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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 二次原案生産物リスト

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

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 73 広告業 745 計量証明業 7450160300 一般計量証明

71 学術・開発研究機関 730
管理，補助的経済活動を行う事業所（73
広告業）

7450160303 一般計量測定（質量）

710
管理，補助的経済活動を行う事業所（71
学術・開発研究機関）

731 広告業 7310160300 総合広告サービス 7450160306 一般計量測定（体積）

711 自然科学研究所 （第6回研究会において検討） 7310160303 イベント広告サービス 7450160399 その他の一般計量測定

712 人文・社会科学研究所 7310160399 その他の総合広告サービス 7450160600 環境計量証明

72 専門サービス業（他に分類されないもの） 7310160600 広告枠販売仲介サービス 7450160603 環境計量測定（大気）

720
管理，補助的経済活動を行う事業所（72
専門サービス業）

7310160603 新聞広告 7450160606 環境計量測定（水質）

721 法律事務所，特許事務所 （第6回研究会において検討） 7310160606 雑誌広告 7450160609 環境計量測定（土壌）

722
公証人役場，司法書士事務所，土地家
屋調査士事務所

7310160609 テレビ広告 7450160612 環境計量測定（騒音）

723 行政書士事務所 7310160612 ラジオ広告 7450160615 作業環境測定

724 公認会計士事務所，税理士事務所 7310160615 交通広告 7450160618 建物内測定（空気）

725 社会保険労務士事務所 7310160618 屋外広告 7450160621 建物内測定（飲料水）

726 デザイン業 7260160300 デザインサービス 7310160699 広告枠販売仲介サービス（その他） 7450160699 その他の環境計量証明

7260160303 インテリアデザイン 7310160900 インターネット広告サービス 7450169900 その他の計量証明

7260160306 インダストリアルデザイン 7310160903 インターネット広告サービス 7450169999 その他の計量証明

7260160309 グラフィックデザイン 7310161200 折込み広告・ダイレクトメールサービス 746 写真業 （第8回研究会において検討）

7260160312
テキスタイルデザイン・ファッションデザイ
ン

7310161203 折り込み広告サービス 7461 写真業（商業写真業を除く）

7260160315 パッケージデザイン 7310161206 ダイレクトメールサービス 7462 商業写真業

7260160318 ディスプレイデザイン 7310969900 その他の広告関連サービス 749 その他の技術サービス業 7490960300 電気保安サービス

7260160321 マルチメディアデザイン 7310969999 その他の広告関連サービス 7490960303 電気保安サービス

7260160399 その他のデザイン 7490160600 プラントエンジニアリング・サービス

74 技術サービス業（他に分類されないもの） 7490160603 プラントエンジニアリング・サービス

740
管理，補助的経済活動を行う事業所（74
技術サービス業）

7490160900 プラントメンテナンス・サービス

741 獣医業 7490160903 プラントメンテナンス・サービス

7411 獣医業 （第8回研究会において検討） 7490169900 その他の技術サービス

742 土木建築サービス業 7490169999 その他の技術サービス

7421 建築設計業

7422 測量業

727 著述・芸術家業 （次回以降の研究会において検討予定） 7429 その他の土木建築サービス業

728 経営コンサルタント業，純粋持株会社 743 機械設計業 7430160300 機械設計サービス

7281 経営コンサルタント業 （第6回研究会において検討） 7430160303 機械設計（基本設計）

7282 純粋持株会社 （次回以降の研究会において検討予定） 7430160306 機械設計（計画設計）

729 その他の専門サービス業 7430160309 機械設計（詳細設計）

7291 興信所 （第8回研究会において検討） 7430160399 その他の機械設計サービス

7292 翻訳業（著述家業を除く）

7293 通訳業，通訳案内業 744 商品・非破壊検査業 7440160300 商品検査サービス

7294 不動産鑑定業 （第8回研究会において検討） 7440160303 食品検査サービス

7299 他に分類されない専門サービス業 7440160399 食品以外の商品検査サービス

7440160600 非破壊検査サービス

7440160603 非破壊検査サービス

Ｌ　学術研究，専門・技術サービス業

（注）分類コード（5、6桁目）

○ 5桁目（需要先識別コード） ○ 6桁目（財・サービス識別コード）

１：事業者向け 1：有形財

2：一般消費者向け 2：無形財

6：輸出向け 4：卸売サービス

9：混在・不明 5：小売サービス

6：サービス（卸売・小売を除く）

9：混在・不明
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ワークシート①【別紙様式2】

L 学術研究，専門・技術サービス業

72 専門サービス業（他に分類されないもの）

726 デザイン業

7261 デザイン業

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

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

1 17105010901 室内装飾サービス 1 7000630000 室内装飾サービス 1 74.10.11 インテリアデザインサービス 1 83911 インテリアデザインサービス 1 室内装飾サービス インテリア空間全体の装飾サービス。

2 47109010601
室内設計サービス（室内装飾サービスを
除く）

2 7008000000 室内設計サービス（全般） 2 74.10.12 工業デザインサービス 2 83912 工業デザインサービス 室内設計サービス（全般）

設計サービス（プログラミング、概念設計開発（スケマ
ティック）、設計開発、必要な項目と構成要素の指定、建
設文書の作成）に加えて、建設契約管理を含む内部設計
プロジェクトの一連のサービス。

3 7008000003
住宅建設の室内設計サービス（全般）
（歴史的建造物修復を除く）

3 74.10.19 その他の専門デザインサービス 3 83919 その他の専門的なデザインサービス
住宅建設の室内設計サービス（全般）
（歴史的建造物修復を除く）

設計サービス（プログラミング、概念設計開発（スケマ
ティック）、設計開発、必要な項目と構成要素の指定、建
設文書の作成）に加えて、建設契約管理を含む住宅用建
物の内部設計に関する一連のサービス。

4 7008000006
非住宅建設の室内設計サービス（全般）
（歴史的建造物修復を除く）

4 74.10.20 デザイン（原版） 4 83920 オリジナルのデザイン
非住宅建設の室内設計サービス（全般）
（歴史的建造物修復を除く）

設計サービス（プログラミング、概念設計開発（設計図）、
設計開発、必要な項目と構成要素の指定、建設文書の
作成）に加えて、建設契約管理を含む非居住用建物の内
部設計に関する一連のサービス。

5 7008000009
歴史的建造物の室内設計サービス（全
般）

歴史的建造物の室内設計サービス（全
般）

設計サービス（プログラミング、概念設計開発（スケマ
ティック））、設計開発、必要な品目と構成要素の仕様、
建設文書の作成に加えて、建築契約管理を含む歴史的
建造物の修復のための一連のインテリアデザインサービ
ス

6 7008025000 室内設計サービス（全般を除く） 2 室内設計サービス（全般を除く）
契約管理サービスなしのインテリアデザインサービス。
（全般を除く）

3 74101010201 工業デザインサービス 7 7012050000 工業デザインサービス 3 工業デザインサービス
製品の仕様、価値、機能性、外観とモデルの設計、製作
を最適化する設計サービス。

8 7012050003 製品の工業デザインサービス 3.01 製品の工業デザインサービス

製品の仕様、価値、機能、外観を最適化する設計サービ
ス。
除外項目：モデル設計および製造サービスは、モデル設
計および製造サービス

9 7012050006 モデル設計及び製造サービス 3.02 モデル設計及び製造サービス
新しい製品概念に基づいたフルスケールモデルまたは縮
小モデルの設計および製造サービス。

10 7012050009
工業デザインのコンサルティングサービ
ス及びその他の工業デザインサービス

3.03
工業デザインのコンサルティングサービ
ス及びその他の工業デザインサービス

工業デザインのコンサルティングサービス及び他に分類
されないその他の工業デザインサービス

11 2019365000
その他の商品のプロトタイプの開発・作
成

4
その他の商品のプロトタイプの開発・作
成

その他の商品のプロトタイプの開発および試作

4 74101010202
グラフィックデザインサービス（広告用を
除く)

12 7012075000
グラフィックデザインサービス（広告用を
除く）

5
グラフィックデザインサービス（広告用を
除く）

メッセージやコンセプトを伝えるために、テキストとグラ
フィックスを視覚的に組み合わせること（広告用を除く）。

13 7012075003
コーポレートアイデンティティのグラフィッ
クデザインサービス

5.01
コーポレートアイデンティティのグラフィッ
クデザインサービス

テキストとグラフィックスを組み合わせて企業や組織の公
的に独自性のある図案の考案・作成。

14 7012075009 出版物のグラフィックデザインサービス 5.02 出版物のグラフィックデザインサービス
カバー、レイアウト、書体の選択など、出版物のグラフィッ
クデザインの作成。

15 7012075012
商業イラストレーションのグラフィックデザ
インサービス

5.03
商業イラストレーションのグラフィックデザ
インサービス

グラフィックデザインプロジェクトで使用するイラストの作
成。

16 7012075015
グラフィックインターフェイス及びインタラ
クションデザインサービス

5.04
グラフィックインターフェイス及びインタラ
クションデザインサービス

オンラインツール、ソフトウェアアプリケーション、およびイ
ンターフェイスのグラフィックデザインの作成。

17 7012075018
他に分類されないグラフィックデザイン
サービス

5.05
他に分類されないグラフィックデザイン
サービス

グラフィックデザインサービスに分類されていないの他の
グラフィックデザインサービス。

18 7012028000 統合ウェブサイト設計及び開発サービス 統合ウェブサイト設計及び開発サービス
複数の機能をもったウェイブサイトを設計および開発し、
実装するために必要なコンピュータコードを書くこと。

5 77101020104
広告制作サービス（広告のグラフィックデ
ザインサービスを含む）

19 7012475000
広告制作サービス（広告・販促グラフィッ
クデザインサービスを含む）

広告制作サービス（広告・販促グラフィッ
クデザインサービスを含む）

広告の企画、制作および実施を含むあらゆる広告の
サービスを提供（媒体の選定、広告、イラスト、ポスター、
デザイン、ダイレクトマーケティングおよび広告キャン
ペーンの組織など）

6 77107010601 情報・文書変換サービス 20 7014500000 情報・文書変換サービス 情報・文書変換サービス
あるフォーマットまたはメディアから、別のフォーマットま
たはメディアに情報および文書を変換するための技術的
専門知識および機器の提供サービス。

21 7014500003
イメージング及びその他のデータキャプ
チャサービス

イメージング及びその他のデータキャプ
チャサービス

紙文書をデジタル形式または他の機械可読形式に変換
するサービス。

22 7014500006
データプロット、印刷、変換、移行サービ
ス

データプロット、印刷、変換、移行サービ
ス

プリンターやプロッティングデバイスを使用して機械可読
形式で保存された技術図面から計画や設計図を生成す
るサービス。

23 2053415000
その他の印刷及び関連製品契約製造
サービス

その他の印刷及び関連製品契約製造
サービス

その他の印刷および関連契約に関する製造サービス。

7 74101010203
他に分類されない衣服、その他の特殊な
デザインサービス

24 7012100000
他に分類されない衣服、その他の特殊な
デザインサービス

6
他に分類されない衣服、その他の特殊な
デザインサービス

他の分類されていない衣類やその他のアイテムのデザイ
ンの制作。

25 7012100003 衣服デザインサービス 6.01 衣服デザインサービス
衣服製造のマスターパターンとして使用する衣類（毛皮
を含む）のデザインの制作。

26 7012100006
他に分類されないその他の特殊なデザ
インサービス

6.02
他に分類されないその他の特殊なデザイ
ンサービス

その他の特殊なデザインサービスに分類されていないデ
ザインサービス。

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

2



ワークシート②【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

L 学術研究，専門・技術サービス業

72 専門サービス業（他に分類されないもの）

726 デザイン業

7261 デザイン業

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

室内装飾サービス（全般）

設計サービス（プログラミング、概念設計開発（スケマ
ティック）、設計開発、必要な項目と構成要素の指定、建
設文書の作成）に加えて、建設契約管理を含む内部設計
プロジェクトの一連のサービス。

7260160300 デザインサービス ＜平成28年経済センサス-活動調査＞

住宅建設の室内装飾サービス（全般）
（歴史的建造物修復を除く）

設計サービス（プログラミング、概念設計開発（スケマ
ティック）、設計開発、必要な項目と構成要素の指定、建
設文書の作成）に加えて、建設契約管理を含む住宅用建
物の内部設計に関する一連のサービス。

7260160303 インテリアデザイン 室内の構成と装飾などのサービス
〈特定サービス産業実態調査〉
インテリア

調査品目名 空間デザインサービス

非住宅建設の室内装飾サービス（全般）
（歴史的建造物修復を除く）

設計サービス（プログラミング、概念設計開発（設計図）、
設計開発、必要な項目と構成要素の指定、建設文書の
作成）に加えて、建設契約管理を含む非居住用建物の内
部設計に関する一連のサービス。

7260160306 インダストリアルデザイン
機器（輸送・電気・音響・事務など）、スポーツ用品などの
デザイン

〈特定サービス産業実態調査〉
インダストリアル

インダストリアルデザイン 企画収入

歴史的建造物の室内装飾サービス（全
般）

設計サービス（プログラミング、概念設計開発（スケマ
ティック））、設計開発、必要な品目と構成要素の仕様、建
設文書の作成に加えて、建築契約管理を含む歴史的建
造物の修復のための一連のインテリアデザインサービス

72601603069 製品の工業デザインサービス

製品の仕様、価値、機能、外観を最適化する設計サービ
ス。
除外項目：•モデル設計および製造サービスは、モデル
設計および製造サービス

NAPCSを参考に設定 パッケージデザイン
パッケージデザインデザイン
収入

1 室内装飾サービス（全般を除く）
契約管理サービスなしのインテリアデザインサービス。
（全般を除く）

72601603069 モデル設計及び製造サービス
新しい製品概念に基づいたフルスケールモデルまたは
縮小モデルの設計および製造サービス。

NAPCSを参考に設定 グラフィクデザイン デザイン・印刷収入

2 室内装飾サービス インテリア空間全体の装飾サービス。 ―
特定サービス産業実態調査の「インテリ
ア」と同一。

ディスプレイデザイン ゲーム関連収入

3 工業デザインサービス
製品の仕様、価値、機能性、外観とモデルの設計、製作
を最適化する設計サービス。

72601603069
工業デザインのコンサルティングサービ
ス及びその他の工業デザインサービス

工業デザインのコンサルティングサービス及び他に分類
されないその他の工業デザインサービス

NAPCSを参考に設定 インテリアデザイン グラフィックデザイン収入

3.01 製品の工業デザインサービス

製品の仕様、価値、機能、外観を最適化する設計サービ
ス。
除外項目：モデル設計および製造サービスは、モデル設
計および製造サービス

72601603069
その他の商品のプロトタイプの開発・作
成

その他の商品のプロトタイプの開発および試作
設定については、要検討。〈試験研究開
発との関係について要調整〉

テキスタイルデザイン・ファッ
ションデザイン

インテリアデザイン収入

3.02 モデル設計及び製造サービス
新しい製品概念に基づいたフルスケールモデルまたは
縮小モデルの設計および製造サービス。

7260160309 グラフィックデザイン ポスター、装丁、カタログ、パンフレットなどのデザイン
〈特定サービス産業実態調査〉
グラフィク

マルチメディアデザイン 広告総合・代理サービス 販売促進関連収入

3.03
工業デザインのコンサルティングサービ
ス及びその他の工業デザインサービス

工業デザインのコンサルティングサービス及び他に分類
されないその他の工業デザインサービス

72601603099
コーポレートアイデンティティのグラフィッ
クデザイン

テキストとグラフィックスを組み合わせて企業や組織の公
的に独自性のある図案の考案・作成。

NAPCSを参考に設定 その他デザイン 建築設計サービス 設計・施工収入

4
その他の商品のプロトタイプの開発・作
成

その他の商品のプロトタイプの開発および試作 72601603099 出版物のグラフィックデザイン
カバー、レイアウト、書体の選択など、出版物のグラフィッ
クデザインの作成。

NAPCSを参考に設定 卸売・小売サービス 粗品販売収入

5
グラフィックデザインサービス（広告用を
除く）

メッセージやコンセプトを伝えるために、テキストとグラ
フィックスを視覚的に組み合わせること（広告用を除く）。

72601603099
商業イラストレーションのグラフィックデザ
イン

グラフィックデザインプロジェクトで使用するイラストの作
成。

NAPCSを参考に設定 ＜特定サービス産業実態調査＞ イベント・催事サービス イベント企画・制作収入

5.01
コーポレートアイデンティティのグラフィッ
クデザインサービス

テキストとグラフィックスを組み合わせて企業や組織の公
的に独自性のある図案の考案・作成。

72601603099 他に分類されないグラフィックデザイン
グラフィックデザインサービスに分類されていないその他
のグラフィックデザインサービス。

NAPCSを参考に設定 調査品目名 印刷サービス 印刷物制作収入

5.02 出版物のグラフィックデザインサービス
カバー、レイアウト、書体の選択など、出版物のグラフィッ
クデザインの作成。

7260160312
テキスタイルデザイン・ファッションデザイ
ン

カーテン、カーペットなどインテリアファブリックの繊維製
品、生地、タペストリー、ユニフォーム、既製服、帽子、
鞄、ハンドバック、装身具、スカーフ、履物などのデザイン

