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ま え が き 
 

 職業は経済社会の移り変わりにともなって変化する。その変化の止まない職業をある一時

点でとらえて職業の視点から社会の断面を描いたものが職業分類である。断面図の素描画が

職業分類であるとすれば、その細密画は職業名索引であるといえる。言い替えると職業構成

図の画像をパソコンのモニター上に表示するとき、粗いピクセル（画素）で表示したものが

職業分類、細かなピクセルで表示したものが職業名索引にあたる。 

 職業分類・職業名索引は作成した時点から陳腐化が進行する。社会は変転極まりないが、

職業分類・職業名索引は定点観測の記録であるからである。したがって職業名索引に対する、

「収録職業が古い」、「求人・求職の申込みの多い職種であっても採録されていないものがあ

る」などのハローワーク職員の声は当然首肯できるものである。職業名索引の利用者の期待

に応えるためには常に職業名の見直しを行って、新しい職業名の収集だけではなく、古くなっ

たものの整理を不断に行うことが求められる。 

 ハローワークで現在使われている職業名索引は平成 11 年版である。既に 10 年近くの年月

が経っている。その間に生まれた新しい職業名が採録されていないだけではなく、これまで

古い職業名の整理が行われてこなかったことから、昭和 28 年の職業辞典に収録された職業や

それ以降の索引改訂時に収集した古い職業名が依然として残っている。これが職業名索引を

古いと感じさせる要因のひとつになっていることは否めない。 

 今回の見直し作業では、初めて古い職業名の整理を行った。平成 11 年版索引に収録されて

いるすべての職業名についてその仕事内容を確認したうえで再録するかどうかの判断を行っ

ている。古いものを整理する一方、現在、一般に広く使われ、かつ定着していると考えられ

る新しい職業名を積極的に採録した。その結果、旧版と比べると収録数は 28300 から 18600

に減ったが、旧版には載っていない 1100 の職業名を新たに採録した。 

 本索引が職業紹介業務の推進に多少なりとも貢献することができれば幸いである。また、

行政職員のみならず職業分類に関心を抱いている方々の参考になることがあれば望外の喜び

である。なお、本索引の不備な点に対する利用者からの懇篤な叱正を衷心から仰望する。 
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凡  例 
 

１ 編集方針 

 

(1) この索引は、公共職業安定機関の職業紹介業務における利用を主眼において職業名を編

纂したものである。求人・求職の職種を『労働省編職業分類』（平成 11 年版）の分類項目

に対応させる際の参考資料として、また各分類項目に含まれる職務の範囲を明らかにする

ための資料として作成した。収録した職業名は 18,600 種あまりである。 

 

(2) 職業名の収集にあたっては、広範な情報源から採録することに意を用いた。「平成 11 年

版職業名索引」に収録された職業はもとより、独立行政法人 統計センターの作成した「平

成 17 年国勢調査職業分類索引」に収録された職業、キャリアマトリックスに掲載された

職業、民間事業所の公開求人職種、インターネット上の各種職種辞典に掲載された職種、

労働政策研究・研修機構の調査を通じて把握された職業などを広く収集した。 

 

(3) 収集した職業名は、その仕事内容を確認したうえで整理した。その際には、①職業紹介

業務の遂行に資する職業名であるか、②現在使用されている名称であるか、③職業分類表

に設定された分類項目の職務範囲を表す職業として適切であるか、という視点を重視した。 

 

(4) 利用の便を考慮して 4 種類の索引表を作成した。職業名の表記の違いによる 3 種類の索

引表と職業分類番号別の索引表である。各職業名は、その先頭の文字表記の違いによって

漢字・平仮名職業名の五十音別索引表、片仮名職業名の五十音別索引表、ローマ字大文字

略語職業名のアルファベット順索引表のいずれかに掲載した。 

 

(5) 索引表には次の 4 種類の職業名を収録している。 

①小分類レベルの職業名 

労働省編職業分類の小分類項目名には数字 3 桁プラス「00」（ゼロゼロ）の分類番号

を付けた。 

②代表職業名（集約・特掲項目） 

代表職業名は、職業安定法第 15 条に明記された標準職業名に準じるものである。こ

れらの職業名には数字 5 桁の分類番号が付けられている。 

③普通職業名 

普通職業名は、代表職業名と同一の職務を持つが名称の異なるもの、あるいはその職

務範囲内にある職業である。これらの職業は集約・特掲項目と同一あるいはその下位

に位置づけられる職業であることから代表職業名と同じ分類番号を付けた。 
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④小分類項目と職務を共有する職業名又は複数の集約項目に該当する職業名 

 これらの職業名には、数字 3 桁プラス「××」の分類番号を付けた。 

これら 4種類の職業名に付与した職業分類番号のうち先頭の3桁数字は労働省編職業分

類表に設定された小分類項目の分類番号と同一である。また、ハイフンの次の 2 桁数字

は当該小分類項目の集約・特掲項目に付与された分類番号である。五十音別索引表及び

職業分類番号別索引表では、小分類項目名及び代表職業名を太字で表示した。 

 

(6) 各職業名に付与した職業分類番号は、平成 11 年版の労働省編職業分類表に設定された分

類項目の分類番号を基準にしているが、平成 11 年以降の各種の制度改革等により項目自体

が適切でなくなったものがあるため、必要に応じて分類表の項目を廃止又は項目名を修正

した。 

 

(7) 従来、職業名索引の作成にあたっては、利用者の検索の便を考慮して同じ職業であって

も必要に応じて記述の異なるものを積極的に収録してきた。これは索引を提供する媒体が

印刷物であることを前提にした工夫であった。しかし、現在、職業名は総合的雇用情報シ

ステムを通じて検索することができるため、ある特定の言葉が職業名の先頭にあろうと、

語尾にあろうと、その言葉を含む職業名であれば一瞬にして画面上に表示させることがで

きる。このためひとつの職業名を書き方のうえで工夫して複数の職業名にするという方針

は踏襲せず、同じ職業であれば可能な限りひとつの名称に集約した。 

 

(8) 代表職業名によって表される仕事の広がりや深さを明らかにするためのひとつの方法

は、当該代表職業名のもとに位置づけられる普通職業名の内容を豊かにすることである。

この点については、従来、同じ職務内容であっても名称の異なるものを収録して職業名の

多様性を重視するアプローチがとられてきた。しかし、職業名の電子化によってこのアプ

ローチの重要性は低下している。逆に重要性がいっそう増しているのは、代表職業名に含

まれるさまざまな課業に対応した各種の普通職業名を広く収集することである。異なる、

あるいは一部の課業が重複する普通職業名を意識的に収集することが求められていると

いえる。今回の見直し作業では、このアプローチを意識して普通職業名の編集を行ってい

るが、現実には代表職業名に含まれる職務の広がりと深さに対応した普通職業名を遺漏な

く収集するのは容易なことではない。このため収集した職業名の中で当該代表職業に含ま

れる職務として代表的なものを採録するように努めた。 
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２ 職業名の整理 

 

(1) 整理の過程 

 各種の情報源から収集した職業名の総数は 59,683 である（表 1 参照）。このうち平成 11 年

版職業名索引に収録されている職業以外のものには、職業分類番号が付けられていないだけ

ではなく、平成 11 年版索引の収録職業と名称が類似しているものがあったり、あるいは表記

が不揃いであったりするため、その整理を 2 段階に分けて実施した。まず、第 1 段階の整理

では、職業分類番号の付与が中心になった。収集した職業名が平成 11 年版職業分類表に設定

された分類項目のどれに該当するのかを判断し、その項目の分類番号を当該職業名の分類番

号とした。この過程で平成 11 年版職業名索引に収録された職業名と収集した職業名の異同の

判断が行われた。当該職業名が既に職業名索引に収録されている職業名と同一あるいは類似

度が高い場合には、当該職業名を削除した。このようにして職業名索引に収録されていない

職業名のリストを作成し、これと平成 11 年版索引の収録職業をあわせて職業名の基本台帳と

した。これに収録されている職業名は全体で 28,235 件である（表 2 参照）。 

 

表 1 職業名の情報源と収集した職業名の数 

   職業数  

 平成 11 年版職業名索引 28,349  

 平成 17 年国勢調査職業分類索引 28,375  

 キャリアマトリックスの収録職業 506  

 企業のホームページに掲載された求人職種※1 2,375  

 インターネット上の各種の職種辞典に掲載された職種※2 52  

 JILPT の調査を通じて収集した職業※3 26  

 計 59,683  

（注） 1. 企業のホームページに公開されている求人職種を収集して表示するインターネットサイトを利
用した。収集対象の職種名は、平成 11 年版職業名索引に収録されていないものである。 

 2. 15種類の職種辞典に掲載されている職種名のうち平成11年版職業名索引に収録されていないも
のを収集した。 

 3. 『ハローワークにおける職業分類の運用に関する調査報告』（JILPT 資料シリーズ No.31）に
記載されている新たな職業名を収集した。 

 

 第 2 段階の整理は、基本台帳に収録されている職業を対象にして実施した。この整理にあ

たっては、次の 3 点を基本にした。 

 ①職業紹介業務の遂行に資する職業名であるかどうか 

  職業紹介業務における求人・求職は雇用を前提にしている。したがって主として雇用に

係る職業名であるかどうかを重視した。 
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 ②現実に使用されている職業名であるかどうか 

  職業名は経済社会の変遷にともなって変化する。したがって雇用に係る職業名であって、

かつ実際に使用されているものであるかどうかを重視した。 

 ③代表職業名の職務範囲を示す職業として適当であるかどうか 

  代表職業名はカテゴリー名称である。職務範囲の狭いカテゴリーもあれば、広いものも

ある。各々のカテゴリーに含まれる職業として適切であるかどうかを重視した。 

 この整理の過程で表記の統一（語尾人称の統一、漢字・平仮名表記の統一など）や必要な

場合には名称の修正も行った。整理後の職業名は総数 18,580 である（表 3 参照）。このうち

平成 11 年版索引に収録されていたものは 17,318 件である。更に 17,318 件の内訳をみると、

平成 11 年版索引の職業名・分類番号と同一のものが 15,299 件、名称を修正したものが 1,614

件、分類番号を変更したものが 405 件である。この結果、平成 11 年版索引に収録されている

職業名のうち約半数（54%）は、今回の新訂版にもそのまま引き継がれることになった。一

方、今回新たに採録した職業名は 1,124 件（小分類項目を除く）である。 

 

表 2 基本台帳に収録された職業名の数 

  職業数 

平成 11 年版職業名索引の職業 27,004 

平成 17 年国勢調査職業分類索引の職業 847 

キャリアマトリックスの収録職業 116 

企業の公開求人職種 196 

インターネット職種辞典の職種 39 

JILPT 調査等 33 

計 28,235 

 

表 3 基本台帳整理後の職業名の数 

  職業数 

平成 11 年版職業名索引の職業 17,318 

平成 17 年国勢調査職業分類索引の職業 683 

キャリアマトリックスの収録職業 96 

企業の公開求人職種 187 

インターネット職種辞典の職種 39 

JILPT 調査等 119 

その他（小分類項目） 138 

計 18,580 
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(2) 整理の基準 

 第 2 段階の整理にあたって適用した基準は大枠では上述の 3 点であるが、個別職業名の検

討に際しては次のような具体的な基準を設けて採録の可否等を判断した。 

 ｲ. 位置づけの不明確な職業の格付け 

  (ｲ) 見習 

   見習は、見習対象の職業に従事するための OJT を受けていると解釈して見習対象職業

と同一項目に位置づけることを原則とした。具体的には次の 3 通りの方法で位置づけ

た。 

   ①見習コード（-98）が設定されているときには当該項目に位置づける。 

   ②見習コードが設定されていないときには、見習対象職業と同じ項目に位置づける。 

   ③国家資格による名称・職務独占型の職業における見習は、見習対象職業が含まれる

中分類項目の中の雑多項目に位置づける。 

  (ﾛ) 助手・補助 

   助手・補助者は、その対象職業に従事する者が遂行する職務の一部を果たすと考えら

れるので、原則として対象職業と同じ項目に位置づけた。具体的な位置づけの方法は

次の 4 通りである。 

   a. 国家資格による名称・職務独占型の職業の助手・補助 

    ①当該職業が位置づけられている小分類項目の中の雑多項目に位置づける。 

    ②上の①が設定されていないときには、当該職業が位置づけられている中分類項目

のなかの雑多項目に位置づける。 

   b. 助手・補助の項目が設定されている場合には、そこに位置づける。 

    例）高専・大学教員、写真家、一般事務員の助手・補助者 

   c. 研究者・教育の職業の実習助手は、その仕事内容に即して位置づける。 

   d. それ以外の職業の助手・補助は、助手・補助の対象職業と同じ項目に位置づける。

ただし、助手・補助の仕事が複数の代表職業名に関係するときには助手・補助の対

象職業と同じ小分類項目の中の雑多項目に位置づける。 

 ﾛ. 不適切な職業名 

  人夫、土工、女中など不適切と考えられる名称は、現在一般に使われている名称に変更

し、そのうえで採録の可否を判断した。 

 ﾊ. 職業名の後の括弧書き 

  職業名に括弧書きを付加するのは主に次のふたつのケースである。 

  (ｲ)「索引」の中に同一職業名のものが複数あり、それぞれの職業の所属する分野を明示

する必要があるとき 

  (ﾛ)「索引」には他に同名の職業名は採録されていないが、当該職業の範囲を限定しない

と利用者が誤解するおそれがあると考えられるとき 
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  括弧書きを付加するかどうかの判断は、職業名ごとに行った。 

 ﾆ. 類似職業名 

  類似度が極めて高い職業名が複数ある場合、適切だと考えられるものを残した。職業名

の中心となる文字列が同じならば、削除する職業名があっても検索で該当する職業名が

ないという問題が起こる可能性は小さいからである 

 ﾎ. 中黒（・）の使用 

  中黒を使用するのは、次の場合である。 

  (ｲ) 職業を併記するとき、あるいは取り扱うものを併記するとき 

   例）検収・検品係員、書籍・文房具販売店員 

この場合には次のように対応した。 

   a. 代表職業名が複数の職業で構成されている場合には、それを構成する個々の職業を

普通職業名として残す。 

   b. 普通職業名が複数の職業で構成されている場合には、それを構成する個々の職業を

残し、中黒付きの職業名を削除した。 

  (ﾛ) 外来語の片仮名職業名を視覚的にわかりやするするとき 

   例）コー・パイロット 

  同一の職業であって中黒を使用しているものと使用していないものがある場合、中黒を

使用した職業名を残した。 

例）婦人・子供服縫製工、婦人子供服縫製工 → 前者を残す 

 ﾍ. 略称 

  略称で表記されているものとそうではないものの両者がある場合、略称表記の職業名を

削除した。 

例）短大教員、短期大学教員 → 後者を残す 

 ﾄ. 表記 

  表記の原則は以下の３に詳述する。 

 

３ 職業名の表記 

 

職業名を記述する際に原則として採用したものは以下のとおりである。 

 

(1) 漢字表記 

 ｲ. 常用漢字を使用した職業名であるが、特別な読み方をする場合には、括弧書きでその   

漢字の読みを記した。 

例）河豚（ふぐ）調理師 

 ﾛ. 常用漢字であっても通常の音訓以外の読み方をするものは残した。 
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例）はけ製造工、刷毛製造工 

 ﾊ. 職業名が旧漢字、常用漢字、平仮名で記述されているときには、統一することはせず、

旧漢字に括弧書きでふりがなを付けて、3 者とも採録した。 

例）汽かん士、汽缶士、汽罐（かん）士 

 ﾆ. 同一職業であって漢字表記が異なる場合、どちらも一般的に使われているときには両者

とも残した。 

例）巻上機運転工、巻揚機組立工 

 

(2) 漢字・平仮名表記 

 ｲ. 同じものが漢字で表記されている場合と平仮名で表記されている場合 

  ①当該漢字が常用漢字であれば、漢字職業名を残す。 

  ②当該漢字が常用漢字以外の漢字のときには、原則として漢字のあとに括弧書きでふり

がなを付けた。 

例）ちりめん織布工、縮緬（ちりめん）紋彫工 

 ﾛ. 代表職業名が平仮名表記、普通職業名が漢字表記のときには、両方とも残した。当該普

通職業名が常用漢字以外の漢字を用いている場合には、その漢字の読み方を省略した。 

例）きゅう師、灸師：い草、藺草 

 ﾊ. 漢字表記は、旧漢字のものも残した。旧漢字を使う場合には、漢字のあとに括弧書き

でふりがなを付けた。 

例）製缶、汽罐（かん） 

 

(3) 漢字・片仮名表記 

 同じものが漢字で表記されている場合と片仮名で表記されている場合がある。 

ｲ. 代表職業名が漢字表記のときには、当該代表名のもとの普通職業名は漢字表記を原則と

した。 

例）漫画／マンガ 

ﾛ. 代表職業名が片仮名表記のときには、当該代表名のもとの普通職業名は片仮名表記を原

則とした。 

例）眼鏡／メガネ 

 

(4) ローマ字大文字略語の表記 

 ローマ字大文字だけで構成されている職業名は、文字の間にピリオドや中黒を付けない。 

 例）M.C（ラジオ・テレビ司会者） → MC（ラジオ・テレビ司会者） 

   A・D（アシスタントディレクター） → AD（アシスタントディレクター） 
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(5) 外来語の片仮名表記 

 ｲ. 片仮名名称に対応する一般的な漢字職業名がある場合には括弧書きで付加した。 

  例）スクールカウンセラー（学校臨床心理士） 

 ﾛ. 片仮名表記が異なるときには、一般的な記述法に倣った。 

  例）パフューマー、パヒューマー → 前者を残した 

 ﾊ. 中黒 

  片仮名の表記が長い場合には、言葉の句切りに中黒を使用しているものもあるが、使用

していないものもある。原則として中黒は使用しないこととするが、区切りがわかりに

くいときには、中黒を使用した。 

  例）カントリーエレベータオペレータ、マルチメディア・デザイナー 

 ﾆ. 長音（ー） 

  (ｲ) 原則として長音は「ー」で表記するが、長音を省略することが一般的な場合にはそ

れに従った。 

  (ﾛ) 外来語の音に近い表記あるいは一般的な記述法に倣った。 

   例）カラーリスト、カラリスト → 前者を残した 

 ﾎ. 破裂音 

  破裂音を表記しているものと表記していないものがある場合、表記しているほうを残し

た。 

  例）ボディー、ボデー → 前者を残した 

 

(5) 類似の人称名詞 

 職業名の語尾が次の人称名詞で終わるときには、以下の 3 つの方法で処理した。 

 例）～者／～人、～員／～者、～員／～人、～士／～者、～工／～人、～工／～職 

   ～係／～掛、～員／～工、～工／～師、～作業者／～人、～係員／～係など 

 ①類似職業名の一方が代表職業名のときには、代表職業名を残し、他方を削除する。 

 ②類似職業名がいずれも代表職業名でないときには、当該小分類における職業名の一般的

な記述に従う。 

  例）当該小分類の職業名が「～工」に統一されていれば、「～工」を残す。 

 ③上の②の判断が難しいときには、平成 11 年版索引の職業名を残す。 

 

(6) 送り仮名 

 ｲ. 送り仮名は、意味が不明確にならない範囲で省略した。 

  例）絵の具製造工、絵具製造工 → 後者を残す（「の」がなくても「えのぐ」と読める） 

  例）火造りプレス工、火造プレス工 → 前者を残す（「り」がないと、利用者によって

は「ひづくり」と読まない可能性もある） 



 9

 ﾛ. 送り仮名の表記が一般的なときにはそれに従った。 

  例）貼合わせ工、貼合工 → 前者を残した 

 

(7) 同音同義語 

 同じ職業であって、名称の一部に異なる漢字が使われている場合には、意味を考えて適切

なほうを選択した。しかし、その判断が難しいときには、平成 11 年版索引の職業名を残した。 

 例）成形／成型 

 

(8) 同義語・類似語 

 漢字の表記は異なるが、同じ意味の場合には、平成 11 年版索引に収録されている職業名を

残した。 

 例）製造工/製作工 

 

４ 代表職業名の変更 

 代表職業名の変更にともない職業定義の修正、普通職業名の修正・削除・移動を行った。 

 

(1) 法改正にともなう変更 

 ①農業改良普及員 

2004 年の農業改良助長法の改正にともなって農業改良普及員と専門技術員の資格

が廃止され、両者を統合した資格である農業普及指導員の試験が 2005 年から実施

されている。これにともない農業改良普及員の項目を廃止し、農業普及指導員を

021-××に追加した。 

021-21 農業改良普及員 → 廃止 

 ②保健婦、助産婦、看護婦 

  保健婦助産婦看護婦法は、2001 年の改正で保健師助産師看護師法となった。これにとも

ない代表職業名を以下のとおり修正した。また、普通職業名もすべて「～師」に修正し

た。 

  091 保健婦・保健士  → 保健師 

   091-10 保健婦・保健士 → 保健師 

  092 助産婦        → 助産師 

   092-10 助産婦      → 助産師 

  093 看護婦・看護士    → 看護師・准看護師 

   093-10 看護婦（士）   → 看護師 

   093-20 准看護婦（士）  → 准看護師 
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 ③助教授 

  高等教育機関における教授に次ぐ教員の職階は助教授であったが、2005 年の学校教

育法の改正によって助教授に代わり新たに准教授の職階が設けられた。これにともな

い普通職業名の「～助教授」を「～准教授」に修正するとともに、以下のとおり代表

職業名を変更した。 

  156-13 大学助教授  → 大学准教授 

 ④輸出品検査員 

  1997 年に輸出検査法が廃止されたことから、輸出品検査員の項目を監督的専門公務員の

もとに位置づけておくことは適切ではなくなり、項目を廃止した。 

  204-15 輸出品検査員  →  廃止（代表職業名のみ 209-99 に移動した） 

⑤助役、出納長、収入役 

  2006 年の地方自治法の改正によって地方自治団体における助役・出納長・収入役の役職

は廃止された。同法では助役に代わり副市町村長が新たに設置され、出納長・収入役と

同等の職務権限を持つ者として会計管理者が置かれることになった（会計管理者は特別

職ではなく、一般職の職員の中から副市町村長が指名することとされている）。これに

ともない代表職業名を以下のとおり修正し、213-20 に新たに会計管理者（地方公共団体）

を追加した。 

  213-12 副知事・助役  → 副知事・副市町村長 

  213-13 出納長・収入役 → 廃止 

 ⑥理美容師の見習 

  2002 年の理容師法及び美容師法の改正によって実務実習（インターン）制度が廃止され

た。新たに補助業務従事者の制度が導入されたが、理美容の本質的作業への従事は禁止

されている。これにともない見習の項目を廃止し、399-99 に新たに理美容師補助を追加

した。 

  351-98 理容師見習  → 廃止 

  352-98 美容師見習  → 廃止 

 ⑦石綿製品製造工 

  石綿製品の製造は、2006 年の労働安全衛生法の改正によって全面的に禁止されている。

ただし、代替品が確立していない特定分野の部材については、代替技術が確立されるま

での間、製造が認められている。このため石綿製品製造工を代表職業名として維持する

ことは適切ではなくなり、項目を廃止した。  

  549-20 石綿製品製造工  →  廃止（代表職業名のみ 549-99 に移動した） 

 

(2) 特殊法人改革にともなう変更 

 2001 年の特殊法人等整理合理化計画の実施にともなって多くの独立行政法人が設立され
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た。このため代表職業名を以下のとおり修正した。 

  222 特殊法人の役員     →  独立行政法人・特殊法人の役員 

   222-10 公団・事業団等の役員  →  独立行政法人の役員 

   222-20 特殊会社の役員     →  特殊法人の役員 

  232 特殊法人の管理職員      →  独立行政法人・特殊法人の管理職員 

   232-10 公団・事業団等の管理職員 →  独立行政法人の管理職員 

   232-20 特殊会社の管理職員   →  特殊法人の管理職員 

 

(3) サービス・採掘の職業に係る代表職業名の変更 

 ①赤帽 

  現在、鉄道駅に常駐する赤帽は存在しない。このため代表職業名を以下のとおり修正し

た。 

  399-10 赤帽・ポーター  →  ポーター 

 ②炭鉱関連の職業 

  現在、坑道堀で石炭を採掘している会社は 1 社のみであり、その生産量も小規模である。

したがって炭鉱関連の職業を代表職業名として維持することは適当ではなく、代表職業

名を以下のとおり修正した。  

  751-11 採炭員     → 廃止（普通職業名は 751-10 に移動） 

  759-30 選鉱員、選炭員  → 選鉱員 

  759-31  選鉱員      → 廃止（普通職業名は 759-30 に移動） 

  759-32 選炭員      → 廃止（普通職業名は 759-30 に移動） 

   

５ 職業名の配列 

 

 職業名は、先頭の文字が漢字・平仮名・片仮名・ローマ字のいずれであるかによって異な

る索引表に掲載されている。先頭の文字が漢字あるいは平仮名で始まる職業名は漢字・平仮

名職業名索引表に、片仮名・ローマ字で始まる職業名は、それぞれ片仮名職業名索引表、ロ

ーマ字大文字略語職業名索引表に収録されている。漢字・平仮名職業名索引表と片仮名職業

名索引表の職業名は五十音順に、ローマ字大文字略語職業名索引表の職業名はアルファベッ

ト順にそれぞれ配列されている。五十音別の配列にあたっては次の 3 点を原則とした。 

 ①清音、濁音、半濁音の順に配列する。 

 ②促音、拗音を先に配置し、その後に直音の職業名を配列する。 

 ③外来語の片仮名職業名の長音符（ー）は、直前の片仮名の母音を繰り返すものとみな

して、その母音と同じ扱いにする。 
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６ その他 

 

(1) 常用漢字以外の漢字の使用 

 ｲ. 常用漢字以外の漢字を使っている場合には括弧書きでふりがなを付けることを原則と

しているが、一般的に使われている漢字であっても常用漢字表に掲載されていないもの

があるため、読み方が特に難しいと思われる漢字だけにふりがなを振った。 

 ﾛ. 常用漢字以外の漢字であって、同一漢字の出現回数が多いと、括弧書きのふりがなが冗

長になるので、索引表では、当該漢字が初めて出てきたときにのみふりがなを振ること

とした。同じ漢字が 2 回目以降に現れたときにはふりがなを省略した。 

 

(2) 代表職業名と普通職業名 

求人・求職の職種に 5 桁の分類番号を付与するとき、該当する小分類項目は比較的容易に

判断できるものの、複数の集約項目に対応したりして適切な分類番号を確定することが難し

いことがある。そのような職種を位置づけるために数字 3 桁プラス「××」の分類コードが

便宜上設定されている。このコードには、小分類項目と同一の職業名、小分類項目と同一の

職務を持つが名称の異なるもの、複数の代表職業名に関係するものが混在している。索引表

の使い勝手を高めるため、この分類コードの付与された職業名の中から小分類項目名を削除

し、新たに数字 3 桁プラス「00」（ゼロゼロ）の分類番号を付して小分類項目名を採録した。 

 

(3) 収録対象外の職業名 

 漢字・平仮名職業名索引表と片仮名職業名索引表には、小分類項目名（数字 3 桁プラス

「00」の分類番号が付されているもの）が収録されているが、以下の項目に該当する小分

類項目名は採録の対象にしなかった。収録した小分類項目は、379 項目のうち 138 項目で

ある。 

①小分類レベルの雑多項目 

項目名（「他に分類されない～」及び「その他の～」）の故に収録する意義が乏しい。 

 ②細分類レベルに設定されている項目が 1 項目だけのもの 

細分類レベルの代表職業名は小分類項目名と同一である。 

③カンマ区切り（、）で職業名が併記された項目 

それぞれの職業名は細分類レベルの代表職業名になっている。 

④中黒（・）で職業名の一部が併記された項目 

 それぞれの職業名が細分類レベルの代表職業名になっているものは収録対象から外

した。 

 小分類レベルの雑多項目と同様に細分類レベルの雑多項目（項目名は「他に分類されな

い～」又は「その他の～」）も採録の対象外である。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

漢字・平仮名職業名 
五十音別索引表 

 

 



 

 

 



  

あ  
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あ 
 
 
 
合鍵製造工 551-99 
愛がん用動物飼育作業者 432-41 
合気道師範 202-30 
合釘工（竹製） 666-99 
会敷製造工（経木） 669-99 
  
合図手（鉄道） 492-20 
藍染工 646-10 
会津塗工 715-10 
亜鉛圧延工 516-30 
亜鉛鋳込工 512-80 
  
亜鉛鋳物工 513-XX 
亜鉛蒸留工 512-99 
亜鉛製錬工 512-10 
亜鉛装入工 512-99 
亜鉛鉄板加工人 554-10 
  
亜鉛電解工 512-30 
亜鉛板検査工 519-50 
亜鉛めっき工 556-30 
青表製造工 667-51 
青貝細工工 716-30 
  
あおさ養殖作業員 454-40 
青汁製造工 639-99 
青海苔製造工 627-30 
青物店主（八百屋） 321-10 
青物仲買人 339-10 
  
青焼工 729-99 
赤絵職 536-10 
赤貝缶詰製造工 624-XX 
赤糖工 613-99 
赤煉瓦製造工 534-XX 
  
空缶卸売人 326-32 
空瓶卸売人 326-33 
空瓶回収人 326-10 
揚返工 649-21 
揚返工、かせ取工 649-20 
  
あけび細工職 667-99 
あけびつる取人 449-10 
揚槽工（醤油製造） 614-24 
あげまき採取作業者 453-20 
揚身製造工 627-40 
  
揚物製造工 629-20 
揚枠工（生糸製造） 649-21 
麻織工 644-10 
あさぎり栽培人 431-32 
麻組編工 648-40 

麻コード製造工 648-30 
麻綱製造工 648-10 
麻縄製造工 648-30 
麻フェルト仕上工 649-51 
麻袋裁断工 659-99 
  
麻袋ミシン掛工 655-20 
麻実油工 615-XX 
あさり採取作業者 453-20 
あさり養殖作業者 454-20 
麻ロープ製造工 648-10 
  
亜酸化銅整流器製造工 581-62 
鯵（あじ）削節製造工 627-10 
足駄製造職  669-20 
味付工（製革） 701-30 
味付工（野菜漬物製造） 628-10 
  
味付海苔製造工 627-30 
味取工 701-30 
足場組立工 762-10 
足場工（造船業、建設業） 762-10 
足踏プレス工 552-XX 
  
足廻り組付け工 591-30 
あじ養殖作業者 454-10 
厚揚製造工 623-13 
厚板工（製材業） 661-XX 
厚板工（製鉄） 516-22 
  
厚板製造機械操作員（製鋼） 516-22 
厚板製造機械操作員（製材業） 661-20 
圧延鍛冶工 516-99 
圧延加熱炉工 516-10 
圧延機械技術者 031-10 
  
圧延機組立・調整工 571-20 
圧延技術者 041-40 
圧延検査工 519-50 
圧延コールド工 516-30 
圧延コントローラ工 516-99 
 
圧延工 516-00 
圧延仕上工 516-50 
圧延伸張工 516-10 
圧延精整工 516-50 
圧延穿（せん）孔機工 516-23 
 
圧延操炉工 516-10 
圧延鍛造工 514-20 
圧延パイプ工 516-40 
圧延ハンドル工 516-99 
圧延ロール研磨工 516-60 
 
圧延ロール工 516-60 
圧延ロール整備工 516-60 
圧下工（金属板製造） 516-99 
厚形スレート検査工 539-50 
厚形スレート製造工 538-13 

あいか ― あつが
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厚紙漉工 672-10 
圧搾機械修理工 572-10 
圧搾機工（水産物加工） 627-XX 
圧搾空気配管工 776-10 
圧搾工（金属加工） 552-99 
 
圧搾工（合板製造） 662-13 
圧搾工（醤油製造）  614-24 
圧搾工（動植物油脂製造） 615-21 
圧搾工（プラスチック製品製造） 693-13 
圧搾裁断工（たばこ製造） 635-20 
 
圧搾伸張工（製革） 701-30 
圧搾成形工（陶磁器製造） 535-11 
圧搾脱脂工（香辛料製造） 619-14 
圧差工（半導体製品製造） 585-30 
厚司（厚子）織工 644-10 
 
厚司仕立職 653-10 
圧締工（合板製造） 662-13 
圧縮機工（干魚加工） 627-30 
圧縮空気機関製造技術者 031-10 
圧出工（ゴム被覆線製造） 584-21 
 
圧接工 561-99 
斡旋人（旅行社：切符などの手配をするもの） 281-20 
圧造工 514-XX 
圧着工（プラスチック製品成形） 693-50 
圧展積葉工 635-20 
 
圧電素子製造工 589-52 
圧入工 552-99 
厚焼製造工 627-40 
誂（あつらえ）友禅工 646-11 
圧力計器調整修理工 601-30 
 
圧力計組立工 601-23 
圧力計製造技術者 031-30 
圧力容器組立工 553-22 
圧濾（ろ）工（陶磁器製造） 531-10 
圧練鍛造工 514-20 
 
宛名書人 255-97 
当盤工 553-99 
後押工（製材） 661-20 
後処理工（鋳物製造） 519-30 
後処理工（化学繊維製造）  523-30 
 
孔明工（プラスチック製品製造） 693-32 
穴あけ木工 663-13 
穴かがり工 655-30 
油揚げ製造人 623-13 
油揚・生揚製造工 623-13 
 
油絵画家 182-12 
油回収工（硬化油製造） 524-31 
油菓子製造工 629-99 
油かす肥料製造工 809-99 
油紙製造工 673-30 

油缶詰工（食品製造）  615-99 
油絞り工（動植物油脂製造） 615-21 
油処理工（化学繊維漂白）  523-31 
油積送工（製油） 792-11 
油出工（動植物油脂製造） 615-20 
 
油タンク船設計技術者 033-10 
油抜工（竹材） 666-XX 
油引工（和傘製造） 713-40 
油瓶詰工（食品製造）  615-99 
油ポンプ運転工 733-10 
 
海士（あま） 453-30 
海女 453-30 
雨傘骨製造工（和傘製造） 666-14 
甘栗製造工 629-99 
雨どい（樋）製造工（プラスチック製） 693-14 
 
雨どい（樋）板金工 554-10 
雨戸製造職 664-30 
甘納豆製造工 622-99 
亜麻仁かす飼料製造工 619-30 
亜麻仁油製造工 615-XX 
 
網編工（繊維製） 648-20 
網編立工（繊維製） 648-20 
網入ガラス工 532-11 
編掛工（ゴムホース製造） 692-99 
網加工工 648-20 
 
編笠製造人 667-99 
編機組立工 571-33 
編機準備工 647-40 
編組工 584-44 
編組工（ゴムホース製造） 692-99 
 
網仕立工 648-20 
網修理工 648-20 
あみ製造工 648-20 
網大工 648-20 
編立機調整工 572-11 
 
編立工（金属製品） 558-13 
編立工（竹製品） 666-XX 
網地検査員（金属製） 559-70 
網地検査員（繊維製）  649-60 
網地製造工（繊維製） 648-20 
 
編針製造工（金属製）  558-14 
編針袋入工 728-20 
網目版製版工 682-12 
網元（漁労を行うもの） 451-XX 
網元（漁労を行わないもの） 241-10 
 
編物工、編立工 647-00 
編物個人教師 202-99 
編物手芸学校講師 159-20 
網結工 648-20 
編結工（製網） 648-20 
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飴菓子製造工 622-50 
あめ・キャンデー製造工 622-50 
飴原料仕込工 622-50 
飴原料調合工 622-50 
飴製造工  622-50 
 
あめ切断工 622-50 
飴冷却工  622-50 
綾織工 644-10 
綾糸製造工 642-40 
あやつり師 195-40 
 
操り人形使い 195-40 
綾通し工 643-30 
あゆ養殖作業者 454-10 
荒圧延工 516-99 
荒圧下工（金属板製造） 516-99 
 
洗い方（追回し：調理見習のもの） 361-98 
洗工（金属再生業） 809-10 
洗い場係（料理見習でないもの）  809-37 
洗い場係（料理見習のもの） 361-98 
洗張工 356-10 
 
洗張職 356-10 
洗張染物職 356-10 
洗張人 356-10 
洗割工 519-31 
荒後面工（金属板製造） 516-99 
 
荒木口切工（鉛筆製造） 719-32 
荒摺（ずり）工（ガラス製品加工） 532-42 
荒（粗）巻整経工 643-10 
荒地瓦乾燥工 534-20 
荒地工（粘土瓦製造） 531-10 
 
荒茶萎凋（いちょう）工 631-11 
荒茶乾燥工 631-11 
荒茶仕上工 631-11 
荒茶製造工 631-11 
荒茶中揉工（緑茶） 631-11 
 
荒茶篩（ふるい）分工 631-11 
新巻鮭製造工 627-99 
荒物行商人 325-21 
荒物小売店主 321-10 
荒物雑貨卸売店主 322-10 
 
あられ製造工 622-42 
亜硫酸ソーダ製造工 521-13 
あわおこし製造人 622-42 
合わせ型製品成形工（ゴム製品製造） 692-14 
合わせガラス製造工 532-99 
 
あわび取り 453-20 
あわび養殖作業者 454-20 
泡盛製造工 633-99 
暗渠工事作業員（配管工事） 781-11 
暗渠清掃員 809-15 

暗号作成者 209-99 
暗視野集光器組立工 603-30 
庵主 161-12 
あん製造工 622-31 
安全衛生係 251-11 
 
安全管理者 071-20 
安全灯係員（鉱山） 759-99 
安全灯充電工 589-99 
安全ピン製造工 558-15 
あん付工（和菓子製造） 622-30 
 
行灯（あんどん）製造工 713-50 
案内解説人（博物館） 375-20 
案内解説人（博物館学芸員） 209-99 
案内係 253-10 
案内事務員 253-10 
 
案内台交換手 503-13 
案内人（映画館、劇場） 375-22 
案内人（ガイド） 391-20 
案内人（釣舟業）  499-21 
鞍嚢（あんのう）製造工 709-40 
 
暗箱組立工 609-99 
あん摩師 112-10 
あん摩マッサージ師 112-10 
あんまマッサージ指圧師 112-10 
あん摩見習 119-99 
 
 
 

い 
 
 
 
家大工 771-10 
家元（生花、お茶） 202-99 
硫黄採掘員 751-10 
硫黄精錬技術者 042-20 
硫黄付工（加工紙） 673-42 
  
硫黄付工（マッチ製造） 719-60 
いか缶詰製造工 624-XX 
医学研究者 011-40 
医学部教授 156-12 
鋳掛職  559-99 
  
いか塩辛製造工 627-99 
医科大学教授 156-12 
鋳型機械工 513-32 
筏組作業者 443-20 
鋳型工 513-30 
  
筏作業者（山元） 443-20 
筏師（観光用筏下り） 499-99 
鋳型成形工（砂型） 513-31 
鋳型製造工（金型）  559-22 
鋳型造形工 513-30 
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筏操作員 443-20 
いか釣り漁師 451-12 
いかなご加工工 627-99 
胃カメラ製造工 603-30 
医局細菌検査員 119-20 
  
医局事務員 259-20 
藺（い）草編工 667-50 
藺草かご編工 667-50 
藺草加工工 667-50 
藺草刈作業者 431-43 
  
い草ござ仕立工 667-50 
い草栽培者 431-43 
藺草栽培人 431-43 
い草製品製造工 667-50 
藺草選別人 667-50 
  
育種技術員 021-11 
育雛作業者 432-99 
育苗作業者 431-XX 
育林作業者 441-00 
生花個人教授 202-99 
 
生花指南 202-99 
衣桁（こう）組立工 664-21 
囲碁棋士 209-99 
囲碁教師 202-99 
囲碁指南 202-99 
 
鋳込工 513-40 
鋳込工（製鉄） 511-13 
鋳込工（陶磁器製造） 535-11 
鋳込工（非鉄金属製錬） 512-80 
鋳込み成形工 535-11 
 
鋳込造塊工（製鋼） 511-25 
居酒屋主人 323-10 
医師 081-10 
石穴あけ工 541-20 
石荒仕上工 541-20 
 
石印材工 549-10 
石印材細工工 549-10 
石大切工 541-20 
石垣はつり工 541-60 
医事管理士 259-20 
 
医師（教授） 156-12 
石切工 541-20 
石切工（採石場） 752-12 
石切出作業者 752-10 
石工 541-00 
 
石工旋盤工 541-21 
石工見習 541-98 
石研磨工 541-30 
石小切工 541-20 
石細工工 549-10 

石採掘人 752-10 
石摺工（製革） 701-13 
石切断機械工 752-10 
石タイル研磨工 541-30 
石たたき仕上工 541-20 
 
遺失物係員 309-10 
石積工 541-60 
石灯篭製造工 541-40 
石張工 772-30 
石はり工（貴金属細工） 716-20 
 
医事評論家 171-30 
石縁取工 541-20 
石彫工 541-40 
石磨き工 541-30 
石文字彫工 541-40 
 
石焼芋屋 325-21 
衣裳係（映画制作） 353-10 
衣裳係（結婚式場） 353-10 
衣装着付係（結婚式場） 353-10 
衣装着付師 353-10 
 
衣裳考査係 184-99 
意匠図案工 724-10 
意匠設計技術者（織物業） 049-23 
意匠設計補助者（自動車） 184-20 
石割工 541-10 
 
石割工（採石場） 752-10 
石割作業員 752-10 
椅子内張工 721-11 
椅子木地職 663-99 
椅子組立工（木製） 664-21 
 
椅子シート張り工 721-11 
椅子修理工 664-99 
椅子製造工（金属製） 559-11 
椅子製造工（木製） 664-20 
椅子張替職 721-11 
 
いす張工 721-11 
遺跡調査員（発掘作業員でないもの） 209-99 
遺跡発掘作業員 809-99 
位相計組立工 601-10 
位相差検鏡装置取付工 603-20 
 
い染工 667-50 
板加熱プレス工 669-99 
板紙型切工 679-13 
板紙製造工 672-10 
板ガラス切取工 532-11 
 
板ガラス切嵌込工 777-21 
板ガラス検査工 539-51 
板ガラス成形工 532-11 
板ガラス製造工 532-11 
板ガラス伸し工 532-11 
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板ガラスはめ込工 777-21 
板ガラス引揚工 532-11 
板ガラス曲げ工 532-11 
委託駅員 301-XX 
委託駅駅長 301-XX 
 
委託集金人 291-10 
委託配達員（郵便） 504-12 
委託販売代理人 339-10 
板削り工（桶・樽製造） 669-11 
板削り工（家具製造） 664-20 
 
板削り工（木型・木型模型製造） 663-20 
板削り工（木箱製造） 663-12 
板削り工（製材） 661-99 
板削り工（建具製造） 664-30 
板削り工（木船製造） 663-10 
 
いたこ 399-70 
板材蒸かん工 669-30 
板締工（動植物油脂製造） 615-21 
板〆彫刻工 663-30 
板製材工 661-20 
 
板場 361-10 
鈑剥工（鋼材製造） 516-99 
板箱製造工 669-99 
板張工（手漉製紙） 672-30 
板葺工 773-99 
 
板葺屋根職 773-99 
板前 361-10 
板目取工 661-99 
板物工 663-10 
板わくこん包工 795-12 
 
一位細工職 663-30 
いちご酒製造工 633-20 
市場内運搬作業員 792-12 
胃腸科医 081-10 
一輪車組立工 595-10 
 
一輪車組立工（荷役用） 599-99 
一閑張下地製造工 715-11 
一閑張職 715-10 
一級建築士 051-10 
一級自動車整備士  592-10 
 
筏作り工（木場） 669-99 
一等機関士 483-20 
一等航海士 482-10 
一等航空整備士 593-40 
一般機械器具組立工 571-00 
 
一般機械器具修理工 572-00 
一般機械技術者 031-10 
一般機械据付技術者 031-10 
一般機械木工 663-10 
一般行政事務員 255-10 

一般計量士 259-99 
一般事務員 255-10 
一般職公務員 255-10 
一本釣り漁師 451-10 
遺伝研究員 011-14 
 
移動式クレーン運転士 732-10 
移動体通信技術者 035-10 
移動販売員 325-20 
糸かがり工（製本）  684-13 
糸かけ工（コーン巻） 649-14 
 
糸かけ工（撚糸機） 642-20 
緯度観測技術者 011-10 
井戸機械掘工 755-12 
糸切り工（縫製品製造） 659-99 
糸繰工（製本業） 684-13 
 
糸繰工（織物製造） 649-14 
糸繰工（化学繊維製造）  649-14 
糸繰工（化学繊維製造） 523-30 
糸繰工（生糸製造） 649-11 
糸繰工（抄繊糸製造） 673-99 
 
糸繰工（染色業、整経業、刺しゅう業） 649-14 
糸検査工 649-61 
糸検査仕上工 649-61 
糸検量工 649-61 
糸ゴム加工工 692-99 
 
糸ゴム製造工 692-XX 
井戸さく井工 755-12 
糸刺し工（木製玉のれん） 669-99 
糸晒工 645-12 
糸仕上工 649-61 
 
糸質測定工（製糸業） 649-61 
糸洗浄工 645-13 
糸染色工 646-22 
糸選別工 649-61 
糸染工 646-22 
 
糸継工 643-31 
糸つや出工 645-13 
糸取工（経木帽子製造） 669-99 
糸練工 645-11 
糸のこ木工 663-10 
 
糸糊付工 645-13 
糸張工（織物製造） 643-10 
糸張工（染色整理業） 645-10 
井戸ボーリング工 755-12 
糸干し工 645-13 
 
井戸掘助手 755-12 
糸巻工 649-14 
糸目工（手描友禅） 646-11 
糸撚工（撚糸製造） 642-20 
稲作作業者 431-10 
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稲作農耕者 431-10 
稲わら製品製造工 667-30 
犬訓練士 209-50 
犬飼育人 432-41 
犬猫病院長（獣医師） 083-10 
 
位牌下地工 715-11 
鋳張工（鋳物製造） 519-33 
いばり取り工 557-24 
衣服以外のミシン縫製工 655-20 
衣服卸売店主 322-10 
 
衣服型紙製図工（パタンナー） 659-10 
衣服修理人（毛皮製・皮革製衣服） 659-30 
衣服修理人（男子洋服） 652-30 
衣服修理人（婦人・子供服）  651-30 
衣服修理人（和服）  653-10 
 
衣服除染工（汚染除去） 355-13 
衣服特殊ミシン縫工  655-30 
衣服販売店員 324-21 
衣服ミシン縫製工 655-10 
衣服・身回品仲買人 339-10 
 
衣服・身の回り品販売店員 324-21 
燻瓦製造工 534-XX 
今川焼製造人 622-30 
医務課長（医師） 081-10 
医務官 081-10 
 
医務室長（医師） 081-10 
医務事務員 259-20 
医務部長（刑務所） 081-10 
芋菓子製造工 629-99 
芋ケンピ製造工 622-40 
 
芋粉製造工 612-10 
鋳物師（いもじ） 513-XX 
芋焼酎製造工 633-40 
鋳物アセチレンガス切断工 562-21 
鋳物鋳込工 513-40 
 
鋳物型剥工 519-31 
鋳物型ばらし工 519-31 
鋳物金型製造工 559-22 
鋳物管理工 513-99 
鋳物木型工 663-20 
 
鋳物木型修理工  663-20 
鋳物技術者 041-20 
鋳物疵取工 519-30 
鋳物検査工 519-53 
鋳物工 513-00 
  
鋳物材料装入工（鋳物製造） 511-99 
鋳物仕上工 519-30 
鋳物浄揚工 513-99 
鋳物芯入工 513-31 
鋳物芯取工 513-20 

鋳物砂落し工 519-32 
鋳物砂型工 513-31 
鋳物砂処理工（鋳造） 519-32 
鋳物砂製造工 513-10 
鋳物砂製造工（鋳物業を除く） 539-99 
 
鋳物切断・補修工 519-34 
鋳物旋盤工 551-11 
鋳物注湯工 513-40 
鋳物鉄溶融炉工 511-30 
鋳物添加剤製造工 529-99 
  
鋳物中子工 513-20 
鋳物刷毛製造工 714-23 
鋳物はつり工 519-33 
鋳物バリ取工 519-33 
鋳物溶解工（鉄鋳物製造） 511-30 
  
鋳物溶解工（非鉄鋳物製造） 512-10 
鋳物溶接工（ガス溶接） 562-10 
鋳物用鉄溶融工 511-30 
鋳物用非鉄金属溶解工 512-10 
鋳物離型剤製造工 529-99 
  
鋳物割工 519-31 
芋類耕作者 431-20 
医薬監視員 119-30 
医薬情報担当者 327-22 
医薬動物実験検査員 042-10 
  
医薬品拡張宣伝員（プロパー） 327-22 
医薬品・化粧品販売店員 324-25 
医薬品研究員 011-43 
医薬品検査技術員 042-50 
医薬品検査工 529-60 
 
医薬品原料工 525-10 
医薬品混合工 525-10 
医薬品仕上工 525-12 
医薬品試験工 529-60 
医薬品製剤工 525-11 
 
医薬品製造員 525-10 
医薬品製造管理者 042-10 
医薬品製造技術者（薬剤師） 084-10 
医薬品製造技術者（薬剤師でないもの） 042-10 
医薬品製造工 525-10 
 
医薬品販売員（薬剤師） 084-10 
医薬品販売員（薬剤師でないもの） 324-25 
医薬品秤量工 525-10 
医薬品プロパー 327-22 
医薬品分析工（医薬品製造）  529-60 
 
煎子製造工 627-30 
煎豆製造職 622-44 
医療カウンセラー（医師） 081-10 
医療カウンセラー（医師でないもの） 121-11 
医療課長（刑務所） 081-10 
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医療監視員 119-31 
医療機械卸売店主 322-10 
医療機械修理工 572-10 
医療機器組立工 571-30 
医療機器設計士（電気計測器、電子応用装置） 034-20 
 
医療器具消毒員（病院） 801-30 
医療技術員 119-20 
医療ケースワーカー 121-11 
医療言語聴覚士 107-20 
衣料仕上工 659-60 
 
医療事務員 259-20 
医療事務管理士 259-20 
医療社会事業員 121-10 
医療社会事業司 121-11 
医療ソーシャルワーカー 121-11 
 
医療電気器具修理工（電子機器） 587-30 
医療費給付事務員 259-20 
医療秘書 254-10 
医療費請求事務員 259-20 
衣料品小売店主 321-10 
 
医療法人役員 229-99 
医療保険請求事務員 259-20 
医療・薬事・衛生監視員 119-30 
医療用画像放射線機器組立工 586-20 
医療用電子機器組立・調整工 586-30 
 
医療用電子機器修理工 586-30 
医療用針製造工 558-14 
衣類検査工 659-70 
衣類仕立職（和服）  653-10 
衣類ミシン縫工  655-10 
 
入換係 492-11 
色揚工（染色） 646-99 
色合せ工（繊維製品） 659-70 
色合わせ工（染色業） 646-40 
色合わせ工（タイル製造） 539-99 
 
色染工（浸染） 646-20 
色抜工（紡織）  645-12 
色糊作り工（染色） 646-40 
色分解撮影工（印刷・製版業） 682-20 
祝飾物製造工 712-30 
 
岩おこし製造工 622-42 
いわし油工 615-XX 
いわし缶詰製造工 624-XX 
いわし削節製造工 627-10 
いわし糠（ぬか）漬工 627-99 
 
岩種製造工 612-10 
印押工（ゴム靴） 699-99 
印画紙製造工 529-32 
印画紙用原紙抄造工 672-10 
印鑑サック製造工 711-10 

印鑑製造人 717-10 
陰極組立工（銅精錬） 512-30 
印金加工工（友禅染色） 646-11 
印刻師 717-11 
印材工（角加工） 716-30 
 
印刷インキ製造技術者 042-10 
印刷インキ製造工 529-40 
印刷浮出工 683-99 
印刷営業員 327-31 
印刷鉛版工 682-11 
 
印刷外交員 327-31 
印刷画工 724-11 
印刷紙差工 689-99 
印刷機械組立工  571-34 
印刷機械組立・調整工 571-34 
 
印刷機械工（ガラス容器製造） 536-20 
印刷機械修理工 572-11 
印刷機械製造技術者 031-10 
印刷技術者 049-99 
印刷研究員 011-20 
 
印刷検査工 689-40 
印刷作業員 683-00 
印刷差替工 689-99 
印刷紙貼工（合板製造） 662-99 
印刷写真工 682-20 
 
印刷写真修正工 682-21 
印刷受注員 327-31 
印刷図案家 184-99 
印刷製版工 682-10 
印刷・製本検査作業員 689-40 
 
印刷彫刻工（腐しょく彫刻）  555-30 
印刷転写工 683-99 
印刷ニス引き工 689-99 
印刷物校正工 689-20 
印刷物光沢加工作業員 689-10 
 
印刷物コーティング加工作業員 689-11 
印刷物樹脂プレス加工作業員 689-12 
印刷物仲介人 339-10 
印刷物販売店員 324-23 
印刷物ラミネート加工作業員 689-13 
 
印刷用感光剤製造工 529-30 
印刷用ゴム版彫刻工 717-21 
印刷用紙抄造工 672-10 
印刷用紙裁断工 679-11 
印刷ロール修理工 689-99 
 
印刷ロール洗浄工 689-99 
院主 161-12 
印章工 717-10 
印章彫刻工 717-11 
飲食店給仕 371-12 
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飲食店支配人 323-20 
飲食店主 323-10 
飲食店主（もっぱら経営・管理に従事するもの） 241-10 
飲食店マネージャー 323-20 
飲食物給仕人 371-10 
 
飲食物販売人（移動店舗） 325-32 
飲食料品卸売店主 322-10 
飲食料品検査工 629-30 
飲食料品仕分け人 809-20 
飲食料品販売店員 324-22 
 
院代 161-12 
院長（洋裁学院） 159-20 
印判工 717-10 
印判工見習 717-98 
印判師 717-00 
 
印判製造見習 717-98 
印判彫刻師 717-11 
印判てん刻工 717-11 
飲用乳製造工 625-10 
飲料かん詰・びん詰工 634-10 
 
飲料検査工 639-20 
飲料容器製造工（紙製） 674-40 
 
 
 
 
 
  

う 
 
 
 
ういろう製造工 622-30 
植木栽培者 431-33 
植木職 433-10 
植木職・造園師見習 433-98 
植木職見習 433-98 
  
植木鉢成形工（プラスチック製） 693-10 
植木屋 433-10 
植木露天商 325-31 
魚解体工（缶詰製造） 624-11 
魚解体工（水産食品製造） 627-XX 
  
魚かす飼料製造工 619-30 
魚乾燥人（水産食品製造） 627-30 
魚醤油製造工 619-10 
魚選別工（水産食品製造） 627-99 
魚選別人（飼料製造） 619-30 
  
魚見 459-99 
魚冷凍機運転工  739-20 
浮起重機運転工 732-10 
浮子（うき）製造工（ナイロン樹脂製） 699-99 
浮彫カレンダー工 679-20 

受入係員 272-10 
請負外交員（建設工事） 327-30 
受付・案内事務員 253-10 
受付係 253-10 
受付事務員 253-10 
 
受付事務員(ゴルフ場,ボウリング場,バッティングセンター等の娯楽施設) 375-20 
受付守衛 423-11 
受付発送事務員（郵便局） 303-10 
受渡し記録工 272-10 
宇治茶茶摘作業者 431-41 
  
鵜（う）匠 451-21 
薄板圧延工（製鉄、製鋼） 516-XX 
薄板金型抜工 552-11 
薄板工（合板製造）  662-11 
薄板後面工 516-30 
  
薄板仕上圧延工 516-50 
薄板製材工（製材業） 661-20 
薄板切断工 559-50 
薄板切断工（合板製造）  662-11 
薄板剪断工  559-50 
  
薄板冷板工（製鉄、製鋼） 516-30 
薄皮製造工（木製品製造） 661-99 
薄鋼板検査工 519-50 
渦巻圧縮機運転工  733-40 
渦巻送風機運転工 733-30 
  
渦巻ポンプ運転工 733-10 
歌沢師匠 202-20 
打込母型製造工 552-99 
打貫工 559-99 
打抜工（印刷業） 679-13 
  
打抜工（金属製品製造）  552-11 
打抜工（プラスチック製品製造） 693-60 
打抜プレス工 552-11 
打刃物製造工 559-21 
内張工 721-00 
 
内張詰物工 721-12 
宇宙開発技術者 071-99 
団扇（うちわ）絵付工 724-99 
うちわ製作工 713-20 
団扇製造職 713-20 
 
団扇はり工 713-20 
うちわ骨師 666-12 
うちわ骨製造工 666-12 
うちわ骨製造工（プラスチック製） 693-10 
団扇文字書工 724-99 
 
腕時計組立工 602-10 
腕時計ムーブメント組立工 602-11 
うどん製造工 621-10 
うどん料理人 361-10 
うなぎかば焼製造工 627-99 
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うなぎ白焼製造工 627-99 
うなぎ養殖作業者 454-10 
うなぎ漁師 451-20 
雲丹（うに）採取作業者 453-20 
雲丹塩辛製造工 627-99 
 
雲丹塩辛瓶詰工 624-XX 
うに養殖作業者 454-99 
乳母車製造工 712-42 
馬毛製品製造工 719-99 
馬調教師 209-50 
 
埋木細工職人 664-10 
梅酒製造工 633-20 
埋立工事人 781-99 
梅干漬工 628-10 
裏打工（製革） 701-13 
 
裏漉（ごし）工（缶詰製造） 624-10 
裏師（陶磁器製造） 535-10 
裏漉工（製革） 701-13 
裏付工（製靴） 702-13 
占い師 399-70 
 
売上計算係 263-21 
売掛金集金人 291-10 
売場監視員 423-10 
漆上塗工 715-10 
漆液製造工 529-40 
 
漆絵付工（陶磁器製造） 536-10 
漆工 715-10 
漆工芸家 183-10 
漆こし人 715-10 
漆採取人 449-10 
 
漆下塗工 715-11 
漆すり工 715-12 
漆精製工 529-40 
漆通し人 715-10 
漆塗上工 715-10 
 
漆塗工 715-10 
漆塗下地工 715-11 
うるちせんべい製造職 622-41 
上絵書き人（染色業） 724-99 
上絵図案家 184-99 
 
上絵着画工（陶磁器製造） 536-10 
釉薬瓦製造工 534-XX 
上塗左官 774-10 
上蓋製作工（桶・樽製造） 669-11 
上回工（サルベージ業） 809-99 
 
上もと（清酒製造） 632-13 
運行管理事務員 302-00 
運行管理事務員（タクシー） 302-22 
運航管理者（ディスパッチャー：航空運輸業） 302-41 
運行管理者（道路貨物運送事業） 302-21 

運行管理者（道路旅客運送事業） 302-22 
運航士 482-20 
運材作業者 443-20 
雲水 161-12 
運送業配達人 794-10 
 
運送事務員 272-40 
運送店経営者（雇あり業主） 241-10 
運賃精算係 301-10 
運賃箱・整理券発券機修理工 587-30 
運転士教習生（鉄道） 462-98 
 
運転室整備工（鉄道車両） 594-42 
運転室取付工（鉄道車両） 594-31 
運転指導員（自動車学校、教習所） 159-20 
運転手(レントゲン車：病院：エックス線技師であるもの) 101-10 
運転司令 302-10 
 
運転台組立工（自動車製造） 591-20 
運転代行人 472-10 
運動具製造工 719-40 
運動靴ミシン縫製工 655-20 
運動場掃除人 801-10 
 
運動部記者 172-11 
運動用具卸売店主 322-10 
運動用具販売店員 324-20 
運動用マット製造工 719-40 
運動用具小売店主 321-10 
 
雲衲（うんのう） 161-12 
運搬員  792-10 
運搬機械組立工 571-99 
運搬作業員 792-10 
運搬車組立工 599-99 
 
運搬船機関長 483-10 
運搬船船長 481-10 
運搬手押車製造工  599-99 
温麺製造工 621-10 
雲母採取人 752-10 
 
雲母製品仕上工 539-99 
雲母選別工 539-99 
雲母蓄電器製造工 589-43 
雲母板接着工 539-99 
運輪外交員 335-13 
 
運輸改札係 301-10 
運輸課長 231-11 
運輸区長（公営交通） 213-30 
運輸出改札係 301-10 
運輸出札係 301-10 
 
運輸司令 302-10 
運輸長（公営交通） 213-30 
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英会話教師 202-10 
英会話教室講師 159-20 
映画映写機組立工 603-32 
映画・演劇雑務者 809-30 
映画カメラマン 185-30 
 
映画館案内人 375-22 
映画館経営者（雇あり業主） 241-10 
映画館出札員 375-21 
映画監督 194-22 
映画館中売人 325-22 
  
映画館放送員 375-23 
映画脚本家 171-20 
映画現像工 725-10 
映画撮影機組立工 603-30 
映画字幕翻訳者 171-40 
  
映画助監督 194-22 
映画女優 193-20 
映画製作企画係員 194-10 
映画タイトル書き人（看板） 724-20 
映画入場券販売員 375-21 
  
映画美術師 194-99 
映画評論家 171-30 
映画フィルム製造工 529-31 
映画プロデューサー助手 194-10 
映画編集係 172-99 
  
永久磁石製造工 589-99 
営業アシスタント 327-XX 
営業員 327-XX 
営業外務員（銀行） 335-11 
営業外務員（不動産業） 331-10 
  
営業企画係（企画が主であるもの） 252-10 
営業課長（会社支店） 231-13 
営業課長（会社本社） 231-11 
営業事務アシスタント 281-99 
営業事務管理員 281-99 
  
営業写真家 185-10 
営業所長（会社） 231-12 
営業セールスマン 327-20 
営業促進員 327-20 
営業・販売事務員 281-00 
 
営業部員（不動産業） 331-10 
営業部長（会社支店） 231-13 
営業部長（会社本社） 231-11 
営業マン 327-20 
営業用乗用自動車運転者 472-12 

営業用バス運転者 471-10 
英語個人教師 202-10 
英語通訳 209-20 
英字新聞記者 172-11 
映写係 729-10 
 
映写機組立工 603-32 
映写技士 729-10 
映写機修理工 603-50 
映写見習  729-10 
衛生課長（保健所：医師） 081-10 
 
衛生監視員 119-30 
衛生管理者（医師） 081-10 
衛生管理者（医師でないもの） 119-99 
衛生管理者（保健師） 091-10 
衛生現業員（清掃事務所）  801-20 
 
衛生検査員 119-30 
衛生検査技師 102-20 
衛生工学衛生管理者 119-99 
衛生工学技術士 071-30 
衛生作業員 801-20 
 
衛生指導事務員 251-11 
衛生車運転手 479-10 
衛星通信技術者 035-10 
衛生防疫技術員 119-99 
営繕課長（会社支店） 231-13 
 
営繕課長（会社本店） 231-11 
営繕管理事務員 263-20 
営繕技術者 051-10 
営繕区長（公営） 213-30 
営繕左官 774-10 
 
営繕大工 771-10 
営繕畳工 775-10 
映像技術者 185-30 
映像ジャーナリスト 172-XX 
映像調整員（テレビ会社） 501-21 
 
営農指導員 021-20 
英文速記者 311-10 
英文タイピスト 311-22 
衛生マスク製造工 659-99 
栄養学教諭（各種学校） 159-20 
 
栄養学研究者 011-99 
栄養コンサルタント 111-10 
栄養士 111-10 
栄養指導員 111-10 
栄養士見習 119-99 
 
栄養微生物研究員 011-99 
営林技術員 023-10 
駅案内係 301-21 
液化ガス工 521-10 
疫学研究者 011-40 
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駅構内員 792-20 
駅構内係 492-10 
駅構内信号手 492-20 
駅構内清掃人 801-10 
駅構内売店販売員 324-40 
 
駅雑務員 809-32 
易者 399-70 
易者、祈とう師 399-70 
駅出改札係 301-10 
駅掌 301-21 
 
液晶製造工 521-10 
液晶時計部品組立工 602-11 
液晶パネル開発技術者 034-20 
液晶パネル製造工 589-51 
液晶板製造工 589-51 
 
液晶表示部品製造工 589-51 
液晶モジュール部品設計士 034-21 
液晶・有機ＥＬ技術者 042-10 
役僧 161-12 
液体ホーニング工 559-99 
 
駅立売人 325-20 
駅長（私鉄） 231-12 
液糖製造工 613-99 
駅荷扱作業者 792-10 
駅弁調製工 629-21 
 
駅務員 301-XX 
駅務係 301-XX 
液面計組立工 609-99 
駅旅客係 301-21 
駅連結手 492-12 
 
枝打作業者 441-40 
枝とり工（鶏加工） 626-10 
枝肉解体工（販売店） 626-10 
枝肉格付員 025-99 
枝払作業者（育林） 441-40 
 
枝払作業者（造林） 442-20 
絵付検査員（陶磁器製造） 539-53 
絵付仕上工 536-20 
絵付師（陶磁器製造） 536-10 
絵付線引き工 536-40 
 
絵付ダミ工（窯業） 536-10 
絵付着色工（塗装業） 723-51 
絵付窯工 535-14 
えつり掛工 774-10 
絵塗師（陶磁器製造） 536-10 
 
えのきだけ栽培作業者 431-34 
絵具組合せ工（染色） 646-40 
絵具仕上工 529-40 
絵具充てん工 529-40 
絵具製造工 529-40 

絵はり工（陶磁器製造） 536-20 
えび佃煮製造工 627-70 
えび養殖作業者 454-10 
絵符製造工 675-99 
絵符付工 728-99 
 
絵筆穂首製造工 719-99 
絵本作家 182-10 
衛門（酒類製造） 632-15 
絵窯焼成工 535-14 
塩安製造工 521-14 
 
塩化亜鉛液浸漬工 673-41 
塩化亜鉛液調整工（ファイバー製造） 673-41 
宴会係事務員 281-20 
塩化カリ製造工 521-14 
塩化工 521-10 
 
演歌師（流しのもの） 191-40 
艶歌師（寄席芸人） 195-99 
煙火製造工 529-99 
塩化ビニール押出工（電線製造） 584-22 
塩化ビニル樹脂鞄製造工 711-10 
 
塩化ビニル製造工 521-15 
塩化ビニル分析員 529-60 
塩化ビニルライニング鋼管製造工 559-99 
沿岸運搬作業員 791-12 
塩干魚貝類製造工 627-30 
 
沿岸漁業者 451-10 
沿岸荷役作業者 791-12 
演芸家 195-00 
園芸技術員 021-10 
園芸研究者 011-30 
 
演芸興行主 339-99 
園芸作業者 431-30 
演芸司会者 195-99 
演芸進行係 195-99 
園芸装飾家 184-99 
 
園芸農耕者 431-30 
演劇団員 193-10 
演劇俳優 193-10 
演劇評論家 171-30 
塩酸工 521-10 
 
塩酸製造工 521-10 
演習林長（大学） 156-12 
演出家 194-20 
延伸工（化学繊維製造）  523-30 
遠心鋳造機運転工 559-99 
 
遠心分離機乾燥工（製塩）  529-20 
遠心分離機工 521-10 
遠心分離機工（ソース製造） 619-12 
塩析工（石けん製造） 524-10 
塩蔵いわし製造工 627-99 
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演奏家 191-30 
塩蔵魚製造工 627-99 
塩蔵さけ製造工 627-99 
塩蔵さば製造工 627-99 
塩蔵さんま製造工 627-99 
 
塩蔵たら製造工 627-99 
塩蔵にしん製造工 627-99 
塩蔵ほっけ製造工 627-99 
塩素製造工 521-13 
延張工（金属圧延） 516-XX 
 
園長（社会福祉施設） 239-10 
延展工（化学繊維製造） 523-30 
円筒研削盤工 551-16 
円筒研磨工（印刷業） 689-99 
延撚工 642-20 
 
鉛版鋳込工 682-11 
円盤鉋工（桶・樽製造） 669-11 
鉛板めつき工 556-30 
鉛筆検査工 719-70 
鉛筆刻印工 719-32 
 
鉛筆白生地検査工 669-51 
鉛筆芯入膠着工 719-32 
鉛筆芯製造工 529-99 
鉛筆製造工 719-32 
鉛筆木工 663-10 
 
鉛粉製造工（鉛蓄電池製造） 519-99 
 
 
 
  
 
 
 

お 
 
 
 
追い回し（洗い方：料理見習でないもの） 809-37 
追い回し（洗い方：料理見習のもの） 361-98 
王冠製造工 559-20 
扇骨師 666-11 
応急危険度判定士（地方自治体） 051-10 
  
応接員（宿泊施設） 372-10 
凹版彫刻工 555-20 
往復圧縮機運転工 733-40 
往復ポンプ運転工 733-10 
欧文タイピスト 311-22 
  
応用理学技術士 049-99 
大型紙袋製造工 674-20 
大型掘進機操作員 754-11 
大型トラック運転者 473-11 
大型バーナー工 562-22 

大切工（製材） 661-20 
大組工（印刷業） 681-99 
大道具係 771-99 
大道具画工 724-10 
大道具方（劇場）  771-99 
  
大貼工（印刷製版） 682-30 
凹版印刷工 683-30 
大丸工（製材） 661-20 
大麦飼料製造工 619-30 
大麦選別工（ビール製造） 633-10 
  
大谷石採取人 752-10 
大枠工（石材加工） 541-20 
大割工（採石場） 752-11 
大割工（選鉱場、選炭場） 759-99 
陸稲耕作者 431-10 
 
女将（旅館） 376-10 
置時計組立工 602-10 
置屋主人 399-99 
おきゅうと製造工 627-99 
屋外通信線架線工 744-11 
 
屋内清掃作業員 801-11 
屋内電気配線工 746-10 
屋内電話配線工 745-32 
桶修理職 669-11 
桶製造職  669-11 
  
おけ・たる製造工 669-11 
おこし・あられ製造工 622-42 
おこし製造工 622-42 
お好み焼き調理人 361-10 
お好み焼店主 323-10 
  
お好み焼店主（屋台） 325-32 
筬（おさ）通工 643-40 
筬巻工 643-20 
押絵職（羽子板）  712-30 
押絵羽子板製造工 712-30 
  
押型職 646-32 
押出型整備工（アルミニウム圧延） 572-12 
押出型彫工（アルミニウム圧延） 555-12 
押出工（金属管製造） 516-23 
押出工（金属プレス） 552-11 
  
押出工（ゴム製品製造）  692-11 
押出工（石けん製造） 524-10 
押出工（ビニール被覆電線製造） 584-22 
押出成形工（陶磁器製造） 535-11 
押出被覆線製造工 584-20 
  
押出プレス工（製鉄、製鋼） 516-23 
押箔工（製本）  689-30 
押縁面取工 663-99 
おしぼり加工包装工 355-10 
おしぼり縫製工 655-20 
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押麦製造工 611-12 
和尚 161-12 
白粉（おしろい）製造工 525-30 
お茶づけ海苔製造工 629-10 
お手伝い  341-20 
  
おでん屋店主 323-10 
音環境デザイナー 209-99 
落掛製造工 669-99 
踊り子 192-20 
踊り師匠 202-20 
  
鬼瓦職 534-XX 
おにぎり作り人（飲食店） 361-99 
おにぎり作り人（飲食店を除く） 629-21 
帯鋼成形工 516-22 
帯仕立職 653-13 
 
帯締組工 648-40 
帯地織工 644-10 
帯鋸工（製材）  661-20 
帯鋸差目工 557-21 
帯鋸盤工 559-50 
  
帯ひも組工 648-40 
お札売人（神社、仏閣） 339-30 
お札製造工 729-99 
汚物運搬船船長 481-20 
お守製造工 729-99 
  
御宮製作人 664-11 
おもちゃ製造工 712-10 
表付工（畳ござ・花むしろ製造） 667-50 
表回り（パチンコ店） 375-24 
おもり調整工 601-30 
  
女形 193-11 
織糸整経工 643-10 
織工 644-10 
折り作業員 684-11 
折たたみ工 649-35 
  
折畳み箱製造工 674-10 
織ネーム工 644-10 
織ネーム巻取工 649-35 
折箱製造工 669-99 
織ひも工 648-40 
 
織フェルト工 644-10 
織マーク工 644-10 
織物綾取工 643-30 
織物意匠図案工 724-10 
織物印刷工 646-30 
 
織物加工機械保全修理工 572-11 
織物管巻工 649-35 
織物金属型刻職 555-12 
織物研究員 011-20 
織物検査員（卸売店、百貨店等） 272-20 

織物検査員（検査所） 049-20 
織物検査工（織物製造）  649-60 
織物工 644-10 
織物晒工 645-12 
織物試験工 649-60 
 
織物準備工 643-XX 
織物製品検査工 659-70 
織物設計技術者 049-23 
織物染工 646-23 
織物転写マーク製造工 679-20 
 
織物見本作成工（織工） 644-10 
織物用木管製造工 663-10 
卸売外交員 327-22 
卸売セールスマン 327-22 
卸売店支配人 322-20 
 
卸売店主 322-10 
卸売店主（もっぱら経営・管理に従事するもの） 241-10 
卸売店長 322-20 
卸売店販売員 324-70 
卸売販売員 324-70 
 
音楽家 191-00 
音楽家（個人に教授するもの） 202-20 
音楽科助手（大学） 156-15 
音楽家庭教師 202-20 
音楽教室講師 202-20 
  
音楽個人教師 202-20 
音楽指揮者 191-20 
音楽試聴工（CD製造業） 209-99 
音楽指導者 202-20 
音楽資料管理員（放送業） 259-99 
  
音楽隊員（消防庁） 422-10 
音楽評論家 171-30 
音楽プロデューサー 194-99 
音楽プロモーター 252-10 
音楽療法士（ミュージックセラピスト） 119-99 
  
温灸師 112-30 
音響機器設計者 034-20 
音響技術員 509-99 
音響技術者 034-20 
音響器取付工（自動車製造） 591-30 
  
音響検査工（ベアリング製造） 559-70 
音響効果音付人 209-99 
音響効果家 209-99 
音響部品組立工 589-47 
音叉製造工 559-20 
  
温室組立工（鉄筋組立） 553-11 
温室栽培者 431-30 
温水器設置配管工 776-10 
温水洗浄便座組立工 587-99 
音声担当員（放送業） 501-21 

おしむ ― おんせ



  

 か 

  
 
 

 26

音声調整工（通信機器製造）  582-30 
温泉開さく工 755-10 
温泉浴場係員 354-10 
温度計組立工 601-22 
温度計製造工  601-22 
  
音量計（ＶＵメータ）組立工 601-10 
  
  
  
  
  
 
 

か 
 
 
 
加圧工（木毛セメント板製造） 538-13 
加圧成形工（セメントモルタル製品製造） 538-99 
加圧熱成形工 693-16 
海尉 402-10 
会員勧誘外交員 335-15 
  
会員権（券）販売員 339-10 
海運運行管理事務員 302-30 
海運課長 231-11 
海外特派員 172-XX 
絵画教師（個人教授所） 202-20 
  
絵画研究員 012-14 
絵画指導家 182-10 
絵画彫刻師 724-99 
貝殻粉飼料製造工 619-30 
海技士（機関士であるもの） 483-20 
  
海技士（航海士であるもの） 482-10 
海技士（通信、電子通信） 501-12 
会議通訳者 209-20 
外業仕上工（造船） 596-11 
開業助産師 092-10 
  
外業銅工（造船） 776-10 
外業木工（造船） 663-10 
回金係（銀行） 262-10 
外勤係（銀行） 335-11 
会計アシスタント 263-20 
  
会計係（飲食店） 261-11 
会計課長（会社） 231-10 
会計課長（会社支店） 231-13 
会計課長（社会福祉法人） 239-10 
会計課長（社団法人） 239-10 
  
会計課長（本社） 231-11 
会計監査係員 263-30 
会計管理者(地方公共団体） 213-20 
会計給与事務員 263-21 
会計クラーク 263-20 

会計経理事務員 263-20 
会計計理事務員 263-20 
会計現金出納事務員 261-12 
会計検査院検査官 212-10 
外径研削盤工 551-16 
 
会計士助手 149-99 
会計士補 141-20 
会計事務員 263-20 
会計帳簿事務員 263-21 
会計予算執行事務員 263-10 
 
介護アテンドサービス士 341-10 
外交員（建設業） 327-30 
外交員（不動産業） 331-10 
外交員（保険業） 332-12 
外航貨客船船長 481-10 
 
外航航海士 482-10 
外溝工事人 779-99 
外交宣伝員（プロパー） 327-22 
外交販売員（商品） 327-20 
外交販売人 327-20 
 
外国為替事務員 262-10 
外国語学校講師（専修学校） 159-10 
外国産食糧検査指導員 021-30 
外国資金トレーダー（銀行） 333-20 
外国事情調査員 252-20 
 
外国人学校教員 159-99 
外国人出入国管理事務員 259-10 
外国郵便係員 303-11 
介護士 119-40 
蚕飼育者 431-51 
 
介護支援専門員 129-10 
介護職員（福祉施設） 124-10 
介護助手 119-40 
介護タクシー運転者 472-12 
介護福祉士（施設内の介護職員） 124-10 
 
介護福祉士（訪問介護員） 342-10 
介護保険事務員 259-99 
介護保険請求事務員 259-99 
海佐 402-10 
貝細工工 716-30 
 
貝採取作業者 453-20 
開削機運転工  734-11 
改札係 301-10 
海産物行商人 325-10 
海産物仲立人 339-10 
 
海事鑑定人 209-99 
碍子（がいし）組立工 539-99 
海事検査員 209-99 
碍子検査工 539-53 
碍子研磨工 535-12 
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海士(自衛隊） 402-10 
碍子製造工 535-10 
碍子洗浄工 809-10 
海事代理士 139-99 
海事補佐人 139-99 
 
会社アナウンス係 251-10 
会社会長 221-10 
会社監査役 221-20 
会社監事 221-20 
貝杓子製造工 716-30 
 
会社検査役 231-10 
会社工場長（取締役を除く） 231-12 
会社工場長（取締役であるもの） 221-20 
会社顧問 221-20 
会社支店長（取締役を除く） 231-12 
 
会社支店長（取締役であるもの） 221-20 
会社社長・会長 221-10 
会社社長秘書 254-10 
会社重役 221-20 
会社常務取締役 221-20 
  
会社専務取締役 221-20 
会社相談役（取締役であるもの） 221-20 
会社総務部長（取締役であるもの） 221-20 
会社総務部長（取締役を除く） 231-11 
会社取締役 221-20 
  
会社取締役会長 221-10 
会社取締役支配人 221-10 
会社取締役副社長 221-10 
会社の管理職員 231-10 
会社副社長 221-10 
  
会社メールボーイ 255-97 
会社役員 221-20 
会社役員秘書 254-10 
回収工（化学） 521-10 
回収資材整理工 809-20 
  
介助員（訪問入浴） 349-10 
海将 402-10 
海上ウインチ運転工 732-22 
海上クレーン運転工 732-10 
海上自衛官 402-10 
  
海上自衛隊員 402-10 
会場整備員 423-10 
海象調査技術員 071-99 
海上特殊無線技士 501-30 
海上幕僚長 402-10 
  
海上幕僚副長 402-10 
海将補 402-10 
海上保安官 412-10 
海上保安監 412-10 
海上保安士 412-10 

海上保安署長 412-10 
海上保安正 412-10 
海上保安部長 412-10 
海上無線通信士 501-12 
外信・外報部記者 172-11 
  
海水観測員 209-99 
貝摺工 716-30 
解説委員 172-20 
外線工事員（配電線） 743-11 
外線工（通信線） 744-11 
 
外線設計技術者 034-31 
外線電工（送電線） 742-11 
外線電工（通信線） 744-11 
海曹 402-10 
がい装機運転工（通信・電力ケーブル製造） 584-40 
 
外装組立工 602-12 
がい（鎧）装工 584-40 
介添え役 399-99 
解体工（建造物） 762-20 
骸炭（コークス）処理工 809-34 
 
外注係 281-10 
害虫駆除指導員（街路樹） 439-99 
外注事務員 281-10 
懐中汁粉製造工 622-99 
懐中時計組立工 602-10 
 
害虫防除作業員 801-32 
害虫防除指導員  801-32 
貝彫刻工 716-30 
海底ケーブル敷設工 744-13 
海底線敷設工 744-13 
 
回転圧縮機運転工 733-40 
回転圧縮機組立工 571-99 
回転窯運転工（セメント製造） 537-10 
回転計組立工（自動車） 601-10 
回転式冷凍機運転工 739-20 
 
回転子組立工  581-60 
回転成形工 693-10 
回転変流器組立工 581-33 
回転ポンプ運転工 733-10 
回転炉工（製鉄、製鋼） 511-22 
 
街頭広告宣伝放送員 394-10 
回胴式遊技機（パチスロ）ソフトウェア開発技術者 061-10 
街頭宣伝アナウンサー 394-10 
街頭宣伝放送員 394-10 
街頭宝くじ販売人 339-31 
 
街頭販売人 325-30 
海難審判官・理事官 139-30 
海難審判庁審判官 139-30 
海難審判庁理事官 139-30 
海難審判庁書記 139-99 
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海難法律家 139-99 
開発事務員 252-10 
解版作業員 681-99 
開俵工（綿糸紡績） 649-99 
開閉制御機器組立工 581-50 
 
外壁張工 771-99 
解剖画家 182-99 
解剖学研究員 011-40 
解剖技術者 119-99 
解包工（たばこ製造）  635-10 
 
解包調理工（たばこ製造） 635-10 
解剖標本作製員 718-11 
解包秤量工（たばこ製造）  635-10 
貝ボタン製造工 716-30 
介捲漁師 453-20 
 
