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農業の生産物分類(案)の策定の考え方 

 

 

１ 策定の参考とした既存統計 

  農業の生産物については、SUTでの利用を想定し、農産物の産出額を推計している生

産農業所得統計の品目・構造を検討のベースとした。 

今回、検討のベースとした生産農業所得統計の品目は、生産物の用途・質という観点

や国際分類（ＮＡＰＣＳ、ＣＰＡ及びＣＰＣ）との比較という観点からすると、その粒

度は相当程度細かいものとなっている（特に野菜、果実、花きなど）。 

そこで、原案（詳細分類）では、生産農業所得統計の品目・構造をベースに、国際分

類において分類として設定されている品目とその粒度を参考にして、生産農業所得統

計における産出額 100 億円以上の品目を目安に詳細分類として設定した。また、我が国

において生産されていない（又は生産額が少ない）が、国際分類において設定されてい

る品目で貿易統計上 100億円を超える輸入額のある品目も詳細分類として設定した。 

  統合分類については、生産農業所得統計の部門を基本として、産出額や需要先の違い

に考慮して設定した。 

  統合分類内の詳細分類の記載順は、NAPCS、CPA、CPCでおおむね共通的な傾向がみら

れたので、可能な限りこれらを参考とした。 

 

２ 農業の主たる生産物の範囲 

  農業の主たる生産物の範囲は以下のとおりとした。 

 ① 農作物（乾燥した葉たばこ、籾摺りされた玄米、消毒された種籾など、製造に該

当しない、軽度の加工を加えたものを含む） 

 ② 生きた動物と動物を殺さずに生産できる生乳、卵等の畜産物 

 ③ 主に JSIC「013 農業サービス業（園芸サービス業を除く）」及び「014 園芸サー

ビス業」から産出されるサービス 

  また、以下の品目は他の産業の主たる生産物として整理した。 

① 乾燥野菜、乾燥果物、殻のないナッツ類、とう精された米麦など農作物を加工し 

た製品(→製造業の主たる生産物) 

② 林業用種苗(→林業の主たる生産物) 

③ 食肉、原皮、骨、血液等の動物を殺して生産される財(→製造業の主たる生産物)  
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大分類

分類番号
（中・小・細）

分類項目名 分類項目名（案） 定義・内容例示 備考 初出コード

01 農業

010
管理，補助的経済活動を行
う事業所（01農業）

011 耕種農業

0111 米作農業 9 米（籾付きのもの、玄米）

0112 米作以外の穀作農業 9 米（主食用）

○食用として利用されることを想定して栽
培される米（籾殻付きのもの,玄米）、輸出
用米
×精米、米糠

生産農業所得統計では米は一
品目と考えられるが、主食用と
その他で区分

0113
野菜作農業（きのこ類の栽
培を含む）

1 その他の米
○飼料用米、加工用米、食用に適さない
米、バイオエタノール原料米
×ＷＣＳ用稲、種籾

0114 果樹作農業 1 麦類・雑穀
生産農業所得統計の「雑穀」を
統合

0115 花き作農業 1 小麦 ×精麦、麦芽、ふすま、播種用の小麦
海外分類、生産農業所得統計よ
り設定

0116 工芸農作物農業 1 大麦
○六条大麦、二条大麦、裸麦
×精麦、麦芽、麦糠、播種用の大麦

生産農業所得統計の「六条大
麦」、「二条大麦」、「裸麦」を統
合
海外分類により設定

1 とうもろこし（乾燥したもの）
×サレージ用青刈りとうもろこし、スイート
コーン（青果物）

海外分類、貿易統計より設定

1 グレインソルガム
○ソルガム（モロコシ、ソルゴー、高黍、コー
リャン）
×サレージ用青刈りソルガム

海外分類、貿易統計より設定

1 その他の麦類・雑穀
○そば、きび、ひえ、あわ、エン麦（オー
ト）、ライ麦

生産農業所得統計の「そば」を
含む

9 豆類(乾燥したもの)

9 大豆 ×播種用の大豆、炒った大豆、えだまめ
海外分類、生産農業所得統計よ
り設定

9 小豆 ×播種用の小豆
生産農業所得統計より独自に設
定

9 落花生（殻のあるもの）
×播種用の落花生、殻を剥いた落花生、焙
煎した落花生

海外分類、生産農業所得統計よ
り設定

9 その他の豆類

○いんげん豆（乾燥したもの）、えんどう豆
（乾燥したもの）
×えだまめ、もやし用の豆類、播種用の豆
類、コーヒー豆、カカオ豆

生産農業所得統計の「いんげん
豆」を含む

9 葉茎菜類

9 アスパラガス
海外分類、生産農業所得統計よ
り設定

9 キャベツ ×芽キャベツ
海外分類、生産農業所得統計よ
り設定

9 ブロッコリー 生産農業所得統計より設定

9 レタス
○サラダ菜、非結球レタス、サニーレタス、
サンチュ

CPA、生産農業所得統計より設
定

9 ほうれんそう
海外分類、生産農業所得統計よ
り設定

9 はくさい 生産農業所得統計より設定

9 もやし
○豆もやし
×もやし用の豆類

生産農業所得統計より設定

9 こまつな 生産農業所得統計より設定

9 しそ 生産農業所得統計より設定

9 しゅんぎく 生産農業所得統計より設定

9 きょうな（みずな） 生産農業所得統計より設定

9 チンゲンサイ 生産農業所得統計より設定

9 たけのこ 生産農業所得統計より設定

9 ねぎ ×ワケギ、アサツキ 生産農業所得統計より設定

9 にら 生産農業所得統計より設定

9 たまねぎ
海外分類、生産農業所得統計よ
り設定

9 にんにく ×ギョウジャニンニク
CPA、生産農業所得統計より設
定

9
その他の葉茎菜類（ラッキョウ等の鱗茎菜を
含む）

○らっきょう、カリフラワー、みょうが、みつ
ば、セロリ、非結球つけな、なばな、パセリ、
ふき、セリ、かいわれだいこん、うど、タラの
芽、ワケギ、ギョウジャニンニク、アサツキ、
食用ぎく、わさび、芽キャベツ、その他の葉
又は茎を食べる野菜（花、つぼみ、鱗茎を
食べるものを含む）

生産農業所得統計の「らっきょ
う」、「カリフラワー」、「みょう
が」、「みつば」、「セロリ」、「非結
球つけな」、「なばな」、「パセ
リ」、「ふき」、「セリ」、「かいわれ
だいこん」、「うど」、「タラの芽」、
「ワケギ」、「食用ぎく」、「わさび」
を含む