〈特定サービス産業実態調査〉
テキスタイル・ファッション

デザイン業務 出版サービス 出版関連サービス収入

5.03
商業イラストレーションのグラフィックデザ
インサービス

グラフィックデザインプロジェクトで使用するイラストの作
成。

7260160315 パッケージデザイン 箱、商品包装（詰め合わせ商品なども含む）のデザイン
〈特定サービス産業実態調査〉
パッケージ

インダストリアル
機器（輸送・電気・音響・事務
など）、スポーツ用品など

教育・訓練サービス 学習塾収入

5.04
グラフィックインターフェイス及びインタラ
クションデザインサービス

オンラインツール、ソフトウェアアプリケーション、およびイ
ンターフェイスのグラフィックデザインの作成。

―
特定サービス産業実態調査の「マルチメ
ディア」に含まれる。

　グラフィック
ポスター、装丁、カタログ、パ
ンフレットなど

建設サービス 建設事業収入

5.05
他に分類されないグラフィックデザイン
サービス

グラフィックデザインサービスに分類されていないその他
のグラフィックデザインサービス。

7260160318 ディスプレイデザイン
展示構成、店舗、店頭装飾、ウィンドウディスプレイなど
のデザイン

〈特定サービス産業実態調査〉
ディスプレイ

インテリア 室内の構成と装飾など （回答のあった事業所数：9）

統合ウェブサイト設計及び開発サービス
複数の機能をもったウェイブサイトを設計および開発し、
実装するために必要なコンピュータコードを書くこと。

7260160321 マルチメディアデザイン
デジタルコンテンツ（アプリケーションソフトウェア、CD-
ROMなど）、インタラクティブメディア、オンラインプロダク
ツ（Ｗｅｂなど）などのデザイン

〈特定サービス産業実態調査〉
マルチメディア

　パッケージ　
箱、商品個装（詰め合わせ商
品なども含む）

広告制作サービス（広告・販促グラフィッ
クデザインサービスを含む）

広告の企画、制作および実施を含むあらゆる広告の
サービスを提供（媒体の選定、広告、イラスト、ポスター、
デザイン、ダイレクトマーケティングおよび広告キャン
ペーンの組織など）

72601603219
グラフィックインターフェイス及びインタラ
クションデザインサービス

オンラインツール、ソフトウェアアプリケーション、およびイ
ンターフェイスのグラフィックデザインの作成。

NAPCSを参考に設定 ディスプレイ
展示構成、店舗・店頭装飾、
ウィンドウディスプレイなど

情報・文書変換サービス
あるフォーマットまたはメディアから、別のフォーマットま
たはメディアに情報および文書を変換するための技術的
専門知識および機器の提供サービス。

7260160399 その他のデザイン 他の分類されていないその他のアイテムのデザイン。
＜特定サービス産業実態調査＞
その他

テキスタイル、ファッション

カーテン、カーペットなどインテ
リアファブリック繊維製品、生
地、タペストリー、ユニフォー
ム、既製服、帽子、鞄、ハンド
バック、装身具、スカーフ、履
物など

イメージング及びその他のデータキャプ
チャサービス

紙文書をデジタル形式または他の機械可読形式に変換
するサービス。

（室内装飾サービス（全般））
742　土木建築サービス業の生産物であ
る各種建築設計サービスに含まれる

マルチメディア

デジタルコンテンツ（アプリ
ケーションソフトウェア、CD-
ROMなど）、インタラクティブメ
ディア、オンラインプロダクツ
（Web）など

データプロット、印刷、変換、移行サービ
ス

プリンターやプロッティングデバイスを使用して機械可読
形式で保存された技術図面から計画や設計図を生成す
るサービス。

（住宅建設の室内装飾サービス（全般）
（歴史的建造物修復を除く））

〃 　その他

・クラフトデザイン
・ジュエリーデザイン
・サインデザイン
・庭園、ドプロ、建物、都市計
画造成、本の編集、完成予想
図など
・ディレクション　　　など

その他の印刷及び関連製品契約製造
サービス

その他の印刷および関連契約に関する製造サービス。
（非住宅建設の室内装飾サービス（全
般）（歴史的建造物修復を除く））

〃

6
他に分類されない衣服、その他の特殊な
デザインサービス

他の分類されていない衣類やその他のアイテムのデザ
インの制作。

（他に分類されない衣服、その他の特殊
なデザインサービス）

特定サービス産業実態調査の「テキスタ
ル・ファッション」、「パッケージ」に含まれ
る。

＜平成23年産業連関表＞

6.01 衣服デザインサービス
衣服製造のマスターパターンとして使用する衣類（毛皮を
含む）のデザインの制作。

（歴史的建造物の室内装飾サービス（全
般））

742　土木建築サービス業の生産物であ
る各種建築設計サービスに含まれる

細品目（10桁）名

デザインサービス

大分類

中分類

小分類

細分類

＜デザイン業＞

・特定サービス産業実態調査の業務種類区分により統合分類を設定し、細分類はNAPCSで設定した。

・副業として設定した生産物について、政策ニーズや把握可能性を、関係課室を通じて確認中。

- 1/2 -
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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）

L 学術研究，専門・技術サービス業

72 専門サービス業（他に分類されないもの）

726 デザイン業

7261 デザイン業

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

大分類

中分類

小分類

細分類

・特定サービス産業実態調査の業務種類区分により統合分類を設定し、細分類はNAPCSで設定した。

・副業として設定した生産物について、政策ニーズや把握可能性を、関係課室を通じて確認中。

6.02
他に分類されないその他の特殊なデザ
インサービス

その他の特殊なデザインサービスに分類されていないデ
ザインサービス。

Ｐ 統合ウェブサイト設計及び開発サービス
複数の機能をもったウェイブサイトを設計および開発し、
実装するために必要なコンピュータコードを書くこと。

情報サービス業の生産物 デザイン・機械設計業

Ｐ
広告制作サービス（広告・販促グラフィッ
クデザインサービスを含む）

広告の企画、制作および実施を含むあらゆる広告の
サービスを提供（媒体の選定、広告、イラスト、ポスター、
デザイン、ダイレクトマーケティングおよび広告キャン
ペーンの組織など）

広告業の生産物

Ｐ 情報・文書変換サービス
あるフォーマットまたはメディアから、別のフォーマットま
たはメディアに情報および文書を変換するための技術的
専門知識および機器の提供サービス。

情報サービス業の生産物 ＜国民経済計算（平成２３年基準版）＞

Ｐ
イメージング及びその他のデータキャプ
チャサービス

紙文書をデジタル形式または他の機械可読形式に変換
するサービス。

情報サービス業の生産物 コモ法６桁分類名

Ｐ
データプロット、印刷、変換、移行サービ
ス

プリンターやプロッティングデバイスを使用して機械可読
形式で保存された技術図面から計画や設計図を生成す
るサービス。

情報サービス業の生産物 その他対事業所サービス

Ｐ
その他の印刷及び関連製品契約製造
サービス

その他の印刷および関連契約に関する製造サービス。 情報サービス業の生産物

- 2/2 -
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ワークシート①【別紙様式2】

L  学術研究，専門・技術サービス業

73 広告業

731 広告業

7311　広告業

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

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

1 51501020601 電気・非電気の看板、ディスプレイ 1 2018350000

電光掲示板及びディスプレイの製造（カ
ウンター、フロア、購入ポイントのディス
プレイ、スコアボード、カスタムトレード
ショーの展示を含む）

1 73.11.11 広告サービスのフルサービス 1 83611 フルサービスの広告サービス

電光掲示板及びディスプレイの製造（カ
ウンター、フロア、購入ポイントのディスプ
レイ、スコアボード、カスタムトレード
ショーの展示を含む）

電光掲示板及びディスプレイの製造（カウンター、フロ
ア、購入ポイントのディスプレイ、スコアボード、カスタムト
レードショーの展示を含む）

51501020601 2 2018375000 非電光掲示板及びディスプレイの製造 2 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

2 83612
ダイレクトマーケティングとダイレクトメー
ルサービス

非電光掲示板及びディスプレイの製造 非電光掲示板及びディスプレイの製造

2 54201010101
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾

3 7009581000
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

3 73.11.13 広告コンセプト開発サービス 3 83619 その他の広告サービス 1
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産（視聴覚作品、楽曲及び録音を除く）。

3 54201010203
他に分類されない産業財産として保護さ
れた知的財産物の使用許諾

4 7009650000
他に分類されない工業所有権として保護
された知的財産物の使用許諾

4 73.11.19 その他の広告サービス 4 83620
広告スペース及び時間の、委託販売・購
入

2
他に分類されない工業所有権として保護
された知的財産物の使用許諾

ライセンサによって所有または管理されている工業用知
的財産。

4 67121010311 5 2051275000
製造されたフラグ、バナー、及び類似の
エンブレムの製造（バナーの印刷を除く）

5 73.12.11
印刷媒体における広告スペースの販売
（料金又は契約ベース）

5 83639
その他の広告スペースまたは時間の販
売（委託は除く）

3
製造されたフラグ、バナー、及び類似の
エンブレムの製造（バナーの印刷を除く）

製造されたフラグ、バナー、及び類似のエンブレムの製
造（バナーの印刷を除く）

5 77101010105 専用ディスプレイ広告メディアスペース 6 7012375000 専用ディスプレイ広告メディアスペース 6 73.12.12
テレビ/ラジオの広告スペース又は時間
の販売（料金又は契約ベース）

4 専用ディスプレイ広告メディアスペース ディスプレイ広告メディアスペースのリース。

6 77101020101 統合広告サービス 7 7012425000 統合広告サービス 5 統合広告サービス

広告の企画、制作および実施を含むあらゆる広告の
サービスを提供（媒体の選定、広告、イラスト、ポスター、
デザイン、ダイレクトマーケティングおよび広告キャン
ペーンの組織など）

6.01 77101020101 複数広告サービス 7 73.12.13
有料インターネット広告スペース又は時
間の販売（料金又は契約ベース）

5.01 複数広告サービス  

6.02 77101020102 ダイレクトマーケティングサービス全般 8 7012450000 ダイレクトマーケティングサービス全般 8 73.12.14 イベント関連広告の販売 5.02 ダイレクトマーケティングサービス全般
マスメディアを経由しないダイレクトマーケッティング広告
キャンペーンの企画および実施

6.03 77101020103 ダイレクトメールによる広告全般 9 7012465000 ダイレクトメール広告サービス 9 73.12.19
料金又は契約ベースでの広告スペース
又は時間の他の販売

5.03 ダイレクトメール広告サービス
マスメディアを経由しない広告、宣伝メッセージの消費者
への直接送付

6.03 77101020104
広告制作サービス（広告のグラフィックデ
ザインサービスを含む）

10 7012475000
広告制作サービス（広告・販促グラフィッ
クデザインサービスを含む）

10 73.12.20
広告スペース又は時間の再販売サービ
ス（料金又は契約ベース）

6
広告制作サービス（広告・販促グラフィッ
クデザインサービスを含む）

広告、イラスト、ポスターなどの作成、販促のためのグラ
フィックデザインサービス

7 広告仲介サービス 7 広告仲介サービス  

7.01 77101020201 メディアプランニング・購入サービス 11 7012500000 メディアプランニング・購入サービス 7.01 メディアプランニング・購入サービス
別々にまたは組み合わせてメディアプランニングやメディ
ア購入サービス提供すること

 77101020201  12 7012500003 完全メディアプランニング・購入サービス 7.02 完全メディアプランニング・購入サービス
メディアプランの企画、作成、および他社から購入したメ
ディア表現サービスの提供

77101020201 13 7012500006 メディアプランニングサービス 7.03 メディアプランニングサービス
広告予算内でターゲット層に届けるために使用するメディ
アのタイプおよび特定のメディア発信地を選択する際に
広告主が求める計画の策定。

77101020201 14 7012500009 メディア購入サービス 7.04 メディア購入サービス
広告主や広告代理店に代わってメディアからスペースや
時間の購入。

7.02 77101020202 広告スペース・時間の販売代理サービス 15 7012525000 広告スペース・時間の販売代理サービス 8 広告スペース・時間の販売代理サービス
広告スペースと時間を顧客に手配し、有料で販売するた
めの独立した代理店

77101020202 16 7012525003
広告スペースの販売代理サービス（印刷
媒体）

8.01
広告スペースの販売代理サービス（印刷
媒体）

新聞、雑誌、雑誌などの印刷媒体に広告スペースを顧客
に手配し、有料で販売するための独立した代理店。

77101020202 17 7012525006 広告時間の販売代理サービス（テレビ） 8.02 広告時間の販売代理サービス（テレビ）
テレビ局の代理として営業を担当し、テレビ広告の時間
を有料または手数料ベースで顧客に販売。

77101020202 18 7012525009 広告時間の販売代理サービス（ラジオ） 8.03 広告時間の販売代理サービス（ラジオ）
ラジオ局の代理として営業を担当し、ラジオ広告の時間
を有料または手数料ベースで顧客に販売。

77101020202 19 7012525012
広告時間の販売代理サービス（インター
ネット）

8.04
広告時間の販売代理サービス（インター
ネット）

インターネッ広告の時間を有料または手数料ベースで顧
客に販売。

77101020202 20 7012525015
広告スペース・時間の販売代理サービス
（印刷、テレビ、ラジオ、インターネットを
除く媒体）

8.05
広告スペース・時間の販売代理サービス
（印刷、テレビ、ラジオ、インターネットを
除く媒体）

広告スペースと時間を顧客に手配し、有料で販売するた
めの独立した代理店（印刷、テレビ、ラジオ、インターネッ
トを除く媒体）

8 77101020401 その他の広告サービス 9 郵便以外の広告資料の配布
折込チラシ、チラシ、製品サンプルなどの広告資料を、郵
便以外の方法（戸別、車のフロントガラス、公共の場所）
で配布。

8.01 77101020401 メール以外での広告用品配布サービス 21 7012725000 郵便以外の広告資料の配布 9.01 ドアツードア ポスティングによる広告資料の配布

77101020401 22 7012725003 ドアツードア 9.02 公共の場所 公共の場所への広告資料の配布

77101020401 23 7012725006 公共の場所 9.03
郵便、ドアツードア、公共の場所を除くそ
の他（インターネット上で提供される広告
サービスを含む）

郵便、ポスティング、公共の場所への配達を除くその他
の広告資料の配付（インターネット上で提供される広告
サービスを含む）

77101020401 24 7012725009
郵便、ドアツードア、公共の場所を除くそ
の他（インターネット上で提供される広告
サービスを含む）

10 景品（広告特製品）の制作・配達の調整

ビジネス、製品、サービスを販売促進する目的で、ビジネ
スのロゴや名前を使った広告ノベルティ（キーチェーン、
マグネット、マウスパッド、マグカップなどの）の生産と配
達の調整。

8.02 77101020402 景品（広告特製品）の制作・配達の調整 25 7012750000 景品（広告特製品）の制作・配達の調整 11 製品または商品のデモンストレーション
デパートなどの公共の場所で製品や商品の用途や利点
の実物宣伝。

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

5



ワークシート①【別紙様式2】

L  学術研究，専門・技術サービス業

73 広告業

731 広告業

7311　広告業

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

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

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

8.03 77101020403 製品または商品のデモンストレーション 26 7012775000 製品または商品のデモンストレーション 12 販促サービス
消費者の購買を促進し、特定の製品の流通効率を高め
る特定のプロモーション活動やキャンペーン計画の策
定。

77101020404 27 7012780000 販促サービス 13 ディスプレイレタリングサービス

店頭や展示ブースなどで、広告目的のために手作業また
はコンピュータで作成したグラフィックやレタリングをサイ
ネージ（商業看板・ポスターなど）のディスプレイサービ
ス。

77101020404 28 7012785000 ディスプレイレタリングサービス 14
他に分類されないその他の広告関連
サービス

その他の広告関連サービスに分類されていないサービ
ス。

77101020404 29 7012790000
他に分類されないその他の広告関連
サービス

市場調査サービス
消費者、特定市場に対する商品やサービスのマーケティ
ングプログラムの効果に関する情報の収集、分析、解釈
する。

9 77101030101 市場調査サービス 30 7012850000 市場調査サービス 15 広報サービス 広告に係わる対外的な広報活動

10 77102010101 広報サービス全般 31 7012950000 広報サービス 16 メディア関連サービス
メディアとのコミュニケーション戦略を策定・実施して一般
市民の認識を形成し、メディアの問い合わせに対する対
応やクライアントのために適切な情報の提供。