外務員（商品取引業） 339-10 
海務監督 309-10 
外務集金人 291-10 
界面活性剤製造技術者 042-10 
界面活性剤製造工 529-99 
 
海面監視人 459-10 
海面漁労作業者 451-10 
開綿工 649-99 
海綿採取人 459-99 
買物配達人 794-20 
 
買物袋製造工 711-10 
海洋学研究者 011-99 
海洋構造物技術者（機械） 031-10 
海洋調査士 071-99 
貝類採取作業者 453-20 
 
貝類養殖作業者 454-20 
回路計組立工 601-10 
回路素子測定器組立工 601-10 
街路灯修理工 746-10 
回路配線工（ＩＣ・ＬＳＩ製造）  585-32 
 
かえりとり工 557-24 
加塩練圧工（バター製造）  625-40 
家屋解体工 762-20 
家屋建売人 331-10 
家屋塗装工 723-40 
 
家屋売買仲立人 331-10 
画家 182-10 
抱え鞄製造工 711-10 
雅楽楽手 191-50 
化学機械組立工 571-30 
 
化学機械修理工 572-10 
化学機械設計技術者 031-10 
化学技術士 042-XX 
化学技術者 042-00 
化学研究者 011-13 

化学研磨工 556-99 
化学原料工 521-10 
化学原料仕込工 521-10 
化学工 521-10 
化学工業技術者 042-XX 
 
化学工業用セラミックス技術者 043-20 
化学合成工 521-10 
化学工程中央制御監視員 521-10 
化学試験分析工 529-60 
化学者 011-13 
 
化学試料試験工 529-60 
化学製品卸売店主 322-10 
化学製品検査工 529-60 
化学製品原料粉砕工 529-10 
化学製品小売店主 321-10 
 
化学製品製造オペレーター 521-10 
化学製品販売店員 324-20 
化学製毛工 523-30 
化学繊維後処理工 523-30 
化学繊維織物検査工 649-62 
 
化学繊維検査技術員 042-50 
化学繊維検査技術者 042-30 
化学繊維検査工 529-60 
化学繊維工 523-00 
化学繊維合糸工 642-10 
 
化学繊維製造技術者 042-30 
化学繊維製造工 523-XX 
化学繊維精練・漂白工 523-31 
化学繊維撚糸工 642-20 
化学繊維紡糸工 523-20 
 
化学繊維紡績工 523-20 
化学繊維巻糸工 649-14 
化学洗浄技術員 809-10 
化学洗浄工（めっき業） 556-99 
科学捜査研究員（都道府県警） 011-99 
 
化学調味料製造工 619-10 
化学調味料瓶詰工 624-21 
化学糊製造工 529-99 
化学反応工 521-10 
化学反応装置設計技術者 031-40 
 
化学肥料製造オペレーター 521-14 
化学肥料製造技術者 042-20 
化学肥料製造工 521-14 
科学部記者 172-11 
化学プラント設計技術者 031-40 
 
化学分解工 521-10 
化学分析研究開発員 042-XX 
化学めっき工 556-20 
化学冶（や）金技術者 041-10 
化学薬品検査員 529-60 
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化学薬品製造技術者 042-20 
化学薬品製造工 521-10 
化学薬品分析工 529-60 
かかと付工（革サンダル製造） 702-40 
かかと積上げ圧搾工 702-10 
 
鏡裏塗工 532-50 
鏡加工仕上工 532-50 
鏡銀引き工 532-50 
鏡製造工 532-50 
係検事 131-20 
 
かき打ち人（かき貝がらむき） 459-99 
かき貝がらむき作業者 459-99 
かきがら採取人 759-99 
花卉（かき）研究員 011-99 
花き栽培者 431-32 
 
柿渋製造工 729-99 
花卉装飾デザイナー（花卉装飾業） 184-99 
貨客船航海士 482-10 
貨客船船長 481-10 
かきやま製造工 622-41 
 
過給器試運転工 572-21 
かき養殖作業者 454-20 
花卉（き）類小売店主 321-10 
花卉類仲買人 339-10 
花卉類販売店員 324-20 
 
家禽（きん）飼育者 432-99 
家禽ふ卵作業者 432-99 
家具内張職  721-10 
家具卸売店主 322-10 
家具金具取付工 664-22 
 
家具組立工 664-21 
学芸員 209-99 
学芸員補 209-99 
学芸研究員 012-10 
学芸・文化部記者 172-11 
 
家具研磨工（木製） 664-20 
家具小売店支配人 321-20 
家具小売店主 321-10 
角砂糖乾燥工 613-30 
角砂糖製造工 613-30 
 
角砂糖箱詰工 613-30 
拡散工（半導体素子製造） 585-10 
核酸発酵技術者 042-40 
学習個人教師 202-10 
学習塾教師（各種学校でないもの）  202-10 
 
学習塾教師・講師（各種学校） 159-20 
学習塾講師（各種学校でないもの）  202-10 
家具修理工 664-99 
各種学校教員 159-20 
学術宣伝員（医薬品） 327-22 

学術部員（製薬会社） 011-43 
各種物品賃貸人 393-10 
学生カウンセラー 201-11 
拡声器組立工 589-47 
拡声器検査工 589-73 
 
角製材工 661-20 
家具製造工（竹製）  666-99 
学生相談所長（国立大学法人） 212-20 
学生服ミシン縫製工 655-12 
家具設計士 049-99 
 
学僧 161-12 
角底紙袋製造工 675-12 
拡大鏡組立工 603-10 
楽団員 191-30 
学長 156-11 
 
角天製造工 627-46 
学童指導員（児童福祉施設） 209-99 
学童保育指導員（児童福祉施設） 122-10 
家具塗装工 723-20 
角度測定機組立工 601-99 
 
家具仲買人 339-10 
核熱管理技術者 036-99 
核燃料技術者 036-10 
核燃料再処理技術者 036-10 
核燃料製造技術者 036-10 
 
核燃料製造工（金属ウラン） 512-70 
核燃料取扱主任者 036-99 
核燃料分析員（金属ウラン） 519-50 
核燃料棒製造工 519-99 
攪（かく）拌工（化粧品製造） 525-30 
 
撹拌工（醤油製造） 614-20 
攪拌工（石けん製造） 524-10 
攪拌工（バター製造）  625-40 
攪拌工（味噌製造） 614-10 
攪拌練り工（パン・菓子製造） 622-XX 
 
家具販売店員 324-20 
攪拌放冷工（ソース製造） 619-12 
角麸製造工 623-30 
額縁製造工（木製） 664-99 
家具部品組付工 664-21 
 
学帽製造工 659-21 
角マット製造工（草・つる製） 667-99 
家具木工 664-20 
楽屋係 399-99 
核融合専門技術者 036-20 
 
神楽師 192-99 
神楽ばやし師 191-50 
神楽奉納業主 194-99 
家具類内張工 721-10 
家具類デザイナー 184-30 
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掛時計組立工 602-10 
掛矧（はぎ）人 659-99 
掛矢製造工 669-99 
かご編み人（竹製）  666-20 
画工 724-10 
 
花崗岩採石人 752-10 
画工・看板制作工見習 724-98 
加工技術研究員（水産学） 011-34 
加工糸工 642-40 
加工紙製造工 673-00 
 
加工準備工（織布漂白） 645-13 
画工（陶磁器製造） 536-10 
火災感知器組立工 586-99 
火災報知機取付工 746-10 
火災報知機保守点検員 746-10 
 
火災保険外交員 332-12 
火災保険勧誘員 332-12 
火災保険代理店主 332-11 
傘紙抄造工（手すき） 672-30 
傘締輪製造工 719-20 
 
かさ高加工糸製造工 642-40 
傘縫工（洋傘製造）  655-20 
飾金仕上工 559-99 
かざり職 555-11 
錺職工（神社・仏具製造）  555-11 
 
錺職人 554-10 
錺彫刻工 555-11 
火山灰採取人 753-20 
かし網漁師 451-10 
貸衣しょう店主 393-10 
 
貸衣しょう人 393-10 
貸植木業主 393-10 
貸おしぼり業主 393-10 
貸おしぼり配達人 794-20 
菓子卸売店主 322-10 
 
貸画廊店主 241-10 
菓子木型工 663-20 
貸切観光バス運転者 471-12 
貸切バス運転者 471-12 
貸切バス車掌 491-21 
 
梶草剥人（林業） 449-10 
加脂工 701-30 
鍛冶（かじ）工 514-XX 
菓子小売店主 321-10 
鍛冶先手 514-98 
 
鍛冶職 514-40 
菓子職人 622-XX 
菓子製造工 622-XX 
貸席主人 399-99 
鍛冶操炉工 514-10 

貸タオル業主 393-10 
貸出審査係 281-41 
貸地仲立人 331-10 
家事調停委員 139-60 
果実圧搾工（果実酒製造） 633-21 
 
果実色付作業者 629-99 
果実飲料製造工 634-10 
果実皮剥（むき）工（缶詰製造） 624-12 
果実缶詰製造工 624-XX 
貸付係（質屋） 334-20 
 
貸付課長（銀行支店） 231-13 
貸付事務員 281-42 
貸付調査係 281-41 
貸付調査係事務員 281-41 
貸付テラー 281-42 
 
貸付保証係 281-40 
貸付窓口事務員 281-42 
貸付融資係 281-42 
貸付融資係事務員 281-42 
果実研究員 011-31 
 
果実栽培人 431-31 
果実選別作業員（農協等の選果場）  809-20 
果実調理工 624-12 
果実破砕工（し好飲料製造） 634-10 
果実粉砕工（果実酒製造） 633-21 
 
家事手伝 341-20 
貸店舗業主 383-10 
舵取機取付工 596-12 
菓子箱製造工（紙製） 674-10 
菓子パン製造工 622-10 
 
菓子販売人 324-22 
菓子・パン販売人 324-22 
菓子袋詰工 622-99 
貸布団店主 393-10 
貸別荘管理人 389-10 
 
菓子包装工 728-10 
貸ボート係員 375-25 
貸ボート店主 393-10 
貸本屋 393-10 
かしめ工（金属製品製造） 553-99 
 
かしめ工（鋼船製造） 553-99 
貨車入替連結手 492-12 
貨車組立工 594-20 
貨車検査係 499-30 
貸家差配人 381-10 
 
貨車下回工 594-21 
貨車車体修理工  594-41 
貨車修理工 594-41 
貨車操車工（工場）  492-11 
貸家仲介人 331-10 
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貨車積卸作業員 792-20 
貨車点検工 499-30 
貨車誘導係 492-11 
歌手 191-40 
貸遊具係 375-25 
 
果樹園手入人 431-31 
果樹栽培指導員 021-10 
果樹栽培者 431-31 
果実酒仕込工 633-21 
果実酒製造工 633-20 
 
果実酒発酵工 633-22 
果実酒ろ過工 633-23 
画商 321-10 
か焼工（化学製品） 521-10 
煆（か）焼工（砥粒製造） 539-40 
 
煆焼工（粉末冶金） 519-42 
鍛冶横座 514-20 
加除式法令差替人 255-97 
頭（かしら）（清酒製造） 632-14 
歌人 171-10 
 
加水分解工（石けん製造） 524-10 
加水分解工（油脂加工） 524-30 
粕送工（油脂製造） 615-99 
粕計量工（油脂製造） 615-99 
粕漬け肉製造工 626-99 
 
数の子加工工 627-99 
絣（かすり）織工 644-10 
絣結び人 646-99 
綛（かせ）揚工 649-22 
化成工 521-10 
 
化成工（蓄電池製造）  589-12 
課税事務員（税務署） 269-12 
化成処理工 556-70 
苛（か）性処理工（繊維漂白） 645-12 
苛性ソーダ製造工 521-13 
 
綛糸検査工 649-61 
家政婦（夫） 341-10 
家政婦紹介所長 399-99 
家政婦紹介人 399-99 
綛機運転工 649-22 
 
綛掛工 649-22 
綛乾燥工 645-13 
綛繰工 649-22 
かせ取工 649-22 
綛取工  649-22 
 
河川改修技術者 052-40 
河川改修作業員 781-12 
河川技術者 052-40 
河川公園巡視員 429-99 
架線工（送電線工事） 742-11 

架線工（配電線工事） 743-11 
架線工（林業：運材） 443-20 
河川土木技術者 052-40 
河川ブロック製造員 538-11 
火葬場現業員  809-99 
 
加速器取付工（自動車） 591-30 
加速度計組立工 601-10 
可塑物圧搾工 693-13 
可塑物打抜工 699-22 
可塑物押出工 693-14 
 
可塑物型押工 693-13 
可塑物研磨工 693-40 
可塑物原料ロール工 699-40 
可塑物細工工 699-99 
可塑物裁断工 699-20 
 
可塑物成形工 693-10 
可塑物製板工 693-13 
可塑物製品検査工 699-52 
可塑物製品仕上工 699-50 
可塑物切削機械工 693-30 
 
可塑物彫刻工 699-99 
可塑物手造り成形工 693-11 
可塑物塗布工 699-10 
可塑物鋸切工 699-21 
可塑物バフ研磨工 693-41 
 
可塑物プレス成形工 693-13 
可塑物冷間成形工 693-15 
可塑物ロール圧延工 693-18 
型板取工 727-30 
型入れ工 656-12 
 
型入工（革靴製造） 702-11 
型入成形工 535-11 
型打工（石けん製造） 524-10 
型打工（造花） 718-99 
型打鍛造工 514-30 
 
型打抜プレス工 552-11 
型置工 646-32 
型起し工 535-11 
型おこし工（金属彫刻） 555-99 
型押工（皮製袋物製造） 711-10 
 
型押工（金属製品製造） 552-14 
型押工（パン・菓子製造） 622-XX 
型押成形工（陶磁器製造） 535-11 
肩掛仕立職 653-10 
堅紙原紙抄造工（手すき） 672-30 
 
型紙裁断工 679-10 
型紙彫刻工 679-22 
型切工（染型紙） 679-22 
形削盤工 551-14 
形鋼製造工 516-21 
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型込工（鋳物製造） 513-31 
型込工（コンクリート製品製造） 538-10 
型仕上工（金型）  559-22 
型据工（製鉄、製鋼） 511-99 
型銑製造工 511-13 
 
型鍛造工 514-30 
型鍛造ハンマ工 514-32 
型鍛造プレス工 514-31 
型付工（毛筆製造） 719-33 
型付ロール成形工（タイヤ製造） 692-20 
 
型詰圧搾工（チーズ製造） 625-50 
刀鍛治 183-10 
刀製造工（刀剣製造） 183-10 
型捺染工（友禅染色） 646-32 
型抜工（紙パッキン製造） 679-13 
 
型抜工（革靴製造） 702-11 
型抜工（金属プレス）  552-11 
型抜工（ゴム製品製造）  699-22 
肩パット製造工 659-99 
型はめ工（コンクリート製品製造） 538-10 
 
型彫工（織物型紙）  679-22 
型物製造工（木製）  663-20 
片撚工 642-20 
型枠解体工 761-11 
型枠組立工（コンクリート製品製造） 538-10 
 
型枠組工（コンクリート工事）  761-10 
型枠工 761-10 
型枠工（建設業）  761-XX 
型枠製作工（木製）  761-10 
型枠大工 761-10 
 
型枠取外し工（コンクリート製品製造） 538-10 
可鍛鋳鉄鋳物工 513-XX 
家畜飼育者 432-99 
家畜衛生試験研究員 011-33 
家畜飼育人 432-99 
 
家畜飼料製造工 619-30 
家畜人工授精師（獣医師） 083-10 
家畜人工授精師（獣医師でないもの） 022-11 
家畜人工授精師助手 432-99 
家畜診療所長（獣医師） 083-10 
 
家畜売買仲立人 339-10 
家畜防疫員（獣医師） 083-10 
家畜防疫員（獣医師でないもの） 119-99 
家畜保健衛生防疫員（獣医師） 083-10 
課長（会社本社） 231-11 
 
課長（各府省庁） 212-13 
課長（国・公立の学校：教員でないもの） 212-22 
課長（裁判所） 212-22 
課長（私立の学校：教員でないもの） 239-10 
課長（地方公共団体） 213-22 

課長（地方公共団体関係団体） 239-10 
課長（特殊法人） 232-20 
課長（独立行政法人） 232-10 
かつお缶詰製造工 624-XX 
かつお塩辛製造工 627-99 
 
かつお佃煮製造工 627-70 
かつおなまり節製造工 627-10 
かつお節類製造工 627-10 
楽器音響試験工 719-10 
楽器組立工 719-10 
 
楽器ケース製造工 711-10 
楽器検査工 719-10 
割木工（チップ工場） 661-31 
楽器小売店主 321-10 
楽器修理工 719-10 
 
楽器製造工 719-10 
楽器調律工 719-10 
楽器販売店員 324-20 
学校栄養士 111-10 
学校栄養職員 111-10 
 
学校カウンセラー 201-11 
学校看護師 093-10 
学校給食事務所長（教育委員会） 213-31 
学校教育指導主事 209-99 
学校歯科医 082-10 
 
学校司書 209-60 
学校事務員 252-13 
学校嘱託歯科医師 082-10 
学校図書館司書 209-60 
学校法人役員 229-10 
 
学校薬剤師 084-10 
学校用務員 809-31 
学校臨床心理士 201-11 
活字組版作業員 681-99 
活字鋳造工  689-99 
  
合宿所管理人 382-10 
合唱団員 191-40 
活性炭製造技術者 042-20 
活性炭製造工 529-99 
滑石採掘員 751-10 
  
甲冑製作人 719-99 
活版鋳込工 682-11 
活版印刷工 683-10 
活版植字工 681-99 
活版文選工 681-99 
 
葛布（かっぷ）製造工 644-10 
割烹旅館主 376-10 
割木工（砕木パルプ製造） 671-12 
かつら師 353-99 
かつら製造工 718-40 
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かつら・ヘアピース製作工 718-40 
家庭教師 202-10 
家庭裁判所参与員 139-99 
家庭裁判所調査官 139-50 
家庭児童相談員（教育委員会） 209-99 
 
家庭児童福祉主事 121-10 
家庭相談員 121-10 
家庭福祉員 399-99 
家庭薬配置員 325-10 
家庭用テレビゲーム機検査工 589-74 
 
家庭用テレビゲーム機修理工 587-30 
家庭用電気機器小売店主 321-10 
家庭用電気機器修理工 587-31 
家庭用電気機器販売店員 324-26 
家庭用電気製品修理工（販売店・サービス店） 587-31 
 
家庭用電子機器修理工 587-31 
家庭用電子機器販売員 324-26 
家庭用品衛生監視員 119-30 
家庭用品小売店主 321-10 
家庭用品仲介人 339-10 
 
家庭用品販売店員 324-20 
家電修理エンジニア 587-31 
家電修理工 587-31 
蚊取線香製造工 529-50 
金網編工 558-13 
 
金網機械編工 558-13 
金網工事人 779-99 
金網製造工 558-13 
金網手編工 558-13 
金筬技術士（織機準備調整に従事するもの） 643-XX 
 
金型工 559-22 
金型材矯正工（圧延） 516-50 
金型仕上工 559-22 
金型修理工 559-22 
金型製作工 559-22 
 
金型設計士 031-10 
金型鋳造型彫工（アルミニウム圧延） 555-12 
金型注湯工（鋳物製造） 513-40 
金型彫刻工 555-12 
金型彫刻師  555-12 
 
金型取付工 559-60 
金切鋸盤工 559-50 
金巾織工 644-10 
金具製造工 559-23 
金具取付工（建具製造）  664-30 
 
金具取付工（仏壇製造） 664-11 
金物小売店主 321-10 
金焼工 515-10 
金割工 519-31 
かに缶詰製造工 624-XX 

曲尺製作工 601-21 
加熱工（研磨布・紙製造） 539-40 
加熱工（塗料製造） 529-40 
加熱殺菌工（缶詰製造） 624-30 
加熱炉工（圧延） 516-10 
 
加熱炉工（金属熱処理） 515-10 
加熱炉工（鍛造） 514-10 
加熱炉操作工（圧延） 516-10 
かば細工工（桜皮細工） 669-99 
鞄卸売店主 322-10 
 
鞄かしめ工 711-10 
かばん・革袋仕立工  711-10 
かばん検査工 719-70 
可搬研磨工（ポータブル研磨） 557-10 
画版工 682-99 
 
かばん小売店主 321-10 
かばん製造工 711-10 
画板製造工（木製） 669-99 
鞄布地裁断工 711-11 
かばん・袋物組付・仕上工 711-13 
 
かばん・袋物裁断工 711-11 
かばん・袋物修理工 711-10 
かばん・袋物製造工 711-10 
かばん・袋物縫製工 711-12 
鞄縫製工 711-12 
 
画筆製造工 719-99 
歌舞伎監事 194-99 
歌舞伎俳優 193-11 
株式課長（会社本社） 231-11 
株式事務員 251-10 
 
株式トレーダー 333-20 
株式売買人 333-10 
株式分析員（証券会社） 252-20 
株式保管事務員 281-43 
株取引人 333-10 
 
貨幣圧印工 552-14 
貨幣圧穿工 552-11 
貨幣検査工（造幣局） 559-70 
壁板検査工（コンクリート製品） 539-50 
壁打工（紙函製造） 674-10 
 
壁紙製造工 673-99 
壁紙貼り職 777-34 
壁土採取人 753-20 
壁布貼り職 777-34 
壁塗り職 774-10 
 
可変コンデンサー製造工 589-43 
可変蓄電器調整工 589-76 
可変抵抗器製造工 589-42 
窯出工（煉瓦・瓦製造） 534-31 
窯詰工（煉瓦・瓦製造） 534-31 
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窯詰出工（陶磁器製造） 535-14 
蒲鉾（かまぼこ）製造工 627-40 
釜屋 632-15 
窯焼工（陶磁器製造） 535-14 
窯焼工（パン・菓子製造） 622-13 
 
窯れんが積工 772-42 
紙当板製造工 673-99 
紙おむつ製造工 675-99 
紙折工（製本） 684-11 
紙折・水引ゆい（結）工 675-30 
 
紙卸売店主 322-10 
紙加工工 679-20 
紙型抜き工 679-13 
紙カッター工 679-10 
紙管製造工 674-30 
 
紙乾燥工（機械すき） 672-20 
紙管筒製造工 674-30 
紙機械漉工 672-10 
紙機械だち工 679-11 
紙クロス型押工（ビニルレザークロス製造） 693-13 
 
紙検査工 679-33 
紙コップ製造工 674-40 
紙裁断工 679-10 
紙サックマシン工 674-99 
紙皿製造工 674-40 
 
紙仕上工  679-30 
紙仕上工・検査工 679-30 
紙すき工 672-00 
紙漉工（手すき） 672-30 
紙製食器製造工 674-40 
  
紙製品検査工 679-35 
紙製品製造工 675-00 
紙製マッチ箱製造工 674-11 
紙切断工 679-10 
紙切断工（製本業）  679-14 
 
紙切断巻取工 679-31 
紙選別工 679-33 
紙染工 679-21 
神棚製造職 664-11 
紙蓄電器検査工 589-76 
 
紙筒切工 679-11 
紙筒製造工 674-30 
紙包工 728-10 
紙艶出し工 672-20 
紙テープ製造工 675-99 
 
紙手すき工 672-30 
紙手すき工見習 672-98 
紙手漉仕上乾燥工 672-30 
紙手だち工 679-12 
紙テックス製造工 673-99 

紙塗工機運転工 673-20 
紙トムソン工 679-13 
紙ナプキン製造工 675-99 
紙箱裏打工 674-10 
紙箱加工工 674-10 
 
紙箱角止工 674-10 
紙箱検査工 679-34 
紙箱仕上工 674-10 
紙箱筋付工 674-10 
紙箱製造工 674-10 
 
紙箱袖付工 674-10 
紙箱手造り工 674-12 
紙箱貼工（手造り） 674-12 
紙パッキン製造工 675-99 
紙被覆工（ゴム被覆線製造） 584-23 
 
紙ひも製造工 675-20 
紙袋印刷工 683-XX 
紙袋検査工 679-35 
紙袋仕上工（大型） 674-20 
紙袋製造工（大型）  674-20 
 
紙袋手ばり工 675-13 
紙袋糊付工（小型） 675-10 
紙袋貼工（小型） 675-10 
紙袋ミシン工 679-32 
紙袋仕上工（小型） 675-10 
 
紙巻線製造工 584-23 
紙巻たばこ製造工 635-30 
紙巻取工 679-31 
紙巻取裁断工 679-11 
紙ミシン工 679-32 
 
紙やすり製造工 539-40 
髪結い 352-10 
紙レース製造工 675-99 
紙綿製造工 675-99 
花木類栽培人 431-33 
 
貨物受付事務員 301-30 
貨物運送事務員 302-21 
貨物係 301-30 
貨物検査員（輸出貨物検査業） 209-99 
貨物自動車運転者 473-10 
 
貨物自動車助手 792-21 
貨物自動車荷扱作業員 792-20 
貨物車掌 491-12 
貨物船機関員 494-10 
貨物船機関士 483-20 
 
貨物船航海士  482-10 
貨物船甲板員 493-10 
貨物船船長 481-10 
貨物船操舵手 493-10 
貨物船通信士 501-12 

かまづ ― かもつ 



  

か  

 

 35

貨物積卸作業員 792-20 
貨物電気自動車修理工 592-10 
貨物搭載員（空港地上サービス） 792-20 
貨物トレーラー運転手 473-12 
貨物配達人 794-20 
 
火薬員（建設業） 759-40 
火薬員（採鉱、採石） 759-40 
火薬受渡人（建設業） 793-11 
火薬係（鉱山） 049-10 
火薬庫監視員 423-10 
 
火薬庫作業員 793-11 
火薬梱包工 795-10 
火薬製造技術者 042-20 
火薬製造工 521-10 
火薬取扱員 793-11 
 
火薬保安係員（鉱山） 049-13 
火薬類製造保安責任者 049-99 
火薬類取扱技術者 071-99 
火薬類取締官 204-10 
萱（かや）採取人 449-10 
 
萱屋根ふき工 773-99 
歌謡歌手 191-40 
から織工 644-10 
からかさ製造人 713-40 
唐紙表具師 722-10 
 
唐木指物職 664-10 
からし製造工 619-14 
からずし製造工（飲食店） 361-99 
からすみ製造工 627-30 
空手術師範 202-30 
 
空研工（漆器製造） 715-11 
がらみがき工（金属製品製造） 557-10 
がらみがき工（プラスチック製品製造） 693-40 
鍰選鉱員（銅製錬） 512-99 
柄紋図案家 184-41 
 
仮締工（動植物油脂製造） 615-21 
仮縫工（婦人服） 651-10 
顆粒化工 525-11 
加硫ゲージ工 692-30 
加硫工 692-30 
 
顆粒工（医薬品製造） 525-12 
加硫プレス工（ゴム製品製造） 692-30 
火力発電員 741-12 
火力発電装置運転員 741-12 
火力発電装置保修員 581-71 
 
火力発電保守員 741-12 
仮枠大工 761-10 
かりんとう製造工 622-40 
かるた検査工 719-70 
かるた製造工 719-99 

川魚養殖作業者 454-10 
川魚漁師 451-21 
革打抜工（革製衣類製造） 659-30 
革型入裁断工（靴・袋物・衣服・運動具を除く） 709-10 
革型打抜工（靴・袋物・衣服・運動具を除く） 709-20 
 
革鞄製造工 711-10 
革ガラス張仕上工 701-30 
革・革製品検査工 709-50 
革具加工工 709-40 
革具成形工（靴・袋物・衣服・運動具を除く） 709-40 
 
革靴かかと付工 702-10 
革靴採寸・裁断工 702-11 
革靴仕上工 702-14 
革靴修理工 702-20 
革靴製甲工 702-12 
 
革靴製造工 702-10 
革靴底付工 702-13 
革靴縫製工 702-10 
革靴ミシン掛工 702-10 
革クロム仕上工 701-21 
 
皮ケース製造工 711-10 
革裁断工 709-10 
革裁断工（革製衣服製造） 659-30 
革裁断工（袋物製造） 711-11 
革サンダル製造工 702-40 
 
革仕上工 701-30 
革シート製造工 709-40 
皮刺しゅう工 654-XX 
皮ジャンパー仕立職 659-30 
川砂採取人 753-10 
 
革スリッパ製造工  702-30 
革製衣服製造工 659-30 
革製草履製造工  702-40 
革製品加工工 709-40 
革製品縫製工（革製衣類製造）  659-30 
 
革製品縫製工（靴・袋物・衣服・運動具を除く） 709-30 
革製深靴製造工（ブーツ） 702-10 
革製袋物製造工 711-10 
革製ブレザー仕立工 659-30 
革製帽子製造工 709-XX 
 
為替係事務員 262-10 
為替ディーラー 333-20 
為替テラー 262-10 
為替窓口事務員 262-10 
皮染工 701-32 
 
革着色工 701-32 
革艶出し工  701-33 
革手袋製造工 709-XX 
革手袋縫製工 709-30 
革砥（と）製造工 709-40 
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皮なめし工 701-21 
皮鞣工 701-21 
革打抜き工 709-20 
皮剥工（製材） 661-99 
皮剥工（チップ製造） 661-30 
 
皮剥工（と畜場）  729-30 
皮剥（はぎ）作業者（造材） 442-20 
革パッキン製造工 709-40 
革鼻緒製造工 709-XX 
革バンド製造工 709-41 
 
革ひも製造工 709-40 
革袋仕上工 711-13 
川船大工 665-10 
革ベルト製造工 709-41 
革縫製工 709-30 
 
瓦揚げ人 773-10 
瓦がけ工 773-10 
瓦素地土調整工 531-12 
瓦棧製造工 661-99 
瓦仕上工 534-10 
 
瓦焼成工 534-30 
瓦仕分工 809-22 
瓦製造工 534-XX 
瓦選別工 539-52 
瓦土採取人 753-20 
 
瓦塗装工（瓦製造） 539-99 
瓦販売店主 322-10 
かわらふき工 773-10 
瓦屋根修理人 773-10 
瓦屋根職 773-10 
 
瓦屋根ふき職 773-10 
革ローラー製造工 709-40 
感圧紙原紙抄造工 672-10 
感圧紙製造工 529-99 
簡易裁判所判事 131-10 
 
簡易宿泊所主人 376-10 
簡易水道技術管理者 071-30 
簡易郵便局長 241-99 
簡易立体駐車場装置組立作業員 779-99 
缶入れ工 728-20 
 
眼科医 081-10 
函塊工（セメント製品製造） 538-11 
管楽器検査工 719-10 
管楽器製作工  719-10 
看貫工（生糸製造） 649-10 
 
換気装置運転工 733-31 
管球工（電球製造） 532-15 
環境衛生監視員 119-30 
環境衛生技術者 071-30 
環境衛生指導員 119-99 

環境衛生同業組合役員 229-20 
環境技術管理者 071-30 
眼鏡組立検査工 609-23 
眼鏡組立工 603-10 
環境計量士 259-99 
 
眼鏡士 609-10 
環境測定技術員 042-50 
環境調査技術者 071-30 
環境デザイナー 184-99 
環境放射能測定員 299-99 
 
玩（がん）具卸売店主 322-10 
玩具楽器組立工  712-10 
がん具際物製造工 712-30 
がん具組立工 712-10 
がん具検査工 719-70 
 
玩具工  712-10 
玩具小売店主 321-10 
玩具彩色人 724-99 
玩具仕上工 712-10 
がん具製造工 712-00 
 
玩具デザイナー 184-20 
玩具店店員 324-20 
玩具塗り工 724-99 
玩具花火製造工 529-99 
玩具プレス工（プラスチック製）  693-13 
 
棺組立工 664-10 
会計検査係員 263-30 
還元工（医薬品製造） 525-10 
還元工（硬化油製造） 524-31 
観光海女（あま） 195-99 
 
観光案内人 391-20 
観光案内人（バス会社） 491-21 
観光ガイド 391-20 
観光係事務員 281-20 
感光剤材料製造工 529-30 
 
感光剤塗布工 529-31 
感光紙原紙抄造工 672-10 
感光紙製造工 529-32 
管工事施工管理技士 051-12 
管工事設計技術者 051-10 
 
感光紙着色工 529-32 
観光バス運転者 471-10 
観光バスガイド 491-21 
観光バス車掌 491-21 
感光板製作工 689-99 
 
観光遊覧船運転士 499-20 
看護学校教員 159-10 
看護業務補助者 119-40 
看護師 093-10 
看護師主任 093-10 
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看護師紹介所長 399-99 
看護師長 093-10 
看護指導員 093-10 
看護師補助員 119-40 
看護師養成所講師 159-10 
 
看護助手 119-40 
看護人 119-40 
看護人（有料老人ホーム） 399-99 
看護補助者 119-40 
冠婚葬祭等会員募集人 335-15 
 
監査委員 213-40 
管財事務員 263-20 
管財部長（会社） 231-11 
監査官（各省庁） 259-99 
監査士（農業協同組合） 209-99 
 
監査事務員 263-30 
鑑察医 081-10 
監察医 081-10 
監察官（各省庁） 259-99 
管仕上工 516-50 
 
鑑識係員 411-10 
鑑識技術者 209-99 
乾式不織布製造工 649-52 
監視指導員（精神病院） 119-99 
監視船船長 481-99 
 
監事（独立行政法人） 222-10 
看守 421-10 
看守係（警察） 411-10 
看守長 421-10 
看守部長 421-10 
 
緩衝器取付工（自動車） 591-30 
含浸紙製造工 673-99 
関税係 269-11 
関税検査員 209-99 
完成車検査員（自動車）  599-21 
 
関税徴収係員 269-11 
艦船修理工 599-10 
乾燥糸出工(化学繊維製造：紡糸から一貫して行うもの) 523-30 
観相家 399-70 
乾燥型仕上工（陶磁器製造） 535-11 
 
乾燥機温調工（織物精練） 645-13 
乾燥工（医薬品製造） 525-12 
乾燥工（織物製造） 645-13 
乾燥工（化学繊維製造）  523-31 
乾燥工（加工紙製造） 673-99 
 
乾燥工（缶詰製造） 624-99 
乾燥工（製革）  701-30 
乾燥工（製茶） 631-10 
乾燥工（石けん製造） 524-10 
乾燥工（石膏製品製造） 539-14 

乾燥工（染色） 646-99 
乾燥工（土石製品製造） 549-99 
乾燥工（塗装）  723-30 
乾燥準備工（化学繊維製造） 523-30 
乾燥台車下ろし工 534-20 
 
乾燥台車積込工 534-20 
乾燥脱水工（化学繊維製造） 523-30 
乾燥熱板工（段ボール製造） 673-10 
乾燥野菜製造工 629-99 
乾燥炉工（金属製錬） 512-99 
 
寒暖計組立工 601-22 
換地係事務員 252-10 
感知器組立工 586-99 
換地技士 052-99 
管長 161-12 
 
館長（社会福祉施設） 239-10 
館長（大学附属図書館） 156-12 
貫通工（ダイヤモンド） 716-21 
管継手製造工 559-20 
缶詰機械製造技術者 031-10 
 
缶詰原料調理工 624-10 
缶詰工（食品缶詰製造）  624-XX 
缶詰充てん工 624-21 
缶詰食品充てん工  624-21 
かん詰製造技術者 025-11 
 
缶詰打検技術員 025-11 
かん詰・びん詰工 624-20 
かん詰・びん詰・レトルト食品調理工 624-10 
缶詰巻締工  624-22 
缶詰用魚介類調理工  624-11 
 
鑑定家 209-99 
鑑定官（麻薬取締） 419-10 
鑑定人（質屋） 334-20 
寒天製造工 627-60 
乾電池組立工 589-11 
 
乾電池原料加工工 589-11 
乾電池原料混合工 589-11 
乾電池製造工 589-11 
乾電池・蓄電池製造工 589-10 
監督（演劇） 194-21 
 
監督・コーチ 203-20 
監督的専門公務員 204-10 
鉋（かんな）機木工 663-12 
かんな製造工 559-21 
神主 161-11 
 
寒梅粉製造工 619-99 
間伐作業者 442-10 
看板書き人 724-20 
看板組立工  729-99 
管鈑工 779-99 
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看板図案画工 724-20 
看板制作工 724-20 
乾パン製造工 622-10 
看板彫刻工（木彫） 663-30 
看板塗装工 724-20 
 
看板取付工 777-13 
還付金係 281-46 
還付金算出事務員 281-46 
鑑別員（少年鑑別所） 209-99 
鑑坊 161-12 
 
間紡工 641-40 
官房長（各府省） 212-10 
漢方薬製造工 525-10 
管巻工 643-20 
管巻取工（プラスチック製品製造） 699-99 
 
管曲（かんまげ）工 776-10 
含みつ糖製造工 613-99 
乾麺製造工 621-10 
岩綿製造工 549-99 
がんもどき製造工 623-14 
 
勧誘員（旅行斡旋業） 335-12 
管理栄養士 111-10 
管理事務員 251-10 
管理事務員（道路・港湾・空港） 309-10 
管理的国家公務員 212-00 
 
管理的地方公務員 213-00 
管理人（簡易宿泊所） 376-10 
管理人（キャンプ場） 399-99 
管理人（ゲームセンター） 375-10 
管理人（コイン洗車場） 399-99 
 
管理人（守衛のもの） 423-11 
管理人（倉庫業） 272-30 
管理人（農業用貯水池） 439-20 
管理人（保養所） 376-10 
管理人（ヨットハーバー） 399-99 
 
管理人（旅館：雇用者） 376-10 
管理美容師 352-10 
管理薬剤師 084-10 
顔料製造技術者 042-10 
顔料製造工 521-10 
 
管理理容師 351-10 
  

 
 

き 
 
 
 
気圧計組立工 601-23 
生糸繰糸工 649-11 
生糸検査員 049-21 
生糸検査工 649-61 
生糸撚掛工 642-20 
  
議員秘書 254-10 
擬音係 209-99 
機械アイロン掛工（洗濯業） 355-14 
機械打工（畳製造） 775-10 
機械折込工（製靴） 702-12 
 
機械解体工 559-99 
機械解体修理工 572-10 
機械係（消防署） 422-10 
機械係（パチンコ店） 375-24 
機械加工工 551-XX 
 
機械飾縫工（製靴） 702-12 
機械かじ工 514-XX 
機械管理員（工場）  809-34 
機械管理人（娯楽場） 375-24 
議会議員 211-00 
 
機械器具整備係 572-99 
機械器具仲買人 339-10 
機械技術コンサルタント 031-10 
機械技術士 031-10 
機械技術者 031-00 
 
機械技術指導員 031-10 
機械ＣＡＤオペレーター 726-11 
機械靴型嵌（はめ）工  702-10 
機械警備管制員 429-99 
機械研究員 011-22 
 
機械検査工 572-20 
機械研磨工 541-31 
機械研磨工（金属）  551-16 
機械工学研究者 011-22 
機械工業技術者 031-10 
 
機械工作鋳物工 513-XX 
機械工作技術者 031-XX 
機械刻印工 552-14 
機械込造型工 513-32 
機械梱包工  795-10 
 
機械裁断工 656-10 
機械材料整理工 571-99 
機械仕上工（陶磁器製造） 535-11 
機械刺しゅう工 654-10 
機械施設課長 231-11 
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機械修理工 572-10 
機械抄紙工  672-10 
機械漉和紙製造工 672-10 
機械製函工（紙製） 674-11 
機械製図工 726-10 
  
機械製箱工 674-11 
機械設計技術者 031-XX 
機械設計士 031-XX 
機械切断仕分工 559-50 
機械選鉱員（山元） 759-30 
  
機械洗浄工 809-11 
機械選炭員 759-30 
機械掃除人 809-34 
機械鍛造工 514-XX 
機械彫刻工 555-20 
 
機械調整工（組み立てに伴う調整を行うもの） 571-99 
機械デザイナー 184-20 
機械鉄工 553-12 
機械時計側付工 602-12 
機械鳶（とび） 571-99 
 
機械捺染工 646-30 
機械のこ工 661-20 
機械配置技術者 031-XX 
機械歯切工 551-15 
機械販売代理店主 339-10 
  
機械ハンマ工（鍛造） 514-22 
機械部品組立工 571-40 
機械部品仕上工 571-40 
機械部品製図工 726-10 
機械プレカット工 663-10 
  
機械プレス工 552-XX 
機械分解工 572-10 
機械平削工 551-14 
機械保安係員（鉱山） 031-10 
機械包装工 728-10 
  
機械保全工 572-10 
機械保全整備工 572-10 
機械木工 663-10 
機械レース編工 647-30 
機械ローラ運転工 734-12 
  
機械ろくろ成形工 535-11 
器楽家 191-30 
規格係員 252-12 
企画課長（会社） 231-10 
企画課長（会社本社） 231-11 
  
企画官（各府省庁） 212-10 
擬革原紙抄造工 672-10 
擬革紙製造工 673-99 
企画事務アシスタント 252-10 
企画事務員 252-10 

擬革製造工 649-99 
企画調査員 252-20 
企画・調査事務員 252-00 
気化装置取付工（自動車製造） 591-30 
木型検査工 669-50 
 
生型仕上工（陶磁器製造） 535-11 
木型製作工  663-20 
木型木工 663-20 
木皮繊維製造工 669-99 
機関員（漁労船） 452-40 
 
汽缶運転工 731-10 
汽かん組立工 553-21 
汽罐（かん）士 731-10 
汽缶士  731-10 
機関士（海上保安庁） 412-10 
 
汽かん士見習 731-98 
機関士見習（漁船） 452-40 
機関車解体工 599-99 
機関車組立工 594-20 
機関車検査係 499-30 
 
機関車検査工 599-23 
機関車性能検査工 599-23 
汽罐修理工 572-10 
機関手（漁労船を除く） 494-10 
汽かん水圧試験工 559-70 
 
義眼製造工（ガラス製） 532-99 
機関部員 494-10 
機関部ぎ装工 596-12 
汽かん保安係員（鉱山） 031-10 
企業コンサルタント 149-99 
 
企業診断員 149-99 
企業信用調査員 209-99 
企業長（水道企業団） 213-30 
企業内理療師 112-XX 
貴金属細工加工工 716-10 
 
貴金属細工工 716-10 
貴金属細工師 716-11 
貴金属製錬工 512-50 
貴金属象眼（嵌）師 716-11 
貴金属装身具製造工 716-10 
 
貴金属彫刻工 716-10 
貴金属鎚金工 716-11 
貴金属挽物職 716-11 
貴金属・宝石・甲・角細工工 716-00 
貴金属めっき工 556-10 
 
木櫛製造工 669-99 
菊人形造り師 183-10 
菊海苔製造工 629-99 
技芸個人教師 202-20 
喜劇俳優 193-XX 

きかい ― きげき



  

 き 

  
 
 

 40

危険品倉庫作業員 793-11 
危険物係（消防署） 422-10 
危険物収集作業員（清掃業） 801-21 
危険物仕分人（清掃業） 809-24 
危険物タンクローリー輸送運転手 473-15 
 
危険物取扱者（危険物輸送業） 479-10 
寄稿家 171-XX 
気功教師 202-99 
揮毫（ごう）師 182-20 
技工士（歯科） 105-10 
 
杞こうり（行李）生地編工 667-21 
杞こうり（行李）縁掛工 667-21 
きさげ工 557-23 
刻葉乾燥工  635-99 
棋士 209-99 
 
儀式品製造工 719-99 
棋士（教授しているもの） 202-99 
寄宿舎世話係 382-11 
生地検査工（陶磁器製造） 539-53 
素地工（陶磁器製造） 535-11 
 
生地裁断工 656-XX 
生地裁断工（布帛玩具製造） 656-10 
木地師（漆器製造） 663-10 
記事・紙面審査委員 172-10 
義肢製造工 718-99 
 
素地製造工（漆器製造） 663-10 
木地選別工 669-50 
義肢装具士 119-10 
義肢装具製作工 718-99 
生地染工 646-23 
 
生地裁ち工（可塑物製品製造）  699-20 
素地銅器工  554-10 
生地とち製造工 535-11 
素地ねじ切工 535-11 
素地はぎ工 669-99 
 
生地張工（織物精練） 645-11 
生地引伸工 656-11 
生地庖（ほう）裁工 656-20 
素地巻工（電気通信機製造） 589-40 
きしめん製造工 621-10 
 
記者（新聞） 172-11 
記者、編集者 172-00 
騎手 203-10 
起重機仕上組立工 571-99 
起重機整備工 572-11 
 
起重機船船長 481-20 
起重機鉄工 553-10 
寄宿舎世話人 382-11 
寄宿舎・寮管理人 382-10 
寄宿舎寮長 382-10 

寄宿舎寮父 382-11 
寄宿舎寮母 382-11 
騎手検量員（競馬場） 259-99 
騎手講習生 203-99 
騎手候補生（きゅう舎） 203-99 
 
技術アジャスター（保険会社、損害査定会社） 281-45 
技術営業員 327-22 
奇術師 195-30 
技術指導員（薬局：薬剤師） 084-10 
騎手見習 203-10 
 
騎乗員 432-50 
気象解説者 011-10 
気象学研究者 011-10 
気象観測員（気象庁） 209-99 
気象観測技術者 011-10 
 
気象観測指導員（日本気象協会） 209-99 
気象研究員 011-10 
軌条工 782-20 
き章製造工 719-99 
気象台長 011-10 
 
軌条敷設工 782-20 
気象予報士 209-99 
疵（きず）取検査工（織物製造） 649-62 
疵直し工（ニット製品） 647-20 
寄生虫学研究員 011-30 
 
既製服小売店支配人 321-20 
既製服仕上工 659-60 
既製服ミシン縫製工 655-10 
貴石機械工 716-20 
貴石研磨工 716-20 
 
擬石とぎ出し工 774-10 
きせる製造工 719-51 
岐線係 492-11 
気送管係 251-12 
機装工（造船業） 596-12 
 
ぎ装部品組付工（自動車） 591-30 
基礎的化学製品製造オペレーター 521-10 
機体清掃員（航空機） 809-12 
機体整備工 593-40 
機体付属装置取付工 593-20 
 
機体部品取付工 593-20 
木型旋盤工 663-11 
木・竹・草・つる製品検査工 669-50 
義太夫師匠 202-20 
基地司令（航空自衛隊） 403-10 
 
機長 484-10 
記帳係員（会計経理事務） 263-21 
記帳指導員（商工会） 209-99 
喫煙具製造工 719-50 
着付師 353-10 
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喫茶店ウェイトレス 371-12 
喫茶店支配人 323-22 
喫茶店主 323-10 
喫茶店調理人 361-99 
木槌製造工 669-99 
 
機づち操縦工 514-22 
切手事務員（郵便局） 303-10 
機電員 759-99 
祈とう師 399-70 
祈とう師（宗教家） 161-10 
 
気動車運転士 462-20 
軌道保線工 782-10 
機動隊員（警察） 411-10 
軌道大工（鉱業） 782-20 
軌道出し運材作業者 443-20 
 
軌道電車運転手 462-10 
機動班員（東・西日本高速道路会社） 429-10 
軌道補修工 782-10 
軌道舗石作業員 782-30 
木取工（製材）  661-10 
 
木取工（桶・樽製造） 661-20 
木取工（家具・建具製造）  661-20 
木取工（楽器製造） 661-20 
木取工（蒲鉾板製造）  661-20 
木取工（木箱製造）  661-20 
 
木取工（建築用パネル製造） 661-20 
機内サービス員（空港地上サービス） 801-14 
機内照明配線工 746-13 
機内食製造工 361-99 
黄な粉製造工 612-10 
 
絹糸巻取工 649-14 
絹織工 644-10 
絹織物合糸工 642-10 
絹織物整経工 643-10 
絹合撚工 642-30 
 
絹天製造工 644-10 
機能訓練士 107-XX 
技能検定員（自動車教習所） 159-20 
技能主事（学校：用務員）  809-31 
きのこ採取人 449-10 
 
きのこ栽培者 431-34 
きのこ類製造工（工場生産のもの） 431-99 
木箱製造工 669-99 
木場とび工 669-99 
木場鳶職 669-99 
 
気泡コンクリート製品製造工 538-12 
木彫家 181-10 
木彫工 663-30 
木彫師 663-30 
木彫人形師 663-31 

起毛工 649-32 
着物着付教授（着物着付教室） 202-99 
着物着付講師（各種学校） 159-20 
着物着付師 353-10 
きもの着付指導員 353-10 
 
着物コンサルタント（和服着付） 353-10 
着物修理人 653-10 
着物デザイナー 184-40 
きやき師 112-XX 
貨車上回工 594-22 
 
客室係 372-12 
客室乗務員（旅客船） 372-22 
客室乗務員（旅客機） 372-21 
客室清掃係（ホテル、旅館） 801-11 
客室パントリー係 372-12 
 
客席整備員（航空機整備）  801-14 
客船航海士 482-10 
客船船長 481-10 
脚本家 171-20 
脚立製造工（アルミ製） 559-20 
 
救援起重機運転工 732-10 
吸音ストライバーボード製造工 673-99 
救急員（消防署） 422-12 
救急救命士（看護師） 093-10 
救急救命士（消防員） 422-12 
 
救急自動車運転手（消防官であるもの） 422-12 
救急自動車乗務員 422-12 
救急車運転者（消防官でないもの） 479-10 
救急隊員 422-12 
救護施設寮母 124-10 
 
きゅう師 112-30 
灸師 112-30 
給仕係 371-XX 
給湿糸出工（化学繊維製造） 523-30 
灸師見習 119-99 
 
牛舎係 432-10 
給食係員 361-40 
給食事務員 255-10 
給食センター調理人 361-40 
給食調理人 361-40 
 
救助隊員 422-12 
救助艇員（競艇事業） 499-20 
求人係事務員 251-11 
給水ポンプ操作員 733-10 
球鉄工 519-10 
 
給電員 741-20 
給電技術者 034-31 
給湯器開発設計技術者（電気式） 034-20 
給湯作業員（温泉供給業） 739-99 
弓道師範 202-30 
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牛肉缶詰製造工 624-XX 
牛乳運搬員 792-10 
牛乳紙容器充てん工 625-10 
牛乳キャップ製造工 675-99 
牛乳検査工 629-30 
 
牛乳製造中央制御監視員 625-10 
牛乳宅配員 794-22 
牛乳・乳酸発酵製品配達員 794-22 
牛乳濃縮工（練乳製造） 625-30 
牛乳秤量工 625-99 
 
牛乳瓶検査工（牛乳製造） 809-22 
牛乳瓶詰機械係 625-10 
牛乳冷却工（クーラーステーション） 625-30 
給排水衛生工事設計技術者 051-10 
給排水設備工事施工管理者 052-99 
 
給排水配管工 776-13 
きゅう務員 432-50 
厩務員 432-50 
救命装置ぎ装工 596-11 
救命艇艇長 481-99 
 
救命胴充てん工 659-99 
給油係 324-50 
給油所サービスマン 324-50 
給油船機関士 483-20 
給油船船長 481-20 
 
給与事務員 251-11 
教育委員 213-40 
教育委員会指導主事 209-99 
教育係事務員 251-11 
教育学研究者 012-16 
 
教育課長（会社） 231-11 
教育研究員 012-16 
教育・研修企画事務員 252-13 
教育指導員（全国信用金庫協会） 149-99 
教育センター指導員 159-99 
 
教育相談員 201-11 
教育長 213-20 
教員（高等学校） 154-10 
教員（高等専門学校） 155-10 
教員（小学校） 152-10 
 
教員（大学） 156-10 
教員（中学校） 153-10 
教員（盲学校・ろう学校） 157-10 
教員（養護学校） 157-20 
教員養成所教員 159-99 
 
教員（幼稚園） 151-10 
協会会長 229-10 
協会監事 229-10 
教戒教師 161-10 
協会理事 229-10 

教科書編集者 172-32 
経木細工工 669-99 
競技指導家（プロスポーツ） 203-20 
競技者 203-10 
競技場管理員 809-39 
 
経木製造工 669-99 
経木大工 664-10 
競技団監督 203-20 
競技団支配人 203-99 
狂言方 193-12 
 
狂言作家 171-20 
狂言師 193-12 
狂犬病予防員（保健所） 083-10 
共済勧誘員（農・漁業共済） 335-11 
共済事務員 255-10 
 
ぎょうざ皮製造工 621-40 
経師 722-10 
行司 203-30 
教師（宗教家） 161-11 
教師（塾：各種学校） 159-20 
 
教師（統計研修所） 159-40 
教主 161-11 
教授 156-12 
行商人 325-10 
教師（予備校） 159-20 
 
教師（理容・美容学校） 159-10 
教師（料理学校） 159-20 
矯正工（鉄骨・橋梁製造） 553-14 
きょう正指導員 159-50 
行政事務員(国・地方公共団体） 255-10 
 
矯正処遇官 421-10 
行政書士 205-10 
矯正専門職（矯正管区、少年院） 159-50 
競走馬飼育者 432-50 
京染職人 646-10 
 
京染友禅彫刻師 679-22 
鏡台製造工 664-10 
競艇選手 203-10 
強電技術者 034-10 
協同組合役員 229-99 
 
協同組合連合会役員 229-20 
鏡胴組立工（双眼鏡製造） 603-11 
教導師 161-10 
教頭（盲学校・ろう学校） 157-12 
協同組合販売人 324-20 
 
郷土玩具組立工 712-10 
競売人 339-50 
響板工（楽器製造） 719-10 
響板製作工 662-99 
機用品事務員 263-22 
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教務係（学校） 252-13 
教務事務員（学校） 252-13 
教務総理 161-12 
教務長 161-12 
業務用物品賃貸人（機械類） 393-10 
 
橋りょう技術者 052-20 
橋梁（りょう）技術者 052-20 
橋梁組立工 553-14 
橋梁建設技術者 052-20 
橋梁工 553-14 
 
橋梁工事施工管理者 052-99 
橋梁式クレーン運転工 732-10 
橋梁設計技術者 052-20 
橋梁大工  771-99 
橋りょう鉄工 553-14 
 
橋梁塗装工 723-30 
強化ガラス工 532-60 
魚介くん製製造工 627-20 
魚介干物製造工 627-30 
魚介養殖作業者 454-99 
 
魚貝類加工員 627-XX 
魚介類調理工（缶詰製造） 624-11 
魚函敷設工事人 779-99 
漁業関係無線通信士  501-12 
漁業監督官 419-99 
 
漁業協同組合役員 229-99 
漁業協同組合連合会役員 229-20 
漁業現場事務員 271-10 
曲芸師 195-60 
局次長（各省） 212-10 
 
局長（各府省） 212-12 
局長（地方公共団体） 213-21 
曲馬師 195-60 
極板揚工 512-30 
局付検事 131-20 
 
玉露製造工 631-10 
渠載（船舶修理業） 599-99 
居住部ぎ装工 596-14 
漁場監視員 459-10 
漁場調査員 024-30 
 
木寄せ作業者 443-10 
漁船営業主 241-10 
漁船甲板員 451-12 
漁船司厨員 361-99 
漁船操機手 452-40 
 
漁船電気係 746-11 
漁船無線通信士  501-12 
居装工（造船業） 596-14 
魚体解体工（すり身製造） 627-40 
漁探機製造工 586-99 

魚肉ソーセージ製造工 627-40 
魚肉調理工（缶詰製造） 624-11 
魚肉ハム製造工 627-40 
魚粉飼料製造工 619-30 
魚粉製造工 627-99 
 
漁網編工 648-20 
漁網仕上工（目拾い、目立以外）  648-20 
漁網修理工（漁師以外） 648-20 
漁網鉛付人（漁網製造） 648-20 
漁網熱処理工 648-20 
 
清元師匠 202-20 
魚油製造工 524-31 
距離計組立工（自動車） 601-10 
魚鱗箔製造工 529-99 
魚類選別人 459-99 
 
魚類水揚作業者 459-99 
魚類養殖技術者 024-11 
魚類養殖作業者 454-10 
漁労技術員 024-12 
漁労作業者 451-00 
 
漁労船機関員 452-40 
漁労船機関士 452-40 
漁労船機関手 452-40 
漁労船機関長 452-30 
漁労船航海士 452-20 
 
漁労船甲板員 451-12 
漁労船甲板長 451-12 
漁労船司ちゅう員 361-99 
漁労船船長 452-10 
漁労船操機長 452-40 
 
漁労船操舵手 451-12 
漁労長 451-11 
切絵作家 182-10 
截（きり）金師 183-10 
桐紙貼合わせ工（合板製造） 662-10 
 
桐紙貼方（紙に貼る作業） 669-99 
切り昆布製造工 627-50 
錐（きり）製造工 559-21 
切出石工 752-12 
きりたんぽ製造工（飲食店） 361-99 
 
きりたんぽ製造工（食料品製造） 629-99 
桐箱製造工 664-10 
霧吹工（織物精練） 645-11 
霧吹染工 646-10 
杞（き）柳編工 667-20 
 
き柳行李製造工 667-21 
き柳材料加工工 667-20 
杞柳製かご製造工 667-20 
き柳製品製造工 667-20 
杞柳肉取工 667-20 
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き柳分決め工 667-20 
切綿編工（海苔養殖用網） 648-20 
記録事務員 271-10 
記録媒体製造工 589-20 
きわ物師（人形製造） 712-30 
 
金液製造工 529-99 
金魚売り（行商） 325-21 
金魚すくい露店主 325-31 
金魚養殖作業者 454-10 
金銀加工工 716-10 
 
金銀錺職 716-11 
金銀器製造工 716-10 
金銀細工師 716-11 
金銀等分析工（鉱物含有量） 519-51 
金銀盃製造工 716-10 
 
金銀箔打工（金銀糸製造） 516-34 
金銀箔押工（金銀糸製造） 559-99 
金銀箔切断工 559-50 
金銀箔染工（金銀糸製造） 723-99 
金銀平箔製造工 516-34 
 
銀行外務員 335-11 
金工作家 183-10 
金工師 555-10 
銀行支店長 231-12 
銀行重役 221-20 
 
銀行帳簿係 263-21 
銀行テラー 262-11 
銀行店頭案内人 253-10 
銀行頭取 221-10 
銀行得意先係 335-11 
 
銀行窓口係 262-10 
銀行貸付係事務員 281-42 
銀行業務事務員 281-40 
きんこ加工工 627-20 
金庫修理工 559-99 
 
金庫製造工 559-11 
銀採掘員 751-10 
銀製練工 512-50 
金属圧延機製造技術者 031-10 
金属圧伸工 516-XX 
 
金属圧出工 516-XX 
金属圧板工 516-XX 
金属穴あけ検査工 559-70 
金属穴あけ工（ボール盤によるもの） 551-12 
金属編針製造工 558-14 
 
金属印刷工 683-XX 
金属薄板抜物工 552-11 
金属ウラン製錬工 512-70 
金属押抜工 552-11 
金属折曲げプレス工 552-12 

金属家具組立工  559-11 
金属家具工  559-11 
金属加工機械組立工 571-20 
金属加工技術者 031-10 
金属加工・金属製品検査工 559-70 
 
金属錺職人 555-11 
金属かしめ工 553-99 
金属管圧延工 516-40 
金属管押出工 516-23 
金属玩具組立工  712-10 
 
金属管仕上工 516-50 
金属管引抜工 516-23 
金属機械技術者 031-10 
金属機械彫刻工 555-20 
金属機械フライス工 551-14 
 
金属きさげ工 557-23 
金属素地検査工 519-50 
金属素地手仕上工 557-20 
金属技術士 041-XX 
金属き章製作工 559-99 
 
金属口金プレス工 552-10 
金属研究員 011-23 
金属検寸工 559-70 
金属研磨工 557-00 
金属研磨手仕上工 557-20 
 
金属研磨盤工 551-16 
金属工具ボーリング工 551-12 
金属工芸家 183-10 
金属工芸工 719-99 
金属工作機械組立・調整工 571-21 
 
金属工作機械検査工 572-20 
金属工作機械工 551-00 
金属工作機械実習助手（学校） 551-99 
金属鉱山地質技術者 049-10 
金属鉱物分析員（鉱業） 049-10 
 
金属細工師 555-11 
金属材料卸売店主 322-10 
金属材料研究員 011-23 
金属材料原料工 519-10 
金属材料試験機組立工 571-99 
 
金属材料試験技術者 041-99 
金属材料試験機設計技術者 031-10 
金属材料試験工 519-51 
金属材料製造検査工 519-50 
金属材料・製品研磨工 557-10 
 
金属サッシ取付工 777-11 
金属酸洗工（鋼板） 516-99 
金属酸洗工（めっき業） 556-99 
金属酸洗浄工（伸線） 517-10 
金属試験技術者 041-99 
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金属漆器工 715-10 
金属シャー工 559-50 
金属地焼工 515-10 
金属蒸着工 556-50 
金属シリコン精錬工 512-60 
 
金属浸炭工 515-14 
金属水圧プレス工 552-XX 
金属スクラップ卸売人 326-32 
金属スクラッププレス工 559-99 
金属スポット工 561-21 
 
金属製家具検査工 559-70 
金属製家具製造工 559-11 
金属製家具・建具製造工 559-10 
金属製かん工 553-20 
金属成形プレス工 552-10 
 
金属製サイディング取付工（建設業） 777-10 
金属製サッシ製造工 559-12 
金属製線工 517-10 
金属製建具製造工 559-12 
金属製机製造工 559-11 
 
金属製扉製造工 559-12 
金属製バルコニー取付工 777-10 
金属製品製造工（一貫作業によるもの） 559-20 
金属製品吹付塗装工 723-30 
金属製品焼入工 515-10 
 
金属製フェンス組立工 559-99 
金属製窓枠取付工 777-11 
金属製模型組立工 718-10 
金属製錬技術者 041-10 
金属製錬・材料技術者 041-00 
 
金属製ロッカー製造工 559-11 
金属切削加工工 551-XX 
金属切削工（歯車製造） 551-15 
金属切削製品検査工 559-70 
金属切断工（刃物によるもの） 559-50 
 
金属線伸張工 517-10 
金属線製品製造工 558-10 
金属剪断工 559-50 
金属旋盤工 551-11 
金属線放射錆止工 556-99 
 
金属線巻取工 517-10 
金属ダイス修理工 559-22 
金属建具据付工  777-10 
金属建具取付工 777-10 
金属タンク製造工 553-20 
 
金属鍛造工 514-XX 
金属窒化工 515-15 
金属彫刻家 183-10 
金属彫刻工 555-00 
金属手仕上工 557-20 

金属特殊加工機工 551-30 
金属塗装検査工 729-99 
金属塗装工 723-30 
金属熱処理工 515-10 
金属廃棄物処理工（再生資源回収業） 559-99 
 
金属箔裁断工  559-50 
金属箔はり工 559-99 
金属箔はり工（製本） 689-30 
金属箔ラミネート紙製造工 673-99 
金属はつり工 557-24 
 
金属ばね製造工 558-30 
金属板型抜工 552-11 
金属板絞出工 552-13 
金属板切断工 559-50 
金属ハンドプレス工 552-99 
 
金属挽物工 551-XX 
金属表面処理技術者 041-99 
金属平削工 551-14 
金属吹付工（めっき） 556-99 
金属腐蝕工（印刷製版） 682-13 
 
金属腐蝕工（金属彫刻）  555-30 
金属プラノミラー工 551-14 
金属プレス加工工 552-XX 
金属プレス工 552-00 
金属プレス刻印押工 552-14 
 
金属分解作業人 559-99 
金属粉製造工 559-99 
金属粉末材料混合工 519-40 
金属粉末焼結工 519-42 
金属粉末成形工 519-41 
 
金属粉末プレス工 519-41 
金属防蝕処理工 556-99 
金属防錆処理工 556-99 
金属曲板機工 552-12 
金属めっき工 556-10 
 
金属目盛彫刻工 555-20 
金属焼もどし工 515-12 
金属やすり掛け工 557-22 
金属溶解工 519-99 
金属溶射工 556-40 
 
金属ラジアル工 551-12 
金属ラッピング工 551-16 
金属ロール盤工 552-99 
勤怠記録係 251-11 
きん着網漁師 451-10 
 
銀付工（魔法瓶製造） 532-50 
金電解工 512-30 
銀電解工 512-30 
均熱炉工（圧延） 516-10 
菌培養工（医薬品製造） 525-20 
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菌培養工（チーズ製造） 625-50 
金箔打工 516-34 
銀箔打工 516-34 
金箔加工工（友禅） 646-11 
金箔紙裁断工 679-12 
 
金箔張り工（漆器製造） 715-20 
金箔張り工（仏壇製造） 715-20 
金版（判）製造工 555-10 
銀引工（鏡製造） 532-50 
金封製造工 675-31 
 
金粉塗装工（仏壇製造） 715-20 
金壁製造工（金箔壁紙製造） 673-99 
蒟醤（きんま）製造工 715-20 
金めっき工 556-10 
銀めっき工 556-10 
 
金盛り絵付工（陶磁器製造） 536-50 
金融外交員 335-11 
金融会社支店長 231-12 
金融機関窓口事務員 262-10 
金融事務員 281-40 
 
金融証券検査官（金融庁） 204-10 
金融仲立人 333-20 
金融ブローカー 333-20 
金融・保険事務員 281-40 
勤労青少年ホーム館長（地方公共団体） 213-31 
 
銀ろう付工 559-40 
  
 
 
 
 
 
 

く 
 
 
 
くい（杭）打機運転工 734-13 
くい打工 734-13 
杭打作業員 781-10 
杭打船船長 481-20 
喰切製造工 559-22 
  
空尉 403-10 
空気圧機器取付工 593-20 
空気圧縮機運転工 733-40 
空気圧縮機組立工 571-99 
空気圧縮機製造技術者 031-10 
  
空気移送装置運転工 733-20 
空気コンデンサー（バリコン）製造工 589-43 
空気清浄機組立工（民生用） 587-20 
空気調節装置運転工 733-31 
空気調和機械製造技術者 031-10 

空気調和設備配管工 776-10 
空気調和装置運転員 733-31 
空気調和装置組立工 571-99 
空気調和装置修理工  572-11 
空気調和装置据付工 571-99 
 
空気調和装置据付工（家庭用） 746-10 
空気調和装置取付工（航空機） 593-20 
空気動ホイスト運転工 732-21 
空気ばね製造工 692-XX 
空気輸送機運転工 733-20 
  
空港エアカーゴ係員 792-20 
空港貨物係 301-30 
空港警備員 423-10 
空港建設技術者 052-99 
空港長（地方航空局、空港事務所） 212-21 
  
空港保安検査員 423-10 
空港旅客係 301-22 
空佐 403-10 
空士 403-10 
宮司 161-11 
  
空将 403-10 
空将補 403-10 
空曹 403-10 
空中ケーブル機関運転工 739-31 
空中ケーブル乗務員 499-99 
 
空中写真カメラマン 185-20 
空中線測定器組立工 601-10 
空調機器製造工 587-25 
空調機組立工 587-25 
空調設備修理工 572-11 
 
空調設備据付工  571-99 
空調配管工 776-10 
空挺隊員 403-10 
苦灰（ドロマイト）製造工 539-12 
区画整理事務員 252-10 
  
区議会議員 211-20 
釘製造工  558-20 
くぎ類製造工 558-20 
供笥（くげ）製造工 669-12 
草葦屋根職 773-99 
  
草木灰肥料製造工 809-99 
草花園芸者 431-32 
草花栽培者 431-32 
鎖製造工（貴金属製品製造） 716-10 
鎖製造工（金属製） 559-20 
  
櫛板製造工 669-99 
駆除員（ねずみ族・昆虫等） 801-32 
くじり製造工 559-20 
葛糸製造工 649-99 
屑紙精選工（紙製造） 671-20 
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葛切製造工 622-99 
葛粉製造工 612-10 
葛晒工 612-10 
くすのきチップ製造工（しょう脳製造） 661-30 
屑物卸売店主 326-30 
 
屑物買入人 326-10 
屑物回収人 326-10 
くず物仲買人 326-20 
管巻工（化繊ロープ製造） 648-10 
管巻工（撚糸製造） 649-99 
  
果物かご編工（竹製） 666-20 
果物仲買人 339-10 
口絞り工（金属管製造） 516-23 
口紅製造工 525-30 
口巻工（金属管製造） 516-23 
  
区長（政令指定都市） 213-11 
区長（鉄道） 231-12 
区長（東京都の特別区） 213-11 
靴型入工 702-10 
靴革採寸工 702-11 
  
靴革裁断工 702-11 
靴木型工  663-20 
靴クリーム製造工 529-99 
靴検査工 709-52 
靴工 702-10 
 
靴小売店主 321-10 
掘削員（ダム・トンネル建設工事） 754-10 
掘削機械運転工 734-11 
掘削工（石油鉱業） 755-11 
掘削工（道路工事） 781-10 
 
靴敷革製造工（革製）  709-XX 
靴下アイロン仕上工 649-60 
靴下編み機調整工 647-40 
くつ下編工 647-21 
靴下編立工  647-21 
  
靴下かがり工 655-14 
靴下結束工 728-10 
靴下検査工 649-60 
靴下刺しゅう工 654-10 
靴下すべり止め加工工 659-99 
  
靴下整形染色工 646-24 
靴下製造工(編立て、リンキングかがりによるもの) 647-50 
靴下製造工（自動縫製かがりによるもの） 655-14 
靴下手編工 647-50 
靴下箱詰工 728-20 
  
掘進後山（金属・非金属鉱） 751-10 
掘進員（金属・非金属鉱） 751-10 
掘進員（ダム・トンネル建設工事） 754-10 
掘進員（炭鉱） 751-10 
掘進先山（金属・非金属鉱） 751-10 

靴製造工（革靴・ケミカルシューズ）  702-10 
靴製造工・修理工 702-00 
屈折度計組立工 603-20 
靴底型出工  702-10 
靴底付修理工 702-20 
 
靴デザイナー 184-99 
靴直し工 702-20 
靴ひも通し工（革靴・ケミカルシューズ）  709-99 
靴部分縫製工（革靴・ケミカルシューズ）  702-10 
靴プレス裁断工 702-11 
 
靴磨き 399-40 
靴みがき人 399-40 
駆動装置取付工（自動車製造） 591-30 
首輪製造工（かわ製） 709-40 
区分員（郵便局） 303-21 
 
区分整理係員 303-21 
熊手製造工 666-99 
組合経営指導員 149-99 
組合常務理事 229-20 
組合書記 255-10 
 
組合長（協同組合） 229-99 
組合理事 229-20 
組子製造工（建具製造） 664-30 
組子取機械木工 663-10 
組込系ソフトウェアプログラマー 062-10 
 
組込システム開発技術者 061-10 
組立て方（木船製造） 665-10 
組立結線工（電気機器製造） 589-99 
組立鉄工 553-10 
組立とび 762-10 
 
組ひも編工 648-40 
組ひも作り講師 202-99 
倶楽部管理人 389-99 
繰返工（製糸・紡績業） 649-21 
栗採取人（天然物） 449-10 
  
栗栽培者 431-31 
繰抜工（靴・袋物・衣服・運動具を除く） 709-20 
繰抜工（合成樹脂） 693-10 
繰抜工（繊維製品） 659-99 
刳（くり）物工 663-10 
  
車椅子組立工 599-99 
胡桃油工 615-XX 
榑（くれ）へぎ工 669-99 
蔵人 632-10 
黒染工（金属製品） 556-99 
  
黒文字採取人 449-10 
黒煉瓦製造工 534-XX 
桑栽培者 431-40 
くん煙工（魚介類）  627-20 
くん煙工（肉製品） 626-24 
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燻蒸殺虫作業員 801-32 
燻製さけ製造工 627-20 
燻製にしん製造工 627-20 
軍手かがり工 655-14 
軍手製造工 647-21 
 
軍手ビニル塗布工 699-10 
訓導（宗教） 161-11 
  
 
 
 
 
 

け 
 
 
 
経緯儀（セオドライト）組立工 603-20 
軽飲食店主 323-10 
経営学研究員 012-24 
経営管理士 149-99 
経営管理事務員 252-10 
  
経営企画事務員 252-10 
経営コンサルタント 149-99 
経営コンサルタント補助者 149-99 
経営士 149-99 
経営指導員 149-10 
 
経営指導補助（商工会議所） 149-99 
経営士補 149-99 
経営者団体役員 229-20 
経営診断士 149-99 
経営診断指導員（経営コンサルタント） 149-99 
 
警音器製造工 589-99 
継管工（鍛接） 561-99 
芸妓 374-10 
計器監視員（上水道事業） 729-99 
計器組立工 601-XX 
  
計器組付工（一般機械） 571-99 
計器組付工（光学機械） 603-20 
計器組付工（自動車製造） 591-30 
計器検査工 609-21 
計器修理工  601-30 
  
計器製造工（電子式）  601-10 
計器設計技術者（電気式） 034-20 
計器調整工  601-30 
計器取付工（航空機）  593-20 
計器取付工（鉄道車両）  594-31 
  
計器盤取付工（自動車） 591-30 
芸妓見習 374-10 
計器目盛付工 609-99 
軽金属圧延工 516-XX 
軽金属技術者 041-10 

蛍光エックス線分析工（鉱石採掘場） 759-60 
蛍光器具組立工 583-21 
軽合金鋳物工 513-XX 
軽合金押出工（アルミニウム圧延） 516-23 
軽合金金型材矯正工（アルミニウム圧延） 516-50 
 
軽合金溶鉱炉工 512-10 
軽合金溶接工（ガス溶接によるもの） 562-10 
蛍光灯組立工（蛍光管の組立）  583-21 
蛍光灯製造工 583-20 
蛍光灯部品組付工 583-30 
  
けいこ塾教師 202-20 
経済学研究者 012-23 
経済研究者 012-23 
経済団体連合会役員 229-20 
経済調査員 252-20 
  
経済評論家 171-30 
経済部記者 172-11 
珪砂採取員 751-10 
警察音楽隊員 411-10 
警察学校教官（警察官のもの） 411-10 
  
警察官 411-10 
警察犬訓練士（警察官であるもの） 411-10 
警察犬訓練士（警察官でないもの） 209-50 
警察犬指導育成者 209-50 
警察署長 411-10 
 
警察大学校教授（警察官でないもの） 159-40 
警察本部長 411-10 
警察無線通信士 411-10 
警察有線通信員 411-10 
計算機械製造技術者 031-30 
 
計算尺製造工 609-99 
警視 411-10 
刑事 411-10 
計時員 203-99 
警視監 411-10 
  
警視正 411-10 
警視総監 411-10 
警視長 411-10 
軽自動車整備工 592-10 
芸者 374-10 
  
芸者置屋主 399-99 
傾斜機工 663-10 
鶏舎作業員 432-30 
傾斜双眼鏡筒組立工 603-11 
成形工（ファインセラミック製品製造） 535-20 
  
珪石採取員 751-10 
珪石煉瓦製造工 534-XX 
罫（けい）線印刷工 683-50 
継線工（電球製造） 583-30 
繋（けい）船作業員 499-99 
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継送係員 303-22 
継送係員（郵便局） 303-22 
計装技術員 034-99 
計装工事人 746-10 
珪藻土採取人 753-20 
 
計装保全工 746-10 
計測器検査工 609-21 
計測技術員 034-99 
計測器調整工  601-30 
計測器目盛付工 609-99 
  
計測工（環境測定を行うもの） 299-99 
珪（けい）素精製工（金属珪素） 512-60 
珪素鉄製造工 511-20 
携帯電話組立工 582-11 
携帯電話販売店員 324-20 
  
携帯品預り係 392-10 
継電器組立工 581-40 
軽天工事人 779-99 
毛糸編工 647-XX 
毛糸編ネット工 647-20 
  
毛糸編棒製造工（竹製） 666-99 
毛糸靴下編工 647-21 
毛糸合糸工 642-10 
毛糸試験工 649-61 
毛糸手編工 647-50 
 
毛糸撚糸工 642-20 
毛糸帽子編立工 647-20 
毛糸帽体工 659-21 
毛糸巻工 649-14 
芸能人斡旋人 399-99 
 
芸能マネージャー 251-10 
芸能レポーター 172-XX 
競馬監督官（農林水産省） 204-10 
競馬場清掃員 801-10 
競馬場整理人 375-20 
  
警備員 423-10 
警備係（消防署） 422-10 
経費事務員 263-21 
景品買取人（パチンコ景品） 339-99 
景品係（パチンコ店） 375-20 
  
警部 411-10 
警部補 411-10 
鷄ふん肥料製造工 809-99 
警防員 422-10 
警報機器取付工（警備業） 746-10 
  
警報器組立工  586-99 
警防隊員 422-11 
刑務官 421-10 
警務士（ガードマン） 423-10 
刑務所看守 421-10 

警務職 423-10 
刑務所職業訓練担当者 159-30 
刑務所長 212-21 
契約外交員（商品） 327-20 
警ら交通課長（警察署） 411-10 
 
経理課長 231-11 
経理課長（会社支店） 231-13 
計理士 141-10 
経理事務員 263-21 
計理事務員 263-21 
  
経理事務補助員 263-21 
部長（独立行政法人） 232-10 
計量器製作工 601-21 
計量器精度管理員 601-30 
計量器・測定器組立工 601-20 
 
計量計測機器組立工・修理工 601-00 
計量計測機器検査工 609-21 
計量計測機器・光学機械器具検査工 609-20 
計量計測機器調整・修理工 601-30 
軽量コンクリート取付工（建設業） 779-99 
 
計量士 601-30 
計量・測定機器小売店主 321-10 
計量・測定機器販売店員 324-20 
計量人（再生資源卸売業） 326-30 
計量包装工 728-10 
 
競輪場車券販売員 339-32 
競輪審判員 203-30 
競輪選手 203-10 
毛植工 718-40 
毛織技術者 049-23 
 
毛織工 644-10 
毛織染色工 646-23 
毛織物糸巻工 649-14 
毛織物起毛工 649-32 
毛織物検査工 649-62 
 
毛織物補修工 649-62 
外科医 081-10 
けがき工 559-30 
毛皮衣服仕立職  659-30 
毛皮工 701-XX 
 
毛皮裁断工（衣服） 659-30 
毛皮仕立職（衣服） 659-30 
毛皮製婦人コート仕立工 659-30 
毛皮選別工 709-51 
毛皮なめし工 701-22 
 
毛皮漂白工 701-30 
劇画家 182-30 
劇作家 171-20 
劇場警備員 423-10 
劇場出札係 375-21 
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劇場接客案内人 375-22 
劇場内売店販売員 324-20 
劇場中売人 325-22 
下宿管理人 381-20 
下宿業主 381-20 
 
下宿経営貸付人 381-20 
下宿屋主人 381-20 
化粧合板製造工 662-10 
化粧合板プレス工 662-13 
化粧石けん製造工 524-10 
 
化粧板仕上工（合板製造） 662-10 
化粧板製造工（合板製造）  662-10 
化粧品卸売店主 322-10 
化粧品検印工 728-99 
化粧品検査工 529-60 
 
化粧品小売店主 321-10 
化粧品製造技術者 042-10 
化粧品宣伝販売人 324-61 
化粧品等の仲買人 339-10 
化粧品販売員 324-25 
 
化粧品瓶詰工  525-30 
化粧品訪問販売員 325-10 
化粧品容器組立工（プラスチック製） 699-99 
化粧品容器製造工（紙箱） 674-10 
化粧品容器詰工 525-30 
 
化粧品類製造工 525-30 
化粧筆製造工 719-99 
化粧ケース製造人（木製） 664-20 
化粧水製造工 525-30 
下水管洗浄工（公共下水道）  809-15 
 
下水管洗浄工（建物内配管）  809-15 
下水管敷設工 781-11 
下水処理技術者 071-30 
下水処理場場長 213-31 
下水道管敷設作業員 776-13 
 
下水道設計者 052-99 
下水配管工（公共下水道） 781-11 
下水配管工（建物内配管） 776-10 
下水煉瓦積工 772-40 
削り出し方（木船製造） 665-10 
 
削節製造人 627-10 
毛染色工 646-23 
毛染工 646-23 
下駄穴明工 669-20 
下駄木取工 669-20 
 
下駄研磨工 669-20 
下駄材木取工（製材所） 661-20 
下駄仕上工 669-20 
げた製造工 669-20 
桁製造工（コンクリート製） 538-10 

下駄台成形工 669-20 
下駄台蒔絵工 715-22 
下駄台焼工 669-20 
下駄歯入職 669-20 
下駄箱製造工（木製） 664-20 
 
下駄鼻緒すげ職 669-20 
下駄鼻緒製造工 659-99 
血圧計組立工 601-23 
血液研究員 011-40 
血液検査員 119-20 
 
血液検査技師 119-20 
血液パック組立工 699-99 
結核予防技術員 119-20 
結婚コンサルタント 201-10 
結婚式場案内係 399-99 
 
結婚式場司会者 399-99 
結婚式場支配人 399-99 
結婚式場従業員 399-99 
結婚式相談・予約係 281-20 
結婚相談員（社会福祉施設のもの） 129-10 
 
結婚相談員（仲人業） 201-10 
決算係事務員 263-21 
結晶塊粉砕工（砥粒製造） 539-40 
血漿（しょう）係（医薬品製造） 525-10 
結晶かん係（砂糖製造） 613-20 
 
血清検査員（血清検査所） 119-20 
結束工（生糸製造） 649-99 
結束工（製材） 795-10 
月賦集金人 291-10 
下人（清酒製造） 632-15 
 
毛抜工  701-12 
毛羽切工 649-33 
毛むしろ製造工（フエルト） 649-51 
獣猟師 449-20 
毛焼工 649-34 
 
牽（けん）引自動車運転手  479-10 
牽引車製造工 599-99 
牽引装置取付工 599-99 
原液アルカリ工（化学繊維製造） 523-10 
検疫医 081-10 
 
検疫課長（検疫所：医師であるもの） 081-10 
検疫官 119-20 
検疫官（医師） 081-10 
検疫技術者 119-20 
原液工（化学繊維製造）  523-10 
 
