
日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 案 （Ｓ－公務（他に分類されるものを除く））

改 定 理 由

小分類
番号

細分類
番号

小分類
番号

細分類
番号

971 立法機関 971 立法機関

9711 立法機関
国会に属する機関であって，本来の立法事務を行う事業

所をいう。
○衆議院；参議院；裁判官弾劾裁判所；裁判官訴追委員会
×国立国会図書館・分館［8212］

9711 立法機関
国会に属する機関であって，本来の立法事務を行う事業

所をいう。
○衆議院；参議院；裁判官弾劾裁判所；裁判官訴追委員会
×国立国会図書館・分館［8212］

972 司法機関 972 司法機関

9721 司法機関
裁判所に属する機関であって，本来の司法事務を行う事

業所をいう。
○最高裁判所；高等裁判所・支部・部；地方裁判所・支部・
部；家庭裁判所・支部・部・出張所；簡易裁判所；検察審査
会
×司法研修所［8221］；裁判所職員総合研修所［8221］

9721 司法機関
裁判所に属する機関であって，本来の司法事務を行う事

業所をいう。
○最高裁判所；高等裁判所・支部・部；地方裁判所・支部・
部；家庭裁判所・支部・部・出張所；簡易裁判所；検察審査会
事務局
×司法研修所［8221］；裁判所職員総合研修所［8221］

表記統一のため「事務局」は削除。外局や特別の機関などに
設置される「事務局」は、支部など別区画に存在する場合の
み、本部組織としてを表記することとした。（以下同）

973 行政機関 973 行政機関

9731 行政機関
中央官庁及びその地方支分部局であって，本来の行政事

務を行う事業所をいう。国等の財政を監視する機関を含む。 9731

行政機関
中央官庁及びその地方支分部局であって，本来の行政事

務を行う事業所をいう。国等の財政を監視する機関を含む。

会計検査院 会計検査院

内閣
○内閣官房；内閣法制局

内閣
○内閣官房；内閣法制局

人事院
○地方事務局；沖縄事務所
×公務員研修所［8221］
国家公務員倫理審査会

人事院
○地方事務局；沖縄事務所
×公務員研修所［8221］

・例示追加「国家公務員倫理審査会」
国家公務員倫理法に基づいて人事院に設置される機関。

国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第三条の二

内閣府
○迎賓館；北方対策本部；国際平和協力本部；日本学術

会議；沖縄総合事務局・陸運事務所・運輸事務所
×経済社会総合研究所［7121］；国道事務所［7421］；港湾

事務所［7421］；国営沖縄記念公園事務所［8051］

内閣府
○迎賓館；北方対策本部；国際平和協力本部；日本学術会
議事務局；沖縄総合事務局・陸運事務所・運輸事務所
×経済社会総合研究所［7121］；国道事務所［7421］；港湾事
務所［7421］；国営沖縄記念公園事務所［8051］

表記統一のため「日本学術会議事務局」の「事務局」は削
除。

この中分類には，国の機関のうち，国会，裁判所，中央官庁及びその地方支分部
局など本来の立法事務，司法事務及び行政事務を行う事業所が分類される。

この中分類には，国の機関のうち，国会，裁判所，中央官庁及びその地方支分部
局など本来の立法事務，司法事務及び行政事務を行う事業所が分類される。

総 説 総 説

【内容例示の整理方針などを調整中】

改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
中分類９７－国家公務 中分類９７－国家公務
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 案 （Ｓ－公務（他に分類されるものを除く））

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
宮内庁
○正倉院事務所；京都事務所
×御料牧場［012］

宮内庁
○正倉院事務所；京都事務所
×御料牧場［012］

公正取引委員会
○公正取引委員会事務総局・地方事務所

公正取引委員会
○公正取引委員会事務総局・地方事務所

国家公安委員会
○警察庁・皇宮警察本部（同護衛署）；管区警察局；警察

情報通信部
×警察大学校［8221］；科学警察研究所［711］；皇宮警察

学校［8221］；管区警察学校［8221］

国家公安委員会
○警察庁・皇宮警察本部（同護衛署）；管区警察局；警察情
報通信部
×警察大学校［8221］・特別捜査幹部研修所［8221］・警察情
報通信研究センター［7112］；科学警察研究所［711］；皇宮警
察学校［8221］；管区警察学校［8221］

・内容例示削除「特別捜査幹部研修所［8221］・警察情報通
信研究センター［7112］」内部組織のため削除

個人情報保護委員会 ・例示追加「個人情報保護委員会」
内閣府の外局として設置のため。内閣府設置法（平成十一

年法律第八十九号）に基づき、平成28年１月に設置。

内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）
（内閣府に置かれる委員会及び庁）
第六十四条 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、
次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の

下欄の法律（これに基づく命令を含む。）の定めるところによる。
個人情報保護委員会 個人情報の保護に関する法律

カジノ管理委員会 ・例示追加「カジノ管理委員会」
内閣府の外局として設置のため。内閣府設置法（平成十一

年法律第八十九号）に基づき、令和2年1月7日に設置。

内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）
（内閣府に置かれる委員会及び庁）
第六十四条 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、
次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の

下欄の法律（これに基づく命令を含む。）の定めるところによる。

カジノ管理委員会 特定複合観光施設区域整備法

金融庁
○証券取引等監視委員会；公認会計士・監査審査会

金融庁
○証券取引等監視委員会；公認会計士・監査審査会

消費者庁 消費者庁

復興庁
○地方復興局

復興庁
○地方復興局・地方事務所

・例示の削除「地方事務所」
設置法の規定にないため。

デジタル庁 ・例示の追加「デジタル庁」
デジタル社会形成基本法（令和三年法律第三十五号）に基
づき、令和３年９月設置

デジタル社会形成基本法（令和三年法律第三十五号）
第五章 デジタル庁
第三十六条 基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内
閣官房と共に助けるとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ
重点的な遂行を図るため、別に法律で定めるところにより、内閣に、デジタル庁を
置く。
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 案 （Ｓ－公務（他に分類されるものを除く））

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
こども家庭庁 ・例示の追加「こども家庭庁」

こども家庭庁設置法（令和４年法律第75号）に基づき、令和５
年４月設置予定

こども家庭庁設置法（令和４年法律第75号）
第一節こども家庭庁の設置
第二条内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第三項の規定に
基づいて 内閣府の外局として こども家庭庁を設置する

総務省
○管区行政評価局・支局・事務所；総合通信局・出張所；

沖縄総合通信事務所；中央選挙管理会；政治資金適正化
委員会

×自治大学校［8221］；情報通信政策研究所［7121］；統計
研究研修所［8221］

総務省
○管区行政評価局・支局・事務所；総合通信局・出張所；沖
縄総合通信事務所；中央選挙管理会
×自治大学校［8221］；情報通信政策研究所［7121］

・例示の追加「政治資金適正化委員会」総務省特別の機関
総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）
（政治資金適正化委員会）
第二十三条の二 政治資金適正化委員会については、政治資金規正法（昭和二