11 77102010102 メディア関連サービス 32 7012975000 メディア関連サービス 危機管理サービス
クライアントの潜在的な問題を特定し、危機に発展する
のを防ぐための戦略を策定。

12 77102010103 危機管理サービス 33 7013000000 危機管理サービス ロビー活動サービス
主要議会と規制当局に影響を与えて、クライアントの目
標に有利な公共政策立案を支援する戦略の策定。

13 77102010104 ロビー活動サービス 34 7013025000 ロビー活動サービス 17 広報イベント管理サービス
特別イベントやイベントの後援者による広報戦略の策定
と実施。

14 77102010105 イベント管理サービス 35 7013050000 広報イベント管理サービス メディア監視及び分析サービス
クライアントや様々なマスメディアに掲載された要約記事
を収集・記録し、報道の分析。

15 77102010106 メディア監視及び分析サービス 36 7013075000 メディア監視及び分析サービス 募金団体サービス 募金のためにキャンペーンのを準備・実行。

16 77102010107 募金団体サービス 37 7013100000 募金団体サービス

広告印刷（スクリーン）（購入ポイント、カ
ウンター、ウィンドウ、フロアディスプレイ
の資料、ポスター、インサート、パンフレッ
ト等を含む）

広告の印刷（スクリーン）（購入ポイント、カウンター、ウィ
ンドウ、フロアディスプレイの資料、ポスター、インサート、
パンフレット等を含む）

84101010107 38 2052650000

広告印刷（スクリーン）（購入ポイント、カ
ウンター、ウィンドウ、フロアディスプレイ
の資料、ポスター、インサート、パンフ
レット等を含む）

6



ワークシート②【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

L  学術研究，専門・技術サービス業

73 広告業

731 広告業

7311　広告業

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

電光掲示板及びディスプレイの製造（カ
ウンター、フロア、購入ポイントのディスプ
レイ、スコアボード、カスタムトレード
ショーの展示を含む）

電光掲示板及びディスプレイの製造（カウンター、フロ
ア、購入ポイントのディスプレイ、スコアボード、カスタムト
レードショーの展示を含む）

―
設定しない（調査研究結果等からは把握
できず）

非電光掲示板及びディスプレイの製造 非電光掲示板及びディスプレイの製造 ―
設定しない（調査研究結果等からは把握
できず）

調査品目名 新聞折込代金

1
著作権により保護された知的財産物の
使用許諾（視聴覚作品、楽曲及び録音を
除く）

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産（視聴覚作品、楽曲及び録音を除く）。

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

ライセンサが所有または管理する著作権で保護された知
的財産（視聴覚作品、楽曲及び録音を除く）。

副業としての掲載を検討 新聞広告 新聞広告収入

2
他に分類されない工業所有権として保護
された知的財産物の使用許諾

ライセンサによって所有または管理されている工業用知
的財産。

P
他に分類されない工業所有権として保護
された知的財産物の使用許諾

ライセンサによって所有または管理されている工業用知
的財産。

副業としての掲載を検討 雑誌広告 雑誌広告収入

3
製造されたフラグ、バナー、及び類似の
エンブレムの製造（バナーの印刷を除く）

製造されたフラグ、バナー、及び類似のエンブレムの製
造（バナーの印刷を除く）

P
製造されたフラグ、バナー、及び類似の
エンブレムの製造（バナーの印刷を除く）

製造されたフラグ、バナー、及び類似のエンブレムの製
造（バナーの印刷を除く）

広告制作業の生産物 テレビ広告
広告枠販売仲介サービス（屋
外・チラシ）

4 専用ディスプレイ広告メディアスペース ディスプレイ広告メディアスペースのリース。 ― 　 総合広告サービスの業務に含まれる ラジオ広告
広告枠販売仲介サービス（イ
ンターネット）

5 統合広告サービス

広告の企画、制作および実施を含むあらゆる広告の
サービスを提供（媒体の選定、広告、イラスト、ポスター、
デザイン、ダイレクトマーケティングおよび広告キャン
ペーンの組織など）

7310160300 総合広告サービス

広告代理業など、依頼人のために、広告に係る企画立
案、マーケティング、コンテンツの制作、広告媒体の選択
等、総合的なサービス。新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、イン
ターネットその他の広告媒体のスペース又は時間を当該
広告媒体企業と契約し、依頼人のために広告するサービ
ス

＜特定サービス産業実態調査＞の対象
範囲より

交通広告 広告枠販売仲介サービス

5.01 複数広告サービス  7310160303 イベント広告サービス
企業や地域団体などがイメージ向上や販売促進のため
に実施するイベント等の企画

業界ヒアリングにより設定。広告媒体の
種類を問わない場合もあり、配分を企画
立案する。
＜特定サービス産業実態調査＞より定
義引用

野外広告 広告代理

5.02 ダイレクトマーケティングサービス全般
マスメディアを経由しないダイレクトマーケッティング広告
キャンペーンの企画および実施

73101603039 新聞広告 日刊紙、業界紙などの広告媒体による広告の提供 ＜特定サービス産業実態調査＞ インターネット広告 広告収入

5.03 ダイレクトメール広告サービス
マスメディアを経由しない広告、宣伝メッセージの消費者
への直接送付

73101603039 雑誌広告
週刊誌、月刊誌、専門誌などの広告媒体による広告の提
供

＜特定サービス産業実態調査＞ 折り込み・ダイレクトメール 広告業務（SP・PR・催事企画）

6
広告制作サービス（広告・販促グラフィッ
クデザインサービスを含む）

広告、イラスト、ポスターなどの作成、販促のためのグラ
フィックデザインサービス

73101603039 テレビ広告 地上波、ＣＳ、ＢＳ、ＣＡＴＶなどの広告媒体による提供 ＜特定サービス産業実態調査＞ SP・RP・催事企画 交通広告収入

7 広告仲介サービス  73101603039 ラジオ広告 ＡＭ，ＦＭなどの広告媒体による広告の提供 ＜特定サービス産業実態調査＞ その他広告 屋外広告収入

7.01 メディアプランニング・購入サービス
別々にまたは組み合わせてメディアプランニングやメディ
ア購入サービス提供すること

73101603039 交通広告
鉄道、バス、タクシー、航空機、船舶などの旅客乗物及び
駅、空港などの交通機関の建造物を利用して掲示する
広告。

＜特定サービス産業実態調査＞ ラジオ広告収入

7.02 完全メディアプランニング・購入サービス
メディアプランの企画、作成、および他社から購入したメ
ディア表現サービスの提供

73101603039 インターネット広告
インターネット広告（バナー広告、テキスト広告、検索結
果連動広告など）、電子メール広告、モバイル広告など

＜特定サービス産業実態調査＞ ＜特定サービス産業実態調査＞ マーケティング/プロモーション

7.03 メディアプランニングサービス
広告予算内でターゲット層に届けるために使用するメディ
アのタイプおよび特定のメディア発信地を選択する際に
広告主が求める計画の策定。

73101603039 屋外広告 広告塔、広告板、屋外のネオンサインなど ＜特定サービス産業実態調査＞ 調査品目名 プロモーション

7.04 メディア購入サービス
広告主や広告代理店に代わってメディアからスペースや
時間の購入。

73101603039 折り込みチラシ
新聞を間接媒体として、新聞販売店を通じて配布するチ
ラシなどの印刷物の広告

＜特定サービス産業実態調査＞の「折り
込み・ダイレクトメール」の調査項目を政
策原課の意見を踏まえ分割

広告業務

広告の企画、制作および実施
を含むあらゆる広告のサービ
スを提供（媒体の選定、広告、
イラスト、ポスター、デザイン、
ダイレクトマーケティングおよ
び広告キャンペーンの組織な
ど）

ノベルティ制作収入

8 広告スペース・時間の販売代理サービス
広告スペースと時間を顧客に手配し、有料で販売するた
めの独立した代理店

73101603039 ダイレクトメール 家庭などに配布する郵送による印刷物の広告
＜特定サービス産業実態調査＞の「折り
込み・ダイレクトメール」の調査項目を政
策原課の意見を踏まえ分割

　新聞広告　
日刊紙、業界紙などの広告媒
体による提供

テレビ広告収入

8.01
広告スペースの販売代理サービス（印刷
媒体）

新聞、雑誌、雑誌などの印刷媒体に広告スペースを顧客
に手配し、有料で販売するための独立した代理店。

73101603039 SP・PR
SP（セールスプロモーション：ポスター、カレンダー等の印
刷物、POP、ノベルティなど）・PR（パブリックリレーション
ズ：パブリシティ活動としてのPR誌の制作代行、CIなど）

＜特定サービス産業実態調査＞の「SP・
PR・催事企画」の調査項目より分割

　雑誌広告
週刊誌、月刊誌、専門誌など
の広告媒体による提供

テレビ広告（テレビタイム）収
入

8.02 広告時間の販売代理サービス（テレビ）
テレビ局の代理として営業を担当し、テレビ広告の時間
を有料または手数料ベースで顧客に販売。

7310160399 その他の総合広告サービス イベント以外の総合広告サービス 　テレビ広告
地上波、ＣＳ、ＢＳ、ＣＡＴＶなど
の広告媒体による提供

テレビ広告（テレビスポット）収
入

8.03 広告時間の販売代理サービス（ラジオ）
ラジオ局の代理として営業を担当し、ラジオ広告の時間
を有料または手数料ベースで顧客に販売。

　ラジオ広告
ＡＭ，ＦＭなどの広告媒体によ
る提供

チラシ広告収入

8.04
広告時間の販売代理サービス（インター
ネット）

インターネッ広告の時間を有料または手数料ベースで顧
客に販売。

　交通広告

鉄道、バス、タクシー、航空
機、船舶などの旅客乗物及び
駅、空港などの交通機関の建
造物を利用して掲示する広
告。

コンテンツサービス収入

8.05
広告スペース・時間の販売代理サービス
（印刷、テレビ、ラジオ、インターネットを
除く媒体）

広告スペースと時間を顧客に手配し、有料で販売するた
めの独立した代理店（印刷、テレビ、ラジオ、インターネッ
トを除く媒体）

7310160600 広告枠販売仲介サービス
各メディア別の広告企画及び各メディアと広告主との広
告枠の取引を仲介し、広告主に広告枠を提供するととも
に、各メディアからの手数料を得るサービス

　インターネット広告

インターネット広告（バナー広
告、テキスト広告、検索結果連
動広告など）、電子メール広
告、モバイル広告など

クリエーティブ

9 郵便以外の広告資料の配布
折込チラシ、チラシ、製品サンプルなどの広告資料を、郵
便以外の方法（戸別、車のフロントガラス、公共の場所）
で配布。

7310160603 新聞広告 日刊紙、業界紙などの広告媒体による広告の提供 ＜特定サービス産業実態調査＞ 　屋外広告
広告塔、広告板、屋外のネオ
ンサインなど

インターネット広告収入

大分類

中分類

小分類

細分類

＜平成28年経済センサス-活動調査＞ ＜広告業＞

広告総合・代理サービス

【検討事項】

・広告代理店のサービスを、「総合広告サービス」と「広告枠販売仲介サービス」に区分してよいか。

・インターネット広告を総合分類として別途設定してよいか。また、インターネット広告は、従来の「予約型」のほか、リスティング広告（検索連動

型広告）やアフィリエイト（成功報酬型広告）など様々な形態があるが、これらを生産物として設定する必要はないか。

【産業分類への課題】

・「415 広告制作業」と「731 広告業」を同じ大分類とすることの検討
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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）

L  学術研究，専門・技術サービス業

73 広告業

731 広告業

7311　広告業

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

大分類

中分類

小分類

細分類

【検討事項】

・広告代理店のサービスを、「総合広告サービス」と「広告枠販売仲介サービス」に区分してよいか。

・インターネット広告を総合分類として別途設定してよいか。また、インターネット広告は、従来の「予約型」のほか、リスティング広告（検索連動

型広告）やアフィリエイト（成功報酬型広告）など様々な形態があるが、これらを生産物として設定する必要はないか。

【産業分類への課題】

・「415 広告制作業」と「731 広告業」を同じ大分類とすることの検討

9.01 ドアツードア ポスティングによる広告資料の配布 7310160606 雑誌広告
週刊誌、月刊誌、専門誌などの広告媒体による広告の提
供

＜特定サービス産業実態調査＞ 　折込み・ダイレクトメール
マスメディアを経由しない広
告、宣伝メッセージの消費者
への直接送付

広告制作収入

9.02 公共の場所 公共の場所への広告資料の配布 7310160609 テレビ広告 地上波、ＣＳ、ＢＳ、ＣＡＴＶなどの広告媒体による提供 ＜特定サービス産業実態調査＞ 　ＳＰ・ＰＲ・催事企画

SP（セールスプロモーション：
ポスター、カレンダー等の印
刷）・RP（ポイント・オブ・パー
チェス：広告主の名入りのもの
の制作など）・催事企画など

ラジオ番組制作収入

9.03
郵便、ドアツードア、公共の場所を除くそ
の他（インターネット上で提供される広告
サービスを含む）

郵便、ポスティング、公共の場所への配達を除くその他
の広告資料の配付（インターネット上で提供される広告
サービスを含む）

7310160612 ラジオ広告 ＡＭ，ＦＭなどの広告媒体による広告の提供 ＜特定サービス産業実態調査＞ 　その他
その他の広告関連サービスに
分類されていないサービス。

イベント・催事サービス イベント企画・制作収入

10 景品（広告特製品）の制作・配達の調整

ビジネス、製品、サービスを販売促進する目的で、ビジネ
スのロゴや名前を使った広告ノベルティ（キーチェーン、
マグネット、マウスパッド、マグカップなどの）の生産と配
達の調整。

7310160615 交通広告
鉄道、バス、タクシー、航空機、船舶などの旅客乗物及び
駅、空港などの交通機関の建造物を利用して掲示する
広告。

＜特定サービス産業実態調査＞ その他 その他収入

11 製品または商品のデモンストレーション
デパートなどの公共の場所で製品や商品の用途や利点
の実物宣伝。

7310160618 屋外広告 広告塔、広告板、屋外のネオンサインなど ＜特定サービス産業実態調査＞ 〈平成23年産業連関表〉 （回答のあった事業所数：31）

12 販促サービス
消費者の購買を促進し、特定の製品の流通効率を高め
る特定のプロモーション活動やキャンペーン計画の策
定。

7310160699 広告枠販売仲介サービス（その他） 　 　 細品目（10桁）名

13 ディスプレイレタリングサービス

店頭や展示ブースなどで、広告目的のために手作業ま
たはコンピュータで作成したグラフィックやレタリングをサ
イネージ（商業看板・ポスターなど）のディスプレイサービ
ス。

テレビ・ラジオ広告

14
他に分類されないその他の広告関連
サービス

その他の広告関連サービスに分類されていないサービ
ス。

7310160900 インターネット広告サービス
インターネット広告の企画及びインターネット広告枠の販
売仲介サービス

テレビ広告

市場調査サービス
消費者、特定市場に対する商品やサービスのマーケティ
ングプログラムの効果に関する情報の収集、分析、解釈
する。

7310160903 インターネット広告サービス
インターネット広告（バナー広告、テキスト広告、検索結
果連動広告など）、電子メール広告、モバイル広告など

＜特定サービス産業実態調査＞ ラジオ広告

15 広報サービス 広告に係わる対外的な広報活動 新聞・雑誌・その他の広告

16 メディア関連サービス
メディアとのコミュニケーション戦略を策定・実施して一般
市民の認識を形成し、メディアの問い合わせに対する対
応やクライアントのために適切な情報の提供。

7310161200 折込み広告・ダイレクトメールサービス 新聞広告

危機管理サービス
クライアントの潜在的な問題を特定し、危機に発展する
のを防ぐための戦略を策定。

7310161203 折り込み広告サービス
新聞を間接媒体として、新聞販売店を通じて配布するチ
ラシなどの印刷物の広告

＜特定サービス産業実態調査＞の「折り
込み・ダイレクトメール」の調査項目を政
策原課の意見を踏まえ分割

雑誌広告

ロビー活動サービス
主要議会と規制当局に影響を与えて、クライアントの目
標に有利な公共政策立案を支援する戦略の策定。

7310161206 ダイレクトメールサービス 家庭などに配布する郵送による印刷物の広告
＜特定サービス産業実態調査＞の「折り
込み・ダイレクトメール」の調査項目を政
策原課の意見を踏まえ分割