分類コード

産業別生産物リスト【別紙様式６】

Ａ　農業，林業

日本標準産業分類
（平成25年10月改正）（ＪＳＩＣ）

生産物リスト
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分類番号
（中・小・細）

分類項目名 分類項目名（案） 定義・内容例示 備考 初出コード分類コード

日本標準産業分類
（平成25年10月改正）（ＪＳＩＣ）

生産物リスト

9 果菜類

9 メロン ×シロウリ
NAPCS、生産農業所得統計より
設定

9 すいか
CPC、CPA、生産農業所得統計
より設定

9 いちご
CPC、CPA、生産農業所得統計
より設定

9 ピーマン
○カラーピーマン
×パプリカ、シシトウ

生産農業所得統計より設定

9 きゅうり
海外分類、生産農業所得統計よ
り設定

9 なす
NAPCS、CPA、生産農業所得統
計より設定

9 トマト ○ミニトマト
海外分類、生産農業所得統計よ
り設定

9 スイートコーン
○スイートコーン（青果物）
×とうもろこし（乾燥したもの）、サイレージ
用青刈りとうもろこし

生産農業所得統計より設定

9 かぼちゃ 生産農業所得統計より設定

9 えだまめ
〇えだまめ（乾燥していないもの）
×大豆（乾燥したもの）

生産農業所得統計より設定

9 さやいんげん
〇さやいんげん（乾燥していないもの）
×いんげん豆（乾燥したもの）

生産農業所得統計より設定

9 さやえんどう

○さやえんどう（乾燥していないもの）、ス
ナップえんどう
×えんどう豆（乾燥したもの）、グリーンピー
ス

生産農業所得統計より設定

9 その他の果菜類

○オクラ、パプリカ、シシトウ、にがうり、とう
がん、シロウリ、トウガラシ（未乾燥）、ユウ
ガオ、そらまめ、グリーンピース
×かんぴょう

生産農業所得統計の「オクラ」、
「シシトウ」、「にがうり」、「とうが
ん」、「シロウリ」、「そらまめ(未
成熟)」を含む
NAPCS、CPCより設定

9 根菜類

9 にんじん 生産農業所得統計より設定

9 かぶ ×ハツカダイコン 生産農業所得統計より設定

9 だいこん ×ハツカダイコン 生産農業所得統計より設定

9 しょうが 生産農業所得統計より設定

9 ごぼう 生産農業所得統計より設定

9 れんこん 生産農業所得統計より設定

9 やまのいも
○ヤマイモ、自然薯、ナガイモ、ヤマトイモ、
イチョウイモ、ツクネイモ

生産農業所得統計より設定

9 さといも ○えびいも 生産農業所得統計より設定

9 その他の根菜（鱗茎菜を除く）

○ユリネ、ハツカダイコン、他に分類されな
い根菜（主に根・塊茎を食べるもの）
×こんにゃくいも、てんさい、かんしょ、ばれ
いしょ、たまねぎ、にんにく、わさび

生産農業所得統計の「ユリネ」を
含む

9 いも類

9 ばれいしょ（じゃがいも） ×種芋（ばれいしょ）
海外分類、生産農業所得統計よ
り設定

9 かんしょ（さつまいも） ×種芋（かんしょ）
CPC、CPA、生産農業所得統計
より設定

9 きのこ類

9 しいたけ ×乾しいたけ 林業産出額より設定

9 なめこ 林業産出額より設定

9 えのきたけ 林業産出額より設定

9 ひらたけ 林業産出額より設定

9 ぶなしめじ 林業産出額より設定

9 まいたけ 林業産出額より設定

9 エリンギ 林業産出額より設定

9 その他のきのこ ○マッシュルーム、まつたけ
生産農業所得統計の「マッシュ
ルーム」を含む

9 果実

9 アボカド 海外分類、貿易統計より設定

9 バナナ（追熟していないもの） ×バナナ（追熟したもの） CPC、貿易統計より設定

9 パインアップル
CPC、貿易統計、生産農業所得
統計より設定

9 みかん ○ウンシュウミカン
国際分類、生産農業所得統計を
踏まえて設定

9 オレンジ ○ネーブルオレンジ CPC、CPAより設定
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分類番号
（中・小・細）

分類項目名 分類項目名（案） 定義・内容例示 備考 初出コード分類コード

日本標準産業分類
（平成25年10月改正）（ＪＳＩＣ）

生産物リスト

9 レモン・ライム CPC、CPAより設定

9 グレープフルーツ ○グレープフルーツ 国際分類を踏まえて設定

9
その他の柑橘類（みかん、オレンジ、レモ
ン、ライム、グレープフルーツを除く）

○しらぬい(デコポン)、ブンタン、いよかん、
なつみかん、ゆず、はっさく、ポンカン、清
見、日向夏、すだち、きんかん、タンカン、カ
ボス、セミノール

国際分類、生産農業所得統計を
踏まえて設定

9 ぶどう ×干しぶどう
国際分類、生産農業所得統計よ
り設定

9 りんご ○小玉リンゴ、姫リンゴ
CPC、CPA、生産農業所得統計
より設定

9 おうとう（さくらんぼ）
CPC、CPA、生産農業所得統計
より設定

9 もも
○ネクタリン
×すもも

CPC、CPA、生産農業所得統計
より設定

9 なし ○日本なし、西洋なし、中国なし
生産農業所得統計の「日本な
し」、「西洋梨」を統合
CPAより設定

9 かき ×干し柿 生産農業所得統計より設定

9 うめ ×梅干 生産農業所得統計より設定

9 キウイフルーツ
CPC、CPA、生産農業所得統計
より設定

9 くり ×むき栗
CPC、CPA、生産農業所得統計
より設定

9 その他の果実

○すもも、マンゴー、いちじく、びわ、ぎんな
ん、アケビ、サンショウ・コショウ・バニラの
実、ナッツ類・くるみ（殻つき）、ブルーベ
リー、オリーブ
×炒ったナッツ類、冷凍果物、コーヒー豆、
カカオ豆、サンショウ・コショウの粉、殻をは
ずしたナッツ類・くるみ、いちご

生産農業所得統計の「すもも」、
「マンゴー」、「いちじく」、「び
わ」、「ぎんなん」を含む

9 花き

9 きく(切り花) ×食用ぎく 生産農業所得統計より設定

9 ゆり(切り花) 生産農業所得統計より設定

9 ばら(切り花) 生産農業所得統計より設定

9 トルコギキョウ(切り花) 生産農業所得統計より設定

9 カーネーション(切り花) 生産農業所得統計より設定

9 切り枝
○アカシヤ、うめ、さくら、たけ類、つばき、
ぼけ、しきみ、さかき等の切り枝（花もの、
実付もの及び枝葉を含む）

生産農業所得統計より設定

9 その他の切り花

○スターチス、ガーベラ、カスミソウ、アルス
トロメリア、りんどう、洋ラン、ストック、デル
フィニウム、スイートピー、チューリップ、グ
ラジオラス、切り葉

生産農業所得統計のスターチ
ス、ガーベラ、カスミソウ、アルス
トロメリア、りんどう（切り花）、洋
ラン（切り花）、ストック、デルフィ
ニウム、スイートピー、チューリッ
プ（切り花）、グラジオラス、切り
葉を含む

