査品
目及び調査研究結果を踏まえて設定

一次原案生産物リストを踏まえて設定す
るが、調査研究結果より、基礎統計にお
ける把握可能性が低いと考えられるた
め、内容例示とする。

含まれるもの：
•曳船航行サービス
•水先案内サービス
•砕氷サービス
•灯台及び灯火サービス
含まれないもの：
•故障船舶の牽引

船舶用ナビゲーションサービス26

－
調査研究結果より、水運事業者の副業と
は考えられないため、分類項目を設定し
ないこととした。

一次原案生産物リストを踏まえて設定。
移動と観光・娯楽とでは用途が異なるた
め区分して設定

一次原案生産物リストを踏まえて設定。
移動と観光・娯楽とでは用途が異なるた
め区分して設定

一次原案生産物リスト、既存統計調査品
目及び調査研究結果を踏まえて設定

一次原案生産物リストを踏まえて設定す
るが、調査研究結果より、基礎統計にお
ける把握可能性が低いと考えられるた
め、内容例示とする。

港湾、海上ターミナル、セントローレンス水路及び運河へ
の船舶へのアクセスを含む、海洋インフラの提供。 船舶
を通過させるつり上げ橋を含む。 ドッキングされた船舶
へのユーティリティ（電気、ガス、淡水、下水道など）の供
給も含まれる。
含まれない井もの：
・プレジャーボートによるマリーナサービス
・浚渫サービス

海洋施設サービス25

含まれるもの：
•固体廃棄物及び液体廃棄物
•地方廃棄物、産業廃棄物、有害廃棄物の輸送
・「環境に配慮した」専用複合容器での廃棄物の輸送

廃棄物の船舶輸送22.01

バルクの液体およびガス、ドライバルク、箱詰め、パレタイジングお
よびその他の方式で梱包された商品、インターモーダルコンテナ、
自動車および軽量トラック、家畜やごみを除く物品の水上輸送。輸
送は港から港までであり、道路輸送によるピックアップ、配達、また
はその両方を含まない。
含まれるもの：
•トラックトレーラー、オフロード車、建設機械、農業機械、スノー
モービル、オートバイ、トラックトラクター、軍用車両、および「プロ
ジェクトカーゴ」の水上輸送。
除かれるもの
•道路輸送によるピックアップ、宅配、またはその両方を含む他の商
品の輸送。

その他の商品の船舶輸送23.01

トラックトレイラーの水上輸送
含まれるもの：
•無積載トレーラーの船舶輸送
•商品を積載したトレーラーの船舶輸送。
含まれないもの：
•牽引車付きまたは運転手付きのトラックトレイラーのフェリー輸送

トラックトレイラーの船舶輸送23.01.01

20 自動車・軽量トラックの船舶輸送

含まれるもの：
牛、豚、馬、鶏を含む商業用家畜の船舶輸送
•家畜専用容器による家畜の船舶輸送
含まれないもの：
•ペット、競走馬、動物園の動物の輸送
•道路における家畜の輸送

家畜の船舶輸送21

含まれるもの：
•車、ミニバン、バン、軽トラック、SUVの船舶輸送。
•特殊自動車用複合コンテナ内での自動車の船舶輸送。
•自動車のロールオン/ロールオフ（Ro-Ro）船舶輸送

含まれないもの：
•家庭用移動サービスの一部としての車両の移動
•オフロード車、建設機械、農業機械、スノーモービル、オートバイ、
トラックトラクター、軍用車両の輸送
•運転手またはオペレーターと同行の乗客との乗り物の輸送。
•道路によるピックアップ、宅配、またはその両方を含む自動車の輸
送

箱詰め及びパレット化された物品の船舶輸送（室温調整
を行わないもの）。 箱、パレット、または積み重ねや輸送
時に扱いやすいよう包装された輸送用品を含む。 また、
小包、書類や手紙を一括輸送することも含む。
サービスの提供範囲は、港と港の間であり、道路におけ
る、「集配」、「配達」は含まれない。

18
他に分類されない室温調節した一貫輸
送コンテナの船舶輸送

一貫輸送コンテナの船舶輸送（室温調整を行うもの）
 サービスの提供範囲は港から港の間であり、道路にお
ける「集配」及び「配達」は含まれない。
含まれないもの：
•一貫輸送コンテナ内でのバルク液体またはガスの輸送
•道路による「集配」及び「配達」を含んだ一貫輸送コンテ
ナ（室温調整を行わないもの）の輸送

16
室温調節箱詰め方式、パレタイジング方
式及びその他の梱包した商品の船舶輸
送（一貫輸送コンテナを除く）

箱詰め及びパレット化された物品（一貫輸送コンテナを除
く）の船舶輸送（室温調整を行うもの）。 箱、パレット、積
み重ねや輸送時に扱いやすいよう包装された商品の輸
送も含む。

17
箱詰め方式、パレタイジング方式及びそ
の他の梱包した商品の船舶輸送（室温
調節なし、一貫輸送コンテナ使わず）

25



26



ワークシート①【別紙様式2】

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 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

1 01.61.10 作物の栽培支援サービス 1 0161 作物生産支援活動 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

除かれるもの：
直ちに消費するのではなく、保管用にパッケージ化された
食品および飲料の小売り。

2 24108070104
その他のレクリエーション・スポーツ・フィッ
トネスサービス

2 7002025000
その他の全てのレクリエーション・スポー
ツ・フィットネスサービス

2 51.10.1 航空旅客輸送サービス 2 64134 航空機による観光サービス 2 航空関連レクリエーションサービス

24108070104 2.01 7002025003 航空関連レクリエーションサービス 2.01 51.10.11 国内定期航空旅客輸送サービス 3 64241 国内定期航空旅客輸送サービス 3
国内定期航空旅客輸送（ファーストクラス・
ビジネスクラス）

除かれるもの：
・シングルシートクラスのみのキャビンで提供されるサー
ビス。

24108070104 2.02 7002025006
他に分類されないその他の全てのレクリエーショ
ン・スポーツ・フィットネスサービス

2.02 51.10.12
国内不定期航空旅客輸送サービス（観光
目的除く）

4 64242 国内不定期航空旅客輸送サービス 4 国内定期航空旅客輸送（エコノミークラス）

含まれるもの：
・1つの座席クラスのみで運行するサービス
・一般的に「エコノミープラス」と呼ばれるものなど、キャビ
ン内の最も低い座席から若干高い座席ピッチで行われる
旅客サービス。

3 31303010101
国内定期航空旅客輸送（ファーストクラス・
ビジネスクラス）

3 7002975000
国内定期航空旅客輸送（ファーストクラス・
ビジネスクラス）

2.03 51.10.13 国際定期航空旅客輸送サービス 5 64243 国際定期航空旅客輸送サービス 5
国際定期航空旅客輸送（ファーストクラス・
ビジネスクラス）

除かれるもの：
・シングルシートクラスのみのキャビンで提供されるサー
ビス。

4 31303010102 国内定期航空旅客輸送（エコノミークラス） 4 7003000000 国内定期航空旅客輸送（エコノミークラス） 2.04 51.10.14 国際不定期航空旅客輸送サービス 6 64244 国際不定期航空旅客輸送サービス 6 国際定期航空旅客輸送（エコノミークラス）

含まれるもの：
・1つの座席クラスのみで運行するサービス
・一般的に「エコノミープラス」と呼ばれるものなど、キャビ
ン内の最も低い座席から若干高い座席ピッチで行われる
旅客サービス。

5 31303010201
国際定期航空旅客輸送（ファーストクラス・
ビジネスクラス）

5 7003025000
国際定期航空旅客輸送（ファーストクラス・
ビジネスクラス）

2.05 51.10.15
観光目的の不定期旅客航空輸送サービ
ス

7 64250 旅客の宇宙輸送サービス 7 国内不定期航空旅客輸送

含まれるもの：
・ポジションフィー、回送料金、待機料金、パイロット待機
料金。
・機内ケータリング、機内電気通信利用、および航空輸送
サービスと併せて提供されるその他のサービス（例えば、
旅行後の陸上輸送および宿泊の手配など）。
・ヘリコプターによる不定期旅客輸送。
・固定翼航空機による不定期旅客輸送。
除かれるもの：
・日帰りの観光飛行。
・不定期航空旅客輸送に宿泊が付いたパッケージツアー
の提供。
・航空救急サービス。
・森林消防パラシュート降下隊員の輸送。
・参加型レクリエーションアクティビティ（例えば、スカイダ
イビング）のための航空旅客輸送。
・航空旅客輸送サービスとは別に行われる、チャーター機
内での食事の提供。
・個別に販売されるパッケージ食品および飲料の小売
サービス。

6 31303010202 国際定期航空旅客輸送（エコノミークラス） 6 7003050000 国際定期航空旅客輸送（エコノミークラス） 3 51.10.20
航空旅客運輸設備レンタルサービス（操
縦士付き）

8 65311 手紙及び小包の航空輸送サービス 8 国際不定期航空旅客輸送

含まれるもの：
・ポジションフィー、回送料金、待機料金、パイロット待機
料金。
・機内ケータリング、機内電気通信利用、および航空輸送
サービスと併せて提供されるその他のサービス（例えば、
旅行後の陸上輸送および宿泊の手配など）。
・ヘリコプターによる不定期旅客輸送。
・固定翼航空機による不定期旅客輸送。
除かれるもの：
・日帰りの観光飛行。
・不定期航空旅客輸送に宿泊が付いたパッケージツアー
の提供。
・航空救急サービス。
・森林消防パラシュート降下隊員の輸送。
・参加型レクリエーションアクティビティ（例えば、スカイダ
イビング）のための航空旅客輸送。
・航空旅客輸送サービスとは別に行われる、チャーター機
内での食事の提供。
・個別に販売されるパッケージ食品および飲料の小売
サービス。

7 31303020101 国内不定期航空旅客輸送 7 7003075000 国内不定期航空旅客輸送 4 51.21.1 航空貨物輸送サービス 9 65319 その他の航空貨物輸送サービス 9 緊急時救急サービス
救急医療手続きの管理に必要な設備、備品、訓練された
スタッフを乗せた輸送機器（水上輸送機器または航空輸
送機器）による緊急搬送および医療援助サービス。

8 31303020102 国際不定期航空旅客輸送 8 7003100000 国際不定期航空旅客輸送 4.01 51.21.11
インターモーダルコンテナの定期航空輸
送サービス

10 65320 貨物の宇宙輸送サービス 9.01 緊急時救急輸送機サービス

細分類 4611 航空運送業、4621 航空機使用業（航空運送業を除く）

TW－48100（Air Transportation）

小分類 461 航空運送業、462 航空機使用業（航空運送業を除く）

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 H 運輸業、郵便業

中分類 46 航空運輸業
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資料２（別添１）

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）
TW－48100（Air Transportation）

9 34203030101 緊急時救急サービス 9.01 7004275000 緊急時救急輸送機サービス 4.02 51.21.12 手紙及び小包の航空輸送サービス 11 66031 操縦士付き旅客航空機レンタルサービス 10 航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸

含まれるもの：
・あらゆる種類の航空機、鉄道機関車、鉄道車両、ライト
レール、地下鉄車両、船舶、ボート、ホバークラフト、およ
びバージのレンタルまたはリース。
・賃貸契約またはリース契約に含まれる配送/ピックアッ
プ、保険（例：財産、賠償責任、保証および損害賠償）、メ
ンテナンスおよび修理サービス
除かれるもの：
・ファイナンス/キャピタルリース。
・オペレータ付きの航空、鉄道、高速道路、水上輸送設備
のレンタルおよびリース。
・別途提供されるメンテナンスおよび修理サービス。
・別途提供される保険（例：財産、賠償責任、保証及び損
害賠償）。
・別途提供される保険の仲介または代理店サービス（例
えば、財産、賠償責任、保証および損害賠償）。
・別途提供される配送/ピックアップサービス。

10 51604010102 航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸 10 7009300000
航空（ドライリース）・鉄道・水上輸送機器
の賃貸

4.03 51.21.13 その他の貨物の定期航空輸送サービス 12 66032 操縦士付き貨物航空機レンタルサービス 11
航空会社用乗務員付の航空機の賃貸（ウ
エットリース）

ある航空会社から別の航空会社に、パイロット及び乗務
員、メンテナンス、運航保険付きで航空機を賃貸または
リースする。
除かれるもの：
・旅客輸送のための航空機チャーター。
・物品輸送のための航空機チャーター。
・他の輸送業者のゲートおよびチェックイン施設の使用を
使用し、その業者と共同で行われる航空旅客輸送、他の
航空会社のマスターフライト番号により行われる航空旅
客輸送。
乗務員なしの航空機の賃貸およびリース。

11 51604020101
航空会社用乗務員付の航空機の賃貸（ウ
エットリース）

11 7009325000
航空会社用乗務員付の航空機の賃貸（ウ
エットリース）

4.04 51.21.14
その他の貨物の不定期航空輸送サービ
ス

13 7310 広告業 12 航空機の保守、修理及び関連サービス

含まれるもの：
・メンテナンスおよび修理サービスに含まれる部品。
・航空機の洗浄、清掃、試験、検査サービス。
除かれるもの：
・航空機のレンタルおよびリースまたは運航管理サービス
に含まれるメンテナンスおよび修理サービス。
・販売施設によって再生され、別途販売される製品。
•個別に販売される部品の小売サービス。