交通広告

17 広報イベント管理サービス
特別イベントやイベントの後援者による広報戦略の策定
と実施。

屋外広告

メディア監視及び分析サービス
クライアントや様々なマスメディアに掲載された要約記事
を収集・記録し、報道の分析。

7310969900 その他の広告関連サービス
その他の広告関連サービスに分類されていないサービ
ス。

＜特定サービス産業実態調査＞
その他の広告

インターネット広告

募金団体サービス 募金のためにキャンペーンのを準備・実行。 7310969999 その他の広告関連サービス

フリーペーパー、フリーマガジン、POP、
電話帳広告、展示・映像などが考えら
れ、生産物分類とするか原課との検討事
項

折込み・ダイレクトメール

広告印刷（スクリーン）（購入ポイント、カ
ウンター、ウィンドウ、フロアディスプレイ
の資料、ポスター、インサート、パンフレッ
ト等を含む）

広告の印刷（スクリーン）（購入ポイント、カウンター、ウィ
ンドウ、フロアディスプレイの資料、ポスター、インサート、
パンフレット等を含む）

P
広告制作サービス（広告・販促グラフィッ
クデザインサービスを含む）

広告、イラスト、ポスターなどの作成、販促のためのグラ
フィックデザインサービス

副業としての掲載を検討
大分類G　情報通信業との検討事項

ＳＰ・ＰＲ・催事企画

P
広告制作サービス（広告・販促グラフィッ
クデザインサービスを含む）

その他広告

P 市場調査・世論調査・社会調査サービス
消費者、特定市場に対する商品やサービスのマーケティ
ングプログラムの効果に関する情報の収集、分析、解
釈。

市場調査、世論調査、社会調査の生産
物
大分類G　情報通信業との検討事項

P 市場調査・世論調査・社会調査サービス ＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

（危機管理サービス）
設定しない（調査研究結果等からは把握
できず）

コモ法6桁分類名

（ロビー活動サービス）
設定しない（調査研究結果等からは把握
できず）

広告

（メディア監視及び分析サービス）
設定しない（調査研究結果等からは把握
できず）

（募金団体サービス）
設定しない（調査研究結果等からは把握
できず）

（広告印刷（スクリーン）（購入ポイント、カ
ウンター、ウィンドウ、フロアディスプレイ
の資料、ポスター、インサート、パンフレッ
ト等を含む））

広告制作業に含まれる

広告制作サービス
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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）

L  学術研究，専門・技術サービス業

73 広告業

731 広告業

7311　広告業

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

大分類

中分類

小分類

細分類

【検討事項】

・広告代理店のサービスを、「総合広告サービス」と「広告枠販売仲介サービス」に区分してよいか。

・インターネット広告を総合分類として別途設定してよいか。また、インターネット広告は、従来の「予約型」のほか、リスティング広告（検索連動

型広告）やアフィリエイト（成功報酬型広告）など様々な形態があるが、これらを生産物として設定する必要はないか。

【産業分類への課題】

・「415 広告制作業」と「731 広告業」を同じ大分類とすることの検討

P 不動産サービス 業界ヒアリングより設定

P 不動産サービス

（メディアプランニング・購入サービス）
別々にまたは組み合わせてメディアプランニングやメディ
ア購入サービスを提供すること

総合広告サービスまたは広告枠販売仲
介サービスに含まれる

（完全メディアプランニング・購入サービ
ス）

メディアプランの企画、作成、および他社から購入したメ
ディア表現サービスの提供

総合広告サービスまたは広告枠販売仲
介サービスに含まれる

（メディアプランニングサービス）
広告予算内でターゲット層に届けるために使用するメディ
アのタイプおよび特定のメディア発信地を選択する際に
広告主が求める計画の策定。

総合広告サービスまたは広告枠販売仲
介サービスに含まれる

（メディア購入サービス）
広告主や広告代理店に代わってメディアからスペースや
時間を購入するサービス。

総合広告サービスまたは広告枠販売仲
介サービスに含まれる

（景品（広告特製品）の制作・配達の調
整）

ビジネス、製品、サービスを販売促進する目的で、ビジネ
スのロゴや名前を使った広告ノベルティ（キーチェーン、
マグネット、マウスパッド、マグカップなどの）の生産と配
達の調整。

その他の広告関連サービスに含まれる

（製品または商品のデモンストレーショ
ン）

デパートなどの公共の場所で製品や商品の用途や利点
の実物宣伝。

その他の広告関連サービスに含まれる

（販促サービス）
消費者の購買を促進し、特定の製品の流通効率を高め
る特定のプロモーション活動やキャンペーン計画の策
定。

その他の広告関連サービスに含まれる

（ディスプレイレタリングサービス）

店頭や展示ブースなどで、広告目的のために手作業ま
たはコンピュータで作成したグラフィックやレタリングをサ
イネージ（商業看板・ポスターなど）のディスプレイサービ
ス。

その他の広告関連サービスに含まれる

（広報サービス） 広告に係わる対外的な広報活動 その他の広告関連サービスに含まれる

（メディア関連サービス）
メディアとのコミュニケーション戦略を策定・実施して一般
市民の認識を形成し、メディアの問い合わせに対する対
応やクライアントのために適切な情報の提供。

その他の広告関連サービスに含まれる

（広報イベント管理サービス）
特別イベントやイベントの後援者による広報戦略の策定
と実施。

その他の広告関連サービスに含まれる

（広告スペース・時間の販売代理サービ
ス）

広告枠販売仲介サービスに含まれる

（広告スペースの販売代理サービス（印
刷媒体））

広告枠販売仲介サービスに含まれる

（広告時間の販売代理サービス（テレ
ビ））

広告枠販売仲介サービスに含まれる

（広告時間の販売代理サービス（ラジ
オ））

広告枠販売仲介サービスに含まれる

（広告時間の販売代理サービス（インター
ネット））

広告枠販売仲介サービスに含まれる

（広告スペース・時間の販売代理サービ
ス（印刷、テレビ、ラジオ、インターネット
を除く媒体））

広告枠販売仲介サービスに含まれる

（郵便以外の広告資料の配布）
配布等のサービスのため、設定しない
（調査研究結果等からは把握できず）

（ドアツードア）
配布等のサービスのため、設定しない
（調査研究結果等からは把握できず）

（公共の場所）
配布等のサービスのため、設定しない
（調査研究結果等からは把握できず）

（郵便、ドアツードア、公共の場所を除く
その他（インターネット上で提供される広
告サービスを含む））

配布等のサービスのため、設定しない
（調査研究結果等からは把握できず）
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ワークシート①【別紙様式2】

L 学術研究，専門・技術サービス業

74 技術サービス業（他に分類されないもの）

743  機械設計業

7431 機械設計業

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

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

1 17105011101 住宅建設における工学技術サービス 1 7000640000
住宅建設における工学技術サービス（ア
パートメントを除く）

1 71.11.10 建築に関する計画及び製図 1 83211 建築顧問サービス
住宅建設における工学技術サービス（ア
パートメントを除く）

住宅用建物（（アパートメントを除く）に関連するエンジニ
アリングサービス（主に住宅用に使用されている複合用
途の建物も含む）。

17105011101 2 7000640003
新規住宅建設における工学技術サービ
ス

2 71.11.21
住宅用建築プロジェクトのための建築
サービス

2 83212
居住用物件建築プロジェクトの建築サー
ビス

新規住宅建設における工学技術サービ
ス

新しい住宅用建物に関連するエンジニアリングサービス
（主に住宅用に使用されている複合用途の建物も含
む）。

17105011101 3 7000640006
住宅リノベーション建設における工学技
術サービス

3 71.11.22
非住宅用建築プロジェクトのための建築
サービス

3 83213
非居住用物件建築プロジェクトの建築
サービス

住宅リノベーション建設における工学技
術サービス

主に居住用住宅に使用されている混合用途を含む建物
の改築、歴史的修復、または既存住宅の改築に関連す
るエンジニアリングサービス。

2 47103010501
商業用・公共建築物の工学技術サービ
ス

4 7007025000
商業用・公共建築物の工学技術サービ
ス（アパートメントを含む）

4 71.11.23 歴史的建造物復元サービス 4 83214 歴史的建造物修復サービス
商業用・公共建築物の工学技術サービ
ス（アパートメントを含む）

商業用・公共建築物に関連するエンジニアリングサービ
ス（アパートメントを含む）

47103010501 5 7007025003
新規商業用・公共建築物の工学技術
サービス

5 71.11.24
建物プロジェクトに関する建築コンサル
ティングサービス

5 83221 都市計画サービス
新規商業用・公共建築物の工学技術
サービス

新規の商業用および公共建築物に関連するエンジニア
リングサービス

47103010501 6 7007025006
新規商業用・公共建築物リノベーション
の工学技術サービス

6 71.11.31 都市計画サービス 6 83222 農村部土地計画サービス
新規商業用・公共建築物リノベーション
の工学技術サービス

主に商業用、公共用、または施設用に使用される混合用
途を含む建物の改装、歴史的修復、または既存の商業
用、公共用および施設用建物の改築に関連するエンジ
ニアリングサービス。

3 47103010502
石油・石油化学プラント・プロセスの工学
技術サービス

7 7007050000
石油・石油化学プラント・プロセスの工学
技術サービス

7 71.11.32 地方の土地計画サービス 7 83223
プロジェクト用地マスター計画作成サー
ビス

石油・石油化学プラント・プロセスの工学
技術サービス

石油および石油化学施設およびプロセスに関連するエン
ジニアリングサービス。

4 47103010503
その他の産業・製造プラント・プロセスの
工学技術サービス

8 7007075000
その他の産業・製造プラント・プロセスの
工学技術サービス

8 71.11.33 プロジェクト現場の基本計画サービス 8 83231 景観設計顧問サービス
その他の産業・製造プラント・プロセスの
工学技術サービス

その他の産業・製造プラント・プロセスに関連するエンジ
ニアリングサービス

5 47103010504
産業・工業製品設計の工学技術サービ
ス

9 7007100000
産業・工業製品設計の工学技術サービ
ス

9 71.11.41 景観建築サービス 9 83232 景観設計サービス 1
産業・工業製品設計の工学技術サービ
ス

工業製品の設計に関連するエンジニアリングサービス。

6 47103010505 輸送機関の工学技術サービス 10 7007125000 輸送機関の工学技術サービス 10 71.11.42 景観建築コンサルティングサービス 10 83310 エンジニアリング顧問サービス 輸送機関の工学技術サービス
高速道路、一般道路、ストリート、橋梁、トンネル、鉄道、
地下鉄、空港、港湾、運河、施錠などの交通インフラに関
するエンジニアリングサービス。

47103010505 11 7007125003
高速道路及び一般道建設における工学
技術サービス

11 71.12.11
エンジニアリングコンサルティングサービ
ス

11 83321
建設プロジェクトのエンジニアリングサー
ビス

高速道路及び一般道建設における工学
技術サービス

高速道路、橋梁、トンネル（休憩所、計量所、料金所など
の付帯設備を含む）に関するエンジニアリングサービス。

47103010505 12 7007125006
大量輸送システムにおける工学技術
サービス

12 71.12.12
建築プロジェクトのエンジニアリングサー
ビス

12 83322
産業及び製造プロジェクトのエンジニアリ
ングサービス

大量輸送システムにおける工学技術
サービス

大量輸送システム（橋梁、トンネル、ライトレール、地下な
どを含む）に関連するエンジニアリングサービス。

47103010505 13 7007125009 その他の輸送機関の工学技術サービス 13 71.12.13
発電プロジェクトのエンジニアリングサー
ビス

13 83323
交通プロジェクトのエンジニアリングサー
ビス

その他の輸送機関の工学技術サービス その他の輸送機関に関連するエンジニアリングサービス

7 47103010506 都市公共施設の工業技術サービス 14 7007150000 都市公共施設の工業技術サービス 14 71.12.14
輸送プロジェクトのエンジニアリングサー
ビス

14 83324
電力プロジェクトのエンジニアリングサー
ビス

都市公共施設の工業技術サービス 地方公共団体に関連するエンジニアリングサービス。

47103010506 15 7007150003
集水、配水、水処理、水廃棄システムの
工業技術サービス

15 71.12.15
廃棄物管理（有害及び無害）プロジェクト
のエンジニアリングサービス

15 83325
電気通信及び放送プロジェクトのエンジ
ニアリングサービス

集水、配水、水処理、水廃棄システムの
工業技術サービス

水の集水、配水、処理、廃棄のためのシステムに関連す
るエンジニアリングサービス。

47103010506 16 7007150006
地方自治体のゴミ収集及び廃棄物処理
システムの工業技術サービス

16 71.12.16
用水、下水及び排水プロジェクトのエン
ジニアリングサービス

16 83326
廃棄物管理（有害及び無害）プロジェクト
のエンジニアリングサービス

地方自治体のゴミ収集及び廃棄物処理
システムの工業技術サービス

リサイクル施設、堆肥化施設、移送所、資源回収施設、
埋立地などの市のごみ処理システムに関するエンジニア
リングサービス。

47103010506 17 7007150009
他に分類されない都市公共施設の工業
技術サービス

17 71.12.17
産業及び製造プロジェクトのエンジニアリ
ングサービス

17 83327
上水道、下水道、排水プロジェクトのエン
ジニアリングサービス

他に分類されない都市公共施設の工業
技術サービス

都市公共施設の工業技術サービス分類されないサービ
ス。

8 47103010507 電力の工学技術サービス 18 7007175000 発電ユニット建設の工学技術サービス 18 71.12.18
電気通信及び放送プロジェクトのエンジ
ニアリングサービス

18 83329
その他のプロジェクトのエンジニアリング
サービス

発電ユニット建設の工学技術サービス
水力、原子力、化石燃料、その他のエネルギー源から発
電する施設に関連するエンジニアリングサービス。

47103010507 19 7007175003
発電ユニット建設の工学技術サービス
（化石燃料）

19 71.12.19
その他のプロジェクトのエンジニアリング
サービス

19 83330
建設プロジェクトのプロジェクト管理サー
ビス

発電ユニット建設の工学技術サービス
（化石燃料）

化石燃料エネルギーから発電する施設に関連するエン
ジニアリングサービス。

47103010507 20 7007175006
発電ユニット建設の工学技術サービス
（原子力）

20 71.12.20
建設プロジェクトのプロジェクト管理サー
ビス

20 83411
地質学的、地球物理学的コンサルティン
グサービス

発電ユニット建設の工学技術サービス
（原子力）

原子力から電力を発電する施設に関連するエンジニアリ
ングサービス。

47103010507 21 7007175009
発電ユニット建設の工学技術サービス
（水力）

21 71.12.31
地質学及び地球物理学のコンサルティン
グサービス

21 83412 地球物理学的サービス
発電ユニット建設の工学技術サービス
（水力）

水力発電を行う施設に関連するエンジニアリングサービ
ス。

47103010507 22 7007175012
発電ユニット建設の工学技術サービス
（太陽光）

22 71.12.32 地球物理学サービス 22 83413 鉱物探査及び評価
発電ユニット建設の工学技術サービス
（太陽光）

太陽光発電ユニット建設に関連するエンジニアリング
サービス

47103010507 23 7007175015
発電ユニット建設の工学技術サービス
（風力）

23 71.12.33 鉱物探査及び評価サービス 23 83421 地表探査サービス
発電ユニット建設の工学技術サービス
（風力）

風力発電ユニットに関連するエンジニアリングサービス

47103010507 24 7007175018
他に分類されない発電ユニット建設の工
学技術サービス

24 71.12.34 表面測量サービス 24 83422 マップ作成サービス
他に分類されない発電ユニット建設の工
学技術サービス

都市公共施設の工業技術サービスに分類されないサー
ビス。

47103010507 25 7007200000
送電及び配電設備建設の工学技術サー
ビス

25 71.12.35 地図作成サービス
送電及び配電設備建設の工学技術サー
ビス

地上または地下の送電線および配電線に関連するエン
ジニアリングサービス。

9 47103010508 通信・放送システムの工学技術サービス 26 7007225000 通信・放送システムの工学技術サービス 通信・放送システムの工学技術サービス
音声、データ、およびプログラミングの送信または配信の
ためのシステムに関連するエンジニアリングサービス。

10 47103010509
有害産業廃棄物システムの工学技術
サービス

27 7007250000
有害産業廃棄物システムの工学技術
サービス

有害産業廃棄物システムの工学技術
サービス

有害廃棄物の収集、処理、処分、および汚染の管理のた
めのシステムに関連するエンジニアリングサービス。

47103010509 28 7007250003
有害廃棄物浄化設備の工学技術サービ
ス

有害廃棄物浄化設備の工学技術サービ
ス

有害廃棄物の浄化に関するプログラムに関連するエンジ
ニアリングサービス。

47103010509 29 7007250006
産業廃棄物収集、処理、及び廃棄システ
ムの工業技術サービス

産業廃棄物収集、処理、及び廃棄システ
ムの工業技術サービス

産業が排出した空気、水、固形廃棄物の回収、処理、リ
サイクル、廃棄に関するプログラムに関連するエンジニ
アリングサービス。

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類
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ワークシート①【別紙様式2】