原液タンク工（化学繊維製造） 523-10 
原液調整工 523-10 
原液捏和（ねっか）機工 523-10 
原液プレス工（化学繊維製造） 523-10 
原液粉砕温度工（化学繊維製造） 523-10 
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原液薬品調整工（化学繊維製造）  523-31 
限界ゲージ組立工 601-21 
原画家 182-30 
原価計算係員 269-20 
原価計算事務員 269-20 
 
けん化工（石けん製造） 524-10 
弦楽器製作工 719-10 
けん化ポンプ係員 733-10 
検岩員 759-60 
検眼鏡組立工 603-20 
 
検缶工 559-70 
検眼士 119-99 
研究課長（会社） 231-11 
研究官（法務総合研究所） 012-22 
研究所長（国：研究員でないもの） 212-20 
 
研究用動物世話係 432-40 
現金支払事務員 261-12 
現金収納事務員 261-12 
現金出納事務員 261-10 
現金送金事務員（銀行） 262-10 
 
現金輸送員 423-10 
現金輸送車同乗員 794-10 
現金レジスタ修理工  572-10 
原型師（陶磁器製造） 184-99 
原稿整理工 689-20 
 
健康保険組合役員 229-99 
健康保険請求事務員 259-20 
言語研究員 012-10 
言語聴覚士 107-20 
言語治療相談員 121-10 
 
言語療法士 107-20 
原材料試験検査工 519-51 
原材料選別工 809-21 
検査員（自動車修理工場） 599-21 
検査員（日本海事検定協会） 209-99 
 
検査員（ボイラ・クレーン安全協会） 739-99 
研削材製造技術者 043-99 
研削材製造工 539-40 
研削材製粒工 539-40 
研削材電気炉工 515-10 
 
研削材粉砕工 539-40 
研削砥（と）石製造技術者 043-99 
研削砥石製造工 539-40 
研削盤工 551-16 
研削盤工・仕上機械工 551-16 
 
検察官 131-20 
検察事務官 139-99 
検察庁捜査官 131-20 
検査役（団体） 239-10 
原蚕種飼育指導員 029-12 

検事 131-20 
原紙含浸加工工（化粧板原紙製造） 673-99 
原紙漉工（機械すき）  672-10 
検事正 131-20 
原糸製造工（化学繊維） 523-20 
 
検事長 131-20 
検車員（競輪） 203-99 
検車係（鉄道） 499-30 
検車手（森林管理署）  499-30 
検収員（道路貨物運送業） 272-20 
 
検収員（百貨店） 272-20 
検収・検品係員 272-20 
検収工（鉱山） 759-60 
研修施設教員 159-40 
研修事務員 252-13 
 
研修所講師 159-40 
研修スタッフ 252-13 
捲（けん）縮工（化学繊維製造） 523-30 
検出器組付工 601-20 
原色印刷工 683-XX 
 
原色版製版工 682-40 
原子力開発技術者 036-99 
原子力開発研究者 011-20 
原子力技術者 036-00 
原子力研究員 011-20 
 
原子力施設検査官 036-99 
原子力発電員 741-13 
原子力発電保守員 741-13 
原子炉運転技術者 036-20 
原子炉オペレータ 036-20 
 
原子炉オペレータ（原子力発電所） 741-13 
原子炉機器洗浄工 809-10 
原子炉技術者 036-20 
原子炉制御技術者 036-20 
原子炉設計技術者 036-20 
 
原子炉点検修理工 741-13 
原子炉保守技術者 036-20 
検針員 299-10 
検針集金人 291-10 
検数人 259-99 
 
現図型取工 727-30 
現図検査工 729-99 
現図工 727-00 
現寸加工工（鉄骨） 553-10 
原寸工 727-XX 
 
原石クレーン運転工 732-10 
原石粉砕工 531-11 
建設課長（会社本社） 231-11 
建設監督官（橋梁） 052-20 
建設機械運転工 734-10 
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建設機械オペレーター 734-10 
建設機械組立・調整工 571-32 
建設機械修理・保全工 572-10 
建設機械製造技術者 031-10 
建設機械整備工 572-10 
 
建設機械設計技術者 031-10 
建設業所長 231-12 
建設現場世話人 779-99 
建設現場誘導員 429-99 
建設工事請負外交員 327-30 
 
建設工事外交員 327-30 
建設工事施工管理者 052-99 
建設作業員 781-10 
建設資材卸売店主 322-10 
建設資材小売店主 321-10 
 
建設資材仲介人 339-10 
建設資材販売店員 324-20 
建設・土木作業員 781-10 
建設防水員 778-10 
建設用機械運転工 734-00 
 
建設用トラクター設計技術者 031-10 
建設用生コンクリート製造工 538-20 
源泉係（税務事務所） 269-12 
源泉徴収事務員 269-12 
検相計組立工 601-10 
 
現像工 725-10 
検層試験員 755-20 
検測工（電気工業）  589-99 
原玉工（ガラス） 532-10 
検炭員 759-60 
 
検反工（織物製造） 649-62 
原反継工（染色業） 655-22 
原反糊抜工 645-11 
間知石採掘人 752-10 
間知石積工 541-60 
 
現地係員 391-10 
建築家 051-10 
建築解体工 762-20 
建築確認士（地方公共団体） 204-14 
建築金物製造技術者 041-99 
 
建築技術者 051-10 
建築ＣＡＤオペレーター 726-11 
建築研究員 011-21 
建築現場雑役人 809-30 
建築工学研究員 011-21 
 
建築工事監理補助 271-10 
建築工事主任技術者 051-10 
建築工事防水工 778-11 
建築構造技術者 051-10 
建築士 051-10 

建築資材運搬人 792-13 
建築写図工 726-20 
建築主事 204-14 
建築製図工 726-10 
建築積算士 269-20 
 
建築積算事務員 269-20 
建築施工管理技士 051-12 
建築施行管理技術者 051-12 
建築施工技術者 051-12 
建築設計監督技術者 051-11 
 
建築設計技術者 051-11 
建築設計コンサルタント 051-11 
建築設計士 051-11 
建築設計者（設計業：業主） 051-11 
建築設備技術者 051-10 
 
建築設備研究員 011-21 
建築装飾図案家 184-99 
建築大工 771-10 
建築大工見習 771-98 
建築調査員 204-14 
 
建築デザイナー 051-10 
建築鉄筋工 763-20 
建築鉄工 553-11 
建築透視図製作人 724-10 
建築塗装工 723-40 
 
建築とび工 762-10 
建築鳶職 762-10 
建築パース製作人 724-10 
建築配管工 776-10 
建築板金工 554-11 
 
建築物音響設計技術者 051-11 
建築物環境衛生管理技術者 071-30 
建築ブロック工 772-10 
建築見積人（雇用者） 269-20 
建築用防水紙製造工 673-31 
 
建築用テックス製造工 662-20 
建築れんが積工 772-41 
現地取材記者（放送） 172-21 
検知人（林業） 449-99 
献茶婦 395-10 
 
建柱車操作員 734-10 
検定員（自動車教習所） 159-20 
検定工（製糸）  649-61 
検電計組立工 601-11 
原動機技術者 031-11 
 
原動機組立工 571-10 
原動機製造技術者 031-11 
原動機部品組立工 571-40 
剣道師範 202-30 
原尿処理施設技術管理者 071-30 
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現場監督（管工事） 051-12 
現場監督（検数協会） 259-99 
現場監督（左官工事） 774-XX 
現場監督（大工工事） 051-12 
現場監督（土木工事） 052-99 
 
現場監督（屋根工事） 773-XX 
現場管理人（植物園、公園）  809-38 
現場記録事務員 271-10 
原麦精選工 611-12 
原麦挽砕工 611-12 
 
現場事務員 271-10 
現場責任者（土木工事） 052-99 
現場代理人（建築工事：技術者であるもの） 051-12 
現場代理人（土木工事：技術者であるもの） 052-99 
原版工（捺染ロール彫刻） 555-31 
 
鍵盤仕上工（ピアノ） 719-10 
原版製造工 682-10 
鍵盤製造工（木製） 663-10 
原皮塩蔵工 729-99 
顕微鏡組立工 603-13 
 
顕微鏡総組立工  603-13 
顕微鏡調整工 603-40 
顕微鏡部品組立工  603-13 
原皮裁断工 701-10 
原皮製造工 729-99 
 
原皮水戻し工 701-11 
検瓶工 809-20 
現品調達事務員（工事業営業所） 271-10 
剣舞教師 202-20 
研布仕上工（金属製品製造） 557-10 
 
原木係 662-10 
原木木取工（製材所）  661-10 
原木裁断工 661-10 
原木差目工 669-51 
原木切断工 661-10 
 
原木伐採工 442-10 
玄米搗（とう）精工 611-11 
玄米張込工 611-11 
研磨工（貝細工品製造） 716-30 
研磨工（金属製品製造） 557-10 
 
研磨工（ゴム製品製造） 692-99 
研磨工（セラミック製品製造） 535-10 
研磨工（めっき加工） 556-99 
研磨工（木工所）  663-14 
研磨紙製造工 539-40 
 
研磨砥石原料粉砕混合工 531-10 
研磨砥石仕上工 539-40 
研磨砥石製造工 539-40 
研磨布・紙検査工 539-50 
研磨盤組立・調整工 571-21 

研磨布製造工 539-40 
研磨用材製造工 539-40 
原毛洗工 649-12 
検油係（油槽所） 729-99 
原油さく井工 755-11 
 
原油処理工 522-10 
原油フィルター工（動植物油脂製造） 615-30 
原油ポンプ工 522-30 
検粒工 539-99 
原料圧扁工（動植物油脂製造） 615-10 
 
原料受入事務員 271-10 
原料打込工 511-99 
原料運搬工（工場） 792-11 
検量係員（騎手、競走馬） 259-99 
検量係員（検貫業） 259-99 
 
原料攪（かく）拌工（炭素棒製造） 531-10 
原料か焼工 531-13 
原料乾燥工（缶詰・瓶詰製造） 624-10 
原料技術員（生糸製造） 029-10 
原料計量工（金属製錬） 519-10 
 
原料計量工（パン・菓子製造） 622-XX 
原料計量工（味噌製造） 614-11 
原料検査員（ガラス製品製造） 539-51 
原料検査係員 272-20 
原料工 531-10 
 
原料工（化学繊維製造）  523-10 
検量工（生糸製造） 649-61 
原料工（食酢製造） 619-11 
原料ゴム圧延工 691-15 
原料ゴム加工工 691-10 
 
原料ゴム混合工 691-14 
原料ゴム裁断工 691-11 
原料ゴム練工 691-13 
原料ゴム前処理工 691-11 
原料ゴム薬品配合工 691-12 
 
原料混合工（化粧品製造） 525-30 
原料混合工（塗料製造） 529-40 
原料混合工（パン・菓子製造） 622-XX 
原料混合工（窯業） 531-12 
原料混和工（化粧品製造） 525-30 
 
原料混和工（粉石けん製造） 524-10 
原料仕込工（カーボン紙製造） 673-99 
原料仕込工（化学） 521-10 
原料仕込工（醤油製造） 614-23 
原料仕込工（塗料製造） 529-40 
 
原料仕込工（パン・菓子製造） 622-XX 
原料仕込工（味噌製造） 614-13 
検量執務員（騎手、競走馬） 259-99 
原料焼結工（金属製錬） 519-11 
原料焼成工（耐火煉瓦製造） 531-13 

げんば ― げんり



  

 こ 

  
 
 

 54

原料処理係（味噌製造） 614-11 
原料処理工（缶詰・瓶詰製造） 624-10 
原料精製工（化学） 521-10 
原料精選工（香辛料製造） 619-14 
原料洗浄工（缶詰・瓶詰製造） 624-99 
 
原料選別工（紙製造） 671-20 
原料倉庫工 793-10 
原料装入工（化学） 521-10 
原料装入工（製鉄、製鋼） 511-99 
原料装入工（非鉄金属製錬） 512-99 
 
原料調合工 531-12 
原料調合工（金属製錬） 519-10 
原料調合工（化粧品） 525-30 
原料調合工（パン・菓子製造） 622-XX 
原料調合工（マーガリン製造） 615-41 
 
原料調合工（油脂加工） 524-30 
原料調整工（紙製造） 671-22 
原料調理工（缶詰・瓶詰製造）  624-10 
原料調和工（たばこ製造） 635-10 
原料糖混合工 613-20 
 
原料糖製造工 613-10 
原料糖捏和工 613-20 
原料糖溶解工 613-20 
原料乳検査工 629-30 
検量人（検量事業所） 259-99 
 
検量人（日本海事検定協会） 259-99 
原料練合せ工（研磨砥石製造） 531-10 
原料配合工（印刷インキ製造） 529-40 
原料配合工（シロップ製造） 634-10 
原料配合工（セメントモルタル製品製造） 538-99 
 
原料配合工（粉末冶金製品製造） 519-40 
原料配合工（窯業） 531-12 
原料焙（ばい）焼工（金属製錬） 519-11 
原料焙焼工（炭素製品製造） 531-13 
原料プラスチック処理工 699-40 
 
原料プラスチック製造工 521-10 
原料篩分工（セメントモルタル製品製造） 538-99 
原料粉砕工（セメントモルタル製品製造） 538-99 
原料粉砕工（動植物油脂製造） 615-10 
原料分析係員（ガラス製品製造） 531-99 
 
原料分析工（化学） 529-60 
原料保管係員 272-30 
原料ミル運転工（セメント製造） 531-11 
原料油脂精製工（硬化油製造） 524-31 
原料油脂精製工（マーガリン製造） 615-41 
 
原料油脂分解工 524-30 
原料溶解工（化学） 521-10 
原料溶解工（ろうそく製造） 529-99 
  

 
 

こ 
 
 
 
碁石製造工（プラスチック製） 699-99 
こいのぼり製造工 712-30 
鯉養殖作業者 454-10 
鋼圧延工 516-XX 
高圧ガス製造工 521-13 
  
高圧ガス製造保安技術管理者 049-99 
高圧ガス製造保安統括者 231-10 
高圧ガス容器検査員  559-70 
高圧合成工 521-10 
高圧セッター運転工（漁網製造） 648-20 
  
校医 081-10 
公益法人役員 229-10 
校閲員（雑誌） 689-20 
校閲部記者 172-11 
公園管理者（地方公共団体） 213-31 
  
公園管理所長（法人などの団体） 239-10 
公園管理所長（民営） 231-12 
公園管理人 809-38 
公園草取り作業員 809-38 
公園・ゴルフ場整備員 809-38 
  
公園清掃作業人 809-38 
公園掃除人 801-10 
公園料金徴収員 375-21 
坑外運搬員 792-10 
航海学研究者 011-99 
 
鋼塊疵取工 511-99 
坑外軌道員 782-10 
航海計器取付工 596-13 
叩解工（紙製造）  671-22 
鋼塊工（製鋼） 511-25 
 
坑外採鉱工（硫化鉄採取） 751-10 
坑外索道運転工 739-30 
坑外雑役作業者 809-30 
航海士 482-10 
航海士（海上保安庁） 412-10 
 
坑外掃除人 801-10 
公会堂管理人 389-99 
坑外保安係員（鉱山） 049-13 
鉱害防止係員（鉱山） 049-13 
公害防止管理者 071-30 
  
坑外ポンプ運転工 733-10 
光学ガラス仕上工 604-20 
光学ガラス成形工 532-10 
光学ガラス切断工 532-99 
光学ガラス彫刻工 532-41 
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光学ガラスと銀工 609-99 
光学ガラス熱処理工 532-60 
光学ガラス溶解工 531-20 
光学ガラス溶融工 531-20 
光学機械器具組立工 603-30 
  
光学機械器具検査工 609-23 
光学機械器具修理工 603-50 
光学機械器具調整工 603-40 
光学機械器具分解洗浄工 603-50 
光学機械技術者 031-30 
  
光学機械組立工 603-30 
光学機械修理調整工 603-50 
光学計測機器組立工 603-20 
光学計測機器調整工 603-40 
工学研究員 011-20 
  
工学研究者 011-20 
光学式読取装置操作員 319-10 
光学設計技術者 049-99 
光学測定器組立工 603-20 
光学的角度測定機組立工 603-20 
  
光学的指針測微器組立工 603-20 
光学薄膜設計技術者 049-99 
工学部助手（大学） 156-15 
光学レンズ工 604-10 
光学レンズ製造技術者 031-30 
  
硬化工（コンクリート製品製造） 538-10 
硬化工（セメントモルタル製品製造） 538-99 
硬化合板工 662-20 
硬化工（マーガリン製造） 615-41 
硬化工（油脂製品製造） 524-31 
 
硬化油製造オペレーター 524-31 
硬化油精油工 524-31 
硬化油脱臭工 524-31 
硬化油分解工（グリセリン製造） 524-33 
甲革飾り線引工 702-12 
 
甲皮工 702-12 
鋼管管体検査工 519-53 
交換機検査工 589-73 
交換機据付工  745-31 
交換機据付・保守工 745-31 
  
鋼管矯正工 516-50 
鋼管検査工 519-53 
鋼管研磨工 516-50 
鋼管水圧試験工 519-50 
鋼管製造工 516-40 
  
鋼管切断工 559-50 
鋼管切断工（ガス切断） 562-20 
交換人（パチンコ景品交換所） 339-99 
鋼管引抜工 516-23 
衡器組立工 601-21 

攻機工（大島紬） 644-10 
衡器製作技術者 031-30 
光輝縁工 644-10 
鋼球製造工 559-20 
工業化学技術者 042-XX 
  
鉱業課長（会社本社） 231-11 
鉱業課長（鉱業所） 231-13 
工業寒天製造工 627-62 
鉱業技術員 049-10 
工業技術研究員 011-20 
  
工業計器修理工 601-30 
工業計器設計技術者 031-30 
工業計器保守点検員 601-30 
公共下水道設計工事監督者 052-99 
公共下水道設計者 052-99 
  
興行師 339-99 
公共職業安定所長 212-21 
鉱業所長 231-12 
工業測定機器調整工 601-30 
工業彫刻工 555-XX 
  
工業デザイナー 184-20 
公共図書館司書 209-60 
公共図書館職員 259-99 
工業薬品製造工 521-10 
工業薬品分析技術員 042-50 
  
工業用純水製造機運転工 739-99 
工業炉設計技術者 031-10 
光輝炉工 515-10 
合金鋳物工 513-XX 
公金係 262-10 
 
合金技術者 041-50 
合金線引抜工 517-10 
公金払出事務員 262-10 
航空運行管理事務員 302-40 
航空運航管理者 302-40 
 
航空カメラマン 185-20 
航空関係無線通信士 501-11 
航空管制運航情報官 509-10 
航空管制官 509-10 
航空管制技術官 035-10 
  
航空機圧力機器工（部品組立） 593-10 
航空機内張工 721-22 
航空機エンジン技術者 031-11 
航空機エンジン組立工 571-11 
航空機エンジン調整工 571-11 
  
航空機エンジン取付工 593-21 
航空機機関技術者 031-11 
航空機関士 485-10 
航空機技術者 032-10 
航空機ぎ装工 593-30 
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航空機機体組立工 593-20 
航空機給油作業員 809-99 
航空機金属管組立据付工 593-20 
航空機組立技術者 032-10 
航空機組立検査工 599-22 
 
航空機組立工・整備工 593-00 
航空機車止作業員 499-99 
航空機牽（けん）引車運転手 499-99 
航空機検査官 032-10 
航空機検査工 599-22 
 
航空機現図工 727-23 
航空機工場整備工 593-41 
航空機修理工 593-40 
航空気象観測員 209-99 
航空機製作技術者 032-10 
 
航空機製図工 726-10 
航空機整備工 593-40 
航空機設計技術者 032-10 
航空機総組立工 593-20 
航空機操縦士 484-10 
 
航空基地長（海上保安庁） 412-10 
航空機長（キャプテン）  484-10 
航空機電気ぎ装工 746-13 
航空機電話予約オペレーター 289-99 
航空機内清掃員 801-14 
 
航空機内整備員 809-30 
航空機配管工 776-10 
航空機配線工 746-13 
航空機部品組立工 593-10 
航空機プロペラ取付工 593-20 
 
航空機木工 663-10 
航空客室乗務員 372-21 
航空機誘導員 499-99 
航空機用チューブ製造工 692-XX 
航空機用プロペラ製作技術者 032-10 
 
航空機翼切組工 593-10 
航空機翼組工 593-10 
航空計器技術者 031-30 
航空計器組立工 601-10 
皇宮警護官 411-10 
 
航空検査技術員 032-10 
航空券販売員（航空会社） 301-10 
航空工場検査員 032-10 
航空工場整備士 593-41 
航空撮影者 185-20 
 
航空士 499-99 
航空自衛官 403-10 
航空自衛隊員 403-10 
航空写真技術者 185-20 
航空写真測量技術者 053-11 

航空整備士 593-40 
航空測量技術者 053-11 
航空通信士 501-11 
航空ディスパッチャー 302-41 
航空特殊無線技士 501-30 
 
航空パーサー 372-21 
航空幕僚長 403-10 
航空幕僚副長 403-10 
航空発動機製造技術者 031-11 
航空保安大学校教員 159-99 
 
航空無線通信士（航空管制官） 509-10 
航空無線通信士 501-11 
航空旅客係 301-22 
工具かじ工 514-41 
工具管理係 272-30 
 
工具組立工 559-22 
工具検査工 559-70 
工具研磨工 557-11 
工具製造工（刃物を除く） 559-22 
工具設計技術者 031-10 
 
工具旋盤工 551-11 
工具手仕上工 557-20 
工具保管係 272-30 
工具保全工 559-99 
工芸家 183-10 
 
工芸官（国立印刷局） 183-10 
工芸技術講習所講師 159-30 
工芸技術者 071-99 
工芸研究員 011-99 
工芸作物栽培作業者 431-40 
 
工芸指導家 183-10 
工芸指導官（独立行政法人造幣局） 183-10 
工芸図案家 184-99 
工芸デザイナー 184-99 
工芸美術家 183-10 
 
硬膏（こう）展延工（医薬品製造） 525-12 
広告板取付人 809-99 
広告営業員 335-14 
広告外交員 335-14 
広告会社営業部員 335-14 
 
広告勧誘員 335-14 
広告記者 172-99 
広告配り人 394-12 
広告考案家 184-10 
広告写真家 185-21 
 
広告取材人 172-99 
広告セールスマン 335-14 
広告宣伝員 394-10 
広告ディレクター（広告代理業） 184-10 
広告デザイナー 184-11 
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広告取り 335-14 
広告取次人 339-40 
広告美術工 724-10 
広告ビラ配達員 394-12 
鋼材卸売店経営者（業主） 322-10 
 
鋼材矯正工 516-50 
鋼材罫書工 559-30 
鋼材検査工 519-50 
鋼材工（圧延） 516-20 
膏（こう）剤工（医薬品製造） 525-12 
 
鋼材採寸工 559-70 
鉱滓処理工 519-99 
鋼材精整工（圧延） 516-50 
鋼材設計技術者 041-99 
鋼材切断工 559-50 
 
甲裁断工（革靴・ケミカルシューズ） 702-11 
鋼材溶断工 562-20 
口座係 262-10 
考査係員（放送局） 259-99 
工作機械技術者 031-12 
 
工作機械組立技術員 031-12 
工作機械工 551-XX 
工作機械修理工 572-10 
工作機械設計検査技術者 031-12 
工作木型工（金属工作機械） 663-20 
 
耕作指導員 021-10 
鉱山エレベータ係 739-99 
鉱山機械製造技術者 031-10 
鉱山機関車機関士  461-XX 
鉱山技術者 049-10 
 
鉱山研究員 011-20 
鉱山現場事務員 271-10 
鉱山コンベア運転工 732-30 
鉱山製図工 726-10 
鉱山選鉱技術者 049-10 
 
鉱山測量技術者 053-10 
鉱山地質技術者 049-10 
鉱山調査技術者 049-10 
鉱山電気機関車運転員 461-10 
鉱山電気技術者 034-10 
 
鉱山電車運転士 462-10 
鉱山発破員 759-40 
鉱山保安員 759-50 
鉱山保安係員 049-13 
鉱山保安監督員 049-13 
 
鉱山保安技術者 049-13 
鉱山保安統括者 231-10 
講師（各種学校） 159-20 
工事監督船長 481-99 
工事監理技術者 051-12 

工事管理者（電気供給業） 034-31 
合糸機運転工 642-10 
硬式テニス公認指導員 202-30 
硬式ボール製造工 719-40 
硬式ボール縫製工  719-40 
 
工事検査官（地方整備局） 052-99 
合糸検査工 649-61 
合糸工 642-10 
麹工（味噌・醤油製造） 614-XX 
麹工（酒類製造） 632-15 
 
麹さまし工（味噌・醤油製造） 614-XX 
合糸仕上工 649-61 
工事事務所工事区長 231-12 
工事事務所長（国） 212-21 
工事事務所長（地方公共団体） 213-31 
 
講師（宗教） 161-12 
麹主任 632-12 
硬紙製造工 673-99 
麹製造工 619-20 
麹製造工（酒類製造） 632-12 
 
講師（算盤塾：各種学校） 159-20 
講師（算盤塾：各種学校でないもの） 202-99 
工事代理店主任技術者（土木） 052-XX 
麹造り工（酒類製造） 632-15 
硬質ゴム成形工 692-10 
 
硬質漆器工 715-10 
硬質繊維板製造工 662-20 
硬質繊維板プレス工 662-23 
麹室工（味噌・醤油製造） 614-XX 
講釈師 195-10 
 
鉱車（炭車）操車工 759-20 
鉱車類組立・修理工 599-99 
公衆衛生技師 119-99 
講習生指導員（各種学校） 159-20 
公衆電話料金集金人 291-10 
 
高周波ウェルダー工 693-51 
高周波応用装置組立工 586-99 
高周波回路設計技術者 034-22 
高周波鋳造工 559-99 
高周波ミシン組立工 571-30 
 
高周波ミシン工 693-52 
高周波焼入工 515-13 
高周波焼入装置運転工 515-13 
高周波焼入焼戻し工 515-13 
高周波炉工 511-32 
 
公衆便所掃除人 801-10 
高純度シリコン製造工 512-60 
工場運搬作業者  792-11 
工場衛生管理者 119-99 
工場エレベータ係 739-99 
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工場機関車機関士  461-XX 
工場気動車運転士 462-20 
工場記録工 271-12 
工場経営者（雇あり業主） 241-10 
工場警備員 423-10 
 
工場見学案内人 399-99 
鉱床研究員 011-20 
工場現場事務員 271-12 
工場構内鉄道保線工 782-10 
工場雑役作業者  809-34 
 
工場雑務者 809-34 
工場事務員 271-12 
工場設備保全員 572-11 
工場総務課長 231-13 
工場長（会社：取締役を除く） 231-12 
 
工場ディーゼル機関士 461-20 
工場電気機関車運転士 461-10 
工場電車運転士 462-10 
工場内運搬作業員 792-11 
工場内送電係員 741-20 
 
公証人 139-10 
工場廃液分析技術員 042-50 
工場板金工 554-12 
興信調査員 209-99 
香辛料製造工 619-14 
 
香辛料粉砕工（ソース製造） 619-12 
香水製造工 525-30 
甲漉工（製靴） 702-12 
厚寸工 553-10 
合成圧縮機運転工 521-14 
 
合成化学研究員 011-13 
校正係 689-20 
鋼製型枠工  761-10 
合成工（化学） 521-10 
合成香料製造工 521-10 
 
合成ゴム成形工 692-10 
合成ゴム製造技術者 042-30 
合成ゴム製造工 521-10 
校正作業員 689-20 
構成作家 171-20 
 
合成紙製造工 693-10 
鋼製下地組立工 553-11 
校正事務員 251-12 
合成樹脂加工紙製造工 673-99 
合成酒仕込工 633-99 
 
合成樹脂混練工 699-40 
合成樹脂浸透紙製造工  673-99 
合成樹脂スリッパ甲部成形工  693-10 
合成樹脂スリッパ製造工 702-30 
合成樹脂製靴製造工 702-10 

合成樹脂製造技術者 042-30 
合成樹脂製造工 521-10 
合成樹脂製品圧縮成形工 693-13 
合成樹脂製品射出成形工 693-12 
合成樹脂製品成形工 693-10 
 
合成樹脂彫刻工 699-99 
合成樹脂塗工紙製造工 673-20 
合成樹脂粉砕工 699-40 
合成樹脂ライニング工 693-21 
合成酒製造工 633-99 
 
合成酒もと工 633-99 
校正刷工 683-XX 
合成清酒製造工 633-99 
合成繊維研究員 011-20 
合成繊維検査工 529-60 
 
合成繊維原料製造工 521-10 
合成繊維製造技術者 042-30 
合成繊維製造工 523-XX 
合成繊維製網工 648-20 
合成繊維ロープ製造工 648-10 
 
合成洗剤原料製造工 521-10 
合成洗剤製造オペレーター 524-20 
合成染料工業技術者 042-10 
合成装置運転工 521-10 
公正取引委員会審査官 139-99 
 
合成皮革靴製造工 702-10 
合成皮革製造工 521-10 
抗生物質種母培養工 525-20 
鉱石運搬員（坑内） 759-20 
鉱石乾燥工（製鉄、製鋼） 519-10 
 
鉱石検査工（鉱山） 759-60 
鉱石検定員 759-60 
鉱石検定工（製鉄、製鋼） 519-51 
鉱石採掘員 751-10 
鉱石焼結工 519-11 
 
鉱石処理工（金属精錬） 512-99 
鉱石洗工 759-30 
鉱石選別工（製鉄、製鋼） 519-51 
鉱石専用船船長 481-10 
鉱石積込工（坑外） 792-22 
 
鉱石配合工（銑鉄製造） 511-99 
鉱石分級作業者 759-30 
鉱石粉砕工 759-99 
鉱石粉砕工（金属製錬） 519-10 
鉱石分析研究員 011-20 
 
鉱石分析工（採掘場） 759-60 
鉱石溶解工（製鉄） 511-10 
高専教員 155-10 
鋼線鋼索製造技術者 041-99 
鋼線抗張試験工 559-70 
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鋼線細撚工（電力ケーブル製造） 584-10 
合繊長繊維織物工 644-10 
鋼船模型工 718-13 
構造設計技術者 051-10 
航装（パラシュート）製造工 729-99 
 
構造美術家 183-10 
構造物現図工 727-10 
構造物製図工 726-10 
構造物鉄工 553-10 
構造用セラミックス技術者 043-20 
 
こうぞ皮剥工（製紙工場） 679-99 
こうぞ乾燥工（製紙工場） 679-99 
光束計組立工 603-20 
高速道路交通パトロール 429-10 
高速道路料金徴収員 301-11 
 
酵素製造技術者 042-40 
酵素治療助手 119-99 
こうぞ皮剥人 431-40 
こうぞ皮剥人（林業） 449-10 
鋼帯がい装工 584-41 
 
鋼帯釘打工 795-10 
鋼体組立工 594-22 
小唄師匠 202-20 
講談師 195-10 
講談師、浪曲師 195-10 
 
耕地整理技術者 052-99 
こう着型工 669-99 
膠（こう）着工（家具・建具製造） 664-XX 
降着装置取付工（航空機） 593-20 
校長（盲学校・ろう学校） 157-11 
 
交通管制司令（東・西日本高速道路会社） 429-10 
交通管理司令（首都高速道路会社） 429-10 
交通管理隊員 429-10 
交通事故相談員 209-99 
交通巡視員 429-10 
 
交通司令（阪神高速道路会社） 429-10 
交通信号機取付人（道路信号） 746-10 
交通標識反射材印刷工 683-99 
交通保安係 429-10 
交通誘導員 423-10 
 
交通誘導警備員 423-10 
甲付（レンズ製造） 609-99 
甲・角・貝・きば細工工 716-30 
甲・角・貝・牙製玩具工 716-30 
工程管理記録工 271-12 
 
工程管理事務員 271-11 
工程記録事務員 271-12 
光電管組立工 583-21 
光電素子製造工 585-XX 
高等学校教員 154-10 

高等学校教頭 154-12 
高等学校教諭 154-10 
高等学校講師 154-10 
高等学校校長 154-11 
高等学校司書教諭 209-60 
 
高等学校助教諭 154-10 
高等学校職業実習担当教諭 154-10 
高等学校養護教諭 154-13 
高等学校養護助教諭 154-13 
高等裁判所調査官（判事でないもの） 139-50 
 
坑道支柱枠入員 759-10 
高等専門学校教員 155-10 
高等専門学校教授 155-10 
高等専門学校教頭 155-10 
高等専門学校講師 155-10 
 
高等専門学校校長 155-11 
高等専門学校准教授 155-10 
高等専門学校助手 155-12 
光度計組立工 603-20 
構内案内人 399-99 
 
坑内運炭員 759-20 
坑内運搬員 759-20 
構内運搬員 792-10 
坑内運搬作業員 759-20 
構内運搬車組立工 599-99 
 
坑内衛生員 119-99 
坑内ガス検査員 759-50 
坑内ガス分析員 529-99 
坑内機械移設工 759-99 
坑内機械修理工 572-10 
 
坑内技術員 049-10 
坑内軌条員（鉱山） 782-20 
坑内軌道員 782-10 
坑内検収員 759-99 
坑内検定工 759-60 
 
坑内坑木積員 759-10 
坑内コンクリート工（ダム・トンネル工事） 781-13 
坑内コンプレッサ運転工 733-40 
坑内採鉱員 751-10 
坑内採炭員 751-10 
 
坑内自走枠組立工（坑道内） 759-10 
坑内支柱員 759-10 
坑内充填員 759-10 
坑内巡回員 759-50 
坑内進削員（炭鉱） 751-10 
 
坑内整備員 759-99 
港内船船長 481-20 
構内操車工（工場）  492-11 
坑内測量員 759-99 
構内玉掛工 739-40 
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坑内通気員 759-99 
坑内積込員（鉱業） 759-20 
坑内積込員（石炭） 759-20 
構内鉄道連結手（工場） 492-12 
坑内電気係（配線）  746-10 
 
坑内電気機関車運転員 461-10 
構内電車運転手 462-10 
構内電話工 745-30 
構内電話交換手 503-12 
構内内燃機関運搬車運転手 499-99 
 
坑内配車員 759-20 
坑内排水員 759-99 
坑内保安員 759-50 
坑内保安係員（鉱山） 049-13 
坑内保安技術者 049-13 
 
坑内保坑員 759-10 
坑内保守員 759-50 
坑内保修工 759-99 
坑内保線工 782-10 
坑内ポンプ運転工 733-10 
 
坑内巻揚機運転工（鉱山） 732-20 
購入物品計量工 272-20 
公認会計士 141-10 
公認会計士助手 149-99 
公認会計士補 141-20 
 
公認会計士見習 149-99 
甲縫工（革靴・ケミカルシューズ） 702-12 
合撚工 642-30 
合ねん糸工 642-30 
鋼撚線工（ワイヤロープ製造） 558-11 
 
鋼板圧延工（厚板、熱延） 516-22 
鋼板穴あけ工(エアードリル、電気ドリルによるもの) 553-99 
鋼板穴あけ工（可搬ボ―ル盤等によるもの） 553-99 
鋼板穴あけ工（ポンチングマシンで行うもの） 553-99 
甲板員 493-10 
 
甲板員（漁船） 451-12 
合板乾燥工 662-10 
合板技術者 049-99 
甲板ぎ装工 596-11 
合板検査工 669-52 
 
合板研磨工 662-10 
合板工 662-00 
合板膠着工  662-13 
合板材質試験工 669-52 
合板裁断工 662-10 
 
鋼板酸洗工 516-99 
合板サンダー工 662-10 
合板仕上工 662-10 
甲板手 493-10 
公判書記 139-40 

合板成形工（単板を曲げ成形するもの） 662-11 
合板製作工 662-10 
合板切削仕上工 662-10 
鋼板切断検査工 559-70 
鋼板切断工 559-50 
 
合板接着工 662-13 
合板選別工 669-52 
公判立会人 139-99 
甲板長 493-10 
合板塗装工 662-10 
 
合板糊製造工 662-10 
合板糊付工 662-13 
甲板部員 493-10 
甲板部ぎ装工 596-11 
合板プレス工 662-13 
 
合板補修工 662-10 
鋼板巻取工 516-99 
鋼板曲げ工 552-12 
合板ロータリー工 662-11 
鉱物含有量分析工（金、銀など） 519-51 
 
鉱物粉砕工（窯業） 531-11 
高分子化学技術者 042-30 
高分子凝集剤技術者 042-30 
高分子添加剤製造技術者 042-30 
広報アシスタント 251-13 
 
広報係事務員 251-13 
後方係（スーパー） 728-20 
広報課長（会社本社） 231-11 
酵母遠心分離工（他に分類されないもの） 619-20 
酵母・こうじ製造工（他に分類されないもの） 619-20 
 
酵母工（パルプ製造） 671-10 
酵母製造工（他に分類されないもの） 619-20 
酵母培養工（他に分類されないもの） 619-20 
公民館管理人 389-99 
公民館長 213-31 
 
校務員（学校） 809-31 
工務係事務員 271-10 
鉱務監督官 204-13 
工務管理係 271-11 
航務クラーク 302-40 
 
工務検査官 051-10 
工務工（工程管理工） 271-11 
合名会社代表社員 221-10 
肛門科医 081-10 
閘（こう）門番（水門） 429-99 
 
高野豆腐（しみ豆腐）製造工  623-15 
小売外交員 327-21 
小売セールスマン 327-21 
小売店員 324-20 
小売店支配人 321-20 
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小売店主 321-10 
小売店主（もっぱら経営・管理に従事するもの） 241-10 
小売店店長 321-20 
小売店販売員 324-20 
香料製造技術者 042-10 
 
香料製造工（植物性香料）  529-99 
香料製造工（調合香料） 529-99 
香料製造工（動物性香料）  529-99 
硬鑞（ろう）製造工 559-99 
高炉管理工 511-10 
 
鉱炉管理工（製鉄） 511-10 
高炉給水工 739-99 
高炉工（製鉄、製鋼） 511-10 
高炉工（非鉄金属製錬） 512-10 
高炉コンベア工 732-30 
 
高炉出銑工 511-11 
高炉セメント製造工 537-10 
航路標識員（航路標識事務所） 412-10 
航路標識事務所長 212-21 
高炉湯出工（製鉄） 511-11 
 
高炉用巻上機操作工 732-20 
鉱炉冷却工（製鉄、製鋼） 511-99 
港湾建設技術者 052-99 
港湾修築設計監督技術者 052-99 
港湾測量技術者 053-10 
 
港湾荷役作業員 791-10 
護衛隊群司令 402-10 
高圧線保守員（送電線） 742-11 
更生タイヤ製造工 692-XX 
氷菓子製造工 629-99 
 
氷砂糖・液糖製造工 613-40 
氷製造工 729-20 
凍豆腐製造工 623-15 
五温（白ざらめ）工 613-20 
ごかい採取人 459-99 
 
碁会所教師 202-99 
ごかい養殖作業者 454-99 
語学教師（個人） 202-10 
こがし製造工 612-10 
小型紙袋製造工 675-10 
 
小型貨物自動車運転者 473-11 
小型自動車運転手（乗用） 472-10 
小型自動車競走審判員 203-30 
小型自動車競走選手 203-10 
小型船舶運転者 499-20 
 
小型船舶検査員（日本小型船舶検査機構） 033-10 
小型船舶操縦士 499-20 
小型旋盤工 551-11 
小型トラック運転者 473-11 
五月人形組立工 712-20 

護岸工事作業員 781-12 
小切手係事務員 262-10 
呼吸器科医 081-10 
小切せん断工 559-50 
小衣刺し 654-20 
 
黒鉛製品製造工 539-99 
黒鉛電極製造工 539-99 
黒鉛電刷子組立工 589-99 
黒鉛丸棒成形工 539-99 
黒鉛るつぼ製造工 539-30 
 
国語研究者 012-10 
国際協力専門家 209-99 
国際通信センター長 231-12 
国際電報オペレータ 501-99 
国際電報センター長 231-12 
 
国際電話オペレーター 503-11 
国際電話センター長 231-12 
国税査察官 204-17 
国税出納員 261-12 
国税調査官 204-17 
 
国勢調査調査員 259-99 
国税徴収官 269-12 
小口荷物配達人 794-10 
国内電話交換手 503-10 
黒板製造人 669-99 
 
国民健康保険組合役員 229-99 
国民健康保険事務員 281-40 
国民宿舎支配人 376-10 
国民年金集金人 291-10 
国務大臣 211-10 
 
穀物検査員（検査所） 021-30 
穀類精白工 611-10 
穀類貯蔵加工研究員 011-31 
固形工（油脂加工） 524-30 
こけし彩色工 724-99 
 
こけし製造人 663-31 
柿（こけら）板製造工 669-99 
柿葺（こけらぶき）師 773-99 
弧光式電気炉工 511-23 
ござ織工（い草） 667-50 
 
古紙卸売店主 322-10 
古紙卸売人 326-31 
古紙回収人 326-11 
漉機操作工（味噌製造） 614-10 
古紙集荷人 326-11 
 
故紙仕分人（再生資源卸売業） 809-24 
故紙精選工（紙製造） 671-20 
故紙プレス梱包工 795-10 
胡椒（こしょう）製造工 619-14 
古書店員 324-23 
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小白木製造工 669-99 
個人観光ガイド 391-20 
個人教師 202-00 
個人教師（生花） 202-99 
個人教師（英語、数学等） 202-10 
 
個人教師（楽器の演奏） 202-20 
個人教師（茶道） 202-99 
個人教師（書道） 202-99 
個人教師（声楽・民謡） 202-20 
個人教師（ピアノ） 202-20 
 
個人教師（和裁） 202-99 
個人経営者・管理者 241-10 
個人タクシー運転者 472-12 
戸籍係 259-11 
戸籍事務員 259-11 
 
小橇（そり）師 773-99 
小出し作業者（林業） 443-10 
国会衛視 423-14 
国会議員 211-10 
国会速記者 311-10 
 
国家行政委員会委員 212-30 
骨格組立工（バス車体製造） 591-20 
国庫事務員（日本銀行） 262-10 
骨材採取人 753-10 
小包受入係員 303-12 
 
小包係員 303-12 
小包配達員 504-12 
小包郵便区分係 303-21 
骨とう商店員 324-20 
骨董品売買人（卸売店主） 322-10 
 
骨董品売買人（小売店主） 321-10 
骨粉飼料製造工 619-30 
固定コンデンサー製造工 589-43 
固定資産税評価事務員 259-10 
固定子巻線組立工（変圧器） 581-31 
 
固定抵抗器製造工 589-42 
小道具係（映画、演劇） 718-20 
小道具製作工 718-20 
小道具製造工（ひな人形製造） 712-30 
琴教師 202-20 
 
琴三弦修理工 719-10 
琴師匠 202-20 
琴製作工 719-10 
子供自動車組立工 712-40 
子供二輪車製造工 712-40 
 
子供服ミシン縫工 655-11 
子供帽子製造工 659-21 
子供用スクーター組立工 712-40 
小鳥飼育者 432-41 
粉石けん製造工 524-10 

粉詰工 728-10 
粉取工（製粉） 612-10 
粉ふるい工（パン・菓子製造） 622-XX 
粉わさび製造工 619-14 
小荷物受付事務員 301-31 
 
小荷物係 301-31 
小荷物発送係 301-31 
こね工（製麺） 621-10 
こねや（左官業） 774-11 
このしろ粟漬製造工 627-99 
 
琥珀装身具製造工 716-10 
こば削工 702-10 
小箱おおい（被）工 721-30 
こばみがき工 702-14 
碁盤・将棋盤目盛工 719-99 
 
碁盤製作工 664-10 
木挽工 442-10 
木挽作業者（伐木） 442-10 
木挽製材工 661-99 
呉服卸売店員 324-70 
 
呉服店主 321-10 
呉服販売員 324-21 
古物商 321-10 
古物商店員 324-20 
胡粉製造工 529-99 
 
胡麻油製造工 615-XX 
木舞かき職 774-20 
木舞工 774-20 
こまい製造工 627-30 
ごま豆腐製造工 629-99 
 
駒彫工（将棋駒）  663-33 
小間物店主 321-10 
小丸鋸工 661-20 
ごみ収集作業員 801-21 
ごみ処理作業員 801-21 
 
小麦粉製造工 612-11 
小麦粉袋製造工 674-20 
小麦粉袋詰工 612-11 
小麦製粉工 612-11 
小麦吹上工 612-11 
 
米油製造工 615-XX 
米菓子製造工 622-40 
米検査員（農政事務所） 021-30 
米配達人 794-20 
米びつ組立工（計量式米びつ） 609-99 
 
米袋ミシン工（布製） 655-20 
米味噌製造工 614-10 
米麦浸漬工（味噌製造） 614-11 
こも編工 667-30 
菰（こも）印刷工 689-99 
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小物旋盤工 551-11 
顧問弁護士 131-30 
紙捻（こより）工 675-20 
紙撚（こより）工 675-20 
娯楽施設支配人 375-10 
 
娯楽場改札係 375-21 
娯楽場貸遊具係 375-25 
娯楽場従事者 375-20 
娯楽場出・改札係 375-21 
娯楽場出札係 375-21 
 
娯楽場立売販売員 325-22 
娯楽場等支配人 375-10 
娯楽場等接客係 375-20 
娯楽場放送係 375-23 
娯楽用機械整備員（遊園地） 572-10 
 
娯楽用品卸売店主 322-10 
娯楽用品小売店主 321-10 
糊料製造工 529-99 
ころ柿製造工 629-99 
衣かけ工（パン・菓子製造） 622-XX 
 
声色師 195-99 
小分工（医薬品製造）  525-12 
小割工 759-99 
小割工（製材） 661-20 
権教師 161-11 
 
権教正 161-11 
権宮司 161-11 
混合機運転工（清涼飲料製造） 634-10 
混合工（医薬品製造）  525-10 
混合工（化学工業） 521-10 
 
混合工（石けん製造） 524-10 
混合工（油脂加工） 524-30 
混合仕込み工（味噌製造） 614-13 
金剛砂採取人 753-10 
混合飼料製造工 619-30 
 
混汞（こう）製錬工（金製錬） 512-99 
混砂工（鋳物業を除く） 531-10 
混砂工（鋳物砂製造） 513-10 
混成酒製造工 633-99 
混銑炉工 511-20 
 
混打綿機運転工 641-10 
混打綿工 641-10 
昆虫学研究員 011-14 
昆虫採取作業者 449-20 
こんにゃくいも栽培人 431-20 
 
こんにゃく粉製造工 612-10 
こんにゃく製造工 623-20 
権禰宜 161-11 
こんぶ加工工 627-50 
昆布乾燥作業者 459-99 

昆布採取作業者 453-10 
昆布茶製造工 639-10 
昆布佃煮製造工 627-70 
昆布養殖作業者 454-40 
こん包工 795-10 
 
紺屋職 646-10 
混練工（鋳物業を除く） 531-30 
混練工（鋳物砂製造業） 513-10 
混練工（ゴム） 691-14 
混練工（製鉄） 511-99 
 
混練工（セメントモルタル製品製造） 538-99 
混練工（煉瓦・瓦製造） 531-32 
混和工 521-10 
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採鹹（かん）工 529-20 
細菌学研究者 011-40 
細菌検査員（医療保健施設） 119-20 
細菌検査技師（医療保健施設） 119-20 
採掘員（炭鉱） 751-10 
  
細工物師 664-10 
再繰工 649-21 
財形係（金融機関） 281-40 
採血係 119-99 
採血器製造工（プラスチック製） 693-10 
 
債券アナリスト 209-99 
債権管理調査員 259-99 
債権整理係員 259-99 
債券整理係員 263-20 
債券トレーダー 333-20 
 
採鉱員 751-10 
採鉱機工（金属・非金属鉱） 751-10 
採鉱技術者 049-12 
最高裁判所調査官（判事でないもの） 139-50 
最高裁判所判事 131-10 
  
採鉱試験研究員 011-20 
採光装置取付工（船舶） 596-14 
採鉱調査員 759-99 
在庫管理事務員 272-30 
採糸工（生糸製造） 649-11 
  
斉主（結婚式場担当：公民館、文化会館等） 161-11 
再生ゴム製造工  699-99 
再生資源卸売人 326-30 
再生資源回収人 326-10 
再生資源仲買人 326-20 
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再生紙抄造工 672-10 
採石員 752-10 
採石大割作業者 752-11 
砕石機運転工（砕石工場） 549-99 
採石工 752-10 
  
砕石工（砕石業） 549-99 
砕石工（採石場） 759-99 
砕石工（山元） 759-99 
採石小割工 752-10 
採石選別工 759-30 
  
砕石取替人（し尿・下水処理場） 809-15 
細線工 517-10 
栽桑技術員 029-11 
採炭員 751-10 
裁断機工（段ボール製造） 679-11 
  
裁断工 656-00 
裁断工（貝細工） 716-30 
裁断工（製紙） 679-11 
裁断工（製綿） 649-99 
裁断工（フェルト卸売） 659-99 
 
裁断工（油脂製品製造） 524-30 
裁断工（洋傘製造） 659-99 
裁断師見習 656-20 
裁断師（洋服製造）  656-20 
財団法人会長 229-10 
 
財団法人監事 229-10 
財団法人専務理事 229-10 
財団法人副会長 229-10 
財団法人理事 229-10 
採土作業員 753-20 
 
歳入金係事務員 262-10 
裁判官 131-10 
裁判所事務官 259-10 
裁判所書記官 139-40 
裁判所職員総合研修所教官（検事） 131-20 
 
裁判所職員総合研修所教官(判事・調査官でないもの) 159-40 
裁判所速記者 311-10 
裁判所調査官 139-50 
裁判所調査官（最高裁・高裁：判事） 131-10 
裁判所調査官補 139-50 
 
裁判所調停委員 139-60 
裁判長 131-10 
財布製造工 711-10 
裁柄工（たばこ製造） 635-10 
裁縫教師（各種学校） 159-20 
 
裁縫教師（各種学校でないもの） 202-99 
細胞検査員 119-20 
裁縫工（人形製造）  655-20 
砕木グラインダー工（パルプ製造） 671-12 
砕木工（チップ製造） 661-31 

砕木工（パルプ製造） 671-12 
砕木パルプ製造工 671-10 
財務経理事務員 263-20 
財務事務員 263-20 
材木運搬人（伐採地におけるもの） 443-20 
 
材木検査工  669-51 
材木販売店主 322-10 
材木見積り技術員 023-20 
材焼工 669-30 
採油技術者 049-12 
 
採油機操作工 755-31 
採油工 615-20 
採油工（石油鉱業） 755-31 
採油ポンプ運転工 755-31 
採用訓練事務員 251-11 
 
材料管理工 272-30 
材料計量工（缶詰製造） 624-99 
材料削工（木製家具製造） 664-20 
材料削工（木製建具製造） 664-30 
材料検収事務員 272-20 
 
材料工学研究者 011-23 
材料裁断工（鞄・袋物製造）  711-11 
材料請求係事務員 271-10 
材料配合係（生コンクリート製造） 538-20 
材料保管工 272-30 
 
祭礼提灯（ちょうちん）名入工 724-99 
竿竹呼売人 325-21 
竿釣漁業者 451-XX 
竿ばかり製作工 601-21 
酒樽製造工 669-11 
 
魚屋店主 321-10 
座金製造工（金属製） 559-99 
酒場給仕人 371-12 
酒場支配人 323-23 
酒場主人 323-10 
 
酒場店員 371-12 
酒米加工工 611-11 
酒屋店主 321-10 
左官 774-00 
左官定木製造 669-99 
 
左官職 774-10 
左官手元 774-11 
左官吹付工 774-12 
左官見習 774-98 
先付工（機械鍛冶工） 514-99 
 
作業員宿舎雑務者 809-35 
作業環境測定士 071-20 
作業訓練事務員 252-13 
作業指導員 122-10 
作業指導員（精神病院） 119-99 
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作業船船長 481-20 
作業療法士 103-20 
砂金採取員 751-10 
索緒工（生糸製造） 649-11 
削岩員（金属・非金属鉱） 751-10 
 
削岩員（採石場） 752-10 
削岩員（石炭採掘） 751-10 
削岩員（ダム・トンネル建設工事） 754-10 
削岩機運転工（炭鉱） 751-10 
削岩機組立工 571-30 
 
削岩機工（金属・非金属鉱） 751-10 
削岩機修理工 572-10 
索具工（船舶） 499-99 
索具工（ワイヤロープ製造） 558-11 
索具取付工（船舶製造） 596-11 
 
酢酸紙製造工 673-40 
酢酸製造工 521-12 
作詩家 171-10 
作詞家 171-10 
搾汁工（し好飲料製造） 634-10 
 
さく井機製造技術者 031-10 
さく井工 755-10 
さく井補助工 755-10 
作庭師 433-20 
削蹄師 439-10 
 
索道原動機運転工（林野庁） 739-30 
索道工（非鉄金属鉱業） 759-99 
索道出し作業者 443-20 
搾乳作業者 432-10 
削片工 662-22 
 
搾油工 615-21 
搾油工（醤油製造） 614-24 
桜えび（海老）加工工 627-30 
さくらんぼ採取人 431-31 
さくらんぼ瓶詰製造工 624-XX 
 
酒卸売店主 322-10 
酒粕漬け工（野菜） 628-10 
さけ川留作業者（漁業協同組合） 451-20 
さけ缶詰製造工 624-XX 
酒酵母製造工 632-15 
 
さけ人工孵化作業者 454-10 
酒類製造工（清酒を除く） 633-00 
酒類びん詰工 633-99 
砂鉱採取員 751-10 
笹刈作業者 441-30 
 
査察指導員 121-11 
刺網編工 648-20 
刺網漁師 451-12 
差入工（整経業、織物業） 643-10 
さし絵画家 182-10 

座敷ぼうき製造工 714-10 
刺し工（柔道衣縫製）  653-10 
刺子フェルト工 649-51 
指物職 664-10 
挿し友禅工 646-11 
 
座席案内係 375-22 
座席取付工（航空機） 593-30 
座席予約装置操作員（交通機関） 301-10 
座席予約装置操作員（旅行社） 301-10 
札入れ製造工 711-10 
 
撮影監督 185-30 
撮影機組立工 603-30 
撮影助手（映画製作業） 185-98 
撮影助手（写真館） 185-98 
作家 171-10 
 
座付作者 171-20 
雑器製造工 669-99 
作曲家 191-10 
作曲者 191-10 
殺菌加熱工  624-30 
 
殺菌工（缶・瓶詰製造） 624-30 
殺菌工（し好飲料製造） 634-10 
殺菌工（乳製品製造）  625-99 
殺菌工（ビール製造） 633-10 
殺菌灯組立工 583-21 
 
さっ孔工 752-10 
雑穀耕作者（あわ、ひえ、きび、そば、とうもろこし） 431-20 
雑誌記者 172-31 
雑誌記者、図書編集者 172-30 
雑誌記者・編集者 172-31 
 
雑誌取材記者 172-31 
雑誌編集記者 172-31 
雑誌編集者 172-31 
雑節製造工 627-10 
殺虫剤製造工 529-50 
 
刷版型取工 683-99 
刷版現像工 682-10 
刷版製版工 682-10 
刷版転写工 682-10 
刷版焼付工 682-10 
 
さつま揚製造工 627-40 
察回り記者（放送） 172-21 
雑務員 809-30 
さといも耕作者 431-20 
砂糖黍（きび）栽培者 431-40  
 
茶道教授 202-99 
茶道教授助手 202-99 
茶道個人教授 202-99 
差動装置取付工 591-30 
砂糖漬製造工（菓子製造）  622-99 
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砂糖袋詰工 613-99 
砂糖豆製造職 622-44 
真田編工 648-40 
真田ひも製造工（繊維製） 648-40 
さば缶詰製造工 624-XX 
 
さばき職人（精肉小売店） 626-10 
さば節製造工 627-10 
錆落工 559-99 
錆付工（漆器製造） 715-11 
錆研工（漆器製造） 715-11 
 
砂防石工 541-60 
砂防工 781-10 
砂防工事技術者 052-99 
砂防工事土木工  781-10 
砂防造林作業者（林野庁） 441-99 
 
匣鉢（さや）工 535-10 
匣鉢焼成工 535-14 
匣鉢成形工 535-11 
鞘製造工 664-10 
匣鉢詰工（陶磁器製造） 535-14 
 
皿洗い（調理見習） 361-98 
更紗（さらさ）工 679-21 
晒飴切断工 622-50 
晒あん製粉工 612-10 
晒工 645-12 
 
ざらめ製造工 613-20 
砂れき採取人 753-10 
皿鉢調理人 361-10 
酸洗工（めっき業） 556-99 
酸洗工（めっき業以外の金属製品製造）  559-99 
 
三温製造工 613-20 
酸化機工（製糸精練） 645-12 
山岳警備隊員（警察官のもの） 411-10 
酸化工（化学） 521-10 
酸化工（染色） 646-50 
 
酸化チタン製造工 521-13 
参議院議員 211-10 
桟木製造工（家具用） 664-20 
桟木製造工（型枠用） 669-99 
桟木製造工（建具用） 664-30 
 
三級自動車整備士  592-10 
産業医 081-10 
産業カウンセラー 201-12 
産業看護師 093-10 
産業機械卸売店主 322-10 
 
産業機械小売店主 321-10 
産業機械設計技術者 031-10 
産業機械販売店員 324-20 
産業機関車運転士  461-XX 
蚕業技術員 029-10 

蚕業検査技術員 029-13 
産業洗浄工 809-10 
産業デザイナー 184-20 
産業廃棄物焼却処理作業員 801-21 
産業廃棄物処理技術者 071-30 
 
産業保健師 091-10 
産業用運搬車両組立工 571-99 
産業用機械組立工 571-30 
産業用機械生産受注外交員 327-30 
産業用電気機械・装置据付工 746-30 
 
産業用電動機組立工 581-22 
産業用発電機組立工 581-12 
産業用ラジコンヘリコプター組立工 599-99 
産業用ロボット組立工 571-30 
産業用ロボット設計技術者 031-XX 
 
蚕繭（けん）検査員 029-13 
三弦製作工 719-10 
酸工（パルプ製造） 671-11 
さんご加工工 716-23 
珊瑚細工工 716-23 
 
珊瑚採取人 459-99 
山菜加工工 629-99 
散剤工（医薬品製造） 525-12 
山菜とり人 449-10 
参事官（各府省庁） 212-10 
 
蚕糸技術者 049-21 
参事（協同組合） 239-10 
蚕種鑑別員 029-10 
蚕種鑑別技術者 029-10 
蚕種検査員 029-13 
 
蚕種検査技術者 029-13 
蚕種工 431-52 
蚕種製造技術員 029-10 
蚕種製造作業者 431-52 
蚕種製造作業人 431-52 
 
三色版製版工 682-40 
酸処理工（めっき） 556-99 
散水自動車運転者 479-10 
散水車運転作業員 801-13 
酸性白土採取人 753-20 
 
酸性白土製造工 549-99 
酸洗工（ステンレス管製造） 516-33 
酸素アセチレンガス溶接工 562-11 
酸素ガス溶接工 562-11 
酸素製造技術者 042-20 
 
酸素製錬工（非鉄金属製錬） 512-10 
酸素溶接工 562-11 
酸調整工（化学繊維製造） 523-10 
三等機関士 483-20 
三等航海士 482-10 
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産婦人科医 081-10 
三宝製造工 669-12 
三盆白（砂糖）製造工 613-20 
さんま缶詰製造工 624-XX 
参与（会社：役員） 221-20 
 
酸浴工 523-10 
山林案内人 449-30 
山林監視員 449-30 
山林管理技術員 023-10 
山林管理人 449-30 
 
山林経営者（雇あり業主） 241-10 
山林木挽作業者 442-10 
山林下刈り作業者 441-30 
三輪車製造工 712-41 
山林地拵え作業者 441-10 
 
山林調査員 449-30 
山林手入作業者 441-99 
山林苗木植付け作業者 441-20 
山林苗木栽培人 431-33 
山林病害虫防除作業者 449-40 
 
山林保安係員 449-30 
山林用種苗技術者 023-10 
山林枝打ち作業者 441-40 
  
 
 
 
  

し 
 
 
 
仕上圧延工 516-50 
仕上圧下工（金属板製造） 516-50 
仕上ガス焼工（絹紡糸製造） 642-40 
仕上加熱工（金属板製造） 516-10 
仕上機運転工（紡績業） 649-61 
 
仕上機械装置オペレーター 646-XX 
仕上工（洗張） 356-10 
仕上工（貝細工品製造） 716-30 
仕上工（乾電池製造） 589-11 
仕上工（合糸・撚糸・加工糸製造） 649-61 
 
仕上工（紙器・紙製品製造）  679-30 
仕上合糸工 642-10 
仕上工（洗濯業） 355-14 
仕上工（ソース製造） 619-12 
仕上工（建具製造） 664-30 
  
仕上工（段ボール箱製造） 674-10 
仕上工（針製造） 558-14 
仕上工（ビール製造） 633-10 
仕上工（被服縫製）  659-60 
仕上工（紡績業）  649-61 

仕上整理加工工 645-13 
仕上石造工（石材加工） 541-30 
仕上前面工（金属板製造） 516-50 
仕上チーズ検査工（紡糸） 649-61 
仕上茶製造工 631-12 
  
仕上鉄工 553-10 
仕上撚糸工 642-20 
仕上品質選別工（毛糸紡績） 649-61 
仕上粉砕工（焼石膏製造） 539-13 
仕上包装工（織物製造） 728-10 
  
仕上丸鋸工（合板製造） 662-10 
仕上木工 663-99 
仕上薬剤調合工 646-99 
仕上ロール工 516-50 
指圧師 112-10 
  
指圧療法師 112-10 
侍医 081-10 
飼育係 432-42 
飼育技術員 022-10 
椎茸乾燥人 431-34 
  
椎茸乾燥人（工場、卸売店）  629-99 
椎茸菌培養者 431-34 
椎茸採取人（天然物） 449-10 
椎茸栽培技術員 021-10 
椎茸栽培人 431-34 
  
椎茸種駒植付人 431-34 
仕入営業員 327-10 
仕入外交員 327-10 
仕入係 281-10 
仕入係（外勤を主とするもの） 327-10 
  
仕入係事務員 281-10 
仕入事務員 281-10 
寺院掃除人 801-10 
自衛艦艦長 402-10 
塩辛製造工 627-99 
 
塩煎餅職 622-41 
塩漬け工（肉） 629-99 
塩漬け工（野菜）  628-10 
塩もどし工（製革） 701-11 
塩焼赤瓦製造工 534-XX 
 
歯科医 082-10 
歯科医師 082-10 
司会者 209-10 
市街電車運転士 462-10 
歯科医療請求事務員 259-20 
  
歯科受付係 253-10 
歯科衛生士 104-10 
歯科衛生士学校講師 159-10 
歯科技工士 105-10 
歯科技工士助手 119-99 
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歯科技工士見習 119-99 
歯科技工所長（歯科医師） 082-10 
史学研究者 012-12 
歯学研究者 011-44 
歯学部教授 156-12 
  
歯科助手 119-40 
歯科大学教授 156-12 
地下足袋製造工 659-99 
地下足袋底付工 699-32 
地下足袋縫製工 655-20 
  
地金検査工 519-50 
自家発電運転員 741-50 
自家用乗用自動車運転者 472-11 
歯科用セメント製造工 529-99 
自家用電気係員 741-50 
  
自家用電気工作物調査係（電気保安協会） 034-99 
自家用バス運転者 471-13 
磁気・ＩＣカード製造工 589-24 
敷網漁師 451-10 
敷石切工 541-20 
  
紙器製造工 674-00 
紙器打抜工（印刷業）  679-13 
市議会議員 211-20 
磁気記録媒体製造工 589-20 
紙器検査工 679-34 
 
磁気コンパス組立工 601-99 
色彩科学研究員 011-99 
色材製造工 529-40 
色紙製造工 675-99 
指揮者 191-20 
 
式場案内人 399-99 
磁気振動子製造工 589-44 
敷立製造工（炬燵） 669-99 
磁気探傷検査員 519-53 
磁気ディスク製造工 589-22 
 
磁気テープ製造工 589-21 
磁気テープ塗布工 589-21 
磁気テープ巻工 589-21 
紙器抜型工 679-13 
磁気媒体開発研究員（工場） 034-20 
 
識別工（選鉱所） 759-30 
敷物糊付工 645-13 
司教 161-13 
紙器用平線製造工 559-99 
事業用飛行機操縦士 484-10 
 
支局記者 172-11 
詩吟家 195-99 
資金係員（銀行） 263-10 
詩吟教師 202-20 
軸受石製造工（時計製造） 716-20 

軸受組立工 571-41 
軸受検査工 572-20 
治具工 559-22 
軸仕上工 559-99 
治具仕上工 559-22 
 
軸受用宝石組付工 602-11 
軸旋盤工 551-11 
軸継手組立工 571-43 
軸箱師 664-10 
治具ボーラー工 551-13 
 
軸面職 722-10 
軸物師 722-10 
仕繰員 751-10 
仕繰員後山 759-10 
軸流圧縮機運転工 733-40 
 
軸流送風機運転工 733-30 
軸流ポンプ運転工 733-10 
軸割木工 663-99 
紙型圧搾工 682-11 
紙型鉛版工 682-11 
 
紙型裏貼工 689-99 
紙型用紙原紙抄造工（手すき） 672-30 
止血鉗子製造工 559-20 
資源回収人 326-10 
試験所員（自然科学系） 011-XX 
 
試験所長（国：管理のみのもの） 212-21 
試験炉工（製鉄、製鋼） 519-99 
治工具管理係 272-30 
治工具製作工 559-22 
治工具設計製図技術者 031-10 
 
糸合工 642-10 
磁鋼製造工 511-20 
事故係事務員 281-22 
事故査定人 281-45 
地ごしらえ作業者 441-10 
 
仕事師（とび工） 762-XX 
仕込工（化学） 521-10 
仕込工（キャラメル製造） 622-50 
仕込工（食酢製造） 619-11 
仕込工（ソース製造） 619-12 
 
仕込工（畜肉ソーセージ製造）  626-21 
仕込工（鳥獣肉製品） 626-21 
仕込工（味噌・醤油製造） 614-XX 
仕込工（油脂製品製造：溶解工） 524-30 
司祭 161-13 
 
資材受渡工 793-10 
資材運搬員 792-10 
資材課長（会社工場） 231-13 
資材管理係 793-10 
資材管理事務員 272-30 
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自在球軸製造工 559-20 
資材計画係事務員 252-12 
資材検査係員（ガラス製品製造） 539-51 
資材検収事務員 272-20 
資材仕入事務員 281-10 
 
自在接（継）手取付工 591-30 
試作品試験技術員（金属製品） 041-99 
時事評論家 171-30 
しじみ採取作業者 453-20 
しじみ養殖作業者 454-20 
 
磁石組立工 589-99 
支社長（会社） 231-12 
支社長（新聞社） 231-12 
刺しゅう型付工 659-99 
刺しゅうカット工 659-99 
 
ししゅうカット工（機械によるもの） 654-10 
刺しゅう工 654-00 
刺繍工（機械によるもの）  654-10 
刺しゅうデザイナー 184-40 
刺しゅう補修工 654-30 
  
刺繍レース工 647-31 
司書 209-60 
市場開発員（商品） 327-20 
市場長（地方公共団体） 213-31 
市場取引人（商品取引所） 339-10 
  
司書教諭 209-60 
司書職 209-60 
支所長（地方公共団体） 213-31 
支所長（農業協同組合） 239-10 
司書補 209-60 
  
詩人 171-10 
地震研究員 011-12 
試錐員 755-20 
試錐技術者 049-11 
試錐機製造技術者 031-10 
 
試すい（錐）工 755-20 
止水工（防水工事） 778-10 
磁性体測定器組立工 601-10 
市税徴収事務員（徴収窓口） 269-12 
磁性粉末製造工 519-40 
 
次席検事 131-20 
施設係事務員 259-99 
施設監視員 423-10 
施設管理員（会館） 383-10 
施設長（社会福祉施設） 239-10 
  
施設長（老人ホーム） 239-10 
自然科学系研究者 011-00 
自然科学系大学教授 156-12 
自然公園監視員 429-99 
自然公園パトロール員 429-99 

磁選場工（磁石式クレーン操作のもの） 732-10 
磁選処理工（製鉄、製鋼） 511-99 
自然保護監視員 429-99 
自然保護官（レンジャー） 259-99 
使送係 794-10 
 
下絵書工（織物業、図案業、紋彫業） 724-10 
下絵書工（手描友禅）  646-11 
下絵工 536-10 
下絵師（手描友禅） 646-11 
下絵着画工（陶磁器製造） 536-10 
 
下刈作業者 441-30 
下着縫製工 655-13 
地竹・心竹編工 666-99 
下拵（ごしらえ）工（織物製造） 643-40 
しだ細工工 667-99 
 
しだ採取人 449-10 
下地漆吹付工 715-11 
下地工 715-11 
下地塗工 723-12 
下底製作工（おけ・たる製造） 669-11 
 
仕立教師（編物教室） 202-99 
仕立工（タオル製造）  655-30 
仕立人（編機によるもの） 647-20 
仕立人（和服）  653-10 
下取工（畳・ござ・花むしろ製造） 667-99 
 
下番（旅館） 809-36 
下振り製造工 559-20 
下もと（清酒製造） 632-15 
自治大学校教員 159-99 
七島製造工 667-51 
 
質舗店主 334-10 
質物鑑定人 334-20 
質物管理人 334-20 
質屋店員 334-20 
質屋店主 334-10 
 
支柱員 759-10 
支柱員後山 759-10 
司厨員（船舶） 361-99 
市長 213-11 
次長（会社） 231-10 
 
次長（各庁） 212-10 
次長（銀行） 231-10 
次長検事 131-20 
支庁長（地方公共団体） 213-31 
次長（都道府県） 213-20 
 
湿（一次）乾電池製造工 589-11 
漆器加飾工 715-20 
漆器素地組立工 663-10 
漆器金地工 715-20 
漆器工 715-00 
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漆器工見習 715-98 
漆器下地塗工 715-11 
漆器製造工 715-XX 
漆器製品検査工 719-70 
漆器つや上工 715-13 
 
漆器研ぎ出し工 715-13 
漆器檜素地職 663-10 
漆喰製造工（左官業でないもの） 539-11 
漆喰塗り工 774-10 
実験員（肥料製造） 529-60 
 
実験写真技術者 185-20 
実験助手（大学：医学部） 119-99 
実験動物飼育係 432-40 
実験物理研究員 011-12 
執行官 139-99 
 
湿式分析工 529-60 
執事（宗教家） 161-10 
実車衝突実験員（自動車） 599-21 
実習教師（大学） 156-10 
実習船甲板員 493-10 
 
室長（各府省庁） 212-10 
室長（地方公共団体） 213-20 
湿霑（てん）工（たばこ製造） 635-20 
湿度計組立工 601-99 
室内設備取付工（鉄道車両） 594-30 
 
室内装飾工 777-30 
室内装飾デザイナー 184-30 
湿板写真工 682-20 
七宝き地銅器製造工 554-10 
七宝銀付工 539-20 
 
七宝研ま工 539-20 
七宝工 539-20 
七宝下絵書工 539-20 
七宝焼成工 539-20 
七宝施釉工 539-20 
 
七宝線付工 539-20 
七宝研ぎ上げ工 539-20 
七宝焼模様付工 539-20 
七宝釉薬差工 539-20 
湿練工（煉瓦・瓦製造） 531-32 
 
しでひも製造工 648-40 
支店・工場等の長 231-12 
支店・工場等の部課長 231-13 
支店次長（銀行） 231-10 
自転車置場自転車整理人 384-12 
 
自転車卸売店主 322-10 
自転車競技審判員 203-30 
自転車組立工 595-10 
自転車検査工 599-24 
自転車小売店主 321-10 

自転車車体組立工 595-10 
自転車修理工 595-20 
自転車修理人  595-20 
自転車製造工 595-10 
自転車総組立工 595-10 
 
自転車タイヤ成形工 692-20 
自転車チューブ製造工 692-XX 
自転車賃貸人 393-10 
自転車点検員（競輪競技会） 599-24 
自転車中袋工 692-11 
 
自転車販売店員 324-20 
自転車部品組立工 571-99 
自転車フレーム組立工 571-99 
自転車用サドル革製造工 709-40 
自転車用発電機組立工 581-13 
 
自転車ランプ検査工 589-75 
支店長 231-12 
指導員（学習塾） 202-10 
指導員（学校の寮・寄宿舎） 382-11 
指導員（社会福祉施設） 122-10 
 
指導員（職業訓練所） 159-30 
指導員（土地改良区） 052-99 
自動改札装置設計技術者 031-10 
自動化機械開発員 031-10 
自動ガス切断機運転工 562-23 
 
自動鉋機工（家具・建具製造） 663-12 
児童鑑別員 121-13 
始動機取付工 593-20 
自動供給装置組立工 571-99 
自動サービス機械器具組立工 571-30 
 
自動サービス機集金人 291-10 
児童指導員 122-10 
自動車足廻り修理工 592-10 
自動車内張工 721-23 
自動車運行管理者 302-20 
 
自動車運転指導員 159-20 
自動車運転手（福祉施設：送迎用等） 472-10 
自動車運転免許試験官（警察官） 411-10 
自動車営業所長 231-12 
自動車営業所長（地方公共団体） 213-30 
 
自動車営業マン 327-21 
自動車エンジン組立工 571-11 
自動車エンジン修理工 592-11 
自動車エンジン整備工 592-11 
自動車外交販売員 327-21 
 
自動車回送員（陸送業）  479-10 
自動車解体工 559-99 
自動車解体部品選別工 809-24 
自動車ガラスはめ込工 591-30 
自動車完成検査工 599-21 
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自動車鑑定人（中古車販売） 209-99 
自動車機関試験工 599-21 
自動車エンジン調整工 571-11 
自動車技術アジャスター(保険会社、損害保険査定会社) 281-45 
自動車技術者 031-20 
 
自動車ぎ装組立工 591-30 
自動車競技審判員 203-30 
自動車教習所学科指導員 159-20 
自動車教習所技能指導員 159-20 
自動車教習所教員 159-20 
 
自動車教習所教習指導員 159-20 
自動車競走選手 203-10 
自動車組立ガス溶接工 562-10 
自動車組立工 591-00 
自動車検査員（民間車検場：指定整備工場） 209-99 
 
自動車検査官（地方運輸局） 204-10 
自動車検査工 599-21 
自動車査定人（中古車） 289-99 
自動車シート組立工  721-23 
自動車試験運転手  479-10 
 
自動車事故鑑定人 209-99 
自動車シャシー整備工  592-10 
自動車車台組立工 591-20 
自動車車体組付工 591-20 
自動車車体検査工 599-21 
 
自動車車台検査工 599-21 
自動車車体・車台組立工 591-20 
自動車車体整備工 592-10 
自動車車台鉄骨曲げ工  553-12 
自動車車内配線工 591-30 
 
自動車車輪組立工 591-10 
自動車修理技術指導員 031-20 
自動車修理工 592-10 
自動車シリンダー内ぐり工 551-13 
自動車製作技術者 031-20 
 
自動車性能測定員 599-21 
自動車整備工 592-10 
自動車整備工場フロント係 253-10 
自動車整備工養成講師（各種学校） 159-20 
自動車整備士 592-10 
 
自動車セールスマン 327-21 
自動車設計技術者 031-20 
自動車洗浄作業員 809-12 
自動車損害鑑定人（損害保険料率算出機構） 209-99 
自動車耐久実験工（自動車製造） 599-21 
 
自動車タイヤ成形工 692-20 
自動車タイヤ整備工 592-13 
自動車チューブ製造工 692-XX 
自動車デザイナー 184-20 
自動車電気回路修理工（整備工場を除く） 589-99 

自動車電機工 592-10 
自動車電気装置整備工 592-12 
自動車電装品整備工 592-12 
自動車登録係員（自動車販売会社） 281-20 
自動車登録官（地方運輸局） 204-10 
 
自動車塗装工 723-30 
自動車配管工 591-30 
自動車配線工 591-30 
自動車パイプ取付工 591-30 
自動車板金工 554-13 
 
自動車販売員 327-21 
自動車販売代理店主 321-10 
自動車販売店員 324-24 
自動車部品組立工 591-10 
自動車部品組付工 591-30 
 
自動車部品検査工（自動車製造工場） 599-21 
自動車部品整備工 592-10 
自動車部品鋳造工 513-XX 
自動車部品販売員 324-20 
自動車ブレーキ修理工 592-10 
 
自動車分解組立工 592-10 
自動車ホイルキャップ製造工 552-10 
自動車放熱器修理工 592-10 
自動車ボーリング工 592-10 
自動車保険事務員（自動車販売業） 281-99 
 
自動車保険損害査定係 281-45 
自動車ボディー修理工 592-10 
自動車マフラー製造工 559-20 
自動車メータ組立工 601-10 
自動車木工 663-10 
 
自動車誘導員（フェリー） 499-99 
自動車用エンジン設計技術者 031-11 
自動車用ガラス中間膜製造工 693-10 
自動車用計器組立工 601-10 
自動車用内燃機関電装品組立工（発電機） 581-13 
 
自動車ライト製造工 587-12 
自動車ランプ組立工  587-12 
自動車陸送員  479-10 
自動車レーサー 203-10 
自動車ワイパー製造工 559-20 
 
自動織機設計技術者 031-10 
児童自立支援施設医師 081-10 
児童自立支援施設専門員 122-10 
児童心理相談員（保健所） 121-10 
自動制御盤据付工 746-30 
 
自動操縦装置取付工 593-20 
児童相談員 121-10 
児童相談員（児童福祉施設） 122-10 
始動装置取付工（自動車製造） 591-30 
児童調査員 121-10 
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自動調整バルブ組立工 571-44 
自動調節装置設計技術者 031-10 
自動電気溶接機運転工 561-30 
自動ドア取付工 777-10 
自動塗装機工 723-30 
 
自動二輪車組立工 591-XX 
自動燃焼装置運転員（発電所） 739-99 
児童判定員 121-13 
自動販売機売上集金人 794-24 
自動販売機修理工 572-10 
 
自動販売機巡回員 794-24 
自動販売機商品補充員 794-24 
自動販売機調整工 572-10 
児童福祉司 121-12 
児童福祉施設職員 121-10 
 
児童福祉施設生活指導員 122-10 
指導部長（協同組合連合会） 239-10 
自動プレス工 552-XX 
児童文学者 171-10 
児童文芸作家 171-10 
 
児童遊戯場係員 375-24 
児童用乗物製造工 712-40 
磁土採取人 753-20 
竹刀製作工 719-45 
しない盤工 551-99 
 
地均作業員 781-10 
し尿汲取作業員 801-22 
し尿処理機械操作員 739-99 
し尿処理作業員 801-22 
し尿処理施設技術者 071-30 
 
地縫工（足袋製造）  655-20 
紙熱工 693-21 
視能訓練士 107-10 
篠簀（す）製造工 666-99 
篠田巻製造工 629-20 
 
篠巻検査工 649-61 
支配人（映画館） 375-10 
支配人（ゴルフ場） 375-10 
支配人（パチンコ店） 375-10 
支配人（麻雀荘） 375-10 
 
支配人（旅館、ホテル） 376-10 
芝居役者 193-10 
芝植付人（造園業） 433-20 
芝栽培者 431-30 
芝種子吹付工 433-20 
 
芝はぎ人（栽培業） 431-99 
芝張り人（造園業） 433-20 
支払係事務員 261-12 
支払係（保険会社等） 281-46 
支払出納事務員 261-12 

支払窓口事務員 261-12 
耳鼻咽喉科医 081-10 
地びき網ひき作業者 451-10 
渋団扇製造職 713-20 
渋紙製造工 673-99 
 
支部長（生命保険会社） 231-12 
支部長（農協） 239-10 
支部長（労働組合） 229-30 
自噴採油工 755-31 
篩別工（パルプ製造） 671-14 
 
司法委員 139-99 
司法研修所教官 159-40 
司法研修所教官（判事） 131-10 
始紡工 641-40 
脂肪酸圧搾工 524-32 
 
脂肪酸蒸留工 524-32 
脂肪酸水洗工 524-32 
脂肪酸精製工 524-32 
脂肪酸製造オペレーター 524-32 
司法書記 139-40 
 
司法書士 132-20 
司法書士補助者 139-99 
脂肪分離工（バター製造） 625-40 
支保工 759-10 
しぼ付工（製革） 701-30 
 
絞工 552-13 
絞り染工 646-15 
絞出工 552-13 
絞プレス工 552-13 
絞湯熨工 356-12 
 
縞修理工（織物製造） 649-62 
しみ落し工（クリーニング業） 355-13 
しみ落し工（染色整理業） 355-13 
しみ落し地直し工（洗濯業） 355-13 
凍（しみ）こんにゃく製造工 623-20 
 
しみ抜き工 355-13 
事務局次長（行政委員会事務局） 212-10 
事務局次長（地方公共団体） 213-20 
事務局長（行政委員会事務局） 212-10 
事務局長（公立病院） 213-30 
 
事務局長（財団法人） 239-10 
事務局長（裁判所） 212-20 
事務局長（政党） 229-99 
事務局長（地方公共団体） 213-20 
事務次官 212-11 
 
事務主任（学校） 251-10 
事務所長（各省庁） 212-21 
事務総長（人事院） 212-10 
事務総長（衆参議院事務局） 212-10 
事務長（学校） 251-10 
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事務長（組合） 239-10 
事務長（公立大学） 213-30 
事務長（国立大学法人） 212-20 
事務長（私立大学） 239-10 
事務長（病院） 239-10 
 
事務補助員 255-97 
事務用機械組立工 571-99 
事務用機械修理工 572-10 
事務用機器検査工  572-20 
事務用機器販売店員 324-20 
 