十三年法律第百九十四号。これに基づく命令を含む。）の定めるところによる。

・×例示の追加「統計研究研修所［8221］」
総務省の施設等機関（H29年４月組織変更）
総務省組織令（平成十二年政令第二百四十六号）第百二十六条

公害等調整委員会 公害等調整委員会
○公害等調整委員会事務局

表記統一のため「○公害等調整委員会事務局」は削除。

消防庁
×消防大学校［8221］

消防庁
×消防大学校［8221］

法務省
○刑務所；拘置所；少年鑑別所；婦人補導院；法務局・地

方法務局・支局・出張所；矯正管区；地方更生保護委員会
事務局・分室；保護観察所

×法務総合研究所・支所［7121］；矯正研修所・支所
［8221］；少年院［8229］

検察庁
○検察庁・支部；区検察庁
出入国在留管理庁
○入国者収容所（入国管理センター）；地方出入国在留管

理局・支局・出張所
公安審査委員会
公安調査庁
○公安調査局；公安調査事務所
×公安調査庁研修所［8221］

法務省
○刑務所；拘置所；少年鑑別所；婦人補導院；入国者収容所
（入国管理センター）；法務局・地方法務局・支局・出張所；矯
正管区；地方更生保護委員会；保護観察所；地方入国管理
局・支局・出張所
×法務総合研究所・支所［7121］；矯正研修所・支所［8221］；
少年院［8229］
検察庁
○検察庁・支部；区検察庁
公安審査委員会
○公安審査委員会事務局
公安調査庁
○公安調査局；公安調査事務所
×公安調査庁研修所［8221］

・表記統一のため「地方更生保護委員会事務局・分室」に変
更。地方事務所があるため、「事務局」を表記している。
・例示の追加及び削除 法務省の外局として「出入国在留管
理庁」を2019年4月1日に設置のため。

「出入国在留管理庁」、「入国者収容所（入国管理セン
ター）」、「地方出入国在留管理局・支局・出張所」を例示追
加。

法務省の「入国者収容所（入国管理センター）」、「地方入
国管理局・支局・出張所」を例示削除。
（06_資料２_日本標準産業分類第14回改定に関する国・地方
公共団体等への意見等の照会結果の法務省案を反映。）
・表記統一のため「○公安審査委員会事務局」は削除。

法務省設置法（平成十一年法律第九十三号）
第一節 設置
第二十六条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、法務省に、出入
国在留管理庁を置く。

外務省
×外務省研修所［8221］

外務省
×外務省研修所［8221］

財務省
○財務局・財務事務所・出張所；福岡財務支局；税関・税

関支署・出張所・支署出張所・監視署・支署監視署；沖縄地
区税関

×財務総合政策研究所［7121］・研修部［8221］・研修支所
［8221］；会計センター（研修部）［8221］；関税中央分析所
［7113］；税関研修所・支所［8221］

国税庁
○国税不服審判所；国税局・税務署；沖縄国税事務所
×税務大学校［8221］・地方研修所［8221］

財務省
○財務局・財務事務所・出張所；福岡財務支局；税関・税関
支署・出張所・支署出張所・監視署・支署監視署；沖縄地区
税関
×財務総合政策研究所［7121］・研修部［8221］・研修支所
［8221］；会計センター（研修部）［8221］；関税中央分析所
［7113］；税関研修所・支所［8221］
国税庁
○国税不服審判所；国税局・税務署；沖縄国税事務所
×税務大学校［8221］・地方研修所［8221］
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 案 （Ｓ－公務（他に分類されるものを除く））

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
文部科学省

○日本ユネスコ国内委員会
×国立教育政策研究所［7121］；科学技術・学術政策研究

所［7121］；日本学士院［9331］
スポーツ庁
文化庁
×日本芸術院［9332］

文部科学省
○日本ユネスコ国内委員会
×国立教育政策研究所［7121］；科学技術・学術政策研究所
［7121］；日本学士院［9331］
文化庁
×日本芸術院［9332］

・例示の追加「スポーツ庁」
文部科学省設置法（平成十一年法律第九十六号）に基づ

き、平成27年10月に設置

文部科学省設置法（平成十一年法律第九十六号）
第四章 外局
第十三条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づい
て、文部科学省に、次の外局を置く。

スポーツ庁
文化庁

厚生労働省
○地方厚生局・支局；地方麻薬取締支所；都道府県労働

局・労働基準監督署；公共職業安定所（ハローワーク）・出
張所

×検疫所・支所・出張所［8491］；国立ハンセン病療養所
［8311］・附属看護学校［8171］；国立医薬品食品衛生研究
所［7114］；国立保健医療科学院［7114］；国立社会保障・人
口問題研究所［7121］；国立感染症研究所［7114］；国立児
童自立支援施設［8229］・附属人材育成センター［8221］；国
立障害者リハビリテーションセンター［855］・国立光明寮（視
力障害センター）［8551］・国立保養所（重度障害者セン
ター）［8551］・国立福祉型障害児入所施設（秩父学園）
［8539］・病院［8311］・研究所［7114］・学院［8171］

中央労働委員会
○中央労働委員会事務局・地方事務所

厚生労働省
○地方厚生局・支局；地方麻薬取締支所；社会保険審査会；
都道府県労働局・労働基準監督署；公共職業安定所（ハ
ローワーク）・出張所
×検疫所・支所・出張所［8491］；国立ハンセン病療養所
［8311］・附属看護学校［8171］；国立医薬品食品衛生研究所
［7114］；国立保健医療科学院［7114］；国立社会保障・人口
問題研究所［7121］；国立感染症研究所［7114］；国立児童自
立支援施設［8229］・附属児童自立支援専門員養成所
［8221］；国立障害者リハビリテーションセンター［855］・国立
光明寮（視力障害センター）［8551］・国立保養所（重度障害
者センター）［8551］・国立福祉型障害児入所施設（秩父学
園）［8539］・病院［8311］・研究所［7114］・学院［8171］
中央労働委員会
○中央労働委員会事務局・地方事務所

・例示削除。「社会保険審査会」は厚生労働省の審議会のた
め
・国立児童自立支援施設の「附属児童自立支援専門員養成
所」を名称変更。令和２年４月組織再編のため。

・「中央労働委員会事務局・地方事務所」地方事務所がある
ため、「事務局」を表記している。
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 案 （Ｓ－公務（他に分類されるものを除く））

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
農林水産省

○農林水産技術会議事務局；地方農政局；北海道農政事
務所；動物医薬品検査所；植物防疫所・支所・出張所；那覇
植物防疫事務所・出張所；動物検疫所・支所・出張所

×農林水産政策研究所［7113］；農林水産研修所［8221］；
農地防災事務所［7421］・土地改良建設事務所［7421］・土
地改良調査管理事務所（支所［7421］・ダム管理所・犬山頭
首工管理所［0131］）・土地改良技術事務所［7421］・農業水
利事業所［7421］・農地整備事業所［7421］・農地防災事業
所［7421］・農業災害復旧事業所［7421］・海岸保全事業所
［7421］・農地保全事業所［7421］