9 洋ラン(鉢) 生産農業所得統計より設定

9 花木類(鉢)

○盆栽、アカシヤ、あじさい、うめ、かえで、
きょうちくとう、コニファー類、ささ類、つつじ
類、ばら類、れんぎょう等（木本性植物のう
ち、耐寒性のあるもの及び花や実を鑑賞目
的とする非耐寒性のもの）
×庭園樹・街路樹

生産農業所得統計より設定

9 観葉植物(鉢)

○アスパラガス類、アナナス類、しだ類、
シッサス類、フィカス類、やし類、ユッカ等
（草本性植物及び非耐寒性の木本性植物）
×サボテン類(鉢)、多肉植物(鉢)

生産農業所得統計より設定

9 その他の鉢物
○シクラメン(鉢)、サボテン類(鉢)、多肉植
物(鉢)、ベゴニア(鉢)
×果樹苗、野菜種苗、花き種苗

生産農業所得統計のシクラメン
(鉢)、サボテン類(鉢)、ベゴニア
(鉢)を含む

9 花木・植木（苗木を含む）
○植木・花木（苗木を含む）、庭園樹苗木、
街路樹苗木、庭園樹・街路樹
×花木類（鉢）、林業用種苗

生産農業所得統計の「庭園樹苗
木」、「街路樹苗木」を含む
H27産業連関表細品目「苗木類
（花木）」、「花木（成木）」に該当

9 その他の花き類

○球根、芝、地被植物類（蔓物類、タケ・サ
サ類、ジャノヒゲ類、草本類、木本類） 、花
壇用苗類
×林業用種苗

生産農業所得統計の「芝」、「パ
ンジー(花き苗)」等を含む

1 工芸農作物

1 菜種
貿易統計より設定
H27産業連関表細品目「なたね」
に該当

1 ゴマ
CPC、CPA、貿易統計より設定
H27産業連関表細品目「その他
の油糧作物」に該当

1 コーヒー豆（炒ってないもの）
×焙煎したコーヒー豆、カフェインを抽出し
た生豆

CPC、CPA、貿易統計より設定

1 茶(生葉) ×荒茶 生産農業所得統計より設定

1 カカオ豆 ×焙煎したカカオ豆 CPC、CPA、貿易統計より設定

1 てんさい
CPC、CPA、生産農業所得統計
より設定
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分類番号
（中・小・細）

分類項目名 分類項目名（案） 定義・内容例示 備考 初出コード分類コード

日本標準産業分類
（平成25年10月改正）（ＪＳＩＣ）

生産物リスト

1 さとうきび
CPC、CPA、生産農業所得統計
より設定

1 葉たばこ
×葉脈を除いた葉タバコ、紙巻たばこ、葉
巻、刻みたばこ

CPC、CPA、生産農業所得統計
より設定

1 こんにゃくいも ×こんにゃく、にんにゃく粉 生産農業所得統計より設定

1 綿花 ○実綿、繰綿、原綿、生綿 国際分類、貿易統計より設定

1 その他の工芸農作物

○ホップ（生鮮・乾燥）、い草、繊維原料農
産物（麻、ジュート等）、製紙原料農産物（こ
うぞ、みつまた等）、採油用種子（ひまわり
の種、椿の実、綿実等）、薬品原料農作物
（オタネニンジン、カンゾウ、おうれん等）、
精油・香料原料農作物（ハッカ等）、染料原
料農作物（藍、ベニバナ等）、柿の葉等茶
外茶原料農作物（麦、ソバ等他に分類され
るものを除く）、天然ゴム（ラテックス等）
×ホップ（粉砕されたもの、ペレット状にされ
たもの）、畳表、生薬（粉末、刻み、エキス
等に加工したもの）、油脂用大豆・落花生・
オリーブ、植物精油、樟脳、生薬原料（天
然）、天然ゴム加工品（リブドスモークシート
ゴム（RSS）、技術的格付けゴム（TSR）等）

生産農業所得統計の「ホップ(乾
花)」、「い」を含む

9 その他の農産物
生産農業所得統計上は「その他
作物」

1 牧草・サイレージ用作物

○牧草（生・乾燥）、WCS用稲、サイレージ
用作物（青刈りとうもろこし、ソルガム等）、
桑
×サイレージ飼料、とうもろこし（乾燥したも
の）、グレインソルガム、飼料用米

・国際分類を踏まえて設定
・H27産業連関表細品目「牧
草」、「青刈りとうもろこし」に該当

9 農作物の種苗

○野菜種苗、種籾、播種用の穀物（小麦・
大麦等）、播種用の豆類（大豆・小豆・落花
生等）、種芋（かんしょ、ばれいしょ等）、果
樹苗、もやし用の豆類、花き種苗、緑肥作
物種子、きのこ種菌・種駒
×採油用種子、庭園樹苗木、街路樹苗木、
球根、花壇用苗類

・国際分類を踏まえて設定
・生産農業所得統計の「かんき
つ苗木」を含む
・H27産業連関表細品目「種子・
苗」、「花き苗類」に該当

9 他に分類されないその他の農産物
○わら、もみがら、摘果果物
×酵母菌
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分類番号
（中・小・細）

分類項目名 分類項目名（案） 定義・内容例示 備考 初出コード分類コード

日本標準産業分類
（平成25年10月改正）（ＪＳＩＣ）

生産物リスト

012 畜産農業 1 肉用牛

0121 酪農業 1 肉用牛（と畜向け）

○主に食肉用にと殺されることを想定して
出荷される肥育された牛、廃用された乳
牛・繁殖用牛（飼い直し肥育用を除く）、乳
用種の雄（と畜向け）
×枝肉、原皮

生産農業所得統計、産業連関
表より設定

0122 肉用牛生産業 1 肉用牛（その他）

○主に食肉用に肥育されることを想定して
出荷される牛、廃用された乳牛・繁殖用牛
（飼い直し肥育用）、育成牛（肥育用素牛）、
繁殖用牛、乳用種の雄（と畜向け以外）
×枝肉、原皮