12 51605010102 航空機の保守、修理及び関連サービス 12 7009400000 航空機の保守、修理及び関連サービス 5 51.21.20
航空貨物運輸設備レンタルサービス（操
縦士付き）

14 7420 写真業 13 航空による液体・気体のバルク輸送

含まれるもの：
・バルク燃料の輸送。
除かれるもの：
・空中給油サービス。
・液体および気体のバルク輸送（インターモーダルタンク
コンテナを除き、道路運送によるピックアップ、貨物輸送、
またはその両方を含む）。

13 64101040207 航空による液体・気体のバルク輸送 13 7011300000 航空による液体・気体のバルク輸送 6 51.22.1 宇宙輸送サービス 14
腐敗しやすい・室温調節箱詰め方式、パレ
タイジング方式及びその他の梱包した商品
の航空輸送

室温調節しながら行う、箱詰め方式およびパレタイジング
方式による腐敗しやすい商品の航空輸送。輸送は空港
から空港までであり、道路輸送によるピックアップ、配達、
またはその両方を含まない。
除かれるもの：
・生物、人間の遺体その他の特別な取り扱いが必要な物
品の室温調節なしの航空輸送。
・定期旅客航空路線による商品の輸送。
・室温調節しながら行う、箱詰め方式およびパレタイジン
グ方式による商品の航空輸送。（一貫輸送コンテナを含
まず、道路輸送によるピックアップ、配達、またはその両
方を含む。）

14 64101060104
腐敗しやすい・室温調節箱詰め方式、パレ
タイジング方式及びその他の梱包した商
品の航空輸送

14 7011425000
腐敗しやすい・室温調節箱詰め方式、パレ
タイジング方式及びその他の梱包した商
品の航空輸送

6.01 51.22.11 宇宙旅客輸送サービス 14.01
腐敗しやすい・室温調節箱詰め方式、パレ
タイジング方式及びその他の梱包した商品
の国内定期航空輸送

公表されたタイムスケジュールに基づき、室温調節しなが
ら行う、箱詰め方式及びパレタイジング方式による腐敗し
やすい商品の国内航空輸送。 輸送は空港から空港まで
であり、道路輸送によるピックアップ、配達、またはその両
方を含まない。
除かれるもの：
・生物、人間の遺体その他の特別な取り扱いが必要な物
品の室温調節なしの航空輸送。

64101060104 14.01 7011425003
腐敗しやすい・室温調節箱詰め方式、パレ
タイジング方式及びその他の梱包した商
品の国内定期航空輸送

6.02 51.22.12 宇宙貨物輸送サービス 14.02
腐敗しやすい・室温調節箱詰め方式、パレ
タイジング方式及びその他の梱包した商品
の国際定期航空輸送

公表されたタイムスケジュールに基づき、室温調節しなが
ら行う、箱詰め方式及びパレタイジング方式による腐敗し
やすい商品の国際航空輸送。 輸送は空港から空港まで
であり、道路輸送によるピックアップ、配達、またはその両
方を含まない。
除かれるもの：
・生物、人間の遺体その他の特別な取り扱いが必要な物
品の室温調節なしの航空輸送。

64101060104 14.02 7011425006
腐敗しやすい・室温調節箱詰め方式、パレ
タイジング方式及びその他の梱包した商
品の国際定期航空輸送

7 73.11.1 広告代理店が提供するサービス 14.03
腐敗しやすい・室温調節箱詰め方式、パレ
タイジング方式及びその他の梱包した商品
の国内不定期航空輸送

公表されたタイムスケジュールに基づくものを除き、室温
調節しながら行う、箱詰め方式及びパレタイジング方式に
よる腐敗しやすい商品の国内航空輸送。 輸送は空港か
ら空港までであり、道路輸送によるピックアップ、配達、ま
たはその両方を含まない。
除かれるもの：
・生物、人間の遺体その他の特別な取り扱いが必要な物
品の室温調節なしの航空輸送。

64101060104 14.03 7011425009
腐敗しやすい・室温調節箱詰め方式、パレ
タイジング方式及びその他の梱包した商
品の国内不定期航空輸送

7.01 73.11.11 広告サービスのフルサービス 14.04
腐敗しやすい・室温調節箱詰め方式、パレ
タイジング方式及びその他の梱包した商品
の国際不定期航空輸送

公表されたタイムスケジュールに基づくものを除き、室温
調節しながら行う、箱詰め方式及びパレタイジング方式に
よる腐敗しやすい商品の国際航空輸送。 輸送は空港か
ら空港までであり、道路輸送によるピックアップ、配達、ま
たはその両方を含まない。
除かれるもの：
・生物、人間の遺体その他の特別な取り扱いが必要な物
品の室温調節なしの航空輸送。
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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
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TW－48100（Air Transportation）

64101060104 14.04 7011425012
腐敗しやすい・室温調節箱詰め方式、パレ
タイジング方式及びその他の梱包した商
品の国際不定期航空輸送

7.02 73.11.12
ダイレクトマーケティング及びダイレクト
メールサービス

15
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方式、
パレタイジング方式及びその他の梱包した
商品の航空輸送

室温調節なしで行う、箱詰め方式およびパレタイジング方
式による腐敗しにくい商品の航空輸送。
旅程の一部において、さまざまな宛先に宛てられた小
包、書類、手紙を一括輸送することも含む。輸送は空港
から空港までであり、道路輸送によるピックアップ、配達、
またはその両方を含まない。
除かれるもの：
・生物、人間の遺体その他の特別な取り扱いが必要な物
品の室温調節なしの航空輸送。
・定期旅客航空路線による商品の輸送。
・室温調節なしで行う、箱詰め方式およびパレタイジング
方式による商品の航空輸送。（一貫輸送コンテナを含ま
ず、道路輸送によるピックアップ、配達、またはその両方
を含む。）

15 64101060204
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱包
した商品の航空輸送

15 7011500000
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱包
した商品の航空輸送

7.03 73.11.13 広告コンセプト開発サービス 15.01 束にした郵便物の国内定期航空輸送

公表されたタイムスケジュールに基づき、室温調節なしで
行う、郵便物の一括国内航空輸送。
サービスは国の郵便システムに代わって実施され、郵便
サービスの一部として、空港から空港まで行われる。
除かれるもの：
・個別の書類または小包の輸送。

64101060204 15.01 7011500003 束にした郵便物の国内定期航空輸送 7.04 73.11.19 その他の広告サービス 15.02
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方式、
パレタイジング方式及びその他の梱包した
商品の国内定期航空輸送

公表されたタイムスケジュールに基づき、室温調節なしで
行う、箱詰め方式およびパレタイジング方式による腐敗し
にくい商品の国内航空輸送。
旅程の一部において、さまざまな宛先に宛てられた小
包、書類、手紙を一括輸送することも含む。
カーゴスペースは、個人または企業が航空会社から直接
または第三者を通じて間接的に購入する。輸送は空港か
ら空港までであり、道路輸送によるピックアップ、配達、ま
たはその両方を含まない。
除かれるもの：
・生物、人間の遺体その他の特別な取り扱いが必要な物
品の室温調節なしの航空輸送。

64101060204 15.02 7011500006
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱包
した商品の国内定期航空輸送

8 74.20.1
映画館以外の露光した写真板及びフィル
ム

15.03 束にした郵便物の国際定期航空輸送

公表されたタイムスケジュールに基づき、室温調節なしで
行う、郵便物の一括国際航空輸送。
サービスは国の郵便システムに代わって実施され、郵便
サービスの一部として、空港から空港まで行われる。
除かれるもの：
・個別の書類または小包の輸送。

64101060204 15.03 7011500009 束にした郵便物の国際定期航空輸送 8.01 74.20.11 露光しているが現像されていない写真板 15.04
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方式、
パレタイジング方式及びその他の梱包した
一般貨物の国際定期航空輸送

公表されたタイムスケジュールに基づき、室温調節なしで
行う、箱詰め方式およびパレタイジング方式による腐敗し
にくい商品（郵便物を除く）の国内航空輸送。
カーゴスペースは、個人または企業が航空会社から直接
または第三者を通じて間接的に購入する。輸送は空港か
ら空港までであり、道路輸送によるピックアップ、配達、ま
たはその両方を含まない。
除かれるもの：
・生物、人間の遺体その他の特別な取り扱いが必要な物
品の室温調節なしの航空輸送。

64101060204 15.04 7011500012
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱包
した一般貨物の国際定期航空輸送

8.02 74.20.12
オフセット印刷用に露光現像された写真
板及びフィルム

15.05
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方式、
パレタイジング方式及びその他の梱包した
一般貨物の国内不定期航空輸送

公表されたタイムスケジュールに基づくものを除き、室温
調節なしで行う、箱詰め方式およびパレタイジング方式に
よる腐敗しにくい商品の国内航空輸送。輸送は空港から
空港までであり、道路輸送によるピックアップ、配達、また
はその両方を含まない。
除かれるもの：
・生物、人間の遺体その他の特別な取り扱いが必要な物
品の室温調節なしの航空輸送。

64101060204 15.05 7011500015
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱包
した一般貨物の国内不定期航空輸送

8.03 74.20.19
露光現像されたその他の写真板及びフィ
ルム

15.06
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方式、
パレタイジング方式及びその他の梱包した
一般貨物の国際不定期航空輸送

公表されたタイムスケジュールに基づくものを除き、室温
調節なしで行う、箱詰め方式およびパレタイジング方式に
よる腐敗しにくい商品の国際航空輸送。輸送は空港から
空港までであり、道路輸送によるピックアップ、配達、また
はその両方を含まない。
除かれるもの：
・生物、人間の遺体その他の特別な取り扱いが必要な物
品の室温調節なしの航空輸送。

64101060204 15.06 7011500018
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱包
した一般貨物の国際不定期航空輸送

9 74.20.2 専門写真サービス 16 自動車・軽量トラックの航空輸送

自動車の航空輸送。輸送は空港から空港までであり、道
路輸送によるピックアップ、配達、またはその両方を含ま
ない。
含まれるもの：
・車、ミニバン、バン、軽トラック、SUVの航空輸送。
除かれるもの：
・世帯の引越サービスの一部としての車両の移動。
・オフロード車、建設機械、農業機械、スノーモービル、
オートバイ、トラックトラクター、軍用車両の輸送。

16 64101080104 自動車・軽量トラックの航空輸送 16 7011675000 自動車・軽量トラックの航空輸送 9.01 74.20.21 肖像写真サービス 17 その他の商品の航空輸送

他に分類されないその他の商品の航空輸送。輸送は空
港から空港までであり、道路輸送によるピックアップ、配
達、またはその両方を含まない。
含まれるもの：
・生鮮品、スクラップ、競走馬、動物園の動物、人間の遺
体その他の特別な取り扱いが必要な梱包されていない物
品の輸送。
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17 64101110101 他に分類されないその他の商品の輸送 17 7011850000 その他の商品の航空輸送 9.02 74.20.22 広告及び関連する写真サービス 18 専用ディスプレイ広告メディアスペース

乗り物または乗り継ぎ駅、ターミナル、空港の公共エリア
のディスプレイ広告スペースのリース。
含まれるもの：
・バスステーション、鉄道の駅、地下鉄の駅、空港の表示
スペース。バスの外部および内部のパネル、地下鉄およ
び鉄道の内部および外部の広告; トラック側面のパネル、
タクシーのパネルなど
・広告基材の設置、保守および撤去。
除かれるもの：
・空港、バスステーション、鉄道の駅、地下鉄の駅の外に
あるバス待合所やその他の定着物の広告スペースの
リース。

18 77101010105 専用ディスプレイ広告メディアスペース 18 7012375000 専用ディスプレイ広告メディアスペース 9.03 74.20.23
イベント撮影及びイベントビデオ撮影
サービス

18.01
専用ディスプレイ広告メディアスペース（交
通機関）

77101010105 18.01 7012375003
専用ディスプレイ広告メディアスペース（大
型）

9.04 74.20.24 航空写真サービス 19 運行支援サービス

通常、定期航空便として運行されていない小型民間航空
機のための一括サポートサービスの提供。これらのサー
ビスは通常、運航支援事業者（FBO）の施設で提供され、
一般に大規模な空港において、会員、加入、契約ベース
で行われる。通常、駐機、航空機の格納またはその両
方、給油サービス（ただし、燃料の供給はしない）、飛行計
画および天気情報の提供、乗客、クルーの乗り降りや手
荷物の積み下ろしの支援、航空機の定期修理および飛
行前の点検の支援地上輸送と宿泊の手配、通常のの事
務処理および手配、シャワー、簡易キッチン、エンターテ
イメント機器を含む会議室やラウンジ施設の利用が含ま
れる。
除かれるもの：
•FBOを運営する大型空港の着陸サービス。
•空港が提供する有料の駐機スペース。

77101010105 18.02 7012375006
専用ディスプレイ広告メディアスペース（交
通機関）

9.05 74.20.29 その他の専門写真サービス 20 他に分類されない航空支援サービス

他に分類されない航空輸送支援サービスの提供。 移動
サービス（例えば、製造者からユーザーに航空機を配達
すること、航空機をある運行拠点から別の運行拠点に輸
送することなど、乗客および貨物を乗せていない航空機
を、特に遠距離の場所に移動すること。）