林野庁
×森林技術総合研修所［8221］；森林管理局・森林管理

署・支署・森林事務所・森林生態系保全センター［0211］・森
林技術・支援センター［7113］・治山事業所［7421］

水産庁
○漁業調整事務所

農林水産省
○農林水産技術会議事務局；地方農政局；北海道農政事務
所；地域センター・支所；動物医薬品検査所；植物防疫所・支
所・出張所；那覇植物防疫事務所・出張所；動物検疫所・支
所・出張所
×農林水産政策研究所［7113］；農林水産研修所［8221］；地
方農政局・干拓事務所［7421］・農業水利事務所（支所）
［7421］・土地改良調査管理事務所（支所［7421］・ダム管理
所・犬山頭首工管理所［0131］）・土地改良技術事務所
［7421］・農地整備事業所［7421］・干拓建設事業所［7421］・
農地防災事業所［7421］・海岸保全事業所（支所）［7421］・農
地保全事業所［7421］
林野庁
×森林技術総合研修所［8221］；森林管理局・森林管理署・
支署・森林事務所［0211］；治山事業所［7421］
水産庁
○漁業調整事務所

・地方農政局の「地域センター・支所」は、平成27年10月組織
変更のため削除。
・×例示の「地方農政局」の表記を削除。
・地方農政局に設置される事務所及び事業所については、
農林水産省組織規則（平成十三年農林水産省令第一号）に
規定されるが、そのうち事業活動を確認できるものを抜粋し
て表記する。

「農地防災事務所［7421］」を追加。
「干拓事務所［7421］」は削除。
「土地改良建設事務所［7421］」を追加。
「農業水利事務所（支所）［7421］」は「農業水利事業所［7421］」へ変更。
「干拓建設事業所［7421］」は削除

「海岸保全事業所（支所）［7421］」は「（支所）」を削除。

・林野庁森林管理局の内部組織「森林生態系保全センター
［0211］」及び「森林技術・支援センター［7113］」の例示追加。
・林野庁 ×例示「治山事業所［7421］」は森林管理局、また
は森林管理署の下部組織であるため「・」に変更する。

農林水産省組織規則（平成十三年農林水産省令第一号）
事務所は、第263条～第285条
（事業所）
第二百八十六条 地方農政局長は、特に必要があると認めるときは、農林水産大
臣の承認を受けて、所要の地に、国営のかんがい排水事業の実施に関する事務
を分掌させるため農業水利事業所を、国営の区画整理の事業の実施に関する事
務を分掌させるため農地整備事業所を、国営の干拓の事業の実施に関する事務
を分掌させるため干拓建設事業所を、国営の農地の造成の事業の実施に関する
事務を分掌させるため開拓建設事業所を、国営の草地の整備に関する事業の実
施に関する事務を分掌させるため草地改良事業所を、国営の農用地及び農業用
施設に関する災害防除事業の実施に関する事務を分掌させるため農地防災事
業所を、国営の農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設
及び地すべり防止施設に関する災害復旧事業の実施に関する事務を分掌させる
ため農業災害復旧事業所を、国営の農地の保全に係る海岸保全施設に関する
事業の実施に関する事務を分掌させるため海岸保全事業所を、国営の農地の保
全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関する事務を分掌させるため農地
保全事業所を置くことができる。
（森林生態系保全センター）
第四百四十五条 森林生態系保全センターの名称、位置及び管轄区域は、別表
第三のとおりとする。
２ 森林生態系保全センターは、別表第三の管轄区域の欄に掲げる区域における
国有林野に係る生態系の保全の実施に関する事務をつかさどる。
（森林技術・支援センターの所掌事務）
第四百八十一条 森林技術・支援センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

経済産業省
○経済産業局・電力・ガス事業支局・通商事務所；産業保

安監督部；那覇産業保安監督事務所
×経済産業研修所［8221］
資源エネルギー庁
特許庁
中小企業庁

経済産業省
○経済産業局・電力・ガス事業支局・通商事務所・アルコー
ル事務所；産業保安監督部；那覇産業保安監督事務所
×経済産業研修所［8221］
資源エネルギー庁
特許庁
中小企業庁

・例示削除「アルコール事務所」
令和2年3月31日「新潟アルコール事務所」を廃止したため。
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 案 （Ｓ－公務（他に分類されるものを除く））

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
国土交通省

○地方整備局；北海道開発局；ダム統合管理事務所；ダム
管理所；地方運輸局・運輸監理部・運輸支局（自動車検査
登録事務所・海事事務所）；地方航空局・空港事務所・空港
出張所；小笠原総合事務所；海難審判所・地方海難審判所

×国土地理院［7422］・地方測量部［7422］；北海道開発局
開発建設部［7421］；河川国道事務所［7421］；河川事務所
［7421］；砂防事務所［7421］；ダム工事事務所［7421］；総合
開発工事事務所［7421］；国道事務所［7421］；公園事務所
［7421］；営繕事務所［7421］；技術事務所［7112］；空港・航
空路監視レーダー事務所［4899］；航空交通管制部［4899］；
国土交通政策研究所［7121］；国土技術政策総合研究所
［7112］；国土交通大学校・研修センター［8221］；航空保安
大学校・研修センター［8221］

国土交通省
○地方整備局；北海道開発局；ダム統合管理事務所；ダム
管理所；地方運輸局・運輸監理部・運輸支局（自動車検査登
録事務所・海事事務所）；地方航空局・空港事務所・空港出
張所；小笠原総合事務所；海難審判所・地方海難審判所
×国土地理院［7422］・測地観測所［7422］・地方測量部
［7422］；北海道開発局開発建設部［7421］；河川国道事務所
［7421］；河川事務所［7421］；砂防事務所［7421］；ダム工事
事務所［7421］；総合開発工事事務所［7421］；国道事務所
［7421］；公園事務所［7421］；営繕事務所［7421］；技術事務
所［7112］；調査事務所［7421］；航空路監視レーダー事務所
［4899］；航空無線標識所［4899］；航空無線通信所［4899］；
航空交通管制部［4899］；国土交通政策研究所［7121］；国土
技術政策総合研究所
［7112］；国土交通大学校・研修センター［8221］；航空保安大
学校・研修センター［8221］

・×例示削除「調査事務所［7421］」は現存しないため。
・×例示削除国土地理院の「測地観測所［7422］」は職員が
常駐しないため。
・×例示削除「航空路監視レーダー事務所［4899］；航空無線
標識所［4899］；航空無線通信所［4899］」は現存しないため。