生産農業所得統計、産業連関
表より設定

0123 養豚業 1 乳用牛・生乳

0124 養鶏業 1 乳用牛
○育成牛・初妊牛・経産牛（乳用種）
×乳用種の雄、廃用された乳牛

CPA、生産農業所得統計より設
定

0125 畜産類似業 1 生乳（牛） ×牛乳
CPC、CPA、生産農業所得統計
より設定

0126 養蚕農業 1 豚

1 豚 ×ミニブタ
国際分類、生産農業所得統計よ
り設定

1 鶏

1 食用鶏
○ブロイラー、銘柄鶏、地鶏、廃鶏
×ひよこ、鶏肉、ペット用鶏

生産農業所得統計の「ブロイ
ラー」、「廃鶏」を統合
CPC、CPAより設定

9 食用卵
消費者にも流通するので、食肉
に加工されて流通する鶏とは統
合レベルで分離

9 鶏卵
○鶏・銘柄鶏・地鶏の卵
×液卵、乾燥卵等の加工卵、種卵

CPC、CPA、生産農業所得統計
より設定

9 その他の食用卵
○ウズラ、アヒル、ダチョウの卵
×魚卵

生産農業所得統計の「ウズラ
卵」を含む

9 その他の動物及び畜産物

9 馬 ○競争馬、育成馬、種馬、乗用馬、食用馬
生産農業所得統計の「軽種
馬」、「馬」を統合
CPC、CPAより設定

1 ひよこ・種卵 ○鶏の雛・種卵
生産農業所得統計の「ひな」、
「種卵」を統合

2 ペット

○犬、猫、ハムスター等小動物、愛玩用鳥
類、ペット用鶏、ミニブタ、昆虫類（くも・さそ
り等を含む）、ペット用爬虫類・両生類
×観賞魚、すっぽん、乗用馬

国際分類を踏まえて設定

9 はちみつ
○はちみつ（精製・加糖をしていないもの）
×はちみつ（精製・加糖をしたもの）

・国際分類、貿易統計より設定

1
他に分類されないその他の動物及び畜産
物

○実験動物（サル、マウス等）、毛皮獣、食
用まむし、餌用の生物（水生のもの除く）、
昆虫類（受粉用・養蜂用・生物農薬用等
ペット以外のもの）、羊、ヤギ、鶏以外の家
禽（ペット以外のもの）、家畜の精液・受精
卵、蚕・野蚕の繭、羊・カシミヤヤギ・モヘヤ
ヤギ・アンゴラウサギ等の繊維獣の原毛、
家畜排泄物、蜜蝋、展示用動物（他に分類
されるものを除く）、処理前の羽毛
×象牙、家畜の骨・血液・非食用内臓、生
糸、原皮、脱脂した羊毛、毛皮、ゴカイ、
すっぽん、処理羽毛

生産農業所得統計の「鶏糞」を
含む
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分類番号
（中・小・細）

分類項目名 分類項目名（案） 定義・内容例示 備考 初出コード分類コード

日本標準産業分類
（平成25年10月改正）（ＪＳＩＣ）

生産物リスト

013
農業サービス業（園芸サー
ビス業を除く）

9 農業サービス

0131 穀作サービス業 1 稲作・畑作・果樹作等農業サービス

　請負により耕種農業（稲作、野菜作、果樹
作等）に係る生産から調製・出荷までに係
る作業を行うサービス。
　ただし、労働者派遣事業の適正な運営の
確保及び派遣労働者の保護等に関する法
律（昭和60年法律第88号）に基づき、農業
作業員などを派遣するサービスは労働者
派遣サービスに分類される。
○稲作・畑作・果樹・花き・工芸農作物農業
の農作業の代行サービス、カントリーエレ
ベーター等農業用共同利用施設の利用
料、土地改良区の賦課金（かんがい用水の
供給サービス）、農薬散布サービス（航空機
以外によるもの。）
×農産物の委託販売手数料、精米サービ
ス、トラクター等農業用機械の賃貸、農業
倉庫サービス、伐採・植林等林業サービ
ス、農薬散布サービス（航空機によるもの）

JSICより設定（「穀作サービス
業」、「野菜作・果樹作サービス
業」、「穀作，野菜作・果樹作以
外の耕種サービス業」の主たる
サービス）

0132 野菜作・果樹作サービス業 1 畜産サービス

　請負により人工授精、育成など畜産に係
る作業を行うサービス。
　競争馬の預託は本分類に含まれるが、調
教師が提供するサービスや牧場を所有して
いない馬主の種付け料は、その他の娯楽
サービスに含まれる。
　また、労働者派遣事業の適正な運営の確
保及び派遣労働者の保護等に関する法律
（昭和60年法律第88号）に基づき、畜産作
業員などを派遣するサービスは労働者派
遣サービスに分類される。
○人工授精サービス、酪農ヘルパーサービ
ス、家畜育成サービス
×ペットホテルサービス、動物に対する医
療・保健サービス、家畜委託販売手数料、
と畜料、家畜市場手数料

JSICより設定（「畜産サービス業
（獣医業を除く）」の主たるサービ
ス）

0133
穀作，野菜作・果樹作以外
の耕種サービス業

9 その他の農業サービス

　農業サービスのうち、他に分類されないも
の
○観光農園及び貸農園・体験農園（農園利
用契約によりサービスが提供されるもの）
の利用料
×貸農園・体験農園（特定農地貸付法又は
都市農地賃借法により、利用者に農地を貸
し出すもの）の賃貸料

0134
畜産サービス業（獣医業を
除く）

9 園芸サービス

014 園芸サービス業 2 一般消費者向け園芸サービス

　一般消費者を対象に庭園・花壇の手入れ
などを行うサービス
○個人宅（集合住宅を含み、賃貸住宅を除
く）の庭木の剪定・殺虫剤散布、芝の管理
×植木の販売、個人宅の外構工事、植栽
工事

JSICより設定

0141 園芸サービス業 1 事業者向け園芸サービス

　事業者を対象に庭園・花壇の手入れなど
を行うサービス
○街路樹・公園樹の剪定・伐採サービス、
賃貸住宅・商業施設・ゴルフ場等の植栽管
理サービス
×造園工事、植栽工事、壁面緑化工事、林
業サービス
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分類番号
（中・小・細）