締加工工（大島紬製造） 644-10 
締付工（鉛筆製造） 719-32 
締機工（大島紬製造） 646-99 
締焼焼成工 535-14 
指紋鑑識官（警察庁） 209-99 
 
紗織工 644-10 
社会科学系大学教授 156-12 
社会科学研究者 012-20 
社会学研究者 012-21 
社会教育主事 209-70 
 
社会教育主事補 209-70 
社会教育委員 213-40 
社会事業施設看護師 093-10 
社会事業団体役員 229-10 
社会部記者 172-11 
 
社会福祉施設介護職員 124-10 
社会福祉施設長 239-10 
社会福祉施設寮父 124-10 
社会福祉施設寮母 124-10 
社会福祉事務所事務員 255-10 
 
社会福祉主事 121-10 
社会福祉法人役員 229-10 
社会保険料徴収係員 269-13 
社会保険労務士 142-10 
舎監 382-10 
 
弱電技術者 034-20 
弱電工事技術者 034-20 
尺八教授 202-20 
尺八製造職 719-10 
車検係（バス会社） 592-10 
 
車検係（民間車検場、整備工場） 592-10 
煮繭（けん）工 649-11 
車券調査員（競輪場） 259-99 
車券・馬券・舟券販売人 339-32 
社交係（バー） 373-10 
 
社交ダンス教師 202-20 
車庫長 251-10 
車庫調査員 259-99 
車軸旋盤工 551-11 
車軸取付工（自動車製造） 591-30 

社寺建築設計技術者 051-11 
煮じゅう工 649-30 
車掌 491-00 
写植オペレーター 681-10 
写真エアーブラシ工 725-10 
 
写真・映像処理オペレーター 725-10 
写真家 185-00 
写真家助手 185-98 
写真感光材料下塗工 529-30 
写真館主 185-10 
 
写真機三脚製造工 559-20 
写真記者 185-22 
写真技術員 185-20 
写真機製造技術者 031-30 
写真記録員 185-20 
 
写真現像検査工 729-99 
写真現像工 725-10 
写真工 725-10 
写真感光剤製造技術者 042-10 
写真撮影人 185-10 
 
写真師 185-10 
写真師見習 185-98 
写真修正員（印刷業、写真製版業）  682-21 
写真修整員（写真館） 185-10 
写真植字機オペレーター 681-10 
 
写真植字工  681-10 
写真製版工 682-20 
写真測量技術者 053-11 
写真ＤＰＥ注文受入事務員 272-12 
写真店主 185-10 
 
写真電送員 501-22 
写真捺染彫刻工  555-31 
写真捺染ロール彫刻工 555-31 
写真パネル製作員 725-10 
写真版印刷工 683-XX 
 
写真判定員（競輪・競馬場） 185-20 
写真引伸機組立工 603-30 
写真引伸工 725-10 
写真標定技術者 185-20 
写真フィルム製造技術者 042-10 
 
写真フィルム製造工 529-31 
写真部記者 172-11 
写真複写機配線工 587-99 
写真モデル 399-20 
写真焼付工 725-10 
 
写真用せん光電球組立工 583-21 
写真レタッチャー（印刷写真修正） 682-21 
写図工 726-20 
車体組立工（自動車製造）  591-20 
車体組立工（鉄道車両製造） 594-22 
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車台組立工（鉄道車両製造） 594-21 
車体修理工（自動車）  592-10 
車台修理工（自動車） 592-10 
車体分解工（自動車）  559-99 
社宅管理人 389-99 
 
遮断機組立工（電気部品） 581-51 
社殿大工 771-11 
車内椅子仕上工 721-24 
車内清掃員（自動車）  801-14 
車内販売員 325-23 
 
社内報編集員（自社） 251-13 
社内報編集者（編集請負） 172-99 
煮沸工（缶詰製造） 624-30 
写譜屋 259-99 
煮麻工 649-99 
 
三味線師 191-50 
三味線師匠 202-20 
砂利運搬船長 481-10 
砂利採取機械運転工（砂利採取船） 753-10 
砂利採取船機関員 494-10 
 
砂利採取船機関長 483-10 
砂利採取船甲板員 493-10 
砂利採取船助手 753-10 
砂利採取船船長 481-20 
砂利採取人 753-10 
 
砂利敷き人  781-20 
じゃり・砂採取作業者 753-10 
砂利選別工（採取場） 759-99 
砂利販売店主 322-10 
斜流ポンプ運転工 733-10 
 
車両係事務員 259-99 
車両管理係事務員 302-10 
車両機械組立工 594-10 
車両機械修理工 594-42 
車両機器ぎ装工 594-31 
 
車両器具取付工 594-31 
車両ぎ装工 594-30 
車両艤装工  594-30 
車両組立工 594-20 
車両組立工（自動車製造） 591-20 
 
車両検査係 499-30 
車両検査技術者 031-10 
車両現図工 727-21 
車両工（鉄道車両製造） 594-20 
車両事務員（運輸業） 302-10 
 
車両修理工 594-40 
車両照明配線工  746-12 
車両震動調査技術員（鉄道） 599-23 
車両整備係（鉄道） 809-32 
車両整備係（鉄道車両製造） 594-40 

車両整理係（フェリー） 499-99 
車両整備工（構内運搬車） 599-99 
車両洗浄工（鉄道） 809-12 
車両操縦手（自衛隊） 401-10 
車両鉄工 553-10 
 
車両電気技術員 034-10 
車両電気ぎ装工（配線工事をともなうもの） 746-12 
車両電気検査工 599-23 
車両電気装置修理工 594-42 
車両電気部品検査工 589-70 
 
車両点検係 499-30 
車両電装品取付工 594-31 
車両電装品取付工(鉄道車両：配線工事をともなうもの) 746-12 
車両電動機修理工 581-71 
車両塗装検査工 729-99 
 
車両燃費試験工 599-21 
車両配線工（鉄道車両）  746-12 
車両持込配送業主 794-10 
車両木工 663-10 
車両屋根張工 594-22 
 
車輪圧入工（鉄道車両） 594-20 
車輪組立工（航空機製造） 593-10 
車輪修理工 594-40 
車輪取付工（自動車製造） 591-30 
車枠取付工（自動車製造） 591-20 
 
獣医学研究者 011-33 
獣医学・畜産学研究者 011-33 
獣医科大学教授 156-12 
獣医看護人 432-99 
獣医師 083-10 
 
獣医師助手 119-99 
集運材機械オペレータ 443-XX 
集運材作業者 443-XX 
重液選鉱員 759-30 
集会所管理人 389-99 
 
収穫作業者（果物） 431-31 
収穫作業者（野菜） 431-20 
集荷荷造工 795-10 
集荷人（酪農組合） 792-12 
雌雄鑑別人 022-31 
 
衆議院議員 211-10 
重機械賃貸人 393-10 
重機整備工 572-10 
臭気判定士 209-99 
宗教家 161-10 
 
宗教研究者 012-10 
宗教法人役員 229-10 
集魚灯用電球組立工 583-21 
集金員 291-10 
集金人 291-10 
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集計事務員（レース場） 255-10 
終減速装置取付工 599-99 
舟券販売員 339-32 
就航記録係 302-40 
重合けん化工（合成繊維製造） 523-10 
 
集光繊条電球組立工 583-21 
重合紡糸機械運転員 523-20 
集材機運転手  732-22 
集材機械製造技術者 031-10 
集材作業者 443-10 
 
集材作業者（山林内） 443-10 
重車両修理工（特殊自動車修理業）  592-10 
重車両整備員 592-10 
重晶石採掘員 751-10 
住職 161-12 
 
修整工（毛織物製造） 649-62 
集成材（挽板積層材）製作工 662-20 
収税事務員 269-12 
集積回路印刷工 585-99 
集積回路樹脂封止工 585-40 
 
集積回路製造技術者 034-22 
集積回路製造工 585-XX 
靴修繕人 702-20 
集線撚線工（電力ケーブル製造）  584-10 
集束工（化学繊維製造） 523-30 
 
臭素製造工 521-13 
住宅施設管理人 381-10 
住宅製造作業員（金属プレハブ） 553-11 
住宅性能評価員（建築士であるもの） 051-10 
住宅設計技術者 051-11 
 
住宅展示場案内係 394-10 
住宅展示場営業員 331-10 
住宅販売員 331-10 
住宅・不動産会社営業部員 331-10 
住宅リフォーム相談員 281-99 
 
じゅうたん織工  644-10 
じゅうたん仕上加工工 649-60 
自由鍛造工 514-20 
じゅうたん縫付工 659-99 
じゅうたん張工 777-31 
 
じゅうたんプレス工 644-10 
充填（てん）員（鉱山） 759-10 
充填員（製薬） 525-10 
充てん員（製薬：粉状、粒状、錠状のもの） 728-10 
重電機器組立工 581-XX 
 
重電機修理工 581-XX 
充填技術者（鉱山） 049-10 
充てん工（化学品の気体） 521-10 
充てん工（香辛料製造） 619-14 
集電装置取付工 594-31 

充電装置取付工（自動車製造） 591-30 
充てん（填）豆腐製造工 623-12 
柔道衣縫製工 653-10 
柔道教師 202-30 
柔道個人教師（柔道整復師を兼ねるもの） 202-30 
 
修道師 161-13 
柔道師範 202-30 
柔道整復師 112-40 
柔道整復師助手 119-99 
柔道整復師見習 119-99 
 
修道僧（仏教） 161-12 
集乳車運転手 479-10 
揉捻（じゅうねん）工（緑茶） 631-11 
収納事務員（地方公共団体） 261-12 
集配係（出版社） 794-20 
 
集配人（郵便）  504-10 
周波数計測器組立工 601-10 
周波数測定検査工（水晶振動子） 589-76 
周波数調整係（水晶振動子） 589-44 
周波数変換配電監視員 741-40 
 
獣皮剥工 729-99 
集油工（石油鉱業） 755-31 
重油燃焼装置組立工 571-99 
重油発動機運転手 739-99 
集卵係 432-30 
 
修理行商人（刃物とぎ） 557-12 
重量物とび職 762-11 
修炉整備工 772-43 
守衛 423-11 
主管者（神道） 161-11 
 
主教 161-13 
塾教師（学習塾：各種学校のもの） 159-20 
宿舎管理人 382-10 
宿舎掃除人 801-10 
熟成工（化学繊維製造） 523-10 
 
熟成工（果実酒製造） 633-20 
熟成工（ソース製造） 619-12 
宿直員（夜間警備を専門とするもの） 423-12 
宿直警備員 423-12 
宿泊斡旋人（旅館案内所） 399-99 
 
宿泊者サービス人 372-10 
主計員 263-10 
種鶏改良者 022-10 
手芸工 654-XX 
手芸個人教師 202-99 
 
手芸材料販売員 324-20 
主計士 412-10 
主計事務員 263-10 
修験者 161-10 
手工レース工 647-50 
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樹根採取人 449-10 
取材記者 172-11 
取材記者（雑誌） 172-31 
取材デスク 172-XX 
取材デスク（テレビ） 172-20 
 
珠算個人教師 202-99 
種蚕飼育者 431-51 
朱子織工 644-10 
種子係 431-XX 
主軸台移動中ぐり盤工 551-13 
 
種子採取人 449-10 
樹脂採取人 449-10 
樹脂仕上工（繊維製造） 649-99 
樹脂製造工 521-15 
樹脂接着剤注入工 778-12 
 
種子帯製造人 439-99 
樹脂被膜工 556-99 
樹脂被膜工（アート紙製造） 673-21 
樹種採取人 449-10 
受信機修理工 582-50 
 
数珠編工（水晶製） 716-20 
数珠編み人（唐木製） 669-99 
首席書記官（裁判所） 139-40 
浚渫船甲板員 734-30 
酒造技術者 025-20 
 
酒造工 632-10 
受槽工（油脂加工） 524-30 
受託検針員 299-10 
受託配送員 794-10 
受注外交員（建設工事のもの） 327-30 
 
受注事務員 281-20 
出荷・受荷係事務員 272-00 
出荷作業員 795-XX 
出荷事務員 272-40 
出荷・発送係員 272-40 
 
出庫係員 272-40 
出庫管理係 272-40 
出滓工 511-99 
出札係 301-10 
出札係（遊園地） 375-21 
 
出銑工 511-11 
出張所長（各省庁） 212-21 
出張所長（地方公共団体） 213-31 
出張所長（保険業） 231-12 
出張料理調理人 361-99 
 
出版係事務員 255-10 
出版代理人 339-99 
出版物宛名張り 255-97 
出版物企画員 252-11 
出力計組立工 601-10 

手動プレス工 552-XX 
朱肉製造工 529-99 
主任看護師 093-10 
主任研究員（自然科学） 011-XX 
主任研究指導員（自然科学） 011-XX 
 
主任書記官（裁判所） 139-40 
主任専門技術員（都道府県：水産部） 024-XX 
主任専門技術員（都道府県：農林部） 023-XX 
主筆 172-11 
樹皮剥人 449-10 
 
種苗育成技術員 021-11 
種苗鑑定員 021-10 
種苗検査官 021-10 
種苗栽培者 431-XX 
種苗生産指導員 021-11 
 
酒母主任 632-13 
酒母製造工（酒類製造） 632-15 
酒母造り主任 632-13 
趣味人形製造工 712-20 
樹木医 023-20 
 
樹木診断士 023-20 
狩猟案内人 449-20 
狩猟者 449-20 
棕梠（しゅろ）皮採取人 449-10 
棕梠たわし製造工 714-30 
 
棕梠縄製造工 648-30 
棕梠ブラシ製造工 714-20 
棕梠ぼうき製造工 714-10 
手話協力員 209-99 
手話通訳者 209-20 
 
巡回員（ガス供給業） 559-70 
潤滑油充填（てん）工 522-20 
潤滑油精製工 522-20 
潤滑油製造オペレーター 522-20 
潤滑油製造技術者 042-10 
 
潤滑油製造工  522-20 
潤滑油製造装置オペレータ（石油精製業） 522-20 
潤滑油添加剤製造 529-99 
准看護師 093-20 
循環ポンプ運転工 733-10 
 
春慶塗工 715-10 
巡査 411-10 
じゅんさい採取人 449-10 
巡査長 411-10 
巡査部長 411-10 
 
巡視員 423-10 
巡視船船長（海上保安庁） 412-10 
巡視船艇乗組員 412-10 
巡視艇船長（海上保安庁） 412-10 
しゅんせつ機械運転工 734-30 
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浚渫（しゅんせつ）工 734-30 
浚渫船運転手  734-30 
浚渫船船員（自航船） 493-10 
しゅんせつ船船長 481-21 
浚渫船船長（自航船でないもの） 734-30 
 
浚渫船船長（自航船）  481-21 
準備工（染色） 646-99 
準備工（メリヤス・トリコット生地製造） 647-40 
准教授 156-13 
浄液工（非鉄金属製錬） 512-20 
 
松煙製造工 529-99 
消音装置取付工（自動車製造） 591-30 
蒸解解繊工 662-21 
渉外係（外勤：銀行） 335-10 
渉外係（外勤：商品販売） 327-20 
 
渉外係（広報事務） 251-13 
渉外課長 231-11 
蒸解工 671-11 
障害者施設寮母 124-10 
蒸解繊維乾燥工 662-21 
 
場外馬券販売人 339-32 
消化器科医 081-10 
消火器組立工 559-99 
商学・経営学研究者 012-24 
商学研究員 012-24 
 
浄化工（油脂加工） 524-30 
しょうが栽培人 431-20 
浄化槽管理士  389-99 
浄化槽組立工（プラスチック製） 699-99 
浄化槽検査員 389-99 
 
浄化槽成形工（プラスチック製） 693-10 
浄化槽清掃員 801-10 
浄化槽取付工 781-99 
消火隊員 422-11 
しょうが漬け物工 628-10 
 
小学校教員 152-10 
小学校教頭 152-12 
小学校教諭 152-10 
小学校講師 152-10 
小学校校長 152-11 
 
小学校助教諭 152-10 
小学校養護教諭 152-13 
小学校養護助教諭 152-13 
硝化綿製造工 521-10 
蒸気機関運転工 731-10 
 
蒸気機関士 461-30 
蒸気機関士見習 461-98 
蒸気機関車機関士  461-30 
蒸気機関助士 461-30 
蒸気機関助士見習  461-98 

将棋棋士 209-99 
将棋教師 202-99 
蒸気工 731-10 
将棋駒仕上工（木製）  663-33 
将棋駒判押工 669-99 
 
将棋ごま木工 663-33 
将棋指南 202-99 
定木制作工（木製） 669-99 
蒸気配管工 776-12 
蒸気パイプ修理工 776-14 
 
将棋盤製造工 664-10 
将棋彫駒製作工 663-33 
乗客係 301-20 
焼却炉操作員（清掃工場）  801-21 
焼却炉熱管理工 729-99 
 
上級保安技術者（鉱山） 049-13 
商業カメラマン 185-21 
商業施設士 184-30 
商業写真師 185-10 
商業手形割引事務員（銀行） 262-10 
 
商業デザイナー 184-10 
商業デザイナー見習 184-10 
商業美術家 184-10 
常勤講師（高校） 154-10 
上下水道管渠施設洗浄工 809-15 
 
焼結圧延工 516-22 
焼結工（金属製錬） 519-11 
焼結成品切出工（金属製錬） 519-11 
焼結装入車工（金属製錬） 519-11 
焼結調合工（金属製錬） 519-11 
 
証券アナリスト 209-99 
証券営業マン 333-10 
証券外交員 333-10 
証券外務員 333-10 
証券係 281-43 
 
証券係事務員 281-43 
証券業代理店主 333-10 
証券事務員 281-43 
証券取引所監理官 212-20 
証券取引人 333-10 
 
証券仲買人 333-10 
証券売買仲介人 333-10 
証券売買人 333-10 
条鋼圧延工（線材、形鋼、棒鋼） 516-21 
商工会指導員 149-99 
 
条鋼加熱工 516-10 
少講義 161-12 
昇降機運転係（遊園地） 375-24 
昇降機試験技術者 031-10 
照合機操作員 319-10 
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昇降機取付工 571-99 
商工組合中央金庫役員 229-99 
商工組合役員 229-20 
商工組合連合会役員 229-20 
条鋼整製工 516-21 
 
条鋼抽出工 516-21 
正紺藍染工 646-10 
上座 161-12 
条材圧延工 516-21 
錠剤工（医薬品製造） 525-12 
 
錠剤選別工 525-12 
硝酸製造技術者 042-20 
硝酸製造工 521-10 
常寺 161-12 
障子紙抄造工（手すき） 672-30 
 
障子紙製造工（機械すき） 672-10 
抄紙機運転工 672-10 
障子組立工 664-30 
抄紙工 672-10 
抄紙工（手すき） 672-30 
 
抄紙仕上工 672-20 
障子貼職 722-10 
商社営業部員 281-XX 
商社営業部員（外勤を主とするもの） 327-20 
蒸煮解繊工 662-21 
 
乗車券委託販売人 339-99 
乗車券販売人（運輸機関） 301-10 
乗車券発売人（遊園地） 375-21 
蒸煮工（パルプ製造） 671-11 
蒸煮殺菌工（魚肉缶詰製造）  624-30 
 
蒸煮糖化工 633-99 
商社マン 281-XX 
蒸熟工（味噌・醤油製造） 614-XX 
証書人 139-10 
上新粉製造工 612-10 
 
浄水場監視員 729-99 
浄水場技術者 071-30 
浄水場ポンプ操作員（上水道業）  733-10 
上水道設計技術者 052-99 
焼成検査係（窯業） 539-53 
 
焼成工（研磨砥石製造） 539-40 
焼成工（石灰製造） 539-11 
焼成工（炭素製品製造） 539-99 
焼成工（砥粒製造） 539-40 
焼成工（粘土瓦製造） 534-30 
 
焼成工（ファインセラミック製品製造） 535-20 
焼成工（釉薬製造） 533-10 
焼成仕上工（陶磁器製造） 535-14 
焼成準備工（陶磁器製造） 535-14 
焼成台車下ろし工 534-30 

焼成台車積込工 534-30 
蒸製皮革粉製造工 709-99 
自溶製錬工（非鉄金属製錬） 512-10 
上席検事 131-20 
小説家 171-10 
 
生石灰・消石灰生産オペレーター 539-11 
消石灰生産オペレーター 539-11 
生石灰生産オペレーター 539-11 
消石灰製造工 539-11 
消石灰炭化工 539-11 
 
焼石膏検査工 539-50 
焼石こう製造工 539-13 
焼石膏製造工 539-13 
乗船券委託販売人 301-10 
肖像画家 182-10 
 
醸造技術者 025-20 
抄造工（機械すき）  672-10 
醸造工（麹製造） 619-20 
抄造工（繊維板製造） 662-20 
抄造工（手すき） 672-30 
 
上早粉製造工 612-10 
醸造試験技師 025-20 
肖像写真師 185-10 
蒸着機運転管理員 556-50 
焼ちゅうこうじ製造工 633-40 
 
焼酎仕込工 633-40 
焼ちゅう蒸留工 633-41 
焼ちゅう製造工 633-40 
焼ちゅうもろみ製造工 633-40 
場長（特殊法人） 232-20 
 
訟廷管理官（裁判所） 212-20 
焦点調整工 603-41 
消毒員（保健所）  801-30 
清毒作業員 801-30 
消毒綿製造工 649-99 
 
照度計組立工 603-20 
焼鈍工 515-11 
焼鈍先手工 515-11 
場内整理人（競馬場） 375-20 
場内取締員（競艇場） 375-20 
 
場内放送人（娯楽場） 375-23 
上南粉製造工 612-10 
小児科医 081-10 
常任監査役 221-20 
常任監事 229-XX 
 
上人（酒類製造） 632-15 
常任理事（団体） 229-10 
蒸熱工（染色） 646-50 
蒸熱工（動植物油脂製造） 615-23 
蒸熱・水洗工 646-50 
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少年院教官 159-50 
少年係（警察） 411-10 
少年調査官 139-50 
樟脳根採取人 449-10 
賞杯製造工（錫・アンチモニー製） 719-99 
 
乗馬教師 202-30 
上白製造工（製糖） 613-20 
乗馬指導員（競馬場） 203-20 
乗馬指導員（個人指導のもの） 202-30 
蒸発工（製紙） 672-20 
 
定盤工（造船） 559-30 
定盤製造工 559-22 
定盤煉瓦取除工 519-99 
松皮採取人 449-10 
消費者金融受付事務員 281-42 
 
消費者金融営業員 335-10 
消費生活アドバイザー 209-99 
商標調査員 252-20 
商標札付人 728-99 
商品委託販売人 339-10 
 
商品開発部員 252-11 
商品管理受渡し人 272-30 
商品管理係 272-30 
商品企画事務員 252-11 
商品券販売員 339-99 
 
商品仕入員 327-10 
商品仕入外交員 327-10 
商品仕入係（百貨店） 281-10 
商品実演販売員 324-60 
商品実演販売者（行商・露天商を除く） 324-60 
 
商品装飾展示係 184-12 
商品仲介斡旋人 339-10 
商品テスト技術員 071-12 
商品取引員 339-10 
商品取引所検査官 259-99 
 
商品仲買人 339-10 
商品仲立人 339-10 
商品配達員 794-20 
商品販売外交員 327-20 
商品販売実演者 324-60 
 
商品訪問販売員 325-10 
正札製造工 675-99 
正札付人 728-99 
消防員（消防署） 422-11 
消防官 422-10 
 
消防監 422-10 
情報官（地方厚生局麻薬取締部） 419-10 
情報機器開発技術者 034-21 
消防機器検定員 071-99 
情報工学研究者 011-25 

消防士 422-11 
消防司監 422-10 
情報システムコンサルタント 061-10 
情報システムプログラマー 062-10 
消防士長 422-11 
 
消防自動車運転士（消防署） 422-10 
情報収集員（会社、団体） 259-99 
消防署支所長 422-10 
消防署長 422-10 
情報処理技術者養成学校講師（専修学校） 159-10 
 
消防司令 422-10 
消防司令長 422-10 
消防正監 422-10 
情報セキュリティエンジニア 061-10 
情報セキュリティ技術者 061-10 
 
消防設備士 779-99 
消防船船長 422-10 
消防総監 422-10 
消防長 422-10 
情報ネットワーク運用管理技術者 061-10 
 
情報ネットワーク技術者 061-10 
消防吏員 422-10 
錠前金具工 559-23 
錠前製造工 559-23 
常務理事（団体） 229-10 
 
照明家 209-40 
照明係 209-40 
照明監督 194-99 
照明器具組立工 587-12 
照明器具製作工 587-12 
 
照明装置取付工（光学機械製造） 603-30 
照明装置取付工（自動車製造） 591-30 
照明デザイナー 184-30 
正面旋盤工 551-11 
消耗品出納事務員 263-22 
 
生薬製造工 525-10 
しょう油圧搾工 614-24 
醤油缶詰工 614-20 
しょう油原料工  614-21 
醤油原料工 614-21 
 
蒸油工 615-23 
しょう油こうじ工  614-22 
しょう油仕込工 614-23 
醤油絞工 614-24 
醤油充てん工 614-20 
 
醤油醸造工 614-20 
しょう油精製工 614-25 
醤油製造技術者 025-20 
しょう油製造工 614-20 
醤油瓶詰工 614-20 
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乗用自動車運転者 472-10 
乗用車運転手 472-10 
蒸留係（薄荷油・脳製造） 629-99 
蒸留機運転工 521-10 
蒸留工（化学） 521-10 
 
蒸留工（動植物油脂製造） 615-23 
蒸留工（非鉄金属製錬） 512-10 
蒸留酒製造工 633-XX 
蒸留水製造工 521-10 
浄るり師 191-50 
 
浄るり師匠 202-20 
焼錬工 515-10 
松露採取人 449-10 
じょうろ製造工（金属製） 554-10 
書家 182-20 
 
書画・骨董鑑定人 209-99 
助監督 194-20 
書記（労働組合） 255-10 
職員カウンセラー（医師でないもの） 201-12 
職員組合委員長 229-30 
 
職員厚生相談員 201-12 
食塩溶解工（醤油製造） 614-21 
職業訓練指導員 159-30 
職業訓練所長（地方公共団体） 213-31 
職業指導員（社会福祉施設） 122-10 
 
職業指導員（更生保護施設） 122-10 
職業指導主事（中学校） 153-10 
職業紹介人（民間事業所） 399-99 
職業スポーツ家 203-00 
職業スポーツ家（個人に教授するもの） 202-30 
 
職業相談員 201-13 
職業能力開発総合大学校教員 159-99 
植字製版工（印刷業） 682-10 
食餌療法道場主 119-99 
食酢充てん工 619-11 
 
食酢製造工 619-11 
嘱託医 081-10 
食卓塩製造工 619-10 
食堂雑務者 809-37 
食堂支配人 323-21 
 
食堂主人 323-10 
食肉格付員 025-99 
食肉加工品製造工 626-00 
食肉小売店員 324-22 
食肉処理場作業員 729-30 
 
食肉処理場整理員 729-99 
食肉調理工 624-14 
食肉等級判定員 025-99 
食肉用家畜疾病検査員（衛生検査所） 083-10 
食肉料理工（缶詰製造）  624-14 

職能判定員 121-10 
職場安全管理者（採鉱、採石） 049-13 
触媒工（硬化油製造） 524-31 
触媒工（油脂製品製造） 524-30 
職場カウンセラー 201-12 
 
職場相談員 201-12 
食パン原料仕込工 622-10 
食パン製造工 622-10 
食パン袋詰工（食パン製造） 622-99 
食品衛生監視員 119-33 
 
食品衛生管理者 025-XX 
食品衛生指導員 119-99 
食品栄養研究員 011-99 
食品化学技術者 025-XX 
食品化学研究員 011-99 
 
食品缶詰工（缶詰製造） 624-20 
食品缶詰製造技術者 025-11 
食品技術者 025-00 
食品研究員 011-99 
食品検査員 119-33 
 
食品原料検査工 619-99 
食品工業技術者 025-10 
食品香料製造工 619-14 
食品サンプル製造工 718-12 
食品充てん工 624-21 
 
食品製造技術者 025-10 
食品瓶詰工（瓶詰食品製造） 624-20 
食品包装機械運転工 728-10 
食品見本模型工 718-12 
食品模型製作工 718-12 
 
食品冷凍技術者 025-12 
織布後処理工 649-30 
織布運転工 644-10 
織布ガス焼工  649-34 
織布技術者 049-23 
 
織布疵取工 649-62 
織布毛焼工 649-34 
織布検査工 649-62 
織布検査仕上工 649-62 
織布工 644-10 
 
織布仕上工 649-62 
織布準備工（織物製造） 643-XX 
織布整経工 643-10 
織布台付工 644-10 
植物園案内係員 399-99 
 
植物園管理者（地方公共団体） 213-31 
植物園管理者（民営） 231-10 
植物園栽培係員 431-99 
植物学研究員 011-14 
植物学者 011-14 
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植物病理学研究者 011-14 
植物防疫員（山林） 449-40 
植物防疫員（農作物） 021-30 
植物防疫官 021-30 
織布つや出し工 645-13 
 
植物油脂製造工 615-XX 
植物油製造技術者 025-10 
植物油瓶詰工 615-40 
織布糊抜工 645-11 
織布引取工 644-10 
 
織布幅出工 649-99 
織布節取工 649-62 
織布防水加工工 649-99 
織布巻取工 649-35 
織布ミシン縫工 655-22 
 
織布見回工 644-10 
職務分析係 251-11 
食物容器製造工（紙製）  674-40 
食用油製造工 615-XX 
食用油瓶詰工 615-40 
 
食用硬化油製造工 615-40 
食用色素製造工（合成色素） 529-99 
食用ゼラチン製造工 619-99 
食用油缶詰工 615-40 
食用油脂精製工 615-30 
 
食用油脂製品製造工 615-40 
食糧検査員 021-30 
食料品検査工 629-30 
食料品原料検査工 629-30 
食料品小売店主 321-10 
 
食料品仲買人 339-10 
食料品販売店員 324-22 
植林作業者 441-20 
植林手入作業者 441-99 
助産師 092-10 
 
助産師学校教員 159-10 
助産師助手 119-99 
助産師長 092-10 
助産師見習 119-99 
助産所長 092-10 
 
助手（大学） 156-15 
書状書人 255-97 
女子寮母 382-11 
初生雛（ひな）鑑別人 022-31 
書籍・文房具販売店員 324-23 
 
除雪係 809-99 
除袋人（果樹） 809-30 
除虫菊栽培者 431-40 
所長（簡易宿泊所） 376-10 
所長（社会福祉施設） 239-10 

織機運転工（い草製品製造） 667-50 
織機運転工（織布製品製造）  644-10 
織機組立工 571-33 
織機準備工 643-00 
織機準備調整工  643-XX 
 
織機整備工 572-11 
食器洗浄係 809-37 
織機調整工  572-11 
織機保全工 572-11 
食券販売員 261-11 
 
しょっつる製造工 619-10 
除鉄工（選鉱） 759-30 
書店店員 324-23 
書道家 182-20 
諸道具貸人 393-10 
 
書道個人教師 202-99 
除伐作業者 441-40 
種母培養工（医薬品製造） 525-20 
庶務係事務員 251-10 
庶務課長（会社） 231-10 
 
庶務課長（団体） 239-10 
助役（鉄道駅） 251-10 
女優 193-XX 
書類入れ鞄製造工 711-10 
徐冷工（砥粒製造） 539-40 
 
白絞油製造工 615-XX 
白滝製造人 623-20 
白玉粉製造工 612-10 
私立大学図書館職員 259-99 
私立探偵 209-99 
 
飼料圧縮工 619-30 
飼料乾燥工 619-30 
飼料技術員 022-14 
史料研究員 012-12 
紙料工 671-20 
 
糸量工（生糸製造）  649-61 
糸量工（繊維工業）  649-61 
試料採取工（鉱山） 759-99 
試料採取工（製鉄、製鋼） 511-99 
飼料製造工 619-30 
 
飼料脱水工 619-30 
紙料調整工 671-22 
紙料調薬工 671-23 
飼料仲買人 339-10 
紙料漂白工 671-24 
 
飼料・肥料卸売店主 322-10 
飼料・肥料小売店主 321-10 
飼料・肥料販売店員 324-20 
飼料粉砕混合工 619-30 
試料分析工（化学）  529-60 
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試料分析工（金属材料） 519-51 
試料分析工（鉱業） 759-60 
試料分析工（窯業） 539-50 
資料保管事務員 251-12 
紙料巻取工 671-20 
 
紙料溶解工 671-21 
視力検査員 119-99 
磁力選別工（砥粒乾燥工） 539-40 
磁力探鉱技術者 049-11 
白蟻駆除作業員 801-32 
 
白蟻防除予防施工人 801-32 
白碁石製造工（貝製） 716-30 
白酒製造工 633-99 
白地製造工 534-XX 
白醤油製造工 614-20 
 
白双製造工 613-20 
白バイ乗務員 411-10 
白張工 645-10 
白煉瓦製造工 534-XX 
仕分け作業員（洗濯業）  809-23 
 
仕分け人（食料品製造業） 809-21 
しんあん術師 112-XX 
心板製造工（合板製造） 662-11 
じん芥収集作業員 801-21 
じん芥収集車運転手 479-10 
 
じん芥処理作業員 801-21 
進学塾教師（各種学校でないもの） 202-10 
心革工 702-10 
神官 161-11 
伸管工 516-23 
 
信管製造工 529-99 
新幹線列車食堂材料補給員（駅構内） 809-32 
信管ローテンダ技術者 042-XX 
審議官（各府省庁） 212-10 
鍼灸師 112-XX 
 
心金工（罫書工） 559-30 
信金中央金庫役員 229-20 
真空缶蒸発工（製塩）  529-20 
真空含浸係（コンデンサ製造） 589-43 
真空缶製塩工 529-20 
 
真空機器修理工 572-99 
真空・気相めっき工 556-50 
真空計組立工 601-23 
真空蒸着工  556-50 
真空蒸着めっき工 556-50 
 
真空蒸留工（非鉄金属精錬） 512-10 
真空成形工（プラスチック製品） 693-10 
真空熱成形工 693-16 
真空ポンプ運転工 733-10 
真空溶解係（製鋼） 511-99 

真空溶解工（無酸素銅製錬） 512-40 
寝具交換員（病院） 809-33 
寝具仕立工 659-50 
寝具製作工 659-50 
神具大工 664-11 
 
神経科医 081-10 
信玄袋製造職 711-10 
信号係 492-20 
進行係（放送業） 259-99 
信号係（ボートレース） 203-30 
 
人口学研究員 012-20 
信号機修理工（鉄道） 746-31 
信号機修理工（道路信号） 746-10 
信号機据付工（鉄道） 746-31 
信号工（製鉄、製鋼） 511-99 
 
人工授精師（獣医師でないもの） 022-11 
信号手（鉄道）  492-20 
人工ふ化作業者（魚類） 454-10 
しん粉製造工 612-10 
審査員（アマチュアスポーツ） 203-30 
 
進削員（金属・非金属鉱） 751-10 
進削員（ダム・トンネル建設工事） 754-10 
審査長（特許庁） 139-20 
審査役（特殊法人） 232-20 
人事院人事官 212-10 
 
人事係事務員 251-11 
人事課長（会社本店） 231-11 
人事管理事務員 251-11 
紳士既製服仕立工 652-20 
伸糸工 517-10 
 
紳士ズボン直し人 652-30 
人事調査係 251-11 
紳士服仮縫工 652-10 
紳士服裁縫見習工 652-98 
紳士服仕立職 652-00 
 
紳士服仕立職（注文服）  652-10 
紳士服仕立見習 652-98 
紳士服修理工 652-30 
紳士服寸法直し人 652-30 
紳士服製造工 652-20 
 
紳士服注文仕立職 652-10 
紳士服デザイナー 184-40 
紳士服縫製工 655-12 
紳士服ポケットミシン工 655-30 
紳士服ミシン縫製工 655-12 
 
神社宮司 161-11 
神社社務員 255-10 
真珠穴あけ工 716-22 
真珠筏管理人 454-30 
真珠裏張工 716-22 
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真珠裏丸め工 716-22 
真珠貝採取作業者（採取のみ） 453-20 
真珠貝選別工 454-30 
真珠核入れ作業者 454-30 
真珠かごいけ係 454-30 
 
真珠加工工 716-22 
真珠加工選別工 716-22 
真珠採収工 454-30 
真珠製核工 454-30 
真珠染色工 716-22 
 
真珠挿核者 454-30 
真珠玉入工 454-30 
真珠稚貝係 454-30 
伸出工（圧延） 516-23 
浸出工（製糖） 613-20 
 
浸出工（動植物油脂製造） 615-20 
真珠点付工 716-22 
真珠避寒係 454-30 
真珠養殖かご製造工 648-20 
真珠養殖技術者 024-11 
 
真珠養殖作業者 454-30 
真珠養殖施術作業者 454-30 
神職 161-11 
人事・労務コンサルタント(社会保険労務士であるもの) 142-10 
心綱工 648-10 
 
人生相談員 201-10 
心性判定員 121-13 
浸漬工（化学繊維製造） 523-10 
浸漬工（味噌・醤油製造） 614-XX 
浸漬塗装工 723-30 
 
浸漬めっき工  556-99 
心接着工（衣料品） 659-99 
浸染機械組立工 571-30 
浸染工 646-20 
伸線工 517-10 
 
伸線先付工 517-10 
伸線台付工 517-10 
心線撚合せ工 584-30 
人造真珠加工工 716-22 
人造真珠原玉製造工 532-10 
 
人造真珠製造工（塗装） 532-99 
人造真珠玉通し工 532-99 
人造真珠玉巻工 532-10 
人造石（テラゾー）研磨工 541-30 
人造石（テラゾー）製造工 538-99 
 
人造大理石製造工 538-99 
人造宝石加工工 716-20 
人造宝石首飾り製造工 716-20 
人造宝石細工工 716-20 
寝台車シート整備員 809-32 

身体障害者生活指導員 122-10 
身体障害者相談員 121-10 
身体障害者福祉司 121-12 
人体模型工 718-11 
心出工（金属加工） 559-99 
 
心出工（建具製造） 664-30 
心出工（木製家具製造） 664-20 
心立工（毛筆製造） 719-33 
心立盤工 551-99 
浸炭焼入工 515-14 
 
浸炭焼入焼戻し工 515-14 
伸鉄工（圧延） 516-XX 
伸鉄工（伸線） 517-10 
伸鉄切断工 519-99 
心電計組立工 601-10 
 
心電図検査員 102-10 
振動子組立工 589-44 
浸透探傷検査員 519-53 
浸麦工（ビール製造） 633-10 
審判員 203-30 
 
信販外交員 335-10 
審判官（公正取引委員会） 139-99 
心板工（製鉄） 516-99 
審判長（海難審判庁） 139-30 
審判長（特許庁） 139-20 
 
審判補助員（競輪・競馬場） 203-30 
神父 161-13 
針布機据付工 571-33 
針布検査工 559-70 
針布製造工 559-99 
 
神仏具指物職 664-11 
神符奉製工 729-99 
人文科学系大学教授 156-12 
人文科学研究者 012-10 
新聞拡張員 327-23 
 
新聞カメラマン 185-22 
新聞監査委員（新聞社） 231-10 
新聞記事審査員 172-10 
新聞記者 172-11 
新聞記者・編集員 172-10 
 
新聞広告取り人 335-14 
新聞紙面審査員 172-10 
新聞社印刷部員  683-XX 
人文・社会科学系研究者 012-00 
新聞社校閲部員 689-20 
 
新聞社写真部員 185-22 
新聞配達員 794-21 
新聞販売拡張員 327-23 
新聞販売支配人（業主） 321-10 
新聞編集員 172-13 
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新聞編集係 172-13 
新聞有線通信員 502-10 
新聞用紙抄造工 672-10 
新聞料金集金人 291-10 
新聞論説委員 172-12 
 
新聞論説員 172-12 
身辺細貨品販売店員 324-21 
心巻工（服地心製造） 674-30 
進物受付事務員 253-10 
荏（じん）油工 615-XX 
 
信用金庫渉外係 335-11 
信用金庫役員 229-99 
信用調査事務員 281-21 
信用調査員 209-99 
信用調査係員 281-21 
 
心理カウンセラー 121-10 
心理学技師（精神病院） 119-99 
心理学研究者 012-15 
心理技師（少年鑑別所） 209-99 
心理指導員（療養所） 119-99 
 
心理判定員 121-13 
診療Ｘ線技師 101-10 
診療エックス線技師 101-10 
診療給付事務員 259-20 
診療情報管理士 209-99 
 
診療助手（動物病院） 432-99 
診療船船長 481-99 
診療放射線技師 101-10 
診療報酬請求事務員 259-20 
診療録係員 209-99 
 
診療録管理士 209-99 
森林インストラクター 023-10 
森林害虫防除員 449-40 
森林管理署長 212-21 
森林軌道保線工 782-10 
 
森林種苗技術員 023-10 
森林測量技術者 053-10 
森林土木技術者 052-99 
森林病害虫防除技術員 023-11 
人類学者 012-10 
 
進路指導主事（中学校） 153-10 
  

 
 

す 
 
 
 
す編工（よし・あし製） 667-99 
図案家 184-XX 
図案画工 724-10 
図案製版工 682-99 
水圧検査工（製鉄、製鋼） 519-50 
  
水圧工（醤油製造） 614-24 
水圧工（鉄工所） 552-XX 
水圧プレス工（圧延） 516-99 
水圧プレス工（鉄工所） 552-XX 
水位監視人  429-99 
  
水泳指導員 202-30 
水温調節係（水族館） 454-99 
水銀回収工 512-99 
水銀整流器組立工 581-62 
水源地管理員（水道局） 729-99 
  
水彩画家 182-10 
水剤工（医薬品製造） 525-10 
水産あま（海女・海士） 453-30 
水産学研究者 011-34 
水産缶詰製造工 624-XX 
  
水産技術者 024-00 
水産技術員 024-10 
水産技術研究者 011-34 
水産技術者 024-10 
水産業普及指導員（都道府県） 024-XX 
 
水産研究員 011-34 
水産試験場研究員 011-34 
水産試験場飼育係 454-99 
水産資源保護指導員 024-30 
水産食品製造技術者 025-10 
 
水産大学校教員 159-99 
水産調理工 624-11 
水産仲買店員 324-70 
水産ねり製品製造工 627-40 
水産ねり物原料選別工 627-41 
 
水産ねり物原料調理工 627-42 
水産ねり物すりつぶし工 627-43 
水産ねり物成形工 627-44 
水産ねり物製造工 627-40 
水産ねり物蒸上工 627-45 
 
水産ねり物焼上工 627-46 
水産物塩蔵工 627-99 
水産物加工技術者 025-10 
水産物加工工 627-00 
水産物粕漬け工 627-99 
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水産物燻製加工工 627-20 
水産物検査員（検査所） 024-20 
水産物検査技術員 024-20 
水産物選別人 809-20 
水産物佃煮工 627-70 
 
水産物ふりかけ製造工 627-99 
水産養殖作業者 454-00 
水質検査員（飲料製造業） 639-20 
水質検査員（検査所） 071-30 
水質試験員 529-99 
 
水質分析員 529-99 
水質分析技術者（上水道事業） 071-30 
水車発電機運転員 741-11 
水車発電機組立工 581-12 
水準器組立工 601-99 
 
水晶穴あけ工 716-20 
水晶荒ずり工 716-24 
水晶印判師 717-10 
水晶加工工 716-20 
水晶共振子組立工  589-44 
 
水上警察官 411-10 
水晶検査工 719-70 
水晶研磨工 716-24 
水晶採取員 751-10 
水上信号員 499-99 
 
水晶振動子組立工  589-44 
水晶振動子調整切削工 589-44 
水晶振動子電極形成工（真空蒸着法）  556-50 
水晶振動子電極付工 589-44 
水晶切削工（水晶振動子用）  589-44 
 
水晶選別人 809-20 
水晶胴ずり工 716-24 
水晶時計外装組立工 602-12 
水晶時計組立・調整工 602-10 
水晶時計検査工 609-22 
 
水晶時計部品組立工 602-11 
水晶時計ムーブメント組立工 602-11 
水晶発振子金蒸着工 556-50 
水晶発振子組立工 589-44 
水晶発振子検査工 589-76 
 
水晶発振子仕上工  589-44 
水晶発振子製造工 589-44 
水晶発振子挽割工  589-44 
水晶発振子部品加工工 589-44 
水晶張付工 716-24 
 
水晶みがき仕上工 716-24 
水晶ろ波器製造工 589-44 
推進器取付工（船舶） 596-12 
推進軸取付工（自動車） 591-30 
水漬軟化工（製革） 701-10 

水洗乾燥機運転工 645-13 
水洗工（糸・織布） 645-13 
水洗工（紙製造） 671-20 
水洗工（漂白）  645-13 
水洗工（味噌・醤油製造用原料） 614-XX 
 
水洗脱灰工（製革） 701-10 
水洗中和濾（ろ）過工 523-30 
水洗便所取付人（配管業） 776-13 
水素イオン検査技術者（し尿・下水処理場） 071-30 
水族館切符販売員 375-21 
 
水族館飼育係 454-99 
水族館養魚作業者 454-99 
水中カメラマン 185-20 
水中探査作業員 779-10 
水中聴音装置組立工 582-99 
 
水中調査・測量作業員 779-10 
水中土木作業員 779-10 
垂直中ぐり盤工 551-13 
出納員 261-12 
水道管製造工 516-40 
 
水道管取付工 776-13 
水道管敷設工 776-13 
水道管曲げ工 776-13 
出納管理員 261-12 
水道技術管理者 071-30 
 
ずい道技術者 052-30 
出納記帳係 263-21 
水道検査員 779-41 
水道建設技術者 052-99 
ずい道工 754-10 
 
水稲耕作者 431-10 
水道工事技術者 052-99 
水道工事検査員 779-40 
水道工事人 776-13 
水道施設修繕工 776-14 
 
出納事務員 261-12 
水道修理工 776-14 
隧道設計技術者 052-30 
水道配管工 776-13 
水道敷設工  776-13 
 
水道敷設工事監督者 052-99 
水道ポンプ操作員 733-10 
出納窓口事務員 262-10 
水道メーター検針員 299-13 
水道メータ組立工 601-24 
 
水道メータ取替工 776-13 
水道メータ取付工 776-13 
水道用機械設計技術者 031-10 
水道料金集金人 291-10 
水道料金集金収納事務員 269-14 
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炊飯器組立工（ガス炊飯器） 559-20 
水盤工（ドロップ製造） 622-50 
水簸（ひ）工（陶磁器製造） 531-10 
随筆家 171-10 
水平中ぐり盤工 551-13 
 
水平プレス工 552-99 
水門操作員（農業用水を除く） 739-99 
水量調査員 729-99 
水量メータ組立工  601-24 
水力タービン製造技術者 031-10 
 
水力タービン設計技術者 031-10 
水力発電員 741-11 
水力発電機係 741-11 
水力発電保守員 741-11 
水路管理人（農業用水） 439-20 
 
水路管理人（農業用水を除く） 429-99 
水路測量技術者 053-12 
数学研究者 011-11 
数学者 011-11 
数学助手（大学） 156-15 
 
数値制御金属工作機械工（特殊加工機を除く） 551-20 
数値制御付工作機械工 551-20 
数値制御プレス機械工 552-20 
据込工（鍛造） 514-99 
すかし編工 647-XX 
 
図画用紙抄造工 672-10 
杉紙製造工 669-99 
杉皮むき工（製材） 661-99 
杉皮屋根ふき職 773-99 
漉取工（機械すき） 672-10 
 
杉苗手入人 431-33 
漉場工（パルプ製造） 671-15 
杉粉製造工 669-99 
数寄屋大工 771-10 
漉割工（皮革加工） 709-99 
 
菅笠加工人 667-99 
すさ工 774-11 
すさ製造工 669-99 
すし職人 361-11 
鮨（すし）店主 323-10 
 
筋引工（陶磁器製造） 536-40 
筋揉師 112-10 
錫採掘員 751-10 
錫電解工 512-30 
錫引き工 556-30 
 
錫めっき工 556-30 
すずり製作工 549-10 
酢製造工 619-11 
すそ切工 661-99 
酢漬け工（野菜） 628-10 

砂洗工 753-10 
砂洗工（鉱石） 759-30 
砂洗人（し尿・下水処理場）  809-15 
砂落工（鋳物製造） 519-32 
砂型乾操工 519-99 
 
砂型工（鋳物製造） 513-31 
砂型銑製造工 511-13 
砂子細工職 715-20 
砂詰工 779-99 
砂取工（建設業） 781-10 
 
砂吹工 519-32 
砂吹付工 519-32 
砂吹付け工（研磨布製造） 539-40 
素干魚貝類製造工 627-30 
素干こうなご製造工 627-30 
 
素干わかさぎ製造工 627-30 
墨消工（漆器製造） 715-11 
炭消工（漆器製造） 715-11 
澄粉製粉工 531-10 
住込管理人（ビル） 383-10 
 
炭材伐採作業者 444-10 
澄醤油火入工 614-25 
墨製造工 529-99 
墨出し工 541-50 
炭俵製造人  667-99 
 
炭研工（漆器製造） 715-11 
炭焼作業者 444-10 
図面工（罫書工） 559-30 
図面焼付工 729-99 
相撲審判員 203-30 
 
相撲世話人 375-20 
相撲年寄 203-20 
相撲部屋親方 203-20 
相撲呼出し 203-99 
素焼焼成工 535-14 
 
摺（すり）合わせ工 557-20 
すり漆工 715-12 
摺ガラス製造工 532-99 
刷込工（印刷機によるもの） 683-XX 
すり身製造工 627-43 
 
するめ加工工 627-30 
するめ製造工 627-30 
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製あん工 622-31 
製塩工 529-20 
精塩工 529-20 
製塩煎熬（せんごう）工 529-20 
製桶工 669-11 
 
青果卸売店主 322-10 
生化学研究員 011-10 
製菓機組立工 571-30 
製菓技術者 025-10 
製革裏削工 701-31 
 
製革裏ごし工 701-13 
声楽家 191-40 
製靴くぎ打工 702-10 
製革工 701-00 
製革仕上工 701-30 
 
製革準備工 701-10 
製革染色工 701-32 
製革脱毛工 701-12 
製革つや出し工 701-33 
製靴検査工 709-52 
 
製菓工 622-XX 
製靴工（皮革製） 702-10 
製菓職人 622-XX 
生活改善指導員 021-20 
生活協同組合理事 229-99 
 
生活指導員（少年院） 159-50 
生活指導員（社会福祉施設） 122-10 
生活相談員（事業所内で職員を対象とするもの） 201-12 
生活保護ケースワーカー 121-11 
青果仲買店員 324-70 
 
青果物運搬人（市場内） 792-12 
青化法金製錬工 512-50 
製靴見習（革製品） 702-10 
税関監視官 429-99 
製管機械技術者 031-10 
 
製缶技術者 031-10 
製かん組立工 553-20 
税関検査官 429-99 
製罐（かん）検査工 559-70 
製缶現図工 727-99 
 
製かん工 553-20 
製丸工（医薬品製造） 525-12 
製函工（紙製） 674-10 
製缶工（缶詰用）  554-10 
製管工（金属管製造） 516-40 

製管工（コンクリート製品製造） 538-14 
製罐工（ボイラ、タンクなど） 553-20 
製函工（木製） 669-99 
正看護師 093-10 
税関支署長 212-21 
 
税関審査官 259-10 
税関長 212-21 
税関通関手続人 209-99 
製かん鉄工 553-20 
製缶ボイラー工 731-10 
 
制御機器製造工 581-50 
制御系ソフトウェア開発技術者 061-10 
制御系ソフトウェアプログラマー 062-10 
制御装置組立工 581-50 
制御板組立工 581-42 
 
制御盤設計技術者 034-30 
整形外科医 081-10 
整経工 643-10 
成形工（貨幣製造） 552-10 
整経工（ガラス繊維製マット製造） 643-10 
 
成形工（研磨砥石製造） 539-40 
成形工（紙器製造） 674-99 
成形工（石けん製造） 524-10 
成形工（セメントモルタル製品製造） 538-99 
整経工（畳・ござ・花むしろ製造） 667-XX 
 
成形工（パン・菓子製造） 622-12 
成形工（木毛セメント板製造） 538-13 
成形工（油脂加工） 524-30 
整形錆付工（漆器製造） 715-11 
整経糊付工 643-10 
 
成形プレス工 552-10 
製鋼ガス管理工 511-20 
製鋼技術者 041-10 
製鋼原料工 519-10 
製鋼原料装入工 511-99 
 
製鋼工 511-20 
製甲工（革靴製造）  702-12 
製綱工（繊維製）  648-10 
製鋼材料工 519-10 
製鋼仕上工 511-20 
 
製麹工（酒類製造） 632-12 
製麹工（味噌・醤油製造） 614-XX 
製鋼装置運転員 511-99 
製鋼操炉工 511-20 
製鋼築炉工 772-42 
 
製鋼電気炉工 511-23 
製鋼転炉ガス処理工 511-22 
製鋼転炉工 511-22 
製甲ミシン縫工 702-12 
製鋼炉材工 772-42 

せいあ ― せいこ



  

 せ 

  
 
 

 88

精穀工 611-10 
精穀製粉技術者 025-10 
製糊工（織物精練） 645-10 
製糊工（合板製造）  662-10 
整骨医 112-40 
 
整骨師 112-40 
製材機運転員 661-20 
製材機械技術者 031-10 
製材機械組立工 571-30 
製剤機械工（医薬品製造） 525-11 
 
製材技術者 049-99 
製材木取工（製材所） 661-10 
製剤工 525-11 
製材工、チップ製造工 661-00 
精砕工（パルプ製造） 671-12 
 
製材細工工 669-99 
製材所経営者（雇あり業主） 241-10 
製材墨掛工 661-99 
製材選別工 661-99 
製材段取工 661-99 
 
製材定板工 661-20 
製材のこ目立工 557-21 
製材先取工 661-20 
製材腹押し工 661-20 
製材搬出工 792-11 
 
製剤分析工（医薬品製造） 525-11 
製材前取工 661-20 
製材丸鋸工 661-20 
製材水揚工 669-99 
制作助手（映画、放送） 194-10 
 
政策統括官（各府省） 212-10 
製鎖工 552-12 
生産管理技術士 071-11 
生産管理事務員 271-10 
生産記録員 271-10 
 
生産計画事務員 252-10 
生産現場事務員 271-10 
生産工学技術者 071-10 
生産工程管理技術者 071-11 
生産工程企画技術者 071-10 
 
精算事務員 263-21 
生産事務員 271-10 
生産・事務組織管理技術者 071-11 
生産設備設計技術者 049-99 
生産設備保全工 572-10 
 
生産調査係事務員 271-10 
生産・品質管理技術者 071-10 
製紙ウェット工 672-20 
政治学研究員 012-22 
政治学者 012-22 

製糸機運転工（撚糸製造） 642-20 
製糸機械運転工 649-11 
製糸機修理工 572-11 
製糸技術者 049-21 
製紙技術者 049-99 
 
製軸工（マッチ製造） 669-99 
製紙原料回収人 326-11 
製紙原料プレス工 671-15 
製糸工 649-10 
製紙工 672-XX 
 
製紙光沢工 672-20 
製糸工（撚糸製造業） 642-20 
製糸工（紡毛糸製造） 641-50 
製糸採糸工 649-11 
製紙装置製作技術者 031-10 
 
政治評論家 171-30 
政治部記者 172-11 
製糸・紡織技術者 049-20 
製糸前処理工 649-11 
清酒こうじ工 632-15 
 
清酒こうじ造り主任 632-12 
清酒充てん工 632-10 
清酒醸造工 632-10 
清酒製造技術者 025-20 
清酒製造工 632-10 
 
清酒製造作業員 632-15 
清酒調合工 632-15 
清酒もろみ造り主任 632-14 
製条圧延工 516-21 
整浄工（鋳物製造） 519-30 
 
製錠工（医薬品製造） 525-11 
青少年カウンセラー（教育委員会） 121-10 
製織技術者 049-23 
製織工（い草畳・ござ製造） 667-51 
精神科医 081-10 
 
精神科看守（看護師） 093-10 
精神科ソーシャルワーカー（ＰＳＷ：医療機関） 119-99 
製針機工 558-14 
製針工 558-14 
製薪材伐木作業者 444-20 
 
製薪作業者 444-20 
精神保健相談員 121-11 
精神保健福祉士（ＰＳＷ：医療機関以外） 121-11 
製図器製造工 559-20 
製図検査工 729-99 
 
製図工 726-10 
製図トレース工 726-20 
精製塩製造工 529-20 
整正工（鋳物削り仕上げ） 519-30 
精製工（醤油製造） 614-25 
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精製油工（動植物油脂製造） 615-30 
生鮮魚運搬人（市場内） 792-12 
製銑工 511-10 
精選工（ビール製造） 633-10 
製銑熱風炉工 511-10 
 
清掃員 801-00 
清掃車運転手  479-10 
清掃作業員 801-10 
清掃事務所長 213-31 
製造受注外交員 327-30 
 
成層鉄心製造工（変圧器用） 581-32 
清掃人（ビル、事務所等の建物） 801-11 
製造部課長（会社工場） 231-13 
製造部課長（会社本社） 231-11 
製造部次長（会社本社） 231-10 
 
精梳（そ）綿機運転工 641-20 
生体医用工学機器技師 119-20 
製袋機操作員（プラスチック製品製造） 693-XX 
製袋工（大型紙袋）  674-20 
製袋工（布製品）  655-20 
 
整体指圧師 112-10 
整体術師（あんま） 112-10 
整体治療師 112-40 
整体療術師（あんま・柔道整復師以外の者） 119-99 
製樽工 669-11 
 
製炭がま製造工 444-10 
製炭木割作業者 444-10 
整反工 649-35 
製反工（織物製造） 649-35 
製炭作業者 444-10 
 
整地機運転工 734-12 
整地作業員 781-10 
製茶技術者 025-10 
製茶工 631-10 
製茶合組工  631-12 
 
製茶選別工 631-10 
製茶補助工 631-10 
製柱機工（コンクリート製品製造） 538-14 
製箸工 669-99 
製釘工 558-20 
 
製鉄機械技術者 031-10 
製鉄技術者 041-10 
製鉄検査工 519-50 
製鉄原料装入工 511-99 
製鉄工 511-XX 
 
静電治療者 119-20 
静電塗装工 723-30 
西堂 161-12 
精糖オペレーター 613-20 
精糖乾燥工 613-20 

製糖技術者 025-10 
精糖技術者 025-10 
制動機取付工（自動車）  591-30 
制動機取付工（鉄道車両） 594-31 
精糖結晶工 613-20 
 
製銅検査員 519-50 
製糖工 613-00 
精糖工 613-20 
製銅工 512-40 
精糖製品分離工 613-20 
 
制動ペダル取付工（自動車製造業）  591-30 
政党本部役員（議員でないもの） 229-99 
生徒指導主事（中学校） 153-10 
製縄工（しゅろ縄製造）  648-30 
製肉工 626-XX 
 
精肉工 626-10 
青年海外協力隊員 209-99 
精麦圧扁工 611-12 
精麦工 611-12 
製麦工 633-11 
 
製箔工（圧延） 516-34 
精白工（精米業） 611-11 
製把工（干麺製造） 728-10 
製箱工（木箱製造） 669-99 
製箱工（紙器製造） 674-10 
 
整髪料製造工 525-30 
製板洗工（伸銅業） 519-99 
製版カメラ作業員 682-20 
製鈑起重機工 732-10 
製帆工  659-40 
 
製パン工 622-10 
製板工（ガラス製品製造） 532-11 
製板工（繊維板）  662-20 
製板工（プラスチック板） 693-10 
製版作業員 682-00 
 
製版作業員（電子製版を除く） 682-10 
製鈑仕上工（金属製錬） 516-50 
製版写真修正員 682-21 
製版焼付工 682-10 
整備員（海上保安庁） 412-10 
  
整備係事務員 271-10 
製皮工 701-XX 
整皮工 701-30 
整備工（鉄道車両清掃業）  809-32 
製ひも工 648-40 
  
性病科医 081-10 
製氷機運転工 729-20 
製氷技術者 025-12 
製表機操作係員 319-10 
製氷工 729-20 
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製氷作業員 729-20 
製表事務員 252-20 
製品格付人（木材） 669-51 
製瓶機械工 532-12 
製瓶技術者（ガラス製） 043-30 
 
製品計装工 728-10 
製品検査工（繊維製品） 659-70 
製品検瓶工 809-22 
製品検量工（製鉄、製鋼） 271-10 
製びん工 532-12 
  
製瓶工 532-12 
製品洗浄工 809-10 
製品選別工 809-22 
製品たばこ製造工 635-30 
製品荷造係 795-10 
 
製品分析員（製鉄） 519-50 
整復師助手 119-99 
制服仕立工 655-10 
生物化学研究者 011-14 
生物学研究者 011-14 
  
生物学者 011-14 
生物試験員（製薬業） 042-40 
生物試験検査技術員（医薬） 042-50 
製粉機械修理工  572-11 
製粉技術者 025-10 
  
製粉検査工 619-99 
製粉原料工 612-10 
製粉工 612-10 
製粉混合工 612-10 
製粉装置設計技術者 031-10 
  
製粉篩（ふるい）別工 612-10 
製粉ロール工 612-10 
精紡管揚工 641-50 
精紡機運転工 641-50 
精紡機修理工 572-11 
  
精紡技術者 049-22 
精紡工 641-50 
製帽工 659-21 
精紡玉揚工 641-50 
精紡リング工 641-50 
  
整木工 661-99 
製本糸とじ工 684-13 
製本帯掛工 684-15 
製本検査工 689-40 
製本工 684-10 
  
製本裁断工 679-14 
製本裁断作業員  679-14 
製本作業員 684-10 
製本仕上作業員 684-15 
製本背固め工 684-15 

製本背とじ工 684-13 
製本丁合工 684-12 
製本とじ作業員 684-13 
製本ならし工 684-15 
製本糊さし工 684-15 
 
製本箔押作業員  689-30 
製本目合わせ工 684-12 
精米機運転工 611-11 
精米機組立工 571-30 
精米工 611-11 
  
精米工（清酒製造） 632-10 
精密型鍛造工 514-30 
精密機械技術者 031-30 
精密測定器技術者（電気式） 034-20 
精密測定機組立工 601-21 
 
精密測定機製作技術者 031-30 
精密測定工具設計技術者 031-30 
精密測定工（製鉄、製鋼） 519-50 
精密中ぐり盤工 551-13 
精密板金工 554-10 
  
税務会計士 141-10 
税務会計指導員（青色申告会） 209-99 
税務会計事務員 263-21 
税務係 263-21 
税務指導員（青色申告会） 263-21 
  
税務事務所長 212-21 
税務署長 212-21 
税務大学校教育官 159-40 
税務大学校教授 159-40 
生命工学研究者 011-26 
  
生命保険営業員 332-12 
生命保険外交員 332-12 
生命保険外務員 332-12 
生命保険設計士 332-10 
生命保険相談員（保険業） 332-10 
  
生命保険代理店主 332-11 
製綿機運転工 649-40 
製めん機械工 621-11 
製麺機工 621-11 
製綿機分解組立工 572-11 
  
製麺結束工 728-10 
製麺原料こね工  621-10 
製めん工 621-10 
製綿工 649-40 
製綿・綿打直工 649-40 
  
製網検査工 649-60 
整毛工（繊維工業） 649-99 
整毛工（毛筆製造） 719-33 
製網工（わら縄製） 667-30 
製薬会社薬剤師 084-10 
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製薬機械技術者 031-10 
製薬技術者 042-10 
製薬技術者（薬剤師） 084-10 
製薬工 525-10 
製薬工（紙製造） 671-23 
 
製薬仕上工（薬製造） 525-12 
製薬試験係員 529-60 
製薬調合仕込工 525-10 
製薬配合係 525-10 
声優 193-30 
  
製釉工 533-10 
製油技術者（油脂製造） 042-10 
製油工（石油精製業）  522-XX 
製油工（動植物油脂製造） 615-XX 
西洋画家 182-12 
 
西洋からし製造工 619-14 
西洋舞踊家 192-20 
西洋料理調理人 361-20 
税理会計事務員（税理士事務所） 263-21 
生理学研究者 011-41 
  
整理記者 172-20 
整理工（織物業） 649-30 
整理工（染色業） 645-13 
税理士 141-30 
税理士補助 149-99 
  
税理事務員（市役所） 269-12 
税理事務員（税理士事務所） 263-21 
整理部記者 172-11 
整理保管事務員 272-30 
整流器運転工（変電所） 741-30 
  
整流器化成工（水銀整流器）  581-62 
整流器組立工 581-62 
整流器修理工 581-72 
整流器設計技術者 034-21 
製粒工（研磨材製造） 539-40 
  
整流子組立工 581-61 
清涼飲料充てん工 634-10 
清涼飲料製造技術者 025-10 
清涼飲料製造工 634-10 
清涼飲料ルートセールス員 794-23 
 
生理用品製造工 675-99 
精練糸取工 645-11 
精練原料秤量工 519-10 
精練工 645-11 
精練工（化学繊維製造）  523-31 
 
製錬工場選鉱員 519-10 
製錬試験研究員 011-20 
精練脱水工 645-11 
精練漂白技術者 049-20 
精練・漂白工 645-10 

精練ロット整理工 649-99 
せいろ製造工 669-12 
石英ガラス工 532-XX 
赤外線電球組立工 583-21 
赤外線塗装乾燥工 723-30 
 
石砕運搬船長 481-10 
石材運搬人 792-13 
石材かすがい入れ工 541-10 
石材機械研磨工 541-31 
石材切出石工 752-12 
 
石材くり型工 541-20 
石材工事技術者 071-99 
石材小端摺工 541-20 
石材採掘工 752-10 
石材裁断工 541-20 
 
石材墨出し工 541-50 
石材施工工 541-XX 
石材截断工 541-20 
石材彫刻工 541-40 
石材鋸工 541-20 
 
積算設計事務員 269-20 
積算体積計組立工（ガス用） 601-24 
積算電力計組立工  601-11 
積算電力計製作技術者 034-20 
石州半紙抄造工 672-30 
 
積層加工紙製造工 673-99 
積層乾電池製造工 589-11 
積層工（浄化槽製造） 693-20 
積層成形工 693-20 
積層板貼合わせ工 693-20 
 
石炭乾燥工（セメント製造） 809-34 
石炭乾留技術者 042-20 
石炭乾留工 521-10 
石炭クレーン工 732-10 
石炭コークス分析工 529-60 
 
石炭選別工（鉱業） 759-30 
責任技術者（医薬部外品製造所） 042-10 
責任技術者（医療機器製造） 039-10 
責任技術者（化粧品製造） 042-10 
席主（囲碁クラブ） 375-10 
 
石碑工 541-40 
石綿製品製造工 549-99 
石油エンジン運転工 739-10 
石油化学技術者 042-10 
石油化学研究員 011-13 
 
石油・ガスストーブ製造工 559-99 
石油クラッキング工 522-10 
石油鉱山地質技術者 049-10 
石油採取工 755-31 
石油精製オペレーター 522-00 
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石油精製技術者 042-10 
石油精製工 522-XX 
石油化学製品製造オペレーター 521-11 
石油精留工 522-10 
石油洗浄工 522-99 
 
石油タンクオペレーター 522-30 
石油タンク工 522-30 
石油・天然ガス採取工 755-30 
石油燃焼機器設計技術者 031-10 
石油分離工 522-10 
 
石油分留工 522-10 
石油薬品回収工 522-99 
石油ろ過工 522-10 
背切盤工 551-99 
施工管理補助（建築・土木工事） 271-10 
 
絶縁原紙抄造工 672-10 
絶縁材料製造工（絶縁ワニス製造） 529-40 
絶縁試験工 539-53 
絶縁紙製造工 673-99 
絶縁樹脂塗布工 699-10 
 
絶縁テープ製造工（布製） 719-99 
絶縁電線テープ巻工 584-XX 
絶縁陶磁器製造技術者 043-20 
石灰大割工（採石業） 752-11 
石灰製造工 539-11 
 
石灰製粉工 539-11 
石灰石採掘員 751-10 
石灰石焼成工 539-11 
石灰・石こう製品製造工 539-10 
石灰選別工 539-11 
 
石灰タンカル工 539-11 
石灰窒素製造工 521-14 
石灰窒素分析工 529-60 
石灰漬脱毛工（製革） 701-12 
石灰焙焼工 539-11 
 
石灰粉砕工（工場） 539-11 
石灰炉工 539-11 
接客係（ナイトクラブ、バー等） 373-10 
接客社交係 373-10 
設計監督技術者（土木建築請負業） 052-XX 
 
設計技術者（内燃機関製造） 031-11 
設計技術者（電機機械器具） 034-XX 
設計技術者（土木施設） 052-XX 
設計技術者補助員 726-10 
設計工事士 051-11 
 
設計事務員 726-XX 
設計助手 726-10 
設計トレーサー 726-20 
設計見積係員 269-20 
石けん素地受入工 524-10 

石けん検査工 529-60 
石けん裁断工 524-10 
石けん製造オペレーター 524-10 
石けん製造技術者 042-10 
石けん製造工 524-10 
 
石けん選別工 809-22 
石膏加工工 539-14 
石膏型取工 539-14 
石膏原石粗砕工 531-11 
石膏原料工 531-10 
 
接合工（桶・樽製造） 669-11 
接合工（皮革製品製造） 709-99 
石膏採掘員 751-10 
石膏熟成工（石膏製品製造） 539-14 
石膏焼成工 539-13 
 
石こう製品成形工 539-14 
石こう製品製造工 539-14 
石膏張付工（双眼鏡製造） 609-99 
石膏プラスター製造工 539-14 
石膏ボード製造工 539-14 
 
接骨医 112-40 
接骨師 112-40 
接骨師（柔道教師が兼ねているもの） 202-30 
接骨師見習 119-99 
切削工具製造工 559-22 
 
切削工（ゴム製品） 692-99 
切削工作機械設計技術者 031-12 
切削工（木製品） 663-10 
切削工（合板製造）  662-10 
切削工（プラスチック）  693-30 
 
切断機械工（たばこ製造） 635-20 
切断工（織物製造） 649-99 
切断工（化学繊維製造） 523-30 
切断工（化学繊維チップ） 661-30 
切断工（ガス溶接） 562-20 
 
切断工（研磨布・紙製造） 539-40 
接着工（じゅうたん製造） 649-99 
接着剤製造技術者 042-10 
接着剤製造工 529-99 
接着剤調整工（合板製造） 662-10 
 
設備工事施工管理技術者 051-12 
設備設計技術者 051-10 
設標船乗組員（海上保安庁） 412-10 
せつりゅう（櫛梳）工 641-20 
瀬戸物小売店主 321-10 
 
瀬戸物製造工 535-10 
瀬戸物販売店員 324-20 
背広仕立職（注文服） 652-10 
施ゆう機工 533-21 
施釉工 533-20 
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施ゆう工、ほうろうがけ工 533-00 
施ゆう仕上工 533-22 
せり人（卸売市場） 339-50 
せり人（警察・裁判所差押品等競売） 339-50 
世論部記者 172-11 
 
船医 081-10 
繊維ウェイスト卸売人 326-30 
繊維卸商セールスマン 327-22 
繊維卸店員 324-70 
繊維機械組立・調整工 571-33 
  
繊維技術士 049-20 
繊維強化プラスチック成型工 693-10 
繊維検査員（検査所） 049-20 
繊維工学研究員 011-20 
繊維試験工 649-61 
 
繊維性能研究技術者 011-20 
繊維製品検査工 659-70 
繊維製品仕上工 659-60 
繊維製品手仕上工 659-62 
繊維製品手縫仕上工 659-62 
  
繊維製品プレス工 659-61 
繊維製ロープ仕上工 648-10 
繊維板製造工 662-20 
繊維壁製造工 662-20 
船員 493-10 
  
船員労務官 204-12 
船殻計測工 599-99 
船殻取付工 553-13 
船殻溶接組立工 561-10 
線画工 724-10 
  
選果工（飲料製造） 634-10 
選果工（缶詰工場） 624-99 
選果工（食料品製造工場） 809-21 
選果工（農協、出荷組合、卸・小売店） 809-20 
洗化炭工 649-12 
  
洗顔クリーム製造工 525-30 
潜函（かん）工 779-99 
膳（ぜん）木地製造工 663-10 
船客案内係（海運業） 301-20 
宣教師 161-13 
  
選挙運動員 394-10 
船渠給水工 733-10 
鮮魚行商人 325-10 
船渠（きょ）工 599-99 
鮮魚選別工（加工工場） 627-XX 
  
鮮魚選別工（漁協）  809-20 
鮮魚調理師（鮮魚小売店） 361-99 
船渠（ドック）長 481-99 
鮮魚箱詰工 795-11 
鮮魚箱引人（漁港の魚市場） 791-12 

鮮魚陸揚げ人（漁業） 459-99 
鮮魚冷凍工 739-20 
船渠ワイヤ係 599-99 
船具取付工 596-11 
船具木工 663-10 
 
選鉱員 759-30 
洗鉱員 759-30 
線香上絵職 724-10 
選鉱機械修理工 572-11 
選鉱機械設計技術者 031-10 
  
選鉱技術者 049-10 
選鉱工（製鉄、製鋼） 809-21 
穿孔製管工 516-23 
線香製造工 529-99 
全国中小企業団体中央会役員 229-20 
 
線材圧延工 516-21 
線材加熱炉工 516-10 
洗剤基材製造工（合成洗剤製造） 524-20 
線材工（釘製造） 517-10 
洗剤製造技術者 042-10 
  
洗剤製造工（石けん） 524-10 
洗砂工（洗砂製造業） 549-99 
船室係 372-22 
洗車人 809-12 
専修学校教員 159-10 
  
洗絨（じゅう）工（フェルト） 649-51 
洗じゅうのり付工 649-51 
船主（漁業：会社役員） 221-20 
船主（漁業：雇なし業主） 452-10 
船主（漁業：雇あり業主） 241-10 
  
船匠（カーペンター：船舶乗組員であるもの） 493-10 
洗浄機工（紡績、織物製造） 645-13 
船上クレーン操作工 732-10 
洗浄検瓶工 809-14 
洗浄工（砥粒製造） 539-40 
  
前床工（非鉄金属製錬） 512-10 
染色化学技術者 042-10 
染色加工技術者 049-25 
染色型置工（紡績、織物製造）  646-32 
染色機械技術者 031-10 
  
染色機械組立工 571-30 
染色機械製造技術者 031-10 
染色技術者 049-25 
染色研究員 011-20 
染色工（糸・織布）  646-XX 
  
染織工芸家 183-10 
染色工（染物工場） 646-10 
染色工（電線製造） 723-51 
染色工（捺染） 646-30 
染色・仕上工 646-00 
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染色試験工 529-60 
染色指導員 049-25 
染色図案工 724-10 
染色製品検査工 649-60 
染色整理工 646-XX 
 
染色糊置工 646-XX 
染色用型紙彫刻工 679-22 
染色枠置工 646-32 
潜水コンプレッサー保守員 733-40 
潜水作業者 779-10 
 
潜水士 779-10 
潜水支援員 779-10 
潜水夫 779-10 
潜水夫（海難救助） 429-99 
潜水服製造（合成ゴム貼合わせ裁断） 659-99 
 
潜水ポンプ係  809-30 
潜水漁師 451-30 
扇子絵付工 724-99 
扇子折師 713-30 
扇子要打職 713-30 
 
扇子仕上工 713-30 
千筋製造工 729-99 
せんす製作工 713-30 
扇子貼り職 713-30 
扇子骨組立工 713-30 
 
せんす骨製造工 666-11 
扇子骨製造工  666-11 
選石工 759-30 
洗ソーダ製造工 521-13 
船台係 809-99 
 
船体ぎ装工 596-11 
船体組立木工 665-10 
船体検査工 599-25 
船体修繕木工 665-13 
船体ブロック位置決め工 553-13 
 
洗たく受付人 272-11 
洗濯機修理工（家庭用） 587-31 
洗たく工 355-12 
洗たく裁縫師 653-10 
洗濯職 355-12 
 
洗たく整理工 355-15 
洗濯石けん製造工 524-10 
洗たく人（個人家庭） 349-10 
洗濯プレス工 355-14 
洗濯物受渡（受付）事務員 272-11 
 
洗濯物仕上工 355-14 
洗たく物荷分け工 809-23 
洗濯物配達員  794-10 
選炭員 759-30 
洗炭員 759-30 

剪（せん）断機工 559-50 
煎茶製造工 631-10 
船長（漁労船を除く） 481-00 
栓締機操作員（飲料製造） 639-99 
銑鉄鋳物型込工 513-40 
 
銑鉄鋳物工 513-XX 
銑鉄切割工（鋳物製造） 513-99 
宣伝員 394-10 
宣伝カー乗車員 394-10 
宣伝図案家 184-10 
 
宣伝販売員（マネキン業） 324-61 
宣伝用自動車運転者 479-10 
戦闘機パイロット 403-10 
洗糖工 613-20 
煎糖工 613-20 
 
銭湯番台 354-10 
洗糖分離工 613-20 
洗糖溶液圧濾工 613-20 
洗糖溶解工 613-20 
船内運搬作業員 791-11 
 
船内・沿岸荷役作業者 791-10 
船内修理清掃人 809-30 
船内清掃員 801-14 
船内荷役作業者 791-11 
船内パイプ取付工 776-10 
 
船舶内張工 721-21 
船舶運航員 493-10 
船舶運航管理事務員 302-30 
船舶衛生管理者（医師） 081-10 
船舶衛生管理者（医師でないもの） 119-99 
 
船舶エンジン修理工 572-11 
船舶解体工 559-99 
船舶関係無線通信士 501-12 
船舶管理事務員 259-99 
船舶機械検査工（造船） 599-25 
 
船舶機関員 494-10 
船舶機関解体工  559-99 
船舶機関ぎ装工  596-12 
船舶機関士 483-20 
船舶機関士（漁労船） 452-40 
 
船舶機関手 494-10 
船舶機関長 483-10 
船舶機関長（漁労船） 452-30 
船舶汽かん取付工 596-12 
船舶技術士 033-10 
 
船舶ぎ装技術者 033-10 
船舶ぎ装研究員 011-20 
船舶ぎ装工 596-10 
船舶艤装工 596-10 
船舶ぎ装木工 596-14 
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船舶木てんげき工 599-99 
船舶給仕 371-12 
船舶燻蒸員 801-32 
船舶繋離立会人 499-99 
船舶繋留員 499-99 
 
船舶研究員 011-20 
船舶検査員 599-25 
船舶検査技術員 033-10 
船舶検査工 599-25 
船舶航海士 482-10 
 
船舶工務官（海上保安庁） 412-10 
船舶司厨員 361-99 
船舶室内ぎ装工 596-14 
船舶事務員 259-30 
船舶事務長 259-30 
 
船舶修理工 599-10 
船舶上架工 732-20 
船舶照明配線工 746-11 
船舶製図工 726-10 
船舶清掃員 809-12 
 
船舶設計技術者 033-10 
船舶洗浄工 809-12 
船舶操機手 494-10 
船舶装置係 499-99 
船舶通信士 501-12 
 
船舶通信長  501-12 
船舶艇長  481-XX 
船舶電気ぎ装工 746-11 
船舶電気工事人 746-11 
船舶電気装備工  746-11 
 
船舶電気配線工 746-11 
船舶塗装工 723-30 
船舶パーサー 259-30 
船舶配管工 776-10 
船舶配線工 746-11 
 
船舶発電機取付工 596-12 
船舶木製家具職 664-20 
船舶料理士 361-99 
船舶旅客係 372-22 
旋盤加工工 551-11 
 
旋盤組立・調整工 571-21 
旋盤検査工 572-20 
旋盤工 551-11 
旋盤工（石材加工） 541-21 
旋盤実習助手（高校）  551-11 
 
線引き工（金属伸線） 517-10 
洗瓶工 809-14 
選瓶工（ガラス製品製造） 539-51 
選瓶工（ガラス製品製造を除く） 809-20 
扇風機・換気扇組立工 587-24 

煎餅味付工 622-41 
煎餅加工機工 571-30 
煎餅生地製造工 622-41 
せんべい製造工 622-41 
選別格付工（製材） 669-51 
 
選別検査工（織物製造） 649-60 
選別工 809-20 
選別工（医薬品製造） 529-60 
選別工（ガラス製造） 539-51 
選別工（缶詰製造：原料の選別） 624-99 
 
選別工（再生資源卸売業） 809-24 
選別工（砕石業） 549-99 
選別工（採石業） 759-99 
線別工（鉄道） 492-11 
選別工（油脂製品製造） 524-30 
 
選別整理員（郵便局） 303-21 
前紡工 641-40 
前紡見回工 641-40 
ぜんまい組付工（時計製造）  602-11 
ぜんまい採取人 449-10 
 
ぜんまい製造工 558-30 
千枚漬工 628-10 
線巻工（通信機製造） 582-10 
線巻工（電線製造）  584-20 
専務理事（団体） 229-10 
 
選綿工 649-12 
せん毛工 649-33 
専門学校教員 159-10 
専門調査員（国立国会図書館） 209-60 
専門図書館司書 209-60 
 
船用機関技術者 031-11 
船用機関修理工 572-11 
船用内燃機関整備工 572-11 
染料工（い草・わら染め） 729-99 
染料工（羽毛染め） 729-99 
 
染料工（紙染め）  679-21 
染料工（繊維）  646-40 
染料仕上工（染料製造） 521-10 
染料製造技術者 042-10 
染料製造工 521-10 
 