×例示追加「空港・航空路監視レーダー事務所［4899］」組
織変更のため。

地方航空局組織規則（平成十三年国土交通省令第二十五号）
第四節 空港・航空路監視レーダー事務所
（名称及び位置）
第八十三条 空港・航空路監視レーダー事務所の名称及び位置は、別表第四の
とおりとする。

運輸安全委員会
観光庁
気象庁
○気象衛星センター；管区気象台・地方気象台・測候所
×気象研究所［7111］；高層気象台［7111］；地磁気観測所

［7111］；気象大学校［8221］
海上保安庁
○管区海上保安本部・海上保安部・海上保安署・航空基

地・特殊救難基地
×海上保安試験研究センター［7111］；海上保安大学校

［8221］；海上保安学校・分校［8221］；海上交通センター
［4899］；水路観測所［4899］

運輸安全委員会
○運輸安全委員会事務局
観光庁
気象庁
○気象衛星センター；管区気象台・地方気象台・測候所
×気象研究所［7111］；高層気象台［7111］；地磁気観測所
［7111］；気象大学校［8221］
海上保安庁
○管区海上保安本部・海上保安部・海上保安署・航空基地・
特殊救難基地
×海上保安試験研究センター［7111］；海上保安大学校
［8221］；海上保安学校・分校［8221］；海上交通センター
［4899］；水路観測所［4899］；航路標識事務所［4899］

・例示削除「○運輸安全委員会事務局」表記統一のため。
・海上保安庁×例示削除 「航路標識事務所［4899］」は現存
しないため。

環境省
○地方環境事務所
×国民公園管理事務所［8051］；生物多様性センター

［8213］；自然保護官事務所［8051］；環境調査研修所
［8221］・国立水俣病総合研究センター［7114］

原子力規制委員会
○原子力規制庁
×原子力安全人材育成センター［8221］

環境省
○地方環境事務所
×国民公園管理事務所［8051］；自然保護官事務所［8051］；
環境調査研修所［8221］・国立水俣病総合研究センター
［7114］
原子力規制委員会
○原子力規制庁

・例示追加「生物多様性センター」環境省自然局の地方機関

環境省組織規則（平成十三年環境省令第一号）
（生物多様性センター）
第十七条 自然環境計画課に、生物多様性センターを置く。

・×例示追加「原子力安全人材育成センター［8221］」原子力
規制委員会の施設等機関として2014年3月設置のため

原子力規制委員会組織令（平成二十四年政令第二百三十号）
第四章 施設等機関
（原子力安全人材育成センター）
第九条 原子力規制委員会に、原子力安全人材育成センターを置く。
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 案 （Ｓ－公務（他に分類されるものを除く））

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
防衛省

○統合幕僚監部；陸上幕僚監部；陸上自衛隊の部隊及び
機関；海上幕僚監部；海上自衛隊の部隊及び機関；航空幕
僚監部；航空自衛隊の部隊及び機関；情報本部；防衛監察
本部；地方防衛局・支局；自衛隊地方協力本部

×防衛大学校［8221］；防衛医科大学校［8221］；防衛研究
所［7121］；統合幕僚学校［8221］；自衛隊体育学校［8221］；
自衛隊中央病院［8311］；自衛隊地区病院［8311］

防衛装備庁

防衛省
○統合幕僚監部；陸上幕僚監部；陸上自衛隊の部隊及び機
関；海上幕僚監部；海上自衛隊の部隊及び機関；航空幕僚
監部；航空自衛隊の部隊及び機関；装備施設本部；防衛監
察本部；地方防衛局・支局
×統合幕僚学校［8221］；自衛隊幹部学校［8221］；自衛隊体
育学校［8221］；自衛隊中央病院［8311］；自衛隊地区病院
［8311］；防衛大学校［8221］；防衛医科大学校［8221］；技術
研究本部［711］；防衛研究所［7121］

・例示追加「情報本部」平成18年３月設置。防衛省特別の機
関。
・例示追加「自衛隊地方協力本部」
・防衛省の外局として平成27年10月に「防衛装備庁」を設置
のため。下記について、例示追加及び削除。

「防衛装備庁」を例示追加。
「装備施設本部」、「×技術研究本部［711］」は例示削除。

・×例示について建制順に修正。
・×例示「自衛隊幹部学校［8221］」削除。「陸海空それぞれ
の自衛隊の部隊及び機関」に含まれるため。

防衛省設置法（昭和二十九年法律第百六十四号）
防衛省 特別の機関
第十九条 本省に、次の特別の機関を置く。
情報本部

防衛省 外局
第三十五条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛
装備庁を置く。

小分類
番号

細分類
番号

小分類
番号

細分類
番号

981 都道府県機関 981 都道府県機関

9811 都道府県機関
都道府県庁及びその地方機関などであって，本来の立法事
務及び地方行政事務を行う事業所をいう。
○都道府県議会；議会事務局
都道府県庁・支庁・行政委員会
地方事務所；総務事務所；財務事務所；税務事務所；給与
事務所；東京事務所；
労政事務所；農林事務所；林業事務所（公有林の育林管理
を行わないもの）；林務事務所・出張所；山林事務所；耕地
事務所（土地改良工事の管理を行わないもの）；土地改良
事務所；ダム管理事務所；水産事務所；旅券事務所（パス
ポートセンター）；地方振興事務所
教育委員会；教育委員会事務局；教育庁・事務所・出張所
公安委員会；道府県警察本部（警視庁）；方面本部；警察署
選挙管理委員会
監査委員；監査委員事務局
内水面漁場管理委員会
海区漁業調整委員会
収用委員会
労働委員会；労働委員会事務局
人事委員会；人事委員会事務局

9811 都道府県機関
都道府県庁及びその地方機関などであって，本来の立法事
務及び地方行政事務を行う事業所をいう。
○都道府県議会；議会事務局
都道府県庁・支庁・行政委員会
地方事務所；総務事務所；財務事務所；税務事務所；給与事
務所；東京事務所；
労政事務所；農林事務所；林業事務所（公有林の育林管理
を行わないもの）；林務事務所・出張所；山林事務所；耕地事
務所（土地改良工事の管理を行わないもの）；土地改良事務
所；ダム管理事務所；水産事務所；旅券事務所（パスポート
センター）；地方振興事務所
教育委員会；教育委員会事務局；教育庁・事務所・出張所
公安委員会；道府県警察本部（警視庁）；方面本部；警察署
選挙管理委員会
監査委員；監査委員事務局
内水面漁場管理委員会
海区漁業調整委員会
収用委員会
労働委員会；労働委員会事務局
人事委員会；人事委員会事務局