L 学術研究，専門・技術サービス業

74 技術サービス業（他に分類されないもの）

743  機械設計業

7431 機械設計業

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

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

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

11 47103010510
他に分類されない非住居建設の技術
サービス

30 7007275000
他に分類されない非住居建設の技術
サービス

他に分類されない非住居建設の技術
サービス

他に分類されない非住居建設に関連するエンジニアリン
グなと゜の技術サービス

12 47104010401 工学技術コンサルティングサービス 31 7007615000 工学技術コンサルティングサービス 工学技術コンサルティングサービス
エンジニアリング事項に関するアドバイス、調査、および
レポートの提供（特定のプロジェクトに関連する場合を除
く）。

13 47104010704 統合的な測量・地図作成サービス 32 7008100000
統合的な測量・地図作成サービス（地球
物理データを除く）

統合的な測量・地図作成サービス（地球
物理データを除く）

統合的な測量や地図作成のためのサービス（地球物理
データを除く）

14 47104010801 建設プロジェクト管理サービス 33 3004800000
建設プロジェクト管理サービス（危険地域
を除く）

建設プロジェクト管理サービス（危険地域
を除く）

建設プロジェクの進行などを管理するサービス（危険地
域を除く）

15 81102030101 プロジェクト管理サービス（建設を除く） 34 7014925000
プロジェクト管理サービス（建設管理を除
く）

プロジェクト管理サービス（建設管理を除
く）

プロジェクトの進行を管理するサービス（建設管理を除く）

16 47104010501 製図サービス 35 7007625000 機械製図サービス 2 機械製図サービス

さまざまな機械および産業機器、システム、およびコン
ポーネントの設計、製造、設置、建設、修理またはメンテ
ナンスに使用する詳細なレイアウト、計画、図面、イラス
ト、グラフィックスまたはモデルの作成

36 7007625003 機械のための機械製図サービス 2.01 機械のための機械製図サービス 機械および部品などの設計、製図作成

37 7007625006
機械システムのための機械製図サービ
ス

2.02
機械システムのための機械製図サービ
ス

暖房、換気、空調、配管、防火などの構造物の機械シス
テムの詳細なレイアウト、計画、図面、イラスト、またはグ
ラフィックスの作成

38 7007625009
機械フローダイアグラムのための機械製
図サービス

2.03
機械フローダイアグラムのための機械製
図サービス

製造プロセス中のあるマシンから別のマシンへの作業の
流れを示す図の作成

39 7007625012
工業用機械装置レイアウトのための機械
製図サービス

2.04
工業用機械装置レイアウトのための機械
製図サービス

産業プラントにおける機械装置の配置図の作成

40 7007650000 プロセス配管システムの製図サービス 3 プロセス配管システムの製図サービス プロセス配管システムのための製図作成

41 7007800000 スチールディテールの製図サービス 4 スチールディテールの製図サービス
鉄鋼構造と接合部分の詳細な図面を作成するための製
図サービス

42 7007700000
電気・電子システムなどコンポーネントの
製図サービス

5
電気・電子システム及びコンポーネント
の製図サービス

電力の伝送および分配のための電気システムの設計、
据付、建設、修理または保守に使用するための製図
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）

L 学術研究，専門・技術サービス業

74 技術サービス業（他に分類されないもの）

743  機械設計業

7431 機械設計業

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

住宅建設における工学技術サービス（ア
パートメントを除く）

住宅用建物（（アパートメントを除く）に関連するエンジニ
アリングサービス（主に住宅用に使用されている複合用
途の建物も含む）。

―
設定しない（調査研究結果等からは把握
できず）

新規住宅建設における工学技術サービ
ス

新しい住宅用建物に関連するエンジニアリングサービス
（主に住宅用に使用されている複合用途の建物も含
む）。

調査品目名 設計・製図収入

住宅リノベーション建設における工学技
術サービス

主に居住用住宅に使用されている混合用途を含む建物
の改築、歴史的修復、または既存住宅の改築に関連す
るエンジニアリングサービス。

機械設計（基本設計） 自動車・機械設計収入

商業用・公共建築物の工学技術サービ
ス（アパートメントを含む）

商業用・公共建築物に関連するエンジニアリングサービ
ス（アパートメントを含む）

機械設計（計画設計） システム製品設計収入

新規商業用・公共建築物の工学技術
サービス

新規の商業用および公共建築物に関連するエンジニアリ
ングサービス

機械設計（詳細設計） エンジニアリング収入

新規商業用・公共建築物リノベーション
の工学技術サービス

主に商業用、公共用、または施設用に使用される混合用
途を含む建物の改装、歴史的修復、または既存の商業
用、公共用および施設用建物の改築に関連するエンジニ
アリングサービス。

機械設計（コンサルティング） 自動車試験収入

石油・石油化学プラント・プロセスの工学
技術サービス

石油および石油化学施設およびプロセスに関連するエン
ジニアリングサービス。

その他の機械設計 解析サービス

その他の産業・製造プラント・プロセスの
工学技術サービス

その他の産業・製造プラント・プロセスに関連するエンジ
ニアリングサービス

その他の専門サービス 編集・翻訳・制作収入

1
産業・工業製品設計の工学技術サービ
ス

工業製品の設計に関連するエンジニアリングサービス。 その他 プラントメンテナンス収入

輸送機関の工学技術サービス
高速道路、一般道路、ストリート、橋梁、トンネル、鉄道、
地下鉄、空港、港湾、運河、施錠などの交通インフラに関
するエンジニアリングサービス。

調査品目名

高速道路及び一般道建設における工学
技術サービス

高速道路、橋梁、トンネル（休憩所、計量所、料金所など
の付帯設備を含む）に関するエンジニアリングサービス。

機械設計業務

大量輸送システムにおける工学技術
サービス

大量輸送システム（橋梁、トンネル、ライトレール、地下な
どを含む）に関連するエンジニアリングサービス。

　基本設計

機械や装置の基本仕様決定
のための基本計算、基本構想
図、全体計画図、技術図書の
作成などの基本設計業務及び
設計の総合管理業務。

その他の輸送機関の工学技術サービス その他の輸送機関に関連するエンジニアリングサービス 　計画設計

・基本設計に基づき、機械や
装置の機能・構造・機構など
の具体化を図る計画設計業務
・基本設計を基に、実績のある
機械や装置参考例を応用して
機能・構造・機構などの具体
化を図る類似計画設計を作成
する業務。

都市公共施設の工業技術サービス 地方公共団体に関連するエンジニアリングサービス。 　詳細設計

詳細計画図の作成、作成に伴
う検討図・強度計算書・組立
図、部品図等を作成するため
の業務。

集水、配水、水処理、水廃棄システムの
工業技術サービス

水の集水、配水、処理、廃棄のためのシステムに関連す
るエンジニアリングサービス。

コンサルティング
機械・装置の設置、操作等の
技術的・経済的、又は立地条
件等の情報を提供する業務。

地方自治体のゴミ収集及び廃棄物処理
システムの工業技術サービス

リサイクル施設、堆肥化施設、移送所、資源回収施設、
埋立地などの市のごみ処理システムに関するエンジニア
リングサービス。

　その他
テクニカルイラスト、トーレス、
出張業務、派遣業務等の上記
以外の業務

他に分類されない都市公共施設の工業
技術サービス

都市公共施設の工業技術サービス分類されないサービ
ス。

発電ユニット建設の工学技術サービス
水力、原子力、化石燃料、その他のエネルギー源から発
電する施設に関連するエンジニアリングサービス。

〈平成23年産業連関表〉

発電ユニット建設の工学技術サービス
（化石燃料）

化石燃料エネルギーから発電する施設に関連するエン
ジニアリングサービス。

細品目（10桁）名

発電ユニット建設の工学技術サービス
（原子力）

原子力から電力を発電する施設に関連するエンジニアリ
ングサービス。

デザイン・機械設計業

発電ユニット建設の工学技術サービス
（水力）

水力発電を行う施設に関連するエンジニアリングサービ
ス。

発電ユニット建設の工学技術サービス
（太陽光）

太陽光発電ユニット建設に関連するエンジニアリング
サービス

＜国民経済計算（平成23年基準版）＞

発電ユニット建設の工学技術サービス
（風力）

風力発電ユニットに関連するエンジニアリングサービス コモ法6桁分類名

他に分類されない発電ユニット建設の工
学技術サービス

都市公共施設の工業技術サービスに分類されないサー
ビス。

その他の対事業所サービス

送電及び配電設備建設の工学技術サー
ビス

地上または地下の送電線および配電線に関連するエン
ジニアリングサービス。

通信・放送システムの工学技術サービス
音声、データ、およびプログラミングの送信または配信の
ためのシステムに関連するエンジニアリングサービス。

有害産業廃棄物システムの工学技術
サービス

有害廃棄物の収集、処理、処分、および汚染の管理のた
めのシステムに関連するエンジニアリングサービス。

有害廃棄物浄化設備の工学技術サービ
ス

有害廃棄物の浄化に関するプログラムに関連するエンジ
ニアリングサービス。

大分類

中分類

小分類

細分類

＜平成28年経済センサス-活動調査＞ ＜機械設計業＞

機械設計・製図サービス

検査・試験サービス

＜特定サービス産業実態調査＞

（回答のあった事業所数：14）

・統合分類はNAPCSをもとに設定し、経済センサス‐活動調査の事業内容の区分により細分類を設定。

・「7430150212 機械設計のコンサルティングサービス」について、機械設計業か、コンサルティング業か検討事項。

・7430150203～7430150209に設定した版下サービスや製図サービスについて、機械設計業に該当するのか確認中。

・副業として設定した生産物の事業内容及び副業に適しているか、政策原課に確認。

- 1/2 -
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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）

L 学術研究，専門・技術サービス業

74 技術サービス業（他に分類されないもの）

743  機械設計業

7431 機械設計業

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

大分類

中分類

小分類

細分類

・統合分類はNAPCSをもとに設定し、経済センサス‐活動調査の事業内容の区分により細分類を設定。

・「7430150212 機械設計のコンサルティングサービス」について、機械設計業か、コンサルティング業か検討事項。

・7430150203～7430150209に設定した版下サービスや製図サービスについて、機械設計業に該当するのか確認中。

・副業として設定した生産物の事業内容及び副業に適しているか、政策原課に確認。

産業廃棄物収集、処理、及び廃棄システ
ムの工業技術サービス

産業が排出した空気、水、固形廃棄物の回収、処理、リ
サイクル、廃棄に関するプログラムに関連するエンジニア
リングサービス。

他に分類されない非住居建設の技術
サービス

他に分類されない非住居建設に関連するエンジニアリン
グなと゜の技術サービス

工学技術コンサルティングサービス
エンジニアリング事項に関するアドバイス、調査、および
レポートの提供（特定のプロジェクトに関連する場合を除
く）。

統合的な測量・地図作成サービス（地球
物理データを除く）

統合的な測量や地図作成のためのサービス（地球物理
データを除く）

建設プロジェクト管理サービス（危険地域
を除く）

建設プロジェクの進行などを管理するサービス（危険地
域を除く）

プロジェクト管理サービス（建設管理を除
く）

プロジェクトの進行を管理するサービス（建設管理を除く）

2 機械製図サービス

さまざまな機械および産業機器、システム、およびコン
ポーネントの設計、製造、設置、建設、修理またはメンテ
ナンスに使用する詳細なレイアウト、計画、図面、イラス
ト、グラフィックスまたはモデルの作成

7430160300 機械設計サービス 機械の設計、製図作成の技術サービスを提供。
NAPCSを参考に設定
上位の階層として設定

2.01 機械のための機械製図サービス 機械および部品などの設計、製図作成 7430160303 機械設計（基本設計）
機械や装置の基本仕様決定のための基本計算、基本構
想図、全体計画図、技術図書の作成などの基本設計業
務及び設計の総合管理業務。

＜特定サービス産業実態調査＞

2.02
機械システムのための機械製図サービ
ス

暖房、換気、空調、配管、防火などの構造物の機械シス
テムの詳細なレイアウト、計画、図面、イラスト、またはグ
ラフィックスの作成

7430160306 機械設計（計画設計）

基本設計に基づき、機械や装置の機能・構造・機構など
の具体化を図る計画設計業務又は、基本設計を基に、
実績のある機械や装置参考例を応用して機能・構造・機
構などの具体化を図る類似計画設計を作成する業務。

＜特定サービス産業実態調査＞

2.03
機械フローダイアグラムのための機械製
図サービス

製造プロセス中のあるマシンから別のマシンへの作業の
流れを示す図の作成

7430160309 機械設計（詳細設計）
詳細計画図の作成、作成に伴う検討図・強度計算書・組
立図、部品図等を作成するための業務。

＜特定サービス産業実態調査＞

2.04
工業用機械装置レイアウトのための機械
製図サービス

産業プラントにおける機械装置の配置図の作成 7430160399 その他の機械設計サービス
他に分類されない機械設計の技術サービス（テクニカル
イラスト、トレース、出張業務、派遣業務等、コンサルティ
ングを含む）

＜特定サービス産業実態調査＞

3 プロセス配管システムの製図サービス プロセス配管システムのための製図作成 74301603999
機械フローダイアグラムのための機械製
図サービス

製造プロセス中のあるマシンから別のマシンへの作業の
流れを示す図の作成

例示として示すには機械設計か、作業の
指示書か要確認。

4 スチールディテールの製図サービス
鉄鋼構造と接合部分の詳細な図面を作成するための製
図サービス

74301603999
工業用機械装置レイアウトのための機械
製図サービス

産業プラントにおける機械装置の配置図の作成
例示として示すには機械設計か、作業の
指示書か要確認。

5
電気・電子システム及びコンポーネントの
製図サービス

電力の伝送および分配のための電気システムの設計、
据付、建設、修理または保守に使用するための製図
サービス

74301603999 プロセス配管システムの製図サービス プロセス配管システムのための製図作成
例示として示すには機械設計か、作業の
指示書か要確認。

74301603999 機械設計のコンサルティングサービス
機械・装置の設置、操作等の技術的・経済的、又は立地
条件等の情報を提供する業務。

＜特定サービス産業実態調査＞の調査
項目であるが、その他に統合

P 製図サービス

住宅建築設計、非住宅建築設計、土木建築、プラントエ
ンジニアリング、測量及び地図作成、機械設計などに係
る製図サービスを提供する。これらの製図サービスは単
独で契約・提供されるものであり、各種設計サービス等
に含まれる製図サービスは除かれる

742_土木建築サービス業の生産物
副業であるが、「建築」「機械」「デザイン」
の産出別に区分することの必要性を検
討

- 2/2 -
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ワークシート①【別紙様式2】

L  学術研究，専門・技術サービス業

74 技術サービス業（他に分類されないもの）

744 商品・非破壊検査業

7441商品検査業，7442非破壊検査業

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

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

1 74101010301 試験サービス 1 7012125000 試験サービス 1 71.20.11
組成及び純度のテスト並びに分析サー
ビス

1 83441 組成・純度試験及び分析サービス 1 試験サービス
農業、食品、水質、空気、農薬、土壌、音響、工業製品、
鉱物などに関する試験および分析サービス

74101010301 2 7012125003 農業試験サービス 2 71.20.12 物理的性質の試験分析サービス 2 83442 物理的性質の試験分析サービス 1.01 農業試験サービス 農業に関する試験及び分析サービス

74101010301 3 7012125006 食品試験サービス 3 71.20.13
総合的な機械及び電気システムのテスト
並びに分析サービス

3 83443
統合された機械及び電気システムの試
験分析サービス

1.02 食品試験サービス 食品に関するの試験及び分析サービス

74101010301 4 7012125054 水質試験サービス 4 71.20.14 道路輸送車両の技術検査サービス 4 83444 道路輸送車両の技術検査サービス 1.03 水質試験サービス
水中の汚染物質の存在を確認する目的で、記録の検
証、目視検査、現場での検査（予備検査を含む）などを行
うサービス。

74101010301 5 7012125057 空気試験サービス 5 71.20.19 その他の技術試験及び分析サービス 5 83449 その他の技術試験及び分析サービス 1.04 空気試験サービス
オフィスビルの空気の状態を確認する目的で、記録の検
証、目視検査、現場での検査（予備検査を含む）などを行
うサービス。

74101010301 6 7012125061 アスベスト試験サービス 1.05 アスベスト試験サービス
アスベストのの存在を確認する目的で、記録の検証、目
視検査、現場での検査（予備検査を含む）などを行うサー
ビス。

74101010301 7 7012125009 残留殺虫剤及び農薬試験サービス 1.06 残留殺虫剤及び農薬試験サービス 殺虫剤、農薬に関する試験及び分析サービス

74101010301 8 7012125012 廃棄物試験サービス 1.07 廃棄物試験サービス
廃棄物〈都市廃棄物、及び産業、廃棄物〉に関する試験
及び分析サービス

74101010301 9 7012125015 土壌、岩石、スラッジ試験サービス 1.08 土壌、岩石、スラッジ試験サービス 土壌、岩石、スラッジなど関する試験及び分析サービス