77101010105 18.03 7012375009
専用ディスプレイ広告メディアスペース（街
路及びその他の都市設備）

10 74.20.3 その他の写真サービス 20.01 空中農薬散布サービス

薬、肥料などの化学物質を農場、牧場、都市部、樹木畑
への散布。
含まれるもの：
・農地の他、住宅地やその他の場所（森林を除く。）での
殺虫剤の散布。
除かれるもの：
・化学物質の森林への散布。

77101010105 18.04 7012375012
その他の専用ディスプレイ広告メディアス
ペース

10.01 74.20.31 写真処理サービス 20.02
他に分類されないその他の専門航空サービ
ス

19 81102050201 航空管制サービス 19 7015025000 航空管制サービス 10.02 74.20.32 写真の修復とレタッチサービス 21 航空写真サービス
除かれるもの：
・衛星による写真測量およびデータ収集

20 81102050202 運行支援サービス 20 7015050000 運行支援サービス 10.03 74.20.39 その他の他に分類されない写真サービス

21 81102050203 空港運用管理サービス 21 7015075000 空港運用管理サービス

81102050203 21.01 7015075003 航空機の駐機サービス

81102050203 21.02 7015075006 その他の空港運用管理サービス

22 81102050204
他に分類されないその他の航空輸送支援
サービス

22 7015100000
他に分類されないその他の航空輸送支援
サービス

23 81104010102 他に分類されない航空支援サービス 23 7017000000 他に分類されない航空支援サービス

81104010102 23.01 7017000003 空中農薬散布サービス

81104010102 23.02 7017000006
他に分類されないその他の専門航空サー
ビス

30

013653
テキストボックス



ワークシート②【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

H 運輸業、郵便業

46 航空運輸業

461 航空運送業、462 航空機使用業（航空運送業を除く）

4611 航空運送業、4621 航空機使用業（航空運送業を除く）

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
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

＜平成23年産業連関表＞

細品目（10桁）名 旅客サービス 

2 航空関連レクリエーションサービス ―
後出の「航空機使用サービス」の「航空関連レク
リエーションサービス」に含まれる。

国際航空旅客輸送 国内旅客サービス 

3
国内定期航空旅客輸送（ファーストクラ
ス・ビジネスクラス）

除かれるもの：
・シングルシートクラスのみのキャビンで提供されるサービス。

4610960300 航空旅客輸送サービス 一般貨物 国内旅客収入

4610960303
国内定期航空旅客輸送サービス（ファー
ストクラス・ビジネスクラス）

国内における定期航空旅客輸送サービス（ファーストクラ
ス・ビジネスクラス）

郵便物 旅客輸送サービス 

4610960306
国内定期航空旅客輸送サービス（エコノ
ミークラス）

国内における定期航空旅客輸送サービス（エコノミークラ
ス）

手荷物 貨物輸送サービス（国際） 

4610960309
国際定期航空旅客輸送サービス（ファー
ストクラス・ビジネスクラス）

外国との間又は外国間の定期航空旅客輸送サービス
（ファーストクラス・ビジネスクラス）

用機料（外国からの受取） 貨物・郵便輸送サービス 

5
国際定期航空旅客輸送（ファーストクラ
ス・ビジネスクラス）

除かれるもの：
・シングルシートクラスのみのキャビンで提供されるサービス。

4610960312
国際定期航空旅客輸送サービス（エコノ
ミークラス）

外国との間又は外国間の定期航空旅客輸送サービス
（エコノミークラス）

国内航空旅客輸送 貨物輸送サービス 

―
前出の「国際定期航空旅客輸送サービス（エコ
ノミークラス）」に含まれる。

一般貨物 国内貨物収入 

郵便物 手荷物収入 

4610960315 国内不定期航空旅客輸送サービス 国内における不定期の航空旅客輸送サービス
一次原案生産物リスト、既存統計調査品
目及び調査研究結果を踏まえ設定

手荷物 郵便収入 

航空機使用事業 その他航空運送サービス その他航空運送収入 

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞ その他付帯事業収入

コモ法６桁分類名 その他事業収入 

航空輸送 不動産管理（敷地管理）

＜平成28年経済センサス－活動調査）＞

調査品目名

4610960318 国際不定期航空旅客輸送サービス
外国との間又は外国間の不定期の航空旅客輸送サービ
ス

一次原案生産物リスト、既存統計調査品
目及び調査研究結果を踏まえ設定

国際航空旅客運送業 航空機使用サービス 航空運送業（遊覧） 

国際航空貨物運送業 航空機使用業（空撮、測量）

国内航空旅客運送業 航空機使用業（操縦訓練）

国内航空貨物運送業

航空機使用業（航空運送業を
除く）

＜ヒアリング結果（461航空運送業）＞

＜サービス産業動向調査）＞ 国内輸送サービス

調査品目名 旅客輸送収入

4610160321 緊急時救急輸送機サービス
ドクターヘリ、山岳救助ヘリ等、航空機による救急輸送
サービス

一次原案生産物リストを踏まえ設定 航空運送業 貨物・郵便輸送収入

航空会社 手荷物収入

9.01 緊急時救急輸送機サービス 観光飛行業 その他収入

P 航空機賃貸サービス
本分類はＫ 不動産業，物品賃貸業の議
論を踏まえて検討。 航空機使用業 受託収入

P 航空機賃貸サービス 航空機の賃貸サービス
一次原案生産物リストを踏まえ、航空会社が副
業として行っていると考えられるため設定

空中写真測量業（自らの航空
機を使用）

機内販売収入

ヘリコプター業 国際輸送サービス

飛行船業 旅客輸送収入

貨物・郵便輸送収入

手荷物収入

その他収入

―
航空運輸事業者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。

受託収入

機内販売収入

一次原案生産物リスト、既存統計調査品
目及び調査研究結果を踏まえ設定

その他サービス

＜航空機使用業（航空運送業を除く）＞

※上記サービスについては、以下の観点から区分可能。
・定期便と不定期便
・地域別、路線別

8 国際不定期航空旅客輸送

含まれるもの：
・ポジションフィー、回送料金、待機料金、パイロット待機料金。
・機内ケータリング、機内電気通信利用、および航空輸送サービス
と併せて提供されるその他のサービス（例えば、旅行後の陸上輸
送および宿泊の手配など）。
・ヘリコプターによる不定期旅客輸送。
・固定翼航空機による不定期旅客輸送。
除かれるもの：
・日帰りの観光飛行。
・不定期航空旅客輸送に宿泊が付いたパッケージツアーの提供。
・航空救急サービス。
・森林消防パラシュート降下隊員の輸送。
・参加型レクリエーションアクティビティ（例えば、スカイダイビング）
のための航空旅客輸送。
・航空旅客輸送サービスとは別に行われる、チャーター機内での食
事の提供。
・個別に販売されるパッケージ食品および飲料の小売サービス。

緊急時救急サービス
救急医療手続きの管理に必要な設備、備品、訓練された
スタッフを乗せた輸送機器（水上輸送機器または航空輸
送機器）による緊急搬送および医療援助サービス。

9

10 航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸

含まれるもの：
・あらゆる種類の航空機、鉄道機関車、鉄道車両、ライトレール、
地下鉄車両、船舶、ボート、ホバークラフト、およびバージのレンタ
ルまたはリース。
・賃貸契約またはリース契約に含まれる配送/ピックアップ、保険
（例：財産、賠償責任、保証および損害賠償）、メンテナンスおよび
修理サービス
除かれるもの：
・ファイナンス/キャピタルリース。
・オペレータ付きの航空、鉄道、高速道路、水上輸送設備のレンタ
ルおよびリース。
・別途提供されるメンテナンスおよび修理サービス。
・別途提供される保険（例：財産、賠償責任、保証及び損害賠償）。
・別途提供される保険の仲介または代理店サービス（例えば、財
産、賠償責任、保証および損害賠償）。
・別途提供される配送/ピックアップサービス。

11
航空会社用乗務員付の航空機の賃貸
（ウエットリース）

ある航空会社から別の航空会社に、パイロット及び乗務員、メンテ
ナンス、運航保険付きで航空機を賃貸またはリースする。
除かれるもの：
・旅客輸送のための航空機チャーター。
・物品輸送のための航空機チャーター。
・他の輸送業者のゲートおよびチェックイン施設の使用を使用し、
その業者と共同で行われる航空旅客輸送、他の航空会社のマス
ターフライト番号により行われる航空旅客輸送。
乗務員なしの航空機の賃貸およびリース。

細分類

大分類

中分類

小分類

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

除かれるもの：
直ちに消費するのではなく、保管用にパッケージ化され
た食品および飲料の小売り。

4

＜航空運送業＞

貨物輸送サービス

旅客サービス

7 国内不定期航空旅客輸送

含まれるもの：
・ポジションフィー、回送料金、待機料金、パイロット待機料金。
・機内ケータリング、機内電気通信利用、および航空輸送サービス
と併せて提供されるその他のサービス（例えば、旅行後の陸上輸
送および宿泊の手配など）。
・ヘリコプターによる不定期旅客輸送。
・固定翼航空機による不定期旅客輸送。
除かれるもの：
・日帰りの観光飛行。
・不定期航空旅客輸送に宿泊が付いたパッケージツアーの提供。
・航空救急サービス。
・森林消防パラシュート降下隊員の輸送。
・参加型レクリエーションアクティビティ（例えば、スカイダイビング）
のための航空旅客輸送。
・航空旅客輸送サービスとは別に行われる、チャーター機内での食
事の提供。
・個別に販売されるパッケージ食品および飲料の小売サービス。

国内定期航空旅客輸送（エコノミークラ
ス）

含まれるもの：
・1つの座席クラスのみで運行するサービス
・一般的に「エコノミープラス」と呼ばれるものなど、キャビ
ン内の最も低い座席から若干高い座席ピッチで行われる
旅客サービス。

6
国際定期航空旅客輸送（エコノミークラ
ス）

含まれるもの：
・1つの座席クラスのみで運行するサービス
・一般的に「エコノミープラス」と呼ばれるものなど、キャビン内の最
も低い座席から若干高い座席ピッチで行われる旅客サービス。

機内食は運賃に含まれ区分できないた
め、分類項目として設定しない。

―
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資料２（別添１）

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
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

項目 計上方法の概要

4610960600 航空貨物輸送サービス

4610960603 国内航空貨物輸送サービス（郵便物） 国内における航空貨物輸送サービス（郵便物） １.A.b.1 輸送

4610960606
国内航空貨物輸送サービス（郵便物を除
く）

国内における航空貨物輸送サービス（郵便物を除く）

46109606069 国内航空貨物輸送サービス（自動車） 国内における航空貨物輸送サービス（自動車）

46109606069
国内航空貨物輸送サービス（常温、自動
車を除く）

国内における温度管理を行わない航空貨物輸送サービ
ス（自動車を除く）

46109606069
国内航空貨物輸送サービス（冷蔵・冷
凍）

国内における温度管理を行う（冷蔵または冷凍）航空貨
物輸送サービス

4610960609 国際航空貨物輸送サービス（郵便物）
本邦と外国との間又は外国間の航空貨物輸送サービス
（郵便物）

4610960612
国際航空貨物輸送サービス（郵便物を除
く）

本邦と外国との間又は外国間の航空貨物輸送サービス
（郵便物を除く）

46109606129 国際航空貨物輸送サービス（自動車）
本邦と外国との間又は外国間の航空貨物輸送サービス
（自動車）

46109606129
国際航空貨物輸送サービス（常温、自動
車を除く）

本邦と外国との間又は外国間の温度管理を行わない航
空貨物輸送サービス（自動車を除く）

46109606129
国際航空貨物輸送サービス（冷蔵・冷
凍）

本邦と外国との間又は外国間の温度管理を行う（冷蔵ま
たは冷凍）航空貨物輸送サービス

－
前出の「航空貨物輸送サービス」に含ま
れる。

－
前出の「国内航空貨物輸送サービス（郵
便物）」に含まれる。

－
前出の「航空貨物輸送サービス」に含ま
れる。

－
前出の「国際航空貨物輸送サービス（郵
便物）」に含まれる。

－
前出の「航空貨物輸送サービス」に含ま
れる。

＜国際収支統計（IMF国際収支マニュアル第６版ベース）＞

１．経常収支

１.A.b サービス収支

輸送手段に応じた内訳項目と
して「海上輸送」及び「航空輸
送」があり、さらにサービス内
容に基づいてそれぞれを「旅
客」、「貨物」及び「その他海上
/航空輸送」に区分。「その他
海上/航空輸送」には輸送に
付随するサービス取引であ
り、例としては荷役、保管・倉
庫、曳船、代理店手数料であ
る。