この中分類には，都道府県庁，市区役所，町村役場，地方公共団体の組合及び
その地方機関など本来の立法事務及び地方行政事務を行う事業所が分類される。

この中分類には，都道府県庁，市区役所，町村役場，地方公共団体の組合及びそ
の地方機関など本来の立法事務及び地方行政事務を行う事業所が分類される。

中分類９８－地方公務 中分類９８－地方公務

総 説 総 説

7/13



日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 案 （Ｓ－公務（他に分類されるものを除く））

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
【P】×県民生活センター［9599］；県民相談センター
［9599］；消費生活センター［9599］；大学［8161］・附属一般
病院［8311］；短期大学［8162］；職員研修所［8221］；自治
研修所［8221］；消防学校（訓練所）［8221］；印刷工場（印
刷所）［151］；県民会館［9511］；職員宿泊所［7591］；森林
公園事務所［8051］；運動公園［8041］；野球場［8041］；ス
ポーツセンター［804］；運動競技場管理事務所［8041］；公
営事業所（競輪・競馬・モータボート）［8034，8035，8036］
福祉事務所［8521］；老人ホーム［854］；介護老人保健施設
［8542］；老人福祉センター［8549］；救護施設［8599］；更生
施設［855，8599］；授産施設［855，8599］；宿所提供施設
［8599］；児童相談所［8539］；助産施設［8311，8341］；乳児
院［8539］；母子生活支援施設［8539］；保育所［8531］；児
童養護施設［8539］；知的障害児施設［8539］；盲ろうあ児
施設［8539］；肢体不自由児施設［8539］；母子福祉セン
ター［8539］；児童館［8539］；児童自立支援施設［8229］；総
合療育訓練センター［8539］；障害者福祉センター［855］；
補装具製作施設［2743］；障害者支援施設［855］；婦人・女
性相談所［8599］；障害者職業能力開発校［8222］；点字図
書館［8212］；高等保育学院［817］；有床診療所［8321］；無
床診療所［8322］；一般病院［8311］；保育専門学院［817］；
保健所・支所［8411］；精神保健福祉センター［8422］；健康
科学センター［8429］；衛生研究所［7114］；薬事研究所
［7114］；衛生検査所［8369］；栄養研究所［7114］；保健師・
助産師・看護師専門学院（養成所）［817］；歯科衛生専門
学校［8171］；がん・成人病センター［8311］
公共職業能力開発施設［8222］；労働経済研究所［7121］；
労働会館［9511］；日雇労働者簡易宿泊所［7521］；中小企
業労働相談所［9299］；職業適性相談所［7999］；女性就業
援助センター［8222］

×県民生活センター［9599］；県民相談センター［9599］；消
費生活センター［9599］；大学［8161］・附属一般病院
［8311］；短期大学［8162］；職員研修所［8221］；自治研修
所［8221］；消防学校（訓練所）［8221］；印刷工場（印刷所）
［151］；県民会館［9511］；職員宿泊所［7591］；森林公園事
務所［8051］；運動公園［8041］；野球場［8041］；スポーツセ
ンター［804］；運動競技場管理事務所［8041］；公営事業所
（競輪・競馬・モータボート）［8034，8035，8036］
福祉事務所［8521］；老人ホーム［854］；介護老人保健施設
［8542］；老人福祉センター［8549］；救護施設［8599］；更生
施設［855，8599］；授産施設［855，8599］；宿所提供施設
［8599］；児童相談所［8539］；助産施設［8311，8341］；乳児
院［8539］；母子生活支援施設［8539］；保育所［8531］；児
童養護施設［8539］；知的障害児施設［8539］；盲ろうあ児施
設［8539］；肢体不自由児施設［8539］；母子福祉センター
［8539］；児童館［8539］；児童自立支援施設［8229］；総合
療育訓練センター［8539］；障害者福祉センター［855］；補装
具製作施設［2743］；障害者支援施設［855］；婦人・女性相
談所［8599］；障害者職業能力開発校［8222］；点字図書館
［8212］；高等保育学院［817］；有床診療所［8321］；無床診
療所［8322］；一般病院［8311］；保育専門学院［817］；保健
所・支所［8411］；精神保健福祉センター［8422］；健康科学
センター［8429］；衛生研究所［7114］；薬事研究所［7114］；
衛生検査所［8369］；栄養研究所［7114］；保健師・助産師・
看護師専門学院（養成所）［817］；歯科衛生専門学校
［8171］；がん・成人病センター［8311］
公共職業能力開発施設［8222］；労働経済研究所［7121］；
労働会館［9511］；日雇労働者簡易宿泊所［7521］；中小企
業労働相談所［9299］；職業適性相談所［7999］；女性就業
援助センター［8222］

・【P】内容例示の整理方針について検討中
大分類Sの地方公務につきまして、×例示が多く、並び順な
どにも統一性が見られないため、各調査や一般利用者など
が使いやすいものに変更する。
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 案 （Ｓ－公務（他に分類されるものを除く））

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
【P】物産観光あっせん所［9299］；物産館［9299］；商品展
示所［9299］；観光会館［9511］；ユースホステル［7591］；観
光案内所［4899］；観光博物館［8213］；産業能率研究所
［7121］；競輪場［8031］；計量検定所［7441］；科学技術研
究所［711］；鉱物分析所
［7459］；工業試験場［7112］；製材所［121］；中央卸売市
場・分場9599］；工業技術センター［711］・工業指導所
［7499］
農業大学校［8222］；園芸試験場［7113］；家畜病性鑑定所
［9599］；と畜場［9521］；畜産指導所［7499］；営農センター
［7499］；農業試験場・分場［7113］；試験農場［7113］；農業
総合研究所［7113］；研究農場［7113］；農業講習所
［8221］；原種農場［01］；普及指導センター［7499］；病害虫
防除所［9599］
蚕業試験場［7113］；畜産試験場［7113］；家畜保健衛生
所・支所［9599］；家畜衛生試験所［7113］；家畜人工授精
所［0134］；牧場［0121，0134］；種畜場［0134］；種鶏場
［0129，0134］；肥飼料検査所［7441］；競馬事務局［8035］；
競馬場［8032］
林務署［0211］；山林事業所［0211］；営林事務所［0211］；
治山事務所（主として造林を行うもの）［0211］；治山事務所
（主として復旧工事の管理を行うもの）［7421］；林道建設事
務所［7421］；林業試験場［7113］；林業指導所［7499］；苗
ほ場［0299］；林産物検査所［7441］；土地改良事務所（土
地改良工事の管理を行うもの）［7421］；用排水改良事務所
［7421］；干拓建設事務所［7421］；耕地事務所（土地改良
工事の管理を行うもの）［7421］；森林管理事務所［0211］；
緑化センター［7499］；県有林事務所［0211］；林木育種場
［0211］；水産試験場・分場［7113］；養魚場［04］；漁業研究
所［7113］；水産製品検査所［7441］；漁業用無線局
［3731］；水族館［8214］；水産業改良普及所［7499］；水産
増殖センター［041，0421］；あゆ種苗センター［0421］；栽培
漁業センター［041，0421］