染料調合工（い草・わら染め）  667-XX 
染料調合工（羽毛染め） 719-99 
染料調合工（紙染め） 679-21 
染料調合工（革染め） 709-99 
染料調合工（繊維） 646-40 
 
染料調色工（羽毛染め） 719-99 
染料調色工（革染め）  709-99 
染料調色工（繊維）  646-40 
染料調整工（繊維）  646-40 
染料糊調整工（繊維） 646-99 
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線路技術員（送電線） 742-11 
線路工員（海底線敷設船） 744-13 
線路工事作業者 782-XX 
線路施設工事人（通信線） 744-10 
線路施設工事人（鉄道）  782-XX 
 
線路調査員 782-10 
膳・椀漆塗物工 715-10 
  
 
 
 
 
 

そ 
 
 
 
造園技術者 052-99 
造園技能士 433-20 
造園技能者 433-20 
造園工 781-10 
造園工事施工監理者 052-99 
 
造園師 433-20 
造園師見習 433-98 
造園助手 781-10 
造園施工管理技士 052-99 
造園設計技術者 052-99 
  
造園土木工 781-10 
造塊工 511-25 
造塊工（非鉄金属製錬） 512-80 
造塊用鋳型補修工 511-99 
送ガス工（石油鉱業） 755-99 
  
送ガス工（天然ガス） 755-99 
造花製造工 718-99 
造花用原紙抄造工 672-10 
双眼鏡組立工 603-11 
双眼鏡総組立工  603-11 
  
双眼鏡調整工 603-40 
双眼鏡部品組立工  603-11 
双眼鏡枠組立工 603-11 
造管工 516-40 
増感紙製造工 529-30 
  
臓器移植コーディネーター（看護師） 093-10 
送気員 733-20 
造機ぎ装工（鋼船製造） 596-12 
造機ぎ装製かん工 553-20 
葬儀コーディネーター 395-10 
  
葬儀作業者 395-10 
葬儀師 395-10 
葬儀司会者 395-10 
葬儀自動車運転手 479-10 
操機手 494-10 

葬儀世話人 395-10 
葬儀相談員 395-10 
操機長 494-10 
葬儀店員 395-10 
箏曲教授 202-20 
  
送金窓口事務員（銀行） 262-10 
葬具指物師 664-11 
造型機工 513-32 
造型工（鋳物製造） 513-31 
送迎バス運転者 471-13 
 
綜絖（そうこう）工 643-30 
装こう師 722-10 
総合無線通信士  501-10 
相互会社社長（保険業） 221-10 
倉庫監視員 423-10 
  
倉庫管理係 272-30 
倉庫管理人 272-30 
倉庫業所長 231-12 
倉庫警備員 423-10 
倉庫検収係員 272-20 
 
倉庫現場員  793-10 
倉庫工  793-10 
倉庫作業員 793-10 
倉庫事務員 272-XX 
倉庫守衛 423-11 
  
倉庫整理員 793-10 
倉庫掃除人 801-10 
倉庫賃貸業主 383-10 
倉庫保管事務員 272-30 
総ゴム手袋製造工 692-XX 
  
造材運搬作業者 443-20 
葬祭飾付人 395-10 
造材工 442-20 
造材作業者 442-20 
葬祭士 395-10 
  
送材車ハンドル工 661-10 
惣菜製造工 629-20 
葬祭ディレクター 395-10 
総裁（特殊法人） 222-20 
惣菜類調製工 629-20 
  
捜査官（警察） 411-10 
造作大工 771-10 
送酸ポンプ工 733-10 
宗師 161-10 
繰糸検査工（生糸製造、製糸業） 649-61 
  
繰糸工（生糸製造、製糸業） 649-11 
掃除人（個人家庭） 349-10 
操車係  492-11 
操縦装置取付工（航空機組立） 593-20 
操縦装置取付工（自動車製造） 591-30 
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僧正 161-12 
装飾画家 182-10 
装飾係（百貨店） 184-12 
装飾事務員（百貨店） 252-10 
装飾大工 771-10 
  
装飾鉄工 553-15 
装飾取付工 777-30 
装飾取付工事工 779-99 
送信機据付工 745-20 
装身具仕上工（貴金属製） 716-10 
 
装身具製造工（貴金属製） 716-10 
装身具等身の回り品検査工 719-70 
僧都 161-12 
送水管清掃作業員（下水） 809-15 
造成作業員 781-10 
  
造船ウインチ運転工 732-22 
造船機械ぎ装工 596-10 
造船木型工 663-20 
造船技術者 033-10 
造船ぎょう鉄工 553-13 
 
造船組立鉄工 553-13 
造船組立溶接工 561-10 
造船罫書工 559-30 
造船現図工 727-22 
造船工 553-13 
  
造船所機関士 483-20 
造船製図工 726-10 
造船大工 665-10 
造船鉄機工 553-13 
造船鉄工 553-13 
  
造船銅工 776-10 
造船塗装検査工 729-99 
造船取付鉄工 553-13 
造船内装木工員 663-10 
造船配管工 776-10 
  
操舵手 493-10 
送達人（裁判所） 139-99 
相談員（ケースワーカー） 121-11 
相談員（交通事故相談所） 259-99 
装置配管工 776-10 
  
装丁家 184-99 
装てい（蹄）師 439-10 
装鉄師 439-10 
送電員 741-20 
送電線架線工 742-11 
  
送電線架線工・敷設工 742-10 
送電線電工 742-11 
送電線電路工 742-11 
送電線補修員 742-11 
送電線保線工 742-11 

送電線見回人 742-11 
僧徒 161-12 
装入クレーン工  732-10 
装入工（製鉄、製鋼） 511-99 
送風機運転工 733-30 
  
増幅器製造工（心電計製造） 589-40 
僧見習 161-12 
総務課長（会社本社） 231-11 
総務事務員 251-10 
総務部長（団体） 239-10 
 
そうめん製造工 621-10 
送油工（石油鉱業） 755-99 
草履表加工工（い草） 667-50 
造粒工（合成樹脂製造） 529-99 
僧侶 161-12 
  
造林技術者 023-10 
造林草刈り作業者 441-30 
造林計測作業者 441-99 
造林作業者 441-99 
惣輪職（曲物師） 669-12 
 
造林地拵作業者 441-10 
造林用苗木栽培者 431-33 
藻類採取作業者 453-10 
操炉工（鋳物型入工） 511-30 
操炉工（ガラス製品製造） 532-60 
  
操炉工（人造研削材製造） 539-40 
操炉工（製鉄） 511-10 
操炉工（非鉄金属製錬） 512-10 
測距儀組立工 603-20 
測尺作業者 442-20 
  
即席みそ汁製造工 629-10 
即席めん類製造工 621-20 
即席ラーメン製造工 621-20 
側線気動車運転士 462-20 
側線軌道車機関士（工場） 461-XX 
  
束線工 588-00 
束線工（通信機製造）  588-11 
束線工（ワイヤー・ハーネス工） 588-10 
速達配達係 504-12 
測地計算技術者 053-10 
 
測定器目盛工 609-21 
測定用素子組付工 601-10 
速度計組立工（自動車） 601-10 
速度計取付工（自動車） 591-30 
側板製作工（桶・樽製造） 669-11 
 
測量員 779-30 
測量機器製造工（光学式） 603-20 
測量機械設計技術者 031-30 
測量機気泡管製造工 609-99 
測量技術者 053-00 
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測量器製造工（光学式でないもの） 601-21 
測量作業員 779-30 
測量士 053-10 
測量士補 053-98 
測量助手 053-98 
 
測量助手（建設） 779-30 
測量製図工 726-10 
測量設計技術者 053-10 
測量船船長 481-20 
測量船乗組員（海上保安庁） 412-10 
 
底裁断工（革靴・ケミカルシューズ） 702-11 
底付工（鞄製造） 711-10 
底付工（革サンダル製造）  702-40 
底はり仕上工（革サンダル製造） 702-40 
粗混ゴム工 691-14 
 
粗砕機運転員（選鉱場） 759-99 
蔬菜（そさい）研究者 011-31 
そ菜栽培人（ハウス栽培） 431-60 
そ菜栽培人（露地栽培） 431-20 
素地調整工 664-21 
 
塑性加工技術者（自動車用エンジン製造） 031-11 
塑像家 181-10 
速記学校講師 159-10 
速記官（国会、裁判所） 311-10 
速記記録員 311-10 
 
速記者 311-10 
速記者見習 311-10 
速記タイピスト 311-20 
測高機組立工 603-20 
側構組立工 594-22 
 
測候所長 011-10 
側溝掃除人 809-15 
測光測色用計器製造技術者 031-30 
側溝ふた製造工 538-11 
側溝ふた製造工（金属製） 513-XX 
 
粗糖原料圧搾工 613-10 
粗糖原料細断工 613-10 
粗銅工 512-40 
粗糖製造工 613-10 
粗糖分蜜工 613-10 
 
素土抜工 535-11 
粗脳油製造工（薄荷油・脳製造） 615-23 
そば粉製造工 612-10 
そば栽培者 431-20 
そば製造工 621-10 
 
そば屋店主 323-10 
そば料理人 361-10 
素描工（窯業） 536-10 
粗紡機運転工 641-40 
粗紡工 641-40 

粗紡玉揚工 641-40 
染替工 646-12 
染型紙彫刻工 679-22 
染型彫刻工（紙型）  679-22 
染型彫刻師（金属製） 555-12 
 
染型トレース工 724-10 
染晒職工 646-12 
染物職 646-10 
染物図案家 184-41 
梳（そ）綿機運転工 641-20 
 
梳綿工  641-20 
梳毛カード工 641-20 
梳毛工 641-20 
算盤塾講師（各種学校） 159-20 
算盤塾講師（各種学校でないもの） 202-99 
 
算盤製造工 719-99 
算盤珠製造工 663-10 
損害鑑定人（損害保険料率算出機構） 209-99 
損害契約事務員 281-40 
損害サービス事務員 281-45 
 
損害査定係 281-45 
損害査定係事務員 281-45 
損害査定調査員（保険会社、損害査定会社） 281-44 
損害保険契約外交員 332-12 
損害保険査定人（保険会社） 281-45 
 
損害保険代理店主 332-11 
村議会議員 211-20 
損紙プレス梱包工 795-10 
損紙溶解工 671-21 
村長 213-11 
  
 
 

た 
 
 
 
耐圧試験工 559-70 
体育館管理人 389-99 
体育館長（教育委員会） 213-31 
体育器具組立工 719-40 
体育施設管理人 389-99 
 
体育指導員（個人） 202-30 
体温計製作工 601-22 
大学院教授 156-12 
大学学長 156-11 
大学学部長 156-12 
 
大学教員 156-10 
大学教授 156-12 
大学研究員（講義をもつもの） 156-10 
大学講師 156-14 
大学准教授 156-13 
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大学常勤講師 156-14 
大学助手 156-15 
大学通信教育部教授 156-12 
大学図書館司書 209-60 
大学病院看護師 093-10 
 
大学副学長 156-12 
大学附属研究所教授 156-12 
大学理事 229-10 
耐火粘土採取員 751-10 
耐火被膜工 779-20 
 
耐火物製造技術者 043-99 
耐火煉瓦焼成工 534-30 
耐火煉瓦成形工 534-10 
耐火煉瓦製造工 534-XX 
大気計測技術員 071-30 
 
台木工 689-99 
体技師 195-60 
代議士 211-10 
大規模集積回路製造工 585-XX 
大教主 161-11 
 
耐空検査員 032-10 
大工 771-00 
大工手元 771-98 
大工見習 771-98 
大径管工（スパイラル、ＵＯ管） 516-41 
  
代稽古（生花、お茶、書道） 202-99 
代稽古（尺八、三味線など） 202-20 
代稽古（舞踊） 202-20 
帯鋼巻ほごし工 519-99 
太鼓組立工 719-10 
  
太鼓持ち（幇間） 374-10 
耐酸紙製造工 673-99 
大師 632-13 
代師 632-13 
大師代人 161-12 
  
台紙付工（ボタン） 728-10 
耐湿紙原紙抄造工 672-10 
台車運転工（製材業） 661-10 
台車組立工（構内運搬用） 594-21 
台車修理工（構内運搬用） 599-99 
 
台車修理工（鉄道車両用） 594-41 
耐震診断士（建築士であるもの） 051-10 
大臣政務官 211-10 
大豆油製造工 615-XX 
大豆かす飼料製造工 619-30 
  
大豆たんぱく製造工 619-99 
堆積工（たばこ製造） 635-10 
堆積済品調和工 635-20 
堆積済品秤量工 635-20 
体操クラブコーチ 202-30 

台所用品卸売店主 322-10 
台所用品小売店主 321-10 
台所用品販売店員 324-20 
台ばかり組立工 601-21 
代表社員（有限・合名・合資会社） 221-10 
 
代表取締役 221-10 
代表取締役社長 221-10 
大福餅製造人 622-30 
対物レンズ取付工 603-10 
たい味噌製造工 619-99 
 
たい焼製造人 622-30 
たい養殖作業者 454-10 
太陽電池製造工 585-XX 
太陽電池素子製造工 585-XX 
太陽灯組立工 583-21 
 
平貝貝柱缶詰製造工 624-XX 
大理石大割工 752-11 
大理石加工工 541-XX 
大理石切出人 752-10 
大理石細工工 549-10 
 
大理石取付工（建設業） 772-30 
代理店開発員 339-99 
台枠組立工（鉄道車両製造） 594-21 
田植機組立工 571-31 
打解工（紙製造）  671-21 
 
駄菓子製造工 622-40 
たが締工（桶・樽製造） 669-11 
打楽器製作工  719-10 
たがね削り工 557-24 
宝くじ等販売人 339-30 
 
宝くじ販売人 339-31 
沢庵漬工 628-10 
託児所管理人（社会福祉施設を除く） 389-99 
託児所保育士 123-10 
卓上旋盤工 551-11 
 
卓上フライス盤工 551-14 
宅送便配達員  794-10 
託送料金係事務員 261-12 
宅地建物セールスマン 331-10 
宅地建物取引主任者 331-10 
 
宅配便配達員 794-10 
托鉢僧 161-12 
卓盤工（木工） 663-11 
手繰網修理工 648-20 
手繰網漁師 451-10 
 
竹編み工 666-20 
竹椅子製造人 666-99 
竹かご編人 666-20 
竹かご・ざる製造工 666-20 
竹皮細工人 666-99 
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竹串製造工 666-99 
竹工芸家 183-10 
竹工芸工 666-XX 
竹合板工 669-99 
竹行李編職 666-20 
 
竹駒製造工 666-99 
竹材矯正工 666-XX 
竹細工加工職  666-XX 
竹細工工 666-00 
竹材研磨工 666-XX 
 
竹材染工 666-XX 
竹裁断工 666-XX 
竹材伐採作業者 449-99 
竹ざる製造職 666-20 
竹尺検査工 609-21 
  
竹尺製作工 601-21 
竹すだれ編工  666-30 
竹すだれ製造工 666-30 
竹スラット製造工（ブラインド製造） 669-99 
竹削り工（竹尺製造） 666-99 
  
竹製玩具工 712-10 
竹繊維製造工 666-99 
筍採取人 449-10 
筍水煮缶詰製造工 624-XX 
竹箸製造工 666-99 
  
竹ひご製造工 666-99 
竹笛製造工 719-10 
竹ぼうき製造工 666-99 
竹骨製造工 666-10 
打検機操作員（缶詰：飲料） 639-20 
  
打検機操作員（缶詰：食料品） 629-30 
打検工（缶詰食品）  629-30 
たこつぼ漁師 451-10 
たこ焼製造人（露店以外） 629-99 
たこ焼製造人（露店） 325-32 
  
多軸ボール盤工 551-12 
打栓工（食料品製造） 629-99 
多層板めっき工 556-99 
畳裏返工 775-11 
畳表織職（い草）  667-51 
 
畳表卸売店主 322-10 
畳表替工 775-11 
畳表製造工 667-51 
畳工 775-00 
畳工見習 775-98 
 
畳下地取付工 771-10 
畳仕立工 775-10 
畳尺製造工 601-21 
畳修理人 775-10 
畳職 775-10 

畳製作工 775-10 
畳床製造工 667-31 
畳縁地織工 644-10 
立木皮剥人 449-10 
立木調査員 023-20 
 
立木伐採人 442-10 
裁切工（ソーセージ製造） 626-20 
裁葉検査秤量工 635-99 
脱気工（缶詰製造） 624-22 
卓球指導員 202-30 
 
卓球台製造工 669-40 
卓球ラケット製造工 719-40 
脱形工（コンクリート製品製造） 538-10 
脱穀機組立工 571-31 
脱酸工（化学） 521-10 
 
脱酸工（動植物油脂製造） 615-30 
脱脂作業工 556-99 
脱脂乳製造工 625-10 
脱脂綿製造工 649-40 
脱臭工（動植物油脂製造） 615-30 
 
脱臭工（マーガリン製造） 615-41 
脱色工（動植物油脂製造） 615-30 
脱水工 649-31 
脱水工（化学） 521-10 
脱水工（化学繊維製造） 523-30 
 
脱水工（缶詰製造） 624-99 
脱墨工（製紙） 671-24 
脱ろう工（動植物油脂製造） 615-30 
経編工（メリヤス製造） 647-10 
経糸つなぎ作業員 643-30 
 
経糸引込工 643-30 
建売住宅販売外交員 331-10 
建具ガラスはめ込工 777-20 
建具切込工 664-30 
建具組立工  664-30 
 
建具工 664-30 
建具工見習 664-98 
建具指物職 664-10 
建具製造工 664-30 
建具塗装工 723-20 
 
建具取付職 664-30 
建具フラッシュ製作工 664-30 
建具木工 664-30 
立削り盤工 551-14 
立坑運搬員 759-20 
 
立坑車操作員 759-20 
殺陣師 194-20 
立て旋盤工 551-11 
経継ぎ工 643-31 
立て中ぐり盤工 551-13 
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竪鋸工（製材） 661-20 
経巻工（織物業） 643-10 
建物管理技術者 071-99 
建物検査員（建築士であるもの） 051-10 
建物施設管理人 383-10 
 
建物清掃員 801-10 
建物洗浄作業員 801-10 
建物仲介人 331-10 
建物塗装工 723-40 
棚下工 793-10 
 
種油工 615-XX 
種馬管理人 432-50 
種馬飼育者 432-50 
種菓子製造工 622-30 
種麹工（他に分類されないもの） 619-20 
 
種麹工（味噌製造） 614-12 
種麹培養工（他に分類されないもの） 619-20 
種駒製造工 431-99 
種付作業者 432-99 
種付技術員 022-11 
 
種付技術者 022-11 
たばこアルミ箔紙包工  635-30 
たばこ加香工 635-20 
たばこ鑑定技術員 021-30 
たばこ刻上検査工 635-99 
 
たばこ検査工 635-99 
たばこ原料受入工 635-10 
たばこ原料加工工 635-20 
たばこ検量工 635-99 
たばこ原料処理工 635-10 
 
たばこ耕作指導員 021-10 
たばこ耕作者 431-42 
たばこ小売店主 321-10 
たばこ裁刻工 635-20 
たばこ栽培技術員 021-10 
 
たばこ栽培者 431-42 
たばこ製造工 635-00 
たばこ仕上品検査工 635-99 
たばこ生産関係技術員 021-10 
たばこ製造技術者 049-99 
 
たばこ葉組合工 635-10 
たばこ箱詰工 635-99 
たばこ封緘（かん）紙貼工 635-30 
たばこ包装工 635-30 
たばこボール箱詰工  635-99 
 
たばこ巻上工 635-30 
たばこ巻取検査工 635-99 
足袋木型製造職 663-20 
旅芸人 195-99 
足袋製造工 659-99 

足袋ミシン縫製工 655-20 
玉揚工（撚糸製造業） 642-20 
玉揚工（紡績業） 641-XX 
玉石採取人 753-10 
玉石成形工（タイルモザイク製造） 535-11 
 
玉掛合図工 739-99 
玉掛技能講習講師 159-30 
玉掛工 739-40 
玉掛作業員 739-40 
玉切り工（木製品製造） 661-20 
 
玉切り作業者 442-20 
卵集荷人 809-99 
卵選別人（工場） 809-21 
玉差し工（ガラス玉製造） 532-10 
玉締工（動植物油脂製造） 615-21 
 
玉すだれ製造工（ガラス） 532-99 
玉通し工（貴金属加工） 716-10 
玉通工（真珠加工） 716-22 
玉通し工（木製玉のれん） 669-99 
玉取り工（ガラス製品製造） 532-13 
 
玉葱挽砕工（ソース製造） 619-12 
球拾人（ゴルフ練習場） 375-24 
玉吹き工（ガラス製品製造） 532-13 
玉巻機械工（毛糸加工） 649-14 
玉巻工 649-14 
 
玉巻仕上工 649-14 
溜（たまり）醤油製造工 614-20 
溜枡製造工（コンクリート製） 538-10 
打綿工 641-10 
たも網製造工 719-99 
 
たら粕漬工 627-99 
たらそぼろ製造工 627-99 
たる受工（空樽検査修理） 669-50 
樽組立工 669-11 
樽しばり工（醤油醸造） 795-10 
 
樽修理工 669-11 
樽洗浄工 809-14 
たる詰工 728-20 
樽詰工（飲食料品製造）  629-99 
だるま製造工（紙製） 712-30 
 
たわし製造工 714-30 
鍛延工 514-20 
淡貝細工工 716-30 
炭化工（毛糸紡績） 649-12 
炭化コルク板製造工 669-99 
 
弾丸穿（せん）孔技術工（石油採掘） 755-99 
短期大学学長 156-11 
短期大学教員 156-10 
短期大学教授 156-12 
短期大学講師 156-14 
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短期大学准教授 156-13 
短期大学通信教育部教授 156-12 
探鉱員 755-20 
探鉱技術者 049-11 
団鉱工（金属製錬） 519-10 
 
だんご製造人 622-30 
断裁工（印刷業）  679-11 
断裁工（紙・紙製品製造） 679-11 
断裁工（製本）  679-14 
断裁巻取工（製紙） 679-31 
 
炭酸飲料製造工 634-10 
炭酸水製造工 634-10 
断食道場主 119-99 
端子製造工 589-99 
男子服裁断師 656-20 
 
男子和服仕立職  653-10 
たんす製造工 664-20 
男性用服飾デザイナー 184-40 
鍛接管工 516-43 
鍛接パイプ工 516-43 
 
短繊処理工 523-30 
鍛造技術者 041-30 
鍛造検査工 519-50 
鍛造工 514-00 
鍛造工助手 514-98 
 
鍛造操炉工 514-10 
鍛造ばり取り工 514-99 
鍛造ハンマ工 514-22 
鍛造プレス工 514-21 
炭素製品成形工 539-99 
 
炭素製品製造技術者 049-99 
炭素繊維製造工 521-10 
炭素電極製造工 539-99 
炭素棒製造工 539-99 
団体役員 229-XX 
 
団体理事 229-10 
緞（だん）通工 644-10 
段付け工（ゴムベルト製造） 692-15 
探偵 209-99 
断熱材製造工（グラスウール製） 532-20 
 
単能平削工 551-14 
単能ボール盤工 551-12 
短波受信機工事人 745-20 
単板乾燥工 662-11 
単板工 662-11 
 
単板コンポーザー 663-12 
単板裁断工 662-11 
単板製材工 662-11 
単板製作工 662-11 
単板積層材製造工 662-11 

単板選別工 662-11 
単板剥取工 662-11 
単板貼合わせ工 662-13 
探訪記者（雑誌） 172-31 
暖房配管工 776-12 
 
暖房ボイラー汽かん員 731-10 
段ボール原紙製造工 672-10 
段ボール製造工 673-10 
段ボール接合工  673-10 
段ボール詰作業員 795-11 
 
段ボール箱印刷工 683-XX 
段ボール箱組立工 674-10 
段ボール箱仕上検査工  679-34 
反物仕上工 649-62 
反物補修工（メリヤス地） 647-10 
 
反物巻取工 649-35 
探油技術者 049-11 
 
 
 
 
 
  

ち 
 
 
 
地学研究員 011-10 
地下ケーブル配線工 744-12 
地下通信線配線工 744-12 
地下鉄車掌 491-10 
地下鉄電気部品修理工 594-40 
 
地下鉄電車運転士 462-10 
地下電線配線工（配電線） 743-12 
地下配線工（通信線）  744-12 
地球物理学研究員 011-12 
ちきり（千切）工 643-10 
 
畜犬具製造工（革製） 709-40 
畜産家 432-XX 
畜産化学研究員 011-33 
畜産学研究者 011-33 
畜産缶詰製造工 624-XX 
 
畜産技術員 022-10 
畜産技術指導員 022-10 
畜産技術者 022-00 
畜産研究員 011-33 
畜産検査技術員 022-30 
  
畜産コンサルタント 022-10 
畜産助手 432-99 
築堤工事人 781-12 
築庭人 433-20 
蓄電器エッチング工 581-63 
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蓄電器化成工 581-63 
蓄電器組立工 581-63 
蓄電器（コンデンサー）組立工（電子機器用） 589-43 
蓄電器仕上工 581-63 
蓄電池運搬車組立工 591-XX 
 
蓄電池機関車組立工 594-20 
蓄電池組立工 589-12 
蓄電池充てん工 589-12 
蓄電池充電工 589-12 
蓄電池修理工 589-99 
  
蓄電池製造工 589-12 
蓄電池ペーストこね工 589-12 
蓄電池未化成極板仕上工 589-12 
竹板製造工 666-99 
乳首製造工 692-XX 
  
築窯作業者（炭焼がま） 444-10 
築炉工 772-42 
築炉設計士 031-10 
竹輪製造工 627-40 
治験コーディネーター（看護師であるもの） 093-10 
 
治験コーディネーター(ＣＲＣ：看護師、薬剤師以外のもの) 119-99 
治験コーディネーター（薬剤師であるもの） 084-10 
治山技術者 052-99 
知事 213-11 
知事・市町村長 213-11 
  
地質学研究者 011-10 
地質研究員 011-10 
地質製図工 726-10 
地質測量技術者 071-30 
地質調査員（試掘） 755-20 
 
地質調査技術員 071-30 
地上サービス職員 301-22 
治水技術者 052-40 
地図製図工  726-10 
地図測量士 053-10 
 
地図トレーサー 726-20 
地図標定技術者 071-99 
地勢製図工 726-10 
地染工 646-23 
地中線工（配電線）  743-12 
 
地中送電線工 742-12 
地中配電線工 743-12 
窒化アルミ製造工 521-13 
窒化ケイ素製造工 521-13 
窒化工（化学工業） 521-10 
  
窒化・軟窒化工 515-15 
窒化炉工（金属窒化処理） 515-15 
帙（ちつ）製造工 675-99 
窒素肥料技術者 042-20 
知的障害者生活指導員 122-10 

知的障害者相談員 121-10 
知的障害者福祉司 121-12 
千鳥縫工 655-30 
地方議会議員 211-20 
地方行政委員会委員 213-40 
 
地方検察庁捜査官 131-20 
地方公安委員 213-40 
地方公共団体議会議員 211-20 
地方公共団体出先機関の課長 213-32 
地方公共団体出先機関の幹部 213-30 
  
地方公共団体出先機関の長 213-31 
地方公共団体の課長 213-22 
地方公共団体の幹部 213-20 
地方公共団体の局部長 213-21 
地方公共団体の三役 213-10 
  
地方支分部局幹部 212-20 
地方支分部局の課長 212-22 
地方支分部局の長 212-21 
地方事務所長（地方公共団体） 213-31 
地方部記者 172-11 
 
茶刈人 431-41 
着磁工 601-99 
着色工（厚形スレート製造） 723-51 
着脱作業員（空港地上サービス） 499-99 
茶系飲料製造工 634-10 
  
茶検査工 639-20 
茶栽培者 431-41 
茶筅（せん）製造工 666-99 
茶仲介人 339-10 
茶番狂言師 195-99 
 
茶包装工 728-10 
注液工（缶詰製造） 624-21 
中央卸売市場長（地方公共団体） 213-31 
中央卸売市場仲買人 339-10 
中央省庁幹部 212-10 
 
中央省庁の課長 212-13 
中央省庁の局部長 212-12 
中央給電指令員（電気事業） 741-20 
仲介人（悉皆業） 339-40 
仲介人（商品仲介業） 339-10 
 
仲介人（染匠） 339-40 
中華そば製造工 621-10 
中学校教員 153-10 
中学校教頭 153-12 
中学校教諭 153-10 
  
中学校講師 153-10 
中学校校長 153-11 
中学校司書教諭 209-60 
中学校助教諭 153-10 
中学校養護教諭 153-13 
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中学校養護助教諭 153-13 
中華まんじゅう製造工 622-99 
中華料理調理人 361-30 
中華料理店主 323-10 
中華料理人 361-30 
 
中間検査工（被服類製造） 659-70 
中間製品検査工 519-52 
鋳金家 183-10 
鋳金工 513-XX 
中継係員  501-23 
  
中継技術員 501-23 
中継機据付工 745-20 
注型工（プラスチック製品製造） 693-10 
中継録音技術員 501-23 
中講義 161-12 
  
中古車解体工 559-99 
中古車査定員（自動車販売業） 289-99 
中古車販売員 324-24 
駐在所勤務員 411-10 
注射液製造工 525-10 
 
駐車係（ホテル） 384-11 
注射器組立工 719-99 
注射剤選別工 525-12 
注射剤溶解工 525-11 
駐車場管理人 384-11 
  
駐車場経営者（雇あり業主） 241-10 
駐車場経営者（雇なし業主） 384-11 
駐車場整理員 384-11 
駐車場・駐輪場管理人 384-10 
駐車場賃貸人 384-11 
 
駐車場誘導員 384-11 
駐車場料金徴収員 384-11 
注射針製造工 558-14 
抽出工（化学） 521-10 
中小企業診断士 149-10 
 
中小企業相談員（商工会議所） 149-99 
抽伸工（金属管製造） 516-23 
鋳銑機金型銑製造工 511-13 
鋳銑機工 511-13 
鋳銑機鋳入工 511-13 
 
鋳銑工 511-13 
抽線工 517-10 
鋳造技術者 041-20 
鋳造工 513-XX 
中双製造工 613-20 
 
鋳造装置組立工 571-30 
鋳造用金型製造工 559-22 
鋳造用木型製図工 726-10 
鋳造用木型製造工  663-20 
鋳鉄鋳物工 513-XX 

鋳鉄鋳物溶解工 511-30 
鋳鉄工 511-25 
鋳鉄工（可鍛鋳鉄所） 513-XX 
鋳鉄仕上工（鋳造品） 519-30 
鋳銅工 512-80 
 
駐屯地司令 401-10 
中白製造工 613-20 
厨房器具組立工（金属製品） 559-99 
厨房器具組立工（木製品） 664-21 
厨房設備施工工 779-99 
 
注文取り（商品） 327-21 
注文取り（商品以外） 335-10 
注文服仕立職（紳士用）  652-10 
注文婦人子供服仕立職 651-10 
注油工 809-34 
 
抽油工 615-22 
注油装置取付工（自動車製造） 591-30 
駐輪場管理人 384-12 
中和工（グリセリン製造） 524-33 
中和工（製革） 701-20 
 
中和工（石けん製造） 524-10 
中和工（水飴製造） 622-50 
丁合作業員 684-12 
超音波応用装置組立工 586-99 
超音波検査員（非破壊検査） 519-53 
 
超音波検査員（臨床検査） 102-10 
超音波検査工（製鋼） 519-53 
超音波深傷検査員（金属製品） 519-53 
長官（各庁） 212-10 
町議会議員 211-20 
 
調教師 209-50 
調教助手 209-50 
彫金工 555-10 
調合工（化学薬品製造） 521-10 
超硬合金焼結工 519-42 
 
超硬合金製造工 519-40 
超硬合金ダイス製造工 559-22 
超硬工具製造工 559-22 
調合工（香辛料製造） 619-14 
調合工（製紙）  671-22 
 
調合工（清涼飲料製造） 634-10 
調合工（粉乳製造）  625-20 
調合工（油脂加工） 524-30 
調香師 209-99 
彫刻家 181-10 
 
彫刻工（プラスチック）  699-99 
彫刻工（木製品製造） 663-30 
彫刻個人作家 181-10 
彫刻師 181-10 
彫刻師（金属彫刻）  555-10 
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彫刻手（床柱彫刻） 663-30 
調剤師 084-10 
調剤助手 119-99 
調査員（国土地理院） 053-10 
調査員（市場調査） 252-20 
 
調査係事務員 252-20 
調査課長（会社本社） 231-11 
調査官（海難審判庁） 139-99 
調査官（各府省庁） 212-10 
調砂工 513-10 
 
調査事務員 252-20 
調査・資料部員 172-11 
調査統計事務員 252-20 
調査役（銀行） 231-10 
調質工（金属熱処理） 515-11 
 
調湿工（合板製造） 662-10 
調湿工（テックス板製造） 662-20 
鳥獣監視人 449-20 
徴収事務員 269-10 
徴収事務員（社会保険事務所） 269-13 
 
鳥獣肉燻（くん）製品製造工 626-20 
鳥獣肉佃煮工  626-99 
鳥獣保護員 449-99 
調色工 646-40 
徴税係員 269-12 
 
調整工（紙製造）  671-22 
徴税事務員 269-12 
調染工  646-40 
長繊処理工 523-30 
調相機運転員（変電所） 741-30 
 
町長 213-11 
提燈（ちょうちん）絵書工 724-99 
提灯器具製造工（金属製） 559-23 
提燈口輪製造工 669-12 
提燈仕上工 713-10 
 
提燈修理工 713-10 
ちょうちん製作工 713-10 
提灯貼職  713-10 
ちょうちん骨製造工 666-13 
提灯骨製造工  666-13 
 
提灯文字書工 724-99 
提灯模様工 724-99 
ちょうつがい製造工 559-23 
腸詰工（鳥獣肉） 626-23 
調停員 139-60 
 
調停係 281-22 
調定係（電力会社・料金算定係） 281-20 
聴能言語士 107-20 
調板工 662-12 
帳票管理士 209-99 

調木工（砕木パルプ製造） 671-12 
調木工（木材チップ製造）  661-31 
調味液工（缶詰・瓶詰製造） 624-10 
調味液注入工（缶詰製造） 624-21 
調味液調整工（缶詰製造） 624-10 
 
調味料製造工（他に分類されないもの） 619-10 
庁務員（市役所） 809-31 
調薬師 084-10 
調理員 361-XX 
調理士 361-XX 
 
調理師 361-XX 
調理師斡旋人 399-99 
調理士紹介所長 399-99 
調理師（鮮魚小売店主） 321-10 
調理食品缶詰製造工 624-XX 
 
調理助手 361-99 
調律師 209-30 
調理手伝人 361-99 
調理人 361-00 
調理人（機内食製造） 361-40 
 
調理人（病院） 361-40 
調理人見習 361-98 
調理人（屋台） 325-32 
調理パン製造工 629-20 
調理補助者 361-99 
  
調理見習 361-98 
長老 161-12 
貯金係事務員 262-11 
貯金為替事務員 262-10 
貯金窓口事務員 262-11 
 
直尺製作工 601-21 
直線工（コンクリート製品製造） 538-10 
直流器運転工（変電所） 741-30 
著作権係 259-14 
著作権係事務員 259-14 
 
貯酒工（ビール製造） 633-12 
貯水槽清掃員 809-13 
貯蓄勧誘員 335-11 
貯木場管理人（森林管理署） 793-10 
貯木池鳶工 669-99 
 
地理学研究者 011-10 
ちり紙交換車運転員 326-11 
ちり紙交換人 326-11 
ちり紙製造工 672-XX 
ちりめん織布工 644-10 
  
ちりめん整経工 643-10 
縮緬（ちりめん）紋彫工 679-22 
地理模型製作工 718-14 
治療技術員 119-20 
治療師 119-99 
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沈金師 715-21 
沈金箔入工 715-21 
沈金彫師 715-21 
沈子製造工（石製） 549-99 
賃貸人（各種物品） 393-10 
 
沈でん選鉱員 759-30 
陳皮製造工 629-99 
沈没船引上作業員 779-10 
珍味製造工（水産物） 627-99 
陳列ケース組立工（金属製） 559-11 
  
陳列ケース組立工（木製品） 664-21 
  
 
 
 
 
 
 

つ 
 
 
 
鎚（つい）起師 183-10 
鎚金工 555-10 
堆朱製造工 715-20 
堆朱類木地彫刻工 663-30 
通関業務係 281-30 
  
通関士 209-99 
通常配達係 504-12 
通信員（新聞社） 172-99 
通信外線保守員 744-10 
通信機器据付工  745-20 
 
通信機器保守工 745-20 
通信機組線工 588-11 
通信機組立工 582-10 
通信機検査工 589-73 
通信記者 172-99 
 
通信技術員（無線） 501-20 
通信技術員（有線） 502-20 
通信機調整工 582-30 
通信機塗装工 723-30 
通信機部品加工工  589-40 
 
通信機部品組立工 589-40 
通信機用トランス部品組立工 589-41 
通信機用変圧器組立工 589-41 
通信ケーブル紙巻工 584-23 
通信ケーブル乾燥工 584-43 
  
通信ケーブル工 744-10 
通信ケーブル製造工 584-XX 
通信ケーブル接続工 744-10 
通信工学研究員 011-24 
通信士（海上保安庁） 412-10 

通信施設保守員 745-20 
通信事務員（タクシー会社）  501-99 
通信制主事（高校） 154-10 
通信線架線工・敷設工 744-10 
通信線修理工 744-10 
 
通信線路架設工 744-10 
通信線路保守工事作業員 744-10 
通信装置据付・保守工 745-20 
通信装置据付工（船舶） 596-13 
通信長（海洋気象台） 501-10 
  
通信電給工 741-40 
通信販売受付事務員 289-20 
通帳ミシン縫工 679-32 
通販オペレーター 289-20 
通風機運転員（発電所） 733-20 
 
通風装置取付工（船舶） 596-14 
通訳 209-20 
通訳案内人 391-20 
通訳ガイド 391-20 
通訳者 209-20 
  
杖製造工 719-99 
使い捨てカイロ製造工 529-99 
津軽塗工 715-10 
突板製造工 669-99 
突板張工  669-99 
  
突板プレス工（合板製造） 662-13 
付添看護師（看護師斡旋所） 093-10 
継手ねじ切工 776-10 
突柾職工 661-20 
継目無管製造工 516-23 
 
机製造工（木製） 664-20 
つくだ煮製造工 627-70 
つげ印材製造工 663-10 
付木製造工 669-99 
黄楊（つげ）細工工 669-99 
 
土固め機運転工 734-12 
槌工（鍛造） 514-22 
土練り工（陶磁器製造） 531-31 
筒切工（紙製品） 679-11 
筒内面磨き工 551-16 
 
筒巻工（紙製品製造） 674-30 
綱具工 596-11 
つな製造工 648-10 
綱なおし工  648-10 
津波研究員 011-10 
  
角細工工 716-30 
角パイプ工 719-51 
角挽物工 716-30 
椿油工 615-XX 
積卸検査係員 272-20 
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積卸作業員 792-20 
積込機操作工（採鉱） 751-10 
積込機操作工（採炭） 751-10 
積出し工（工場） 792-11 
摘入（つみれ）製造工 627-40 
 
紬糸工 642-20 
紬締工（大島紬製造） 646-99 
詰物工（家具類）  721-12 
詰め物中作工（家具類） 721-12 
艶（つや）上工（漆器製造） 715-13 
  
艶糸製造工 642-40 
艶糸巻工 649-14 
艶紙原紙抄造工 672-10 
艶出加工員（家具研磨） 664-20 
艶出加工員（加工紙製造） 673-20 
 
艶出加工員（床柱研磨） 669-99 
艶出加工員（普通紙製造）  672-20 
艶出加工員（木工研磨） 663-14 
艶出加工員（レンズ） 604-20 
艶出工（織物精練）  645-13 
  
吊編立工（メリヤス製造） 647-10 
釣糸製造工 523-XX 
釣餌採取人 459-99 
吊革製造工 709-40 
吊工（めっき業） 556-99 
  
釣込工（ゴム製品製造） 692-99 
吊込工（ゴム履物製造）  692-99 
吊込工（製靴） 702-10 
釣竿製造工（グラスファイバー製） 532-99 
釣竿製造工（竹製）  666-99 
 
釣竿製造工（炭素繊維製） 719-99 
釣燈職 713-10 
釣針製造工 558-14 
釣船船長  499-21 
釣船船頭 499-21 
 
釣堀店主 375-10 
つる細工工 667-99 
吊鋸工（製材）  661-20 
 
 
  
 
 

て 
 
 
 
手足師（人形製造） 712-20 
手編カラー工 559-99 
手編工 647-50 
手編講師（各種学校） 159-20 
手編手袋工 647-50 

庭園管理人 809-38 
庭園設計技術者 052-99 
低温科学研究員 011-12 
低温・保存食品製造工 629-10 
定期券入れ製造工 711-10 
 
定期券発売事務員 301-10 
定期預金事務員 262-11 
抵抗温度計組立工 601-10 
抵抗測定工 589-70 
抵抗溶接工 561-20 
  
艇庫係（競艇場） 793-10 
定時制主事（高校） 154-10 
低周波機器整備係 745-20 
泥水試験係（化学） 529-99 
逓（てい）送自動車運転手  479-10 
 
泥炭採掘員 759-99 
定置網製造工 648-20 
定置網漁師 451-10 
蹄鉄打替作業員 439-10 
蹄鉄製造工 514-40 
  
定盤工（土木建築業） 781-10 
堤防コンクリート詰工 781-13 
堤防清掃人 801-10 
手打うどん製造工 621-10 
手打ひも製造工 648-40 
  
手押鉋機工（家具・建具製造） 663-99 
手織工 644-10 
手描ききもの製作家 183-10 
手書職人（染色業） 646-10 
手かじ（鍜冶）工 514-40 
 
手形係員 262-10 
手形決済事務員 262-10 
手形交換事務員 262-10 
手形割引人 339-99 
摘蕾（らい）作業者（果樹） 431-31 
 
手研磨工 557-10 
手工具製造工 559-22 
出麹工（味噌製造） 614-12 
手込造型工 513-31 
手裁断工 656-20 
 
手提鞄製造工 711-10 
手提袋製造工 711-10 
手刺しゅう工 654-20 
手漉擬革原紙製造工 672-30 
手すき和紙製造工 672-30 
  
手選鉱員 759-30 
手相鑑定家 399-70 
手裁工 656-20 
手帳製造工 684-10 
哲学研究者 012-11 
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鉄管検査工 519-50 
鉄管工 516-40 
鉄器素地プレス成形工 552-10 
鉄筋籠（かご）編工 553-10 
鉄筋組立工（建設業）  763-20 
 
鉄筋組立工（コンクリート製品製造） 538-10 
鉄筋工 763-00 
鉄筋編成工（コンクリート製品製造） 538-10 
鉄筋溶接工（ガス溶接） 562-10 
鉄工 553-10 
 
鉄鋼技術研究員 011-20 
鉄工技術者 031-10 
鉄鋼技術者 041-10 
鉄工検査工 559-70 
鉄工現図型取工 727-31 
 
鉄鋼現図型取工 727-31 
鉄構現図工 727-10 
鉄鋼伸工 516-20 
鉄鉱石焼結工 519-11 
鉄鉱石焙焼工 519-11 
 
鉄鋼船撓（ぎょう）鉄工 553-13 
鉄構造物孔明工 553-99 
鉄鋼取付工（鉄鋼船製造） 553-13 
鉄鋼熱処理工 515-10 
鉄工現図工 727-99 
 
鉄骨加工工 553-10 
鉄骨ガス切断工 562-20 
鉄骨組立工 553-10 
鉄骨組立溶接工 561-10 
鉄骨建築組立工 553-11 
 
鉄骨建築設計者 051-11 
鉄骨工 553-11 
鉄骨切断機工 559-50 
鉄骨とび工 762-11 
鉄骨鳶職 762-11 
 
鉄材切断工 559-50 
鉄材塗装工 723-30 
鉄質試験工 519-50 
鉄心打抜工  552-11 
鉄心組立工 581-32 
 
鉄心積工（変圧器）  581-32 
鉄心用鋼板打抜工 552-11 
鉄線がい装工 584-42 
鉄線引抜工 517-10 
鉄道運行管理事務員 302-10 
 
鉄道運転計画・運行管理員 302-10 
鉄道運転計画事務員 302-11 
鉄道運転司令 302-10 
鉄道貨物係 301-30 
鉄道機関士 461-00 

鉄道機関士見習 461-98 
鉄道機関車運転士 461-XX 
鉄道機関車機関士 461-XX 
鉄道機関車製造技術者 031-10 
鉄道計画係員 252-10 
 
鉄道警察隊員 411-10 
鉄道警備員 423-10 
鉄道工事設計技術者 052-99 
鉄道小荷物係 301-31 
鉄道車掌 491-10 
 
鉄道車掌見習 491-10 
鉄道車両機械修理工 594-42 
鉄道車両機器取付工 594-31 
鉄道車両組立工 594-20 
鉄道車両組立工・修理工 594-00 
 
鉄道車両研究員 011-22 
鉄道車両検査工 599-23 
鉄道車両車体組立工 594-22 
鉄道車両修理工 594-40 
鉄道車両清掃員 809-12 
 
鉄道車両台車組立工 594-21 
鉄道車両台車・車体修理工 594-41 
鉄道車両塗装工 723-30 
鉄道車両配管工 776-10 
鉄道車両配線工 746-12 
 
鉄道車両板金工 554-12 
鉄道車両部品設計士 031-10 
鉄道車両文字書工 724-99 
鉄道信号工事工 746-31 
鉄道信号保守係 746-31 
 
鉄道線路工事作業者 782-00 
鉄道線路修理作業員 782-10 
鉄道線路設計技術者 052-99 
鉄道線路保安員  782-10 
鉄道線路保守工事作業員 782-10 
 
鉄道電気保守係 746-31 
鉄道電路補修工 743-11 
鉄道保安警備員 423-10 
鉄道保線員 782-10 
鉄道用電気装置据付保守員 746-31 
 
鉄道旅客係 301-21 
鉄板圧延工 516-XX 
鉄板ガス切断工 562-20 
鉄板検査工 519-50 
鉄板裁断工 559-50 
 
鉄板洗浄工（鋼圧延） 516-99 
鉄板熱処理工 515-10 
鉄板プレス工 552-XX 
鉄・非鉄金属スクラップ卸売人 326-32 
鉄粉製造工 519-99 
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鉄砲窯工（煉瓦製造） 534-30 
鉄ラス張工 774-21 
鉄割工（鋳物鉱材破砕業） 519-99 
手直し工（織布製造） 649-62 
手捺染工（シルクスクリーン印刷業）  646-31 
 
手荷物預かり人 392-10 
手荷物検査員（空港地上サービス） 301-22 
手縫靴職 702-10 
手縫工（製靴） 702-13 
手鋸工 661-99 
 
手挽（びき）工 661-99 
手袋編立工 647-20 
手袋仕上工（ゴム製） 699-50 
手袋仕上工（布製） 659-60 
手袋仕上工（皮革製） 709-99 
 
手袋仕上工（ビニル製） 699-50 
手袋仕上工（メリヤス製） 647-20 
手袋刺しゅう工 654-XX 
手袋製造工（布製）  659-99 
手袋ミシン縫工（革製を除く） 655-20 
 
手袋ミシンボタン付工（メリヤス製、布製） 655-30 
出前持ち 794-20 
手回品運搬人 399-10 
手元（製材） 661-20 
手撚工（撚糸製造） 642-20 
 
寺管理人（住職でないもの） 389-99 
寺番（僧侶（番僧）） 161-12 
寺番（僧侶（番僧）を除く） 389-99 
手ろくろ成形工 535-11 
電圧監視員（変電所） 741-30 
 
電圧計組立工  601-10 
電圧測定器組立工 601-10 
電圧素子組立工（変圧器製造） 585-30 
電位計組立工 601-10 
店員（飲食店） 371-12 
 
店員（小売業） 324-20 
展延工（非鉄金属箔） 516-34 
電解運転工 521-10 
電解加工機工 551-34 
電解キーパー工 512-30 
 
電解研磨工 556-99 
電解工（サッシ製造） 556-60 
電解清浄工（めっき） 556-99 
電解槽整備工 572-99 
電解めっき工 556-60 
 
電解炉操炉技術者 041-99 
点火機器取付工 593-20 
点火栓組立工  589-32 
点火装置組立工 589-32 
点火装置取付工（自動車製造） 591-30 

点火プラグ組立工 589-32 
点火プラグ検査工 589-70 
電気アイロン組立工  587-11 
電機運転員（変電所） 741-30 
電気オルガン組立工 719-10 
 
電気音響装置製造技術者 034-20 
電気外線工（送電線） 742-11 
電気回路設計技術者 034-20 
電気回路設計士 034-20 
電気化学技術者（アルミナ製造） 042-20 
 
電気化学技術者（金属製造処理） 041-11 
電気化学技術者（金属精錬） 041-11 
電気化学技術者（非金属） 042-20 
電気化学研究員（電気磁気材料研究所） 011-20 
電機係（鉄道業：送電区） 741-20 
 
電機係（鉄道業：配電区） 741-40 
電機係（鉄道業：変電区） 741-30 
電気楽器製作工 719-10 
電気釜組立工 587-10 
電気管理技術者 034-XX 
 
電気機械運転技術員 034-XX 
電気機械器具検査工 589-70 
電気機械器具特性試験工 589-70 
電気機械器具保守員 589-60 
電気機械技術者 034-XX 
 
電気機械組立工・修理工 581-00 
電気機械修理工 581-70 
電気機械据付工 746-30 
電気機械製造技術者 034-XX 
電気機械設計技術者 034-XX 
  
電気機械部品組立工 581-60 
電気機関士 461-10 
電気機関士助士  461-10 
電気機関士見習 461-98 
電気機関車運転士 461-10 
 
電気機関車組立工 594-20 
電気機関車設計技術者 031-10 
電気機関助士見習  461-98 
電気機器販売店員 324-26 
電気機器部品検査工 589-70 
 
電気器具卸外交員 327-22 
電気機具製造技術員 034-XX 
電気技術士 034-XX 
電気技術者 034-00 
電気計器検査工 609-21 
 
電気計器試験工  609-21 
電気計器修理工 601-30 
電気計測器組立工 601-10 
電気計測器製作技術者 034-20 
電気ケーブル工（送電線） 742-11 

てっぽ ― でんき



  

 て 

  
 
 

 110

電気研究員 011-24 
電気検査工（電気工事）  746-20 
電気検層員 755-20 
電気工学研究員 011-24 
電気工業用セラミックス技術者 043-20 
 
電気広告設備工事人 746-10 
電気工作物保安係（電気保安協会） 034-99 
電気工事技術者 034-99 
電気工事検査員 746-20 
電気工事工 746-10 
 
電気工事作業者 746-00 
電気工事士 746-XX 
電気工事施工管理技士 034-99 
電気工事設計監督 034-99 
電気工事人 746-XX 
 
電気採鉱員 755-20 
電気刷子製造工 581-60 
電気指圧師 112-10 
電機子組立工（変圧器） 581-31 
電気試験技術者 034-99 
 
電気試験研究員 011-24 
電気自動車組立工 591-XX 
電気照明係（劇場） 209-40 
電気照明器具組立工  587-12 
電気照明器具取付工 746-10 
 
電気照明動力工 741-50 
電気信号装置製造技術者 035-10 
電気ストーブ組立工 587-11 
電気製塩工 529-20 
電気製鋼工 511-23 
 
電機製図工 726-10 
電気製図工 726-10 
電機整備工（製鉄、製鋼） 746-30 
電気製品検査工 589-70 
電気製品試験工  589-70 
 
電気精錬技術者 041-11 
電気絶縁塗装工 723-30 
電気設計技術員 034-XX 
電気設計士 034-XX 
電気接着工（プラスチック製品製造） 693-50 
 
電気設備管理技術者 034-99 
電気設備工 746-XX 
電気設備設計技術者 034-30 
電気設備設計士 034-99 
電気設備保安係 746-20 
 
電気洗濯機組立工 587-22 
電気掃除機組立工 587-23 
電気送信係員（テレビ送信）  501-21 
電気装置技術者 034-30 
電気装置設計技術者 034-30 

電気測定器組立工 601-10 
電気探鉱技術者 049-11 
電気治療師 119-20 
電気通信監察員 204-18 
電気通信機械器具検査工 589-73 
 
電気通信機械器具修理工 582-50 
電気通信機器組立工 582-10 
電気通信機器調整工 582-30 
電気通信技術者 035-10 
電気通信機束線工 588-11 
 
電気通信施設技術者 035-10 
電気通信施設設計技術者 035-10 
電気通信設備工 745-00 
電器店員 324-26 
電気・電子工学研究者 011-24 
 
電気銅製造工 512-30 
電気銅版工 682-13 
電気動力計組立工 601-10 
電気時計組立工 602-10 
電気時計検査工 609-22 
 
電気時計側付工 602-12 
電気熱処理工（高周波） 515-13 
電気配線工 746-10 
電気配線工事作業者 746-10 
電気配線製図工 726-10 
 
電気配電工 741-40 
電気発破員 049-10 
電気部ぎ装工 596-13 
電機部品仕上工 581-60 
電気保安係員（鉱山） 034-99 
 
電気保安管理士（電気保安協会） 034-99 
電気保安工 746-XX 
電気防蝕技術者 034-99 
電気保守員  746-XX 
電気メーター組立工 601-11 
 
電気メーター検針員 299-11 
電気めっき工 556-10 
電気毛布組立工 587-99 
電気モールド製造工（プラスチック製） 693-10 
電気モールド製造工（木製） 663-20 
 
電気冶（や）金技術者 041-11 
電球アンカー工 583-30 
電球機械運転工 583-10 
電球検査工 589-70 
電球ステム工 583-30 
 
電球製造工 583-10 
電球・電子管組立工 583-21 
電球・電子管仕上工 583-23 
電球・電子管自動組立操作員 583-10 
電球・電子管製造工 583-20 
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電球・電子管排気・封止工 583-22 
電球・電子管部品組立工 583-30 
電球内面着色工 723-99 
電球抜取試験工 589-70 
電球バルブ製造工 532-15 
 
電気溶接機製造技術者 034-99 
電気溶接工 561-00 
電気溶接工（プラスチック製品製造） 693-50 
電極化成工 589-12 
電極焼成工 589-12 
 
天気予報解説者（日本気象協会） 011-10 
電気料金集金人 291-10 
電気料金収納事務員 269-14 
電気療法師 119-20 
電気冷蔵庫組立工 587-21 
 
電気冷蔵庫修理工 587-30 
電気冷蔵庫製造技術者 034-20 
電気冷凍機技術者 034-10 
電気冷凍機修理工 572-11 
電気冷凍機製造技術者 034-10 
 
電気炉工（鋳物） 511-32 
電気炉工（化学） 521-10 
電気炉工（コランダム製造） 539-99 
電気炉工（製鋼） 511-23 
電気炉工（砥粒製造） 539-40 
 
電気炉工（非鉄金属製錬） 512-10 
電気露出計組立工 601-10 
電気炉焼成工（陶磁器製造） 535-14 
電気炉製鋼工 511-23 
電気炉製作工 772-42 
 
電気炉部品据付工 746-30 
電気炉巻付工（ガラス繊維製造） 532-20 
電気炉溶解作業員（製鋼） 511-23 
てんぐさ採取作業者 453-10 
典具帖紙抄造工 672-30 
 
填隙（てんげき）工（木船製造） 665-10 
電源車運転手 479-10 
電工（鉄道車両） 746-12 
電工（船舶） 746-11 
電工（電気工事請負業） 746-10 
 
篆（てん）刻師 717-11 
電弧溶接工 561-10 
甜菜（てんさい）栽培者 431-40 
てん菜糖製造工 613-50 
電算写植オペレーター 681-20 
 
電算写植機オペレーター 681-20 
点字印刷工 683-99 
電子応用がん具組立工 586-99 
電子応用機械器具組立工 586-00 
電子応用機器検査工 589-74 

電子応用機器束線工 588-12 
電子応用装置部品組立工 589-40 
電子回路設計技術者 034-22 
電子回路設計製図員 726-10 
電子回路接続工 585-XX 
  
電子管組立工 583-21 
電子管研究員 011-24 
電子管製造技術者 034-21 
電子機器技術者 034-21 
電磁機器研究員 011-24 
  
電子機器設計技術者 034-21 
電子機器部品製造工 589-40 
電子機器用コイル・トランス製造工 589-41 
電子機器用コンデンサー製造工 589-43 
電子機器用スイッチ組立工 589-46 
 
電子機器用抵抗器製造工 589-42 
電子機構部品組立工 589-46 
転子切落工 551-99 
電子組版機オペレーター 681-30 
電子計算機オペレーター 313-10 
  
電子計算機技術者（維持管理） 034-21 
電子計算機技術者（メカニック） 034-21 
電子計算機組立・調整工 586-10 
電子計算機システム開発員 061-10 
電子計算機周辺機器保守員 589-64 
 
電子計算機製造技術者 034-21 
電子計算機操作員（オペレータ） 313-10 
電子計算機保守員 589-61 
電子計測器組立工 601-10 
電子顕微鏡組立工 586-99 
  
電子工学技術者 034-21 
電子工業用セラミックス技術者 043-20 
電磁鋼板工 516-31 
電子式計測器組立工  601-10 
電子式現金レジスター組立工 586-99 
  
点字指導員 209-99 
電子ジャー検査工 589-75 
電子写真工 725-10 
電子制御燃料噴射装置製造工 571-40 
電子製版作業員 682-40 
 
展示装飾士（デザイン業） 184-12 
電子・電気楽器組立工 719-10 
電子時計組立工 602-10 
電子ピアノ製造工 719-10 
電子ビーム加工機工 551-32 
 
電子ビーム溶接工 561-99 
電子複写機組立工  586-50 
電子複写機修理工  586-50 
電子複写機組立・調整工 586-50 
展示物説明員（博物館等） 375-20 

でんき ― てんじ



  

 て 

  
 
 

 112

電子部品検査工 589-76 
電子部品自動検査機操作員 589-76 
電磁ブレーキ組立工 589-46 
電磁弁組立工 589-46 
転写印刷工 683-99 
  
電車運転士 462-10 
電車運転指導員 462-10 
電車運転士見習 462-98 
電車運転助士 462-10 
電車営業所長（私鉄） 231-12 
  
電車営業所長（地方公共団体） 213-31 
転写絵付工 536-20 
電車・気動車運転士 462-00 
電車・気動車運転士見習 462-98 
電車組立工 594-20 
 
電車広告張り人 809-99 
転写工（陶磁器製造） 536-20 
転写紙絵付工（陶磁器製造） 536-20 
転写紙製造工 529-99 
転写紙貼付工（窯業） 536-20 
 
電車車掌 491-10 
電車修理工 594-40 
転写製版工 682-99 
電車線架線工 743-11 
電車配線工 746-12 
 
転写マーク絵付焼成工 535-14 
転写マーク絵付乾燥工 536-20 
転写マーク絵付仕上工 536-20 
転写マーク絵付水洗い工 536-20 
転写マーク絵付ローラ押し工 536-20 
 
転写マーク校正工 689-20 
転写マーク刷版工 682-99 
転写マーク仕上検査工 689-40 
転写マーク製造工 675-99 
転写マーク台紙上塗り工 673-20 
 
転写マーク台紙乾燥工 673-20 
転写マーク台紙下塗り工 679-20 
転写マーク台紙断裁工 679-11 
転写マーク台紙艶出し工 673-20 
転写マーク台紙貼合わせ工 675-99 
 
転写マーク張込み工 682-31 
転写マーク描画工（下絵） 724-11 
転写用紙抄造工 672-10 
店主（小売店主） 321-10 
店主（薬局：薬剤師） 084-10 
 
添乗員 391-10 
天井クレーン運転工 732-10 
天井下地作業員 771-10 
天井走行起重機運転工 732-10 
電子レンジ組立工 587-11 

電信為替受付事務員 262-10 
電信・電話業営業所長 231-12 
電信・電話業支店長 231-12 
電信保守技術者 035-10 
電線糸巻工 584-20 
 
電線鎧装工 584-40 
電線加工工（電線製造） 584-XX 
電線架線工（送電線）  742-11 
電線紙巻工 584-23 
電線皮むき工 589-99 
 
電線検査技術者（電線製造） 034-99 
電線検査工 589-70 
電線工（電気業：送電線） 742-11 
電線工（銅線製造） 517-10 
電線試験工 589-70 
 
電線絶縁工 584-XX 
電線切断工（電線製造） 589-99 
電線塗装工 723-30 
電線布巻工 584-44 
電線被鉛工 584-43 
 
電線被装工 584-XX 
電線ビニール被覆工 584-22 
電線編組工 584-44 
電線巻取工 517-10 
電装工（一般機械） 571-99 
 
電装工（自動車製造）  591-30 
転造工（ねじ製造） 551-99 
電送写真係（無線） 501-22 
転造盤工 551-99 
電装品取付工（自動車製造）  591-30 
 
伝送量測定器組立工 601-10 
天反工（げた製造） 669-20 
電卓組立工  586-10 
電池検査工 589-70 
電池修理工 589-99 
 
電池時計組立工 602-10 
電着塗装工 723-30 
電柱建工 781-10 
電鋳工 556-10 
電柱製造工（コンクリート製） 538-14 
 
店長（デパート） 231-12 
電動ウインチ操作工 732-22 
電動ウインドラス操作工 732-20 
店頭係 324-10 
店頭係（証券会社） 333-10 
 
電動機応用製品組立工  587-20 
電動機組立工 581-20 
電動機組立・調整工 581-20 
電動機修理工 581-71 
電動機製造技術者 034-10 

でんし ― でんど 



  

て  

 
 
 

 113

電動機設計技術者 034-10 
電動機調整工 581-20 
電動機分解工  581-71 
電動機巻線工 581-21 
電動工具組立工 571-99 
 
伝道師 161-13 
店頭商品補充員（スーパー、デパート） 809-30 
電灯線修理工 746-10 
店頭販売員 324-XX 
電動ホイスト運転工 732-21 
 
店内販売員（小売業） 324-20 
電熱乾燥装置組立工 587-11 
電熱機器組立工 587-11 
電熱器組立工 587-11 
電熱器充てん工 589-99 
 
電熱・照明器具組立工 587-10 
天然ガス採取工 755-32 
天然ガス採取ポンプ運転工 733-10 
天然寒天製造工 627-61 
天然ゴム工 691-XX 
 
天然スレート瓦製造工 541-20 
天然染料製造技術者 042-10 
天然砥石工 539-40 
電波監視員 204-18 
電波監視官 204-18 
 
電波技術員 501-99 
電波研究者 011-12 
電波測定器組立工 601-10 
電波標識技術員 501-99 
天張り工 669-20 
 
天秤組立工 601-21 
田麩製造工 627-99 
天ぷら揚げ職人（飲食店） 361-10 
天ぷら揚げ職人（惣菜） 629-20 
天ぷら油製造工 615-XX 
 
天ぷら粉製造工 612-10 
でん粉攪拌工 612-12 
でん粉乾燥工 612-12 
でん粉原料水洗工 612-12 
でん粉原料磨砕工 612-12 
 
澱粉工 612-12 
澱粉さらし工 612-12 
でん粉処理工 612-12 
でん粉製造工 612-12 
澱粉分離工  612-12 
 
でん粉溶解工 612-12 
電縫管工 516-42 
電縫管製造工 516-42 
電縫機工 561-20 
電縫鋼管工 516-42 

電報通信員 502-10 
電報配達員 504-20 
店舗開発担当者 252-10 
店舗指導要員 289-99 
店舗巡回指導員 289-99 
  
店舗デザイナー 184-30 
天幕製造工 659-40 
天幕ミシン工 655-20 
天文学研究者 011-10 
天文研究員 011-10 
  
電纜（らん）検査工 589-70 
電纜試験工 589-70 
電流測定器組立工  601-10 
電流調整工（変電所） 741-30 
電力技術員 034-31 
 
電力計組立工  601-11 
電力ケーブル紙巻工 584-23 
電力ケーブル乾燥浸油工 584-43 
電力ケーブル製造工 584-XX 
電力ケーブル撚合せ工 584-30 
  
電力制御装置修理工 581-72 
電力制御装置設計技術者 034-31 
電力制御装置操作員 741-40 
電力設備保安員（電力会社） 746-30 
電力線細撚工 584-10 
 
電力測定器組立工 601-11 
電力電気工（変電所） 741-30 
電力保全工 741-XX 
電力メータ取替工 746-10 
電力メータ取付工 746-10 
  
典礼員 395-10 
転炉工 511-22 
電炉工（人造研削材製造） 539-40 
電路工（送電線）  742-11 
転炉工（非鉄金属製錬） 512-10 
  
転炉製錬工（非鉄金属製錬） 512-10 
転炉保全工 772-43 
転炉炉前工 511-22 
電話受付係（通信販売業） 289-20 
電話機器工 745-30 
 
電話機組立工 582-12 
電話機据付工  745-32 
電話機据付・保守工 745-32 
電話機製造技術者 035-10 
電話機保守工  745-32 
 
電話検査員 745-32 
電話交換機械技術者 035-10 
電話交換機組立工 582-12 
電話交換機修理工 582-50 
電話交換手 503-10 
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電話交換装置据付工 745-31 
電話工事人（宅内線） 745-32 
電話試験係 745-30 
電話修理技術員 034-20 
電話修理工  582-50 
  
電話線架設工 744-10 
電話装置据付・保守工 745-30 
電話中継技術員 035-10 
電話調査オペレーター 252-20 
電話帳配布人 794-10 
  
電話度数計組立工 601-10 
電話番号案内人 503-13 
電話ボックス清掃員 801-10 
電話料金集金人 291-10 
電話料金収納事務員 269-14 
 
電話料金徴収事務員 269-14 
  
 
 
 
 
 
 

と 
 
 
 
投網漁師 451-20 
樋管理工（高炉）  511-12 
砥（と）石切出人 752-10 
砥石車仕上工 539-40 
砥石車焼成工 539-40 
  
砥石車成形工 539-40 
砥石車製造工 539-40 
砥石検査工 539-50 
砥石成形工 539-40 
土居職 773-99 
  
籐椅子製作工  667-11 
銅鋳物工 513-XX 
銅打物職 554-10 
投影機組立工 603-32 
糖液圧ろ工 613-20 
 
糖液混合工 613-20 
糖液蒸発工 613-20 
動画色付工 724-13 
動画演出家 194-20 
動画カメラマン 185-31 
 
動画企画者 252-10 
動画脚本家 171-20 
動画記録員 259-99 
動画原作家 182-30 
陶画工 536-10 

動画作画家 724-13 
動画撮影家 185-31 
動画製作進行係 259-99 
導火線製造工 529-99 
統括職業指導官（公共職業安定所） 201-13 
  
統括審査官（税関） 212-20 
動画トレーサー 724-13 
動画美術家 182-30 
動画編集者 172-99 
動画録音技術員 509-99 
  
導管修繕工（ガス会社） 776-14 
陶器印刷工 536-20 
陶器加工工 535-10 
陶器木型製造工 663-20 
陶器個人作家 183-10 
 
銅器仕上工 554-10 
登記事務員 259-12 
陶器素がき工 536-10 
陶器彫刻工 535-10 
登記登録係 259-12 
 
等級仕分け人 809-20 
撞（どう）球製造工 716-30 
とう・き柳・草・つる製品製造工 667-00 
堂宮大工 771-11 
道具廻し 632-15 
 
陶芸家 183-10 
統計解析係員 252-20 
統計学研究者 011-11 
塔形起重機操作工 732-10 
統計研修所教師 159-40 
 
統計事務員 252-20 
統計資料係事務員 252-20 
統計数理員 209-99 
統計数理研究員 011-11 
刀剣研究員（博物館学芸員） 209-99 
 
刀剣さや師 719-99 
刀剣師 183-10 
刀剣製造人 183-10 
銅合金鋳物工 513-XX 
銅細工工 554-10 
 
銅採掘員 751-10 
当座預金係 262-11 
杜氏 632-11 
陶磁器上絵付工 536-10 
陶磁器絵付工 536-XX 
 
陶磁器絵付用デザイン係 724-10 
陶磁器卸売店主 322-10 
陶磁器画工 536-10 
陶磁器技術者 043-10 
陶磁器組手工 535-10 
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陶磁器原型製作工 184-99 
陶磁器検査工 539-53 
陶磁器研磨工 535-12 
陶磁器原料工 531-10 
陶磁器原料調合工 531-12 
 
陶磁器原料粉砕工 531-11 
陶磁器工 535-10 
陶磁器彩色工 536-10 
陶磁器仕上工 535-11 
陶磁器焼成技術者 043-10 
 
陶磁器焼成工 535-14 
陶磁器図案工 536-10 
陶磁器製玩具組立工 712-10 
陶磁器成形技術者 043-10 
陶磁器成形工 535-11 
 
陶磁器製造技術者 043-10 
陶磁器製造工 535-10 
陶磁器製造工見習 535-98 
陶磁器旋盤工 535-12 
陶磁器タイル成形工 535-11 
 
陶磁器デザイナー 184-20 
陶磁器手造り成形工 535-11 
陶磁器転写絵付工 536-20 
陶磁器土練工 531-31 
陶磁器流込工 535-11 
 
陶磁器生型仕上工 535-11 
陶磁器吹付工 536-30 
陶磁器プレス成形工 535-11 
陶磁器レース加工工 535-13 
投資信託計理人 209-99 
 
同時通訳者 209-20 
投資売買相談係 333-10 
刀匠 183-10 
堂掌 161-12 
動植物油脂製造工 615-00 
 
動植物油脂製品検査工 629-30 
投書欄担当編集者 172-12 
銅伸張工 517-10 
胴摺工（漆器製造） 715-11 
とう製家具編工  667-11 
 
とう製家具製造工 667-11 
籐製家具磨き工  667-11 
籐製かご編工 667-10 
搗（とう）精工 611-10 
とう製品製造工 667-10 
 
籐製容器製造工 667-10 
銅精錬技術者 041-10 
銅製錬工（電解法を除く） 512-40 
陶石採掘員 752-10 
透析士（病院） 106-10 

銅線搾（さく）出工 517-10 
銅線製造工 517-10 
銅線引抜工 517-10 
銅線細撚工（電力ケーブル製造）  584-10 
灯台管理人 499-99 
 
灯台長 412-10 
銅電解工 512-30 
陶土採取人 753-20 
陶土精製工 531-10 
豆乳製造工 623-10 
 
銅版画付仕上工（陶磁器製造） 536-50 
銅板金型抜工 552-11 
銅板金工 554-10 
銅版仕上工 682-13 
胴吹き工（ガラス製品製造） 532-13 
 
豆腐製造工 623-11 
動物園管理者（民営） 231-10 
動物園飼育係 432-42 
動物園出札係 375-21 
動物園長（地方公共団体） 213-31 
 
動物学研究員 011-14 
動物学者 011-14 
動物玩具工 712-10 
動物看護師 432-99 
動物曲芸師 195-60 
 
動物訓練士 209-50 
動物小売店主 321-10 
動物飼育係 432-40 
動物実験員（医薬品製造） 011-43 
動物実験作業員 432-99 
 
動物実験助手 432-99 
動物販売店員 324-20 
動物病院看護師 432-99 
動物病院長（獣医師） 083-10 
動物油脂製造工 615-XX 
 
豆腐・同加工食品製造工 623-10 
豆腐屋店員（売子） 324-22 
豆腐屋店員（販売員を除く） 623-10 
豆腐呼売人 325-21 
糖分抽出工 613-20 
 
道明寺粉製造工 612-10 
頭面工（金属製ファスナー） 559-99 
堂守 389-99 
堂守（番僧） 161-12 
とうもろこし粉製造工 612-10 
 
とうもろこし飼料製造工 619-30 
銅誘導炉工 512-40 
桐油工 615-XX 
銅溶解工 512-10 
棟梁 771-10 
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動力ウインチ運転工 732-22 
動力運転工（製鉄、製鋼） 741-50 
動力機械検査工 572-21 
動力機械保全・修理工 572-11 
動力耕うん機組立工 571-31 
 
動力室電気工 741-50 
動力ショベル運転工 734-11 
動力線架線工（配電線） 743-11 
動力装置取付工 591-30 
動力伝導装置組立工 571-40 
 
動力部門運転員 741-50 
動力プラントオペレータ 741-50 
動力保守係 741-XX 
動力ポンプ運転工 733-10 
動力ポンプ組立工 571-99 
 
動輪旋盤工 551-11 
道路運行管理事務員 302-20 
道路管理員 429-10 
道路監理員(国・地方公共団体、高速道路会社) 429-10 
道路技術者 052-10 
 
道路救援隊員（日本自動車連盟） 592-XX 
道路区画線設置作業員 781-24 
登録自動車損害鑑定人(損害保険料率算出機構) 209-99 
道路建設技術者 052-10 
道路工事作業員 781-20 
 
道路工事人  781-20 
道路ゴムライン貼付員 781-24 
道路作業員 781-20 
道路散水工 809-30 
道路清掃作業員 801-13 
 
道路整地人 781-20 
道路測量士 053-10 
道路測量設計技術者 053-10 
道路白線引工（ペンキ塗線） 781-24 
道路パトロール員（東・西日本高速道路会社） 429-10 
 
道路標識取付工 781-23 
道路付帯設備取付作業員 781-23 
道路補修作業員 781-20 
道路舗石工 781-20 
道路舗装作業員 781-20 
 
道路ローラ運転手 734-12 
土管仕上工（コンクリート製） 538-14 
土管成形工（コンクリート製） 538-14 
土管製造工（コンクリート製） 538-14 
土管配管工 781-11 
 
土管敷設工 781-11 
とぎ師（はさみ、鎌、ほう丁） 557-12 
常磐津師匠 202-20 
得意先係（銀行） 335-11 
得意先集金係（銀行） 335-11 

特殊印刷工 683-99 
特殊法人の管理職 232-20 
特殊ガラス工 532-XX 
特殊救難隊員 412-10 
特殊鋼線伸線工 517-10 
 
特殊合板工 662-10 
特殊自動車運転手 479-10 
特殊自動車組立工 591-XX 
特殊自動車整備工 592-10 
特殊電子部品製造工 589-50 
 
特殊不織布製造工 649-52 
特殊物質調査技術者 071-99 
特殊法人の役員 222-20 
特殊ミシン縫製工 655-30 
特殊無線技士 501-30 
 
特殊やすり目立工 559-22 
特殊郵便係員 303-11 
特殊郵便事務員 303-11 
独身寮管理人 382-10 
特派員（新聞） 172-11 
 
毒物劇物監視員 119-32 
毒物劇物取扱責任者（薬剤師） 084-10 
特用林産技術員 023-10 
特用林産物採取作業者 449-10 
独立行政法人の管理職員 232-10 
 
独立行政法人の役員 222-10 
時計卸売店主 322-10 
時計ガラス製造工 532-14 
時計側組立工（金属製） 559-99 
時計側組立工（プラスチック製） 699-99 
 
時計側組立工（木製） 664-10 
時計側検査工（金属製） 559-70 
時計側検査工（プラスチック製） 699-52 
時計側検査工（木製） 669-50 
時計組立工 602-10 
 
時計組立工・修理工 602-00 
時計組立・調整工 602-10 
時計検査工 609-22 
時計小売店主 321-10 
時計皿組工 602-10 
 
時計師 602-XX 
時計修理工 602-30 
時計製品検査工  609-22 
時計調整工 602-10 
時計・時計類似機器修理工 602-30 
 
時計バンド製造工（革製） 709-40 
時計バンド製造工（金属製） 559-99 
時計バンド製造工（プラスチック製） 699-99 
時計バンド取付工 609-99 
時計販売店員 324-20 
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時計部品組立検査工 609-22 
時計部品組立工 602-11 
時計部品検査工 559-70 
時計部分組立検査工  609-22 
時計振付工 602-10 
 
時計文字板印刷工 683-99 
時計文字板模様付工 559-99 
時計類似機器組立・調整工 602-20 
土建運搬作業員 792-13 
土建現場監督 052-99 
 
土建現場事務員 271-10 
床板工 663-10 
塗工紙製造工 673-20 
床框（かまち）製造工 663-99 
床柱製材工 661-20 
 
床柱製造工 663-99 
床屋 351-10 
床山 353-99 
床山見習 353-99 
ところてん製造工 627-99 
 
登山案内人 391-20 
登山ガイド 391-20 
登山靴製造工 702-10 
登山指導員（登山研修所） 159-99 
都市ガス製造オペレータ 521-13 
 
土質調査員 071-30 
土砂運搬人 781-10 
土砂坑内運搬員（トンネル・ダム工事） 759-20 
土砂採取人 753-10 
土壌改良技術員 021-12 
 
土壌研究者 011-31 
土壌肥料研究員 011-10 
図書係事務員 259-99 
図書貸出事務員 259-99 
図書館員 259-99 
 
図書館員養成所講師 159-10 
図書館司書 209-60 
図書館事務職員 255-10 
図書館事務長 251-10 
図書館長（大学教員） 156-10 
 
図書館長（地方公共団体） 213-31 
図書分類事務員 209-60 
図書編集者 172-32 
図書保管事務員 259-99 
図書保管整理事務員 209-60 
 
戸製造工 664-30 
土石採取人 753-20 
土石製品検査工 549-99 
塗装技術者 071-99 
塗装検査工 729-99 

塗装工 723-00 
塗装工（瓦製造） 539-99 
塗装工（自動車修理業） 554-13 
塗装工見習 723-98 
塗装仕上工 723-50 
 
塗装着色工 723-51 
塗装板金工 554-10 
塗装前処理工 723-10 
塗装焼付乾燥工 723-30 
土地開発公社理事 229-99 
 
土地改良換地士 209-99 
土地改良区指導員 052-99 
土地家屋調査士 205-20 
土地家屋調査士補助者 209-99 
土地区画整理士 209-99 
 
と畜検査員 083-10 
と（屠）畜作業員 729-30 
土地建物仲立人 331-10 
土地建物売買人 331-10 
土地評価員（税務事務所） 209-99 
 
特許管理士 139-99 
特許事務員 259-13 
特許書記 259-13 
特許審査官 204-16 
特許審判官 139-20 
 
特許代理人 132-10 
特許調査事務員 252-20 
特許弁理士 132-10 
特許法律家 139-99 
とっ（凸）版印刷作業員 683-10 
 
とっ（凸）版製版作業員 682-11 
とっ版枚葉印刷作業員 683-10 
とっ版輪転印刷作業員 683-10 
都電運転手 462-10 
都道府県会議員 211-20 
 
都道府県議会議員 211-20 
都道府県中小企業団体中央会役員 229-20 
都道府県農業協同組合連合会役員 229-20 
度取り工 559-30 
とのこ製造工 549-99 
 
土場作業員 661-99 
鳶親方 762-10 
とび工 762-00 
塗被工（アート紙製造） 673-21 
とび工見習 762-98 
 
鳶職 762-XX 
とび鉄工 762-11 
鳶鉄骨立方 762-11 
土俵づくり（日本相撲協会） 203-99 
塗布工（油布）  649-99 
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塗布工（漆：金銀糸製造） 693-20 
塗布工（漆：漆器製造） 715-10 
塗布工（感光剤：ＩＣ製造） 585-50 
塗布工（銀：磁器（セラミック）コンデンサ製造） 589-43 
塗布工（蛍光塗料） 723-XX 
 
塗布工（製革） 701-30 
塗布工（接着剤：合板製造） 662-13 
塗布防水工 778-12 
土木機械設計技術者 031-10 
土木技術者 052-00 
 
土木研究員 011-21 
土木建設技術者 052-XX 
土木・建築工学研究者 011-21 
土木建築設計技術者 052-XX 
土木建築設計コンサルタント 052-XX 
 
土木工学研究員 011-21 
土木工事運搬作業員 781-10 
土木工事管理者 052-99 
土木工事監理補助 271-10 
土木工事作業員監督 052-99 
 
土木工事資材運搬作業員 792-13 
土木工事施工管理人 052-99 
土木工事防水工 778-12 
土木作業員 781-10 
土木作業者 781-00 
 
土木水路技術者 052-XX 
土木製図工 726-10 
土木施工管理技術士 052-99 
土木設計技術者 052-XX 
土木設計計画事務員 252-10 
 
土木設計調査技術員 052-XX 
土木鉄筋工 763-10 
土木発破員 759-40 
土木はつり職 781-10 
塗膜防水工 778-11 
 
鳥打帽製造工 659-21 
鳥かご製造工（竹製） 666-99 
取りこわし作業員 762-20 
取締役工場長 221-20 
取締役社長（会社） 221-10 
 
取締役副社長（会社） 221-10 
取出工（ガラス製品製造） 532-99 
取付審査員 259-99 
鶏肉解体工  626-99 
取引係（銀行） 281-40 
 
取引先係（銀行） 335-11 
取べ運搬員 511-99 
取べ工（鋳物製造） 513-99 
取べ（鍋）精錬工 511-24 
取べ内部修理工 772-43 

取べ煉瓦積み工 772-42 
砥粒原料工 531-10 
砥粒原料配合工 531-12 
砥粒原料粉砕工 531-11 
砥粒製造工 539-40 
 
塗料・絵具・インキ製造工 529-40 
塗料卸売店主 322-10 
度量衡器組立工 601-21 
度量衡器仕上工  601-21 
度量衡器検査工 609-21 
 
度量衡器修理工 601-30 
塗料試験工 529-60 
塗料製造技術者 042-10 
塗料製造工 529-40 
塗料調合工 723-11 
 
塗料調合工（看板書き） 724-20 
塗料調合工（漆器製造） 715-10 
塗料調合工（塗料製造） 529-40 
塗料調色工 723-11 
塗料調色工（看板書き）  724-20 
 