分類項目名 分類項目名（案） 定義・内容例示 備考 初出コード分類コード

日本標準産業分類
（平成25年10月改正）（ＪＳＩＣ）

生産物リスト

PS 穀類・豆類卸売サービス

PS 米卸売サービス
経済センサスでは「米・麦」に統
合

PS 麦類・雑穀卸売サービス
経済センサスでは「米・麦」と「雑
穀・豆類」に分割

PS 豆類卸売サービス
経済センサスでは「雑穀・豆類」
に統合

PS 野菜卸売サービス

PS 葉茎菜類卸売サービス 経済センサスでは「野菜」に統合

PS 果菜類卸売サービス 経済センサスでは「野菜」に統合

PS 根菜類卸売サービス 経済センサスでは「野菜」に統合

PS いも類卸売サービス 経済センサスでは「野菜」に統合

PS きのこ類卸売サービス 経済センサスでは「野菜」に統合

PS 果実卸売サービス

PS 果実卸売サービス 経済センサスでは「果実」に該当

PS 花き卸売サービス

PS 花き卸売サービス
経済センサスでは「その他」に統
合

PS その他の農産物卸売サービス

PS 工芸農作物卸売サービス
経済センサスでは「繊維原料」、
「他の農畜産物・水産物」に分割

PS その他の農産物卸売サービス
経済センサスでは「他の農畜産
物・水産物」、「その他」に分割

PS 肉畜・肉鶏卸売サービス

PS 肉用牛卸売サービス
経済センサスでは「他の農畜産
物・水産物」に該当

PS 豚卸売サービス
経済センサスでは「他の農畜産
物・水産物」に該当

PS 鶏卸売サービス
経済センサスでは「他の農畜産
物・水産物」に該当

PS 乳用牛・生乳卸売サービス

PS 乳用牛・生乳卸売サービス
経済センサスでは「他の農畜産
物・水産物」に該当

PS 食用卵卸売サービス

PS 食用卵卸売サービス
経済センサスでは「他の農畜産
物・水産物」に該当

PS その他の動物及び畜産物卸売サービス

PS その他の動物及び畜産物卸売サービス
経済センサスでは「他の農畜産
物・水産物」、「繊維原料」に分割

PS 穀類・豆類小売サービス

PS 米小売サービス
経済センサスでは「米穀類」とし
て、麦、雑穀、豆類、穀物粉と統
合

PS 豆類小売サービス
経済センサスでは「米穀類」とし
て、麦、雑穀、豆類、穀物粉と統
合

PS 野菜小売サービス

PS 葉茎菜類小売サービス 経済センサスでは「野菜」に統合

PS 果菜類小売サービス 経済センサスでは「野菜」に統合

PS 根菜類小売サービス 経済センサスでは「野菜」に統合

PS いも類小売サービス 経済センサスでは「野菜」に統合

PS きのこ類小売サービス 経済センサスでは「野菜」に統合

PS 果実小売サービス

PS 果実小売サービス 経済センサスでは「果実」に該当

PS 花き小売サービス

PS 花き小売サービス
経済センサスでは「花・植木」に
該当

PS その他の農産物小売サービス

PS その他の農産物小売サービス
経済センサスでは「苗・種子」、
「その他」に分割

PS 食用卵小売サービス

PS 食用卵小売サービス
経済センサスでは「卵・鳥肉」に
該当
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分類番号
（中・小・細）

分類項目名 分類項目名（案） 定義・内容例示 備考 初出コード分類コード

日本標準産業分類
（平成25年10月改正）（ＪＳＩＣ）

生産物リスト

PS その他の動物及び畜産物小売サービス

PS その他の動物及び畜産物小売サービス
経済センサスでは「ペット・ペット
用品」、「その他」に分割

PS 加工食品

PS 野菜加工食品 ○カット野菜、冷凍野菜、乾燥野菜
企業HPを踏まえて、JSIC011耕
種農業の副業の生産物として設
定。

PS 果物加工食品 ○ドライフルーツ、カットフルーツ、果汁
企業HPを踏まえて、JSIC011耕
種農業の副業の生産物として設
定。

PS 菓子
企業HPを踏まえて、JSIC011耕
種農業の副業の生産物として設
定。

PS ジュース
企業HPを踏まえて、JSIC011耕
種農業の副業の生産物として設
定。

PS レトルト食品
企業HPを踏まえて、JSIC011耕
種農業、012畜産農業の副業の
生産物として設定。

PS 乳製品 ○牛乳、アイスクリーム、チーズ、バター
企業HPを踏まえて、012畜産農
業の副業の生産物として設定。

PS 食肉 ○牛肉、豚肉、鶏肉
企業HPを踏まえて、012畜産農
業の副業の生産物として設定。

PS 食肉加工品 ○ハム
企業HPを踏まえて、012畜産農
業の副業の生産物として設定。

PS 卵加工品 ○乾燥卵、液卵
企業HPを踏まえて、012畜産農
業の副業の生産物として設定。

PS 建設サービス

PS 建設サービス
企業HPを踏まえて、JSIC013園
芸サービス業の副業の生産物と
して設定。

Ｓ 飲食サービス（給食サービスを除く） 76000300 9

Ｓ 店舗内飲食サービス（給食サービスを除く）

企業HPを踏まえて、JSIC011耕
種農業、012畜産農業、013農業
サービス業の副業の生産物とし
て設定。
農場・牧場併設のレストランでの
飲食物の提供サービス

76000303 9

Ｓ 持ち帰り飲食サービス

企業HPを踏まえて、JSIC011耕
種農業、012畜産農業、013農業
サービス業の副業の生産物とし
て設定。
農場・牧場併設のレストランでの
持ち帰り用飲食物の提供サービ
ス

76000306 9

Ｓ
配達飲食サービス（給食飲食サービスを除
く）

76000309 9

Ｓ 旅館・ホテル宿泊サービス 75000300 9

Ｓ
旅館・ホテル宿泊サービス（宿泊料金に夕
食・朝食を含むもの）

企業HPを踏まえて、012畜産農
業、013農業サービス業の副業
の生産物として設定。
農場・牧場併設の宿泊施設での
提供サービス

75000303 9

Ｓ
旅館・ホテル宿泊サービス（主としてルーム
チャージのみで販売するもの）

企業HPを踏まえて、012畜産農
業、013農業サービス業の副業
の生産物として設定。
農場・牧場併設の宿泊施設での
提供サービス

75000306 9

Ｓ
簡易宿所・下宿・住宅宿泊・その他の宿泊
サービ

75000600 9

Ｓ 簡易宿所サービス

企業HPを踏まえて、JSIC011耕
種農業、012畜産農業、013農業
サービス業の副業の生産物とし
て設定。
農場・牧場併設の宿泊施設での
提供サービス

75000603 9

Ｓ 下宿サービス 75000606 2

Ｓ 住宅宿泊サービス

企業HPを踏まえて、JSIC011耕
種農業、012畜産農業、013農業
サービス業の副業の生産物とし
て設定。
農家・酪農家の民泊サービス

75000609 2

Ｓ その他の宿泊サービス

企業HPを踏まえて、012畜産農
業、013農業サービス業の副業
の生産物として設定。
牧場併設のキャンプ場での提供
サービス

75000699 2

Ｓ 研究開発のオリジナル 71000600 1C

Ｓ 研究開発のオリジナル

企業HPを踏まえて、012畜産農
業、013農業サービス業の副業
の生産物として設定。種苗会社
等の育成者権

71000603 1C

Ｓ
産業財産権等（商標を除く）の使用許諾
サービス

99990300 1

Ｓ
産業財産権等（商標を除く）の使用許諾
サービス

企業HPを踏まえて、012畜産農
業、013農業サービス業の副業
の生産物として設定。
育成者権等の使用許諾サービ
ス

99990303 1
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林業の生産物分類(案)の策定の考え方 

 

 

１ 策定の参考とした既存統計 

 林業の生産物については、SUTでの利用を想定し、林産物の産出額を推計している林

業産出額統計の品目・構造を検討のベースとし、国際分類において分類として設定され

ている品目とその粒度を参考にして、針葉樹の素材（軟材）とその他の素材（硬材）に

区分しており、より細かい樹種については区分していない。 

 