物産観光あっせん所［9299］；物産館［9299］；商品展示所
［9299］；観光会館［9511］；ユースホステル［7591］；観光案
内所［4899］；観光博物館［8213］；産業能率研究所
［7121］；競輪場［8031］；計量検定所［7441］；科学技術研
究所［711］；鉱物分析所［7459］；工業試験場［7112］；製材
所［121］；中央卸売市場・分場［9599］；工業技術センター
［711］・工業指導所［7499］
農業大学校［8222］；園芸試験場［7113］；家畜病性鑑定所
［9599］；と畜場［9521］；畜産指導所［7499］；営農センター
［7499］；農業試験場・分場［7113］；試験農場［7113］；農業
総合研究所［7113］；研究農場［7113］；農業講習所
［8221］；原種農場［01］；普及指導センター［7499］；病害虫
防除所［9599］
蚕業試験場［7113］；畜産試験場［7113］；家畜保健衛生所・
支所［9599］；家畜衛生試験所［7113］；家畜人工授精所
［0134］；牧場［0121，0134］；種畜場［0134］；種鶏場
［0129，0134］；肥飼料検査所［7441］；競馬事務局［8035］；
競馬場［8032］
林務署［0211］；山林事業所［0211］；営林事務所［0211］；
治山事務所（主として造林を行うもの）［0211］；治山事務所
（主として復旧工事の管理を行うもの）［7421］；林道建設事
務所［7421］；林業試験場［7113］；林業指導所［7499］；苗
ほ場［0299］；林産物検査所［7441］；土地改良事務所（土地
改良工事の管理を行うもの）［7421］；用排水改良事務所
［7421］；干拓建設事務所［7421］；耕地事務所（土地改良工
事の管理を行うもの）［7421］；森林管理事務所［0211］；緑
化センター［7499］；県有林事務所［0211］；林木育種場
［0211］；水産試験場・分場［7113］；養魚場［04］；漁業研究
所［7113］；水産製品検査所［7441］；漁業用無線局
［3731］；水族館［8214］；水産業改良普及所［7499］；水産
増殖センター［041，0421］；あゆ種苗センター［0421］；栽培
漁業センター［041，0421］

【P】
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 案 （Ｓ－公務（他に分類されるものを除く））

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
【P】土木事務所［7421］；土木出張所［7421］；道路改良工
事事務所［7421］；道路舗装事務所［7421］；橋建設事務所
［7421］；砂防工事事務所［7421］；港湾修築工事事務所
［7421］；海岸工事事務所［7421］；復興工事事務所
［7421］；総合開発工事事務所［7421］；えん堤建設事務所
［7421］；ダム建設事務所［7421］；利水工事事務所
［7421］；建設機械整備（管理）事務所［9012］；港務所（港
湾管理事務所）［485］；橋管理事務所［4852］；有料道路管
理事務所［4852］；土木技術研究所［7112］；公園管理事務
所［8051］；霊園管理事務所［7952］；公会堂管理事務所
［9511］；火葬場［7951］；葬儀所管理事務所［7961］；駐車
場管理事務所［6931］；空港（空港管理事務所）［4856］；砂
利採取所［0548］；復興建設事務所［7421］；土地区画整理
事務所［7421］；総合開発事務所［7421］；建設技術セン
ター（土木建築に対する専門サービスを提供するもの）
［7421］；土木現業所［7421］；河川改修事務所［7421］；営
繕工事事務所［7421］
電気局[3300]；発電所[3311]；発電管理事務所[3311]；変
電所[3312]；電気局事務所[3309]；発電所建設事務所
[7421]；ロープウェイ管理事務所[4217]；電気科学館
[8213]；水道局の本所等[3600]；水道局営業所[3609]；給
水所[3611]；ポンプ場[3611]；工事事務所[7421]；浄水場
[3611]；配水事務所[3609,3611]；貯水池管理事務所
[3611]；水源林事務所[0211]；貯水池建設事務所[7421]；
えん堤工事事務所[7421]；下水道局の本所等[3600]；下水
道出張所[3600,3631,3632]；下水処理場[3600,3631]；下水
ポンプ場[3600,3631]
交通局(部)[421，431]；電車営業所[421]；電車車両整備工
場[4209]；自動車営業所[43]；工務部出張所[421]；変電区
(所)[421]
清掃局［8817］；清掃事務所［8817］；清掃作業所［8817］；
ごみ焼却場［8816］

土木事務所［7421］；土木出張所［7421］；道路改良工事事
務所［7421］；道路舗装事務所［7421］；橋建設事務所
［7421］；砂防工事事務所［7421］；港湾修築工事事務所
［7421］；海岸工事事務所［7421］；復興工事事務所
［7421］；総合開発工事事務所［7421］；えん堤建設事務所
［7421］；ダム建設事務所［7421］；利水工事事務所［7421］；
建設機械整備（管理）事務所［9012］；港務所（港湾管理事
務所）［485］；橋管理事務所［4852］；有料道路管理事務所
［4852］；土木技術研究所［7112］；公園管理事務所
［8051］；霊園管理事務所［7952］；公会堂管理事務所
［9511］；火葬場［7951］；葬儀所管理事務所［7961］；駐車
場管理事務所［6931］；空港（空港管理事務所）［4856］；砂
利採取所［0548］；復興建設事務所［7421］；土地区画整理
事務所［7421］；総合開発事務所［7421］；建設技術センター
（土木建築に対する専門サービスを提供するもの）［7421］；
土木現業所［7421］；河川改修事務所［7421］；営繕工事事
務所［7421］
電気局[3300]；発電所[3311]；発電管理事務所[3311]；変
電所[3312]；電気局事務所[3309]；発電所建設事務所
[7421]；ロープウェイ管理事務所[4217]；電気科学館
[8213]；水道局の本所等[3600]；水道局営業所[3609]；給
水所[3611]；ポンプ場[3611]；工事事務所[7421]；浄水場
[3611]；配水事務所[3609,3611]；貯水池管理事務所
[3611]；水源林事務所[0211]；貯水池建設事務所[7421]；え
ん堤工事事務所[7421]；下水道局の本所等[3600]；下水道
出張所[3600,3631,3632]；下水処理場[3600,3631]；下水ポ
ンプ場[3600,3631]
交通局(部)[421，431]；電車営業所[421]；電車車両整備工
場[4209]；自動車営業所[43]；工務部出張所[421]；変電区
(所)[421]
清掃局［8817］；清掃事務所［8817］；清掃作業所［8817］；ご
み焼却場［8816］

【P】

【P】高等学校［8141］；中等教育学校［8142］；高等専門学
校［8163］；特別支援学校［8151］；幼稚園［8111］；附属農
場［81］；実習農場［81］；看護学校［817］；高等技術専門学
院［8222］；図書館［8212］；博物館［8213］；美術館［8213］；
体育館［8042］；総合運動場管理事務所［8041］；教育会館
［9511］；教育研究所［7121］；教育研修所［8221］；青年の
家［8215］；理科教育センター［8221］；警察学校［8221］；社
会福祉研修所［8221］；職業訓練センター［822］；情報処理
教育センター［8221］；歴史民俗資料館［8213］；少年自然
の家［8215］；青少年センター［8215］；農業教育共同実習
所［8221］；水産共同実習所［8221］