塗料調色工（漆器製造）  715-10 
塗料調整工（塗装業） 723-11 
塗料調整工（塗料製造） 529-40 
塗料捏和（ねっか）工 529-40 
塗料剥離作業員（清掃） 809-10 
 
塗料燒付乾燥工（漆器製造） 715-10 
鳥猟師 449-20 
とろろ昆布製造工 627-50 
緞子（どんす）織工 644-10 
  
 
 
 

な 
 
 
 
内科医 081-10 
内閣総理大臣 211-10 
内閣法制局長官 212-10 
内業仕上工（造船） 553-13 
内業鉄工 553-13 
 
内航貨客船船長 481-10 
内航航海士 482-10 
内水面漁労作業者 451-20 
内水面漁師 451-20 
内線電工 746-10 
 
内線電話交換手 503-12 
内装工 777-XX 
内装工（クロス貼）  777-34 
内装工事施工管理技術者 051-12 
内装工（室内装飾） 777-30 
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内装仕上工 777-00 
内臓処理工（魚缶詰製造） 624-11 
内臓処理工（肉解体）  729-30 
内装設計技術者 051-11 
内装設計士（建物） 184-30 
 
内燃機械組立工 571-11 
内燃機関運転工 739-10 
内燃機関運搬車組立工 591-XX 
内燃機関運搬車修理工 592-10 
内燃機関組立仕上工 571-11 
 
内燃機関検査工 572-21 
内燃機関車運転士  461-20 
内燃機関車組立工 594-20 
内燃機関修理工 572-11 
内燃機関製造技術者 031-11 
 
内燃機関設計技術者 031-11 
内燃機関電装品組立工 589-30 
内燃機関電装品製造技術者 034-20 
内燃車運転士 462-20 
内燃動車組立工  594-20 
 
内燃力発電機械技術者 034-10 
苗育布織工 644-10 
苗木栽培人 431-33 
苗木職人 431-33 
苗木選別人 431-33 
 
苗圃（ほ）作業者 431-XX 
仲居 372-12 
長唄師匠 202-20 
仲卸人（中央・地方卸売市場） 339-10 
仲買人（商品仲買業） 339-10 
 
長着・羽織仕立職 653-11 
中ぐり工 551-13 
中ぐり旋盤工 551-13 
中ぐり盤工  551-13 
中子工 513-20 
 
仲子製造工（建具職） 664-30 
長さ測定機組立工 601-21 
流し（演歌師） 191-40 
流込成形工（陶磁器製造） 535-11 
中底溝切工 702-10 
 
中台 361-10 
中研工（漆器製造） 715-11 
中板押切工 661-99 
仲番（旅館） 809-36 
中人（酒類製造） 632-15 
 
流子採取作業者 453-20 
仲人（結婚相談所） 201-10 
梨選果員（集荷場） 809-20 
菜種油製造工 615-XX 
なつ印工 728-99 

捺印工（製本） 689-99 
捺染紙型製造工 679-22 
なっ染工 646-30 
捺染彫刻工 555-31 
捺染用スクリーン写真製版工 682-14 
 
なっ（捺）染ロール彫刻工 555-31 
納豆製造工 629-99 
七色唐辛子製造工 619-14 
鍋蓋製造工 669-99 
生あげ製造人 623-13 
 
生うどん製造工 621-10 
生ゴム切断機工 691-11 
生ゴム洗浄工 691-11 
生コンオペレータ 538-20 
生コンクリート製造工 538-20 
 
生コン車運転手 473-13 
生酢精製工 619-11 
生素地乾燥工（研磨砥石製造） 539-40 
生茶葉蒸工 631-11 
生麩製造工 623-30 
 
生麺製造工 621-10 
鉛板内張工 779-99 
鉛工（鋳物製造） 559-99 
鉛合金鋳物工 513-XX 
鉛採掘員 751-10 
 
鉛精錬工 512-10 
並板溶解工（ガラス製品製造） 531-20 
波形セメントスレート製造工 538-13 
なめこ採取人（天然物） 449-10 
なめこ瓶詰製造工 624-XX 
 
鞣（なめし）皮工 701-21 
なめし工 701-20 
鞣工（製革） 701-20 
鞣剤調合工 709-99 
なめみそ製造工 629-99 
 
ならい旋盤工 551-11 
奈良漬け製造工 628-10 
鳴物師 191-50 
なわ製造工 648-30 
縄製造工（繊維製） 648-30 
 
縄製造工（わら製） 667-30 
縄染工（麻縄） 667-99 
軟化工（金属熱処理） 515-11 
南京豆加工工 622-44 
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荷受作業員 792-10 
荷受人（選果場）  792-10 
荷卸工（製鉄、製鋼） 792-20 
煮方（飲食店） 361-10 
煮方（調理場） 361-10 
  
煮がま工（飴製造） 622-50 
膠（にかわ）製造工 529-99 
膠つけ工（指物） 664-10 
膠塗り工（研磨布・紙製造） 539-40 
膠溶解工（研磨布・紙製造） 539-40 
  
二級建築士 051-10 
二級自動車整備士  592-10 
にぎりずし職人（飲食店） 361-11 
肉解体作業員（と畜場） 729-30 
肉牛飼育者 432-10 
  
肉牛・乳牛飼育作業者 432-10 
肉切工（食肉製品製造） 626-XX 
肉裁断工（缶詰製造）  624-14 
肉処理工（ハム・ソーセージ製造） 626-21 
肉詰工（缶詰製造） 624-21 
 
肉詰工（ハム・ソーセージ製造） 626-23 
肉割工（缶詰製造） 624-14 
濁酒製造工 633-99 
荷さばき作業員（市場内） 792-12 
錦付工（陶磁器製造） 536-50 
 
西陣織工 644-10 
尼首座 161-12 
尼上座 161-12 
荷選別工 809-20 
尼僧 161-12 
  
荷台組立工（自動車製造） 591-20 
荷造機械設計技術者 031-10 
荷造木箱製造工 669-99 
荷造検査工 795-20 
荷造工 795-00 
 
荷造発送員 795-99 
荷造包装員 795-10 
煮詰工（精糖） 613-20 
煮詰工（リスリン蒸発工：油脂製品製造） 524-30 
二等機関士 483-20 
 
二等航海士 482-10 
二等航空機整備士  593-40 
煮取工（動植物油脂製造） 615-23 
荷札製造工 675-99 
荷札針金付工 675-99 

煮干あじ製造工 627-30 
煮干いわし製造工 627-30 
煮干えび製造工 627-30 
煮干製造工 627-30 
日本画家 182-11 
 
日本語教師 159-20 
日本塩工業会役員 229-20 
日本舞踊家 192-10 
日本舞踊個人教師 202-20 
日本料理調理人 361-10 
 
煮豆製造工 629-20 
荷物運搬人 399-10 
荷役機械製造技術者 031-10 
荷役作業員（沿岸荷役）  791-12 
荷役装置取付工 596-11 
 
乳飲料製造工 625-60 
乳液製造工 525-30 
乳化工（マーガリン製造） 615-41 
乳牛飼育者 432-10 
入金事務担当者 261-10 
 
入国警備官 429-20 
入国審査官 259-10 
乳剤検査工（写真感光材料） 529-60 
乳剤工（写真感光材料） 529-30 
乳剤水洗工（写真乳剤製造） 529-30 
 
乳剤塗布工 529-31 
乳酸菌飲料製造工 625-60 
乳酸菌培養工 625-60 
乳酸発酵工（合成酒製造） 633-99 
乳酸発酵工（乳酸飲料製造） 625-60 
 
乳酸発酵製品製造工 625-60 
乳質検査員（牧場） 022-30 
入場券売り人（神社、仏閣） 375-21 
乳製品技術者 025-10 
乳製品検査技術者 025-10 
 
乳・乳製品製造工 625-00 
乳量検査員（農業協同組合） 022-30 
二硫化炭素製造工 521-10 
二硫化チャージ工 523-10 
二輪自動車組立工 591-20 
 
二輪自動車整備工 592-10 
二輪車テストライダー 479-10 
庭石採掘人 753-30 
庭石採取作業者 753-30 
庭木屋 433-10 
 
庭師 433-10 
人形頭師 712-21 
人形髪付師 712-21 
人形着付師 712-20 
人形衣装ミシン縫製工 655-10 
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人形組立工 712-20 
人形ケース製作工 664-10 
人形彩色工 724-99 
人形芝居師 195-40 
人形浄瑠璃太夫 191-50 
 
人形製造工 712-20 
人形使い 195-40 
人形胴付師 712-22 
人形彫職 663-31 
人間ドック検査員 119-20 
 
認定生命保険士 332-10 
任用事務員 251-11 
  
 
 
 
 
 

ぬ 
 
 
 
縫糸製造工 642-40 
ぬいぐるみ製造工（布帛玩具） 712-20 
縫子（ミシン縫製） 655-10 
縫子（和服） 653-XX 
縫糸巻工 649-14 
  
縫針製造工 558-14 
糠油製造工 615-XX 
糠漬け工 628-10 
抜型工（紙型品製造）  679-13 
抜型ポンス工 552-11 
 
抜物工  552-11 
抜物プレス工 552-11 
布洗工 645-13 
布替工（布内張工）  721-XX 
布鞄製造工  711-10 
 
布靴製造工（ゴム底） 659-99 
布裁断工 656-XX 
布地型取工 659-10 
布地カッティング工 656-XX 
布地柄合わせ工 659-99 
  
布地機械裁断工  656-10 
布地裁断工（草履製造）  659-99 
布地スリッパ製造工 659-99 
布地草履製造工 659-99 
布製玩具製造工 712-10 
 
布製袋製造工 659-99 
布製人形縫製工 655-20 
布染色工 646-23 
布裁工  656-XX 
布継工（ゴム製品製造） 699-30 

布接工（レース製造） 655-20 
布テープ製造工 644-10 
布手袋製造工 659-99 
布捺染工 646-30 
布張工（内張業） 721-XX 
 
布張工（織物精練） 645-11 
布張工（箱製造） 721-30 
布巻取工  649-35 
布やすり工 539-40 
塗下駄蒔絵職 715-22 
 
塗込工（人造石製造） 538-99 
塗込工（捺染ロール彫刻） 555-99 
  
 
 
 
 
 

ね 
 
 
 
禰宣（ねぎ） 161-11 
猫車製造工 599-99 
猫飼育者 432-41 
ねじ切旋盤工 551-11 
ねじ切盤工 551-99 
  
ねじ切りフライス盤工 551-14 
ねじゲージ組立工（機械式） 601-21 
ねじ検査工 559-70 
ねじ製造工（転造によるもの） 551-99 
ねじ測定機器組立工（機械式） 601-21 
 
ねじ立盤工 551-99 
ねじ転造盤工 551-99 
根締工（毛筆製造） 719-33 
ねじ山測定機組立工（光学式） 603-20 
熱押精整工 516-50 
 
捏和（ねっか）工（火薬製造） 521-10 
捏和工（製糖） 613-20 
捏和工（石けん製造） 524-10 
捏和工（油脂加工） 524-30 
熱加硫工（ゴム製品製造） 692-30 
  
熱間圧延工 516-20 
熱管理技術者 071-99 
熱交換器製造工 571-40 
熱処理技術者 041-99 
熱処理工（化学製品） 521-10 
 
熱処理工（化学繊維製造） 523-30 
熱処理工（金属） 515-10 
熱処理品運搬工 792-11 
熱絶縁工 779-20 
熱帯魚養殖技師 024-11 
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熱帯魚養殖作業者 454-10 
熱電温度計組立工 601-10 
熱板圧延工 516-22 
熱板工 516-22 
熱風炉工 511-10 
 
熱量計組立工 601-10 
熱量調整員（ガス器具） 572-20 
熱入工（ゴム製品製造） 691-13 
値札付人 728-99 
練合工（医薬品製造） 525-10 
 
練合人（左官工事） 774-11 
練雲丹（うに）製造工 627-99 
練込み工（インク製造） 529-40 
練製品製造工 627-40 
練付工（パン・菓子製造） 622-XX 
  
練肉工（印刷インキ製造） 529-40 
練肉工（塗料・顔料製造） 529-40 
練抜工 645-11 
年金アクチュアリー 209-99 
撚金銀糸製造工 649-99 
  
撚糸機糸かけ工 642-20 
撚糸機運転工 642-20 
撚糸機保全工 572-11 
ねん糸工 642-20 
撚糸準備工 642-20 
  
撚線工（ワイヤーロープ製造） 558-11 
粘土瓦成形工 534-10 
粘土採掘員（耐火粘土を除く） 753-20 
粘土採取作業者 753-20 
粘土精製工（窯業） 531-10 
 
粘土焙焼工 531-13 
粘土粉砕工 531-11 
粘板岩切出人 752-10 
燃料卸売店主 322-10 
燃料機器取付工（航空機製造） 593-20 
 
燃料供給装置組立工 571-40 
燃料供給装置取付工（自動車製造） 591-30 
燃料小売店主 321-10 
燃料庫作業員 793-11 
燃料製造オペレーター 522-10 
  
燃料電池開発技術者 039-10 
燃料パイプ製造工 559-20 
燃料販売店員 324-20 
燃料保管係員 272-30 
燃料補機分解組立工（航空機） 593-40 
 
燃料補給人 809-34 
燃料油製造オペレーター 522-11 
  
 
 

 
 

の 
 
 
 
能衣しょう仕立職 653-10 
農園管理人 431-XX 
農園作業者 431-XX 
農学研究者 011-31 
能楽師 193-12 
 
農鍛冶職 514-40 
農機器組立工 571-31 
農機器検査工 572-20 
農機具修理工 572-10 
農業委員 213-40 
  
農業改良指導員 021-20 
農業化学技術者 042-XX 
農業機械研究員 011-22 
農業機械整備工 571-31 
農業技術員 021-10 
  
農業技術研究員 011-31 
農業技術指導員 021-10 
農業技術者 021-00 
農業共済技術員 209-99 
農業共済組合役員 229-99 
 
農業協同組合組合長 229-99 
農業協同組合役員 229-99 
農業協同組合連合会役員 229-20 
農業経営指導員 021-20 
農業経営者（雇あり業主） 241-10 
 
農業経済学研究員 012-23 
農業指導員 021-20 
農業政策研究員 012-20 
農業地質研究員 011-10 
農業土木技術者 052-99 
 
農業土木研究員 011-21 
農業土木工事検査員 052-99 
農業普及指導員（都道府県） 021-XX 
農業用機械組立・調整工 571-31 
農業用機械修理工 572-10 
 
農業用機械設計技術者 031-10 
農業用水管理者 439-20 
農業用水利係員 439-20 
農芸化学研究技術者 011-30 
農耕作業者 431-XX 
 
農耕・養蚕作業者 431-00 
農耕用トラクター運転手 431-99 
農作物研究者 011-31 
農作物検査員 021-30 
農作物病虫害防除員 439-99 
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農産物検査官（農政事務所） 021-30 
農産物選別人（農業） 431-99 
能師 193-12 
能師・狂言師 193-12 
農事指導員 021-10 
 
濃縮缶煎ごう工 529-20 
濃縮工（缶詰製造） 624-10 
農場作業員 431-XX 
農場主任（農業高校） 154-10 
農政指導事務員 259-99 
 
納税貯蓄組合役員 229-99 
農道工事作業員 781-20 
濃度計組立工 601-99 
脳内科医 081-10 
納品検査係員 272-20 
 
農務員（農業試験場） 431-XX 
能面師 183-10 
農薬検査員 042-10 
農薬検査技術員 042-50 
農薬・殺虫剤製造工 529-50 
 
農薬散布人 439-99 
農薬製造技術者 042-10 
農薬製造工 529-50 
能率技術者 071-11 
農林技術者 023-XX 
 
農・林・水産学研究者 011-30 
能楽はやし方 191-50 
鋸鍛冶工 514-41 
鋸機械工 661-20 
のこぎり製造工 559-21 
 
鋸仕上工 559-21 
鋸修理工 557-21 
鋸製造工  559-21 
鋸盤工（金属加工） 559-50 
鋸盤木工 663-10 
 
鋸引工（製材） 661-99 
のこ目立職 557-21 
伸工（タオル製造） 643-10 
のし職（げた表製造） 667-50 
野丁場とび 762-10 
 
乗合バス運転者 471-11 
糊扱職（洗張業） 356-10 
糊糸目工 646-99 
糊入工（織物精練） 645-13 
糊絵職 646-10 
 
糊置工 646-XX 
海苔乾燥作業者 459-99 
法切工事機械運転手 734-10 
法切作業員（土木工事） 781-10 
海苔採取作業者（天然） 453-10 

海苔採取作業者（養殖業） 454-40 
海苔すき作業者 459-99 
糊製造工 529-99 
海苔製造工 627-30 
糊調整工（織物精練） 645-13 
 
海苔佃煮製造工 627-70 
糊付乾燥工（織物精練） 645-13 
糊付機運転工 645-13 
糊付機工（段ボール製造） 673-10 
糊付工（織物精練）  645-13 
 
糊付工（合板製造）  662-13 
糊抜工 645-11 
糊引工（タイヤ・地下足袋製造） 699-99 
海苔瓶詰製造工 624-XX 
法面（のりめん）保護工（石張り工事） 541-60 
 
法面保護工（コンクリート張り工事） 781-10 
法面保護工（芝張り工事） 433-20 
乗物内張工 721-20 
乗物運転操作員（遊園地） 375-24 
乗物客室給仕人 372-20 
 
乗物現図工 727-20 
乗物洗浄工 809-12 
乗物内清掃作業員 801-14 
乗物模型製作工 718-13 
海苔養殖技術者 024-11 
 
のり養殖作業者 454-40 
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廃液処理工 529-99 
俳かい師 171-10 
配管技術者 071-99 
配管検査員（ガス供給業） 776-11 
配管工 776-10 
 
配管工事技術者（建築物） 051-10 
配管工事技術者（土木業） 052-99 
配管工見習 776-98 
配管修理工 776-14 
配管設備工 776-10 
 
配管銅工 776-10 
排気工（電球・電子管）  583-22 
排気工（魔法瓶製造） 532-99 
廃棄物処理作業員 801-21 
廃棄物処理施設技術管理者 071-30 
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配筋工（建設業） 763-20 
配合飼料製造工 619-30 
配合調製工（合成洗剤製造） 524-20 
配合肥料製造工 529-99 
配車員（坑外） 759-99 
  
配車オペレーター 302-23 
配車係（運輸業以外のもの） 259-99 
配車係事務員（運輸事業所以外） 259-99 
配車係（旅客自動車） 302-23 
配車係（レンタカー） 393-10 
 
配車事務員 302-23 
賠償アジャスター 209-99 
焙（ばい）焼回転炉工（金属製錬） 519-11 
焙焼工（化学製品） 521-10 
焙焼工（金属製錬） 519-11 
 
焙焼工（動植物油脂製造） 615-20 
焙焼工（砥粒製造） 539-40 
焙焼炉運転工 519-11 
配色工（印刷） 689-99 
俳人 171-10 
 
配信員 794-10 
排水員（採鉱、採石） 759-99 
配水員（土地改良区） 439-20 
排水管渠清掃人 809-15 
排水管工事人 781-11 
  
配水管理員（浄水場） 729-99 
配水技術者 052-99 
排水調査技術員 042-XX 
排水ポンプ操作員 733-10 
配船・運航計画事務員 302-31 
 
配膳係 371-11 
配線器具組立工 589-99 
配線検査試験工 746-20 
焙煎（ばいせん）工（香辛料製造） 619-14 
配線工（自動販売機組立）  571-99 
  
焙煎工（動植物油脂製造） 615-20 
配線工（電気機械器具製造） 589-99 
配船事務員（海運業） 302-31 
配線設計士（電気機械器具製造） 034-20 
配ぜん（膳）人 371-11 
 
配送員（給食センター） 794-20 
配送員（デパート配送所） 794-20 
媒体マン（広告会社） 259-99 
配達員 794-00 
配達運転手 794-XX 
 
配達外交員 794-23 
配達集金人 794-XX 
配達人  794-XX 
配置売薬人 325-10 
はい付け工（船内荷役） 791-11 

はい付工（倉庫） 793-10 
はい付工（陸上荷役） 792-20 
椪積（はいづみ）工 792-20 
配電員 741-40 
売店監視員 423-10 
 
配電器組立工 581-41 
配電技術者 034-31 
配電室保守員 741-40 
配電所長 231-12 
配電・制御装置検査工 589-72 
 
配電・制御装置修理工 581-72 
配電線架線工 743-11 
配電線架線工・敷設工 743-10 
配電線巡視員 743-11 
配電電路工 743-11 
 
配電盤組立工 581-41 
配電盤工 741-40 
配電盤修理工 581-72 
配電盤・制御板組立・調整工 581-40 
配電盤設計技術者 034-31 
 
配電盤操作員（発・変電所）  741-40 
配電盤取付工（電気工事業） 746-10 
配電保守員（電力会社）  741-40 
配電保守員（電路） 743-11 
配電保守員（発電所）  741-40 
 
配土工（研磨砥石製造） 539-40 
坏（はい）土製造工 531-30 
廃品回収人 326-10 
廃品選別整理工 809-24 
廃品分解工（金属製） 559-99 
 
配分工（マーガリン製造） 615-41 
俳優 193-00 
俳優付人 399-99 
廃油処理工 529-99 
端唄師匠 202-20 
 
はえなわ漁師 451-12 
羽織仕立人 653-11 
墓石石工 541-40 
博多織工 644-10 
鋼鋳物工 513-XX 
 
はかま仕立職 653-12 
墓守 809-30 
はかり組立工 601-21 
矧（はぎ）台工 661-20 
履物表製造工 667-50 
 
履物表塗装工（木製） 723-20 
履物卸売店主 322-10 
履物・かばん小売店主 321-10 
履物・かばん仲買人 339-10 
履物・かばん販売店員 324-21 
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履物底はり仕上工（革スリッパ） 702-30 
歯切盤工 551-15 
箔打工 516-34 
剥鉛工（ゴム被覆線製造） 589-99 
箔置師（仏壇製造） 715-20 
 
箔押工（金銀糸製造） 559-99 
箔押工（漆器製造） 715-20 
はく押し作業員 689-30 
箔押沈金工 715-21 
麦芽乾燥貯蔵工 633-11 
 
麦芽工（ビール） 633-10 
麦芽粉砕工 633-11 
刃具研削工 557-11 
剥製製造工 718-99 
馬具製造人（革製） 709-40 
 
白銑鋳物工 513-XX 
麦そう秤量工 612-11 
はく染工 646-14 
白板製造工（玩具） 712-10 
博物館管理者（地方公共団体） 213-31 
 
博物館管理者（民営） 231-10 
舶用機関組立・調整工 571-11 
舶用機関修理工  599-10 
舶用電気技術者 034-99 
舶用電気設計技術者 034-99 
 
歯車穴あけ工 551-12 
歯車形削盤工 551-15 
歯車研削盤工 551-16 
歯車仕上盤工 551-15 
歯車製造工（金属製） 551-15 
 
歯車製造工（プラスチック製） 699-99 
歯車測定機器組立工 601-99 
歯車転造盤工 551-99 
歯車抜き工 552-11 
刷毛（はけ）篩分工（化粧品製造） 525-30 
 
はけ製造工 714-23 
刷毛製造工  714-23 
刷毛塗工  723-XX 
馬券調査員 259-99 
派遣店員 324-20 
 
馬券販売員（競馬場） 339-32 
羽子板木地製造工 712-30 
羽子板彩色工 724-99 
羽子板製造工 712-30 
箱板接合工（木箱製造） 669-99 
 
箱鋼帯釘打ち工 795-11 
葉ごしらえ工 635-20 
はこせこ製造工 711-10 
箱詰荷造工 795-11 
箱詰・袋詰工 728-20 

筐（はこ）貼り工（製本業） 684-10 
箱蓋（ふた）打工 795-11 
破砕工（精糖） 613-50 
破砕工（選鉱・選炭場） 759-99 
破砕工（山元） 759-99 
 
鋏（はさみ）製造工  559-21 
橋形クレーン運転工 732-10 
箸木地製造工 663-10 
端切工（金属） 551-99 
はしけ従事者 791-11 
 
はしけ船長 499-20 
梯子（はしご）製造工（金属製品） 559-20 
梯子製造工（木製） 669-99 
端縫工（織物製品製造） 659-60 
箸袋入れ人 728-20 
 
箸袋貼り工（紙製） 675-10 
派出看護師 093-10 
芭蕉布織工 644-10 
はす農耕作業者 431-30 
機織工 644-10 
 
機織仕掛準備工（織物製造） 643-40 
裸線工 517-10 
はたき製造工 729-99 
機拵工 643-40 
はた（機）ごしらえ工 643-40 
 
機拵準備工 643-40 
畑作耕作者 431-20 
畑作作業者 431-20 
肌砂処理工（鋳物砂製造業） 513-10 
葉たばこ結束人 431-42 
 
葉たばこ調和工 635-10 
蜂蜜製造工（工場） 619-99 
発芽乾燥貯蔵工 633-11 
発芽工 633-11 
薄荷（はっか）栽培者 431-40 
 
薄荷製造工 529-99 
薄荷油製造工  529-99 
白金加工工 716-10 
発掘調査補助員 809-99 
発酵技術員 025-20 
 
発酵研究技術者 011-30 
発酵工（イースト製造） 619-21 
発酵工（果実酒製造）  633-22 
発酵工（酒類製造） 633-XX 
発酵工（パン製造）  622-11 
 
発酵乳製造工 625-60 
発酵微生物研究員 011-30 
伐採検知者 023-20 
伐採作業者 442-10 
発条かじ工 514-99 
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発条製作工 558-30 
発色技術員（染料製造） 042-10 
発走員（競輪） 203-99 
発走係（競馬場） 203-99 
発送電技術者 034-31 
 
発送電装置技術者 034-31 
発送人（倉庫） 793-10 
発着係員（郵便局） 303-20 
発電員 741-10 
発電オペレータ 741-10 
 
発電機運転工 741-10 
発電機組立工 581-10 
発電機組立・調整工 581-10 
発電技術者 034-31 
発電機製造技術者 034-10 
 
発電機設計技術者 034-10 
発電機点検修理工  581-71 
発電機・電動機検査工 589-71 
発電機・電動機修理工 581-71 
発電機取付工（船舶）  596-12 
 
発電機部品組立工 581-60 
発電機巻線工 581-11 
発電施設設計技術者 034-31 
発電所機械技術者 034-31 
発電所長 231-12 
 
発電所電気運転員 741-10 
発電船船長 481-20 
発電動力室係 741-10 
発電保守員 741-10 
発電用水路監視員 429-99 
 
発動機研究技術者（原動機製造） 031-11 
発動機検査工 572-21 
発動機修理工 572-11 
発動機修理工（航空機） 593-40 
発動機取付工（航空機）  593-21 
 
発破員 759-40 
伐木作業者 442-10 
伐木造材機械オペレータ 442-XX 
伐木積込作業者 443-10 
発明家 209-99 
 
はつり工（鋳物製造） 519-33 
はつり工（コンクリート製品製造） 539-99 
鼻緒製造工 659-99 
花型押工 679-20 
花罫彫刻工 555-10 
 
花栽培人 431-32 
噺（はなし）家 195-20 
はな取工（製材） 661-20 
花番（麺類食堂店員） 371-10 
花火打上師 529-99 

花火師 729-99 
花火製造工 529-99 
花火袋づめ工 728-20 
花札検査工 719-70 
花札製造工 719-99 
  
端回し工（げた製造） 669-20 
花むしろ刷込工 689-99 
花むしろ製造工 667-52 
花嫁介添人 399-99 
花輪製造工 718-99 
 
ばね加工員 558-30 
ばね検査工 559-70 
羽根細工工 719-99 
ばね先延し工 558-30 
ばね成形工 558-30 
 
ばね製造工 558-30 
ばね取付工（鉄道車両製造） 594-20 
羽根ぼうき製造工 714-10 
幅出し乾燥工（染色）  649-99 
幅出し工（洗張・染物業） 356-12 
  
羽布研磨工（金属製品製造）  551-16 
羽布研磨工（甲・角細工） 716-30 
羽布工（金属製品製造）  551-16 
羽布製造工  659-99 
はぶ茶製造工 639-99 
  
羽布磨き工（金属製品製造）  551-16 
羽布ミシン縁かがり工 655-30 
歯ブラシ製造工 714-21 
葉巻製造工 635-30 
はまぐり缶詰製造工 624-XX 
 
はまぐり採取作業者 453-20 
はまぐり佃煮製造工 627-70 
はまぐり養殖採取人 454-20 
はま茶製造工 639-99 
はまち養殖作業者 454-10 
  
破魔矢製造工 712-30 
歯磨き製造工  525-30 
嵌（はめ）木職 664-10 
刃物鍛治職 514-41 
刃物製造工 559-21 
 
刃物とぎ工 557-12 
刃物研ぎ工  557-12 
囃子（はやし）方 191-50 
囃子鳴物師 191-50 
払戻事務員（競輪・競馬場、場外売場） 339-32 
 
払戻窓口係員（競輪・競馬場） 339-32 
腹押工 661-20 
ばら積貨物船船長 481-10 
貼り合せ機工（段ボール製造） 673-10 
はり合せ工（指物） 664-10 
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貼り合せ箱製造工 674-10 
針金伸線工 517-10 
針金製品製造工 558-10 
針金ブラシ製造工 714-22 
針金めっき工 556-30 
  
はり灸マッサージ師 112-XX 
針組付工（時計製造） 602-10 
針研磨工 558-14 
張込工（製版）  682-31 
張込工（製本業） 684-10 
 
貼込作業員 682-31 
はり師 112-20 
はり指導員（失明者更生施設） 112-20 
針製造工 558-14 
張石水路工 781-11 
 
張付型製品成形工（ゴム製品） 692-14 
ばり取工（金属製品） 557-24 
針箱製造工 664-10 
針・ピン製造工 558-10 
張柾天井板製造工 669-99 
  
張物係（映画製作） 722-10 
はるさめ製造工 621-30 
馬鈴薯耕作者 431-20 
版画家 182-13 
盤木工 599-99 
  
半玉（はんぎょく） 374-10 
板金加工工 554-10 
板金工 554-10 
板金工（自動車修理業） 554-13 
板金仕上工 554-10 
 
板金たが工  554-10 
板金塗装工（自動車修理業）  554-13 
板金はんだ付工 559-40 
板金プレス工 552-10 
板金ベンディングマシン工 552-12 
  
板金屋根ふき工 554-11 
板金溶接工（ガス溶接） 562-10 
番組制作者（放送） 194-10 
番組制作ディレクター 194-20 
番組編成員 172-22 
 
番組編成係（競馬・競艇・競輪・オートレース） 259-99 
番組編成係（放送） 172-22 
盤景師 183-10 
番号案内交換手 503-13 
挽砕工 612-10 
 
判事 131-10 
版下工 682-30 
版下製作作業員 682-30 
半自動アーク溶接工 561-10 
判事補 131-10 

反射鏡（ガラス）研磨工 532-42 
反射鏡研磨工（金属製） 557-10 
反射炉工（製鋼） 511-20 
反射炉工（非鉄金属製錬） 512-10 
絆創膏製造工（布製） 719-99 
 
絆創膏製造工（ビニル製） 699-99 
搬送装置製作技術者 035-10 
搬送波通信装置据付工 745-20 
はんだ揚工 559-40 
はんだ付工 559-40 
 
番茶製造工 631-10 
半導体ウエハー製造工 535-20 
半導体外装処理工 585-50 
半導体拡散キーパー（半導体製造） 585-10 
半導体技術者 034-22 
 
半導体組立工 585-30 
半導体材料精錬工（多結晶シリコンなど） 512-60 
半導体集積回路（ＩＣ）製造工 585-XX 
半導体集積回路配線工 585-32 
半導体製造装置設計士 031-10 
 
半導体製品加工工 585-XX 
半導体製品製造技術者 034-22 
半導体製品製造工 585-00 
半導体製品性能テスト工 589-76 
半導体設計技術者 034-22 
 
半導体切断工 585-20 
半導体素子製造工 585-XX 
半導体素子精錬工 512-60 
半導体ダイシング工 585-20 
半導体チップ製造工 585-10 
 
半導体封止工 585-40 
半導体マウント工 585-31 
番頭（旅館） 376-10 
反応工（化学製品製造） 521-10 
万能工具研削盤工 551-16 
 
万能工具フライス盤工 551-14 
販売アシスタント（自動車） 324-24 
販売斡旋人 339-10 
販売員（不動産） 331-10 
販売外交員（商品） 327-20 
 
販売係事務員 281-20 
販売拡張員（商品） 327-20 
販売課長（卸売店本店） 231-11 
販売企画事務員 252-10 
販売技術員（外交員：商品） 327-20 
 
販売士（小売店員であるもの） 324-20 
販売士（小売店主） 321-10 
販売指導員（ミシン、手芸用品、毛糸等） 324-60 
販売推進員 327-20 
販売促進員 327-20 
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販売促進事務員 281-20 
販売店員 324-00 
販売店教育担当者（製造業、卸売業） 289-99 
販売店経営指導者（製造業、卸売業） 149-99 
販売人 324-XX 
 
販売配達員 324-20 
販売普及員（商品） 327-20 
販売見習 324-XX 
飯場従業者 809-35 
帆布織工 644-10 
 
はんぺん製造工 627-40 
反毛機工 649-12 
汎用金属工作機械工 551-10 
汎用樹脂製造オペレーター 521-15 
汎用電子計算機組立工 586-10 
 
汎用内燃機関組立・調整工 571-11 
  
 
 
 
 
 
 

ひ 
 
 
 
肥育管理員 432-99 
肥育技術員 022-13 
米粉（ビーフン）製造工 621-10 
被鉛機運転工（通信・電力ケーブル製造） 584-43 
被鉛工 584-43 
 
被鉛工（通信・電力ケーブル製造） 584-43 
日覆製造工（カンバス製） 659-40 
皮革油引工 701-30 
皮革工業技術者 049-99 
皮革鞣（じゅう）技術者 049-99 
  
皮革伸展工 701-30 
皮革スリッパ製造工  702-30 
皮革製衣服製造工 659-30 
皮革製造工 701-XX 
皮革製品検査工（衣服） 659-30 
 
皮革製品塗装工 723-99 
皮革精練技術者 049-99 
皮革接合工 709-99 
皮革染色工  701-32 
皮革つや出し工  701-33 
 
皮革袋物加工工 711-10 
日傘製造工（洋傘製造） 719-20 
干菓子製造工 622-40 
光ディスク製造工 589-23 
光ファイバー製造工 532-20 

皮革製衣服仕立工 659-30 
美顔師 353-99 
ひ（曳）き家とび工 762-10 
引曲師 669-12 
引船乗組員 493-10 
 
引染工 646-23 
挽茶工 631-12 
碾（てん）茶製造工 631-12 
引延工（金属） 517-10 
引伸工（フィルム製造） 699-99 
 
引船（曳船）機関員 494-10 
引船機関士 483-20 
曳（ひき）船業主（船長であるもの） 481-22 
引船船長 481-22 
挽物工（プラスチック製品製造） 693-30 
 
挽物製造工（木工） 663-10 
引輪製造工 559-20 
挽割工（製材） 661-20 
非金属精錬技術者 042-20 
ひげ熱処理工 515-10 
 
飛行員（海上保安庁） 412-10 
飛行機組立工 593-20 
飛行船操縦士 484-10 
微孔板工（ガラス繊維製品） 532-20 
肥後ずいき製造（食用芋がら製造） 629-99 
 
引伸工（化学繊維・合成繊維製造） 523-30 
ひじき乾燥工 627-30 
比重計組立工 601-99 
美術監督 194-99 
美術印刷工 683-30 
 
美術館管理者（地方公共団体） 213-31 
美術館管理者（民営） 231-10 
美術館整理員 375-20 
美術館整理員（学芸員） 209-99 
美術研究者 012-14 
 
美術刺しゅう工 654-20 
美術鋳造家 183-10 
美術彫刻家 181-10 
美術刀剣研磨師 183-10 
美術評論家 171-30 
 
美術品鑑定人 209-99 
美術品修復員 209-99 
美術品補修員 209-99 
美術部員（映画制作） 724-99 
美術部員（百貨店） 184-12 
 
美術部助手（大学） 156-15 
美術モデル 399-20 
秘書 254-10 
秘書課長 231-11 
秘書官 254-10 
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比色計組立工 601-99 
歪取工（造船）  553-99 
歪取工（鉄道車両製造） 553-99 
筆記用インキ製造工 529-40 
筆記用具製造工 719-30 
 
筆記用紙抄造工 672-10 
火造り金焼工 514-41 
火造工 514-20 
火造りばね工 514-20 
火造りプレス工 514-21 
 
引越作業員 792-14 
非鉄金属鋳込造塊工 512-80 
非鉄金属鋳物工 513-XX 
非鉄金属浸出・浄液工 512-20 
非鉄金属精錬技術者 042-20 
 
非鉄金属製錬工 512-00 
非鉄金属精錬工 512-XX 
非鉄金属選別工（再生資源卸売業） 809-24 
非鉄金属装入工 512-99 
非鉄金属電解工 512-30 
 
非鉄金属転炉工（コンバーター工） 512-10 
非鉄金属板検査工 519-50 
非鉄金属溶融炉工 512-10 
火床製造工 559-20 
ひな鑑別員 022-31 
 
ひな鑑別技術者 022-31 
雛具製造工 712-30 
泌尿器科医 081-10 
肥培管理員 431-99 
非破壊検査員 519-53 
 
非破壊検査技術者 519-53 
非破壊検査工（金属製品） 559-70 
非破壊検査工（コンクリート製品） 539-50 
非破壊検査工（超音波によるもの：建築物検査） 779-99 
非破壊検査工（放射線検査によるもの：材質を問わず） 519-53 
 
檜はだ縄製造工 648-30 
皮膚科医 081-10 
被覆工 584-20 
被服製造技術者 049-20 
被服裁工 656-XX 
 
被覆電線製造工 584-00 
被覆電線撚工 584-10 
被服縫製工 655-10 
微粉炭製造工 739-99 
被膜アーク溶接工 561-11 
 
被膜工（金属製品） 556-XX 
被膜めっき工 556-10 
ひまし油製造工 615-XX 
ひまわり油製造工 615-XX 
氷室作業員 729-20 

ひも編工（繊維製） 648-40 
ひも製造工 648-40 
ひも付け工（紙袋） 675-99 
ひも付け工（ゴム靴） 692-99 
檜物製造工 669-12 
  
百貨店・スーパー販売店員 324-10 
百貨店衣料品販売係 324-10 
百貨店売場案内人 399-99 
百貨店外商部員 327-20 
百貨店検品係 272-20 
 
百貨店仕入係 281-10 
百貨店セールスマネージャー 324-10 
百貨店店長 231-12 
百貨店店長（取締役であるもの） 221-20 
百貨店販売員 324-10 
 
百貨店販売促進部員 252-10 
百貨店引合係 324-10 
美容院経営者（雇あり業主） 241-10 
病院雑務者 809-33 
病院長（医師） 081-10 
  
病院保育士 123-10 
病院薬品調剤員 084-10 
鋲（びょう）打検査工 559-70 
病害虫防除員（山林） 449-40 
病害虫防除員（農作物） 439-99 
  
鋲加工員（針金加工） 558-15 
氷菓製造工 629-99 
美容学校教師 159-10 
描金師 715-20 
表具師 722-10 
 
表具師見習 722-98 
病原検索技術者（病院） 119-20 
美容師 352-10 
表紙掛工 684-14 
表示管組立工 583-21 
  
標識文字書き人 724-20 
表紙くるみ工 684-14 
表紙仕上工 684-14 
表紙製造作業員 684-14 
美容室受付係 253-10 
 
美容指導員 324-60 
表示灯組立工 587-12 
美容社員（化粧品訪問販売） 325-10 
表装工（酒類製造） 728-99 
標題書士 724-20 
 
美容体操指導員 202-30 
錨（びょう）地計画係 302-30 
病虫害虫駆除技術者（農業） 021-13 
病虫害防除技術員 021-13 
病虫害予察員（農業） 021-13 
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病棟看護師 093-10 
病棟クラーク 259-20 
氷糖製造工 613-40 
氷糖選別工 613-40 
氷糖分蜜工 613-40 
  
氷糖溶液圧濾工 613-40 
氷糖溶液清澄工 613-40 
表土採取人（採石業） 752-10 
漂白液調整工 645-12 
漂白液調整工（化学繊維製造）  523-31 
 
漂白機運転工 645-12 
漂白工 645-12 
漂白工（化学繊維製造） 523-31 
漂白工（紙料）  671-24 
漂白工（紡績、織物製造）  645-12 
 
漂白酸処理工（紡績、織物製造） 645-12 
漂白仕上工 645-13 
漂白準備係（染色整理業） 645-12 
漂白整理工 645-13 
漂白洗浄工（化学繊維製造）  523-31 
  
漂白洗浄工（紡績、織物製造） 645-13 
漂白脱水工 645-13 
美容部員 324-25 
屏風はり職 722-10 
苗圃作業者（育林） 441-XX 
 
標本模型製作工 718-11 
表面硬化処理工（硬質合金融着法によるもの） 516-33 
表面硬化処理工（浸炭、窒化によるもの） 515-10 
表面硬化処理工（めっき：金属溶射によるもの） 556-40 
表面処理工（ゴム部品） 692-99 
 
表面処理鋼板工 516-33 
病理衛生助手 119-99 
病理学医 081-10 
病理学研究者 011-42 
病理技術者 119-20 
 
病理昆虫研究員 011-42 
病理細菌技術者 011-42 
病理試験員 119-20 
秤量工（繊維工業） 649-61 
病歴係 209-99 
 
病歴士 209-99 
病歴司書 209-99 
評論家 171-30 
日除け製造工（カンバス製） 659-40 
日和（ひより）下駄製造工 669-20 
 
平凹版刷版腐蝕工 682-13 
平織工 644-10 
平角工 517-10 
平型コード製造工（被覆電線製造） 584-22 
平金銀糸製造工 649-99 

平削盤工 551-14 
平削フライス盤工 551-14 
ひらめ養殖作業者 454-10 
肥料研究員 011-30 
肥料製造工 529-99 
 
肥料製造作業員（化学肥料） 521-14 
肥料製造作業員（石灰質肥料） 521-14 
肥料袋詰工 728-20 
ひる石採掘員 752-10 
琵琶師 191-50 
 
檜皮師（ひわだし） 773-99 
びわ瓶詰製造工 624-XX 
瓶検査工（洗瓶工程）  809-14 
品質衛生係員（食料品製造） 629-30 
品質管理企画技術員 071-12 
 
品質管理技術者 071-12 
品質管理事務員 271-10 
品質管理者 071-12 
びん詰工 728-20 
  
 
 
 

ふ 
 
 
 
撫（ぶ）育作業者 441-99 
封印貼工 728-99 
封緘（かん）工 728-99 
封緘工（小型紙袋製造） 675-10 
風乾工（粉石けん製造） 524-10 
 
風景画家 182-10 
封孔処理工（アルミニウム製品製造） 559-99 
封止工（電球製造）  583-22 
封止工（魔法瓶用ガラス瓶製造） 532-30 
封筒糸工 675-99 
  
封筒製造工 675-11 
風防タンク取付工（航空機） 593-20 
風鈴製造工（鋳物） 513-XX 
風鈴製造工（ガラス胴吹き） 532-13 
ふ化技術員 022-12 
 
孵（ふ）化作業者 432-30 
孵化場技術者（水産業） 024-11 
葺揚工 773-XX 
吹きガラス成形工 532-13 
ふき缶詰製造工 624-XX 
 
吹込成形工（プラスチック） 693-10 
蕗摺（ふきずり）工 646-10 
吹付工（建築塗装） 723-40 
吹付彩色工（陶磁器製造） 536-30 
吹付塗装工 723-XX 
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吹付塗装工（金属塗装）  723-30 
吹付塗装工（漆器製造） 715-10 
吹付防水工 778-12 
普及員（宣伝放送業） 394-10 
布教師 161-10 
  
副検事 131-20 
服検品員 659-70 
複合肥料製造工  529-99 
福祉栄養士 111-10 
福祉係員 121-10 
 
服地裁断工 656-XX 
福祉司 121-12 
福祉施設指導専門員 122-10 
福祉施設寮母・寮父 124-10 
福祉指導員（社会福祉施設） 122-10 
 
福祉事務所ケースワーカー 121-11 
福祉事務所所長 213-31 
福祉主事 121-10 
服地織布工 644-10 
福祉相談指導専門員 121-10 
  
副市長 213-12 
複写機修理員 589-62 
複写機保守員 589-62 
福祉用具専門相談員 129-10 
服飾図案家 184-40 
  
服飾デザイナー 184-40 
福神漬製造工 628-10 
福神漬瓶詰製造工 624-XX 
復水器製造工 553-20 
複層ガラス製造工 532-99 
 
副操縦士 484-10 
服装図案家 184-40 
副村長 213-12 
副大臣 211-10 
副知事 213-12 
 
副知事・副市町村長 213-12 
副町長 213-12 
河豚（ふぐ）調理師 361-10 
ふぐ養殖作業者 454-10 
福利厚生事務員 251-11 
 
袋織工 644-10 
袋製造工（大型・角底紙袋） 674-20 
袋製造工（布団袋、郵袋）  659-40 
袋詰工 728-20 
袋詰こん包工 795-13 
 
袋縫合工（セメント袋）  674-20 
袋縫合工（袋物） 711-12 
袋縫ミシン工 655-20 
袋物検査工 719-70 
袋物製造工 711-10 

袋物問屋主人 322-10 
腹話術師 195-40 
房ひも製作工 648-40 
節切工 661-99 
節粉製造工 627-10 
 
五倍子（ふし）採取人 449-99 
節取工（パルプ・紙製造） 669-99 
節抜工 649-62 
腐しょく彫刻工 555-30 
不織布製造工 649-52 
 
婦人・子供既製服仕立工 651-20 
婦人・子供服仕立職 651-00 
婦人・子供服注文仕立職 651-10 
婦人・子供服縫製工 655-11 
婦人相談員 121-10 
 
婦人服裁断師 656-20 
婦人服仕立見習 651-98 
婦人服修理工 651-30 
婦人服デザイナー 184-40 
婦人服縫製工  655-11 
 
婦人服補正係 651-30 
婦人服ミシン縫工 655-11 
婦人帽製造工 659-21 
襖（ふすま）紙書絵職 724-99 
襖紙原紙抄造工（機械すき） 672-10 
 
襖紙製造工 673-99 
襖紙型置工 673-99 
襖製造工（襖骨）  664-30 
襖貼職 722-10 
ふ製造工 623-30 
 
浮選工 759-30 
布洗工（フィルター布） 809-11 
舞台演出家 194-21 
舞台機構調整工 729-99 
舞台司会者 195-99 
 
舞台照明係 209-40 
舞台製作大工 771-99 
舞台設備設計技術者（電気装飾工事） 034-99 
舞台装飾工 771-99 
舞台装置家 194-99 
 
舞台装置操作員（照明装置以外） 739-99 
舞台塗装工 723-20 
舞台背景描き人 724-10 
舞台配電係 741-40 
舞台俳優 193-10 
 
舞台美術家 194-99 
分出工（製材）  661-99 
豚肉缶詰製造工 624-XX 
縁かがり工（手によるもの） 659-99 
縁かがり工（ミシンによるもの） 655-30 
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縁かがり工（メリヤスかがりのもの） 655-14 
縁漉工（製靴） 702-12 
縁付工（畳） 775-10 
部長（会社本社） 231-11 
部長（各省庁） 212-12 
 
部長（地方公共団体） 213-21 
部長（特殊法人） 232-20 
普通合板工 662-10 
普通旋盤工 551-11 
普通速達係員 303-20 
 
普通陶磁器技術者 043-10 
仏教僧侶 161-12 
仏具職（金属製）  555-11 
仏具職（木製） 664-11 
仏具彫刻師（金属製） 555-XX 
 
仏具彫刻師（木製） 663-30 
仏具ようらく人 555-11 
物件鑑識員 209-99 
物件調査係 252-20 
仏師 181-10 
 
仏氏（僧侶） 161-12 
仏像作家 181-10 
仏像彫刻師 181-10 
仏像彫刻製造工（木彫） 663-30 
仏壇漆塗師 715-10 
 
仏壇金具工 555-11 
仏壇木地製造工 664-11 
仏壇製造職 664-11 
仏壇塗師 715-10 
仏壇枠組立工 664-11 
 
物品斡旋人 339-10 
物品一時預り人 392-10 
物品購入調達事務員 263-22 
物品購買事務員 263-22 
物品賃貸人 393-10 
 
物理学研究者 011-12 
物理学者 011-12 
物理助手（病院、療養所） 119-99 
物理探鉱技術者 049-11 
物理探鉱研究員 011-20 
 
物理冶（や）金技術者 041-10 
物理冶金研究員 011-20 
物流係事務員 272-XX 
物療科技術者 119-20 
物療技師 119-20 
 
筆軸製作工  666-99 
筆製造工 719-33 
武道具製造工 719-45 
不動産外交員 331-10 
不動産外務員 331-10 

不動産鑑定士 205-30 
不動産鑑定士補助者 209-99 
不動産管理士 209-99 
不動産査定係 281-41 
不動産事務員 259-99 
 
不動産セールスマン 331-10 
不動産仲介人 331-10 
不動産仲介・売買人 331-10 
不動産仲立外交員 331-10 
不動産売買人 331-10 
 
ぶどう酒仕込工 633-21 
ぶどう酒醸造工 633-20 
ぶどう酒製造工  633-20 
ぶどう酒発酵工 633-22 
ぶどう酒ろ過工 633-23 
 
不凍栓組立工 559-20 
ぶどう糖製造工 521-10 
布団手縫仕立職 659-50 
布団縫製工 655-20 
布団綿入工 659-50 
 
布団綿打直し職 649-40 
船型研究技術者 011-20 
舟券販売員（競艇場、場外売場） 339-32 
船材切削加工工 663-10 
船底塗装工 723-30 
 
船大工 665-10 
船積出荷係員 272-41 
船針製造工 559-20 
船宿主人 376-10 
船匠（木船製造） 665-10 
 
船修理工 665-13 
船内装大工（造船所） 771-99 
不燃物処理作業員 801-21 
布海苔採取作業者 453-10 
布帛（はく）玩具組立工  712-10 
 
布帛裁断工 656-XX 
布帛縫製工 655-22 
部品管理員 272-30 
部品手仕上工（金属製品） 557-20 
部品取付工（金属玩具製造） 712-10 
 
部品ばり取工（ゴム） 692-99 
踏板取付工（自動車製造） 591-30 
踏切警手 429-99 
踏切保安係 429-99 
浮遊選鉱員 759-30 
 
浮遊物質検査技術者（し尿・下水処理場） 071-30 
舞踊家 192-00 
舞踊家（個人に教授するもの） 202-20 
舞踊教師 202-20 
舞踊師匠助手 202-20 
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舞踊振付師 194-99 
孵（ふ）卵技術者 022-12 
ふ卵所係 432-30 
振掛工（陶磁器製造） 536-30 
ふりかけ製造工（水産物）  627-99 
 
ふりかけ製造工（水産物を除く） 629-10 
ふりきり工（化学繊維脱水工）  523-31 
不良債権管理者（銀行） 263-20 
篩（ふるい）側曲職 669-12 
篩工（香辛料製造） 619-14 
 
篩分工（焼石膏製造） 539-13 
篩分工（製茶） 631-12 
篩分工（選鉱、選炭） 759-30 
篩分工（砥粒製造） 539-40 
古鉄選別工（再生資源卸売業）  809-24 
 
古鉄選別工（製鉄） 809-21 
古鉄売買人 326-32 
古鉄ブローカー 326-20 
古道具屋主人 321-10 
古綿打返工 649-40 
 
風呂桶製造工（木製） 669-11 
風呂敷縁かがり工（ミシンによるもの） 655-30 
分塊圧延工 516-20 
分塊工（圧延） 516-99 
分解工（化学工業） 521-10 
 
分解工（脂肪酸製造） 524-30 
分解蒸留係（石けん製造） 524-10 
分解装置運転工 521-10 
文学研究者 012-13 
文化財研究者 012-10 
 
文化部記者（放送） 172-21 
分級乾燥工（砥粒製造） 539-40 
分銀工 512-50 
文芸家 171-10 
文芸家、著述家 171-00 
 
文芸作家 171-10 
文芸評論家 171-30 
文芸部記者 172-11 
分光器組立工 603-20 
文庫張工 674-10 
 
粉砕工（化学製品製造）  529-10 
粉砕工（化学繊維製造） 523-10 
粉砕工（家畜飼料製造） 619-30 
粉砕工（粉石けん製造） 524-10 
粉砕工（ビール製造）  633-11 
 
粉砕篩別工（化学製品製造） 529-10 
粉砕装置係（化学製品製造） 529-10 
噴砂工（鋳物製造） 519-32 
噴射ポンプ組付工 571-99 
文書受付整理事務員 251-12 

文書係事務員 251-12 
文書課長（会社本社） 231-11 
文書事務員 251-12 
分析員（鉱業） 049-10 
分析化学技術者 042-50 
 
分析工（鋳物製造） 519-51 
分析工（化学工業）  529-60 
分析工（銅精錬業） 519-52 
分析試験工 556-99 
粉体塗装工 723-30 
 
ぶんたん漬職 622-99 
粉糖工（粉乳製造） 625-20 
粉乳製造工 625-20 
粉乳濃縮工 625-20 
粉乳配合工 625-20 
 
ふん尿処理技術員 022-15 
粉別係（砥粒製造） 539-40 
文房具卸売店主 322-10 
文房具小売店主 321-10 
文房具販売店員 324-23 
 
粉末飲料製造工 639-10 
粉末工（医薬品製造） 525-12 
粉末工（油脂製造） 524-30 
粉末ジュース製造工 639-12 
粉末洗剤製造工（合成洗剤） 524-20 
 
粉末冶金工 519-40 
粉末冶金焼結工 519-42 
粉末冶金成形工 519-41 
粉末冶金製品製造工 519-40 
粉末冶金熱処理工 515-10 
 
分密糖製造工 613-20 
噴霧乾燥工（合成洗剤製造） 524-20 
噴霧機組立工 571-99 
噴霧工（粉乳製造）  625-20 
文楽大夫 195-40 
 
分離機運転工（化学薬品製造） 521-10 
分離機運転工（製塩）  529-20 
分離工（化学工業） 521-10 
分留工（動物油脂製造） 524-30 
分類整理係 252-20 
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平圧印刷工 683-XX 
平圧箱製造工（金属製品） 559-20 
米穀卸売店主 322-10 
米穀検査員 021-30 
米穀小売店主 321-10 
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米作指導員 021-10 
平線工 559-99 
米麦検査員 021-30 
平版印刷工 683-20 
平版製版工 682-12 
 
平面研削盤工 551-16 
平炉工 511-20 
平炉築炉工 772-42 
壁装工 777-34 
別荘管理人 389-10 
 
別荘管理人（個人の別荘） 389-10 
別丁はりこみ工 684-10 
別珍織物工 644-10 
別珍剪毛工 649-33 
へ（経）通工 643-30 
 
紅医療師 119-99 
へら掛工（製革） 701-33 
へら絞り工 552-13 
へら台張工 675-99 
変圧運転員（変電所） 741-30 
 
変圧器組立工 581-32 
変圧器仕上工 581-32 
変圧器修理工 581-72 
変圧器製造技術者 034-31 
変圧器設計士 034-31 
 
変圧器・変流器・変成器組立・調整工 581-30 
変圧電気技術者 034-10 
編曲家 191-10 
偏光板切断工（プラスチック） 693-60 
偏光器仕上工 603-20 
 
弁護士 131-30 
弁護士秘書 254-10 
編集委員 172-10 
編集員（自社社内報） 259-99 
編集員（新聞） 172-13 
 
編集記者 172-11 
編集局長（新聞社） 231-10 
編集者（雑誌） 172-31 
編集手伝 255-97 
編成員（叢書） 172-32 
 
変性加工紙製造工 673-40 
変成器組立工 581-33 
変性工（食酢製造） 619-11 
変速機組立工 571-42 
変速機取付工 591-30 
 
変電員 741-30 
変電技術者 034-10 
変電機点検修理工 581-72 
変電所長（会社） 231-12 
変電所電気技術員 034-10 

変電保守員 741-30 
弁当製造人（弁当仕出屋） 361-99 
弁当製造人（持ち帰り用） 629-21 
弁当調製工 629-21 
変木製造工 669-99 
 
編網機運転工（繊維製） 648-20 
弁理士 132-10 
便利屋 399-30 
変流機組立工 581-33 
変流器・変成器組立工 581-33 
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保安係員（鉱山） 049-13 
保安警備員（ビル管理） 423-10 
保安検査員（高圧ガス保安協会） 031-10 
保安責任者（火薬類） 042-20 
保安装置取付工 593-30 
 
保育園保育士 123-10 
保育士 123-10 
保育士（児童厚生施設） 123-10 
保育士（児童自立支援施設） 123-10 
保育士（知的障害児施設） 123-10 
  
保育士（乳児院） 123-10 
保育士見習 129-10 
保育士（盲・ろう・あ児施設） 123-10 
保育士（養護施設） 123-10 
保育専修学校教員 159-10 
 
保育造林作業者（林野庁） 441-99 
法医学医 081-10 
法衣仕立職 653-10 
方位測定技術員 053-10 
法印 161-12 
 
防衛医科大学校学生 404-10 
防衛大学校学生 404-10 
防衛大学校教授（自衛官でないもの） 159-99 
防衛大学校・防衛医科大学校学生 404-10 
防疫員  801-31 
 
貿易営業部員 281-30 
貿易係事務員 281-30 
貿易課長 231-11 
防疫技術員 119-99 
防疫作業員 801-31 
 
貿易事務員 281-30 
望遠鏡組立工 603-12 
望遠鏡製造工  603-12 
望遠鏡部分組立工  603-12 
邦楽家 191-50 
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法学研究員 012-22 
邦楽師 191-50 
法学・政治学研究者 012-22 
防火板工 673-99 
幇間（ほうかん） 374-10 
 
法規差替係 255-97 
ほうき仕上工 714-10 
法規審査事務員 259-10 
ほうき製作工 714-10 
紡機製造検査技術者 031-10 
 
ほうき製造工（藺草製） 667-50 
防具製造工 719-45 
防舷材製造工（ゴム製） 692-XX 
棒鋼製造工 516-21 
縫合針製造工 558-14 
 
防災器具取付工事人 779-99 
防災器具取付配線工事者 746-10 
庖裁工（ビニル製品） 699-20 
帽子裏付工 659-21 
帽子飾付工 659-22 
 
帽子型付工  659-21 
紡糸監視工（化学繊維製造） 523-20 
紡糸機械運転工（化学繊維製造） 523-20 
帽子木型工  663-20 
紡糸検査工 649-61 
 
帽子検査工 659-70 
紡糸工（ガラス繊維製造） 532-20 
紡糸工（紡績業） 641-50 
帽子地製織工 644-10 
帽子修理工 659-20 
 
帽子成形工 659-21 
帽子製織工 659-21 
帽子製造工 659-20 
紡糸測定工 523-20 
焙（ほう）じ茶製造工 631-10 
 
帽子デザイナー 184-40 
帽子プレス仕上工 659-61 
紡糸ポット工 523-30 
紡糸ポンプ工 523-20 
帽子ミシン工 659-21 
 
放射性廃棄物処理技術者 036-99 
放射性廃棄物取扱技術者 036-99 
放射性物質製造技術者 036-10 
放射性物質取扱技術者 036-99 
放射線安全管理技術者 036-40 
 
放射線応用計測器組立工 601-10 
放射線応用装置組立工 586-99 
放射線科医 081-10 
放射線機器製造技術者 036-30 
放射線技師（医療・保健業） 101-10 

放射線検査員 519-53 
放射線検査官 036-99 
放射線殺菌工 729-99 
放射線利用機器技術者 036-30 
放射線利用機器設計技術者 036-30 
 
放射線利用機器取扱技術者 036-30 
放射線利用技術者 036-30 
防銹（しゅう）処理工 556-99 
放出機操作員（クレー射撃場） 375-24 
放出工（石けん製造） 524-10 
 
紡織検査工 649-62 
紡織検査仕上工 649-60 
防蝕工（塗装） 723-XX 
紡織浸染工 646-20 
紡織プリント工 646-30 
 
法人源泉係（税務署） 269-12 
防振ゴム工 692-XX 
防塵眼鏡製造工 719-99 
防水工 778-10 
防水工事人  778-10 
 
防水紙製造工 673-30 
防水装置取付工（航空機） 593-20 
放水長（消防署） 422-11 
防水包装紙製造工 673-30 
縫製工（既製服）  655-10 
 
防錆紙製造工 673-20 
防錆処理工 556-99 
縫製品アイロン仕上工（繊維製品）  659-61 
縫製品検査工（繊維製品） 659-70 
紡績運転工 641-XX 
 
宝石加工仕上工 716-20 
紡績ガス焼工 649-34 
宝石鑑定人（質屋） 334-20 
宝石鑑定人（質屋以外のもの） 209-99 
紡績機械組立工 571-33 
 
紡績機械製造技術者 031-10 
紡績機械製造検査技術者 031-10 
紡績機械整備工  572-11 
紡績機械保全工  572-11 
紡績技術者 049-22 
 
宝石研磨工 716-20 
紡績工 641-XX 
宝石細工加工工 716-20 
宝石細工工 716-20 
紡績仕上工 649-61 
 
紡績試験工 649-61 
紡績ダブラー工 642-10 
紡績パーロック運転工 649-30 
紡績前処理工 649-12 
放送員（映画館） 375-23 
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放送員（百貨店） 399-99 
放送係（駅） 301-21 
放送監督 194-20 
放送企画員（放送） 194-10 
放送記者 172-21 
 
放送記者・番組編成員 172-20 
放送技術員 501-21 
放送技術事務員 259-99 
包装検査工 729-99 
放送効果音係 209-99 
 
放送考査係 259-99 
包装工 728-00 
放送作家 171-20 
包装紙抄造工 672-10 
包装紙製造工（製紙業） 672-10 
 
放送施設整備技術者（放送業） 035-10 
放送受信料集金人 291-10 
放送装置据付・保守工 745-10 
放送装置保守工  745-10 
放送装置保全係 745-10 
 
放送台本作家 171-20 
放送中継係員 501-23 
放送調整技術員 501-21 
放送ディレクター 194-20 
包装豆腐製造工 623-12 
 
包装箱詰工 728-20 
放送プランナー 252-10 
包装ミシン工（飼料製造） 728-10 
帽体毛刈工（フェルト） 649-50 
帽体仕上工（布製）  659-21 
 
帽体縮じゅう工（フェルト） 649-50 
帽体製造工（革製） 709-XX 
包帯製造工（繊維製） 644-10 
帽体のり付工（布製）  659-21 
帽体湯のし工（布製） 659-21 
 
棒だら製造工 627-30 
包丁研磨工 557-12 
包丁製造工 559-21 
法廷警備員 423-13 
法廷書記 139-40 
 
放電加工機組立・調整工 571-21 
放電加工機工 551-31 
放電加工機設計技術者 031-12 
放電加工工（金属加工） 551-31 
放電管組立工 583-21 
 
放電管製造工 583-20 
報道カメラマン 185-22 
報道記者 172-XX 
報道写真家 185-22 
報道部員 172-20 

棒取工（製茶） 631-12 
放熱器組立工  571-40 
防熱工 779-20 
防黴（ばい）紙製造工 673-99 
魔法瓶検査工 719-70 
 
棒ブラシ製造工 714-20 
邦文タイピスト 311-21 
法務教官 159-50 
法務事務員 251-10 
紡毛工 641-50 
 
紡毛整経工 643-10 
訪問介護員 342-10 
訪問看護師 093-10 
訪問看護ステーション所長 091-10 
訪問販売員（商品販売外交員） 327-20 
 
訪問販売員（行商） 325-10 
紡浴工 523-20 
法律学者 012-22 
法律行政事務員 259-10 
放流量調整操作係（ダム管理事務所） 729-99 
 
放冷工（味噌製造） 614-12 
放冷出荷工（缶詰製造） 624-99 
琺瑯掛け工 533-30 
琺瑯乾燥工 533-30 
琺瑯工 533-30 
 
琺瑯仕上工 533-30 
琺瑯焼成工 533-30 
琺瑯製品絵付工 536-XX 
琺瑯鉄器製造工 533-30 
琺瑯吹付工 533-30 
 
琺瑯焼入工 533-30 
ほうろう焼入・仕上工 533-30 
防露工 779-20 
保温工 779-20 
保温材製造工 549-99 
 
保温保冷工事工 779-20 
母貝仕立作業者 454-30 
保管・管理係員 272-30 
補機運転員（発電所） 741-10 
簿記事務員 263-21 
 
補給群長 401-10 
補給処分遣隊長 401-10 
補教師 161-12 
牧師 161-13 
牧場管理人 432-99 
 
牧場経営者（雇あり業主） 241-10 
牧場作業員 432-99 
牧場牧夫 432-99 
牧草刈取人（家畜の飼育を伴うもの） 432-99 
牧草刈取人（家畜の飼育を伴わないもの） 431-99 
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牧草採取人（ヘイキューブ製造） 431-99 
牧草栽培者（家畜の飼育を伴うもの） 431-40 
牧草栽培者（家畜の飼育を伴なわないもの） 431-99 
保険営業員 332-12 
保健栄養士 111-10 
 
保険外交員 332-12 
保険会社営業所長 231-12 
保険外務員 332-12 
保険金算出事務員 281-46 
保険金支払係事務員 281-46 
 
保険金支払査定事務員 281-45 
保険契約外交員 332-12 
保険契約事務員 281-40 
保険計理人 209-99 
保険検定士（生命保険会社） 209-99 
 
保険査定員 209-99 
保健師 091-10 
保健師長 091-10 
保健指導員（保健師） 091-10 
保健師見習 119-99 
 
保健主事（小学校） 152-13 
保険証券係 281-40 
保健所保健指導課長（保健師） 091-10 
保険診療経理士 259-20 
保険数理士 209-99 
 
保険セールスマン 332-12 
保険設計士 332-10 
保険代理店主 332-11 
保険調査員 281-44 
保険調査事務員 281-44 
 
保険仲立人 339-20 
保険募集人 332-10 
保険申込書審査事務員 281-40 
保健予防課長（医師：保健所） 081-10 
保険料集金人 291-10 
 
保険料徴収係員 269-13 
保抗員 759-10 
保護観察員 139-99 
保護観察官 121-10 
保護施設長 239-10 
 
干あじ製造工 627-30 
干あらめ製造工 627-30 
干いわし製造工 627-30 
干魚製造工 627-30 
干うどん製造工 621-10 
 
干うるめ製造工 627-30 
干貝柱製造工 627-30 
干柿製造人 629-99 
干数の子製造工 627-30 
干かれい製造工 627-30 

干昆布加工工  627-50 
干昆布製造工 627-50 
乾魚製造人 627-30 
干さば製造工 627-30 
母子指導員（母子生活支援施設） 124-10 
 
母子生活支援施設長（母子寮） 239-10 
母子相談員 121-10 
干たら製造工 627-30 
干にしん製造工 627-30 
干海苔製造工 627-30 
 
干ひじき加工工 627-30 
干ふぐ製造工 627-30 
干ぶどう製造工 629-99 
保守員（一般機械） 572-11 
保修課長（電力会社支店） 231-13 
 
補修工（織物製造） 649-60 
補修工（刺しゅうレース） 654-30 
保守点検整備員（一般機械） 572-11 
圃場整備トラクター運転手 431-99 
補助事務員 255-97 
 
母子寮寮母 124-10 
干わかめ製造工 627-30 
帆製造工 659-40 
保線技術者（鉄道） 052-99 
保線工・軌道工 782-10 
 
保線作業員 782-10 
保全大工 771-10 
ぼぞ穴明工（木工） 663-10 
舗装機械運転工 734-20 
補装具製作工 718-99 
 
舗装工 781-20 
舗装工事現場施工管理者 052-99 
舗装作業員 781-20 
ほぞ付穴明工（家具製造） 664-20 
ほぞ付穴明工（建具製造） 664-30 
 
ほぞ付機工（木工） 663-10 
保存係（博物館） 209-99 
帆立貝缶詰製造工 624-XX 
帆立貝採取作業者 453-20 
帆立貝養殖作業者 454-20 
 
蛍いか燻煙工 627-20 
蛍石採取員 751-10 
墓地管理人 809-30 
墓地掃除人 801-10 
法造り（ほづくり）工 679-12 
 
払子（ほっす）製造職 719-99 
補導員（少年育成センター） 121-10 
火床係 514-10 
骨細工工 716-30 
骨つぎ医者 112-40 
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骨つぎ師 112-40 
骨曲職（竹製） 666-10 
帆布製品製造工 659-40 
ほや養殖作業者 454-99 
保養所管理人 376-10 
 
保冷工（熱絶縁工事） 779-20 
保冷庫作業員 793-12 
保冷冷凍車運転手 479-10 
幌張工 721-20 
幌ミシン縫製工 655-20 
 
盆栽作り人 431-99 
盆栽苗木栽培者 431-33 
盆仕上工（木製） 669-99 
本社部課長 231-11 
本修理人 684-10 
 
盆製造工（紙製品） 674-40 
盆石製造工 719-99 
本箱製造工 664-20 
本部長（取締役を除く） 231-11 
ぼんぼり製作工 713-50 
 
雪洞（ぼんぼり）製造工 713-50 
本焼焼成工 535-14 
翻訳家 171-40 
翻訳係 251-12 
翻訳作家 171-40 
 
翻訳者 171-40 
  
 
 
 
 
 
 

ま 
 
 
 
麻雀教師 202-99 
麻雀クラブ従事者 375-20 
麻雀店主 241-10 
麻雀牌製造工（骨製） 716-30 
舞妓 374-11 
 
前処理係（非鉄金属製錬） 519-10 
前取工（製材）  661-20 
前挽加工工 559-99 
前挽製材工 661-20 
間貸人 381-20 
  
賄 361-40 
磨管機工（鋼管製造） 516-40 
巻上機運転工 732-20 
巻揚機組立工 571-99 
巻揚機修理工 572-11 

巻上機操作員（たばこ製造） 635-30 
巻揚工（ガラス製造） 532-10 
巻上装置取付工 571-99 
巻糸機運転工 649-14 
巻糸検査工 649-61 
 
巻糸工 649-14 
まき絵師 715-22 
蒔絵師見習 715-98 
蒔絵付工（陶磁器製造） 536-50 
巻替工（製紙）  679-31 
  
巻返工（生糸製造業以外） 649-21 
巻柿製造工 629-99 
巻型工（電動機製造） 581-21 
槙皮加工工 669-99 
薪結束人 444-20 
  
巻締工（缶詰製造） 624-22 
巻締脱気工（缶詰製造） 624-22 
巻尺製作工 601-21 
巻線検査工（電気製品製造） 589-70 
巻線工（楽器製造） 719-10 
 
巻線工（コイル：電気機械器具） 581-XX 
巻線工（固定子・回転子製造） 581-XX 
巻線工（発電機） 581-11 
巻線磁石組立工 589-99 
巻き付けグリップ製造工 559-20 
  
巻取員（電解蓄電器製造） 589-12 
巻取機運転工 649-22 
巻取ケーク検査工 649-61 
巻取工（化学繊維製造） 523-30 
巻取工（合板製造） 662-11 
 
巻取工（製紙）  679-31 
巻取台工（段ボール製造） 679-31 
槙肌製造工 669-99 
巻もどし機運転工 559-99 
薪割作業者 444-20 
 
枕木検査工 669-50 
枕木製材工 661-99 
枕木製造工（コンクリート製） 538-10 
まぐろ缶詰製造工 624-XX 
まぐろ節製造工 627-10 
 
曲鉄工 553-13 
曲プレス工 552-12 
曲物職  669-12 
曲物製造工 669-12 
曲輪職 669-12 
 
磨鉱工 759-99 
摩砕工（パルプ製造）  671-12 
麻索工（麻製ロープ製造）  648-10 
摩擦溶接工 559-99 
柾（まさ）葺職 773-99 

ほねつ ― まさぶ 



  

み  

 

 139

柾割職 669-99 
魔術師 195-30 
磨針工 558-14 
麻酔医 081-10 
ます缶詰製造工 624-XX 
 
ます組立工 601-24 
升製造工（木製） 664-99 
ます放流人 454-10 
ます養殖作業者 454-10 
待合女将 376-10 
 
待合主人 376-10 
町場とび 762-10 
待針製造工 558-14 
松茸採取人 449-10 
抹茶製造工 631-12 
 
松脂採取人 449-10 
松脂精製工 521-10 
松脂溶解工 671-23 
窓口係（銀行、信用金庫） 262-10 
窓口係（競輪場、競馬場、競艇場） 339-32 
 
窓口事務員（競輪場、競馬場、競艇場） 375-21 
魔法瓶製造工 719-99 
豆菓子製造工 622-44 
豆きんとん製造工 629-20 
豆麹工（味噌・醤油製造） 614-XX 
 
豆粉製造工 612-10 
豆挽機工（豆腐製造） 623-11 
豆味噌製造工 614-10 
豆類耕作者 431-20 
麻薬管理者（医師） 081-10 
 
麻薬管理者（歯科医師） 082-10 
麻薬管理者（獣医師） 083-10 
麻薬管理者（薬剤師） 084-10 
麻薬研究者 011-40 
麻薬研究者（医師） 081-10 
 
麻薬研究者（歯科医師） 082-10 
麻薬研究者（獣医師） 083-10 
麻薬研究者（薬剤師） 084-10 
麻薬取締員 419-10 
麻薬取締官 419-10 
 
繭（まゆ）検定員 029-13 
繭選別工（製糸工場） 649-11 
丸編み機調整工 647-40 
丸網工（機械すき） 672-10 
丸鋼旋盤切削工 551-11 
 
丸締工（動植物油脂製造） 615-21 
丸太検査工 669-51 
丸太検尺工 669-51 
丸太検尺人（林業） 442-20 
丸打ひも編工 648-40 

丸鋸組立工 571-99 
丸鋸工（プラスチック製品製造） 693-60 
丸鋸製材工 661-20 
丸のこ盤工 559-50 
丸のこ木工 663-10 
 
丸干さんま製造工 627-30 
丸目製造工 663-10 
丸物漆器工 715-10 
丸物塗工  715-10 
真綿製造工 649-40 
 
漫画家 182-30 
漫画家、イラストレーター 182-30 
漫画原作者 171-20 
漫画編集者 172-99 
漫才師 195-20 
 
まんじゅう製造工 622-32 
漫談家 195-99 
万年筆組立工 719-31 
万年筆検査工 719-70 
万年筆軸成形工 693-10 
 
万年筆修理工 719-31 
万力製造工 559-22 
  
 
 
 
 
 

み 
 
 
 
磨蝦（えび）製造工 627-30 
磨工（漆器製造） 715-13 
磨粉製造工 539-40 
磨砂採取人 753-10 
磨砂製造工 539-40 
  
身欠にしん製造工 627-30 
御影石切出人 752-10 
みかん缶詰製造工 624-XX 
みかん栽培人 431-31 
みかん酒製造工 633-20 
 
みじん粉製造工 612-10 
水揚工（港湾荷役） 791-12 
水揚工（製材） 669-30 
水揚ポンプ操作員 733-10 
みす編工（竹製） 666-30 
  
水飴（あめ）製造工 619-99 
水先案内人 482-30 
水先人 482-30 
水処理施設管理技術者 071-30 
水研工（自動車製造） 723-10 
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水研工（刃物製造） 557-12 
水止工（油井） 755-99 
水引下掛工 675-30 
水引製造工 675-30 
水引製品製造工 675-30 
 
水ようかん缶詰工 624-XX 
溝切盤工 551-99 
味噌原料かく拌工 614-11 
味そ原料工 614-11 
味そこうじ工 614-12 
  
味そ仕込工 614-13 
味噌充てん工 614-10 
味そ製造技術者 025-20 
味そ製造工 614-10 
味噌樽製造工 669-11 
  
溝付合板製作工 662-10 
味噌漬け工（野菜）  628-10 
味噌漬け肉製造工 626-99 
味噌袋詰工（味噌製造業） 614-10 
みぞロール工 516-99 
 
蜜製造工（果実蜜製造） 619-99 
密度計組立工 601-99 
蜜蜂飼育人 432-60 
密封工 624-22 
三椏（みつまた）皮剥工（製紙） 679-99 
 
三椏皮剥人（林業） 449-10 
三椏乾燥工（製紙） 679-99 
三椏栽培者 431-40 
三椏晒工 671-24 
見積員（機械卸売業） 269-20 
  
見積員（建設業：雇用者） 269-20 
見積り設計員（建設業：雇用者） 269-20 
見積り設計監督（建築士） 051-11 
蜜ろう製造工 529-99 
見習僧（仏教） 161-12 
  
身の回り世話従事者 372-00 
身回品・家庭用品卸売店主 322-10 
身回品小売店主 321-10 
身回品販売店員 324-21 
見本整理員 809-99 
 
見回り管理員（自動販売機による小売業）  794-24 
見回工（合成繊維紡績業） 523-20 
見回工（織布製造） 644-10 
見回工（紡績業） 641-XX 
耳ずり工 663-10 
 
宮師 664-11 
宮大工 771-11 
宮守 389-99 
味りん製造工 633-99 
味りんぼし製造工 627-30 

民間自動車検定員（自動車修理工場） 599-21 
民芸指導家 183-10 
民事調停委員 139-60 
民生委員指導主事 121-10 
民生用電子・電気機械器具組立工・修理工 587-00 
 
民生用電子・電気機械器具検査工 589-75 
民生用電子・電気機械器具修理工 587-30 
民生用電動機組立工 581-23 
民生用発電機組立工 581-13 
民謡歌手 191-40 
 
民謡舞踊家 192-10 
  
 
 
 
 
 
 

む 
 
 
 
無安製造工（化学肥料製造） 521-14 
向いびき工 661-99 
無機化学技術者（高分子化学を除く） 042-20 
無機化学研究者 011-13 
無機顔料製造技術者 042-20 
 
麦麹工（味噌製造） 614-12 
無機合成技術員 042-20 
無機材料製造オペレーター 521-13 
麦茶製造工 639-99 
麦味噌製造工 614-10 
 
無機薬品製造技術者 042-20 
無機薬品分析検査技術員 042-50 
無機薬品分析試験技術者 042-50 
麦類耕作者 431-20 
麦わら製品製造工 667-40 
  
麦わら帽子製造工 667-41 
麦わら帽体工 667-41 
虫かご製造人（竹製） 666-99 
蒸機運転手（染色） 646-50 
蒸し工（製茶） 631-11 
 
蒸し工（味噌製造） 614-12 
無地染工 646-23 
虫ピン製造工 558-14 
虫眼鏡組立工 603-10 
むしろ製造工 667-30 
  
無水ガス溜管理工 729-99 
無水マレイン製造工 521-12 
無線技術士 501-20 
無線艤装工（船舶） 596-13 
無線送受信所長 231-12 
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無線中継所長 231-12 
無線通信機器組立工 582-11 
無線通信機据付工 745-20 
無線通信士 501-10 
無線通信装置組立工  582-11 
 
無線通信装置設計技術者 035-10 
無線電気通信機製造技術者 035-10 
無線電話機組立工 582-11 
無線電話機修理工 582-50 
無線配車係（タクシー会社） 501-99 
 
室作業員（醤油製造） 614-22 
室の子 632-15 
  
 
 
 
 
 

め 
 
 
 
名刺入れ製造工 711-10 
名刺印刷工 683-XX 
名所旧跡案内人 391-20 
目板通し工（織物加工） 643-30 
銘刀作家 183-10 
 
銘板工（製材） 661-20 
銘板製造工（金属製ネームプレート） 555-XX 
銘木工（製材） 661-20 
銘木製造工 669-99 
銘木造材工 442-20 
 
銘木突板製造工 669-99 
眼鏡入れ製造工 711-10 
眼鏡技術者 609-10 
眼鏡販売店員 324-20 
眼鏡レンズ加工工 604-20 
  
眼鏡枠組立工 603-10 
眼鏡枠芯張り工  699-99 
目覚時計組立工 602-10 
目地工 772-20 
めしこうり（飯行李）縁掛工 667-21 
 
飯びつ製作工 669-11 
目立工 557-21 
めっき技術員 556-XX 
めっき検査工 559-70 
めっき研磨工 556-99 
  
めっき工 556-00 
めっき着色工 556-99 
めっき塗装工 556-99 
めっき被覆工 556-XX 
めっきライン運転操作工 556-XX 

滅菌技術員（病院） 119-20 
滅菌工（医薬品製造） 525-10 
目通工（製本） 684-13 
目止め工 723-10 
面割工（豚皮・牛皮加工） 729-99 
 
免許交付係員（自動車免許試験場） 259-99 
免許証入れ製造工 711-10 
面研削盤工 551-16 
綿糸ガス焼工 642-40 
綿糸絣絞工 646-99 
 
綿実油製造工 615-XX 
綿糸紡糸工 641-50 
面積計組立工 601-99 
面接相談員 121-10 
面測定機器組立工 601-99 
 
面戸塗工 774-30 
面取工（家具製造）  664-20 
面取工（建具製造）  664-30 
面取工（プラスチック製品製造） 693-30 
面貼合工（紙製品製造） 675-99 
 
綿布裏張工 659-99 
綿布光沢仕上工 645-13 
緬（綿）羊飼育指導員 022-10 
麺類乾燥工 621-99 
麺類原料仕込工 621-99 
 
麺類仕上工 621-10 
めん類製造工 621-00 
めん類調理人 361-10 
めん類店主 323-10 
  
 
 