―

一次原案生産物リスト、既存統計調査の
調査品目及び調査研究結果を踏まえ設
定

一次原案生産物リスト、既存統計調査の
調査品目及び調査研究結果を踏まえ設
定

一次原案生産物リストを踏まえて設定す
るが、調査研究結果より、基礎統計にお
ける把握可能性が低いと考えられるた
め、内容例示とする。

一次原案生産物リストを踏まえて設定す
るが、調査研究結果より、基礎統計にお
ける把握可能性が低いと考えられるた
め、内容例示とする。

室温調節しながら行う、箱詰め方式およびパレタイジング方式によ
る腐敗しやすい商品の航空輸送。輸送は空港から空港までであ
り、道路輸送によるピックアップ、配達、またはその両方を含まな
い。
除かれるもの：
・生物、人間の遺体その他の特別な取り扱いが必要な物品の室温
調節なしの航空輸送。
・定期旅客航空路線による商品の輸送。
・室温調節しながら行う、箱詰め方式およびパレタイジング方式に
よる商品の航空輸送。（一貫輸送コンテナを含まず、道路輸送によ
るピックアップ、配達、またはその両方を含む。）

14.04
腐敗しやすい・室温調節箱詰め方式、パ
レタイジング方式及びその他の梱包した
商品の国際不定期航空輸送

公表されたタイムスケジュールに基づくものを除き、室温調節しな
がら行う、箱詰め方式及びパレタイジング方式による腐敗しやすい
商品の国際航空輸送。 輸送は空港から空港までであり、道路輸
送によるピックアップ、配達、またはその両方を含まない。
除かれるもの：
・生物、人間の遺体その他の特別な取り扱いが必要な物品の室温
調節なしの航空輸送。

14.03
腐敗しやすい・室温調節箱詰め方式、パ
レタイジング方式及びその他の梱包した
商品の国内不定期航空輸送

公表されたタイムスケジュールに基づくものを除き、室温調節しな
がら行う、箱詰め方式及びパレタイジング方式による腐敗しやすい
商品の国内航空輸送。 輸送は空港から空港までであり、道路輸
送によるピックアップ、配達、またはその両方を含まない。
除かれるもの：
・生物、人間の遺体その他の特別な取り扱いが必要な物品の室温
調節なしの航空輸送。

12

14

15.02
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱
包した商品の国内定期航空輸送

公表されたタイムスケジュールに基づき、室温調節なしで行う、箱
詰め方式およびパレタイジング方式による腐敗しにくい商品の国内
航空輸送。
旅程の一部において、さまざまな宛先に宛てられた小包、書類、手
紙を一括輸送することも含む。
カーゴスペースは、個人または企業が航空会社から直接または第
三者を通じて間接的に購入する。輸送は空港から空港までであ
り、道路輸送によるピックアップ、配達、またはその両方を含まな
い。
除かれるもの：
・生物、人間の遺体その他の特別な取り扱いが必要な物品の室温
調節なしの航空輸送。

15.03 束にした郵便物の国際定期航空輸送

航空事業者が副業として自社以外の航
空機の保守、修理等のサービスを行って
いるとは思われないため分類項目として
設定しない。

公表されたタイムスケジュールに基づき、室温調節なしで行う、郵
便物の一括国際航空輸送。
サービスは国の郵便システムに代わって実施され、郵便サービス
の一部として、空港から空港まで行われる。
除かれるもの：
・個別の書類または小包の輸送。

15.04
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱
包した一般貨物の国際定期航空輸送

公表されたタイムスケジュールに基づき、室温調節なしで行う、箱
詰め方式およびパレタイジング方式による腐敗しにくい商品（郵便
物を除く）の国内航空輸送。
カーゴスペースは、個人または企業が航空会社から直接または第
三者を通じて間接的に購入する。輸送は空港から空港までであ
り、道路輸送によるピックアップ、配達、またはその両方を含まな
い。
除かれるもの：
・生物、人間の遺体その他の特別な取り扱いが必要な物品の室温
調節なしの航空輸送。

15
腐敗しにくい・箱詰め（室温調節なし）方
式、パレタイジング方式及びその他の梱
包した商品の航空輸送

室温調節なしで行う、箱詰め方式およびパレタイジング方式による
腐敗しにくい商品の航空輸送。
旅程の一部において、さまざまな宛先に宛てられた小包、書類、手
紙を一括輸送することも含む。輸送は空港から空港までであり、道
路輸送によるピックアップ、配達、またはその両方を含まない。
除かれるもの：
・生物、人間の遺体その他の特別な取り扱いが必要な物品の室温
調節なしの航空輸送。
・定期旅客航空路線による商品の輸送。
・室温調節なしで行う、箱詰め方式およびパレタイジング方式によ
る商品の航空輸送。（一貫輸送コンテナを含まず、道路輸送による
ピックアップ、配達、またはその両方を含む。）

15.01 束にした郵便物の国内定期航空輸送

公表されたタイムスケジュールに基づき、室温調節なしで行う、郵
便物の一括国内航空輸送。
サービスは国の郵便システムに代わって実施され、郵便サービス
の一部として、空港から空港まで行われる。
除かれるもの：
・個別の書類または小包の輸送。

14.01
腐敗しやすい・室温調節箱詰め方式、パ
レタイジング方式及びその他の梱包した
商品の国内定期航空輸送

公表されたタイムスケジュールに基づき、室温調節しながら行う、
箱詰め方式及びパレタイジング方式による腐敗しやすい商品の国
内航空輸送。 輸送は空港から空港までであり、道路輸送による
ピックアップ、配達、またはその両方を含まない。
除かれるもの：
・生物、人間の遺体その他の特別な取り扱いが必要な物品の室温
調節なしの航空輸送。

14.02
腐敗しやすい・室温調節箱詰め方式、パ
レタイジング方式及びその他の梱包した
商品の国際定期航空輸送

公表されたタイムスケジュールに基づき、室温調節しながら行う、
箱詰め方式及びパレタイジング方式による腐敗しやすい商品の国
際航空輸送。 輸送は空港から空港までであり、道路輸送による
ピックアップ、配達、またはその両方を含まない。
除かれるもの：
・生物、人間の遺体その他の特別な取り扱いが必要な物品の室温
調節なしの航空輸送。

航空機の保守、修理及び関連サービス

含まれるもの：
・メンテナンスおよび修理サービスに含まれる部品。
・航空機の洗浄、清掃、試験、検査サービス。
除かれるもの：
・航空機のレンタルおよびリースまたは運航管理サービスに含まれ
るメンテナンスおよび修理サービス。
・販売施設によって再生され、別途販売される製品。
•個別に販売される部品の小売サービス。

13 航空による液体・気体のバルク輸送

含まれるもの：
・バルク燃料の輸送。
除かれるもの：
・空中給油サービス。
・液体および気体のバルク輸送（インターモーダルタンクコンテナを
除き、道路運送によるピックアップ、貨物輸送、またはその両方を
含む）。

腐敗しやすい・室温調節箱詰め方式、パ
レタイジング方式及びその他の梱包した
商品の航空輸送
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資料２（別添１）

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
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

Ｐ 不動産管理サービス
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 不動産管理サービス 不動産管理サービス 調査研究結果を踏まえ設定
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ワークシート①【別紙様式2】

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 64102010101 倉庫・保管サービス 1 7011900000 倉庫・保管サービス 1 52.10.1 倉庫及び保管サービス 1 67210 冷蔵貯蔵サービス 1 倉庫・保管サービス

（参考：Warehousing services）
以下のサービスとは別にまたは一括で提供する商品保管サービス
荷捌きサービス（荷物の積み下ろし、移送、クロスドッキングなど）、
輸送および/または保管の準備サービス（例えば、包装、梱包、ラ
ベリング、ステンシル、組立、燻蒸、送風、低速冷凍など）のいずれ
かまたはすべてにバンドルされている商品の保管サービスを提供
する、ラベル作成、ステンシル、組立、燻蒸、送風、低速冷凍）、フ
ルフィルメントサービス、在庫管理サービス、貨物輸送の手配およ
び税関仲介サービス
除かれるもの：
・セルフストレージ。
・輸送サービスの過程における一時的な保管。
・フルフィルメントサービス。
・個別に販売される準備サービス。
・包括的なコンサルティングおよび倉庫サービス。
・個別に販売される貨物輸送の手配および通関手続サービス。

2 64103010101 貨物輸送手配・通関サービス 2 7011925000 貨物輸送手配・通関サービス 1.01 52.10.11 冷蔵保管サービス 2 67220 大量の液体又は気体貯蔵サービス 1.01 冷蔵保管サービス
除かれるもの：
・手数料または契約ベースで食品を凍結するサービス。

3 64104010101 商品の捌き・梱包及び関連サービス 3.01 7011975000 商品の捌きサービス 1.02 52.10.12 大量の液体又はガス貯蔵サービス 3 67290 その他の貯蔵及び倉庫サービス 1.02 大量の液体又はガス貯蔵サービス
含まれるもの：
・石油や石油製品、ワインなどの液体やガスの大量貯蔵
サービス

64104010101 3.02 7012000000 商品の梱包サービス 1.03 52.10.13 穀物貯蔵サービス 1.03 穀物貯蔵サービス
含まれるもの：
・穀物サイロの運営サービス

4 81101010105
経営及びサプライチェーン管理コンサル
ティング及び実施サービス

4 7014650000
経営及びサプライチェーン管理コンサル
ティング及び実施サービス

1.04 52.10.19 その他の倉庫保管サービス 1.04 その他の倉庫保管サービス

このサブカテゴリでは除外されます：
・駐車場
・セルフストレージ施設サービス
・空きスペースのレンタルサービス

2 貨物輸送手配・通関サービス

3 商品の捌き・梱包及び関連サービス

3.01 商品の捌きサービス

3.02 商品の梱包サービス

4
経営及びサプライチェーン管理コンサルティ
ング及び実施サービス

運営管理やサプライチェーン管理に関するアドバイス、ガイダンス、
ソリューション導入サービスの提供。運営管理には、商品やサービ
スを生産するための物理的、財政的、人的資源の管理が含まれ
る。サプライチェーン管理には、在庫管理、倉庫保管、および流通
システムの管理が含まれる。
含まれるもの：
・生産性の向上やコスト削減、商品とサービスの質の向上、寝室管
理システムの登録、物流管理の改善（生産計画および調整、供給
源、在庫、流通および輸送ネットワークの管理）などのプロジェクト
のためのコンサルティングと実施サービス。
除かれるもの：
・アドバイスと指導のみの提供。
・提案されたソリューションを実装するのみのサービスの提供。

細分類 4711 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 、4721 冷蔵倉庫業 

TW－49300（Warehousing and Storage）

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 H 運輸業、郵便業

中分類 47 倉庫業

小分類 471 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 、472 冷蔵倉庫業 
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ワークシート②【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

H 運輸業、郵便業

47 倉庫業

471 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 、472 冷蔵倉庫業 

4711 倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 、4721 冷蔵倉庫業 

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
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

4700960300
倉庫サービス（３ＰＬサービスに係るもの
を除く）

＜平成23年産業連関表＞ ＜倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）＞

4700960303
倉庫サービス（３ＰＬサービスに係るもの
及び冷蔵倉庫を除く）

冷蔵倉庫を除く倉庫による保管サービス（３ＰＬサービス
に係るものを除き、トランクルームを含む）

細品目（10桁）名 倉庫サービス 倉庫業

4700960306
冷蔵倉庫サービス（３ＰＬサービスに係る
ものを除く）

冷蔵倉庫による保管サービス（３ＰＬサービスに係るもの
を除く）

普通倉庫 倉庫サービス

冷蔵倉庫 道路貨物運送サービス 道路貨物運送業

水面倉庫 駐車場サービス 駐車場業

農業倉庫 運輸に付帯するサービス業 運輸に付帯するサービス業

漁業倉庫 ＜冷蔵倉庫業＞

1.01 冷蔵保管サービス
除かれるもの：
・手数料または契約ベースで食品を凍結するサービス。

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞ 冷蔵倉庫サービス 保管料売上

コモ法６桁分類名 保管収入

倉庫 冷蔵倉庫サービス

1.03 穀物貯蔵サービス
含まれるもの：
・穀物サイロの運営サービス

＜平成28年経済センサス－活動調査）＞ 保管料売上

調査品目名 倉庫サービス 倉庫サービス

倉庫業（冷蔵倉庫業を除く） 運送サービス 運送収入

2 貨物輸送手配・通関サービス 4700169900 その他の運輸附帯サービス 冷蔵倉庫業 利用運送サービス 利用運送料売上

4700169903 通関サービス 通関手続を代行するサービス 一次原案生産物リストを踏まえ設定 ＜サービス産業動向調査）＞ 荷役サービス 荷役料売上

4700169999
他に分類されないその他の運輸附帯
サービス

バスケット項目として設定。 調査品目名 荷役料

3 商品の捌き・梱包及び関連サービス 4700160600 荷捌き・こん包サービス
普通倉庫業（野積倉庫、サイロ倉庫、タ
ンク倉庫、トランクルームなど） ３ＰＬサービス ３ＰＬ売上

3.01 商品の捌きサービス 4700160603 荷捌き・こん包サービス 荷物の仕分・整理、こん包を行うサービス
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

水面木材倉庫業 その他サービス その他売上

3.02 商品の梱包サービス 47001606039 商品の捌きサービス 荷物の仕分および整理サービス 石油備蓄業 ＜ヒアリング結果１（471倉庫業（冷蔵倉庫業を除く）） ＞