高等学校［8141］；中等教育学校［8142］；高等専門学校
［8163］；特別支援学校［8151］；幼稚園［8111］；附属農場
［81］；実習農場［81］；看護学校［817］；高等技術専門学院
［8222］；図書館［8212］；博物館［8213］；美術館［8213］；体
育館［8042］；総合運動場管理事務所［8041］；教育会館
［9511］；教育研究所［7121］；教育研修所［8221］；青年の
家［8215］；理科教育センター［8221］；警察学校［8221］；社
会福祉研修所［8221］；職業訓練センター［822］；情報処理
教育センター［8221］；歴史民俗資料館［8213］；少年自然の
家［8215］；青少年センター［8215］；農業教育共同実習所
［8221］；水産共同実習所［8221］

【P】
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 案 （Ｓ－公務（他に分類されるものを除く））

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
982 市町村機関 982 市町村機関

9821 市町村機関
市区役所，町村役場及びその地方機関などであって，本

来の立法事務及び地方行政事務を行う事業所をいう。
○市（区）町村議会；議会事務局
市（区）役所・町村役場・支所・出張所・行政委員会
東京事務所；税務事務所；青少年相談センター；農政事務
所；消防本部（消防局）；消防署；市史編さん室；青少年補導
センター
教育委員会；教育委員会事務局
選挙管理委員会
監査委員；監査委員事務局
人事委員会；公平委員会
農業委員会；農業委員会事務局
消防組合・消防署
固定資産評価審査委員会

9821 市町村機関
市区役所，町村役場及びその地方機関などであって，本

来の立法事務及び地方行政事務を行う事業所をいう。
○市（区）町村議会；議会事務局
市（区）役所・町村役場・支所・出張所・行政委員会
東京事務所；税務事務所；青少年相談センター；農政事務
所；消防本部（消防局）；消防署；市史編さん室；青少年補導
センター
教育委員会；教育委員会事務局
選挙管理委員会
人事委員会；公平委員会
農業委員会；農業委員会事務局
消防組合・消防署

・「監査委員；監査委員事務局」：例示追加。
地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）
第百九十五条 普通地方公共団体に監査委員を置く。とある
ため。
・「固定資産評価審査委員会」：例示追加。
地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）
第二百二条の二 固定資産評価監査委員会は・・・固定資産
課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他
の事務を行う。とあるため。

【P】×消費生活センター［9599］；市民相談センター
［9599］；職員研修所［8221］；自動車整備所［891］；印刷所
［151］；公会堂［9511］；体育館［8042］；区民会館管理事務
所［9511］；文化会館［9511］；大学［8161］；短期大学
［8162］；計算センター［3921］；消防学校［8221］；公文書館
［8212］；勤労者センター［9511］；勤労青少年センター
［9511］；勤労青少年ホーム［9511］；勤労者家庭支援施設
［8219］
福祉事務所［8521］；老人ホーム［854］；老人福祉センター
［8549］；介護老人保健施設［8542］；救護施設［8599］；更
生施設［855，8599］；授産施設［855，8599］；宿所提供施
設［8599］；乳児院［8539］；母子生活支援施設［8539］；保
育所［8531］；児童養護施設［8539］；知的障害児施設
［8539］；盲ろうあ児施設［8539］；肢体不自由児施設
［8539］；児童自立支援施設［8229］；助産施設［8311，
8341］；児童相談所［8539］；児童館［8539］；障害者支援施
設［855］；母子福祉センター［8539］；公衆浴場［7841］；職
業訓練校［8222］；簡易宿泊所［7521］；障害者リハビリテー
ションセンター［855］；隣保館［8599］；母子健康センター
［8423］；保健所［8411］；市町村保健センター［8429］；農村
検診センター［8429］；精神保健福祉センター［8422］；一般
病院［8311］；有床診療所［8321］；無床診療所［8322］；助
産所［8341］；衛生研究所［7114］；公害研究所［7111］；保
健・看護・准看護学校［817］；火葬場［7951］；斎場［7961］；
霊園管理事務所［7952］；清掃事務所［8817］；ごみ焼却場
［8816］；し尿処分場［8812］；と畜場［9521］；死亡獣畜取扱
場［8891］；食肉処理場［9521］；清掃局［8817］；住宅管理
課［6921］；動物管理センター［8499］

×消費生活センター［9599］；市民相談センター［9599］；職
員研修所［8221］；自動車整備所［891］；印刷所［151］；公
会堂［9511］；体育館［8042］；区民会館管理事務所
［9511］；文化会館［9511］；大学［8161］；短期大学［8162］；
計算センター［3921］；消防学校［8221］；公文書館［8212］；
勤労者センター［9511］；勤労青少年センター［9511］；勤労
青少年ホーム［9511］；勤労者家庭支援施設［8219］
福祉事務所［8521］；老人ホーム［854］；老人福祉センター
［8549］；介護老人保健施設［8542］；救護施設［8599］；更
生施設［855，8599］；授産施設［855，8599］；宿所提供施設
［8599］；乳児院［8539］；母子生活支援施設［8539］；保育
所［8531］；児童養護施設［8539］；知的障害児施設
［8539］；盲ろうあ児施設［8539］；肢体不自由児施設
［8539］；児童自立支援施設［8229］；助産施設［8311，
8341］；児童相談所［8539］；児童館［8539］；障害者支援施
設［855］；母子福祉センター［8539］；公衆浴場［7841］；職
業訓練校［8222］；簡易宿泊所［7521］；障害者リハビリテー
ションセンター［855］；隣保館［8599］；母子健康センター
［8423］；保健所［8411］；市町村保健センター［8429］；農村
検診センター［8429］；精神保健福祉センター［8422］；一般
病院［8311］；有床診療所［8321］；無床診療所［8322］；助
産所［8341］；衛生研究所［7114］；公害研究所［7111］；保
健・看護・准看護学校［817］；火葬場［7951］；斎場［7961］；
霊園管理事務所［7952］；清掃事務所［8817］；ごみ焼却場
［8816］；し尿処分場［8812］；と畜場［9521］；死亡獣畜取扱
場［8891］；食肉処理場［9521］；清掃局［8817］；住宅管理
課［6921］；動物管理センター［8499］

・【P】内容例示の整理方針について検討中
大分類Sの地方公務につきまして、×例示が多く、並び順な
どにも統一性が見られないため、各調査や一般利用者など
が使いやすいものに変更する。
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 案 （Ｓ－公務（他に分類されるものを除く））