 

も 
 
 
 
盲学校教員 157-10 
盲学校教頭 157-12 
盲学校教諭 157-10 
盲学校校長 157-11 
盲学校助教諭 157-10 
 
盲学校養護教諭 157-10 
盲学校養護助教諭 157-10 
盲学校・ろう学校教員 157-10 
盲学校・ろう学校教頭 157-12 
盲学校・ろう学校校長・園長 157-11 
  
申込審査係 281-40 
盲僧 161-12 
盲導犬訓練士 209-50 
盲導犬指導育成者 209-50 
毛筆製造工 719-33 
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毛布織工 644-10 
盲・ろう学校教頭 157-12 
盲・ろう学校校長 157-11 
毛筆彫刻師 666-99 
もぎり（映画館） 375-21 
 
もぎり（娯楽場） 375-21 
木毛製造工 669-99 
木材アルカリ処理工 669-30 
木材運搬作業者（運送業）  792-10 
木材運搬作業者（工場） 792-11 
 
木材化学工業技術者 042-10 
木材加工技術者 049-99 
木材加工工（楽器製造） 663-10 
木材乾燥工 669-99 
木材鑑別員 669-51 
  
木材乾留工 521-10 
木材切出作業者 442-10 
木材検査工 669-51 
木材裁断工（合板製造）  662-10 
木材刷込工 689-99 
  
木材製品処理工 669-30 
木材切断加工工（家具製造） 664-20 
木材セメント板製造工 538-13 
木材洗浄工（チップ製造） 669-99 
木材耐火処理工 669-30 
 
木材チップ製造工（チップ工場） 661-30 
木材売買仲立人 339-10 
木材搬出作業者 443-20 
木材プレーナー工 663-12 
木材粉砕工 669-99 
 
木材弁柄着色工 669-30 
木材防虫処理工 669-32 
木材防虫薬品処理工 669-32 
木材防腐工 669-31 
木材防腐処理工 669-31 
  
木材曲げ工 669-99 
木材水揚工 669-99 
木材見積人 669-51 
木質ボード製造工 662-20 
木珠ぬき工 663-10 
 
木製運動用品製造工 669-40 
木製桶製造職 669-11 
木製おけ・たる・曲物製造工 669-10 
木製家具仕上工 664-20 
木製家具製造工 664-20 
  
木製家具・建具製造工見習 664-98 
木製型枠工  761-10 
木製型枠製造工 669-99 
木製玩具組立工 712-10 
木製玩具指物工 664-10 

木製看板製造工 669-99 
木製ケース組立工 664-10 
木製サンダル製造工 669-20 
木製漆器工 715-10 
木製建具製造工 664-30 
 
木製テーブル製造工 664-20 
木製模型工 718-10 
木船修理工 665-13 
木船水止工 665-10 
木象眼（嵌）職 664-10 
 
木造建築士 051-10 
木造建築大工 771-10 
木造船製造技術者 033-10 
木灰製造工 809-99 
杢（もく）張工（家具製造） 664-20 
  
杢張工（合板製造） 662-12 
杢張工（建具製造） 664-30 
木版印刷工 683-99 
木判工 717-10 
木版摺工 683-99 
  
木版製作工 663-32 
木部素地工 663-10 
木片セメント板製造工 538-13 
木麺製造工 669-99 
木毛セメント板製造工 538-13 
 
木毛詰工（布帛玩具製造） 712-20 
木蝋（ろう）製造工 529-99 
模型玩具製造工 712-10 
模型検査工 719-70 
模型製作工 718-10 
 
模型製作助手 718-10 
模型・模造品製作工 718-00 
文字組版作業員 681-00 
文字入力オペレーター 311-30 
文字入力オペレータ（印刷業） 681-XX 
 
文字板組付工（時計製造） 602-10 
模写員 209-99 
綟（もじり）職 644-10 
もじり製造工 666-99 
もずく養殖作業者 454-40 
 
餅菓子職 622-30 
もち製造工 622-32 
持出工（製材）  792-11 
持手縫合せ工（靴・袋物・衣服・運動具を除く） 709-30 
餅品質検査工 629-30 
 
木管技術者 049-99 
木管検査工 669-50 
木管製造工 663-10 
木琴組立工 719-10 
木工鉋盤工 663-10 
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木工鉋（かんな）盤工（家具・建具製造） 664-XX 
木工機械組立工 571-30 
木工機械工（家具製造） 664-20 
木工機械工（家具・建具製造を除く） 663-10 
木工機械工（建具製造） 664-30 
 
木工機械修理工 572-10 
木工機械整備工 572-11 
木工技術者 049-99 
木工木取工（ピアノ部品製造） 719-10 
木工、木彫工 663-00 
 
木工芸家 183-10 
木工現図工 727-99 
木工研磨工 663-14 
木工昇降盤工 663-10 
木工墨付工 663-99 
 
木工切断工 663-10 
木工旋盤組立工 571-30 
木工旋盤工 663-11 
木工大工（家具製造）  664-20 
木工大工（建具製造）  664-30 
 
木工塗装工 723-20 
木工刃物研磨工 557-12 
木工挽物工 663-10 
木工部品組立工（ピアノ部品製造） 719-10 
木工フライス盤工 663-12 
 
木工ボール盤工 663-13 
木工面取盤工（建具製造） 664-30 
木工面取盤工（家具・建具製造を除く） 663-10 
元押工（製材） 661-20 
もと師 632-13 
 
元帳係（卸売店） 263-21 
もと廻し 632-13 
元結製造工 675-20 
最中製造工 622-30 
物差製造工 601-21 
 
もみがら燻炭製造人 809-99 
揉治療師 112-10 
揉療治師 112-10 
木綿織布工 644-10 
桃缶詰製造工 624-XX 
 
もやし製造工（工場生産のもの） 431-99 
模様糊画工 646-10 
盛絵付工 536-50 
盛方 361-10 
盛り付け人（料理） 361-10 
 
諸味圧搾工（酒類製造）  632-15 
諸味圧搾工（醤油製造） 614-24 
諸味攪拌工（酒類製造）  632-15 
諸味攪拌工（醤油製造） 614-23 
諸味汲出工（酒類製造）  632-15 

諸味汲出工（醤油製造） 614-23 
もろみ主任 632-14 
諸味醤油製造工 614-20 
諸味製造工（酒類製造） 632-15 
諸味製造工（醤油・酒類製造以外） 619-99 
 
諸味製造工（醤油製造） 614-23 
紋織工 644-10 
紋書き縫工 654-20 
紋型編工 649-99 
紋切工（紋織物の裏糸切） 649-99 
 
紋刺しゅう工 654-20 
紋紙製造工 679-22 
紋章上絵師 729-99 
紋染工 646-10 
門標製作工（石製） 541-40 
 
紋彫工 679-22 
 
 
  
 
 
 
 

や 
 
 
 
やいと（灸師） 112-30 
八百屋店主 321-10 
焼板工（金属熱処理） 515-10 
焼入工 515-10 
焼入先付工 517-10 
 
焼入れ仕上工 515-10 
焼入焼戻し工（高周波・浸炭を除く） 515-12 
焼印彫刻工 555-12 
焼方（飲食店） 361-99 
焼方（調理場） 361-10 
 
焼切工（採石場） 752-10 
焼石膏製造技術者 043-99 
焼竹輪製造工 627-40 
焼付加硫工（ゴム） 692-30 
焼豆腐製造工 623-10 
 
焼なまし・焼ならし工 515-11 
焼なまし工 515-11 
焼海苔製造工 627-30 
焼麩製造職 623-30 
焼戻工 515-12 
  
野球場切符販売員 375-21 
野球バット製造工（木製）  669-40 
野球ボール製造工（革製） 719-40 
野球ボール製造工（ゴム製） 719-40 
野球ミット製造工 719-41 
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冶（や）金技術者 041-10 
冶金工（非鉄金属精錬） 512-10 
冶金焼結工 519-42 
薬液工（化学繊維製造） 523-10 
薬液土固め注入工（建設業） 781-99 
  
薬学研究者 011-43 
薬剤官 084-10 
薬剤師 084-10 
薬剤師助手 119-99 
薬剤師見習 119-99 
 
薬事監視員 119-32 
薬事監視員（薬剤師） 084-10 
役者 193-XX 
薬酒製造工 633-99 
薬草栽培人 431-40 
 
薬土製造工 531-10 
薬品回収工 521-10 
薬品化学技術者 042-10 
薬品研究員 011-43 
薬品研究技術者（医薬品製造） 042-10 
 
薬品検査工 529-60 
薬品混合乾燥工（医薬品） 525-10 
薬品処理工（砥粒製造） 539-40 
薬品製造工（医薬品） 525-10 
薬品製造工（医薬品を除く） 521-10 
  
薬品調合員（医薬品） 525-11 
薬品調合工（化学製品） 521-10 
薬品調合工（加工紙製造） 673-40 
薬品調合工（パルプ製造） 671-22 
薬品調整工（紙製造） 671-23 
 
薬品配合工（医薬品） 525-11 
薬品配合工（ゴム工業） 691-12 
薬品箱詰工 728-20 
薬品封緘（かん）工 525-10 
薬品分析員（薬品製造）  529-60 
 
薬品分析試験技術者 042-50 
薬品包装工 728-10 
薬品容器製造工（紙箱） 674-10 
薬物化学研究者 011-43 
薬味酒製造工 633-99 
 
薬味製造工 619-10 
薬用酒製造工 633-99 
薬理研究員 011-43 
夜警員 423-12 
野犬捕獲員 399-80 
  
野犬捕獲作業者 399-80 
野菜缶詰製造工 624-XX 
野菜行商人 325-10 
野菜栽培人 431-20 
野菜塩漬工 628-10 

野菜選別工（工場） 809-21 
野菜調理工 624-13 
野菜佃煮製造工 629-99 
野菜つけ物工 628-10 
野菜仲買人 339-10 
  
野菜味噌漬製造工 628-10 
香具師 325-31 
椰子（やし）油製造工 615-XX 
やすり仕上工  559-22 
やすり製造工 559-22 
 
屋台飲食物販売員 325-32 
屋台店主 325-32 
家賃集金人 291-10 
薬局員（薬剤師） 084-10 
薬局店主（薬剤師） 084-10 
 
薬局店主（薬剤師でないもの） 321-10 
やとな 373-10 
屋根板打工 773-XX 
屋根板製造職 669-99 
屋根錺（かざり）職 554-11 
 
屋根瓦製造工 534-XX 
屋根瓦製造工（セメント製） 538-10 
屋根左官 774-30 
屋根職 773-XX 
屋根張職（板金）  554-11 
  
屋根ふき工 773-00 
屋根ふき工見習 773-98 
屋根葺職人 773-XX 
山芋掘人 449-10 
山形工（鉄工所、造船所） 553-10 
 
山小屋管理人 376-10 
山台製造員 669-99 
山繭採取人 449-10 
  
 
 
 
 

ゆ 
 
 
 
油圧機械検査工 572-22 
油圧機械保全・修理工 572-12 
油圧機器組立工 571-99 
油圧工（鍛造プレス） 514-21 
油圧装置取付工 593-20 
  
油圧バルブ検査工 572-20 
油圧バルブ製造工 571-44 
油圧プレス工（製鉄、製鋼） 516-99 
油圧プレス工（鉄工所） 552-XX 
結納品製造人 719-99 

やきん ― ゆいの 



  

ゆ  

 
 
 

 145

遊園地管理人 809-38 
遊園地従業員 375-20 
遊園地清掃員 801-10 
遊園地電車運転員 375-24 
有価証券売買事務員 281-43 
  
有価証券売買仲立人 333-10 
有機化学技術者（高分子化学を除く） 042-10 
有機化学研究者 011-13 
有機金属製造技術者 042-10 
有機研究員 011-13 
 
有機合成工 521-10 
有機ゴム薬品製造技術者 042-10 
有機酸製造技術者 042-10 
遊戯施設係 375-24 
有機薬品分析技術員 042-50 
 
有機肥料製造工 809-99 
有機薬品製造オペレーター 521-12 
有機薬品製造技術者 042-10 
遊漁船船頭 499-21 
釉剤原料粉砕工 533-10 
 
釉剤混合工 533-11 
釉剤製造工 533-10 
融資係（信用金庫） 281-42 
融資事務員（保険会社） 281-42 
有刺鉄線細工工 558-12 
  
有刺鉄線製造工 558-12 
融接工（金属溶接） 561-XX 
融雪設備設計技術者 052-99 
有線技術員 502-20 
友褝駒べら製造工 669-99 
 
友禅職人  646-11 
友禅図案家 184-41 
友禅図案画工 724-10 
友禅染工 646-11 
友禅染師  646-11 
 
有線通信員 502-00 
有線通信機器組立工 582-12 
有線通信機製造技術者 035-10 
有線通信操作員 502-10 
有線テレビジョン技術員 502-21 
  
有線電気通信技術者 035-10 
有線電話機修理工 582-50 
有線放送員（音楽放送業） 502-10 
有線放送員（宣伝業） 394-10 
有線放送員（役場、公民館）  399-99 
  
有線放送技術員 502-21 
有線放送電話技術員 502-20 
有線放送電話交換手 503-10 
有線保守技術員（放送） 745-10 
有線ラジオ技術員 502-21 

郵袋発着係 303-20 
ゆうちょ財団役員 229-99 
郵便委託員 504-10 
郵便受入事務員 303-20 
郵便外務員 504-10 
  
郵便業務員（郵便局） 303-XX 
郵便区分事務員 303-21 
郵便現業事務員 303-XX 
郵便小包事務員 303-12 
郵便差立事務員 303-21 
 
郵便事故事務員 309-10 
郵便事務員 303-XX 
郵便集配車運転手 479-10 
郵便集配員 504-10 
郵便取集員 504-11 
 
郵便取集車乗務員 504-11 
郵便仕訳作業員（郵便局） 303-21 
郵便仕訳発送係員（郵便局） 303-20 
郵便貯金窓口事務員 262-11 
郵便・通信事務員 303-00 
 
郵便・通信内務事務員 303-20 
郵便・通信窓口事務員 303-10 
郵便到着事務員 303-20 
郵便内務員 303-20 
郵便荷役作業員（郵便局） 792-10 
 
郵便配達員 504-12 
郵便発着事務員 303-20 
郵便窓口事務員 303-10 
ゆう薬かけ工 533-20 
釉（ゆう）薬掛工 533-20 
 
釉薬検査工 539-53 
ゆう薬原料調合工 533-11 
ゆう薬工 533-10 
釉薬調合工 533-11 
釉薬調整工 533-11 
 
釉薬点付け工 533-20 
釉薬浸し掛け工 533-20 
釉薬吹掛け工 533-20 
遊覧船機関長 483-10 
遊覧船船長 481-99 
 
遊覧船船頭 499-20 
有料道路料金収受係員 301-11 
有料道路料金徴収員 301-11 
床材テープ張り工（寄せ木床板製造） 669-99 
床仕上工 777-30 
 
床張り工 777-30 
床磨き作業員 801-11 
床ワックス工事人 801-99 
雪かき車組立工 594-20 
油剤工（医薬品製造） 525-11 
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油脂化学技術者 042-10 
油脂加工技術者 042-10 
油脂加工工 524-30 
油脂加工中央制御監視員 524-30 
油脂乾燥工 615-99 
 
油脂缶詰工（化学工業） 524-30 
油脂硬化工 524-31 
油脂静置工（動植物油脂製造） 615-30 
油脂製品製造オペレーター 524-30 
油脂製品製造技術者 042-10 
 
油脂製品製造工 524-30 
油脂抽出工（動植物油脂製造）  615-22 
油脂瓶詰工（化学工業） 524-30 
油脂分解工 524-30 
油脂分解工（石けん製造） 524-10 
 
油脂分析技術員 042-50 
油脂前処理工 615-10 
輸出通関事務員 281-30 
輸出手形買取事務員 262-10 
輸出品検査員 209-99 
 
油焼工 515-10 
油井機械掘工 755-11 
油井ドリラー工 755-11 
油井ボーリング工 755-11 
輸送計画事務員 252-10 
 
油槽船甲板員 493-10 
油槽船船長 481-10 
輸送用機械器具検査工 599-20 
輸送用機器束線工 588-13 
湯出し工（製鋼） 511-20 
 
ゆであづき缶詰製造工 624-XX 
ゆで麺製造工 621-10 
湯通し工 356-11 
湯通し工（織布製造）  645-13 
湯通し工（缶詰製造） 624-30 
 
湯煮工（ソーセージ・ハム・ベーコン製造） 626-25 
輸入果物燻蒸員 801-32 
輸入木材検疫係 023-20 
輸入木材消毒員 801-32 
湯のし工 356-12 
 
湯のし工（染色整理業） 645-13 
湯のし職（洗濯業） 356-12 
湯葉職人 623-40 
湯葉製造工 623-40 
指サック製造工 692-XX 
 
指輪製造工（貴金属） 716-10 
油布製造工 649-99 
弓師 666-99 
弓鋸製造工 559-21 
弓破魔製造工 712-30 

湯沸器組立工（ガス器具） 559-99 
  
 
 
 
 
 
 

よ 
 
 
 
溶解工 521-10 
溶解工（鋳物製造） 511-30 
溶解工（医薬品製造） 525-10 
熔解工（化学繊維製造） 523-10 
溶解工（ガラス繊維製造） 532-20 
 
溶解工（製鋼） 511-20 
溶解工（石けん製造） 524-10 
溶解工（塗料製造） 529-40 
溶解工（非鉄金属製錬） 512-10 
溶解工（プラスチック工業） 699-40 
 
溶解工（味噌製造） 614-10 
溶解浄液工（非鉄金属製錬） 512-20 
溶解粗砕工（砥粒製造） 539-40 
溶解鋳銅工 512-80 
溶解濾（ろ）過工（シロップ製造） 634-10 
  
溶解炉組立工 571-99 
洋画家 182-12 
洋家具製造工 664-20 
洋がさ組立工 719-20 
洋がさ仕上工 719-20 
  
洋がさ修理工 719-20 
洋がさ製作工 719-20 
洋がさ製造工 719-20 
洋がさ布裁断工 659-99 
洋がさ布張工 719-20 
 
洋がさ布縫製工 655-20 
洋がさ骨組立工 719-20 
洋がさ骨製作工 559-99 
洋菓子職人（生菓子製造） 622-20 
揚貨装置運転士（クレーン） 732-10 
 
洋楽器調律師 209-30 
洋瓦製造工 534-XX 
羊羹（ようかん）製造工 622-32 
容器卸売店主 322-10 
容器洗浄工 809-14 
  
窯業絵付工 536-00 
窯業絵付工見習 536-98 
窯業技術者 043-00 
窯業原料計量工 531-10 
窯業原料工 531-00 
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窯業原料粉砕工 531-11 
窯業製品検査工 539-50 
窯業土練工 531-30 
謡曲教師 202-20 
陽極酸化処理めっき工 556-60 
 
謡曲師 191-50 
謡曲指導員 202-20 
陽極処理工 556-60 
養魚作業者 454-10 
養鶏改良者 022-10 
 
養鶏技術員 022-10 
養鶏作業者 432-30 
養鶏指導員 022-10 
養鶏人 432-30 
溶鉱捨からみ工 792-11 
 
溶鉱秤量工 511-99 
溶鉱炉工 511-10 
溶鉱炉工（非鉄金属製錬） 512-10 
溶鉱炉修理工 772-43 
溶鉱炉信号工 511-99 
 
養護学校介助員 399-99 
養護学校教員 157-20 
養護学校教頭 157-22 
養護学校教諭 157-20 
養護学校校長・園長 157-21 
 
養護学校助教諭 157-20 
養護学校養護教諭 157-20 
養護学校養護助教諭 157-20 
養護学校寮母 382-11 
養護教諭（高等学校） 154-13 
 
養護教諭（小学校） 152-13 
養護教諭（中学校） 153-13 
養護教諭養成所教員 159-99 
養護指導員 122-10 
養護職員（教育委員会） 119-99 
 
養護職員（小学校） 119-99 
洋裁学校講師 159-20 
洋裁教師（各種学校） 159-20 
溶材工（ガラス製造） 531-20 
洋裁工（婦人服） 651-XX 
 
洋裁師（婦人服） 651-XX 
洋裁見習 651-98 
養蚕技術員 029-12 
養蚕技術者 029-10 
養蚕研究員 011-30 
 
養蚕作業者 431-50 
養蚕飼育指導員 029-12 
養蚕指導技術員 029-12 
養蚕人 431-51 
洋紙抄造工 672-10 

幼児体操指導者 202-30 
用紙巻取作業員 679-31 
溶射工 556-40 
用字・用語委員 172-11 
養生工（コンクリート製品製造） 538-10 
 
養殖池監視人 459-10 
養殖技術員 024-11 
養殖真珠貝掃除作業者 454-30 
洋食調理人 361-20 
揚水ポンプ工事工 779-99 
 
揚水ポンプ組立仕上工 571-99 
溶接係員（鉱山） 031-10 
溶接機組立・調整工 571-20 
溶接技術者 041-99 
溶接検査工 559-70 
 
溶接工（塩化ビニル加工） 693-50 
溶接鋼管工 516-40 
溶接構造物非破壊検査工 519-53 
溶接保安係員（鉱山） 031-10 
溶接棒製造工 559-22 
 
溶接ロボット運転工 561-40 
溶銑工（鋳造業） 511-30 
溶銑輸送員 511-99 
溶銑予備処理工 511-21 
洋樽製造工 669-11 
 
揚炭機運転工（発電所） 732-30 
溶断工 562-20 
幼稚園園長 151-11 
幼稚園教員 151-10 
幼稚園教員養成所講師 159-99 
 
幼稚園教頭 151-10 
幼稚園経営者（雇あり業主） 241-10 
幼稚園講師 151-10 
幼稚園助教諭 151-10 
幼稚園助手 159-99 
 
幼稚園保育士 123-10 
幼稚園養護教諭 151-10 
幼稚園養護助教諭 151-10 
養畜作業者 432-00 
用地交渉係 259-99 
 
用地仕入営業員 331-10 
用地調査員 259-99 
溶着工（超音波溶着） 693-51 
羊腸縫合糸製造工 729-99 
溶澱工（非鉄金属製錬） 512-99 
 
溶湯圧入工（ダイカスト） 559-99 
溶湯成分分析工（鋳物製造） 519-51 
溶銅注入工 512-80 
用度係事務員 263-22 
用度課長（会社本社） 231-11 

ようぎ ― ようど
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養兎技術員 022-10 
養豚作業者 432-20 
洋生菓子仕上工 622-22 
洋生菓子仕込工 622-21 
洋生菓子製造工 622-20 
 
揚錨船機関長（自航） 483-10 
揚錨船船長（自航） 481-20 
洋服型紙製図工 659-10 
洋服工（紳士服） 652-XX 
洋服裁断師 656-20 
 
洋服裁縫師（紳士服）  652-10 
洋服下ごしらえ工 659-99 
洋服仕立職（紳士服） 652-XX 
洋服仕立見習（紳士服）  652-98 
洋服修理職（紳士服）  652-30 
 
洋服職（紳士服）  652-XX 
洋服補修縫工（紳士服） 652-30 
洋服ボタン付工（手作業） 659-99 
洋服ミシン縫工 655-10 
洋舞踊家 192-20 
 
養蜂家 432-60 
養蜂技術員 022-20 
養蜂作業者 432-60 
用務員 809-31 
羊毛合糸工 642-10 
 
羊毛撚糸工 642-20 
溶融工（非鉄金属製錬） 512-10 
溶融電解炉工（非鉄金属製錬） 512-30 
溶融めっき工 556-30 
溶湯運搬工 513-99 
 
養鯉従業者 454-10 
養鯉場管理人 454-10 
熔リン製造工 521-14 
溶錬工（非鉄金属製錬） 512-10 
溶炉工（製鉄） 511-10 
 
洋菓子製造工（生菓子製造）  622-20 
陽極組立工（銅精錬） 512-30 
洋裁教師（各種学校でないもの） 202-99 
用度受渡事務員 263-22 
溶糖工 613-20 
 
予温工（バター製造） 625-40 
預金受付事務員 262-11 
預金係 262-11 
預金勧誘員 335-11 
預金事務員 262-11 
 
預金テラー 262-11 
預金窓口事務員 262-11 
翼組立工  593-10 
浴場経営者（雇あり業主） 241-10 
浴場経営者（雇なし業主） 354-11 

浴場主 354-11 
浴場従事者 354-10 
浴場清掃員 354-10 
浴場番台 354-10 
浴槽設備施工工 779-99 
 
横編工 647-10 
緯糸取工 643-20 
横切工（桶・樽製造） 669-11 
横切工（製材業） 661-10 
横中ぐり盤工 551-13 
 
緯巻工（織物製造） 649-14 
予算係員 263-10 
予算係事務員 263-10 
予算事務員 263-10 
よしず製造工 667-99 
 
与湿工（製革） 701-10 
寄木細工職人 664-10 
寄木象眼工 664-10 
預貯金係員 262-11 
夜泣きそば屋 325-32 
 
予熱汽かん運転員 731-10 
呼売人 325-21 
呼売販売員 325-21 
予備校教師 159-20 
呼出 203-99 
 
予防衛生技師（保健所） 119-20 
予防衛生研究技術者 011-40 
予防衛生検査員 119-20 
予防課長（医師：保健所） 081-10 
予報官（気象庁） 011-10 
 
予防建築物係（消防署） 422-10 
予約係（旅館、ホテル） 253-10 
予約販売人（ホテルの案内所） 281-20 
撚網工（繊維製） 648-20 
撚合わせ工 584-30 
 
撚線工 584-10 
撚戻製造工 559-20 
世論調査部員 172-11 
 
 
 
 
  

ら 
 
 
 
雷管工 529-99 
らくがん粉製造工 612-10 
らくがん製造工 622-43 
落語家 195-20 
落語家、漫才師 195-20 
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落語芝居師 195-20 
酪農技術者 022-10 
酪農作業者 432-10 
酪農製品技術者 025-10 
酪農ヘルパー 432-10 
  
羅紗（らしゃ）織工 644-10 
羅針盤組立工 601-99 
落花生油製造工 615-XX 
落花生加工工 622-44 
落花生作り農耕者 431-20 
  
らっきょう漬工 628-10 
拉伸工 517-10 
螺鈿（らでん）職 716-30 
欄罫彫刻工 555-10 
籃（らん）胎漆器製造工 715-XX 
  
欄間職人（欄間製造） 664-10 
  
 
 
 
 
 
 

り 
 
 
 
理化学機械組立工 571-99 
理化学機械製造技術者 031-30 
理化学・光学機器小売店主 321-10 
理化学用ガラス管製造工 532-15 
理楽（神楽舞人） 192-99 
  
理学研究者 011-10 
理学療法士 103-10 
力士 203-10 
力士養成人 203-20 
利器製造工 559-21 
 
力率計組立工 601-10 
陸揚機運転工 732-10 
陸尉 401-10 
陸佐 401-10 
陸士 401-10 
 
陸将 401-10 
陸上運搬作業員 792-10 
陸上自衛官 401-10 
陸上自衛隊員 401-10 
陸上特殊無線技士 501-30 
 
陸上荷役・運搬作業者 792-00 
陸上幕僚長 401-10 
陸上幕僚副長 401-10 
陸将補 401-10 
陸上無線技術士 501-10 

陸曹 401-10 
陸電供給員（造船所） 741-20 
理事長（独立行政法人） 222-10 
理事（特殊法人） 222-20 
理事（独立行政法人） 222-10 
  
理事（病院） 229-99 
律師 161-12 
立体アニメーター 724-13 
立体地図工 718-14 
離乳食製造工 629-99 
  
理髪具製造工 559-21 
理髪師 351-10 
理美容師補助 399-99 
硫安製造技術員 042-20 
硫安製造研究員 011-20 
  
硫安製造工 521-14 
硫化カリ製造工 521-14 
硫化工（化学繊維製造） 523-10 
硫化鉱分析員（鉱業） 519-51 
硫酸亜鉛製造工 521-10 
 
硫酸化工（合成洗剤製造） 524-20 
硫酸紙原紙抄造工 672-10 
硫酸紙製造工 673-42 
硫酸製造技術者 042-20 
硫酸製造工 521-10 
 
流送作業者 443-20 
粒度計組立工 601-10 
流量計組立工 601-24 
理容院経営者（雇あり業主） 241-10 
両替業務員 339-99 
 
理容学校教師 159-10 
寮監 382-10 
寮管理人 382-10 
料金係事務員 269-14 
料金係（有料道路） 301-11 
 
料金集金人 291-10 
料金収受員（有料道路） 301-11 
料金調定事務員（電気供給業） 263-21 
療護員 122-10 
猟師 449-20 
 
漁師 451-XX 
理容師 351-10 
療術師 119-20 
量水器修理工 601-30 
量水器調整工 601-30 
 
寮父（社会福祉施設） 124-10 
療法指導職員（各種学校） 159-20 
寮母（社会福祉施設） 124-10 
寮母（母子生活支援施設） 124-10 
寮母（養護老人ホーム） 124-10 

らくご ― りょう



  

 り 

  
 
 

 150

寮賄人 361-40 
寮務主事（高等専門学校） 155-10 
両面編立工 647-10 
料理飲食店主 323-10 
料理学校教師 159-20 
 
料理学校講師助手 361-99 
料理研究家 209-99 
料理個人教師 202-99 
料理手伝人 361-99 
料理店主 323-10 
 
料理人 361-XX 
料理人（個人家庭） 349-10 
料理ベーカリー係 361-20 
料理見習 361-98 
涼炉製造工 539-99 
 
旅客援護係 301-20 
旅客係 301-20 
旅客係（フェリーボート） 301-20 
旅客クラーク 301-20 
旅客自動車運行事務員 302-22 
 
旅客車内張工 721-24 
旅客車掌 491-11 
旅客船機関士  483-20 
旅客船機関長 483-10 
旅客船航海士 482-10 
 
旅客船甲板長 493-10 
旅客船船長 481-10 
旅館斡旋人（旅館案内所） 399-99 
旅館案内人 372-11 
旅館管理人（雇用者） 376-10 
 
旅館客引 372-11 
旅館経営者（雇あり業主） 241-10 
旅館雑務者 809-36 
旅館支配人・経営者 376-10 
旅館主・支配人 376-10 
 
旅館主人 376-10 
旅館接客係（仲居、客室係） 372-12 
旅館帳簿係 263-21 
旅館・ホテル案内係 372-11 
旅館・ホテル客室係 372-12 
 
旅館・ホテルサービス係 372-13 
旅館・ホテル接客係 372-10 
旅館浴場係員 354-10 
緑地清掃管理員 809-38 
緑茶検査工 639-20 
 
緑茶製造工 631-10 
旅行斡旋外交員 335-12 
旅行案内解説人 391-20 
旅行案内係（旅行案内所） 399-99 
旅行案内人 391-20 

旅行外交員 335-12 
旅行会社カウンター係 281-20 
旅行ガイド 391-20 
旅行相談員 281-20 
旅行遊覧案内人 391-20 
 
旅行遊覧ガイド 391-20 
理療科教諭（盲学校） 157-10 
林学研究員 011-32 
林学研究者 011-32 
林業架線運材作業者 443-20 
 
林業架線作業員 782-20 
林業機械オペレーター 739-99 
林業技術員 023-10 
林業技術者 023-00 
林業経済員 209-99 
  
林業検査技術員 023-20 
林業試験場研究員 011-32 
林業指導員 023-10 
林業専門技術員 023-XX 
林業地ごしらえ作業員 441-10 
 
林業土木技術者 052-99 
林業土木工事検査員 052-99 
林業普及指導員（都道府県） 023-XX 
燐（りん）鉱石採掘技術者 049-12 
りんご缶詰製造工 624-XX 
 
りんご栽培人 431-31 
りんご酒製造工 633-20 
林産技術員 023-10 
燐酸製造化学技術者 042-20 
燐酸肥料化学技術者 042-20 
  
林産物検査員 023-20 
輪軸工 559-99 
輪軸プレス工 514-21 
臨時事務員 255-97 
燐硝安製造工 521-13 
 
臨床看護師 093-10 
臨床検査技師 102-10 
臨床検査補助員 119-99 
臨床工学技士 106-10 
臨床心理士（病院） 119-20 
 
臨床心理判定員 119-20 
臨床病理検査員 102-10 
輪転機運転工 683-XX 
林道設計技術者 052-10 
林道道付作業員 781-20 
  
輪番 161-12 
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る 
 
 
 
累積投資外交員 333-10 
累積投資窓口業務員 333-10 
るつぼ工（非鉄金属製錬） 512-50 
るつぼ製造工 539-30 
るつぼ製錬工（非鉄金属製錬） 512-50 
  
 
 

れ 
 
 
 
霊園管理者 399-99 
冷延工（製鉄、製鋼） 516-30 
冷菓製造工 629-99 
冷間圧延工 516-30 
冷間工（製鉄、製鋼） 516-30 
 
冷間線引工 517-10 
冷間引抜工 516-30 
冷間ロール工 516-30 
冷却器取付工（航空機） 593-20 
冷却工（缶詰製造） 624-99 
 
冷却工（し好飲料製造） 634-10 
冷却工（石けん製造） 524-10 
冷却工（ビール製造） 633-10 
冷却工（油脂加工） 524-30 
冷却工（練乳製造）  625-30 
  
冷却サイクル組立工（冷蔵庫製造） 571-40 
冷却装置運転工 739-99 
冷却装置取付工（自動車製造） 591-30 
霊柩（きゅう）車運転者 479-10 
霊術師 399-70 
 
冷蔵工 793-12 
冷蔵庫試験工 589-75 
冷蔵作業員  793-12 
冷蔵倉庫作業員 793-12 
冷蔵装置組立工 571-99 
 
冷暖房設備断熱工事人 779-20 
冷暖房設備取付工事人（家庭用のもの） 746-10 
冷暖房設備配管工事人  776-10 
冷暖房装置運転工 733-31 
冷暖房電気係（ホテル） 383-10 
  
冷貯工 793-12 
冷凍運搬船船長 481-10 
冷凍加工食品製造工 629-11 
冷凍機運転工 739-20 
冷凍機機関工 739-20 

冷凍機組立工 571-30 
冷凍機修理工 572-10 
冷凍技術者（食品） 025-12 
冷凍機保守工 572-10 
冷凍工（化学繊維製造） 523-30 
  
冷凍工（食品） 739-20 
冷糖工（精糖業） 613-20 
冷凍食品検査員 025-12 
冷凍食品製造工 629-11 
冷凍装置運転工 739-20 
  
冷凍装置製造工 571-30 
冷凍装置設計技術者 031-10 
冷凍パイ製造工 629-11 
冷凍野菜製造工 629-11 
冷熱製品研究員 011-20 
  
霊媒 399-70 
冷釜工（煉瓦炉修理） 772-43 
歴史学研究者 012-12 
列車給仕 371-12 
列車車掌 491-10 
 
列車修理機械工 594-40 
列車清掃員 801-14 
列車内販売員 325-23 
列車内呼売人 325-23 
列車配車事務員 302-10 
 
列車見張員（保線工事） 429-99 
列車料理人 361-99 
煉瓦押出し成形工 534-12 
煉瓦型打工 534-10 
れんが・かわら類押出成形工 534-12 
  
れんが・かわら類乾燥工 534-20 
れんが・かわら類検査工 539-52 
れんが・かわら類焼成工 534-30 
れんが・かわら類成形工 534-10 
れんが・かわら類製造工 534-00 
 
れんが・かわら類切断工 534-99 
れんが・かわら類土練工 531-32 
れんが・かわら類プレス成形工 534-11 
れんが・かわら類炉温度測定工 534-99 
れんが・かわら類炉出入工 534-31 
 
煉瓦乾燥工 534-20 
煉瓦生地製造工 531-32 
煉瓦結束工 795-10 
煉瓦原料工 531-10 
煉瓦原料調整工 531-12 
 
煉瓦原料粉砕工 531-11 
れんが工 772-40 
煉瓦仕上工 534-10 
煉瓦焼成工 534-30 
煉瓦成形工 534-10 
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煉瓦製造技術者 043-99 
煉瓦製造工 534-XX 
れんが積工 772-40 
煉瓦プレス成形工 534-11 
煉瓦塀積み工 772-40 
 
煉瓦舗装工 781-20 
煉瓦類検査工 539-52 
連結手 492-12 
連結装置取付工 594-30 
練合工（塗料製造） 529-40 
 
れん尺製作工 601-21 
練習船機関士 483-20 
練習船船員 493-10 
練出機工（マーガリン製造） 615-41 
練条機運転工 641-30 
 
練条工 641-30 
練条見回工 641-30 
連成計組立工 601-23 
練成工（石けん製造） 524-10 
練成工（油脂加工） 524-30 
 
連続型打鍛造機運転工 514-30 
連続鋳造係（製鋼業） 511-26 
連続鋳造機運転工 512-80 
連続鋳造工（製鋼） 511-26 
連続熱処理炉運転工 515-10 
 
連続冷延工 516-30 
練炭製造工 729-99 
連鋳係（製鋼業） 511-26 
連鋳精整工 511-27 
錬鉄工 514-XX 
 
錬銅工 512-40 
練乳缶詰工 625-30 
練乳充てん工  625-30 
練乳製造工 625-30 
練紡工 641-50 
 
連絡船機関士 483-20 
連絡船機関長 483-10 
  
 
 
 
 
 

ろ 
 
 
 
呂色工 715-13 
ろう学校教員 157-10 
ろう学校教頭 157-12 
ろう学校教諭 157-10 
ろう学校校長 157-11 

ろう学校助教諭 157-10 
ろう学校養護教諭 157-10 
ろう学校養護助教諭 157-10 
ろう紙製造工 673-32 
浪曲師 195-10 
  
ろうけつ染工 646-13 
ろうけつ染工（皮革製品製造） 709-99 
老人相談員 121-10 
老人福祉施設管理人 381-10 
老人福祉施設生活指導員 122-10 
  
老人福祉施設寮母 124-10 
老人福祉指導主事 121-10 
老人ホーム所長 239-10 
老人ホーム寮母 124-10 
漏水検査員 779-42 
  
漏水調査員 779-42 
漏水補修配管工 776-14 
老成工（化学繊維製造） 523-10 
ろう石クレー製造工 549-99 
ろう石採掘機械運転工 751-10 
 
ろう石煉瓦製造工 534-XX 
ろうそく絵付工 724-99 
ろうそく製造工 529-99 
ろう染工 646-13 
ろう付検査工 559-70 
 
ろう付工 559-40 
ろう付工（陶磁器製造） 535-10 
ろう付工、はんだ付工 559-40 
労働安全衛生技術者 071-20 
労働安全コンサルタント 071-20 
  
労働衛生コンサルタント 119-99 
労働基準監督官 204-11 
労働基準監督署長 212-21 
労働金庫役員 229-99 
労働金庫連合会役員 229-99 
 
労働組合委員長 229-30 
労働組合監事（専従） 229-30 
労働組合執行委員（専従） 229-30 
労働組合支部長（専従） 229-30 
労働組合書記長 229-30 
 
労働組合副委員長 229-30 
労働組合役員 229-30 
労務管理係 251-11 
労務管理士 149-99 
労務企画事務員 252-10 
  
労務相談員 149-99 
ろう盛工 559-40 
ろう（蝋）紙原紙抄造工 672-10 
絽（ろ）織工 644-10 
炉解体工 772-43 
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濾（ろ）過工（化学工業） 521-10 
濾過工（化学繊維製造） 523-10 
濾過工（酒類製造） 633-XX 
濾過工（食酢製造） 619-11 
濾過工（ソース製造） 619-12 
  
濾過工（動植物油脂製造） 615-30 
濾過工（塗料製造） 529-40 
濾過工（油脂加工） 524-30 
濾過工（窯業） 531-10 
濾過水冷却工（清涼飲料製造） 634-10 
  
濾過清澄工（し好飲料製造） 634-10 
録音エンジニア 509-99 
録音係  509-99 
録音技術員  509-99 
録音テープ製造工 589-21 
  
録音ニュース編集員 172-22 
録音ミキサー（放送業） 509-99 
ろくろ工（炭素製品製造） 539-99 
ろくろ工（木工所）  663-10 
ろくろ職（木製品製造）  663-10 
 
ろくろ成形工 535-11 
炉工 772-42 
炉材工（金属製錬） 519-99 
絽刺し刺し 654-20 
炉修工 772-43 
 
路線トラック運転手 473-11 
路線バス運転者 471-11 
炉出入工 534-31 
炉付員（非鉄金属製錬） 512-10 
露天飲食物販売人 325-32 
  
露店おでん屋 325-32 
露店商 325-31 
露天商人 325-31 
露天たたき売人 325-31 
露店販売員 325-30 
 
濾（ろ）布修理工 659-99 
濾布洗浄工 809-10 
炉前工（金属熱処理） 515-10 
炉前工（高炉） 511-11 
炉前工（非鉄金属製錬） 512-10 
 
路面標示施工工 781-24 
炉焼職（硫酸製造） 521-10 
論説委員 172-12 
  
 

 
 

わ 
 
 
 
輪替え職 669-11 
和傘糸かけ工  713-40 
和傘絵付工 724-99 
和傘仕上工 713-40 
和傘修理人 713-40 
  
和傘製作工 713-40 
和傘竹骨製造工 666-14 
和傘張工  713-40 
和がさ骨組立工  666-14 
和がさ骨製造工 666-14 
  
和傘文字書工 724-99 
和菓子検査工 629-30 
和菓子職人 622-30 
和楽器組立工 719-10 
輪窯工（煉瓦製造） 534-30 
  
わかめ乾燥工 627-30 
わかめ採取作業者 453-10 
わかめ養殖作業者 454-40 
枠組工（コンクリート製品） 538-10 
枠組大工 761-10 
 
枠組立工（工事現場） 761-10 
枠組壁建築工 771-99 
枠締工（桶・樽製造） 669-11 
枠練工（石けん製造） 524-10 
和裁教師（各種学校） 159-20 
 
和裁個人教師 202-99 
和裁人 653-10 
和裁部分縫工 653-10 
和裁見習 653-98 
わさび採取人（天然物） 449-10 
  
わさび栽培者 431-30 
わさび漬製造工 628-10 
和式下着縫製職 653-10 
和紙原料加工工 671-20 
和紙抄造工（手すき）  672-30 
 
輪島塗工 715-10 
和食料理人 361-10 
和船製造工 665-10 
綿入れ工 659-99 
綿打替職 649-40 
 
綿打直工 649-40 
綿菓子製造工 622-99 
綿紙製造工 673-99 
渡し船船頭 499-20 
わた染工 646-21 
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輪種製造工 622-30 
綿ほかし工 649-40 
和樽製造工 669-11 
和生菓子司 622-30 
和生菓子仕上工 622-32 
  
和生菓子製造工 622-30 
和日傘製造工 713-40 
和干菓子製造工 622-40 
和服裁縫工 653-10 
和服仕立職 653-10 
  
和服修理職 653-10 
和服ミシン縫工 655-10 
和文タイピスト 311-21 
わら細工工 667-30 
わらすさ製造工 667-30 
  
わらび採取人 449-10 
わらひも工 667-30 
わらマット製造工 667-30 
わら屋根ふき工 773-99 
割付工（写真製版） 682-30 
  
割箸選別工 809-22 
割箸木工 663-10 
椀（わん）木地製造工 663-10 
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ア 
 
 
 
アークエアー溶接工 561-10 
アーク灯組立工 583-21 
アーク溶接工 561-10 
アース棒製作員 581-60 
アーチスト（メイクアップアーチスト） 352-10 
  
アート原紙抄造工 672-10 
アート・コート原紙すき工 672-10 
アート紙製造工 673-21 
アートディスプレイ作業員 729-99 
アートディレクター 184-11 
  
アートフラワー教師（個人教授所） 202-99 
アートメタル工 559-99 
アーマチュア工 581-60 
アイスキャンデー製造工 629-99 
アイスクリームコーン製造工 622-10 
  
アイスクリーム製造工 625-70 
アイソレーター組立工 581-60 
アイレット製作工 559-99 
アイロン工（合板製造） 662-10 
アイロン工（洗濯業） 355-14 
  
アイロン仕上工 355-14 
アイロン仕上工（繊維製品） 659-61 
アイロン巻線工 581-30 
アイロンめっき工 556-10 
アウスタ工（セメント板） 538-12 
  
アウターケーブル工 584-10 
アウトドアインストラクター 202-99 
アカウンタントクラーク 263-20 
アカウントエグゼクティブ 335-14 
アカウントマネージャー（広告業） 335-14 
  
アクアトロン施設技術員 454-99 
アクション組立工（ピアノ）  719-10 
アクションディレクター 194-99 
アクセサリー製造工 716-XX 
アクセサリーデザイナー 184-99 
  
アクチュアリー 209-99 
アクリルガラス製造工 521-10 
アクリル酸製造工 521-12 
アクリル繊維製造工 523-XX 
アクリロニトリル製造工 521-12 
  
アクロバットダンサー 192-99 
アコーディオンカーテン組立工（ビニル製） 699-99 
アコーディオン組立工 719-10 
アサイナー(旅行業） 259-99 
アシスタントアカウントエクゼクティブ 335-14 

アシスタントカメラマン 185-98 
アシスタント（ゴルフ指導） 202-30 
アシスタントディレクター 194-20 
アシスタントデザイナー 184-XX 
アシスタントパーサー（船舶） 259-30 
  
アシスタントバイヤー 281-10 
アシスタントプロデューサー 194-10 
アシスタントマネージャー 321-20 
アジマス工 581-60 
アジャスター（保険会社、損害査定会社） 281-45 
  
アジャストマン（機械製造） 571-99 
アスパラガス缶詰製造工 624-XX 
アスファルト検査工 529-60 
アスファルト合材製造工（工場） 529-99 
アスファルト混合工 734-21 
  
アスファルト材料乾燥工 739-99 
アスファルト散布機運転工 734-21 
アスファルト散布工（道路工事） 781-21 
アスファルト製造工 521-10 
アスファルト塗工紙製造工 673-30 
  
アスファルト塗布工（防水工事） 778-11 
アスファルト乳剤充てん工  529-99 
アスファルト乳剤製造工 529-99 
アスファルト乳剤ドラム缶詰工 728-99 
アスファルトフィニッシャー運転工 734-21 
  
アスファルトプラント運転工 734-21 
アスファルトブロック製造工 529-99 
アスファルト防水工 778-11 
アスファルト舗装機械運転工 734-21 
アスファルト舗装工 781-21 
  
アセタール化機工 521-10 
アセチレンガス精製工 521-10 
アセチレンガス切断工 562-21 
アセチレンガス溶接工 562-11 
アセチレンブラック製造工 521-10 
  
アセチレン溶接工 562-11 
アセテート酢化工 523-10 
アセテート繊維紡糸工 523-20 
アセトアルデヒド製造工 521-12 
アセトン製造工 521-12 
  
アセンブル成形工 692-14 
アソート工（仕分け包装） 728-10 
アタッシュケース製造工 711-10 
アッシャー 372-11 
アッシュプラント製造工 571-30 
  
アップツイスター機運転工 642-20 
アップリケ刺しゅう工 654-XX 
アテレコタレント 193-30 
アテンダント（給油所） 324-50 
アテンダント（劇場） 375-20 
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アナウンサー 209-10 
アナウンサー（街頭広告宣伝員） 394-10 
アナウンサー（娯楽場等） 375-23 
アナログ回路設計技術者 034-22 
アニーリング工 515-10 
  
アニール工（金属熱処理） 515-10 
アニマルヘルステクニシャン 432-99 
アニメーション撮影者 185-31 
アニメーション製作工 724-13 
アニメーター 724-13 
  
アニリン製造工 521-12 
アニリン染工 646-20 
アニリン染調合工 646-40 
アネロイド形温度計組立工 601-22 
アノード工（電池製造） 589-11 
  
アパート管理人 381-10 
アパート経営貸付人 381-10 
アパート差配人 381-10 
アブセット工 552-99 
アプセット溶接工 561-20 
  
アブソーバ製造工 571-99 
アプライトドリル工 551-12 
アプリケーションエンジニア 061-10 
アプリケーション開発技術者（携帯電話） 061-10 
アプリケーションスペシャリスト 061-10 
  
アプリケーションソフトウェア開発技術者（パッケージソフト） 061-10 
アプリケーションソフトウェア開発技術者（汎用コンピュータ） 061-10 
アプリケーションテストエンジニア 061-10 
アフレコタレント 193-30 
アマルガム工（非鉄金属製錬） 512-99 
  
アミノ酸製造工 521-10 
アミノ酸発酵技術者 042-40 
アミラン網工 648-20 
アミラン紡糸工 523-20 
アライメント調整工（自動車製造） 599-21 
  
アラザン製造工（製菓材料） 622-99 
アラバスター採取員 751-10 
アランダム製造工 539-40 
アリアン工（製靴） 702-13 
アリロンポンプ運転工 733-10 
  
アルカリ工（化学繊維製造）  523-10 
アルカリ浸漬工 523-10 
アルカリ製造工 521-10 
アルカリセルローズ仕上工 523-10 
アルカリ調整工 523-10 
  
アルコール精製仕込工（合成酒製造） 633-99 
アルコール製造技術者 042-10 
アルコール製造工 521-10 
アルゴンガス溶接工 562-10 
アルセル工（化学繊維製造） 523-10 

アルパインガイド 391-20 
アルパカ織工 644-10 
アルバム製造工（紙の裁断に従事するもの） 679-11 
アルバム製本工 684-10 
アルペス工 584-40 
  
アルマイト工 556-60 
アルミ圧延工 516-XX 
アルミ鋳物仕上工 519-30 
アルミキーパー工 512-30 
アルミサッシ組立工 559-12 
  
アルミサッシ設計技術者 049-99 
アルミサッシ取付工 777-11 
アルミ蒸着工 556-50 
アルミ製スパンドレル製造工 559-20 
アルミ線撚線工（被覆電線製造） 584-10 
  
アルミ線撚線工（被覆電線製造を除く） 558-10 
アルミダイカストマシン操作工 559-99 
アルミ着色工 556-70 
アルミナ製造技術者 042-20 
アルミナ製造工 521-13 
  
アルミナセメント製造工 537-10 
アルミナ補給工 512-99 
アルミニウム圧出機運転工 512-80 
アルミニウム鋳物工 513-XX 
アルミニウム精錬技術者 041-11 
  
アルミニウム精錬工 512-30 
アルミニウム線牽（けん）伸工 517-10 
アルミニウム地金製造工 512-30 
アルミニウム電解工 512-30 
アルミニウム抜板工 552-11 
  
アルミニウム陽極酸化処理工 556-60 
アルミ箔押工 559-99 
アルミ箔製造工 516-34 
アルミ板検査工 519-50 
アルミビレット鋳造工 512-80 
  
アルミホイル製造工 516-34 
アルミ溶融工 512-10 
アルミライト処理工 556-70 
アレスター（避雷器）製造工 589-99 
アロイング工 585-10 
  
アロマセラピスト 353-20 
アンカー（錨）製造工 559-20 
アンカー工（電球製造） 583-30 
アンカーボルト取付工 779-99 
アンカーマン（雑誌） 172-31 
  
アンカーマン（放送） 172-20 
アングル工（鉄工所、造船所） 553-10 
アングルドーザー運転士 734-12 
アングルベンダー工 553-10 
アンケーサー係（開梱・取出作業） 809-30 
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アンダーカット工  551-99 
アンダーライター 333-10 
アンチモニー精錬工 512-10 
アンツーカー工事人 781-20 
アンテナコア巻線工（フェライト） 589-41 
  
アントルメティエ 361-20 
アンパイア 203-30 
アンプ製造工 589-47 
アンペアメータ組立工 601-10 
アンモニア合成運転員 521-10 
  
アンモニア合成技術者 042-20 
アンモニア製造技術者 042-20 
アンモニア分析工 529-60 
アンローダ運転員 732-10 
  
 
 
 

イ 
 
 
 
イースターバスケット製造工 667-99 
イースト製造工 619-21 
イースト培養工 619-21 
イーストパウダー製造工 619-99 
イーゼル製造工（木製） 669-99 
  
イオン交換工 521-10 
イオン交換工（砂糖製造） 613-20 
イグナイター工（ゴム被覆電線製造） 584-21 
イグニッション・コイル組立工 589-31 
イタリー撚糸工（織物製造） 642-20 
  
イットリウム製造工 512-99 
イナートガスアーク溶接工 561-10 
イノセンチ工 551-99 
イベント会場設営係 809-99 
イベントプランナー 252-10 
  
イベントプロデューサー 209-99 
イラストレーター 182-30 
イルグナー運転工（製鉄所） 516-99 
インキ製造工 529-40 
インキ濾（ろ）過工 529-40 
  
インクライン運転工 739-99 
インゴットケース型込工（製鋼） 511-25 
インゴットケース型込工（非鉄金属製錬） 512-80 
インゴット工（製鉄、製鋼） 511-25 
インゴット工（非鉄金属製錬） 512-80 
  
インサイドバルブ製造工 559-20 
インジェクション成形工（合成樹脂製品製造） 693-12 
インシュレーションボード製造工 662-20 
インシュレーター（碍子）製造工 535-10 
インスタントコーヒー製造工 639-11 

インスタント味噌汁製造工 629-10 
インスタント味噌汁袋詰工 614-10 
インスタントラーメン検査工 629-30 
インスタントラーメン製造工 621-20 
インスタントラーメン袋詰工 621-20 
 
インストラクター（企業内従業員教育訓練専門員） 159-40 
インストラクター（ゴルフ場） 202-30 
インストラクター（特約店巡回指導員） 289-99 
インストラクター（ボウリング場） 202-30 
インターナルグラインダ工 551-16 
  
インターナル工 551-99 
インターネットエンジニア 061-10 
インターネット広告営業員 335-14 
インターネット調査事務員 252-20 
インターネットデザイナー 184-99 
  
インターロッキング製造工 538-11 
インターロッキング舗装工 781-20 
インダストリアルエンジニア 071-10 
インダストリアルデザイナー 184-20 
インタビュアー（新聞） 172-10 
  
インタビュアー（調査会社） 252-20 
インタビュアー（放送） 209-10 
インデアンペーパー抄造工 672-10 
インデックス工（仕分け包装） 728-10 
インデックスマシン操作工 551-26 
  
インテリアコーディネーター 184-30 
インテリアコンサルタント 209-99 
インテリアコンサルタント（販売を行うもの） 324-20 
インテリアデコレーター 184-30 
インテリアデザイナー 184-30 
  
インテリアプランナー 184-30 
インナーバルブ加工工 551-99 
インバーター製造工 581-62 
インフレ成形工 693-10 
インベストメント・アナリスト 209-99 
 
 
 

ウ 
 
 
 
ウィーバー工 644-10 
ウイスカーセッティング工 585-32 
ウイスキー製造工 633-30 
ウイスキー瓶詰工 633-30 
ウイル研磨工（ダイヤモンド） 716-21 
  
ウイルポンド運転工 734-13 
ウインス係 646-99 
ウインチ運転工 732-22 
ウィンチ組立工  571-99 
ウィンチ自動車組立工 571-30 
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ウィンチ操作工 732-22 
ウィンナー製造工 626-20 
ウーステッド織工 644-10 
ウール織布工 644-10 
ウエイター・ウエイトレス 371-12 
 
ウェイト・アンド・バランス係 302-40 
ウェザーキャスター 209-10 
ウエス加工工 659-99 
ウエス選別工 809-24 
ウエス漂白工 645-12 
  
ウエットクリーニング工 355-12 
ウェットスーツ製造工 655-20 
ウエットマシン工（パルプ製造） 671-15 
ウェディングコーディネーター 281-20 
ウエハース製造工 622-10 
  
ウェブイラストレーター  182-30 
ウェブディレクター 194-99 
ウェブプロデューサー  194-99 
ウエルズ製造工 517-10 
ウエルダー機運転工（プラスチック製品製造） 693-51 
  
ウエルダー作業員（造船業） 561-10 
ウエルト工（製靴） 702-10 
ウエルポイント工 733-10 
ウォールボード製造工 662-20 
ウラン鉱採鉱員 751-10 
  
ウラン分折員 519-50 
ウレタン製造工（化学工業） 521-10 
ウレタン発泡工 693-17 
ウレタン吹付工（塗装工事） 723-40 
ウレタンゴム成形工 692-10 
 
 
 

エ 
 
 
 
エアーキャップ製造装置運転員（プラスチック製品製造） 699-99 
エアーコンプレッサー工 733-40 
エアーシュート取付工 571-99 
エアースタンプハンマー工 514-32 
エアードライバー工（家具組立） 664-21 
  
エアーバック製造工 692-XX 
エアーハンマ工（鍛造） 514-22 
エアーブラシ工 723-XX 
エアーブレーキ技術者 031-10 
エアーポンプ加工工 551-99 
  
エアーポンプ組立工 571-99 
エアクリーナ組立工 587-25 
エアコン組立工（家庭用・業務用エアコン） 587-25 
エアコン組立工（業務用） 571-99 
エアコン組立工（自動車用エアコン）  571-99 

エアコン修理工（家庭用エアコン） 587-30 
エアコン修理工（業務用） 572-11 
エアコン取付工（家庭用） 746-10 
エアコン取付工（業務用） 571-99 
エアスタハー工（ハム・ソーセージ製造） 626-23 
  
エアゾール製品充てん工 529-99 
エアロビクスダンスインストラクター 202-30 
エージング工（乾電池製造） 589-70 
エージング工（電球検査工） 589-70 
エージング工（電子管製造） 589-76 
 
エージング工（バター製造） 625-40 
エキスカベータ運転工 734-11 
エキス剤製造工（医薬品製造） 525-10 
エキス製造工（清涼飲料製造） 634-10 
エキスペラー（搾油機）運転工 615-21 
  
エクステリア工事人 779-99 
エクステリア製品製造工（金属製） 559-99 
エクステリアデザイナー 184-99 
エコノミスト（金融機関研究所） 012-23 
エスカレーター組付工 571-99 
  
エスカレータ装置運転工 739-99 
エスカレータ装置設計技術者 031-10 
エスカレータ保守点検員 572-11 
エスケープメント組立工（時計製造） 602-11 
エステティシャン 353-20 
  
エステティシャン講師（専修学校） 159-10 
エステル化反応工（化学繊維） 523-10 
エステル検査員 529-60 
エタラジスト 184-12 
エチレン製造工 521-11 
  
エチレン切断工 562-20 
エックス線技師（医療） 101-10 
エックス線技師（医療を除く） 071-99 
エックス線作業員（非破壊検査工：材質を問わず） 519-53 
エックス線写真撮影技師（医療） 101-10 
  
エックス線写真撮影技師（医療を除く） 071-99 
エッジグルアー工 662-12 
エッジプレーナー工 551-14 
エッセイスト 171-10 
エッチャー（印刷製版） 682-13 
  
エッチング工（金属彫刻） 555-30 
エッチング工（トランジスタ製造） 585-10 
エッチング工（半導体製造） 585-10 
エッチング工（プリント配線板製造） 585-99 
エディター（雑誌編集） 172-31 
  
エディティングオペレーター（録音作業） 509-99 
エディトリアルデザイナー 184-11 
エナメル製造工 529-40 
エナメル焼付工（電線ケーブル製造） 723-30 
エプロンコンベア運転工 732-30 
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エボキシ工（防水工事） 778-11 
エポキシ樹脂製造工 521-10 
エボナイト加硫工 692-30 
エボナイト工 691-10 
エボナイト成形工 692-10 
 
エボナイト切削加工工 692-99 
エボナイト羽布磨工 692-99 
エマルジョン製造工（接着剤製造） 529-99 
エレクション工（造船） 553-13 
エレクトーンサラン張り工（楽器製造） 719-10 
 
エレクトーン奏者 191-30 
エレクトロニクスエンジニア 034-21 
エレベーター係 399-50 
エレベータ運転係 399-50 
エレベータガール 399-50 
 
エレベータ組立工 571-99 
エレベータ検査工（修理事業所）  572-20 
エレベータ検査工（製造工場） 572-20 
エレベータ据付工 571-99 
エレベータ装置操作工 739-99 
 
エレベータ保守点検員 572-11 
エンキャプ工 585-33 
エングレービングマシン工 555-20 
エンジン組立・調整工 571-11 
エンジン検査員 572-21 
 
エンジン試運転工 572-21 
エンジン修理工 572-11 
エンジン設計技術者 031-11 
エンジン調整手（船舶乗組員） 494-10 
エンジンテスト工（自動車修理工場） 592-11 
 
エンジン取付工（自動車）  591-30 
エンジン配管工（造船） 776-10 
エンドマッチャー工 663-10 
エンドミル工 551-99 
エンドレス運転工  732-30 
 
エンパイヤチューブ製造工 648-20 
エンボス加工工（織布） 649-99 
エンボス加工工（ビニルシート） 699-99 
エンボス加工紙製造工 673-99 
エンボス工（アルミ箔製造） 516-34 
 
エンボス工（金属加工業） 559-99 
エンボスシート工 699-99 
  
 

 
 

オ 
 
 
 
オイラー（操機手） 494-10 
オイルシール成形工（ゴム製） 692-10 
オイルシール製造工（金属製） 559-20 
オイルシール製造工（ゴム製） 692-XX 
オイル製品検査員（石油製品） 529-60 
 
オイルセラー係員 739-99 
オイルフィルター組立工 571-40 
オイルフィルター組付工 591-30 
オイルフェンス展張船船長 481-20 
オイルフェンス張り作業員 809-99 
 
オイルメータ組立工（自動車） 601-10 
オイルレベルゲージ製造工（金属製） 559-20 
オーダリー 119-40 
オーディオ技術者 034-20 
オーディオタイピスト 311-20 
  
オーディオビジュアル設備設計員 034-20 
オーディオ・ビデオエンジニア 034-20 
オートクラッチ組立工（自動車） 591-10 
オートバイ組立工 591-XX 
オートバイ修理工 592-10 
  
オートバイミッション製造工 591-10 
オートヒーター組立工 571-99 
オートプレート工（製版） 682-11 
オートマチックトランスミッション組立工 591-10 
オートメカニック 592-XX 
  
オートレース場車券販売員 339-32 
オートレース審判員 203-30 
オートレース選手 203-10 
オーバーレイ合板製作工 662-10 
オーバーロック工（縫製業） 655-30 
  
オープンコルレス係 281-40 
オーリング製造工 692-XX 
オキュペイショナルセラピスト 103-20 
オサ鋸工 661-20 
オシログラフ組立工 601-10 
  
オセイン工（ゼラチン製造） 529-99 
オドメータ組立工 601-10 
オフセット印刷作業員 683-20 
オフセット製版作業員 682-12 
オフセット枚葉印刷作業員 683-20 
  
オフセット輪転印刷作業員 683-20 
オプティシャン 609-10 
オフトーク通信員 399-99 
オプトメトリスト（検眼士） 119-99 
オブラート製造工 529-99 
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オペラ歌手 191-40 
オペラグラス組立工 603-11 
オペレーションズリサーチワーカー 252-20 
オペレータ（キーパンチャー） 312-10 
オペレータ（電子計算機操作員） 313-10 
 
オペレータ（電話交換手） 503-10 
オペレータ（有線通信員） 502-10 
オリーブ油製造工 615-XX 
オリビンサンド採掘人 753-10 
オルガン組立工 719-10 
 
オルゴール製造工 719-10 
オルゴール調律師 719-10 
オルゴール取付工（時計製造） 602-10 
オルソプチスト（整形外科医） 081-10 
オルソプチスト（整形マッサージ師） 112-10 
  
オルタネータ製造工 587-99 
  
 
 
 
  
 
 

カ 
 
 
 
カーエアコン組立工 587-25 
カーエアコン取付工（自動車製造） 591-30 
カーコンパニオン（自動車小売業：ショールームにいるもの） 324-24 
カーシート仕上工（座席）  721-23 
カーシート仕上工（ボデーカバー） 659-40 
  
カーステレオ機構設計技術者 034-20 
カーステレオ組立工 582-22 
ガーゼ織工 644-10 
カーデザイナー 184-20 
カーテンウォール製作技術者 051-10 
  
カーテンウォール設計技術者 051-10 
カーテン仕立職 659-99 
カーテン取付工事人（家屋、車両等） 777-30 
カーテン縫製工 655-20 
カーテンランナー製造工 719-99 
  
カート係（ゴルフ場） 375-27 
ガードケーブル製作工 558-11 
カード作成係員 252-20 
カード整理員 255-97 
ガードナー工 551-99 
  
ガードネット製造工 558-13 
カード保管事務員 255-97 
ガードマン 423-10 
カートン組立工 674-10 
カートン工（紙器製造） 674-10 

カーバイド製造技術者 042-20 
カーバイド製造工 521-10 
カーペット編工 647-20 
カーペット織工 644-10 
カーペット製造工（ニードルパンチカーペット） 649-52 
 
カーペット製造工（ビニル製） 699-99 
カーペット張工 777-31 
カーペット床仕上工 777-31 
カーペンター（船匠：船舶乗組員であるもの） 493-10 
カーボランダム製造工 539-99 
 
カーボン印刷工 683-99 
カーボン係（乾電池製造） 589-11 
カーボンクリーニング工（電解炉陽極補修） 512-99 
カーボン原紙抄造工 672-10 
カーボン紙製造工 529-99 
  
カーボン焼成工 539-99 
カーボンティッシュ転写工 682-10 
カーボンティッシュ焼付工  682-10 
カーボン被膜抵抗器製造工 589-42 
カーボンブラック製造技術者 042-20 
  
カーボンブラック製造工 521-12 
カーボンブラック粉末製造工 529-99 
カーラジオ組立工 582-22 
カーリット製造工 529-99 
カーレーサー 203-10 
  
ガイガー計数管組立工  601-10 
ガイデリック運転工 732-10 
ガイド（旅行会社） 391-10 
カイロプラクター 112-XX 
ガウジング工 519-34 
  
カウンセラー 201-10 
カウンセラー（医師） 081-10 
カウンセラー（事業所内職員相談室） 201-12 
カウンセラー（社会福祉施設） 122-10 
カウンター係（旅行業） 281-20 
 
カウンター係（レストラン） 371-12 
カウンター事務員（娯楽場） 375-20 
カウンター事務員（ホテル） 253-10 
カウンターセールス（旅行業） 281-20 
カウンターホステス 373-10 
 
カオリン製造工 531-10 
カカオマス製造工 622-60 
ガス圧縮機運転工 521-13 
ガス圧接工（鉄筋工事） 562-10 
ガス圧送工 739-99 
 
ガス解体工 562-20 
ガス化学工 521-13 
ガス釜組立工 571-99 
ガス管仕上工（ゴム製品） 699-50 
ガス管製造工（鋼管製造） 516-40 
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ガス管継手工 776-11 
ガス機器修理工 559-99 
ガス器具組立工 559-99 
ガス器具取付・修理工 776-11 
ガス供給技術者 042-20 
 
ガス供給工事人 776-11 
ガス供給操作員（導管によるもの） 739-99 
ガス供給保全工 776-11 
ガス工（ガス溶接） 562-10 
ガス混合工（清涼飲料製造） 634-10 
 
ガス採収工 755-32 
ガス仕上工（綿糸、織布） 649-34 
ガス事務員 281-22 
ガス遮断器組立工 586-99 
ガス充てん工 521-13 
 
ガス浸炭工 515-14 
ガス井機械掘工 755-10 
ガス清浄機運転工 733-31 
ガス精製工 521-13 
ガス製造技術者 042-20 
 
ガス製造工（ガス会社） 521-13 
ガス切断工 562-20 
カスタマーエンジニア（コンピュータ関係機器） 589-61 
カスタマーサービス係（空港） 301-22 
カスタマーサポートエンジニア 061-10 
 
カスタマーサポート係 289-99 
カステラ製造工 622-20 
ガス抜ボーリング員 755-10 
ガス配管工 776-11 
ガス発生炉工 521-13 
 
ガス引込工 776-11 
ガス分析技術員 042-50 
ガス分析工（化学） 529-60 
ガス本管埋設工 776-11 
ガスボンベ製造工 553-22 
 
ガスボンベ耐圧検査員 559-70 
ガスボンベ詰工 521-13 
ガスメーター検針員 299-12 
ガスメータ組立工 601-24 
ガスメータ修理工 601-30 
 
ガスメータ取付工 776-11 
ガス焼工 649-34 
ガス容器検査員 559-70 
ガス用魚焼網製造 559-20 
ガス溶接工 562-10 
 
ガス溶断工 562-20 
ガスリフト採油工 755-31 
ガス料金集金人 291-10 
ガス料金収納事務員 269-14 
ガス漏えい検査員 429-99 

カゼイン製造工 625-99 
カセットテープ組立工 589-21 
カセットテープ製造工（録音されてないもの） 589-21 
ガソリンカー運転士 462-20 
ガソリン機関運転工 739-10 
 
ガソリン給油人 324-50 
ガソリンスタンドサービスマン 324-50 
ガソリンスタンド支配人 321-22 
ガソリンスタンド店員 324-50 
ガソリンスタンド販売員 324-50 
 
ガソリンタンク組立工 553-11 
カタン糸製造工 642-40 
カタン糸巻工 649-14 
カッター工（紙・紙製品製造） 679-11 
カッター工（紙巻取裁断）  679-11 
 
カッター工（軽金属製造） 559-50 
カッター工（肉製品） 626-22 
カッター面取工 551-99 
カッティング工（ガラス製品製造） 532-41 
カッティング工（金属加工） 559-50 
 
カッティング工（布地裁断） 656-10 
カットアウトリレー組立工 581-50 
カットグラス工 532-41 
ガット工（砂利採取業） 753-10 
ガット製造工（羊腸製） 729-99 
 
カットワーク工 654-20 
カップ製造工（貴金属製品） 716-10 
カップ製造工（プラスチック製品） 693-10 
カップラー取付工（電気部品） 582-99 
カドミウム採鉱員 751-10 
 
カトリック司祭 161-13 
カバーリング工（塗装被覆） 723-XX 
カバリング工（ゴム被覆線製造） 584-21 
カフェウェイトレス 371-12 
カフェ店主 323-10 
 
カミール工 671-15 
ガムテープ製造工（紙製） 719-99 
ガムテープ製造工（布製） 719-99 
ガムベース製造工 622-70 
カメラ組立工 603-31 
 
カメラ修理工 603-51 
カメラ成品検査工 609-23 
カメラ調整工 603-40 
カメラ部品組立工 603-31 
カメラ部分組立検査工 609-23 
 
カメラ部分組立工 603-31 
カメラボディー組立検査工 609-23 
カメラボディー組立調整工 603-31 
カメラボディー部品組立工 603-31 
カメラマン 185-20 
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カメラマン（写真製版業）  682-20 
カメラマン助手（写真製版業）  682-20 
カメラマン助手（写真製版業を除く） 185-98 
カメラメータ検査工 609-23 
カメラレンズ組立工 603-31 
 
カラーキーパー成形工 693-10 
カラースキャナーオペレーター 682-41 
カラーデザイナー 184-99 
カラートタン製造工 723-30 
カラープリント技術者 725-10 
 
カラーベスト製造工 538-13 
カラーリスト 209-99 
カラオケボックス店員 375-20 
ガラス板研磨工 532-42 
ガラス糸巻工 532-20 
 
ガラス入替工 777-20 
ガラスウール工 532-20 
ガラス絵付工 536-20 
ガラス織物工 644-10 
ガラス加工工 532-XX 
 
ガラス型入工 532-10 
ガラス型押工 532-10 
ガラスカッティング工 532-40 
ガラスカット工 532-41 
ガラス管切工 532-99 
 
ガラス管成形工 532-15 
ガラス管製造工 532-10 
ガラス管吹工 532-13 
ガラス機械吹工 532-13 
ガラス技術者 043-30 
 
ガラス脚付工 532-99 
ガラス切込工 777-20 
ガラス木枠梱包工 795-12 
ガラス銀付工 532-50 
ガラス銀引工 532-50 
 
ガラス口焼工 532-32 
ガラスクロス織工 644-10 
ガラスクロス整経工（ガラス織布製造） 643-10 
ガラスけがき工 532-99 
ガラス研磨工 532-42 
 
ガラス原料工 531-10 
ガラス原料投入工 531-20 
ガラス原料配合工 531-12 
ガラス原料粉砕工 531-11 
ガラス原料溶融工 531-20 
 
ガラス工芸家 183-10 
ガラス工（原料調合） 531-12 
ガラス工（溶融炉） 531-20 
ガラス細工工 532-XX 
ガラス焼鈍工 532-61 

ガラス食器製造工 532-XX 
ガラス徐冷工 532-61 
ガラスふき作業員 801-12 
ガラスすり合せ工 532-99 
ガラス製玩具組立工 712-10 
 
ガラス成形工 532-10 
ガラス製造技術者 043-30 
ガラス清掃作業員 801-12 
ガラス製品検査工 539-51 
ガラス製品成形工 532-10 
 
ガラス製品製造工 532-00 
ガラス製品選別工 809-22 
ガラス切断工 532-99 
ガラス設備技術者 043-30 
ガラス繊維乾燥工 532-20 
 
ガラス繊維工 532-20 
ガラス繊維合糸工 642-10 
ガラス繊維裁断工 532-20 
ガラス繊維製造技術者 043-30 
ガラス繊維製造工 532-20 
 
ガラス繊維精紡工 532-20 
ガラス繊維引出工 532-20 
ガラス繊維フェルト工 532-20 
ガラス繊維紡績工 532-20 
ガラス種取工 532-10 
 
ガラス種まき工 532-10 
ガラス玉製造工 532-10 
ガラス着色工 532-99 
ガラス中間膜製造工 693-10 
ガラス彫刻工 532-41 
 
ガラス手吹工 532-13 
ガラス戸製造工 664-30 
ガラス塗装工 723-99 
ガラス荷造工 795-12 
ガラス熱加工工 532-30 
 
ガラス熱処理工 532-60 
ガラス嵌込工  777-20 
ガラス火切・口焼工 532-32 
ガラス火切工 532-32 
ガラスびん卸売人 326-33 
 
ガラス吹工 532-13 
ガラスプレス工 532-14 
ガラスプレス成形工 532-14 
ガラス棒製造工 532-10 
ガラスマーク印刷工 536-20 
 
ガラスマット製造工 532-20 
ガラス面取工 532-99 
ガラス溶解工 531-20 
ガラス溶融工 531-20 
ガラス溶融炉工 531-20 
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ガラスるつぼ工 531-20 
ガラス冷却工 532-61 
ガラスろくろ工（線引） 536-10 
ガラ張工（寄せ木製品） 669-99 
ガラ紡工 641-60 
 
ガラ紡糸巻替工 649-14 
カリグラファー 184-99 
カルシウムカーバイド製造技術者 042-20 
カルチベーター製造工 559-20 
カルチャースクール講師 202-99 
 
ガルド・マンジェ 361-20 
ガルバナイジング工 556-30 
カレー粉製造工 619-14 
カレット工 531-10 
カレット選別工（ガラス製造） 531-10 
 
カレンダー印刷工 683-XX 
カレンダー組そろえ工 689-99 
カレンダー工（織物精練） 645-13 
カレンダー工（顔料塗工紙） 673-20 
カレンダー工（ゴム製品）  691-15 
 
カレンダー工（製紙）  672-20 
カレンダー糊付工（タイヤ製造） 699-50 
カレンダーロール工（製紙） 672-20 
ガン細胞スクリーナー 119-20 
カンテキ工（竹加工） 666-99 
 
カントリーエレベータオペレータ 739-99 
カンバス紙張工 675-99 
カンバス工（家具類の内張りを行うもの） 721-10 
カンバス工（帆布工） 659-40 
カンバス地ミシン縫製工 655-20 
 
カンバスシューズ製造工（ゴム底付を行うもの） 692-XX 
カンバスシューズミシン縫製工 655-20 
カンバス製品製造工 659-40 
カンバス庖（ほう）裁工 659-40 
カンバス縫製工  655-20 
 
ガン吹きつけ工（モルタル） 774-12 
カンプライター 184-99 
  
  
  
  
 
 

キ 
 
 
 
キアー精練工  645-11 
キーパンチャー 312-10 
キーボード組立工（電気器具製造） 589-99 
キー溝盤工 551-99 
キシレン製造工 521-11 

ギター組立工 719-10 
ギタリスト 191-30 
キッチンヘルパー 361-99 
キネコ係（放送業） 185-30 
ギフトヘルパー 324-10 
 
ギヤ組立工（自動車製造） 591-10 
ギヤ研削盤工 551-15 
キャスター組立工（金属製） 559-20 
キャスター耐火修理工 772-43 
キャスタードライバー 209-99 
 
キャスター（放送） 209-10 
キャスト工（変圧器製造） 581-30 
ギヤセーパー工 551-15 
キャタピラー組立工 571-40 
キャッシャー 261-11 
 
キャップシール検査工 559-70 
キャップシール工 728-99 
キャップシャー工 559-50 
キャップ（新聞記者） 172-11 
キャップランプ員 759-99 
 
キャディ 375-27 
キャディーバッグ組立工 711-13 
キャディマスター 375-20 
キャノピースイッチ組立工 581-52 
キャパシタ製造工 581-63 
 
ギャバジン織工 644-10 
キャビネット製造工（木製：ステレオ・テレビ用） 664-20 
キャビネットデザイナー（音響機器製造） 184-20 
キャビンアテンダント 372-21 
キャプスタン運転工 732-20 
 
キャブタイヤ線製造工  584-21 
キャプテン（航空機） 484-10 
キャプテン（船舶） 481-XX 
ギヤフライス盤工 551-15 
キャブレター組立工 571-40 
 
キャブレター組付工（自動車） 591-30 
キャブレター修理工（産業機械） 572-11 
キャブレター修理工（自動車） 592-10 
キャラバンシューズ製造工 702-10 
キャラメルカッター工 622-50 
 
キャラメル製造工 622-50 
キャラメル箱詰工 622-50 
キャラメル冷却工 622-50 
キャラメルロール工 622-50 
キャリアカウンセラー（職業相談員） 201-13 
 
キャリアコンサルタント（民営職業紹介） 399-99 
キャリオール運転工 734-10 
キャリヤー運転手 479-10 
ギャルソン 371-12 
キャンデー製造工 622-50 
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キャンドル洗浄工 809-11 
キャンペーンガール 394-10 
キュービクル組立工 571-99 
キュポラ工（鋳物） 511-31 
キュレーター 209-99 
 
キリスト教聖職者 161-13 
キリンス工（除脂・防銹工） 556-99 
キルティング製品縫製工 655-21 
キルティング縫製工 655-21 
キルト縫製工 655-21 
 
キルン工（金属製錬） 519-11 
  
  
 
 
 
  
  

ク 
 
 
 
クーラーボックス製造工 729-99 
クーリング工 739-99 
クォーターマスター（操舵手） 493-10 
クォーツ時計組立工 602-10 
クオリティコントローラー 071-10 
  
クオンツアナリスト 209-99 
クスクリ工（金属漆器製造） 559-99 
クッキー製造工 622-10 
クッキングコーディネーター 184-99 
クッキングレディー（調理器具宣伝） 324-60 
 
クッション工 721-XX 
クラーク・タイピスト 311-20 
クラーク・タイピスト（秘書） 254-10 
グライダー製作工 593-20 
グライダー設計技術者 032-10 
 
グライダー操縦士 484-10 
クライマー塗工（革靴製造） 702-14 
グラインダー工（金属研削） 551-16 
グラインダー工（パルプ製造） 671-12 
グラインダー工（プラスチック製品製造） 693-40 
 
グラインディングミル組立工 571-21 
グラウチング工 778-12 
グラウト運転手 734-10 
グラウト工 778-12 
クラシック演奏家 191-30 
 
クラシック歌手 191-40 
グラスウール製造員 532-20 
クラスト割工 512-30 
グラスファイバー技術者 043-30 
グラスファイバー仕上工 532-20 

グラスファイバー製造工 532-20 
グラスボート船長 481-99 
グラスロッド製造工（釣竿製造） 699-99 
クラッカー製造工 622-10 
クラッシャー運転員（清掃業） 801-21 
 
クラッシャー運転工（金属鉱採掘） 759-99 
クラッシャー運転工（砕石工場） 549-99 
クラッシャー運転工（炭鉱） 759-99 
クラッシャー運転工（窯業原料） 531-11 
クラッシャー工（金属製錬） 519-10 
 
クラッシュパット仕上工 699-50 
クラッシングロール運転工（採石場） 759-99 
クラッシングロール運転工（窯業原料） 531-11 
クラッチ組立工 571-42 
クラッチ取付工（自動車製造） 591-30 
 
クラッド鋼板製造工（熱間圧延によるもの） 516-22 
グラニュー糖製造工 613-20 
グラビア印刷作業員 683-30 
グラビア製版作業員 682-13 
グラビア腐蝕工 682-13 
 
グラビア枚葉印刷作業員 683-30 
グラビア焼付工（製版）  682-13 
グラビア輪転印刷作業員 683-30 
グラフィッカー（コンピュータゲーム） 184-11 
グラフィック担当者 184-11 
 
グラフィックデザイナー 184-11 
クラブ経営者（業主） 323-10 
クラフト紙袋製造工（大型・角底紙袋） 674-20 
クラフト紙袋製造工（小型紙袋） 675-10 
クラフト紙抄造工 672-10 
 
クラフト・デザイナー 184-20 
グラブドレッジャー運転工 734-30 
クラブハウス係 375-26 
クラムシェル操作工 734-10 
クランクシャフト取付工（産業機械） 571-40 
 
クランクシャフト取付工（自動車） 591-30 
クランクピン旋盤工 551-11 
クランクプレス工 552-XX 
グランド係員  809-39 
グランドキーパー  809-39 
 