47001606039
商品のこん包サービス（組立こん包サー
ビスを除く）

主として運送のために物品の荷造り若しくはこん包を行
うサービス

冷蔵倉庫業（低温倉庫業、氷
温倉庫業）

保管サービス 保管料

47001606039 商品の組立こん包サービス
主として海上輸送のために設備された機械により各種包装材料を
加工し、こん包容器を組立てて工業製品の外装を行うサービス 油槽所 倉庫・トランクルーム保管料

4700160900 ３ＰＬサービス
冷蔵倉庫業（低温倉庫業、氷
温倉庫業）

上屋保管料

油槽所 野積上屋保管料

油槽所 荷役サービス 荷役料

倉庫荷役料

サイロ荷役料

4700161200 港湾運送サービス サイロ港湾作業料

船内荷役料

陸揚荷捌き料

Ｐ 駐車場サービス
本分類ついては、Ｋ 不動産業、物品賃貸
業の議論を踏まえて検討

船積料

Ｐ 駐車場サービス 自動車の駐車のための場所を賃貸するサービス 調査研究結果を踏まえ設定。 コンテナターミナル作業料

Ｐ 不動産賃貸サービス
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

梱包サービス 梱包料

Ｐ 不動産賃貸サービス 不動産賃貸サービス 調査研究結果を踏まえ設定 利用運送サービス 運送料

海上運送料

内航運送料

航空運送料

国際複合一貫輸送の運送
料

貨物運送附帯サービス
物流附帯作業料（包装、ラベリ
ング、検針など）

不動産賃貸サービス 不動産賃貸料

一次原案生産物リスト及び既存統計調査品目
を踏まえて設定する。

1.04 その他の倉庫保管サービス

このサブカテゴリでは除外されます：
・駐車場
・セルフストレージ施設サービス
・空きスペースのレンタルサービス

大分類

中分類

小分類

細分類

1 倉庫・保管サービス

（参考：Warehousing services）
以下のサービスとは別にまたは一括で提供する商品保管サービス
荷捌きサービス（荷物の積み下ろし、移送、クロスドッキングなど）、
輸送および/または保管の準備サービス（例えば、包装、梱包、ラ
ベリング、ステンシル、組立、燻蒸、送風、低速冷凍など）のいずれ
かまたはすべてにバンドルされている商品の保管サービスを提供
する、ラベル作成、ステンシル、組立、燻蒸、送風、低速冷凍）、フ
ルフィルメントサービス、在庫管理サービス、貨物輸送の手配およ
び税関仲介サービス
除かれるもの：
・セルフストレージ。
・輸送サービスの過程における一時的な保管。
・フルフィルメントサービス。
・個別に販売される準備サービス。
・包括的なコンサルティングおよび倉庫サービス。
・個別に販売される貨物輸送の手配および通関手続サービス。

1.02 大量の液体又はガス貯蔵サービス
含まれるもの：
・石油や石油製品、ワインなどの液体やガスの大量貯蔵
サービス

一次原案生産物リストを踏まえて設定す
るが、調査研究結果より、調査研究結果
より区分できない事業者の存在を考慮
し、内容例示とする。

３ＰＬサービス
荷主企業に代わって、最も効率的な物流戦略の企画立案や物流
システムの構築の提案を行い、かつ、それを包括的に受託し、実
行するサービス。

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

4
経営及びサプライチェーン管理コンサル
ティング及び実施サービス

運営管理やサプライチェーン管理に関するアドバイス、ガイダン
ス、ソリューション導入サービスの提供。運営管理には、商品や
サービスを生産するための物理的、財政的、人的資源の管理が含
まれる。サプライチェーン管理には、在庫管理、倉庫保管、および
流通システムの管理が含まれる。
含まれるもの：
・生産性の向上やコスト削減、商品とサービスの質の向上、寝室管
理システムの登録、物流管理の改善（生産計画および調整、供給
源、在庫、流通および輸送ネットワークの管理）などのプロジェクト
のためのコンサルティングと実施サービス。
除かれるもの：
・アドバイスと指導のみの提供。
・提案されたソリューションを実装するのみのサービスの提供。

4700160903

港湾荷役サービス

荷役サービス（港湾荷役
サービスを除く）

4700161203 港湾運送サービス
港湾において船内荷役，はしけ運送，沿岸荷役及びいか
だ運送の作業の全部又は一部を行うサービス（貨物に係
る検査・検品サービスを含む。）

既存統計調査品目及び調査研究結果を
踏まえ設定。定義はJSIC4811による。
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資料２（別添１）

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
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

倉庫・上屋賃貸料

ビル賃貸料

バース使用サービス バース使用料

物品賃貸サービス 物品賃貸料

車両賃貸料

荷役機器賃貸料

その他の物品賃貸料

不動産管理サービス ビル管理料

＜ヒアリング結果２（481港湾運送業）＞

港湾運送サービス 貨物利用運送事業収入

冷蔵倉庫サービス 冷蔵庫収入

賃料収入

普通倉庫サービス 倉庫収入

賃料収入

不動産賃貸サービス 不動産賃貸収入

○通関事業収入は、港湾運送収入として一括で支払われるた
め、通関事業収入のみ区分することはできない。

○保管料は、常温と冷蔵・冷凍に区分できない。
○通関サービスに係る収入は、他のサービスに係る収入も含
んだ複数の勘定科目に分散して計上されており、区分できな
い。
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ワークシート①【別紙様式2】

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 51604010102 航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸 1 7009300000 航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸 1 52.21.1 鉄道輸送に付随するサービス 1 67110 コンテナ取扱サービス 1 航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸

含まれるもの：
・あらゆる種類の航空機、鉄道機関車、鉄道車両、ライト
レール、地下鉄車両、船舶、ボート、ホバークラフト、およ
びバージのレンタルまたはリース。
・賃貸契約またはリース契約に含まれる配送/ピックアッ
プ、保険（例：財産、賠償責任、保証および損害賠償）、メ
ンテナンスおよび修理サービス
除かれるもの：
・ファイナンス/キャピタルリース。
・オペレータ付きの航空、鉄道、高速道路、水上輸送設備
のレンタルおよびリース。
・別途提供されるメンテナンスおよび修理サービス。
・別途提供される保険（例：財産、賠償責任、保証及び損
害賠償）。
・別途提供される保険の仲介または代理店サービス（例え
ば、財産、賠償責任、保証および損害賠償）。
・別途提供される配送/ピックアップサービス。

2 51604020102
オペレーター付の輸送機器の賃貸（航空機
を除く）

2 7009350000
オペレーター付の輸送機器の賃貸（航空機
を除く）

1.01 52.21.11 鉄道の後押し又は牽引サービス 2 67190 その他の積荷及び手荷物取扱サービス 2
オペレーター付の輸送機器の賃貸（航空機
を除く）

航空機以外の輸送機器の賃貸又はリースサービス。当該
輸送機器は、クライアントの監督下において、クライアント
による他者に対する輸送サービスに使用される。
含まれるもの：
・大型トラック、トラックトレーラー、バス、機関車、鉄道車
両、商業船舶のオペレータ付き賃貸又はリースサービス。
除かれるもの：
・バス、電車、気動車などのチャーターサービス。
・自動車、軽トラック、モーターホーム、レクリエーション用
の乗り物（例えばオートバイ、スノーモービル、プレジャー
ボートなど）の賃貸、リースサービス。

3 51605010101
大型トラック・バスの保守、修理及び関連
サービス

3 7009375000 大型トラック・バスの保守、修理サービス 1.02 52.21.19 その他の鉄道輸送に付随するサービス 3 67310 鉄道の後押し又は牽引サービス 3
大型トラック・バスの保守、修理及び関連
サービス

・洗浄、清掃、安全規制および排出ガス規制に係る検査
サービス。
・車体修理。個々の車両の異なる用途、異なるエンジンシ
ステムへの変換。スケジュールに基づく、工場で推奨され
る、予防的なメンテナンス。
除かれるもの：
・モーターホーム、キャンピングレーラー、またはキャンピン
グカーのメンテナンスおよび修理サービス。
・オフロードトラックのメンテナンスおよび修理サービス。
・賃貸又はリースサービスに伴う大型トラック、バスおよび
その他の道路輸送車両のメンテナンスおよび修理。

4 51605010102 航空機の保守、修理及び関連サービス 4 7009400000 航空機の保守、修理及び関連サービス 2 52.21.2 道路交通に付随するサービス 4 67390 その他の鉄道輸送支援サービス 4 航空機の保守、修理及び関連サービス

含まれるもの：
・航空機の洗浄、清掃、試験、検査サービス。
除かれるもの：
・航空機のレンタルおよびリースまたは運航管理サービス
に含まれるメンテナンスおよび修理サービス。
・販売施設によって再生され、別途販売される製品。
•個別に販売される部品の小売サービス。

5 51605010103 鉄道の保守、修理及び関連サービス 5 7009425000 鉄道の保守、修理及び関連サービス 2.01 52.21.21 バスステーションサービス 5 67410 バス停留所サービス 5 鉄道の保守、修理及び関連サービス

線路、信号機その他の鉄道設備を含む鉄道のメンテナン
スおよび修理サービス（部品交換を含む。）。
含まれるもの：
・鉄道の清掃または除雪サービス。
・鉄道の検査サービス。

6 51605010104 鉄道車両の保守、修理及び関連サービス 6 7009450000 鉄道車両の保守、修理及び関連サービス 2.02 52.21.22 高速道路運行サービス 6 67420 高速道路、橋及びトンネル運営サービス 6 鉄道車両の保守、修理及び関連サービス

含まれるもの：
・機関車や鉄道車両の洗浄、清掃、試験、検査サービス。
・鉄道車両の燻蒸消毒サービス。
除かれるもの：
・オペレーター付きの賃貸又はリースサービスに伴う鉄道
輸送機器のメンテナンスおよび修理。
・線路および関連設備のメンテナンスおよび修理サービ
ス。

7 51605010105 船舶の保守、修理及び関連サービス 7 7009475000 船舶の保守、修理及び関連サービス 2.03 52.21.23 橋及びトンネル運用サービス 7 67430 駐車サービス 7 船舶の保守、修理及び関連サービス

タンカー船、バルク船、コンテナ船、はしけ船、クルーズ船
などの船舶用交換部品の設置を含む、メンテナンス及び
修理サービス
含まれるもの：
・船舶の外装及び内装の清掃や点検サービス。
含まれないもの：
・海洋船のオーバーホール
・プレジャーボートの修理または保守サービス
個別に販売されている船舶部品の小売

8 61101020101
発熱・発電・輸送のための燃料の卸売サー
ビス

8 4002775000
精製石油製品の卸売（液化石油（LP）を除
く）

2.04 52.21.24 駐車場サービス 8 67440 商用及び個人用車輌の牽引サービス 8
発熱・発電・輸送のための燃料の卸売サー
ビス

9 64102010101 倉庫・保管サービス 9 7011900000 倉庫・保管サービス 2.05 52.21.25 民間及び商用車のための牽引サービス 9 67490 その他の道路輸送支援サービス 9 倉庫・保管サービス

10 64103010101 貨物輸送手配・通関サービス 10 7011925000 貨物輸送手配・通関サービス 2.06 52.21.29 その他の道路輸送に付随するサービス 10 67511
沿岸及び大洋横断での港及び運河運営
サービス（積荷処理を除く）

10 貨物輸送手配・通関サービス

11 64104010101 商品の捌き・梱包及び関連サービス 11.01 7011975000 商品の捌きサービス 3 52.21.30 パイプライン輸送に付随するサービス 11 67512 内陸水路運営サービス（積荷処理を除く） 11 商品の捌き・梱包及び関連サービス

64104010101 11.02 7012000000 商品の梱包サービス 4 52.22.1 水上輸送に付随するサービス 12 67521
沿岸及び大洋横断での水先案内及び係
留サービス

11.01 商品の捌きサービス

細分類
4811 港湾運送業 、4821 利用運送業（集配利用運送業を除く）、4822 運送取次業 4831 運送代理店、4841 こん包業（組立こん包業を除く）、4842 組立こん包業、4851 鉄道施設提供業、4852  道路運送固定施設業、4853  自動車ターミナ
ル業、4854 貨物荷扱固定施設業、4855 桟橋泊きょ業、4856 飛行場業、4891 海運仲立業、4899 他に分類されない運輸に附帯するサービス業

TW－48800（Support Activities for Transportation）

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 H 運輸業、郵便業

中分類 48 運輸に附帯するサービス業

小分類 481 港湾運送業 、482 貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く）、483 運送代理店、484 こん包業、485 運輸施設提供業、489 その他の運輸に附帯するサービス業
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資料２（別添１）

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）
TW－48800（Support Activities for Transportation）

12 74101010305 商業監査サービス 12 7012225000
商業監査サービス - 製品取扱いの輸送、
積込み、及び積下ろし中の検査サービス

4.01 52.22.11
海及び沿岸域における港湾及び水路の
運営サービス（貨物取扱いを除く）

13 67522 内陸水路での水先案内及び係留サービス 11.02 商品の梱包サービス

13 81101010105
経営及びサプライチェーン管理コンサルティ
ング及び実施サービス

13 7014650000
経営及びサプライチェーン管理コンサルティ
ング及び実施サービス

4.02 52.22.12 内水面運行サービス（貨物取扱いを除く） 14 67531
沿岸及び大洋横断での船舶海難救助及
び離礁サービス

12 商業監査サービス

製造前の段階を含む生産プロセスおよび/または出荷段
階、積み込み段階、および積み降ろし段階の１つかそれ以
上の段階において、製品の特性および取り扱いがクライア
ント指定の要件を満たすという第三者保証を提供する。レ
ポートまたは証明書の発行を含むことがある。
除かれるもの：
•個別に販売されるコンサルティングサービス。