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
【P】食肉衛生検査所［8492］；食品衛生検査所［8492］；食
肉センター［9521］
中央卸売市場（分場）［9599］；市営小売市場［6911］；公設
市場［6911］；商工相談所［9299］；計量検査所［7441］；観
光案内所［4899］；ユースホステル［7591］；遊園地［8052］；
工芸指導所［7499］；工業研究所［7112］；工業試験場
［7112］；農業試験場［7113］；農業指導所［7499］；種鶏場
［0129，0134］；製茶工場［1031］；製氷所［1041］；製材所
［1211］；木材乾燥工場［1291］；家畜診療所［7411］；水産
ふ化場［041，0421］；休養施設［7591］；保養センター
［7591］
土木事務所［7421］；建設事務所［7421］；土木工営所
［7421］；土地区画整理事務所［7421］；埋立工事事務所
［7421］；港湾建設事務所［7421］；下水道建設事務所
［7421］；公園管理事務所［8051］；運動場管理事務所
［8041］；動物園［8214］；ふ頭事務所［4855］；港湾管理事
務所［485］；港務所［485］；渡船事務所［45］
競馬事務所［8035］；競輪事務所［8034］；競輪場［8031］；
競輪事業部［8034］；競馬場［8032］；競艇事業課［8036］；
競艇場［8033］
水道局(部) の本所等[3600]；船舶給水所[3600,3611]；浄
水場[3611]；配水場[3611]；加圧ポンプ場[3611]；漏水管理
事務所[3609]；水源池事務所[3611]；貯水池建設事務所
[7421]；下水処理場[3600,3631]；下水ポンプ場
[3600,3631]；排水ポンフﾟ所[3600,3631]；汚泥処理センター
[36]；ガス局(部) の本所等[3400]；ガス局営業所[3409]；ガ
ス製造工場[3411]；浄水場管理事務所[3611]；配水管理事
務所[3609,3611]；下水道局(部) の本所等[3600] ；下水道
管理事務所[3600]

食肉衛生検査所［8492］；食品衛生検査所［8492］；食肉セ
ンター［9521］
中央卸売市場（分場）［9599］；市営小売市場［6911］；公設
市場［6911］；商工相談所［9299］；計量検査所［7441］；観
光案内所［4899］；ユースホステル［7591］；遊園地［8052］；
工芸指導所［7499］；工業研究所［7112］；工業試験場
［7112］；農業試験場［7113］；農業指導所［7499］；種鶏場
［0129，0134］；製茶工場［1031］；製氷所［1041］；製材所
［1211］；木材乾燥工場［1291］；家畜診療所［7411］；水産
ふ化場［041，0421］；休養施設［7591］；保養センター
［7591］
土木事務所［7421］；建設事務所［7421］；土木工営所
［7421］；土地区画整理事務所［7421］；埋立工事事務所
［7421］；港湾建設事務所［7421］；下水道建設事務所
［7421］；公園管理事務所［8051］；運動場管理事務所
［8041］；動物園［8214］；ふ頭事務所［4855］；港湾管理事
務所［485］；港務所［485］；渡船事務所［45］
競馬事務所［8035］；競輪事務所［8034］；競輪場［8031］；
競輪事業部［8034］；競馬場［8032］；競艇事業課［8036］；
競艇場［8033］
水道局(部) の本所等[3600]；船舶給水所[3600,3611]；浄水
場[3611]；配水場[3611]；加圧ポンプ場[3611]；漏水管理事
務所[3609]；水源池事務所[3611]；貯水池建設事務所
[7421]；下水処理場[3600,3631]；下水ポンプ場
[3600,3631]；排水ポンフﾟ所[3600,3631]；汚泥処理センター
[36]；ガス局(部) の本所等[3400]；ガス局営業所[3409]；ガ
ス製造工場[3411]；浄水場管理事務所[3611]；配水管理事
務所[3609,3611]；下水道局(部) の本所等[3600] ；下水道
管理事務所[3600]

【P】
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １４ 回 改 定 案 （Ｓ－公務（他に分類されるものを除く））

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
【P】交通局(部)[42，43]；運輸局[42，43]；交通事業課[42，
43]；運輸事務所[42，43]；交通事務所[42，43]；電車営業
所[421]；変電区[421]；自動車営業所[43]；観光貸切自動
車営業所[4331]；鉄道建設事務所[7421] ；電車車両整備
工場[42]；索道事業所[4217]；ロープウェイ事務所[4217]；
交通局教習所[8221]；運転指令所[421]；駅務区[421]；運
転区[421]；空港(空港管理事務所)[4856]
幼稚園［8111］；小学校［8121］；中学校［8131］；高等学校
［8141］；特別支援学校［8151］；図書館［8212］；博物館
［8213］；美術館［8213］；水族館［8214］；公民館［8211］；教
育研究所［7121］；理科教育センター［8221］；青年の家
［8215］；音楽堂［8022］；給食センター［7721］；高等専修学
校［8171］；埋蔵文化財調査センター
［7121］；資料館［8213］
病院組合［8311］；火葬場組合[7951］；火葬場［7951］；組
合立小学校・中学校・高等学校［81］；水道組合［3611］；競
輪事務組合［8034］；競輪場管理組合［8031］；
競馬場管理組合・事務所［8032］；港管理組合［485］；食肉
センター組合［9521］；競艇事務組合［8036］；山林管理事
務組合［0211］；学校給食組合［7721］；教育研修センター
組合［8221］；知的障害児施設組合［8539］；老人福祉施設
組合［854］；地方卸売市場組合［9599］

交通局(部)[42，43]；運輸局[42，43]；交通事業課[42，43]；
運輸事務所[42，43]；交通事務所[42，43]；電車営業所
[421]；変電区[421]；自動車営業所[43]；観光貸切自動車営
業所[4331]；鉄道建設事務所[7421] ；電車車両整備工場
[42]；索道事業所[4217]；ロープウェイ事務所[4217]；交通
局教習所[8221]；運転指令所[421]；駅務区[421]；運転区
[421]；空港(空港管理事務所)[4856]
幼稚園［8111］；小学校［8121］；中学校［8131］；高等学校
［8141］；特別支援学校［8151］；図書館［8212］；博物館
［8213］；美術館［8213］；水族館［8214］；公民館［8211］；教
育研究所［7121］；理科教育センター［8221］；青年の家
［8215］；音楽堂［8022］；給食センター［7721］；高等専修学
校［8171］；埋蔵文化財調査センター
［7121］；資料館［8213］
病院組合［8311］；火葬場組合[7951］；火葬場［7951］；組合
立小学校・中学校・高等学校［81］；水道組合［3611］；競輪
事務組合［8034］；競輪場管理組合［8031］；
競馬場管理組合・事務所［8032］；港管理組合［485］；食肉
センター組合［9521］；競艇事務組合［8036］；山林管理事務
組合［0211］；学校給食組合［7721］；教育研修センター組合
［8221］；知的障害児施設組合［8539］；老人福祉施設組合
［854］；地方卸売市場組合［9599］

【P】
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