74101010301 10 7012125018 音響及び騒音試験サービス 1.09 音響及び騒音試験サービス 音響及び騒音に関する試験及び分析サービス

74101010301 11 7012125021
医薬品、医療機器、パーソナルケア製品
の試験サービス

1.10
医薬品、医療機器、パーソナルケア製品
の試験サービス

医薬品、医療機器、パーソナルケア製品に関する試験及
び分析サービス

74101010301 12 7012125024 建設資材及び点検の試験サービス 1.11 建設資材及び点検の試験サービス 建設資材に関する試験及び分析、点検サービス

74101010301 13 7012125027 機械及び機器試験サービス 1.12 機械及び機器試験サービス
電気、電子機器、ボイラー、圧力容器、輸送車両、エネル
ギー発生装置などの機械、機器、消耗品、器具に関する
試験、分析を行うサービス。

74101010301 14 7012125051
金属・非金属鉱物及び製品の試験サー
ビス

1.13
金属・非金属鉱物及び製品の試験サー
ビス

金属・非金属鉱物及び製品に関する試験及び分析サー
ビス

74101010301 15 7012125031
エラストマー、保護コーティング、複合材
料の試験サービス

1.14
エラストマー、保護コーティング、複合材
料の試験サービス

エラストマー、保護コーティング、複合材料に関する試験
及び分析サービス

74101010301 16 7012125033 コンテナ、紙、紙製品の試験サービス 1.15 コンテナ、紙、紙製品の試験サービス コンテナ、紙、紙製品に関する試験及び分析サービス

74101010301 17 7012125036
玩具、子供用品、スポーツ用品、レクリ
エーション用品の試験サービス

1.16
玩具、子供用品、スポーツ用品、レクリ
エーション用品の試験サービス

玩具、子供用品、スポーツ用品、レクリエーション用品に
関する試験及び分析サービス

74101010301 18 7012125039 布、レザー、レザー製品の試験サービス 1.17 布、レザー、レザー製品の試験サービス 布、レザー、レザー製品に関する試験及び分析サービス

74101010301 19 7012125042 家具及び家庭用品試験サービス 1.18 家具及び家庭用品試験サービス 家具及び家庭用品に関する試験及び分析サービス

74101010301 20 7012125045 木及び木製製品の試験サービス 1.19 木及び木製製品の試験サービス 木及び木製製品に関する試験及び分析サービス

74101010301 21 7012125048 家庭用化学製品の試験サービス 1.20 家庭用化学製品の試験サービス 家庭用化学製品に関する試験及び分析サービス

74101010301 22 7012125063 その他の試験サービス 1.21 その他の試験サービス 他に分類されないその他の試験及び分析サービス

細分類

0

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類
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ワークシート②【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

L  学術研究，専門・技術サービス業

74 技術サービス業（他に分類されないもの）

744 商品・非破壊検査業

7441商品検査業，7442非破壊検査業

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 試験サービス
農業、食品、水質、空気、農薬、土壌、音響、工業製品、
鉱物などに関する試験および分析サービス

試験サービスは下位の階層でないため、
設定しない

1.01 農業試験サービス 農業に関する試験及び分析サービス （農業試験サービス）
「711_自然科学研究」の修正案において
整理

調査品目名 非破壊検査収入

1.02 食品試験サービス 食品に関するの試験及び分析サービス （水質試験サービス） 計量証明業の生産物 商品検査事業
各種商品の検査、検定、品質
管理を行うサービスを提供（運
輸に付帯するサービスを除く）

秤量機検査収入

1.03 水質試験サービス
水中の汚染物質の存在を確認する目的で、記録の検
証、目視検査、現場での検査（予備検査を含む）などを行
うサービス。

（空気試験サービス） 計量証明業の生産物 非破壊検査事業

大型の構造物、設備及び装置
又はボイラ等の使用中の安全
確保のため、構造物、設備を
破壊せずに検査するサービス
を提供。

船舶機械検査収入

1.04 空気試験サービス
オフィスビルの空気の状態を確認する目的で、記録の検
証、目視検査、現場での検査（予備検査を含む）などを行
うサービス。

（アスベスト試験サービス） 計量証明業の生産物の一部 設備検査収入

1.05 アスベスト試験サービス
アスベストのの存在を確認する目的で、記録の検証、目
視検査、現場での検査（予備検査を含む）などを行うサー
ビス。

（残留殺虫剤及び農薬試験サービス） 農業研究所の生産物 ＜平成23年産業連関表＞ 試験機検査収入

1.06 残留殺虫剤及び農薬試験サービス 殺虫剤、農薬に関する試験及び分析サービス （土壌、岩石、スラッジ試験サービス） 計量証明業の生産物 細品目（10桁）名 材料・溶接検査収入

1.07 廃棄物試験サービス
廃棄物〈都市廃棄物、及び産業、廃棄物〉に関する試験
及び分析サービス

（音響及び騒音試験サービス） 計量証明業の生産物 商品検査・非破壊検査業 計量証明収入

1.08 土壌、岩石、スラッジ試験サービス 土壌、岩石、スラッジなど関する試験及び分析サービス
（金属・非金属鉱物及び製品の試験サー
ビス）

計量証明業の生産物 機器点検整備収入

1.09 音響及び騒音試験サービス 音響及び騒音に関する試験及び分析サービス 7440160300 商品検査サービス 各種商品の検査、検定、品質管理を行うサービスを提供
＜経済センサス-活動調査＞
商品検査事業

火災報知器検査収入

1.10
医薬品、医療機器、パーソナルケア製品
の試験サービス

医薬品、医療機器、パーソナルケア製品に関する試験及
び分析サービス

7440160303 食品検査サービス 食品に関する検査、検定、品質管理を行うサービス コモ法6桁分類名 システム検査収入

1.11 建設資材及び点検の試験サービス 建設資材に関する試験及び分析、点検サービス 7440160399 食品以外の商品検査サービス 食品以外の商品の検査、検定、品質管理を行うサービス その他の対事業所サービス ガス検知器検査収入

1.12 機械及び機器試験サービス
電気、電子機器、ボイラー、圧力容器、輸送車両、エネル
ギー発生装置などの機械、機器、消耗品、器具に関する
試験、分析を行うサービス。

74401603999 廃棄物試験サービス
廃棄物〈都市廃棄物、及び産業、廃棄物〉に関する試験
及び分析サービス

卸売・小売サービス 出版物販売収入

1.13
金属・非金属鉱物及び製品の試験サー
ビス

金属・非金属鉱物及び製品に関する試験及び分析サー
ビス

74401603999
医薬品、医療機器、パーソナルケア製品
の試験サービス

医薬品、医療機器、パーソナルケア製品に関する試験及
び分析サービス

労働者派遣収入

1.14
エラストマー、保護コーティング、複合材
料の試験サービス

エラストマー、保護コーティング、複合材料に関する試験
及び分析サービス

74401603999 建設資材及び点検の試験サービス 建設資材に関する試験及び分析、点検サービス 旅費収入

1.15 コンテナ、紙、紙製品の試験サービス コンテナ、紙、紙製品に関する試験及び分析サービス 74401603999
エラストマー、保護コーティング、複合材
料の試験サービス

エラストマー、保護コーティング、複合材料に関する試験
及び分析サービス

雑収入

1.16
玩具、子供用品、スポーツ用品、レクリ
エーション用品の試験サービス

玩具、子供用品、スポーツ用品、レクリエーション用品に
関する試験及び分析サービス

74401603999 コンテナ、紙、紙製品の試験サービス コンテナ、紙、紙製品に関する試験及び分析サービス 建設用機材取付

1.17 布、レザー、レザー製品の試験サービス 布、レザー、レザー製品に関する試験及び分析サービス 74401603999
玩具、子供用品、スポーツ用品、レクリ
エーション用品の試験サービス

玩具、子供用品、スポーツ用品、レクリエーション用品に
関する試験及び分析サービス

技術サービス収入

1.18 家具及び家庭用品試験サービス 家具及び家庭用品に関する試験及び分析サービス 74401603999 布、レザー、レザー製品の試験サービス 布、レザー、レザー製品に関する試験及び分析サービス

1.19 木及び木製製品の試験サービス 木及び木製製品に関する試験及び分析サービス 74401603999 家具及び家庭用品試験サービス 家具及び家庭用品に関する試験及び分析サービス

1.20 家庭用化学製品の試験サービス 家庭用化学製品に関する試験及び分析サービス 74401603999 木及び木製製品の試験サービス 木及び木製製品に関する試験及び分析サービス

1.21 その他の試験サービス 他に分類されないその他の試験及び分析サービス 74401603999 家庭用化学製品の試験サービス 家庭用化学製品に関する試験及び分析サービス

74401603999 その他の試験サービス 他に分類されないその他の試験及び分析サービス

7440160600 非破壊検査サービス

7440160603 非破壊検査サービス
大型の構造物、設備及び装置又はボイラ等の使用中の
安全確保のため、構造物、設備を破壊せずに検査する
サービスを提供。

＜経済センサス-活動調査＞
非破壊検査事業

74401606039 機械及び機器試験サービス
電気、電子機器、ボイラー、圧力容器、輸送車両、エネ
ルギー発生装置などの機械、機器、消耗品、器具に関す
る試験を行うサービス。

　

＜商品・非破壊検査業＞

検査・試験サービス

その他

（回答のあった事業所数：23）

大分類

中分類

小分類

細分類

＜平成28年経済センサス-活動調査＞

国民経済計算（平成23年基準版）

・統合分類は経済センサス‐活動調査の事業内容の区分により設定し、NAPCS及び米国経済センサスの調査品目により内容例示を設定。

【検討事項】

・商品検査と非破壊検査の内容例示の確認。

- 1/1 -
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ワークシート①【別紙様式2】

L  学術研究，専門・技術サービス業

74 技術サービス業（他に分類されないもの）

745 計量証明業

7451一般計量証明業，7452環境計量証明，7459その他の計量証明 

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 74101010301 試験サービス 1 7012125000 試験サービス 1 52.29.11 船舶ブローカーサービス 1 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

1 試験サービス
農業、食品、水質、空気、農薬、土壌、音響、工業製品、
鉱物などに関する試験および分析サービス

74101010301 2 7012125003 農業試験サービス 2 52.29.12 その他の貨物輸送代行サービス 2 67990
その他、他に分類されない輸送手段の
支援サービス

1.01 農業試験サービス 農業に関する試験及び分析サービス

74101010301 3 7012125006 食品試験サービス 3 52.29.19 他の輸送支援サービス 3 83441 組成・純度試験及び分析サービス 1.02 食品試験サービス 食品に関する試験及び分析サービス

74101010301 4 7012125054 水質試験サービス 4 52.29.20 他の輸送支援サービス 4 83442 物理的性質の試験分析サービス 1.03 水質試験サービス
水中の汚染物質の存在を確認する目的で、記録の検
証、目視検査、現場での検査（予備検査を含む）などを行
うサービス。

74101010301 5 7012125057 空気試験サービス 5 71.20.11
組成及び純度のテスト並びに分析サー
ビス

5 83443
統合された機械及び電気システムの試
験分析サービス

1.04 空気試験サービス
オフィスビルの空気の状態を確認する目的で、記録の検
証、目視検査、現場での検査（予備検査を含む）などを行
うサービス。

74101010301 6 7012125061 アスベスト試験サービス 6 71.20.12 物理的性質の試験分析サービス 6 83444 道路輸送車両の技術検査サービス 1.05 アスベスト試験サービス
アスベストの存在を確認する目的で、記録の検証、目視
検査、現場での検査（予備検査を含む）などを行うサービ
ス。

74101010301 7 7012125009 残留殺虫剤及び農薬試験サービス 7 71.20.13
総合的な機械及び電気システムのテスト
並びに分析サービス

7 83449 その他の技術試験及び分析サービス 1.06 残留殺虫剤及び農薬試験サービス 殺虫剤、農薬に関する試験及び分析サービス

74101010301 8 7012125012 廃棄物試験サービス 8 71.20.14 道路輸送車両の技術検査サービス 1.07 廃棄物試験サービス
廃棄物〈都市廃棄物、及び産業、廃棄物〉に関する試験
及び分析サービス

74101010301 9 7012125015 土壌、岩石、スラッジ試験サービス 9 71.20.19 その他の技術試験及び分析サービス 1.08 土壌、岩石、スラッジ試験サービス 土壌、岩石、スラッジなど関する試験及び分析サービス

74101010301 10 7012125018 音響及び騒音試験サービス 1.09 音響及び騒音試験サービス 音響及び騒音に関する試験及び分析サービス

74101010301 11 7012125021
医薬品、医療機器、パーソナルケア製品
の試験サービス

1.1
医薬品、医療機器、パーソナルケア製品
の試験サービス

医薬品、医療機器、パーソナルケア製品に関する試験及
び分析サービス

74101010301 12 7012125024 建設資材及び点検の試験サービス 1.11 建設資材及び点検の試験サービス 建設資材に関する試験及び分析、点検サービス

74101010301 13 7012125027 機械及び機器試験サービス 1.12 機械及び機器試験サービス
電気、電子機器、ボイラー、圧力容器、輸送車両、エネル
ギー発生装置などの機械、機器、消耗品、器具に関する
試験を行うサービス。

74101010301 14 7012125051
金属・非金属鉱物及び製品の試験サー
ビス

1.13
金属・非金属鉱物及び製品の試験サー
ビス

金属・非金属鉱物及び製品に関する試験及び分析サー
ビス

74101010301 15 7012125031
エラストマー、保護コーティング、複合材
料の試験サービス

1.14
エラストマー、保護コーティング、複合材
料の試験サービス

エラストマー、保護コーティング、複合材料に関する試験
及び分析サービス

74101010301 16 7012125033 コンテナ、紙、紙製品の試験サービス 1.15 コンテナ、紙、紙製品の試験サービス コンテナ、紙、紙製品に関する試験及び分析サービス

74101010301 17 7012125036
玩具、子供用品、スポーツ用品、レクリ
エーション用品の試験サービス

1.16
玩具、子供用品、スポーツ用品、レクリ
エーション用品の試験サービス

玩具、子供用品、スポーツ用品、レクリエーション用品に
関する試験及び分析サービス

74101010301 18 7012125039 布、レザー、レザー製品の試験サービス 1.17 布、レザー、レザー製品の試験サービス 布、レザー、レザー製品に関する試験及び分析サービス

74101010301 19 7012125042 家具及び家庭用品試験サービス 1.18 家具及び家庭用品試験サービス 家具及び家庭用品に関する試験及び分析サービス

74101010301 20 7012125045 木及び木製製品の試験サービス 1.19 木及び木製製品の試験サービス 木及び木製製品に関する試験及び分析サービス

74101010301 21 7012125048 家庭用化学製品の試験サービス 1.2 家庭用化学製品の試験サービス 家庭用化学製品の試験及び分析サービス

74101010301 22 7012125063 その他の試験サービス 1.21 その他の試験サービス 他に分類されないその他の試験及び分析サービス

2 74101010302 楽器や参考資料の校正サービス 23 7012150000 楽器や参考資料の校正サービス 2 楽器や参考資料の校正サービス 計測器および参照資料の校正サービス

3 74101010303 製品認証サービス 24 7012175000 製品認証サービス 3 製品認証サービス 製品規格への適合性を評価し認証するサービス

4 74101010304 管理システム登録サービス 25 7012200000 管理システム登録サービス 4 管理システム登録サービス 管理システムへの登録サービス

5 74101010305 商業監査サービス 26 7012225000 商業監査サービス 5 商業監査サービス 商業検査サービス

6 74101010306
試験及び関連分野のコンサルティング
サービス

27 7012250000
試験及び関連分野のコンサルティング
サービス

6
試験及び関連分野のコンサルティング
サービス

試験及び関連分野のコンサルティングサービス

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類
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ワークシート②【別紙様式3】

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類 L  学術研究，専門・技術サービス業

中分類 74 技術サービス業（他に分類されないもの）

小分類 745 計量証明業

細分類 7451一般計量証明業，7452環境計量証明，7459その他の計量証明 

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 試験サービス
農業、食品、水質、空気、農薬、土壌、音響、工業製品、
鉱物などに関する試験および分析サービス

― （試験サービス） 　
「711_自然科学研究」の修正案において
整理

1.01 農業試験サービス 農業に関する試験及び分析サービス 7450160300 一般計量証明

主として委託を受けて、貨物の積卸し、又は出庫に際し
て長さ、質量、面積、体積又は熱量を計量し、証明する
サービスを提供。（質量計量証明、長さ・面積等計量証明
など）

調査品目名 特定計量・分析収入

1.02 食品試験サービス 食品に関する試験及び分析サービス 7450160303 一般計量測定（質量）
主として委託を受けて、貨物の積卸し又は出庫に際して
質量を計量し、証明するサービス