14 81102050101 交通システムの管理・運用サービス 14 7015000000
交通システムの管理・運用サービス - 非船
舶運用共通運送業者サービス（NVOCC）

4.03 52.22.13
海及び沿岸域における水先案内及び係
留サービス

15 67532
内陸水路での船舶海難救助及び離礁
サービス

12.01
商業監査サービス - 製品取扱いの輸送、積
込み、及び積下ろし中の検査サービス

15 81102050201 航空管制サービス 15 7015025000 航空管制サービス 4.04 52.22.14
内水面における水先案内及び係留サービ
ス

16 67590 その他の海上輸送支援サービス 13
経営及びサプライチェーン管理コンサルティ
ング及び実施サービス

運営やサプライチェーンマネジメントに関するアドバイス、
ガイダンス、ソリューション導入サービスを含むバンドル製
品を提供。運営管理には、商品やサービスを生産すること
を目的とした物理的、財政的、人的資源の管理が含まれ
る。サプライチェーン管理には、在庫、倉庫保管、及び流
通システムの管理が含まれる。

16 81102050202 運行支援サービス 16 7015050000 運行支援サービス 4.05 52.22.15
海及び沿岸域における船舶海難救助及
び離礁サービス

17 67610 空港運営サービス（貨物の取扱いを除く） 14 交通システムの管理・運用サービス

17 81102050203 空港運用管理サービス 17 7015075000 空港運用管理サービス 4.06 52.22.16
内水面における船舶海難救助及び離礁
サービス

18 67620 航空交通管制サービス 15 航空管制サービス

航空機の航行、離陸、着陸の指示を提供する。 フライト情
報、天候の報告、空港アドバイザリーサービス、航空情報/
通信サービス、レーダーやその他の電子機器による支援
が含まれる。

81102050203 17.01 7015075003 航空機の駐機サービス 4.07 52.22.19 その他の水運に付随するサービス 19 67630 その他の空輸支援サービス 16 運行支援サービス

通常、定期航空便として運行されていない小型民間航空
機のための一括サポートサービスの提供。これらのサービ
スは通常、運航支援事業者（FBO）の施設で提供され、一
般に大規模な空港において、会員、加入、契約ベースで行
われる。通常、駐機、航空機の格納またはその両方、給油
サービス（ただし、燃料の供給はしない）、飛行計画および
天気情報の提供、乗客、クルーの乗り降りや手荷物の積
み下ろしの支援、航空機の定期修理および飛行前の点検
の支援地上輸送と宿泊の手配、通常のの事務処理および
手配、シャワー、簡易キッチン、エンターテイメント機器を含
む会議室やラウンジ施設の利用が含まれる。
除かれるもの：
•FBOを運営する大型空港の着陸サービス。
•空港が提供する有料の駐機スペース。

81102050203 17.02 7015075006 その他の空港運用管理サービス 5 52.23.1
空港運営サービス（貨物取扱いを除く）、
航空管制サービス及びその他の航空輸
送に付随するサービス

20 67640 宇宙輸送支援サービス ort 17 空港運用管理サービス

含まれるもの：
・航空機の離着陸の許可。
・航空機の駐機サービスの提供。
・航空事業者に対するタラップ、ゲート、手荷物ハンドリン
グ施設などの空港施設へのアクセスの提供。
・手荷物ハンドリング施設の整備。
・航空機の除氷サービス。
・清掃や除雪を含む滑走路保守サービス。
除かれるもの：
・非居住スペースの賃貸およびリース。
・乗客の検査を含む警備サービス。
・航空旅客、航空会社および空港の従業員及び契約業者
のための契約ベースの輸送の提供。
・手荷物のハンドリング。
・航空旅客に対する商品の再販、商品のレンタル、パーソ
ナルサービス、通信アクセス、または準備された食べ物と
飲料などの提供。
・運航支援事業者（FBO）によって民間航空機に提供され
るサービス。

18 81102050301 鉄道輸送支援サービス 18 7015125000 鉄道輸送支援サービス 5.01 52.23.11 空港運営サービス（貨物取扱を除く） 21 67910
貨物輸送代理店サービス及びその他の
貨物輸送サービス

17.01 航空機の駐機サービス
除かれるもの：
・会員または申し込みベースで行われる、他の運航支援事
業者（FBO）サービスと併せて提供される駐機サービス。

19 81102050401 海洋施設サービス 19 7015150000 海洋施設サービス 5.02 52.23.12 航空管制サービス 22 67990
他に分類されないその他の輸送支援サー
ビス

17.02 その他の空港運用管理サービス

20 81102050402 船舶用ナビゲーションサービス 20 7015175000 船舶用ナビゲーションサービス 5.03 52.23.19 その他の航空輸送に付随するサービス 23 68021 国内宅配便サービス 18 鉄道輸送支援サービス

スイッチングサービス、鉄道車両の結合と分離サービス、
相互接続サービス（1つの線路から別の線路への鉄道車
両の移動）、線路の修理と保守を含む鉄道運営支援サー
ビスの提供。 ある鉄道が他の鉄道の軌道上で運行するた
めに得た権利が含まれる。

81102050402 20.01 7015175003 港湾曳船サービス 6 52.23.20 宇宙輸送に付随するサービス 24 68022 国際宅配便サービス 19 海洋施設サービス

港、海上ターミナル、セントローレンス水路および運河への
船舶へのアクセスを含む、海洋インフラの利用サービスの
提供。 船舶の通過を許可する跳開橋の引き上げ、 ドック
入りした船舶へのユーティリティ（電気、ガス、淡水、下水
道など）の供給を含む。
除かれるもの：
・プレジャーボートのためのマリーナサービス。
・浚渫サービス。

81102050402 20.02 7015175006 その他の船舶用ナビゲーションサービス 7 52.24.1 貨物取扱いサービス 25 68030 地元の配送サービス 20 船舶用ナビゲーションサービス

含まれるもの：
・曳船航行サービス。
・船舶の操縦サービス。
・砕氷サービス。
・灯台および灯台船サービス。
除かれるもの：
•航行不能船舶の牽引。

21 81102050403 海上救難サービス 21 7015200000
航行不能船舶の牽引を含む海上救難サー
ビス

7.01 52.24.11 港におけるコンテナ取り扱いサービス 20.01 港湾曳船サービス

22 81102050404 他に分類されない水運支援サービス 22 7015225000 他に分類されない水運支援サービス 7.02 52.24.12 その他のコンテナ取り扱いサービス 20.02 その他の船舶用ナビゲーションサービス

81102050404 22.01 7015225003
船舶による牽引サービス（航行不能船舶を
除く）

7.03 52.24.13
港におけるその他の貨物取り扱いサービ
ス

21 海上救難サービス
航行不能船舶の牽引、難破船や沈没船および貨物の所
在の特定および回収を含む。
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資料２（別添１）

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）
TW－48800（Support Activities for Transportation）

81102050404 22.02 7015225009
他に分類されないその他の水運支援サー
ビス

7.04 52.24.19 その他の貨物取り扱いサービス 22 他に分類されない水運支援サービス
海上貨物測量や再配置サービスなど、他の場所に分類さ
れない水運支援サービス。

23 81102050501 道路輸送支援サービス 23.01 7015250000 通行料を含む道路アクセスサービス 8 52.29.1 貨物輸送代理店サービス 22.01
船舶による牽引サービス（航行不能船舶を
除く）

81102050501 23.02 7015275000 道路清掃サービス 8.01 52.29.11 船舶ブローカーサービス 22.02
他に分類されないその他の水運支援サービ
ス

81102050501 23.03 7015300000
牽引サービス（船舶による牽引サービスを
除く）

8.02 52.29.12 その他の貨物ブローカーサービス 23 道路輸送支援サービス

有料道路へのアクセスサービス、道路清掃サービス、牽引
サービス、都市間輸送業者に対するバスターミナルサービ
スなど、道路車両による貨物輸送および旅客輸送を支援
するサービスの提供。

81102050501 23.04 7015350000 ヴァン及び自動車相乗り調整サービス 8.03 52.29.19 その他の輸送代理店サービス 23.01 通行料を含む道路アクセスサービス

9 52.29.20
他に分類されないその他の輸送支援サー
ビス

23.02 道路清掃サービス

含まれるもの：
・道路、高速道路、または橋の除雪。
・道路への砂や塩の散布。
除かれるもの：
・車道と駐車場の除雪。

10 53.20.1 その他の郵便及び宅配便サービス 23.03
牽引サービス（船舶による牽引サービスを除
く）

10.01 53.20.11 多様式のマルチモーダル宅配便サービス 24 バスステーションサービス

含まれるもの：
・都市部、郊外および都市間のバス乗客に関する旅客
ターミナルサービス
・運送（切符の販売、予約、手荷物事務所、放置手荷物事
務所）
除かれるもの：
・手荷物および貨物ハンドリングサービス

10.02 53.20.12 食品宅配サービス 25 高速道路運行サービス
除かれるもの：
・駐車施設サービス

10.03 53.20.19 他の郵便及び宅配便サービス 26 橋及びトンネル運用サービス

10.04 82.92.10 梱包サービス 27 駐車場サービス

含まれるもの：
・自動車、オートバイおよび自転車の駐車場、駐車ガレー
ジサービス
・駐車料金の回収サービス
除かれるもの：
・月極または年極車両のロックアップガレージまたはガ
レージ施設の月極または年極レンタルサービス
・係員付き駐車場サービス

28 民間及び商用車のための牽引サービス
含まれるもの：
・商用車および民間車両の牽引サービス
・駐車違反車両など、他の車両の牽引サービス

29 貨物取扱いサービス

29.01 港におけるコンテナ取り扱いサービス

含まれるもの：
・港での特殊コンテナ貨物のハンドリングサービス
・港でのコンテナ貨物ターミナル施設のサービス、すなわ
ち船内荷役サービス（すなわち荷積み、荷降ろし
船舶のコンテナ貨物の港での陸揚げ）

29.02 その他のコンテナ取り扱いサービス

含まれるもの：
・港以外での特殊コンテナ貨物のハンドリングサービス
・港以外にあるコンテナ貨物ターミナル施設のあらゆる輸
送方式に対するサービス（貨物鉄道車両の積み降ろし
サービスを含む。）

29.03 港におけるその他の貨物取り扱いサービス

含まれるもの：
・貨物ターミナル施設のサービス、船内荷役サービス（荷
積み、荷降ろしおよび船舶のコンテナ以外の貨物の港で
の陸揚げ）

29.04 その他の貨物取り扱いサービス

含まれるもの：
・コンテナ以外の貨物または旅客手荷物のハンドリング
サービス
・貨物輸送などに付随する貨物ハンドリングサービス
・空港やバス、鉄道または高速道路の車両ターミナルでの
手荷物ハンドリングサービス

30 貨物輸送代理店サービス

30.01 船舶ブローカーサービス

30.02 その他の貨物ブローカーサービス
含まれるもの：
・航空宇宙仲介サービス
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ワークシート②【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

H 運輸業、郵便業

48 運輸に附帯するサービス業

481 港湾運送業 、482 貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く）、483 運送代理店、484 こん包業、485 運輸施設提供業、489 その他の運輸に附帯するサービス業

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
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