２ 林業の主たる生産物の範囲 

  林業の主たる生産物の範囲は以下のとおりとした。 

① 林産物（立木、丸太、薪炭） 

② 主に「024林業サービス業」及び「029その他の林業」から産出されるサービス 

また、以下の品目は他の産業の主たる生産物として整理した。 

① 山菜・きのこ(→農業の主たる生産物) 

山菜・天然きのこの採取は、JSICにおいて林業に分類されるが、生産物分類では、

栽培されたものと天然のものを区分せずに農業の主たる生産物として整理した。 

② 製材品・木材チップ等の林産物を加工した製品(→製造業の主たる生産物)  
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大分類

分類番号
（中・小・細）

分類項目名 分類項目名（案） 定義・内容例示 備考 初出コード

０２ 林業

020
管理、補助的経済活動を行
う事業所（02林業）

021 育林業 1

0211 育林業 1 立木
CPA及び林業経営統計調査より
設定

022 素材生産業 1

0221 素材生産業 1 木材（針葉樹の素材）

○針葉樹（すぎ、ひのき、あかまつ・くろま
つ、からまつ、えぞまつ・とどまつ等）の丸
太、原木、そま角
×製材された木材、木材チップ

海外分類及び林業産出額より設
定

023
特用林産物生産業
（きのこ類の栽培を除く）

1 木材（その他の素材）
○広葉樹（ぶな、なら、きり等）の丸太、原
木、そま角、竹材
×製材された木材、木材チップ

海外分類及び林業産出額より設
定

0231 製薪炭業 9

0239
その他の特用林産物生産業
（きのこ類の栽培を除く）

9 薪炭
○木炭、竹炭、薪
×オガ炭、オガライト、煉炭、豆炭、加工
炭、木質粒状燃料、木質ペレット

林業産出額より設定

024 林業サービス業 1 林業用種苗
○すぎ・ひのき・えぞまつ・とどまつ・からま
つの苗木・種子
×果樹苗、庭園樹苗木、街路樹苗木

生産農業所得統計より設定

0241 育林サービス業 1
他に分類されないその他の林
産物

○きはだ皮、木ろう、生うるし、樹皮
×きのこ類、たけのこ、くり、くるみ、タラの
芽、しきみ、さかき、おうれん、竹材

0242 素材生産サービス業 1

0243 山林種苗生産サービス業 1 育林サービス
　請負により造林、保育を行うサービス
○地拵え、植栽、下刈、枝打ち、間伐、農薬
散布等の請負サービス

日本標準産業分類より設定

0249 その他の林業サービス業 1 素材生産サービス

　請負により森林内での伐木又は伐木と運
材を兼ね行うサービス
○伐木切り出しの請負サービス（間伐を除
く）
×街路樹・公園樹の剪定・伐採サービス

日本標準産業分類より設定

029 その他の林業 1 その他の林業サービス

　林業サービスのうち、他に分類されないも
の
○薪炭製造の請負サービス、狩猟捕獲の
請負サービス
×ジビエ肉生産サービス

0299 その他の林業 PS

PS 木材（素材）卸売サービス
経済センサスでは「木材・竹材」
に統合

PS

PS その他の林産物卸売サービス
経済センサスでは「その他」、「木
材・竹材」に分割

PS

PS その他の林産物小売サービス
経済センサスでは「燃料（ガソリ
ンスタンドを除く）」に該当

PS 木材

PS 製材 ○プレカット材

企業HPを踏まえて、JSIC021育
林業、022素材生産業、024林業
サービス業の副業の生産物とし
て設定

PS 単板

企業HPを踏まえて、JSIC021育
林業、022素材生産業、024林業
サービス業の副業の生産物とし
て設定

PS 集成材・合板

企業HPを踏まえて、JSIC021育
林業、022素材生産業、024林業
サービス業の副業の生産物とし
て設定

分類コード

産業別生産物リスト【別紙様式６】

Ａ　農業，林業

日本標準産業分類（平成25年10月改正）
（ＪＳＩＣ）

生産物リスト

その他の林産物

林業サービス

木材（素材）卸売サービス

その他の林産物小売サービス

木材（素材）

立木

その他の林産物卸売サービス
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分類番号
（中・小・細）

分類項目名 分類項目名（案） 定義・内容例示 備考 初出コード分類コード

日本標準産業分類（平成25年10月改正）
（ＪＳＩＣ）

生産物リスト

PS 木材チップ

企業HPを踏まえて、JSIC021育
林業、022素材生産業、024林業
サービス業の副業の生産物とし
て設定

PS 木質燃料
○オガ炭、オガライト、煉炭、豆炭、加工
炭、木質粒状燃料、木質ペレット

企業HPを踏まえて、JSIC021育
林業、022素材生産業、024林業
サービス業の副業の生産物とし
て設定

PS 9 きのこ類

PS 9 しいたけ ×乾しいたけ

企業HPを踏まえて、JSIC021育
林業、022素材生産業、024林業
サービス業の副業の生産物とし
て設定

PS 9 なめこ

PS 9 えのきたけ

PS 9 ひらたけ

PS 9 ぶなしめじ

PS 9 まいたけ

PS 9 エリンギ

PS 9 その他のきのこ ○マッシュルーム、まつたけ

PS

PS 建設サービス
○モノレール架設、索道架設、庭園・公園・
街路緑化工事

企業HPを踏まえて、JSIC021育
林業、022素材生産業、024林業
サービス業の副業の生産物とし
て設定

建設サービス
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漁業の生産物分類(案)の策定の考え方 

 

 

１ 策定の参考とした既存統計 

  漁業の生産物については、NAPCS、CPA、CPCなど国際分類の構造を統合分類の参考に

し、詳細分類については、SUT での利用を想定し、水産物の産出額を推計している漁業

産出額統計の品目を検討のベースとした。 

  統合分類については、CPA 及び CPCが生物の種類により分類を設定していることを踏

まえ、「魚類」、「甲殻類」など学術的な生物の種類により区分した。また、魚類につい

ては、CPA 及び CPC が食用と非食用を区分していることを踏まえて、統合分類「非食用

の魚介類」を設定し、食用の魚介類と非食用の魚介類を統合分類で区分した。 

詳細分類について、検討のベースとした漁業産出額統計の品目は、生産物の用途・質

という観点や国際分類との比較という観点からすると、その粒度は相当程度細かいも

のとなっている（特に食用の魚類）。 

そこで、原案（詳細分類）では、漁業産出額統計の品目・構造をベースに、漁業の生

産物について比較的詳しく分類されているＣＰＣにおいて分類として設定されている

品目とその粒度を参考にして、漁業産出額統計における産出額 50億円以上の品目を目

安に設定した。ただし、養殖が基準を満たしている品目は、天然が基準を満たしていな

くても養殖・天然をそれぞれ設定した(例：うなぎ）。また、漁獲された場所が海面であ

るか、内水面であるかによる区分は、ＣＰＡ及びＣＰＣでは海水魚と淡水魚を区分して

いるが、原案では、うなぎ、あゆなど主要な淡水魚については魚種で区分されているた

め、特に海面と内水面の区分は行わないこととした。 

 