＜特定サービス産業実態調査＞ 一般計量証明業 騒音・振動測定収入

1.03 水質試験サービス
水中の汚染物質の存在を確認する目的で、記録の検
証、目視検査、現場での検査（予備検査を含む）などを行
うサービス。

7450160306 一般計量測定（体積）
主として委託を受けて、貨物の積卸し又は出庫に際して
体積を計量し、証明するサービス

＜特定サービス産業実態調査＞ 一般計量測定（質量） 水質土壌測定・分析収入

1.04 空気試験サービス
オフィスビルの空気の状態を確認する目的で、記録の検
証、目視検査、現場での検査（予備検査を含む）などを行
うサービス。

7450160399 その他の一般計量測定 貨物の長さ、面積、熱量等の上記以外の測定。 ＜特定サービス産業実態調査＞ 一般計量測定（体積） 水質測定・分析収入

1.05 アスベスト試験サービス
アスベストのの存在を確認する目的で、記録の検証、目
視検査、現場での検査（予備検査を含む）などを行うサー
ビス。

7450160600 環境計量証明
大気・水質・土壌の濃度、騒音、・振動レベルなどの環境
測定業務。

　 その他の一般計量測定 作業環境測定収入

1.06 残留殺虫剤及び農薬試験サービス 殺虫剤、農薬に関する試験及び分析サービス 7450160603 環境計量測定（大気）
ばい煙、粉じん、自動車排気ガス、悪臭等の大気中の物
質の濃度の測定。

＜特定サービス産業実態調査＞ 環境計量証明業 環境調査収入

1.07 廃棄物試験サービス
廃棄物〈都市廃棄物、及び産業、廃棄物〉に関する試験
及び分析サービス

7450160606 環境計量測定（水質）
河川、湖沼の沿岸地域等の公共用水域に排水される水
に含まれる物質の濃度の測定。

＜特定サービス産業実態調査＞ 環境計量測定（大気） 環境測定収入

1.08 土壌、岩石、スラッジ試験サービス 土壌、岩石、スラッジなど関する試験及び分析サービス 7450160609 環境計量測定（土壌） 水底のたい積物等を含む土壌中の物質の濃度の測定。 ＜特定サービス産業実態調査＞ 環境計量測定（水質） 研修・講師サービス 講習会講師等収入

1.09 音響及び騒音試験サービス 音響及び騒音に関する試験及び分析サービス 74501606099 土壌、岩石、スラッジ試験サービス 土壌、岩石、スラッジなど関する試験及び分析サービス 環境計量測定（土壌） その他 その他専門サービス収入

1.1
医薬品、医療機器、パーソナルケア製品
の試験サービス

医薬品、医療機器、パーソナルケア製品に関する試験及
び分析サービス

7450160612 環境計量測定（騒音）
事業活動や建設工事等に伴って発生する騒音・振動の
測定。

＜特定サービス産業実態調査＞ 環境計量測定（騒音） （回答のあった事業所数：10）

1.11 建設資材及び点検の試験サービス 建設資材に関する試験及び分析、点検サービス 74501606129 音響及び騒音試験サービス 音響及び騒音の試験に関する試験及び分析サービス 作業環境測定

1.12 機械及び機器試験サービス
電気、電子機器、ボイラー、圧力容器、輸送車両、エネル
ギー発生装置などの機械、機器、消耗品、器具に関する
試験を行うサービス。

7450160615 作業環境測定
有害な業務として指定された５区分の作業場における空
気中の粉じん、放射性物質、鉛、有機溶剤の濃度の測定
業務。

＜特定サービス産業実態調査＞ 建物内測定（空気）

1.13
金属・非金属鉱物及び製品の試験サー
ビス

金属・非金属鉱物及び製品に関する試験及び分析サー
ビス

7450160618 建物内測定（空気）
興行場、百貨店、事務所、集会所、図書館等多数の者が
使用・利用する施設内の空気の測定について、サンプリ
ング及び分析（解析を含む。）など建物内測定業務。

＜特定サービス産業実態調査＞ 建物内測定（飲料水）

1.14
エラストマー、保護コーティング、複合材
料の試験サービス

エラストマー、保護コーティング、複合材料に関する試験
及び分析サービス

7450160621 建物内測定（飲料水）

興行場、百貨店、事務所、集会所、図書館等多数の者が
使用・利用する施設内の飲料水の水質の測定について、
サンプリング及び分析（解析を含む。）など建物内測定業
務。

＜特定サービス産業実態調査＞ その他の環境計量証明

1.15 コンテナ、紙、紙製品の試験サービス コンテナ、紙、紙製品に関する試験及び分析サービス 7450160699 その他の環境計量証明 他に分類されない環境の状態に関する測定業務。 ＜特定サービス産業実態調査＞ その他の計量証明業

1.16
玩具、子供用品、スポーツ用品、レクリ
エーション用品の試験サービス

玩具、子供用品、スポーツ用品、レクリエーション用品に
関する試験及び分析サービス

7450169900 その他の計量証明

1.17 布、レザー、レザー製品の試験サービス 布、レザー、レザー製品に関する試験及び分析サービス 7450169999 その他の計量証明

主として委託を受けて、貨物の長さ、質量など、又は環境
状態以外の濃度なと゜の物象の状態の量に関し計量し、
証明するサービスを提供（金属・鉱物の分析、貨物以外
の質量証明、環境以外の濃度計量証明など）

＜特定サービス産業実態調査＞ ＜特定サービス産業実態調査＞

1.18 家具及び家庭用品試験サービス 家具及び家庭用品に関する試験及び分析サービス 74501699999
金属・非金属鉱物及び製品の試験サー
ビス

金属・非金属鉱物及び製品に関する試験及び分析サー
ビス

調査品目名

1.19 木及び木製製品の試験サービス 木及び木製製品に関する試験及び分析サービス 計量証明業務

1.2 家庭用化学製品の試験サービス 家庭用化学製品の試験及び分析サービス 　一般計量証明業務　

主として委託を受けて、貨物
の積卸し、又は出庫に際して
長さ、質量、面積、体積又は熱
量を計量し、証明するサービ
スを提供。（質量計量証明、長
さ・面積等計量証明など）

1.21 その他の試験サービス 他に分類されないその他の試験及び分析サービス （残留殺虫剤及び農薬試験サービス） 農業検査所の生産物 　　　一般計量測定　

2 楽器や参考資料の校正サービス 計測器および参照資料の校正サービス （廃棄物試験サービス） 商品検査・非破壊検査の生産物 　　　　　質量

主として委託を受けて、貨物
の積卸し又は出庫に際して質
量を計量し、証明するサービ
スを提供。

3 製品認証サービス 製品規格への適合性を評価し認証するサービス
（医薬品、医療機器、パーソナルケア製
品の試験サービス）

商品検査・非破壊検査の生産物 　　　　　体積　

主として委託を受けて、貨物
の積卸し又は出庫に際して体
積を計量し、証明するサービ
スを提供。

4 管理システム登録サービス 管理システムへの登録サービス （建設資材及び点検の試験サービス） 商品検査・非破壊検査の生産物 　　　　　その他
貨物の長さ、面積、熱量等の
上記以外の測定。

5 商業監査サービス 商業検査サービス （機械及び機器試験サービス） 商品検査・非破壊検査の生産物 　環境計量証明業務　
大気・水質・土壌の濃度、騒
音、・振動レベルなどの環境測
定業務。

＜平成28年経済センサス-活動調査＞ ＜計量証明業＞

測定・分析サービス

・特定サービス産業実態調査の業務種類区分により設定。
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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）

大分類 L  学術研究，専門・技術サービス業

中分類 74 技術サービス業（他に分類されないもの）

小分類 745 計量証明業

細分類 7451一般計量証明業，7452環境計量証明，7459その他の計量証明 

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

・特定サービス産業実態調査の業務種類区分により設定。

6
試験及び関連分野のコンサルティング
サービス

試験及び関連分野のコンサルティングサービス
（エラストマー、保護コーティング、複合材
料の試験サービス）

商品検査・非破壊検査の生産物 　　　環境計量測定

（コンテナ、紙、紙製品の試験サービス） 商品検査・非破壊検査の生産物 大気
ばい煙、粉じん、自動車排気
ガス、悪臭等の大気中の物質
の濃度の測定。

（玩具、子供用品、スポーツ用品、レクリ
エーション用品の試験サービス）

商品検査・非破壊検査の生産物 水質
河川、湖沼の沿岸地域等の公
共用水域に排水される水に含
まれる物質の濃度の測定。

（布、レザー、レザー製品の試験サービ
ス）

商品検査・非破壊検査の生産物 土壌
水底のたい積物等を含む土壌
中の物質の濃度の測定。

（家具及び家庭用品試験サービス） 商品検査・非破壊検査の生産物 騒音
事業活動や建設工事等に伴っ
て発生する騒音・振動の測
定。

（木及び木製製品の試験サービス） 商品検査・非破壊検査の生産物 　　　作業環境測定

有害な業務として指定された５
区分の作業場における空気中
の粉じん、放射性物質、鉛、有
機溶剤の濃度の測定業務。

（家庭用化学製品の試験サービス） 商品検査・非破壊検査の生産物 　　　建物内測定

興行場、百貨店、事務所、集
会所、図書館等多数の者が使
用・利用する施設内の測定業
務。

（その他の試験サービス） 商品検査・非破壊検査の生産物 空気

興行場、百貨店、事務所、集
会所、図書館等多数の者が使
用・利用する施設内の浮遊粉
じん、一酸化炭素、炭酸ガス
等空気の測定

（楽器や参考資料の校正サービス） 商品検査・非破壊検査の生産物 飲料水

興行場、百貨店、事務所、集
会所、図書館等多数の者が使
用・利用する施設内の飲料水
の水質測定

（製品認証サービス） 商品検査・非破壊検査の生産物 　　　その他
他に分類されない環境の状態
に関する測定業務。

（管理システム登録サービス） 商品検査・非破壊検査の生産物 　その他　

貨物以外の長さ・質量などの
測定、環境以外の濃度などの
測定、金属・鉱物分析等の他
に分類されない計量証明業務

（商業検査サービス） 商品検査・非破壊検査の生産物

（試験及び関連分野のコンサルティング
サービス）

コンサルテングサービスとの関係につい
ては確認

〈平成23年産業連関表〉

細品目（10桁）名

計量証明業

＜国民経済計算（平成）23年度基準＞

コモ法6桁分類名

その他の対事業所サービス
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ワークシート①【別紙様式2】

L  学術研究，専門・技術サービス業

74 技術サービス業（他に分類されないもの）

749 その他の技術サービス業

7499 その他の技術サービス業 

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

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

47103010502
石油・石油化学プラント・プロセスの工学
技術サービス

1 7007050000
石油・石油化学プラント・プロセスの工学
技術サービス

1 71.11.21
住宅用建築プロジェクトのための建築
サービス

1 83310 エンジニアリング顧問サービス 1
住宅用建築プロジェクトのための建築
サービス

47103010503
その他の産業・製造プラント・プロセスの
工学技術サービス

2 7007075000
その他の産業・製造プラント・プロセスの
工学技術サービス

2 71.11.22
非住宅用建築プロジェクトのための建築
サービス

2 83322
産業及び製造プロジェクトのエンジニアリ
ングサービス

2
非住宅用建築プロジェクトのための建築
サービス

47103010504
産業・工業製品設計の工学技術サービ
ス

3 7007100000
産業・工業製品設計の工学技術サービ
ス

3 71.11.23 歴史的建造物復元サービス 3 83323
交通プロジェクトのエンジニアリングサー
ビス

3 歴史的建造物復元サービス

47103010505 輸送機関の工学技術サービス 4 7007125000 輸送機関の工学技術サービス 4 71.11.24
建物プロジェクトに関する建築コンサル
ティングサービス

4 83324
電力プロジェクトのエンジニアリングサー
ビス

4
石油・石油化学プラント・プロセスの工学
技術サービス

石油および石油化学施設およびプロセスに関連するエン
ジニアリングサービス。

47103010505 5 7007125003
高速道路及び一般道建設における工学
技術サービス

5 71.12.11
エンジニアリングコンサルティングサービ
ス

5 83325
電気通信及び放送プロジェクトのエンジ
ニアリングサービス

5
その他の産業・製造プラント・プロセスの
工学技術サービス

その他の産業・製造プラント・プロセスに関連するエンジ
ニアリングサービス

47103010505 6 7007125006
大量輸送システムにおける工学技術
サービス

6 71.12.12
建築プロジェクトのコンサルティングサー
ビス

6 83326
廃棄物管理（有害及び無害）プロジェクト
のエンジニアリングサービス

6
産業・工業製品設計の工学技術サービ
ス

工業製品の設計に関連するエンジニアリングサービス。

47103010505 7 7007125009 その他の輸送機関の工学技術サービス 7 71.12.13
発電プロジェクトのコンサルティングサー
ビス

7 83327
上水道、下水道、排水プロジェクトのエン
ジニアリングサービス

7 輸送機関の工学技術サービス
高速道路、一般道路、ストリート、橋梁、トンネル、鉄道、
地下鉄、空港、港湾、運河、施錠などの交通インフラに関
するエンジニアリングサービス。

47103010506 都市公共施設の工業技術サービス 8 7007150000 都市公共施設の工業技術サービス 8 71.12.14
輸送プロジェクトのコンサルティングサー
ビス

8 83329
その他のプロジェクトのエンジニアリング
サービス

7.01
高速道路及び一般道建設における工学
技術サービス

高速道路、橋梁、トンネル（休憩所、計量所、料金所など
の付帯設備を含む）に関するエンジニアリングサービス。

47103010506 9 7007150003
集水、配水、水処理、水廃棄システムの
工業技術サービス

9 71.12.15
廃棄物管理（有害及び無害）プロジェクト
のエンジニアリングサービス

7.02
大量輸送システムにおける工学技術
サービス

大量輸送システム（橋梁、トンネル、ライトレール、地下な
どを含む）に関連するエンジニアリングサービス。

47103010506 10 7007150006
地方自治体のゴミ収集及び廃棄物処理
システムの工業技術サービス

10 71.12.16
用水、下水及び排水プロジェクトのエン
ジニアリングサービス

7.03 その他の輸送機関の工学技術サービス その他の輸送機関に関連するエンジニアリングサービス

47103010506 11 7007150009
他に分類されない都市公共施設の工業
技術サービス

11 71.12.17
産業及び製造プロジェクトのエンジニアリ
ングサービス

8 都市公共施設の工業技術サービス 地方公共団体に関連するエンジニアリングサービス。

47103010507 電力の工学技術サービス 12 7007175000 発電ユニット建設の工学技術サービス 12 71.12.18
電気通信及び放送プロジェクトのエンジ
ニアリングサービス

8.01
集水、配水、水処理、水廃棄システムの
工業技術サービス

水の集水、配水、処理、廃棄のためのシステムに関連す
るエンジニアリングサービス。

47103010507 13 7007175003
発電ユニット建設の工学技術サービス
（化石燃料）

13 71.12.19
その他のプロジェクトのエンジニアリング
サービス

8.02
地方自治体のゴミ収集及び廃棄物処理
システムの工業技術サービス

リサイクル施設、堆肥化施設、移送所、資源回収施設、
埋立地などの市のごみ処理システムに関するエンジニア
リングサービス。

47103010507 14 7007175006
発電ユニット建設の工学技術サービス
（原子力）

14 74.90.20
その他の他に分類されない専門、科学
及びビジネスサービス

8.03
他に分類されない都市公共施設の工業
技術サービス

都市公共施設の工業技術サービス分類されないサービ
ス。

47103010507 15 7007175009
発電ユニット建設の工学技術サービス
（水力）

15 71.20.13
総合的な機械及び電気システムのテスト
並びに分析サービス

9 発電ユニット建設の工学技術サービス
水力、原子力、化石燃料、その他のエネルギー源から発
電する施設に関連するエンジニアリングサービス。

47103010507 16 7007175012
発電ユニット建設の工学技術サービス
（太陽光）

16
建築及びエンジニアリングサービス、技
術テスト及び分析サービス

9.01
発電ユニット建設の工学技術サービス
（化石燃料）

化石燃料エネルギーから発電する施設に関連するエン
ジニアリングサービス。

47103010507 17 7007175015
発電ユニット建設の工学技術サービス
（風力）

17 その他の専門、科学及び技術サービス 9.02
発電ユニット建設の工学技術サービス
（原子力）

原子力から電力を発電する施設に関連するエンジニアリ
ングサービス。

47103010507 18 7007175018
他に分類されない発電ユニット建設の工
学技術サービス

9.03
発電ユニット建設の工学技術サービス
（水力）

水力発電を行う施設に関連するエンジニアリングサービ
ス。

47103010507 19 7007200000
送電及び配電設備建設の工学技術サー
ビス

9.04
発電ユニット建設の工学技術サービス
（太陽光）

太陽光発電ユニット建設に関連するエンジニアリング
サービス

47103010508 通信・放送システムの工学技術サービス 20 7007225000 通信・放送システムの工学技術サービス 9.05
発電ユニット建設の工学技術サービス
（風力）