＜平成23年産業連関表＞ ＜港湾運送業＞

細品目（10桁）名 倉庫サービス 倉庫事業

港湾運送 水運施設管理★★ 港湾運送事業

船内荷役 港湾諸税 港湾運送サービス 港湾運送関連サービス

輸出貨物 とん税 港湾運送事業

輸入貨物 特別とん税 国際輸送サービス 国際輸送事業

移出貨物 水運施設管理業 不動産事業 不動産事業

移入貨物 港湾管理 その他サービス 旅行事業

沿岸荷役 漁港管理 酒類、雑貨販売

移出貨物 水路・灯台業務

移入貨物 水運附帯サービス ＜ヒアリング結果１（481港湾運送業）＞

はしけ運送 水運附帯サービス 港湾運送サービス 貨物利用運送事業収入

はしけ運送 水先業 冷蔵倉庫サービス 冷蔵庫収入

いかだ運送 検数業 賃料収入

いかだ運送 検量業 普通倉庫サービス 倉庫収入

貨物利用運送 鑑定業 賃料収入

利用運送 サルベージ業 不動産賃貸サービス 不動産賃貸収入

運送取次 航空施設管理（国公営）★★

こん包 空港管理 ＜ヒアリング結果２（471倉庫業（冷蔵倉庫業を除く））＞

こん包 国 保管サービス 保管料

道路輸送施設提供 地方公共団体 倉庫・トランクルーム保管料

有料道路 航空交通管制 上屋保管料

8
発熱・発電・輸送のための燃料の卸売
サービス

高速自動車国道 航空施設管理（産業） 野積上屋保管料

4800960600
倉庫サービス（３ＰＬサービスに係るもの
を除く）

一般有料道路 航空附帯サービス 荷役サービス 荷役料

4800960603
倉庫サービス（３ＰＬサービスに係るもの
及び冷蔵倉庫を除く）

冷蔵倉庫を除く倉庫による保管サービス（３ＰＬサービス
に係るものを除き、トランクルームを含む）

都市内有料道路 航空附帯サービス 倉庫荷役料

4800960606
冷蔵倉庫サービス（３ＰＬサービスに係る
ものを除く）

冷蔵倉庫による保管サービス（３ＰＬサービスに係るもの
を除く）

地方公共団体有料道路
旅行・その他の運輸附帯サー
ビス サイロ荷役料

一般自動車道 旅行業 サイロ港湾作業料

10 貨物輸送手配・通関サービス ―
後出の「その他の運輸附帯サービス」に
含まれる。

駐車場業 観光協会 船内荷役料

4840160300 荷捌き・こん包サービス 自動車ターミナル 運送代理店 陸揚荷捌き料

4840160303 荷捌き・こん包サービス 荷物の仕分・整理、こん包を行うサービス
一次原案生産物リスト及び既存統計調
査品目を踏まえて設定

海運仲立業 船積料

11.01 商品の捌きサービス 48401603039 商品の捌きサービス 荷物の仕分および整理サービス コンテナターミナル作業料

48401603039
商品のこん包サービス（組立こん包サー
ビスを除く）

主として運送のために物品の荷造り若しくはこん包を行
うサービス

コモ法6桁分類名 梱包サービス 梱包料

48401603039 商品の組立こん包サービス
主として海上輸送のために設備された機械により各種包装材料を
加工し、こん包容器を組立てて工業製品の外装を行うサービス 貨物利用運送 航空施設管理（産業） 利用運送サービス 運送料

こん包 航空附帯サービス 海上運送料

道路輸送施設提供
旅行・その他の運輸附帯サー
ビス

内航運送料

水運附帯サービス 航空運送料

＜平成28年経済センサス-活動調査＞ 国際複合一貫輸送の運送料

調査品目名 内容例示 貨物運送附帯サービス
物流附帯作業料（包装、ラベリン
グ、検針など）

○通関事業収入は、港湾運送収入として一括で支払われるた
め、通関事業収入のみ区分することはできない。

荷役サービス（港湾荷役
サービスを除く）

港湾荷役サービス

前出の「倉庫サービス（３ＰＬサービスに
係るものを除く）」、後出の「港湾運送
サービス」、「検数・検量サービス」に含ま
れる。

―

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

3
大型トラック・バスの保守、修理及び関連
サービス

4

9 倉庫・保管サービス

7 船舶の保守、修理及び関連サービス

5

6

含まれるもの：
・航空機の洗浄、清掃、試験、検査サービス。
除かれるもの：
・航空機のレンタルおよびリースまたは運航管理サービスに含まれるメンテナンスおよび
修理サービス。
・販売施設によって再生され、別途販売される製品。
•個別に販売される部品の小売サービス。

航空機の保守、修理及び関連サービス

含まれるもの：
・機関車や鉄道車両の洗浄、清掃、試験、検査サービス。
・鉄道車両の燻蒸消毒サービス。
除かれるもの：
・オペレーター付きの賃貸又はリースサービスに伴う鉄道輸送機器
のメンテナンスおよび修理。
・線路および関連設備のメンテナンスおよび修理サービス。

タンカー船、バルク船、コンテナ船、はしけ船、クルーズ船などの船
舶用交換部品の設置を含む、メンテナンス及び修理サービス
含まれるもの：
・船舶の外装及び内装の清掃や点検サービス。
含まれないもの：
・海洋船のオーバーホール
・プレジャーボートの修理または保守サービス
個別に販売されている船舶部品の小売

鉄道の保守、修理及び関連サービス

線路、信号機その他の鉄道設備を含む鉄道のメンテナンスおよび
修理サービス（部品交換を含む。）。
含まれるもの：
・鉄道の清掃または除雪サービス。
・鉄道の検査サービス。

鉄道車両の保守、修理及び関連サービ
ス

・洗浄、清掃、安全規制および排出ガス規制に係る検査サービス。
・車体修理。個々の車両の異なる用途、異なるエンジンシステムへの変
換。スケジュールに基づく、工場で推奨される、予防的なメンテナンス。
除かれるもの：
・モーターホーム、キャンピングレーラー、またはキャンピングカーのメン
テナンスおよび修理サービス。
・オフロードトラックのメンテナンスおよび修理サービス。
・賃貸又はリースサービスに伴う大型トラック、バスおよびその他の道路
輸送車両のメンテナンスおよび修理。

一次原案生産物リストを踏まえて設定す
るが、調査研究結果より、区分できない
事業者の存在を考慮し、内容例示とす
る。

11 商品の捌き・梱包及び関連サービス

11.02 商品の梱包サービス

12 商業監査サービス

製造前の段階を含む生産プロセス及び/または出荷段階、積み込
み段階、及び積み降ろし段階の１つかそれ以上の段階において、
製品の特性および取り扱いがクライアント指定の要件を満たすとい
う第三者保証を提供する。レポートまたは証明書の発行を含むこと
がある。
除かれるもの：
•個別に販売されるコンサルティングサービス。

商業監査サービス - 製品取扱いの輸
送、積込み、及び積下ろし中の検査サー
ビス

12.01

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

4811 港湾運送業 、4821 利用運送業（集配利用運送業を除く）、4822 運送取次業 4831 運送代理店、4841 こん包業（組立こん包業を除く）、4842 組立こん包業、4851 鉄道施設提供業、4852  道路運送固定施
設業、4853  自動車ターミナル業、4854 貨物荷扱固定施設業、4855 桟橋泊きょ業、4856 飛行場業、4891 海運仲立業、4899 他に分類されない運輸に附帯するサービス業

1 航空・鉄道・水上輸送機器の賃貸

含まれるもの：
・あらゆる種類の航空機、鉄道機関車、鉄道車両、ライトレール、地下鉄車両、船舶、
ボート、ホバークラフト、およびバージのレンタルまたはリース。
・賃貸契約またはリース契約に含まれる配送/ピックアップ、保険（例：財産、賠償責任、保
証および損害賠償）、メンテナンスおよび修理サービス
除かれるもの：
・ファイナンス/キャピタルリース。
・オペレータ付きの航空、鉄道、高速道路、水上輸送設備のレンタルおよびリース。
・別途提供されるメンテナンスおよび修理サービス。
・別途提供される保険（例：財産、賠償責任、保証及び損害賠償）。
・別途提供される保険の仲介または代理店サービス（例えば、財産、賠償責任、保証およ
び損害賠償）。
・別途提供される配送/ピックアップサービス。

2
オペレーター付の輸送機器の賃貸（航空
機を除く）

航空機以外の輸送機器の賃貸又はリースサービス。当該輸送機器は、
クライアントの監督下において、クライアントによる他者に対する輸送
サービスに使用される。
含まれるもの：
・大型トラック、トラックトレーラー、バス、機関車、鉄道車両、商業船舶の
オペレータ付き賃貸又はリースサービス。
除かれるもの：
・バス、電車、気動車などのチャーターサービス。
・自動車、軽トラック、モーターホーム、レクリエーション用の乗り物（例え
ばオートバイ、スノーモービル、プレジャーボートなど）の賃貸、リース
サービス。

－

調査研究結果より、各種運輸附帯サービ
スを提供する事業者の副業とは考えられ
ないため、分類項目を設定しないこととし
た。
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資料２（別添１）

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
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

4800160900 ３ＰＬサービス 港湾運送業
船内荷役、はしけ運送、沿岸
荷役、いかだ運送など

不動産賃貸サービス 不動産賃貸料

4800160903 ３ＰＬサービス
荷主企業に対し、生産から販売に至る物流業務全体の提案から
運営までを包括的に請け負うサービス。

一次原案生産物リスト及び調査研究結果（物流
管理業務受託サービス）を踏まえて設定

利用運送業（集配利用運送業
を除く）

第一種利用運送業 倉庫・上屋賃貸料

4820960300
貨物利用運送サービス（宅配便サービス・引越し
サービス及び３ＰＬサービスに係るものを除く） 運送取次業 ビル賃貸料

4820960303
貨物利用運送サービス（宅配便サービス・引越し
サービス及び３ＰＬサービスに係るものを除く）

貨物利用運送事業法に基づく貨物利用運送事業による輸送サービス
（宅配便サービス・引越しサービス及び３ＰＬサービスに係るものを除く）

一次原案生産物リスト及び調査研究結
果を踏まえて設定

運送代理店
運送機関の業務を代行して運送契
約の締結などを行う事業

バース使用サービス バース使用料

48209603039
貨物利用運送による液体・気体のバルク
輸送

貨物利用運送事業法に基づく貨物利用運送事業による
液体・気体のバルク輸送

こん包業（組立てこん包業を
除く）

運送のための物品の荷造り、
こん包事業 物品賃貸サービス 物品賃貸料

48209603039 貨物利用運送による固体のバルク輸送
貨物利用運送事業法に基づく貨物利用運送事業による
固体のバルク輸送

組立てこん包業 車両賃貸料

48209603039
貨物利用運送による箱詰めまたはその
他梱包商品等の輸送

貨物利用運送事業法に基づく貨物利用運送事業による
箱詰め、その他梱包商品等の輸送

鉄道施設提供業（第三種鉄道
事業）

荷役機器賃貸料

48209603039
貨物利用運送による自動車・軽量トラッ
クの輸送

貨物利用運送事業法に基づく貨物利用運送事業による
自動車・軽量トラックの輸送

道路運送固定施設業 有料道路、有料橋事業など その他の物品賃貸料

48209603039 貨物利用運送による家畜の輸送
貨物利用運送事業法に基づく貨物利用運送事業による
家畜の輸送

自動車ターミナル業
バスターミナル事業、トラック
ターミナル事業 不動産管理サービス ビル管理料

― 後出の「航空管制サービス」に含まれる。 貨物荷物取扱固定施設業
貨物の荷扱いのための荷扱場、荷
役桟橋設備の提供事業

桟橋泊きょ業 ふ頭業

―
後出の「航空運航支援サービス」に含ま
れる。

飛行場業

海運仲立業
船舶による貨物の運送、船舶の貸
渡し、売買、運航の委託の斡旋

＜運送取次業＞

運送サービス 貨物自動車運送サービス

道路貨物運送業

運送業

調査品目名
貨物自動車運送（利用）サー
ビス

貨物自動車運送（利用サービス）

運輸に附帯するサービス業 倉庫サービス 倉庫荷役・保管サービス

倉庫業

―
後出の「飛行場提供サービス」及び「航
空運航支援サービス」に含まれる。

海運サービス 内航海運サービス

海運仲介サービス 海運仲立サービス

荷役・こん包サービス 場内荷役・こん包サービス

運輸に附帯するサービス業
フォワーディング（輸出入）サービ
ス

物流管理業務受託サービス

その他サービス こん包資材販売サービス

17.02 その他の空港運用管理サービス

―
鉄道業者が自社で行っていると考えられ
るため、分類項目を設定しない。

＜運送代理店＞

4850960300 海洋施設提供サービス
港、海上ターミナルその他の海洋インフラ施設（水上輸送
に係るもの）の提供サービス。

運送取次サービス 運送取次サービス

4850960303 桟橋泊きょサービス
けい船岸壁，上屋その他のふ頭施設を提供するサービ
ス

既存統計調査品目を踏まえ設定。定義
はJSIC4855による。

港湾運送サービス 港湾運送（貨物）サービス

4850960399 その他の海洋施設提供サービス 他に分類されない海洋インフラ施設の提供サービス。 バスケット項目として設定 利用運送（貨物）サービス 利用運送（貨物）サービス

代理店サービス 代理店業務

ー
後出の「その他の水運附帯サービス」に
含まれる。

運輸に附帯するサービス業 綱取業務

受託業務

20.01 港湾曳船サービス

20.02 その他の船舶用ナビゲーションサービス

21 海上救難サービス
航行不能船舶の牽引、難破船や沈没船および貨物の所
在の特定及び回収を含む。

ー
後出の「サルベージサービス」及び「その他の水
運附帯サービス」に含まれる。

＜こん包業＞

22 他に分類されない水運支援サービス
海上貨物測量や再配置サービスなど、他の場所に分類
されない水運支援サービス。

国内物流サービス 国内物流本部

22.01
船舶による牽引サービス（航行不能船舶
を除く）

ー
後出の「その他の水運附帯サービス」に
含まれる。

国際物流サービス 国際物流本部

22.02
他に分類されないその他の水運支援
サービス

こん包サービス 貨物の荷造り・こん包業

通常、定期航空便として運行されていない小型民間航空機のため
の一括サポートサービスの提供。これらのサービスは通常、運航
支援事業者（FBO）の施設で提供され、一般に大規模な空港にお
いて、会員、加入、契約ベースで行われる。通常、駐機、航空機の
格納またはその両方、給油サービス（ただし、燃料の供給はしな
い）、飛行計画および天気情報の提供、乗客、クルーの乗り降りや
手荷物の積み下ろしの支援、航空機の定期修理及び飛行前の点
検の支援地上輸送と宿泊の手配、通常のの事務処理および手
配、シャワー、簡易キッチン、エンターテイメント機器を含む会議室
やラウンジ施設の利用が含まれる。
除かれるもの：
•FBOを運営する大型空港の着陸サービス。
•空港が提供する有料の駐機スペース。