２ 漁業の主たる生産物の範囲 

  漁業の主たる生産物の範囲は以下のとおりとした。 

① 生きている魚介類、冷蔵状態の魚介類、未乾燥の海藻類 

② 未加工の真珠、サンゴ 

③ 漁業・養殖業で行われる作業の請負サービス 

  また、以下の品目は他の産業の主たる生産物として整理した。 

① 冷凍された魚介類、干物、切り身など魚介類・海藻類を加工した製品(→製造業 

の主たる生産物) 

② 魚卵、貝柱、ウニの卵巣など魚介類を捌いて生産される財(→製造業の主たる生 

産物) 
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大分類

分類番号
（中・小・細）

分類項目名 分類項目名（案） 定義・内容例示 備考 初出コード

03 漁業（水産養殖業を除く） 9 非食用の魚介類

031 海面漁業 9 観賞魚 ○金魚、にしきごい
CPA、CPC、27年産業連関表を
踏まえて設定

0311 底びき網漁業 1 種苗用の魚介類
○養殖・放流用の稚魚、貝類種苗、海藻種
苗

漁業産出額の分類を踏まえて設
定

0312 まき網漁業 9 その他の非食用の魚介類
○おきあみ類、サンゴ、ゴカイ
×真珠

CPA、CPCを踏まえて設定

0313 刺網漁業 9 食用の魚類（生きている、生鮮又は冷蔵）

0314 釣・はえ縄漁業 9
天然のまぐろ類（生きている、生鮮又は冷
蔵）

○くろまぐろ、みなみまぐろ、びんながまぐ
ろ、めばちまぐろ、きはだまぐろ

漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

0315 定置網漁業 9
養殖のまぐろ類（生きている、生鮮又は冷
蔵）

○くろまぐろ
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

0316 地びき網・船びき網漁業 9
天然のかじき類（生きている、生鮮又は冷
蔵）

○まかじき、めかじき、くろかぎじ
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

0317 採貝・採藻業 9
天然のかつお類（生きている、生鮮又は冷
蔵）

○かつお、そうだがつお
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

0318 捕鯨漁 9 天然のさめ類（生きている、生鮮又は冷蔵） ○さめ
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

0319 その他の海面漁業 9
天然のさけ・ます類（生きている、生鮮又は
冷蔵）

○さけ、ます
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

032 内水面漁業 9
養殖のさけ・ます類（生きている、生鮮又は
冷蔵）

○さけ、ます
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

0321 内水面漁業 9
天然のいわし類（生きている、生鮮又は冷
蔵）

○まいわし、うるめいわし、かたくちいわし、
しらす

漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

04 水産養殖業 9 天然のあじ類（生きている、生鮮又は冷蔵） ○まあじ、むろあじ
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

041 海面養殖業 9 養殖のあじ類（生きている、生鮮又は冷蔵） ○まあじ、しまあじ
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

0411 魚類養殖業 9 天然のさば類（生きている、生鮮又は冷蔵） ○さば
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

0412 貝類養殖業 9 天然のさんま（生きている、生鮮又は冷蔵） ○さんま
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

0413 藻類養殖業 9 天然のぶり類（生きている、生鮮又は冷蔵） ○ぶり
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

0414 真珠養殖業 9 養殖のぶり類（生きている、生鮮又は冷蔵） ○ぶり
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

0415 種苗養殖業 9
天然のひらめ・かれい類（生きている、生鮮
又は冷蔵）

○ひらめ、かれい
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

0419 その他の海面養殖業 9 天然のたら類（生きている、生鮮又は冷蔵） ○まだら、すけとうだら
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

042 内水面養殖業 9
天然のあなご類（生きている、生鮮又は冷
蔵）

○あなご
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

0421 内水面養殖業 9
天然のたちうお（生きている、生鮮又は冷
蔵）

○たちうお
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9 天然のたい類（生きている、生鮮又は冷蔵） ○まだい、ちだい、きだい、くろだい、へだい
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9 養殖のたい類（生きている、生鮮又は冷蔵） ○まだい
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9
天然のさわら類（生きている、生鮮又は冷
蔵）

○さわら
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9
天然のいかなご（生きている、生鮮又は冷
蔵）

○いかなご
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9 天然のふぐ類（生きている、生鮮又は冷蔵） ○ふぐ
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9 養殖のふぐ類（生きている、生鮮又は冷蔵） ○ふぐ
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9 天然のあゆ（生きている、生鮮又は冷蔵） ○あゆ
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9 養殖のあゆ（生きている、生鮮又は冷蔵） ○あゆ
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9 天然のうなぎ（生きている、生鮮又は冷蔵） ○うなぎ
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9 養殖のうなぎ（生きている、生鮮又は冷蔵） ○うなぎ
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9
天然のその他の魚類（生きている、生鮮又
は冷蔵）

○このしろ、にしん、ほっけ、きちじ、はたは
た、にぎす類、あなご類、いさき、すずき
類、あまだい類、わかさぎ、しらうお、こい、
ふな、うぐい・おいかわ、はぜ類
×くじら類

漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9
養殖のその他の魚類（生きている、生鮮又
は冷蔵）

○ひらめ、こい
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9 食用の甲殻類（生きている、生鮮又は冷蔵）

9 天然のえび類（生きている、生鮮又は冷蔵） ○いせえび、くるまえび
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9 養殖のえび類（生きている、生鮮又は冷蔵） ○くるまえび
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9 天然のかに類（生きている、生鮮又は冷蔵） ○ずわいがに、べにずわいがに、がざみ
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9
天然のその他の甲殻類（生きている、生鮮
又は冷蔵）

○シャコ
×おきあみ類

漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9
養殖のその他の甲殻類（生きている、生鮮
又は冷蔵）

漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

分類コード

産業別生産物分類リスト【別紙様式５】

漁業

日本標準産業分類（平成25年10月改正）
（ＪＳＩＣ）

生産物リスト
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分類番号
（中・小・細）

分類項目名 分類項目名（案） 定義・内容例示 備考 初出コード分類コード

日本標準産業分類（平成25年10月改正）
（ＪＳＩＣ）

生産物リスト

9
食用の軟体動物（生きている、生鮮又は冷
蔵）

9 天然の貝類（生きている、生鮮又は冷蔵） ○あわび、さざえ、あさり、ほたてがい
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9 養殖の貝類（生きている、生鮮又は冷蔵）
○あわび、さざえ、あさり、ほたてがい
×貝類種苗

漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9 天然のいか類（生きている、生鮮又は冷蔵） ○するめいか、あかいか
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9 天然のたこ類（生きている、生鮮又は冷蔵） ○たこ
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9
天然のその他の軟体動物（生きている、生
鮮又は冷蔵）

漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9
養殖のその他の軟体動物（生きている、生
鮮又は冷蔵）

漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9
その他の食用水産動物類（生きている、生
鮮又は冷蔵）

9 天然のうに類（生きている、生鮮又は冷蔵） ○うに
漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9
天然の他に分類されないその他の食用水
産動物類（生きている、生鮮又は冷蔵）

○くらげ、なまこ、ほや、くじら類、いるか類
×サンゴ

漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9
養殖のその他の食用水産動物類（生きてい
る、生鮮又は冷蔵）

○なまこ、ほや、すっぽん
×ゴカイ

漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9 食用の海藻類（生鮮又は冷蔵）

9 天然の海藻類（生鮮又は冷蔵）
○こんぶ、わかめ、てんぐさ、ひじき
×海草加工品

漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

9 養殖の海藻類（生鮮又は冷蔵）
○こんぶ、わかめ、のり、もずく
×海草加工品、海藻種苗

漁業産出額の分類及びCPA、
CPCを踏まえて設定

1 真珠

1 真珠 ×真珠（加工したもの）
漁業産出額の分類及びCPAを
踏まえて設定

9 漁業サービス

9 漁業サービス

　請負により漁業・養殖業に係る作業を行う
サービス。
　漁業協同組合が漁業権に基づき非組合
員から収受する遊漁料・入漁料は本分類に
含まれる。
×漁船修理サービス

CPA、CPCを踏まえて設定

PS 水産加工品

PS 冷凍水産物 ○冷凍魚、冷凍いか、冷凍えび、冷凍魚介

ホームページを踏まえ、JSIC031
海面漁業及び041海面養殖業の
副業として設定。漁獲物及び養
殖物を加工して生産した財。

PS 冷凍水産食品 ○冷凍切身、冷凍すり身、冷凍開き

ホームページを踏まえ、JSIC031
海面漁業及び032内水面漁業、
041海面養殖業、042内水面養殖
業の副業として設定。漁獲物及
び養殖物を加工して生産した
財。

PS 魚肉ハム・ソーセージ ○フィッシュソーセージ

ホームページを踏まえ、JSIC031
海面漁業及び041海面養殖業の
副業として設定。漁獲物及び養
殖物を加工して生産した財。

PS 水産練製品 ○かまぼこ、ちくわ

ホームページを踏まえ、JSIC031
海面漁業及び041海面養殖業の
副業として設定。漁獲物及び養
殖物を加工して生産した財。

PS 水産缶詰・びん詰め ○さば缶詰

ホームページを踏まえ、JSIC031
海面漁業及び041海面養殖業の
副業として設定。漁獲物及び養
殖物を加工して生産した財。

PS 魚類レトルト加工品 ○魚のくん製、水産つくだ煮

ホームページを踏まえ、JSIC031
海面漁業及び041海面養殖業の
副業として設定。漁獲物及び養
殖物を加工して生産した財。

PS 塩干・塩蔵品 ○あじ干物、いくら、塩蔵魚卵

ホームページを踏まえ、JSIC031
海面漁業及び041海面養殖業の
副業として設定。漁獲物及び養
殖物を加工して生産した財。

PS 養殖魚飼料

ホームページを踏まえ、JSIC031
海面漁業及び041海面養殖業の
副業として設定。漁獲物及び養
殖物を加工して生産した財。

PS 医薬品原料

ホームページを踏まえ、JSIC031
海面漁業及び041海面養殖業の
副業として設定。漁獲物及び養
殖物を加工して生産した財。

PS 魚介類卸売サービス

PS 非食用の魚介類卸売サービス
経済センサスでは、「その他」に
含まれる。

PS 食用の魚類卸売サービス
経済センサスでは、「生鮮魚介」
に含まれる。

PS 食用の甲殻類卸売サービス
経済センサスでは、「生鮮魚介」
に含まれる。

PS 食用の軟体動物卸売サービス
経済センサスでは、「生鮮魚介」
に含まれる。

PS 食用の海藻類卸売サービス
経済センサスでは、「他の農畜
産物・水産物」に含まれる。
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分類番号
（中・小・細）

分類項目名 分類項目名（案） 定義・内容例示 備考 初出コード分類コード

日本標準産業分類（平成25年10月改正）
（ＪＳＩＣ）

生産物リスト

PS その他の魚介類卸売サービス
経済センサスでは、「生鮮魚
介」、「ジュエリー製品」などに含
まれる。

PS 魚介類小売サービス

PS 非食用の魚介類小売サービス
経済センサスでは、「ペット・ペッ
ト用品」に含まれる。

PS 食用の魚類小売サービス
経済センサスでは、「鮮魚」に含
まれる。

PS 食用の甲殻類小売サービス
経済センサスでは、「鮮魚」に含
まれる。

PS 食用の軟体動物小売サービス
経済センサスでは、「鮮魚」に含
まれる。

PS その他の魚介類小売サービス
経済センサスでは、「鮮魚」に含
まれる。

S
簡易下宿所・下宿・住宅下宿・その他の宿
泊サービス

75000600 9

S 簡易下宿所サービス

ホームページを踏まえ、JSIC031
海面漁業の副業として設定。漁
漁業経営体による民宿の宿泊
サービス。

75000603 9

S 下宿サービス 75000606 2

S 住宅宿泊サービス

６次産業化総合調査を踏まえ、
JSIC031海面漁業の副業として
設定。漁業経営体による民泊の
宿泊サービス。

75000609 2

S その他の宿泊サービス 75000699 2

S 飲食サービス（給食サービスを除く） 76000300 9

S 店舗内飲食サービス（給食サービスを除く）

６次産業化総合調査を踏まえ、
JSIC031海面漁業及び032内水
面漁業、041海面養殖業、042内
水面養殖業の副業として設定。
漁業経営体によるレストランにお
ける飲食物の提供サービス。

76000303 9

S 持ち帰り飲食サービス

６次産業化総合調査を踏まえ、
JSIC031海面漁業及び032内水
面漁業、041海面養殖業、042内
水面養殖業の副業として設定。
漁業経営体によるレストランにお
ける持ち帰り用飲食物の提供
サービス。

76000306 9

S 配達飲食サービス（給食サービスを除く） 76000309 9

S その他の娯楽サービス 80909900 2

S その他の娯楽サービス
ホームページを踏まえ、JSIC031
海面漁業の副業として設定。遊
漁船サービスの提供。

80909999 2

PS 船舶の保守・修理サービス

PS 船舶の保守・修理サービス
ホームページを踏まえ、JSIC031
海面漁業の副業として設定。漁
業用船舶の修理サービス。
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