風力発電ユニットに関連するエンジニアリングサービス

47103010509
有害産業廃棄物システムの工学技術
サービス

21 7007250000
有害産業廃棄物システムの工学技術
サービス

9.06
他に分類されない発電ユニット建設の工
学技術サービス

都市公共施設の工業技術サービスに分類されないサー
ビス。

47103010509 22 7007250003
有害廃棄物浄化設備の工学技術サービ
ス

10
送電及び配電設備建設の工学技術サー
ビス

地上または地下の送電線および配電線に関連するエン
ジニアリングサービス。

47103010509 23 7007250006
産業廃棄物収集、処理、及び廃棄システ
ムの工業技術サービス

11 通信・放送システムの工学技術サービス
音声、データ、およびプログラミングの送信または配信の
ためのシステムに関連するエンジニアリングサービス。

47103010510
他に分類されない非住居建設の技術
サービス

24 7007275000
他に分類されない非住居建設の技術
サービス

12
有害産業廃棄物システムの工学技術
サービス

有害廃棄物の収集、処理、処分、および汚染の管理のた
めのシステムに関連するエンジニアリングサービス。

47104010401 工学技術コンサルティングサービス 25 7007615000 工学技術コンサルティングサービス 12.1
有害廃棄物浄化設備の工学技術サービ
ス

有害廃棄物の浄化に関するプログラムに関連するエンジ
ニアリングサービス。

26 7012125024
送電線、ガス導管、パイプラインの外観
検査

12.2
産業廃棄物収集、処理、及び廃棄システ
ムの工業技術サービス

産業が排出した空気、水、固形廃棄物の回収、処理、リ
サイクル、廃棄に関するプログラムに関連するエンジニ
アリングサービス。

27 7012125027 電気系統の検査サービス 13
他に分類されない非住居建設の技術
サービス

他に分類されない非住居建設に関連するエンジニアリン
グなと゜の技術サービス

28
農業資源・農業保全にかかる専門的な
能力開発のための研修プログラム

14 工学技術コンサルティングサービス
エンジニアリング事項に関するアドバイス、調査、および
レポートの提供（特定のプロジェクトに関連する場合を除
く）。

81102010101 施設支援サービス 14.1
建築プロジェクトのコンサルティングサー
ビス

81102010201 文書作成サービス 14.2
発電プロジェクトのコンサルティングサー
ビス

81102010202 コピー、複製及びFAX送信サービス 14.3
輸送プロジェクトのコンサルティングサー
ビス

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類
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ワークシート①【別紙様式2】

L  学術研究，専門・技術サービス業

74 技術サービス業（他に分類されないもの）

749 その他の技術サービス業

7499 その他の技術サービス業 

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

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

細分類

日本標準産業分類（2013年改定）

大分類

中分類

小分類

81102010203 文書仕上げサービス 15
総合的な機械及び電気システムのテスト
並びに分析サービス

81102010204 メールサービス及び関連製品 15.1
送電線、ガス導管、パイプラインの外観
検査

欠損、漏えいの防止または運用のための送電線、ガス導
管、またはパイプラインの外観検査

81102030101 プロジェクト管理サービス（建設を除く） 15.2 電気系統の検査サービス
設備の状態、安全性、各部分が適切に作動しているか評
価するための、建物の電力系統の外観検査

81102040101
芸術家、スポーツ選手、芸能人及びその
他の公人のためのキャリア管理

16
農業資源・農業保全にかかる専門的な
能力開発のための研修プログラム

短期のものや、専門性を構築するものを含む、農業資源
や農業保全の分野の研修の提供。この研修は高度なも
のであることもあり、表彰や職業的、専門的な資格を維
持するための教育単位としてみなされることもある。

81102040102
芸術家、スポーツ選手、芸能人及びその
他の公人のための代理サービス

17 その他の専門、科学及び技術サービス

81104010101 現金輸送サービス 18 施設支援サービス

81104010102 他に分類されない航空支援サービス 19 文書作成サービス

81104010103 他に分類されない農業支援サービス 20 コピー、複製及びFAX送信サービス

81104010104 他に分類されない林業支援サービス 21 文書仕上げサービス

81104010105
芸術的、歴史的、文化的作品の保全
サービス

22 メールサービス及び関連製品

81104010106 ボディガードサービス 23 プロジェクト管理サービス（建設を除く）

81104010107 ビジネスと専門職協会の会員サービス 24
芸術家、スポーツ選手、芸能人及びその
他の公人のためのキャリア管理

81104010108 他に分類されない鑑定サービス 25
芸術家、スポーツ選手、芸能人及びその
他の公人のための代理サービス

81104010109
競走用動物のトレーニングサービスと
（ペットを除く）動物搭乗サービス

26 現金輸送サービス

81104010110 商用ランドリーサービス 27 他に分類されない航空支援サービス

81104010111
ランドリー、ドライクリーニング代行サー
ビス

28 他に分類されない農業支援サービス

81104010112 制服賃貸、リネンサプライサービス 29 他に分類されない林業支援サービス

81104010113
他に分類されないその他の各種サービ
ス

30
芸術的、歴史的、文化的作品の保全
サービス

エンジニアリングサービス業 31 ボディガードサービス

32 ビジネスと専門職協会の会員サービス

33 他に分類されない鑑定サービス

34
競走用動物のトレーニングサービスと
（ペットを除く）動物搭乗サービス

35 商用ランドリーサービス

36
ランドリー、ドライクリーニング代行サービ
ス

37 制服賃貸、リネンサプライサービス

38
他に分類されないその他の各種サービ
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）

大分類 L  学術研究，専門・技術サービス業

中分類 74 技術サービス業（他に分類されないもの）

小分類 749 その他の技術サービス業

細分類 7499 その他の技術サービス業 

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

1
住宅用建築プロジェクトのための建築
サービス

―
設定しない（調査研究結果等からは把握
できず）

2
非住宅用建築プロジェクトのための建築
サービス

プラントエンジニアリング業 電気保安収入

3 歴史的建造物復元サービス その他の技術サービス 電気設備保守管理収入

4
石油・石油化学プラント・プロセスの工学
技術サービス

石油および石油化学施設およびプロセスに関連するエン
ジニアリングサービス。

7490960300 電気保安サービス 事業者向け、一般消費者向けの混在 機械設計・製図サービス 設計収入

5
その他の産業・製造プラント・プロセスの
工学技術サービス

その他の産業・製造プラント・プロセスに関連するエンジ
ニアリングサービス

7490960303 電気保安サービス
電気の使用者が安全に使用できるよう、電気設備の調
査による点検や事故発生時の処理などのサービス

電気保安協会以外の民間事業者を含む 発電分野事業収入

6
産業・工業製品設計の工学技術サービ
ス

工業製品の設計に関連するエンジニアリングサービス。 74909603039 電気施設修理サービス 農業分野事業収入

7 輸送機関の工学技術サービス
高速道路、一般道路、ストリート、橋梁、トンネル、鉄道、
地下鉄、空港、港湾、運河、施錠などの交通インフラに関
するエンジニアリングサービス。

74909603039 電気施設設計サービス 都市環境分野事業収入

7.01
高速道路及び一般道建設における工学
技術サービス

高速道路、橋梁、トンネル（休憩所、計量所、料金所など
の付帯設備を含む）に関するエンジニアリングサービス。

74909603039 電気設備保守サービス 通信分野事業収入

7.02
大量輸送システムにおける工学技術
サービス

大量輸送システム（橋梁、トンネル、ライトレール、地下な
どを含む）に関連するエンジニアリングサービス。

74909603039
送電線、ガス導管、パイプラインの外観
検査

欠損、漏えいの防止または運用のための送電線、ガス導
管、またはパイプラインの外観検査

鋼構造分野事業収入

7.03 その他の輸送機関の工学技術サービス その他の輸送機関に関連するエンジニアリングサービス 74909603039 電気系統の検査サービス
設備の状態、安全性、各部分が適切に作動しているか評
価するための、建物の電力系統の外観検査

機械・システム分野事業収入

8 都市公共施設の工業技術サービス 地方公共団体に関連するエンジニアリングサービス。 医療分野事業収入

8.01
集水、配水、水処理、水廃棄システムの
工業技術サービス

水の集水、配水、処理、廃棄のためのシステムに関連す
るエンジニアリングサービス。

リサイクル分野事業収入

8.02
地方自治体のゴミ収集及び廃棄物処理
システムの工業技術サービス

リサイクル施設、堆肥化施設、移送所、資源回収施設、
埋立地などの市のごみ処理システムに関するエンジニア
リングサービス。

エネルギー分野事業収入

8.03
他に分類されない都市公共施設の工業
技術サービス

都市公共施設の工業技術サービス分類されないサービ
ス。

7490160600 プラントエンジニアリング・サービス 日本標準産業分類「749」の例示 アクア分野事業収入

9 発電ユニット建設の工学技術サービス
水力、原子力、化石燃料、その他のエネルギー源から発
電する施設に関連するエンジニアリングサービス。

7490160603 プラントエンジニアリング・サービス
国内外の企業等から製造設備の企画、設計、調査、施
工などを一括して請け負うサービス

調査研究サービス 研究開発収入

9.01
発電ユニット建設の工学技術サービス
（化石燃料）

化石燃料エネルギーから発電する施設に関連するエン
ジニアリングサービス。

74901606039
プラントエンジニアリング・サービス（医療
分野）

その他 修理収入

9.02
発電ユニット建設の工学技術サービス
（原子力）

原子力から電力を発電する施設に関連するエンジニアリ
ングサービス。

74901606039
プラントエンジニアリング・サービス（環境
エネルギー分野）

9.03
発電ユニット建設の工学技術サービス
（水力）

水力発電を行う施設に関連するエンジニアリングサービ
ス。

74901606039
石油・石油化学プラント・プロセスの工学
技術サービス

石油および石油化学施設およびプロセスに関連するエン
ジニアリングサービス。

9.04
発電ユニット建設の工学技術サービス
（太陽光）

太陽光発電ユニット建設に関連するエンジニアリング
サービス

74901606039 発電ユニット建設の工学技術サービス
水力、原子力、化石燃料、その他のエネルギー源から発
電する施設に関連するエンジニアリングサービス。

＜特定サービス産業実態調査＞

9.05
発電ユニット建設の工学技術サービス
（風力）

風力発電ユニットに関連するエンジニアリングサービス 74901606039
送電及び配電設備建設の工学技術サー
ビス

地上または地下の送電線および配電線に関連するエン
ジニアリングサービス。

なし

9.06
他に分類されない発電ユニット建設の工
学技術サービス

都市公共施設の工業技術サービスに分類されないサー
ビス。

74901606039
有害産業廃棄物システムの工学技術
サービス

有害廃棄物の収集、処理、処分、および汚染の管理のた
めのシステムに関連するエンジニアリングサービス。

10
送電及び配電設備建設の工学技術サー
ビス

地上または地下の送電線および配電線に関連するエン
ジニアリングサービス。

74901606039
産業廃棄物収集、処理、及び廃棄システ
ムの工業技術サービス

産業が排出した空気、水、固形廃棄物の回収、処理、リ
サイクル、廃棄に関するプログラムに関連するエンジニア
リングサービス。

11 通信・放送システムの工学技術サービス
音声、データ、およびプログラミングの送信または配信の
ためのシステムに関連するエンジニアリングサービス。

74901606039
プラントエンジニアリング・サービス（機
械・システム分野）

12
有害産業廃棄物システムの工学技術
サービス

有害廃棄物の収集、処理、処分、および汚染の管理のた
めのシステムに関連するエンジニアリングサービス。

74901606039
その他の産業・製造プラント・プロセスの
工学技術サービス

その他の産業・製造プラント・プロセスに関連するエンジ
ニアリングサービス

12.1
有害廃棄物浄化設備の工学技術サービ
ス

有害廃棄物の浄化に関するプログラムに関連するエンジ
ニアリングサービス。

74901606039
産業・工業製品設計の工学技術サービ
ス

工業製品の設計に関連するエンジニアリングサービス。

12.2
産業廃棄物収集、処理、及び廃棄システ
ムの工業技術サービス

産業が排出した空気、水、固形廃棄物の回収、処理、リ
サイクル、廃棄に関するプログラムに関連するエンジニア
リングサービス。

74901606039
プラントエンジニアリング・サービス（素材
分野）

13
他に分類されない非住居建設の技術
サービス

他に分類されない非住居建設に関連するエンジニアリン
グなと゜の技術サービス

74901606039
プラントエンジニアリング・サービス（通信
分野）

14 工学技術コンサルティングサービス
エンジニアリング事項に関するアドバイス、調査、および
レポートの提供（特定のプロジェクトに関連する場合を除
く）。

74901606039 通信・放送システムの工学技術サービス
音声、データ、およびプログラミングの送信または配信の
ためのシステムに関連するエンジニアリングサービス。

〈平成23年産業連関表〉

14.1
建築プロジェクトのコンサルティングサー
ビス

74901606039
プラントエンジニアリング・サービス（都市
分野）

その他の対事業所サービス

14.2
発電プロジェクトのコンサルティングサー
ビス

74901606039 輸送機関の工学技術サービス
高速道路、一般道路、ストリート、橋梁、トンネル、鉄道、
地下鉄、空港、港湾、運河、施錠などの交通インフラに関
するエンジニアリングサービス。

14.3
輸送プロジェクトのコンサルティングサー
ビス

74901606039 都市公共施設の工業技術サービス 地方公共団体に関連するエンジニアリングサービス。

15
総合的な機械及び電気システムのテスト
並びに分析サービス

74901606039
地方自治体のゴミ収集及び廃棄物処理
システムの工業技術サービス

リサイクル施設、堆肥化施設、移送所、資源回収施設、
埋立地などの市のごみ処理システムに関するエンジニア
リングサービス。

＜国民経済計算（平成）23年度基準＞

15.1
送電線、ガス導管、パイプラインの外観
検査

欠損、漏えいの防止または運用のための送電線、ガス導
管、またはパイプラインの外観検査

74901606039
プラントエンジニアリング・サービス（農業
分野）

コモ法6桁分類名

＜平成28年経済センサス-活動調査＞ ＜その他の技術サービス業＞

その他の専門サービス

エンジニアリングサービス

・日本標準産業分類の内容例示を統合分類に設定し、調査研究結果を例示として記載。

・統合分類の細分類に国際分類を例示として記載。
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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）

大分類 L  学術研究，専門・技術サービス業

中分類 74 技術サービス業（他に分類されないもの）

小分類 749 その他の技術サービス業

細分類 7499 その他の技術サービス業 

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

・日本標準産業分類の内容例示を統合分類に設定し、調査研究結果を例示として記載。

・統合分類の細分類に国際分類を例示として記載。

15.2 電気系統の検査サービス
設備の状態、安全性、各部分が適切に作動しているか評
価するための、建物の電力系統の外観検査

74901606039
プラントエンジニアリング・サービス（その
他の分野）

その他の対事業所サービス

16
農業資源・農業保全にかかる専門的な
能力開発のための研修プログラム

短期のものや、専門性を構築するものを含む、農業資源
や農業保全の分野の研修の提供。この研修は高度なも
のであることもあり、表彰や職業的、専門的な資格を維
持するための教育単位としてみなされることもある。

7490160900 プラントメンテナンス・サービス 日本標準産業分類「749」の例示

17 その他の専門、科学及び技術サービス 7490160903 プラントメンテナンス・サービス
プラントの性能を維持・改善することを目的に設備管理、
保全、整備など技術サービスの提供

18 施設支援サービス

19 文書作成サービス 7490169900 その他の技術サービス
事業者向け、一般消費者向けの混在・不
明

20 コピー、複製及びFAX送信サービス 7490169999 その他の技術サービス

21 文書仕上げサービス 74901699999 工学技術コンサルティングサービス
エンジニアリング事項に関するアドバイス、調査、および
レポートの提供（特定のプロジェクトに関連する場合を除
く）。

22 メールサービス及び関連製品 74901699999 プロジェクト管理サービス（建設を除く）

23 プロジェクト管理サービス（建設を除く） 74901699999 農業普及指導サービス
農業普及指導センター及び普及指導員が行う技術、経
営指導

日本標準産業分類「749」の例示

24
芸術家、スポーツ選手、芸能人及びその
他の公人のためのキャリア管理

25
芸術家、スポーツ選手、芸能人及びその
他の公人のための代理サービス

26 現金輸送サービス

27 他に分類されない航空支援サービス

28 他に分類されない農業支援サービス

29 他に分類されない林業支援サービス

30
芸術的、歴史的、文化的作品の保全
サービス

31 ボディガードサービス

32 ビジネスと専門職協会の会員サービス

33 他に分類されない鑑定サービス

34
競走用動物のトレーニングサービスと
（ペットを除く）動物搭乗サービス

35 商用ランドリーサービス

36
ランドリー、ドライクリーニング代行サービ
ス

37 制服賃貸、リネンサプライサービス

38
他に分類されないその他の各種サービ
ス
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