20 船舶用ナビゲーションサービス

18

17 空港運用管理サービス

含まれるもの：
・航空機の離着陸の許可。
・航空機の駐機サービスの提供。
・航空事業者に対するタラップ、ゲート、手荷物ハンドリング施設な
どの空港施設へのアクセスの提供。
・手荷物ハンドリング施設の整備。
・航空機の除氷サービス。
・清掃や除雪を含む滑走路保守サービス。
除かれるもの：
・非居住スペースの賃貸及びリース。
・乗客の検査を含む警備サービス。
・航空旅客、航空会社及び空港の従業員及び契約業者のための
契約ベースの輸送の提供。
・手荷物のハンドリング。
・航空旅客に対する商品の再販、商品のレンタル、パーソナルサー
ビス、通信アクセス、または準備された食べ物と飲料などの提供。
・運航支援事業者（FBO）によって民間航空機に提供されるサービ
ス。

17.01 航空機の駐機サービス
除かれるもの：
・会員または申し込みベースで行われる、他の運航支援事業者
（FBO）サービスと併せて提供される駐機サービス。

○保管料は、常温と冷蔵・冷凍に区分できない。
○通関サービスに係る収入は、他のサービスに係る収入も含ん
だ複数の勘定科目に分散して計上されており、区分できない。

一次原案生産物リストを踏まえて設定す
るが、調査研究結果より、基礎統計にお
ける把握可能性が低いと考えられるた
め、内容例示とする。

14 交通システムの管理・運用サービス

15 航空管制サービス

航空機の航行、離陸、着陸の指示を提供する。 フライト
情報、天候の報告、空港アドバイザリーサービス、航空
情報/通信サービス、レーダーやその他の電子機器によ
る支援が含まれる。

16

13

含まれるもの：
・曳船航行サービス。
・船舶の操縦サービス。
・砕氷サービス。
・灯台及び灯台船サービス。
除かれるもの：
•航行不能船舶の牽引。

運営やサプライチェーンマネジメントに関するアドバイス、ガイダン
ス、ソリューション導入サービスを含むバンドル製品を提供。運営
管理には、商品やサービスを生産することを目的とした物理的、財
政的、人的資源の管理が含まれる。サプライチェーン管理には、在
庫、倉庫保管、及び流通システムの管理が含まれる。

経営及びサプライチェーン管理コンサル
ティング及び実施サービス

19 海洋施設サービス

港、海上ターミナル、セントローレンス水路及び運河への船舶への
アクセスを含む、海洋インフラの利用サービスの提供。 船舶の通
過を許可する跳開橋の引き上げ、 ドック入りした船舶へのユーティ
リティ（電気、ガス、淡水、下水道など）の供給を含む。
除かれるもの：
・プレジャーボートのためのマリーナサービス。
・浚渫サービス。

鉄道輸送支援サービス

スイッチングサービス、鉄道車両の結合と分離サービス、相互接続
サービス（1つの線路から別の線路への鉄道車両の移動）、線路の
修理と保守を含む鉄道運営支援サービスの提供。 ある鉄道が他
の鉄道の軌道上で運行するために得た権利が含まれる。

その他の運輸に附帯するサー
ビス業

検数業、検量業、船積貨物鑑定
業、水先業、サルベージ業、海難救
助業、網取業、曳船業、通関業、観
光協会事業など

＜サービス産業動向調査＞

港湾運送・荷役業、はしけ運送業、第一種利用運送業、運送
取次業、運送代理店、こん包・組立こん包業（輸送用こん包）、
鉄道施設提供業、有料道路経営業、有料道路料金徴収請負
業、自動車・バス・トラックターミナル業、貨物荷扱固定施設
業、桟橋泊きょ業、飛行場業、海運仲立業、検数業、通関業、
鉄道駅業務請負業、観光協会、道路パトロール業、サルベー
ジ業、鉄道線路補修業 など

運行支援サービス
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資料２（別添１）

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
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

作業サービス 作業収入

23.01 通行料を含む道路アクセスサービス

＜運輸施設提供業＞

施設利用サービス 有料道路サービス

23.03
牽引サービス（船舶による牽引サービス
を除く）

有料橋梁サービス

4850160600 自動車ターミナル提供サービス 施設等利用料

4850160603 自動車ターミナル提供サービス
乗合バス及び特別積合せトラックの用に供するための一般自動車
ターミナルを提供するサービス

既存統計調査品目を踏まえて設定 離着陸等使用料

鉄道サービス 鉄道業

25 高速道路運行サービス
除かれるもの：
・駐車施設サービス 4850960900 有料道路提供サービス 倉庫・テナント事務所サービス 倉庫・テナント事務所賃貸手数料

26 橋及びトンネル運用サービス 4850960903 有料道路提供サービス
道路運送車両などの用に供するための道路、橋りょう又
はトンネルを提供するサービス

一次原案生産物リスト、既存統計調査品目及び
調査研究結果を踏まえて設定

港湾運送サービス 港湾運送サービス（手数料）

Ｐ 駐車場サービス
本分類ついては、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 自動車の駐車のための場所を賃貸するサービス
一次原案生産物リストを踏まえ、副業の
可能性があることから設定。

―
後出の「自動車牽引サービス」に含まれ
る。

29 貨物取扱いサービス

4810160300 港湾運送サービス

―
貨物運送業者が自社で行っていると考えられる
ため、分類項目として設定しない。

― 前出の「港湾運送サービス」に含まれる。

30 貨物輸送代理店サービス

30.01 船舶ブローカーサービス ― 後出の「海運仲立サービス」に含まれる。

30.02 その他の貨物ブローカーサービス
含まれるもの：
・航空宇宙仲介サービス

4800960300 運送取次・代理店サービス

4800960303 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

4800960306
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

4850961200 鉄道線路提供サービス

4850961203 鉄道線路提供サービス 他の鉄道事業者に鉄道線路を使用させるサービス 既存統計調査品目を踏まえ設定。

4850961500 貨物荷扱固定施設提供サービス

4850961503 貨物荷扱固定施設提供サービス
貨物の荷扱いのため荷扱場、荷役桟橋設備などを提供
するサービス

既存統計調査品目を踏まえ設定。定義
はJSIC4854による。

4890960300 水運施設管理サービス

4890960303 航路標識（灯台）サービス 灯台を運営し、船舶に利用させるサービス 既存統計調査品目を踏まえ設定。

4890960399 その他の水運施設管理サービス バスケット項目として設定

4890960600 航空施設管理サービス

4890960603 飛行場提供サービス
空港、ヘリポート等の飛行場を主として民間航空機に使
用させるサービス

既存統計調査品目を踏まえ設定。

後出の「その他の鉄道附帯サービス」、
「その他の陸運附帯サービス」、「その他
の水運附帯サービス」、「搭乗手続等
サービス」に含まれる。

既存統計調査品目及び調査研究結果を
踏まえ設定。

29.02 その他のコンテナ取り扱いサービス

含まれるもの：
・港以外での特殊コンテナ貨物のハンドリングサービス
・港以外にあるコンテナ貨物ターミナル施設のあらゆる輸送方式に
対するサービス（貨物鉄道車両の積み降ろしサービスを含む。）

29.03
港におけるその他の貨物取り扱いサー
ビス

含まれるもの：
・貨物ターミナル施設のサービス、船内荷役サービス（荷
積み、荷降ろし及び船舶のコンテナ以外の貨物の港で
の陸揚げ）

29.04 その他の貨物取り扱いサービス

含まれるもの：
・コンテナ以外の貨物または旅客手荷物のハンドリングサービス
・貨物輸送などに付随する貨物ハンドリングサービス
・空港やバス、鉄道または高速道路の車両ターミナルでの手荷物
ハンドリングサービス
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23.02 道路清掃サービス

含まれるもの：
・道路、高速道路、または橋の除雪。
・道路への砂や塩の散布。
除かれるもの：
・車道と駐車場の除雪。

―

27 駐車場サービス

含まれるもの：
・自動車、オートバイ及び自転車の駐車場、駐車ガレージサービス
・駐車料金の回収サービス
除かれるもの：
・月極または年極車両のロックアップガレージまたはガレージ施設
の月極または年極レンタルサービス
・係員付き駐車場サービス

28 民間及び商用車のための牽引サービス
含まれるもの：
・商用車及び民間車両の牽引サービス
・駐車違反車両など、他の車両の牽引サービス

29.01 港におけるコンテナ取り扱いサービス

23 道路輸送支援サービス

有料道路へのアクセスサービス、道路清掃サービス、牽
引サービス、都市間輸送業者に対するバスターミナル
サービスなど、道路車両による貨物輸送及び旅客輸送を
支援するサービスの提供。

バスステーションサービス

含まれるもの：
・都市部、郊外及び都市間のバス乗客に関する旅客ターミナル
サービス
・運送（切符の販売、予約、手荷物事務所、放置手荷物事務所）
除かれるもの：
・手荷物および貨物ハンドリングサービス

後出の「自動車ターミナル提供サービ
ス」、「道路運送固定施設提供サービ
ス」、「自動車牽引サービス」及び「その
他の陸運附帯サービス」に含まれる。

―

4810160303 港湾運送サービス
港湾において船内荷役，はしけ運送，沿岸荷役及びいか
だ運送の作業の全部又は一部を行うサービス（貨物に係
る検査・検品サービスを含む。）

既存統計調査品目及び調査研究結果を
踏まえ設定。定義はJSIC4811による。

含まれるもの：
・港での特殊コンテナ貨物のハンドリングサービス
・港でのコンテナ貨物ターミナル施設のサービス、すなわ
ち船内荷役サービス（すなわち荷積み、荷降ろし
船舶のコンテナ貨物の港での陸揚げ）
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013653
テキストボックス



資料２（別添１）

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
頻出単語・テキストマイニング

を参考にした分類案
回答項目例

4890960606 航空管制サービス 国内空港における航空管制サービス

4890960699 その他の航空施設管理サービス バスケット項目として設定

4890960900 鉄道附帯サービス

4890960903 鉄道線路補修サービス 鉄道会社等から依頼を受けて、線路を補修するサービス 既存統計調査品目を踏まえ設定。

4890960999 その他の鉄道附帯サービス バスケット項目として設定

4890961200 陸運附帯サービス

4890961203 道路パトロールサービス
道路を巡回し、道路の損傷や落下物の発見などをするこ
とで、道路交通の安全を確保するためのサービス

既存統計調査品目を踏まえ設定。

4890961299 その他の陸運附帯サービス バスケット項目として設定

4890961500 水運附帯サービス

4890961503 海運仲立サービス
船舶による貨物の運送又は船舶の貸渡し，売買若しくは
運航の委託のあっせんを行うサービス

既存統計調査品目を踏まえ設定。

4890961506 検数・検量サービス
船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数又
は容積・重量の計算又は受渡の証明を行うサービス

4890961509 船積貨物鑑定サービス
船積貨物の積付に関する証明、調査及び鑑定を行う
サービス

4890961512 水先案内サービス
船が港・内海・運河などの危険水域を通るときに水路の
案内をするサービス

4890961515 サルベージサービス 沈没、座礁した船舶等の引き揚げ等を行うサービス

4890961599 その他の水運附帯サービス バスケット項目として設定

4890961800 航空附帯サービス

4890961803 搭乗手続等サービス 空港カウンター業務、手荷物ハンドリング等のサービス
航空運輸業「4610960903」と同一のもの
であるが、主業として実施される可能性
があるため設定。

4890961806 航空運航支援サービス
チャーター機、プライベートジェット等に対し、駐機、格
納、給油（燃料供給を除く）などを行うサービス

主業として実施される可能性があるため
設定。

4890961899 その他の航空附帯サービス バスケット項目として設定

4890969900 その他の運輸附帯サービス

4890969903 通関サービス 通関手続を代行するサービス 既存統計調査品目を踏まえ設定。

4890969999
他に分類されないその他の運輸附帯
サービス

バスケット項目として設定

P 自動車牽引サービス
本分類は、Ｒ サービス業（他に分類され
ないもの）の議論を踏まえて検討

P 自動車牽引サービス 自動車（駐車違反車両を含む。）を牽引するサービス 既存統計調査品目を踏まえ設定。

P 観光宣伝・案内サービス
観光事業の振興を目的として実施される観光宣伝・案内
等サービス

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 観光宣伝・案内サービス 観光宣伝・案内サービス

P 不動産賃貸サービス
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 不動産賃貸サービス 不動産賃貸サービス 調査研究結果を踏まえて設定

P 不動産管理サービス
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 不動産管理サービス 不動産管理サービス 調査研究結果を踏まえて設定

P 物品賃貸サービス
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 物品賃貸サービス 物品賃貸サービス 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 損害保険代理店サービス
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 損害保険代理店サービス 損害保険の契約代理等サービス
港湾運送業者等が副業として営んでいる可能性
が高いと考えられるため、設定。
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