グランド工事作業員 781-10 
グランド整備員 809-39 
グランドホステス 301-22 
グリース製造工 529-99 
グリーソンストレート工 551-99 
 
クリーニング受付・受渡事務員 272-11 
クリーニング外交員 335-10 
クリーニング工 355-10 
クリーニング師 355-10 
クリーニング仕上工 355-14 
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クリーニング職 355-10 
クリーニング注文受入事務員 272-11 
クリーニング店経営者（雇あり業主） 241-10 
クリーニング店主 355-10 
クリーニング取次所従事者 339-41 
 
クリーニング取次人 339-41 
クリーニング配達員 794-10 
クリーニングプレス工 355-14 
クリーム殺菌工（バター製造） 625-40 
クリーム製造工（化粧品製造） 525-30 
 
クリーム製造工（乳製品製造） 625-99 
クリーム発酵工（バター製造） 625-40 
クリーム分離工（バター製造） 625-40 
グリーンキーパー 809-38 
グリーンコーディネーター（販売店） 324-20 
 
グリーンコーディネーター（リース業） 393-10 
グリーンマイスター 441-XX 
クリエイティブコーディネーター（広告代理業） 184-10 
クリエイティブディレクター（広告） 209-99 
クリエーター（広告コピーを創作するもの） 171-50 
 
クリエーター（広告デザインを創作するもの） 184-10 
クリスタルガラス製品成形工 532-10 
クリスタル製造工（水晶発振子製造） 589-44 
グリセリン工 524-33 
グリセリン仕上工 524-33 
 
グリセリン蒸発工 524-33 
グリセリン蒸留工 524-33 
グリセリン精製工 524-33 
グリセリン製造オペレーター 524-33 
グリセリン脱色工 524-33 
 
グリセリン煮詰工 524-33 
クリダーン機工 551-99 
グリット検査工 589-76 
グリッド工 583-30 
グリット選別工 519-32 
 
グリットプラスト工（鋳物製造） 519-32 
グリットプラスト工（鋳物製造以外） 559-99 
クリッパー工 662-12 
グリッパースナップ付工（衣料品製造） 655-30 
クリッピング人（新聞、雑誌切抜き） 255-97 
 
クリンカー工（セメント製造） 537-10 
クリンカー粉砕工（セメント製造） 537-10 
グリンピース水煮缶詰製造工 624-XX 
クルー員（金属・非金属鉱採掘） 751-10 
グルーコーティング工（合板製造） 662-20 
 
グルー（にかわ）製造工 529-99 
グルーマー 399-60 
グルタミン酸製造技術者 042-40 
グルテン水ひ工（コーンスターチ製造） 612-13 
クルミ粉製造工 612-10 

クレイモデラー（自動車製造） 718-10 
クレー射撃インストラクター 202-30 
グレーダー運転工 734-12 
グレーダー組立工 599-99 
グレーチング製造工 559-20 
 
グレード員（時計・宝石卸店） 209-99 
クレープシャツ縫製工 655-13 
クレーン合図工 739-99 
クレーン運転工 732-10 
クレーン組立工 571-99 
 
クレーン工 732-10 
クレーン自動車運転士 479-10 
クレーン修理工 572-11 
クレーン製作技術者 031-10 
クレーン玉掛工 739-40 
 
クレーン点検工 572-21 
クレジット受付係（小売店） 261-10 
クレハロン漁網工 648-20 
クレヨン紙巻工 728-10 
クレヨン製造工 529-99 
 
クレンザー製造工 539-40 
クローク係 392-10 
クロークルーム係 392-10 
グローブ製造工 719-41 
クローラ運転工（建設業）  734-12 
 
クローラクレーン運転工 732-10 
グロスアイロン掛工（釣竿製造） 699-99 
クロスバー製造工 589-46 
クロス張り工（室内装飾工事） 777-34 
クロスロットソケット加工工 551-99 
 
グロッサリー係（スーパー） 324-10 
クロッシング修理工（鉄道） 782-10 
クロノグラフ組立工 602-20 
クロノメータ組立工 602-10 
クロムなめし工 701-21 
 
クロムめっき工 556-10 
クロム煉瓦製造工 534-XX 
クロレラ培養工 629-99 
  
 
 
 
 

ケ 
 
 
 
ケアマネージャー（介護支援専門員） 129-10 
ケアワーカー 124-10 
ケイカル製造工 549-99 
ケーキ製造工 622-20 
ケーク運搬工 649-13 
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ケーク取付工 649-13 
ケーク保全工 649-13 
ケーク浴室工 523-20 
ゲージ型削工 551-14 
ケージ（鶏舎）組立工 553-11 
 
ケージ差し工（探鉱員） 755-20 
ケーシング工（ハム・ソーセージ製造） 626-23 
ケースミシン掛け工 711-12 
ケースワーカー 121-11 
ケーソン製造工 538-11 
 
ゲート係（航空代理店） 302-40 
ケーブルカー組立工 594-20 
ケーブルカー巻上工 739-30 
ケーブルがい装工 584-40 
ケーブル乾燥工 584-43 
  
ケーブル機関運転工 739-30 
ケーブルクレーン運転工 732-10 
ケーブル検査工（電力・通信ケーブル製造） 589-70 
ケーブル工（線路工事：通信線） 744-10 
ケーブル製造工（ワイヤロープ製造） 558-11 
  
ケーブル電車運転手 739-30 
ケーブルハンガー製造工 559-20 
ケーブルヘット仕上工 551-99 
ケーブル埋設工（通信線） 744-12 
ケーブルマン（放送） 185-98 
  
ゲームクリエーター 209-99 
ゲームサウンドクリエイター  209-99 
ゲームセンター店員 375-20 
ゲームデザイナー 209-99 
ゲームプログラマー 062-10 
  
ケチャップ製造工 619-10 
ケミカルエンジニア 042-XX 
ケミカルサンダル製造工 702-40 
ケミカルシューズゴム付工 702-10 
ケミカルシューズ製造工 702-10 
  
ケミカルレース刺しゅう工 654-10 
ゲルマニウム精錬工 512-60 
ケレン工（金属製品） 723-30 
  
 
 
 
 

コ 
 
 
 
コア積工（電動機製造） 581-20 
コア積工（変圧器用） 581-32 
コイル修理工 581-71 
コイル整形工（電動機製造） 581-20 
コイル絶縁工 581-XX 

コイル束線工 588-10 
コイル巻線工（電気通信機） 582-XX 
コイル巻線工（電動機） 581-21 
コインランドリー管理人 393-10 
コインロッカー管理人 392-10 
 
ゴーカート指導員 375-24 
コーキング工（建設業） 779-99 
コーキング工（造船等） 553-99 
コーキング工（建物防水工事） 778-11 
コークス製造技術者 042-20 
 
コークス製造工 521-10 
コークス操入工（製鉄、製鋼） 511-99 
コークスパイプ掃除工（製鉄所） 809-10 
コークス袋入工 728-20 
コース管理係（ゴルフ場）  809-38 
  
コース製造工（ロープ用金具） 559-23 
コースマスター 482-30 
コーダー（プログラミング） 062-10 
コーチ（個人に教授するもの） 202-30 
コーチ（スイミングクラブ） 202-30 
  
コーチ（プロスポーツ） 203-20 
コーディネーター（洋品店店員であるもの） 324-21 
コーディネーター（労働者派遣業） 289-99 
コーティング工（鋳物砂製造業） 513-10 
コーティング工（コート紙製造）  673-22 
  
コーティング工（ゴム引布） 699-10 
コーティング工（ジャケット製造） 649-30 
コーティング工（電線製造業） 584-21 
コーティング工（塗装作業） 723-XX 
コーティング工（レンズ表面処理）  604-20 
  
コーティングマシン工（アート紙製造） 673-21 
コート加工工（レンズ製造） 604-20 
コート紙製造工 673-22 
コー・パイロット 484-10 
コーヒー飲料製造工 634-10 
  
コーヒーショップ店員 324-22 
コーヒースタンド店員 324-22 
コーヒー挽工 639-99 
コーヒー豆焙煎（ばいせん）工 639-99 
コーピン切断工（テラゾー製造） 541-20 
 
コーマー工 641-21 
コーミング係（紡績業） 641-21 
コーリン処理加工工 559-99 
コールセンターオペレーター 289-99 
コールテン毛切職 649-33 
  
コールド工 516-30 
コールドプレス工（合板製造） 662-13 
コールドヘッダー工 553-99 
コールピックハンマー仕上組立工 571-30 
コーンアップ工（繊維工業） 649-14 
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コーンかす選別ふるい工 612-13 
コーン浸漬工（コーンスターチ製造） 612-13 
コーンスターチ精製工 612-13 
コーンスターチ製造工 612-13 
コーンスターチ濾（ろ）過工 612-13 
 
コーン製造工（アイスクリーム用） 622-10 
コーン製造工（紙器製造） 674-30 
コーン巻糸かけ工 649-14 
コーン巻機運転工 649-14 
コーン摩砕工 612-13 
 
ココア製造工 639-10 
コスター工（自転車部品製造） 571-40 
コスターハブ製造工 571-40 
コック 361-20 
コック組立工 559-20 
  
コックヘルパー 361-99 
コック見習 361-98 
コットレル運転工 733-10 
コップ巻工 649-14 
コネクター組立工 589-46 
  
コバルト研究員 011-12 
コピーディレクター 171-50 
コピーライター 171-50 
ゴブラン織工 644-10 
コマーシャル作者 171-50 
  
コマーシャル創作員 171-50 
コマーシャル素材部員（広告代理店） 171-50 
コマーシャルプランナー 252-10 
コマーシャル文案創作員 171-50 
コマーシャルモデル 394-10 
  
ゴミ収集車運転手 479-10 
ゴミ焼却作業員 801-21 
ゴミ処理施設技術管理者 071-30 
コミック作家 182-30 
コミ・ド・ラン 371-10 
  
ゴム圧延工 691-15 
ゴム圧延塗布工 699-10 
ゴム編組線製造工 584-44 
ゴム編工（メリヤス製造） 647-10 
ゴム糸目工 646-99 
 
ゴム入織物織布工 644-10 
ゴム印組立工 717-20 
ゴム印工 717-20 
ゴム印鋳造工 692-99 
ゴム印彫刻工 717-21 
  
ゴム打抜工 699-22 
ゴム押出成形工 692-11 
ゴム加工工 692-99 
ゴム型入工 692-10 
ゴム形付工 692-15 

ゴム型付ロール工  691-15 
ゴム型抜工 699-22 
ゴム裏糊引工 699-99 
ゴム加硫工 692-30 
ゴム管押出し成形工 692-11 
 
ゴム玩（がん）具成形工 692-10 
ゴム靴仕上工 699-50 
ゴム靴仕上糊付工 699-50 
ゴム靴成形工 692-10 
ゴム靴製造工 692-XX 
 
ゴム靴底成形工 692-10 
ゴム靴底付工 699-32 
ゴム靴縫付工 699-30 
ゴム靴貼合わせ工 699-32 
ゴム原料混合工  691-12 
  
ゴムコード裁断工 699-20 
ゴム混合工 691-14 
ゴム混合溶解工 691-14 
ゴム裁断工 699-20 
ゴムシートカレンダー工 691-15 
  
ゴムシート工 699-10 
ゴムシート裁断工 699-20 
ゴムシート貼り工 699-32 
ゴム蒸熟工 692-30 
ゴム処理工 691-10 
  
ゴム浸せき（漬）成形工 692-12 
ゴムスポンジ成形工 692-10 
ゴム刷り込み工 699-99 
ゴムスリッパ製造工 692-XX 
ゴム製オイルシール仕上工 699-50 
  
ゴム製玩具組立工 712-10 
ゴム製函検査工 699-51 
ゴム製造工 691-10 
ゴム製品型抜工 699-22 
ゴム製品カレンダー工 699-50 
  
ゴム製品技術者 042-10 
ゴム製品検査工 699-51 
ゴム製品仕上工 699-50 
ゴム製品成形工（タイヤ成形を除く） 692-10 
ゴム製品製造工 692-00 
 
ゴム製品選別工 699-51 
ゴム製品ばり取工 699-99 
ゴム製品分析技術員 042-50 
ゴム精練工 691-13 
ゴム絶縁工（電線製造） 584-21 
 
ゴム接合工 699-30 
ゴム切断工 699-21 
ゴム線製造工 584-21 
ゴム線電気検査工 589-70 
ゴム草履製造工 692-XX 
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ゴム素練工  691-13 
ゴム足袋仕上工 699-50 
ゴムチューブ製造工 692-XX 
ゴム付け工（革靴・ケミカルシューズ）  702-10 
ゴム爪皮仕上工 699-50 
 
ゴムテープ製造工 692-99 
ゴムテープ貼り工 699-32 
ゴム手袋成形工 692-12 
ゴム添加剤調合工 691-12 
ゴム電気溶接工 699-30 
 
ゴム塗布工 699-10 
ゴム長靴製造工 692-XX 
ゴム人形成形工 692-10 
ゴム人形製造工 712-20 
ゴム縫加工工（衣類製造） 659-99 
 
ゴム熱盤工 692-30 
ゴム練工 691-13 
ゴム糊製造工 699-99 
ゴム配合工 691-12 
ゴム履物裏布工 692-99 
 
ゴム履物検査工 699-51 
ゴム履物仕上工 699-50 
ゴム履物成形工  692-10 
ゴム履物糊付け工 699-32 
ゴムパッキン製造工 692-XX 
 
ゴムはり工 699-32 
ゴム板裁断工 699-20 
ゴム被鉛工 692-99 
ゴム引工 699-10 
ゴム引布裁断工 699-20 
 
ゴム引布製造工 699-10 
ゴム引布縫製工 699-30 
ゴム筆製造工 692-XX 
ゴム被覆線製造工 584-21 
ゴムひも織工 648-40 
 
ゴムひも製造工（ゴム切断） 699-21 
ゴムひも通し工（繊維製品製造） 659-99 
ゴム風船成形工 692-12 
ゴム分出工 691-15 
ゴム・プラスチック製品仕上工・検査工 699-50 
 
ゴム・プラスチック塗布工 699-10 
ゴム・プラスチック防水加工工 699-11 
ゴム・プラスチック床張工 777-33 
ゴムベルト裁断工 699-20 
ゴムベルト成形工 692-10 
 
ゴムベルト製造工 692-XX 
ゴム防水加工工 699-11 
ゴムホース仕上工 699-50 
ゴムホース成形工 692-10 
ゴムホース製造工 692-XX 

ゴムホース布巻工 692-99 
ゴムボール成形工 692-10 
ゴムまり仕上工 699-50 
ゴムミキサー工 691-14 
ゴム蒸工 692-30 
 
ゴム模型工 718-10 
ゴム焼工 699-31 
ゴム焼付工 699-31 
ゴム床張工 777-33 
ゴム溶解工 691-10 
 
ゴムライニング工 692-13 
ゴム硫化工 692-30 
ゴムロール工 691-15 
ゴムロール捏和工 691-14 
ゴム和硫工 692-30 
 
コメディアン 195-50 
コメンテーター（放送） 172-20 
コラムニスト 171-30 
コラムニスト（雑誌） 172-30 
コラムニスト（新聞） 172-10 
 
コランダム製造工 539-99 
コルク加工工 669-99 
コルク製造工 669-99 
コルク草履台製造工 669-99 
コルク板圧搾工 669-99 
 
コルク板製造工 669-99 
コルク瓶栓製造工 669-99 
コルゲート工（段ボール製造）  673-10 
コルセット製造工（医療用） 718-99 
コルセット製造工（服装用） 659-99 
 
ゴルフカート組立工 599-99 
ゴルフ会員券販売員 339-10 
ゴルフ会員募集員 335-15 
ゴルフクラブ製造工 719-42 
ゴルフ指導アシスタント 202-30 
 
ゴルフ指導員 202-30 
ゴルフ場コース整備員 809-38 
ゴルフ場芝刈り作業員 809-38 
ゴルフネット製造工 648-20 
ゴルフボール製造工 719-40 
 
ゴルフ練習場業主 241-10 
コロイド製造工（蓄電池） 589-12 
コロッケ製造工 629-20 
コロナ研究技術者 011-12 
コンクリート圧接工 781-13 
 
コンクリート圧送機械運転工 538-20 
コンクリート圧送工 538-20 
コンクリート打工 781-13 
コンクリート運搬工（土木工事） 781-13 
コンクリート縁石製造工 538-11 
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コンクリート型入工（建設）  781-13 
コンクリート型入工（セメント製品製造） 538-10 
コンクリート型枠組工 761-10 
コンクリート壁鉄筋取付工 763-20 
コンクリート管製造工 538-14 
 
コンクリート管配管工  781-11 
コンクリート管敷設工 781-11 
コンクリート基礎工事工 781-13 
コンクリート研究員 011-20 
コンクリート工（建設業）  781-13 
 
コンクリート混合機工（セメント製品製造） 538-10 
コンクリート混合工（建設業） 781-13 
コンクリート左官 774-10 
コンクリート作業員 781-13 
コンクリート試験員 539-50 
 
コンクリート充填整理工 781-13 
コンクリート製品型抜き仕上工 538-10 
コンクリート製品検査工 539-50 
コンクリート製品製造工 538-10 
コンクリート側溝製造工 538-10 
 
コンクリートタイル製造工 538-10 
コンクリート打設機械運転工 739-99 
コンクリート注入工（コンクリート製品製造） 538-10 
コンクリート注入工（土木工事） 781-13 
コンクリート道路上塗工 781-22 
 
コンクリート練工（土木工事） 781-13 
コンクリートパイプ製造工 538-14 
コンクリートパイル製造工 538-10 
コンクリートはつり工 779-99 
コンクリートパネル組立工 781-10 
 
コンクリートパネル製造工 538-12 
コンクリートフィニッシャー運転工 734-22 
コンクリート吹付工（防水工事） 778-12 
コンクリートブロック製造工 538-11 
コンクリートブロック積み工 772-10 
 
コンクリートポール製造工 538-10 
コンクリート舗装機械運転工 734-22 
コンクリート舗装工 781-22 
コンクリート舗道板製造工 538-11 
コンクリートポンプ車運転工（建設機械） 739-99 
 
コンクリートミキサー運転工 538-20 
コンクリートミキサー車運転者 473-13 
コンクリート枠組工（コンクリート製品製造） 538-10 
コンサートチューナー 209-30 
コンサートマスター 191-30 
 
コンシェルジュ（百貨店） 399-99 
コンシェルジュ（ホテル） 372-10 
コンセント組立工 581-60 
コンダクター 191-20 
コンタクトブレーカー組立工 581-51 

コンタクトレンズ技術者 119-99 
コンタクトレンズ検眼員（診療所、販売店） 119-99 
コンタクトレンズ研磨工 604-10 
コンディショニングトレーナー 202-30 
コンテ作画家 182-10 
 
コンテナ係 792-20 
コンテナ組立工（金属製） 559-11 
コンテナ組立工（木製） 669-99 
コンテナ修理工（金属製） 559-11 
コンテナ船船長 481-10 
 
コンデンサー組立工 581-63 
コンデンサー組立工（電子機器用）  589-43 
コンデンサー試験工 589-72 
コンデンサー試験工（電子機器用） 589-76 
コンデンサーペーパー抄造工 672-10 
 
コンデンサー巻工 581-63 
コンデンサー巻工（電子機器用） 589-43 
コンデンスミルク製造工 625-30 
コンテンツ開発技術者（携帯電話） 061-10 
コンテンツプロデューサー（携帯電話） 194-99 
 
ゴンドラ運転手 739-31 
コンバーター工（製鉄、製鋼） 511-22 
コンバーター工（非鉄金属製錬） 512-10 
コンバーター製造工（変換器）  581-33 
コンバイン組立工 571-31 
 
コンパス組立工（文房具） 719-99 
コンパニオン（給仕人） 371-10 
コンパニオン（バー） 373-10 
コンビニエンスストア支配人 321-21 
コンビニエンスストア店員 324-30 
 
コンピュータオペレータ 313-10 
コンピュータソフト開発員 061-XX 
コンピュータ調整員（製造工程におけるもの） 586-10 
コンピュータ調整技術員 034-21 
コンピュータプログラマー 062-10 
 
コンピュータ保守員 589-61 
コンピュータ要員 313-10 
コンプライアンスオフィサー 251-10 
コンプレッサー運転工 733-40 
コンプレッサー組立工（ルームエアコン製造業） 587-25 
 
コンプレッサ組立工 571-99 
コンプレッション工 693-13 
コンベア運転工 732-30 
コンベアゴムベルト製造工 692-XX 
コンベアスケル工 732-30 
 
コンベア設計技術者 031-10 
コンベア操作工 732-30 
コンベックス製造工（金属製巻尺） 601-21 
コンポーザー工（合板製造） 662-12 
コンポジター（映像特殊効果制作） 209-99 
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コンポジット缶製造工 674-99 
コンポストプラント運転工（たい肥製造） 739-99 
コンミュテーター（整流子）製造工 581-33 
コンロッド製造工 559-20 
 
 
 
 

サ 
 
 
 
サーカス団員 195-60 
サージ織物工 644-10 
サーチコイル製造工 589-99 
サーチャー（意匠・商標） 252-20 
サーチャー（特許管理事務所） 252-20 
  
サードアシスタントディレクター 194-20 
サードエンジニア（機関士） 483-20 
サードオフィサー（航海士） 482-10 
サードパーサー（船舶） 259-30 
サーバ構築技術者 061-10 
  
サービス員（自動車販売店） 592-XX 
サービスエンジニア（一般機械） 572-10 
サービスエンジニア（工業計器製造） 601-30 
サービスエンジニア（電気機器） 589-60 
サービスエンジニア（時計） 602-30 
  
サービス外交員 335-10 
サービス係事務員 281-22 
サービス係（旅館） 372-13 
サービス取次人 339-40 
サーベイヤー（船舶検査員） 033-10 
 
サーミスタ製造工 585-XX 
サーメット製造工 515-10 
サーモスタット組立工（ガス器具用） 581-50 
サーモスタット組立工（電気器具用） 581-60 
サイコセラピスト 119-99 
 
サイコセラピスト（医師） 081-10 
サイコロジスト 119-99 
サイジング工（製紙業） 671-20 
サイジング工（繊維工業）  645-13 
サイダーガス調節工 634-10 
 
サイダー製造工 634-10 
サイダー製品検査工 639-20 
サイディング製造工（アルミ製） 559-20 
サイディング製造工（石こう製） 539-14 
サイディング張工（金属製以外のもの） 771-99 
 
サイドミラー組立工 609-99 
サイドリフト運転者 499-10 
サイリスター製造工 585-XX 
サイレージカッター工 432-10 
サイレンサ組立工 559-20 

サイレントカッター工（ソーセージ製造） 626-22 
サイロ上工（積卸機・コンベア運転工） 732-30 
サイロ係 739-99 
サイロ下工 793-10 
サインデザイナー 184-11 
 
サインポール（理髪店円柱形看板）製造工 729-99 
サウナ支配人 354-10 
サウナぶろ受付事務員 253-10 
サウナマッサージ師 112-10 
サウンドエフェクト係（映画、演劇、音楽、放送） 209-99 
 
サウンドクリエイター(携帯電話用コンテンツ制作) 209-99 
サウンドクリエイター(コンピュータゲーム制作) 209-99 
サクションドレッジャー運転工 734-30 
サッカー 324-10 
サックマシン操作員（紙器製造）  674-99 
 
サッシ工 777-11 
サッシ製造工（金属製窓枠）  559-12 
サッシ組立工（木製品） 664-30 
サッシ取付工  777-11 
サドル取付工（自転車組立業） 595-10 
 
サニタリーエンジニア 119-20 
サポーター製造工 659-99 
サポニン製造工 529-99 
サラダサーバー製造工（木製） 669-99 
サラダボール製造工（木製） 669-99 
 
サラダ油製造工 615-XX 
サラン高周波加工工 693-51 
サランロープ製造工 648-10 
サルベージ作業員 779-10 
サロンホステス 373-10 
 
サンダー工 551-16 
サンダー仕上工（木工研磨） 663-14 
サンドイッチ製造工（販売用） 629-20 
サンドイッチマン 394-10 
サンドバッグ製造工（ボクシング用） 719-44 
 
サンドブラスト研磨工（金属製品） 519-32 
サンドブラスト工（鋳物製造） 519-32 
サンドブラスト工（ガラス製品製造） 532-42 
サンドブラスト工（金属製品） 519-32 
サンドブラスト工（プラスチック製品） 693-40 
 
サンドペーパー製造工 539-40 
サンドポンプ運転工 733-10 
サンフォライズ仕上工 649-99 
サンライス製造工 622-10 
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シアン化選鉱員 759-30 
ジーゲル作業員（被覆電線製造） 584-20 
シース工（被覆電線製造） 584-40 
シーズニング工 672-20 
シーター工（印刷業） 683-99 
 
シーツ縫製工（ミシンによるもの） 655-30 
シーティング工（タイヤ製造） 692-20 
シートカバー取付人（航空機、電車など） 809-30 
シート製作工（カンバス製） 659-40 
シートパイル組立工 781-99 
  
シートベルト組立工 659-99 
シート防水工 778-12 
シートミシン縫工 655-20 
ジープ運転手 472-10 
シープスフートローラー運転工 734-20 
  
シーマー工（缶詰食品製造） 624-22 
シーミング工（ストッキング製造） 655-30 
シーム（縫合）溶接工  561-20 
シームレス鋼管工（中径、小径） 516-23 
シームレスシャツ仕上工 659-60 
  
シームレス修理工（ニット製品） 649-60 
シーラー仕上工 723-12 
シーリング加工工（印刷加工） 683-99 
シーリング工（防水工事）  778-11 
シーリング材製造工 529-99 
  
シール印刷作業員 683-60 
シール織工 644-10 
シールド工（土木工事） 754-11 
シールドビーム製造工 583-20 
シール貼工 728-99 
  
シェード製造工（紙製） 675-99 
シェーパー工 551-14 
シェービング工 551-14 
ジェットエンジン設計技術者 031-11 
ジェットコースター操作人 375-24 
  
ジェットルーム運転工 644-10 
ジェネレータ組立工 581-10 
ジェネレータ（発電機）オペレータ 741-10 
シェフ 361-20 
シェフドラン 371-10 
 
シェル芯仕上工 513-99 
シェル芯製造工 513-99 
シェル造型工 513-32 
シェルモールディングマシン工 513-32 
シェルモールド工 513-32 

シェルモールド用金型製造工 559-22 
シカル盤工 551-14 
ジグ中ぐり盤工 551-13 
ジグボーリング工 551-13 
ジグミル盤工 551-99 
  
システムアドミニストレーター 061-10 
システムアナリスト 061-11 
システムエンジニア 061-10 
システム開発営業員 327-30 
システム開発技術者（業務用アプリケーションソフトウェア） 061-10 
 
システム開発技術者（金融系アプリケーションソフトウェア） 061-10 
システム開発技術者（汎用コンピュータ） 061-10 
システム監査技術者 061-10 
システムコンサルタント 061-10 
システムシンセシスト 061-11 
 
システム設計員（情報処理業） 061-10 
システム設計技術者 061-10 
システムデザイナー 061-10 
システムプランナー 061-10 
システム分析者 061-11 
 
システム用機器設計者（電子計算機製造） 034-21 
ジッガー染色工 646-99 
シックナー運転工（アルミニウム精錬） 512-10 
シックナー運転工（鉱山） 759-30 
シッター（病院） 119-40 
 
シッピング係 272-40 
シナリオ作家 171-20 
シナリオライター 171-20 
ジブクレーン運転工 732-10 
シフター工（香辛料製造） 619-14 
 
シフター工（製粉） 612-10 
ジムアスレチックインストラクター 202-30 
ジャーナリスト 172-XX 
シャープペンシル製造工  719-30 
シャーリング機運転工（刺しゅうレース製造） 656-10 
 
シャーリング工（衣服製造） 656-10 
シャーリング工（金属切断加工） 559-50 
ジャイロ計器組立工  601-99 
ジャカード機製造工 571-33 
ジャカード織機織工  644-10 
 
ジャカード織機調整工 643-40 
シャシー組立工（電気機器） 589-99 
シャシー組立鉄工（鉄道車両製造） 594-21 
シャシー（車台）組立工（自動車製造） 591-20 
ジャズシンガー 191-40 
 
ジャズダンス教師 202-20 
ジャズミュージシャン 191-30 
ジャッジ 203-30 
シャツ・下着縫製工 655-13 
シャッター組立工（写真機製造） 603-31 
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シャッター修理工（カメラ） 603-51 
シャッター製造工 559-12 
シャッター取付工 777-12 
シャッター部品組立工（写真機製造）  603-31 
シャッター部品仕上検査工 559-70 
 
シャッター部品仕上工  559-12 
シャットル製材工 661-99 
シャツ縫製工  655-13 
シャドウマスク製造工（テレビ製造） 559-20 
ジャニター（雑役） 809-30 
 
ジャブ工 556-30 
シャフトキルン工（煉瓦・瓦製造） 534-30 
シャフトジャンボ運転手 734-10 
ジャム製造工 619-15 
シャモット工 531-40 
 
シャモット製造工 531-40 
シャモット煉瓦製造工 534-XX 
シャンプー製造工 525-30 
ジュース製造工 634-10 
ジュート巻工（電線製造） 584-20 
 
シューフィッター 324-21 
シューマイ皮製造工 621-40 
シューマイ製造工（惣菜） 629-20 
ジュエリーデザイナー 184-99 
ジュメット線製造工 583-30 
 
ジュメット巻線工  583-30 
シュライバー（病院） 259-99 
シュリンク包装工 728-10 
シュレッダー工（金属製品製造） 559-99 
ショアーリング作業員 791-10 
 
ジョインター工 662-12 
ショーウィンドー飾付職 184-12 
ショーウィンドーガラス嵌職 777-21 
ショートケーキ製造工 622-20 
ショートニング製造工 615-40 
 
ショーファー 472-11 
ショールーム員 394-10 
ショールーム受付係 253-10 
ジョッキー 203-10 
ショックアブソーバ組立工 571-40 
 
ショット工（鋳物製造） 519-32 
ショットコンクリート工 781-13 
ショットピーニング工 559-99 
ショット・ブラスト工 519-32 
ショットブラスト工（金属製品） 559-99 
 
ショッピングバッグ縫製工 711-12 
ショッププランナー 184-12 
ショップマスター 321-20 
ショベルカー運転手 734-11 
ショベルローダー運転工  734-10 

ショルダーバッグ製造工 711-10 
ジヨルダン係 671-22 
シラス骨材製造工 531-10 
シラスバルーン製造工 531-10 
シリカセメント製造工 537-10 
 
シリコンウエハー研磨工 535-20 
シリコンウエハ切断工 585-20 
シリコンウエハ洗浄工 585-99 
シリコン研磨剤工 539-40 
シリコン樹脂加工工（繊維工業） 649-99 
 
シリコン整流器製造工 581-62 
シリコン整流素子製造工 585-XX 
シリコン精錬工（金属ケイ素） 512-60 
シリコン選別工（半導体製品製造） 589-76 
シリンダー機工（製紙） 672-20 
 
シリンダー調節工（織機準備）  643-40 
シルエット（影絵）創作家 182-10 
シルク印刷工（印刷業） 683-40 
シルク印刷工（捺染）  646-30 
シルケット工 645-13 
 
ジルコニア製造工 521-13 
ジルコニウム製造工 512-99 
シロセット加工（生地に行うもの） 649-99 
シロセット加工（縫製品に行うもの） 659-99 
シロップ製造工 634-10 
 
シロップ製品検査工 639-20 
シンガーソングライター 191-40 
シンクロ組立工 589-46 
シンセサイザープログラマー 062-10 
  
 
 
 

ス 
 
 
 
スイートコーンパウダー製造工 612-10 
スィーパー運転手 801-13 
スイッチ組立工 581-52 
スイッチャー（映像切替操作員） 509-99 
スイミングインストラクター 202-30 
  
スイミングクラブコーチ 202-30 
スインググラインダ工 551-16 
スーツケース製造工 711-10 
スーパーカレンダー工（アート紙製造） 673-21 
スーパーカレンダー工（普通紙製造）  672-20 
 
スーパー検品検収員 272-20 
スーパー工（加工紙製造） 673-20 
スーパー商品開発部員 252-11 
スーパー商品管理係 324-10 
スーパー生鮮食品販売員 324-10 
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スーパーチャージャ組立工 591-10 
スーパー店員 324-10 
スーパー店長 321-20 
スーパーバイザー（コンビニエンスストア） 289-99 
スーパーマーケット店長 321-20 
  
スーパーレジ係 261-11 
スープ製造工 629-99 
スエージング工 514-99 
スエード工（製革） 701-30 
スカーフィング疵取工 516-99 
 
スカーフィング工 516-99 
スカーフ工（圧延） 516-99 
スカーフ縫製工 655-11 
スカウト（球団） 209-99 
スカウト（ホステス・タレント） 399-99 
 
スカルピング工 551-99 
スカルプター 181-10 
スキー板製造工 719-43 
スキー板製造工（グラスファイバー製） 719-43 
スキーインストラクター 202-30 
 
スキー靴製造工（皮製） 702-10 
スキーマー 071-10 
スキー用具賃貸人（有料スキー施設） 375-25 
スキー用具賃貸人（有料スキー施設を除く） 393-10 
スキーリフト機関運転工 739-32 
 
スキップ運転手 734-11 
スキャナーオペレーター（製版業） 682-41 
スキューバダイビングインストラクター 202-30 
スキンミラー工 551-99 
スクーター修理工 592-10 
 
スクールカウンセラー（学校臨床心理士） 201-11 
スクールソーシャルワーカー（訪問教育相談員） 209-99 
スクールバス運転者 471-13 
スクラップ検定工 519-51 
スクラップ整理工 519-20 
 
スクラップ切断工 519-21 
スクラップ・ヤード工 519-22 
スクリーナー（細胞検査員） 119-20 
スクリーニング工（半導体製造） 585-99 
スクリーン印刷機製造工 571-34 
 
スクリーン印刷作業員 683-40 
スクリーン係（砂利採取） 759-99 
スクリーン粕取工（パルプ製造） 679-99 
スクリーン型木枠製造工（染色業） 669-99 
スクリーン型紗張り工（染色業） 729-99 
 
スクリーン工（染色業） 646-31 
スクリーン工（パルプ製造）  671-14 
スクリーン製版作業員 682-14 
スクリーン転写工 536-20 
スクリーントーン製造工 679-99 

スクリーンなっ染工 646-31 
スクリーンマスク製造工 559-99 
スクリプター（映画制作の記録係） 271-10 
スクリプトライター 171-20 
スクレーパー運転工 734-12 
 
スクレーパー組立工 571-30 
スクレーパー工（金属仕上） 557-23 
スクレーパー工（合板製造） 662-10 
スクロールシャー工 551-99 
ズク割工 511-99 
 
スケート靴賃貸人（娯楽場を除く） 393-10 
スケート靴賃貸人（スケート場） 375-25 
スケール落し工（金属材料製造） 516-99 
スケール工（目盛付工） 609-99 
スコアラー（球団） 259-99 
 
スジ屋 302-11 
スターター 203-99 
スターティングモーター製造工 581-20 
スタイリスト（写真撮影関係） 209-99 
スタイリスト（美容関係） 352-10 
 
スタイリスト（服飾関係） 184-40 
スタイリスト（放送局） 209-99 
スタイロフォーム製造工 693-17 
スタジオ経営者 241-10 
スタジオミュージシャン 191-30 
 
スタッカー運転工 732-10 
スタッカー工（印刷業） 689-99 
スタック検査工（電子部品製造） 589-76 
スタハー工（ハム・ソーセージ製造） 626-23 
スタビライザー運転士 734-10 
 
スタビライザー製造工（自動車部品） 559-20 
スタンドイン 193-99 
スタンドスパイク製造工 559-20 
スタントマン 193-99 
スタンパ（光ディスク用金型原盤）検査工 559-70 
 
スタンピング工（皮の模様付け） 709-99 
スタンピング工（漆器製造） 715-20 
スタンプ押し工（陶磁器製造） 536-20 
スタンプ製造工 717-20 
スタンプ製粉工（香辛料製造） 619-14 
 
スチーム配管工 776-12 
スチームハンマ工（鍛造） 514-22 
スチール家具組立工 559-11 
スチールカメラマン 185-20 
スチールコード製造工 558-10 
 
スチールマン（撮影所） 185-20 
スチュワーデス 372-21 
スチュワード 372-21 
スチレンペーパー製造工 693-10 
ズック靴縫製工 655-20 
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スッポン養殖作業者 454-99 
ステアリングリンケージ組立工 571-40 
ステージダンサー 192-20 
ステージマネージャー 194-99 
ステーフライス工 551-14 
 
ステープラ製造工 559-20 
ステープル製造工（金属製品） 559-20 
ステッカー印刷工 683-60 
ステッキ工 551-14 
ステッチ工（製靴） 702-13 
 
ステッチャー工（段ボール箱製造） 674-10 
ステップル釘製造工 558-20 
ステノグラファー 311-10 
ステベ（船内荷役作業員） 791-11 
ステベドア 791-10 
 
ステム検査工 589-76 
ステレオ組立工 582-22 
ステンシル印刷工 683-99 
ステンドグラス工 532-99 
ステンドグラスはめ込工 777-22 
 
ステンレス合金工 511-20 
ステンレス鋼板工 516-32 
ステンレス線伸線工 517-10 
ステンレス熱焼工 515-10 
ステンレス板製造工 516-33 
 
ストアキーパー 272-30 
ストーパー工（金属・非金属鉱） 751-10 
ストーパー工（土木工事） 754-11 
ストッキング製造工 647-21 
ストック製造工(グラスファイバー製：スキー付属品) 719-40 
 
ストップウォッチ組立工 602-20 
ストラット組立工（サスペンション） 591-10 
ストラドルキャリア運転手 732-10 
ストランド工（ワイヤロープ製造） 558-11 
ストリッパー 192-99 
 
ストリップ工（圧延） 516-XX 
ストリップミル工 516-XX 
ストレージバッテリー製造工 589-12 
ストロボ製造工 583-20 
スナック菓子製造工 622-99 
 
スナック店主 323-10 
スノーモービル組立工 599-99 
スパイクシューズ製造工 702-10 
スパイク製造工（犬釘） 558-20 
スパイラル工（電球製造） 583-30 
 
スパイラル巻紙管製造工（紙器製造） 674-30 
スパゲッティ製造工 621-10 
スパッター工 556-50 
スパッタリング工 556-50 
スパングラス加工工 532-99 

スパンドレル製造工 559-99 
スピーカー組立工 589-47 
スピードガバナ（調速器）組立工 571-40 
スピナー工 641-50 
スピナレット工 559-99 
 
スピニング工 641-50 
スピンドル製造工 559-20 
スプーラー工（紡糸） 649-14 
スプール工（紡糸） 649-14 
スプラウト野菜栽培人 431-20 
 
スプリッター工（砕木パルプ製造） 671-12 
スプリッター工（チップ工場） 661-30 
スプリットブロック製造工（コンクリート製） 538-11 
スプリング組立工 721-XX 
スプリング製造工 558-30 
 
スプリング取付工（自動車製造） 591-30 
スプレーガン組立工 559-20 
スプレー充てん工 728-20 
スプレーダー機運転工（延展機工） 649-99 
スプレッダー工（ゴム製品製造） 699-30 
 
スペーサー製造工（コンクリート製品） 538-99 
スペースデザイナー 184-30 
スポーツインストラクター 202-30 
スポーツ解説者 171-30 
スポーツキャスター 209-10 
 
スポーツクラブ指導員 202-30 
スポーツ・クラブハウス係 375-26 
スポーツ個人教師 202-30 
スポーツ審判員 203-30 
スポーツセンター管理人 389-99 
 
スポーツトレーナー（マッサージ師） 112-10 
スポーツバッグ製造工 711-10 
スポーツ評論家 171-30 
スポーツ用品販売員 324-20 
スポーツライター 172-99 
 
スポット溶接工 561-21 
スポンジケーキ製造職 622-20 
スポンジ成形工 692-10 
ズボン仕立職（紳士服） 652-XX 
スポンジ砥石製造工 539-40 
 
ズボン縫製ミシン工 655-10 
スモーク工（ソーセージ・ハム・ベーコン製造） 626-24 
スライサー工 663-10 
スライシング工 535-20 
スライス単板製造工 662-11 
 
スライダー仕上工（電圧調整器） 581-30 
スライド映写機組立工 603-32 
スライバー工 641-30 
スラエムポンプ運転手 733-10 
スラグ作業人（セメント工場） 809-34 
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スラグ廃取工 519-99 
スラックライン運転工 734-20 
スラッシャー運転手 734-10 
スラッシャー係（製材） 661-20 
スラッシュ成形工 693-10 
 
スラブ（厚板）検査工 519-50 
スラブ工（圧延） 516-99 
スラリータンク調整工 531-12 
スラリーフィルター運転工 531-10 
スラリー分析工 529-60 
 
スリーブ打工（耐火煉瓦製造） 534-99 
スリーブ工（ガラス繊維製造） 532-20 
スリーブ旋盤工 551-11 
スリッター工（金属材料裁断）  559-50 
スリッター工（紙・紙製品製造） 679-11 
 
スリッター工（ゴム製品製造） 699-20 
スリッター工（巻取紙裁断）  679-11 
スリッパ製造工（繊維製）  659-99 
スリッパミシン掛工（皮革・ビニル製） 702-30 
スリッパミシン掛工（布製） 655-20 
 
スルホン化工（合成洗剤製造） 524-20 
スレート瓦製造工 538-13 
スレートふき工 773-20 
スレート葺下拵え工 773-20 
スレート葺職 773-20 
 
スレート屋根ふき職 773-20 
スロッター工（金属加工） 551-14 
 
 
 
 
 
  

セ 
 
 
 
セーター編物工 647-20 
セーター衿付工（ミシン付け） 655-14 
セーターかがり工 655-14 
セーター袖付工（ミシン付け） 655-14 
セーパー工 551-14 
  
セーラー（甲板員） 493-10 
セールスアシスタント（デパート） 324-10 
セールスエンジニア（電子計算機） 034-21 
セールスエンジニア（外交販売を主とするもの） 327-22 
セールスエンジニア（ＯＡ機器） 034-21 
 
セールススタッフ 324-XX 
セールスドライバー 794-10 
セールスプロモーション企画員 252-10 
セールスマン（広告業） 335-14 
セールスマン（商品） 327-20 

セールスマン（不動産） 331-10 
セールスマン（保険） 332-12 
セオドライト組立工  603-20 
セカンドエンジニア（機関士） 483-20 
セカンドオフィサー（航海士） 482-10 
  
セカンドオフィサー（航空機） 485-10 
セキュリティースタッフ 423-10 
セグメント製造工（金属加工）  551-99 
セグメント製造工（コンクリート製） 538-11 
セグメント溝切工 551-99 
 
セクレタリー 254-10 
セコンド（プロボクシング） 203-20 
セパレーター製造工（建築金具） 559-23 
ゼムピン製造工 558-15 
セメント瓦成形工 538-99 
 
セメント瓦製造工 538-99 
セメントガン運転工 739-99 
セメント建材製造工 538-10 
セメント原料工 531-10 
セメント原料調合工 531-12 
  
セメント原料粉砕工 531-11 
セメント工（セメント製品製造） 538-10 
セメント仕上工 537-10 
セメント仕上工（左官） 774-10 
セメント試験工 539-50 
  
セメント焼成工 537-10 
セメントスレート工 538-13 
セメントスレート製造工 538-13 
セメント生産オペレーター 537-10 
セメント製造機械工 537-10 
  
セメント製造技術者 043-99 
セメント製造工 537-10 
セメント製品製造工 538-00 
セメント調合工（コンクリート製品製造） 538-10 
セメントパイプ工 538-14 
 
セメント袋製造工 674-20 
セメント袋詰工 728-20 
セメント粉砕工 537-10 
セメント分析技術者 043-99 
セメント粉末工 537-10 
 
ゼラチン製造工 529-99 
ゼラチン製造工（食料品製造） 629-99 
ゼラチン抽出工 521-10 
セラック製造工 529-40 
セラピスト 119-99 
 
セラミック原料混合工 535-20 
セラミック原料製造工（アルミナ） 521-13 
セラミック原料製造工（炭化珪素） 521-10 
セラミック原料製造工（窒化珪素） 521-13 
セラミック製機械部品製造工 535-20 
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セラミック製光学部品製造工 535-20 
セラミック製人工宝石製造工 535-20 
セラミック製生体部品製造工 535-20 
セラミック製切削工具製造工 535-20 
セラミック製電子部品製造工 535-20 
 
セラミック製歯・骨製造工 535-20 
セラミック製品研削加工工 535-20 
セラミック半導体組立工 585-30 
ゼリー製造工 622-50 
セリサイト採掘工 751-10 
 
セリサイト精製工（採掘場） 759-30 
セリプレーン検査工（生糸製造） 649-61 
セルフスタンド店員 324-50 
セルロシン(木粉)製造工 669-99 
セレモニースタッフ（葬儀店員） 395-10 
 
セレン整流器製造工 581-62 
セロテープ製造工 719-99 
セロファン製造技術者 042-10 
セロファン製造工 521-10 
センサー素子測定員（温度センサー） 589-74 
 
センターサイディング製造工（金属製） 559-20 
センターリング工（レンズ製造） 604-13 
センターレース工（金属加工） 551-11 
セントラルヒーティング施工工 776-10 
 
 
 
 

ソ 
 
 
 
ソイミート製造工  619-99 
ソーキング工 645-11 
ソーシエ 361-20 
ソーシャルケースワーカー 121-11 
ソーシャルワーカー 121-11 
  
ソース充てん工 619-12 
ソース製造工 619-12 
ソーセージ殺菌工（魚肉を除く） 626-20 
ソーセージ殺菌工（魚肉） 627-40 
ソーセージ製造工（魚肉）  627-40 
  
ソーセージ製造工（魚肉を除く）  626-20 
ソーダ工業技術者 042-20 
ソーダ製造工 521-13 
ソーダ調整工（化学繊維製造） 523-10 
ソーダ灰製造工 521-10 
 
ソーダ灰製造装置オペレータ 521-10 
ソーピング工（染色整理）  646-99 
ソーラーシステム製造工（温水器製造） 559-99 
ソケット組立工  589-99 
ソケット検査工 589-70 

ソナー修理工 582-99 
ソファーシート張り工 721-11 
ソフトウエアエンジニア 061-10 
ソフトウェア開発営業員 327-30 
ソフトウェア開発エンジニア 061-10 
  
ソフトウェア開発技術者 061-10 
ソフトウェアプログラマー 062-10 
ソフト帽子装飾工 659-22 
ソムリエ 371-13 
ソムリエール 371-13 
 
ソリスト 191-30 
 
 
 
 
 
 
 

タ 
 
 
 
ダートボード製造工 712-10 
ターニングミル工 551-11 
タービン運転工（発電所）  741-10 
タービン組立・調整工 571-12 
タービン製かん工 553-20 
  
タービン取付工（船舶） 596-12 
タービン発電機組立工 581-12 
タービンポンプ運転工 733-10 
ターフェルト製造工 673-30 
ターボ送風機運転工 733-30 
  
ターボファン運転工 733-30 
ターボ・ブロワー運転工 733-30 
ターボリン原紙製造工 672-10 
ターボリン紙製造工 673-30 
ターミナル製造工 589-99 
  
タール散布工 781-21 
タール製品製造技術者 042-10 
タール製品製造工 521-12 
タールブロック製造工 529-99 
ターレット車運転手 499-99 
  
ターンテーブル組立工（金属製） 571-40 
ダイイングプレス工 552-XX 
タイイングマシン工 643-32 
ダイイングマシン工 552-XX 
ダイオード製造工 585-XX 
 
ダイオード封止工 585-40 
ダイカスト鋳物工 559-99 
ダイカスト技術者 041-20 
ダイカスト鋳造機工 559-99 
ダイカスト用アルミ溶解工 512-10 
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ダイジェスター工 671-12 
ダイシング工  585-20 
ダイス工（金属製品製造） 559-22 
ダイセット加工員（金属加工） 552-10 
タイタンパ組立工 571-32 
  
タイトルライター 724-20 
ダイナマイト詰込員（採鉱、採石） 759-40 
ダイナマイト填薬工 529-99 
ダイナミックバランス工 589-73 
ダイバー 779-10 
 
タイピスト 311-20 
タイプ事務員 311-20 
タイポグラファー 184-99 
タイポグラフィデザイナー 184-11 
ダイボンド工 585-32 
 
タイマー組立工（電気式） 602-20 
タイムキーパー（放送局） 259-99 
タイムスイッチ組立工（電気式） 602-20 
タイムレコーダ組立工 602-20 
タイヤエアーゲージ製造工 601-23 
  
ダイヤ係員（鉄道業） 302-11 
タイヤ加硫工 692-30 
タイヤケース張工 692-20 
タイヤ検査工 699-51 
タイヤ工 692-XX 
  
タイヤコード糸試験工 649-61 
タイヤコードねん糸工 642-20 
タイヤコード布製織工 644-10 
タイヤゴム張工 692-20 
タイヤ再生工 692-XX 
  
ダイヤ作成係員（鉄道業） 302-11 
タイヤ仕上工 699-50 
タイヤ修理工 692-99 
タイヤショベル運転手 734-11 
タイヤ成形工 692-20 
  
タイヤ製造技術者 042-30 
タイヤ製造工 692-XX 
タイヤドーザー組立工 571-32 
タイヤ取付工（自動車修理業） 592-13 
タイヤ取付工（自動車製造）  591-30 
  
ダイヤフラム係 731-10 
ダイヤモンド工具工 559-22 
ダイヤモンド細工工 716-21 
ダイヤモンドダイス製造工 716-21 
タイヤ焼付工 699-99 
 
ダイヤルゲージ組立工 601-99 
タイル型嵌工 535-11 
タイル壁張り工（プラスチックタイルを除く） 772-21 
タイル組立工 772-20 
タイルクリーニング工 801-10 

タイル工 772-20 
タイル仕上工 535-11 
タイル紙貼付工 772-20 
タイル成形工 535-11 
タイル製造工 535-10 
  
タイル選別工（タイル製造） 539-53 
タイル張工 772-20 
タイルプレス成形工 535-11 
タイル床・壁張工 772-21 
タイル床張り工（プラスチックタイルを除く） 772-21 
 
ダイレクトメールあて名書き人 255-97 
ダイレクトメール代理人 339-40 
タオル織工 644-10 
タクシー運行管理者 302-22 
タクシー運転者 472-12 
 
タクシー配車オペレーター 302-23 
タクシー配車事務員 302-23 
ダクタイル鋳鉄管製造工 559-99 
ダクト加工工（板金） 554-11 
ダクト断熱工 779-20 
  
ダクト取付工 554-11 
タグボート運行員 493-10 
タグボート乗務員 493-10 
タグボート船船長 481-22 
タコグラフ組立工 601-10 
  
ダス張職 774-20 
ダッキング工（船舶風道工事） 553-13 
タッキング工（縫製業） 659-60 
タッグ（下げ札）付工 728-99 
タックス工（靴釘製造） 558-20 
  
ダック製造工 644-10 
タック製造工（メリヤス製造） 647-10 
ダッシュボード製造工 699-99 
タッピング工  551-99 
タッピングマシン工 551-99 
  
タップダイス工（金属製品製造） 559-22 
タップダンサー 192-99 
ダブ打工（コンデンサー製造） 581-63 
ダブ打工（電子機器用コンデンサー製造） 589-43 
タフティングマシン操作工（マットレス製造） 721-10 
  
タフトライド工（窒化作業） 515-15 
ダブラー工（鋼材製造） 559-50 
ダブルサイザー工 662-20 
ダブルソー工（合板製造）  662-11 
ダボ製造工（洋傘骨継手） 559-20 
 
ダムウェーター組立工 571-99 
ダム管理主任技術者 052-99 
ダム管理人 429-99 
ダム工事現場監督 052-99 
ダム水路主任技術者 052-99 
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ダム・トンネル掘削作業者 754-10 
ダライ盤工 551-11 
タラソテラピスト 353-20 
タリーマン 259-99 
タリフコンペイラー（海運業） 263-21 
 
タレット工 551-11 
タレット旋盤工  551-11 
タレント斡旋人 399-99 
タレントマネージャー（プロダクション） 251-10 
タワーオペレーター 509-10 
 
タンカー機関士 483-20 
タンカー船長 481-10 
タンク組立工（航空機） 593-10 
タンクシール製造工（ゴム製） 692-XX 
タングステン還元工 512-99 
 
タングステン製造工 512-99 
タンク製かん工 553-20 
タンク洗浄工 809-13 
タンク掃除工  809-13 
タンク取付工事人（鋼板タンク製造） 779-99 
 
タンクヤード係員 809-34 
タンクローリー運転者 473-15 
タンクローリ積込人 809-34 
ダンサー（ステージダンサー） 192-20 
ダンサー（ステージダンサーを除く） 399-99 
 
ダンスール 192-20 
ダンス教師 202-20 
タンタル工 512-99 
タンデム係 516-30 
タンデムミル・オペレーター 516-99 
 
タンニン工（製革） 701-20 
タンニン製造工 521-10 
タンバリン組立工 719-10 
ダンプカー運転者 473-14 
ダンプトラック運転手 473-14 
 
ダンプトラック組立工 591-XX 
ダンプトラック修理工 592-10 
タンブラー工（スイッチ組立工） 581-52 
タンプル工（織布加工用乾燥機操作工） 649-30 
  
 
 
 

チ 
 
 
 
チーズ機運転工 649-14 
チーズ製造工 625-50 
チーズ切断工 625-50 
チーズワインダー工 649-14 
チーフオフィサー（航海士） 482-10 

チーフパーサー（船舶） 259-30 
チェーン組立工 571-45 
チェーン検査工 572-20 
チェーンコンベア運転工 732-30 
チェーン製造工 571-45 
  
チェーン店スーパーバイザー 289-99 
チェッカー（卸・小売店） 261-11 
チェッカー（スーパーマーケット） 261-11 
チェリスト 191-30 
チェンバーメイド 372-12 
 
チケット販売人（プレイガイド等） 339-30 
チタン真空精錬工 512-30 
チタン製造工 512-XX 
チタン製錬技術者 041-10 
チッパー工 661-31 
 
チップ大割材工（パルプ原料製造） 661-30 
チップ係（重油バーナーのチップ掃除） 809-11 
チップカッター製造工 559-22 
チップ乾燥工 661-30 
チップ工（製紙会社）  661-30 
  
チップ工（精糖） 613-50 
チップ工（油脂加工） 524-30 
チップ蒸解工 671-11 
チップスクリーン工 661-32 
チップ成形工（超硬合金製） 559-22 
  
チップ製造工 661-30 
チップ製造工（合成繊維製造） 521-10 
チップ選別工 661-32 
チップボード（削片板）製造工 662-99 
チップラー運転工（鉱山） 759-99 
  
チャージクリップ製造工 559-22 
チャーニング工（バター製造） 625-40 
チャンネル工（製靴） 702-10 
チャンネル成形工（ゴム製溝形パッキン） 692-11 
チャンネル製造工（圧延） 516-99 
  
チューインガム製造工 622-70 
チューナ組立工 589-46 
チューナ検査工 589-76 
チューナ調整工（製造工程におけるもの） 589-46 
チュービング工（電線ケーブル製造） 584-XX 
 
チューブ押出工 692-11 
チューブ加硫工 692-30 
チューブ巻工（紙管製造） 674-30 
チューブ検査工（ゴム製品） 699-51 
チューブ仕上工 699-50 
  
チューブ充てん工 728-20 
チューブ充てん工（塗料・顔料製造） 529-40 
チューブ洗浄工 809-10 
チューブ焼付工 699-31 
チョーク工（電気製品製造）  581-32 
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チョコレート混合工 622-60 
チョコレート成形工 622-60 
チョコレート製造工 622-60 
チョコレート精練工 622-60 
チョコレート焙焼工 622-60 
  
チョッパー工（ソーセージ製造） 626-20 
チョッパ組立工（チョッパ型サイリスター） 585-30 
チョッサー 482-10 
チルドロール工 516-30 
チルドロール製造工 571-30 
  
 
 

ツ 
 
 
 
ツアーエスコート 391-10 
ツアーコンダクター 391-10 
ツイード織工 644-10 
ツイスター工 642-20 
  
 
 
 

テ 
 
 
 
ディーゼルエンジン運転工 739-10 
ディーゼルエンジン組立工（自動車用） 571-11 
ディーゼルエンジン組立工（汎用） 571-11 
ディーゼルエンジン検査工 572-21 
ディーゼルエンジン整備工 592-11 
  
ディーゼルエンジン取付工（鉄道車両） 594-30 
ディーゼルカー運転士 462-20 
ディーゼルカー運転士見習 462-98 
ディーゼルカー機関士  461-20 
ディーゼルカー機関助士  461-20 
  
ディーゼルカー組立工 594-20 
ディーゼル機関士 461-20 
ディーゼル機関士見習 461-98 
ディーゼル機関車運転士 461-20 
ディーゼル機関車組立工 594-20 
 
ディーゼル機関助士 461-20 
ディーゼル機関助士見習  461-98 
ディーゼル機関取付工（船舶） 596-12 
ティーバッグ製造工 728-10 
ディーラー 333-20 
  
ティグ溶接工 561-10 
ディスク組立工（自動車部品） 591-10 
ディスクジョッキー（娯楽場） 375-23 
ディスクジョッキー（ラジオ） 209-10 
ディストリビュータ組立工 581-43 

ディスパッチャー 302-41 
ディスプレイヤー 184-12 
ディスプレーデザイナー 184-12 
ティッシュペーパー製造工 672-10 
ディップメータ組立工 601-10 
  
ティラピア養殖作業者 454-10 
ディレクター（印刷会社、宣伝業） 184-10 
ディレクター（映画・放送業） 194-20 
データ入力係 312-10 
データ・エントリー係員 312-10 
 
データタイピスト 311-20 
データ端末装置保守員 589-64 
データ通信設計員 035-10 
データ入力オペレーター 312-10 
データベースアプリケーション開発技術者 061-10 
 
データマン 172-99 
テーピング工（合板製造）  662-12 
テーピング工（ゴム被覆線製造） 584-21 
テープ織工 644-10 
テープ製造工（ビニル製） 699-99 
  
テープリボン織物工 644-10 
テーブル運転工（圧延） 516-99 
テーブル運転工（鉱業） 759-30 
テーブル係（バー、クラブ） 373-10 
テーブルゴムプレス工 692-99 
  
テーブル鋸工 661-20 
テープレコーダー組立工  582-21 
テーラー 652-10 
テール巻運転工 732-20 
テールライト製造工 587-12 
  
テキスタイルデザイナー 184-41 
テグス製造工（天然天蚕糸） 729-99 
テクニカルイラストレーター 182-30 
テクニカルディレクター 501-21 
テクニカル・ディレクター（技術監督：電気製品製造） 034-99 
  
テクニカルライター 172-99 
テクノアナリスト 209-99 
テクノミスト 209-99 
デコラ積層板製造工 693-20 
デコラ張合工 693-20 
 
デコラ板印刷工 683-99 
デコラ板検査工 699-52 
デコラ板研磨工 693-20 
デコラ板仕上工 693-20 
デコラ板製造工 693-20 
  
デコレーター（ディスプレイ業） 184-12 
デザイナー 184-00 
デザイナー学院講師 159-10 
デザイナー（放送業） 184-99 
デザイン版下工 682-30 
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デジタルアニメーション制作者 724-13 
デジタル回路設計技術者 034-22 
デジタルカメラ組立工 603-31 
デジタル体温計組立工 601-10 
デジタル時計部品組立工 602-11 
 
デジタルペインター 724-99 
デシャップ 371-10 
デスク（新聞） 172-10 
テスター組立工 601-10 
テストドライバー 479-10 
 
テストパイロット 484-10 
デッキブラシ製造工 714-20 
デッキマン 791-11 
テックス紙製造工 673-99 
テックス板（天井板）製造工 662-20 
 
テックス板プレス工 662-23 
デッパードレッジャー運転工 734-30 
テトラポット作業員 781-12 
テトラポット製造工 538-10 
テトロン製造工（製靴） 523-XX 
 
テニスインストラクター 202-30 
テニスコート賃貸人 375-20 
テニススクールコーチ 202-30 
デパート外商部員 327-20 
デパート仕入部員 281-10 
 
デパート店員 324-10 
デバイスドライバ開発技術者 061-10 
デハイドレーター組立工 571-40 
デポ作業員 793-10 
デモンストレーター（実演者：販売店員） 324-60 
 
デモンストレーター（実演者：販売をともなわないもの） 394-10 
テラー 262-11 
テラーズマシン操作員（銀行・郵便局） 262-11 
テラコッタ取付工 772-30 
テラゾー製造工（人造タイル製造） 538-99 
 
テラゾー取付工 772-20 
テラゾーみがき工 772-20 
テラバーナ工（木材チップ切削機操作） 661-31 
デリカテッセン製造員 629-20 
デリッククレーン運転工 732-10 
 
デリック操作工  732-10 
テルファー運転手 732-21 
テルミー指導員 119-20 
テルミット溶接工 561-20 
テレコミュニケーター 289-99 
 
テレシネ（テレビ放送技術員） 501-21 
テレビアナウンサー 209-10 
テレビアンテナ工事人 745-10 
テレビアンテナ製造工 589-40 
テレビ・映画俳優 193-20 

テレビ映画編集員 172-99 
テレビ・画像端末機組立工 582-23 
テレビカメラ撮影者 185-40 
テレビカメラマン 185-40 
テレビ技術学校講師 159-10 
 
テレビキャスター 209-10 
テレビキャビネット製造工（木製）  664-20 
テレビゲーム機組立工 586-99 
テレビ撮影機組立工 603-30 
テレビＣＭタレント 193-99 
 
テレビ修理工（販売店・サービス店）  587-31 
テレビ受信料集金人 291-10 
テレビジョン組立工 582-23 
テレビ制作係員 194-10 
テレビ製作技術者 034-20 
 
テレビタイトル作画人 724-10 
テレビタレント 193-20 
テレビ中継設備保守管理人 745-10 
テレビ調整工（テレビ製造） 582-40 
テレビ電子学校講師 159-10 
 
テレビ放送技術員 501-21 
テレビ放送編成員 172-22 
テレビミキサー 509-99 
テレビ・ラジオ番組送出係 501-21 
テレピン油製造工（工場） 521-10 
 
テレフォンアポインター 289-10 
テレフォンオペレーター 503-10 
テレンプ製造工 644-10 
テロップ作成係 724-10 
デンティスト 082-10 
 
テント製造工 659-40 
テント張り工事人 779-99 
 
 
 
 
 
  

ト 
 
 
 
ドアクローザー組立工 559-23 
ドアチェック組立工 559-23 
ドア取付工（鉄道車両） 594-30 
ドア取付修理工（鉄道車両製造） 594-41 
ドアハンドルラッチ組立工 559-23 
  
ドアボーイ 372-11 
ドアマン 372-11 
トーイングカー組立工 599-99 
トーイング作業員（牽引車運転） 479-10 
トーション製造工（ばね製造）  558-30 
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トーションバー製造工 558-30 
トーチオペレータ 561-XX 
ドーナツ製造工 622-10 
トーピードカー運転員 511-99 
ドーピング検査員 119-20 
  
トーンスイッチ製造工 589-46 
ドキュメンタリスト 209-60 
ドザーショベル運転手 734-12 
ドスキン織工 644-10 
ドッグ・グルーマー 399-60 
 
ドック工 599-99 
ドッグハンドラー（犬訓練士） 209-50 
ドッグハンドラー（税関） 419-99 
ドッグフード製造工 619-30 
ドットグラフィッカー 724-99 
 
トップ・ケーク保全工 649-13 
トップ工 649-13 
トナー製造工（複写機用） 529-99 
ドビー織機製造工 571-33 
ドビー織機調整工 643-40 
 
トマト缶詰製造工 624-XX 
トマトケチャップ製造工 619-10 
トマトケチャップ瓶詰工 619-10 
トムソン打抜工  679-13 
ドライクリーニング工 355-11 
 
ドライクリーニング職 355-11 
ドライ工（洗濯業） 355-11 
ドライフラワー製造工 718-99 
ドライマット工（印刷業） 682-99 
ドライマット製造工（製紙） 673-20 
 
ドライヤー工（製紙）  672-20 
ドライヤー工（単板） 662-11 
トラクタ運転工（建設用） 734-10 
トラクタ組立工 571-31 
トラクタ修理工 572-11 
 
トラック運転者 473-11 
トラック運転助手 473-11 
トラッククレーン運転工 732-10 
トラック修理工 592-10 
トラック助手 792-21 
 
トラック荷役作業員 792-21 
トラック配車係 302-23 
ドラックベルト運転工（鉱山） 759-99 
トラックマン（競馬新聞） 172-10 
ドラックライン操作工 734-11 
 
トラップ製造工 571-40 
トラバーサー運転手 732-30 
トラバーサ係 732-20 
トラフ製造工（コンクリート製品） 538-99 
ドラフター（製図工） 726-10 

トラベラ製造工 571-99 
トラベルライター 172-XX 
ドラマー 191-30 
ドラム缶製造工 554-10 
ドラム缶洗浄工 809-13 
 
ドラム組立工（木製） 669-99 
ドラム工（鋳物製造） 513-XX 
ドラムサンダー工（合板製造） 662-10 
ドラム製造工（紙製） 674-30 
ドラム奏者 191-30 
 
ドラ焼製造工 622-30 
トランク組立工 711-13 
トランク製造工 711-10 
トランシーバ組立工 582-11 
トランジスタ検査工 589-76 
 
トランジスタ製造技術者 034-22 
トランジスタ製造工 585-XX 
トランジスタ封止工 585-40 
トランジスタマウント組立工 585-31 
トランシット組立工  603-20 
 
トランス組込工（送電線） 742-11 
トランスケース製造工 559-20 
トランス検査工 589-72 
トランス据付工（配電線） 743-11 
トランスファー成形機工（合成樹脂製品製造） 693-10 
 
トランスファーマシン工（自動車製造） 551-99 
トランスファーマシン工（木工所） 663-10 
トランス巻線工 581-31 
トランスミッション組立工（産業用機械） 571-42 
トランスミッション組立工（自動車製造） 591-10 
 
トランスレイター（翻訳家） 171-40 
トランプ検査工 719-70 
トランプ製造工 719-99 
トランペッター 191-30 
トランペット組立工 719-10 
 
トリクレン処理作業工（めっき業） 556-99 
トリクレン洗浄工（機械） 809-11 
トリコット編立工 647-10 
ドリフター工（建設業） 754-11 
ドリフト組立工（トランジスタ製造） 585-30 
 
トリマー 399-60 
トリマー工（金属加工）  559-99 
トリマー工（電子機器用） 589-42 
トリミング工（金属加工） 559-99 
トリミング仕上工 662-99 
 
トリミングシャー運転工 559-99 
トリメタル工 682-99 
ドリラー工（鋼板穴あけ工） 553-99 
ドリリングマシン工 551-12 
ドリル工 559-99 
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ドリル刻印打工 552-14 
ドリルユニット組立工 571-20 
ドリンク剤製造工 525-10 
トループ工 551-99 
トルエン製造工 521-11 
 
トルクコンバーター組立工 591-10 
トルクレンチ製造工 559-22 
トレイジー運転工 734-10 
トレーエレベータ運転工 732-30 
トレーサー 726-20 
 
トレーシングペーパー抄造工 672-10 
トレース工  726-20 
トレーダー（金融、証券） 333-20 
トレーナー（化粧品販売の美容部員であるもの） 324-61 
トレーナー・スーパーバイザー（美容部員の教育監督者） 352-10 
 
トレーナー（プロスポーツ：コーチであるもの） 203-20 
トレーナー縫製ミシン工 655-10 
トレーナー（マッサージ師） 112-10 
トレーナー（リハビリテーション施設） 103-20 
トレーニング器具製造工 719-44 
 
ドレーパー係（繊維工業） 644-10 
トレーラー修理工 592-10 
トレーラートラック運転者 473-12 
トレーラートラック組立工 591-XX 
トレーラーバス運転者 471-10 
 
ドレスメーカー 651-10 
ドレッジャー運転員 734-30 
トレッド工（タイヤ製造） 692-20 
ドレン工（管工） 776-10 
ドレンコック製造工 559-20 
 
トレンチエキスカベータ運転工 734-11 
トレンチ製造工 559-20 
ドローイング工（製図工） 726-10 
ドローイング工（紡績） 641-30 
ドローイングプレス工 552-XX 
 
ドロップ製造工 622-50 
ドロップロール工 622-50 
トロ箱製造工 669-99 
ドロマイト工 519-12 
ドロマイト焼成工 539-12 
 
ドロマイト生産オペレーター 539-12 
トロリー運材作業者 443-20 
トロリーバス運転士 471-10 
トロンメル運転工（選鉱・選炭場） 759-30 
トロンメル加工工（釉薬製造） 533-10 
 
トロンメル工（砂利選別） 759-99 
トロンメル工（窯業原料） 531-11 
ドロンワーク工 654-20 
トワイン工 648-10 
トンネル窯工（琺瑯製品製造） 533-30 

トンネル坑内運搬員 759-20 
トンネル窯工（煉瓦・瓦製造） 534-30 
トンボ取工（製材） 661-20 
 
 
 
 
  

ナ 
 
 
 
ナースエード（看護助手） 119-40 
ナイトクラブ支配人 323-23 
ナイトクラブホステス（又はホスト） 373-10 
ナイフグラインダー工（合板製造） 662-10 
ナイフスイッチ製造工 581-52 
 
ナイルス操作工 551-99 
ナイロン網製造工 648-20 
ナイロン糸押出係 523-20 
ナイロン糸製造技術者 042-30 
ナイロン糸糊付加工工 523-31 
  
ナイロン織物工 644-10 
ナイロンシート製造工 693-10 
ナイロンスポンジ成形工 693-10 
ナイロンテーブルクロス製造工 699-99 
ナイロン紡糸工 523-20 
  
ナイロンロープ工 648-10 
ナックル加工工 551-99 
ナックルスピンドル加工工 551-99 
ナックル取付組立工 591-30 
ナット切削工 551-14 
  
ナットねじ立工 551-14 
ナビゲーター（航空士） 499-99 
ナプキン織工 644-10 
ナプキン原紙抄造工 672-10 
ナフサ分解工 521-10 
 
ナフトール染色工 646-20 
ナマ線加工工（鉛筆材製造） 669-99 
ナレーター 193-30 
ナンバーワンオイラー（操機長） 494-10 
ナンバン（操機長） 494-10 
 
 
 

ニ 
 
 
 
ニーダー運転工（紙製造） 671-21 
ニーダー工（化学繊維製造） 521-10 
ニードル工（フェルト製造） 649-51 
ニードル工（ベアリング製造） 571-41 
ニクロム線伸線工 517-10 
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ニス流延工（写真感光材料製造） 529-30 
ニッケル電解工 512-30 
ニッケルめっき工 556-10 
ニット生地編立工 647-10 
ニット生地検査仕上工 649-63 
 
ニット生地裁断工 656-XX 
ニット生地修理工 647-10 
ニット技術者 049-24 
ニット整経工 647-40 
ニット製品編立工 647-20 
 
ニット製品検査工 649-60 
ニット製品検査工（縫製品） 659-70 
ニット製品製造工 647-20 
ニット染工 646-24 
ニット経編工 647-10 
 
ニットデザイナー 184-99 
ニット縫製工 655-14 
ニット丸編工 647-10 
ニット緯編工 647-10 
ニップル製造工 559-20 
  
ニトログリセリン製造工 521-10 
ニュース解説者 172-20 
ニュースカメラマン 185-22 
ニュースキャスター 209-10 
ニュースディレクター 194-20 
  
ニュースデスク 172-20 
ニュースリライト（放送） 172-20 
ニュースリライト（放送業） 209-10 
 
 
 
 
  

ヌ 
 
 
 
ヌガー製造工 622-50 
  
 
 
 
 
 
 

ネ 
 
 
 
ネイリスト 353-99 
ネイル・アーティスト 353-99 
ネーム加工工（ミシンによる）  654-10 
ネーム刺しゅう工 654-XX 
ネーム織布工 644-10 

ネームプレート印刷工 683-99 
ネームプレート製造工（プラスチック製） 699-99 
ネームプレート製造工（木製品） 669-99 
ネームプレート彫刻工（金属板） 555-10 
ネームプレート腐蝕処理工（金属板） 555-99 
 
ネオン管製造工 583-20 
ネオンサイン取付工 746-10 
ネオン試験工 589-70 
ネオン灯組立工 583-21 
ネオンランプ製造技術者 034-20 
 
ネコプレス工 552-XX 
ネット製作工  648-20 
ネット張り工（鞣革製造） 701-30 
ネットワーク構築技術者 061-10 
  
 
 
 

ノ 
 
 
 
ノイズ部品製造工 589-47 
ノート製造工 684-10 
ノギス組立工 601-21 
ノズル製造工 559-20 
ノズル洗浄工 809-11 
  
ノッチングプレス工 552-XX 
ノンスリップ製造工（金属製） 559-20 
ノンフィクション作家 171-10 
ノンブル工 689-99 
 
 
 
 

ハ 
 
 
 
バーカー工（砕木パルプ製造） 671-12 
バーカー工（チップ工場） 661-30 
パーカライジング工 556-70 
パーキングメータ管理人 384-11 
パーキングメータ取付工 779-99 
  
パークレンジャー 259-99 
パーケット張り工 777-30 
バーコード印刷工 683-99 
パーサー 372-21 
パーシャル蒸着工（水晶発振子） 556-50 
  
パースイラストレーター 724-10 
パースデザイナー 724-10 
パーソナリティ 209-10 
ハーダー工（フェルト製造） 649-51 
バーチカルプレーナー工 551-14 
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パーチメント製造工 673-42 
パーツ係（部品管理） 272-30 
パーティーコンパニオン 373-10 
パーティクルボード製造工 662-20 
バーテン 362-10 
 
バーテンダー 362-10 
バーテンダー見習 362-10 
ハードウェア技術士 034-21 
ハードディスクドライブ組立工 586-99 
ハードボード製造工 662-20 
 
バーナー加工工 532-31 
バーナー乾燥炉製造工 571-30 
バーナー製造工 559-20 
ハーネス工（撓鉄工） 553-13 
ハーネス製造工（電線製造業）  588-10 
 
バーホステス 373-10 
バーマダム 323-23 
バーミキュライト製造工 539-99 
パーム縄製造工 648-30 
ハーメチックシール工 585-40 
 
ハーモニカ製造工 719-10 
パーライト製造工 539-99 
パーレット工 551-99 
バイオケミカル技術者 042-40 
バイオ工業用セラミックス技術者 043-20 
 
バイオテクノロジー研究者 011-26 
バイオリニスト 191-30 
バイオリン製造工 719-10 
バイカルミーリングマシン工 551-14 
バイク修理工 592-10 
 
バイク配組工 591-30 
バイク配線工 591-30 
バイク便配達人 794-10 
バイス製造工 559-22 
ハイトゲージ組立工 601-21 
 
バイト製造工 559-22 
ハイトップ工（クロム酸塩処理鋼板製造） 556-99 
バイト熱処理工 515-10 
ハイドロリックプレス工 552-XX 
パイナップル缶詰製造工 624-XX 
 
パイプ椅子組立工 559-11 
パイプ・きせる製造工 719-51 
パイプ組立工（喫煙具）  719-51 
パイプ組立工（金属製品製造） 559-99 
パイプ検査工（金属製品製造） 559-70 
 
パイプ工（配管）  776-10 
パイプ仕上工 776-10 
パイプ製造工（塩化ビニル） 693-10 
パイプ切断工（製鋼、製管） 559-50 
パイプ取付工（配管工事） 776-10 

パイプ引抜工（鋼管製造） 516-23 
パイプ被覆工 779-20 
パイプベンダー工 553-99 
パイプ防露工 779-20 
パイプ曲工（金属製品製造） 553-99 
 
パイプ曲工（配管工事） 776-10 
バイブレーター組立工（建設機械製造） 571-40 
バイブレーター組立工（電気機器製造） 587-99 
バイブレーター工（建設業） 734-12 
バイブローシャー工 559-50 
 
バイメタル巻線工 581-52 
バイヤー 281-10 
ハイヤー運転者 472-12 
ハイヤー管理事務員 302-22 
バイヤスカッター工（ゴムホース製造） 659-99 
 
バイヤスカッター工（布地） 656-10 
パイラー運転工（製鋼業） 732-10 
バイリンガルセクレタリー 254-10 
パイリングクレーン運転工 732-10 
パイル織工 644-10 
 
パイル加工工（合板製造） 662-99 
パイル型組工（コンクリートパイル） 538-10 
パイル脱型工（コンクリートパイル） 538-10 
パイルハンマー運転士 734-13 
パイロット 484-10 
 
パイロットライト製造工 583-20 
バインダー（刈取結束機）運転手 431-99 
バインド巻工 581-20 
ハウスキーパー  341-20 
ハウスキーパー 372-12 
 
ハウスキャディ 375-27 
ハウス組立工（温室） 779-99 
ハウスクリーニング作業員 349-10 
ハウス栽培人 431-60 
ハウスマヌカン 324-21 
 
ハウスメイド  341-20 
ハウス野菜栽培者 431-60 
バキュームカー運転者 479-10 
バケツ製造工（金属製） 554-10 
バケット石積工（坑内を除く） 792-22 
 
バケットエレベータ運転工 732-30 
バケット掘削機運転工 734-11 
バケットコンベア運転工 732-30 
バケットドレッジャー運転工 734-30 
バス運行管理員 302-22 
 
バス運転者 471-10 
バスガイド 491-21 
バス広告張り人 809-99 
バス車掌 491-20 
バス修理工 592-10 
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バス掃除員 801-14 
バス添乗員 391-10 
バスボディー仕上工 591-20 
バスボディー修理工 592-10 
バスボディー設計技術者 031-20 
 
バス誘導員（営業所）  499-99 
パソコンインストラクター（個人に教授するもの） 202-99 
パソコンオペレーター 319-10 
パソコン組立・調整工 586-10 
パソコン操作員 319-10 
 
バター加温練圧工 625-40 
バター缶詰工 625-40 
バター製造工 625-40 
バター切断工 625-40 
パターンメーカー 659-10 
 
パタンナー 659-10 
パチンコ店員 375-20 
パッキング工 559-99 
パッキン製造工（紙製） 675-99 
パッキン製造工（金属製品） 559-20 
 
パッキン製造工（フェルト製） 649-99 
パッキン切断工（ゴム製品）  699-21 
パック詰工 728-10 
バックナー製造工（ゴム袋） 692-XX 
バックブザー組付工（自動車製造） 591-30 
 
バックホー運転手  734-20 
バックホー運転手（砂利採取業） 753-10 
バッグ補修工 711-10 
パッケージ係 728-10 
パッケージソフトウェア開発技術者 061-10 
 
パッケージ・デザイナー 184-11 
バッチャープラント運転工 538-20 
バッチャ運転工  538-20 
パッチングマシン工（合板製造） 662-10 
パッチングマシン工（チップ製造） 661-30 
 
バッティングセンター業主 375-10 
バッテラ製造工（押鮨製造） 629-20 
バッテリーカー運転手 499-99 
バッテリー（蓄電池）製造工 589-12 
バット製造工（防振用ゴム） 692-XX 
 
バット製造工（野球バット：金属製） 719-40 
バット溶接工 561-20 
パティシエ（洋生菓子製造） 622-20 
パテ処理工（木地仕上げ） 723-12 
パトカー乗務員 411-10 
 
バトラー  341-20 
パトローネ製造工 559-20 
パトロール員（ガス会社） 429-99 
ハトロン紙抄造工 672-10 
バトンガール指導員 202-20 

バトントワラー（演奏指揮者でないもの） 192-99 
バナナ熟成加工作業者 629-99 
パナマ草履製造工 667-99 
パナマ帽飾付工 659-22 
パナマ帽体工 667-99 
 
バニーガール 373-10 
ハニカムコア合板製造工 662-10 
ハニカムボード工 662-10 
パネライト仕上工 699-50 
パネル監視員（ガス会社） 729-99 
 
パネル組立工（プレハブ建築：大工でないもの） 779-99 
パネル工（テント・シート製造） 659-40 
パネル製造工（木製型枠製造） 669-99 
バビットメタル製造工 512-10 
バフィングマシン工 701-33 
 
バフ製造工 659-99 
バフ盤工 551-16 
パフューマー 209-99 
ハマ付工（陶器製造） 535-10 
ハム製造工 626-20 
 
ハム・ベーコン・ソーセージ製造工 626-20 
ハヤシビーフ缶詰製造工 624-XX 
バライタ紙製造工 673-99 
バライタ紙原紙抄造工 672-10 
バライト採掘員 751-10 
 
バラス採取人 753-10 
バラス製造工（砕石工場） 549-99 
バラス製造工（採石場） 759-99 
バラスト管組立工 583-21 
バラストコイル組立工 589-99 
 
バラスト採取人 753-10 
バラスト製造工（採石場） 759-99 
パラフィン紙製造工 673-32 
パラフィン製造工 529-99 
バランス工 589-99 
 
バラン製造工（ビニル製葉蘭） 718-99 
バリコン組立工 589-43 
バリコンスイッチ製造工 589-46 
バリューアナリスト 071-10 
バリューエンジニア 071-10 
 
バルカナイズドファイバー製造工 673-41 
バルジ加工工 559-99 
パルパー仕込係 671-21 
バルブ頭付工（電球製造） 532-30 
パルプ圧搾工 671-10 
 
パルプ回収工 671-20 
パルプ加工工 671-10 
パルプ乾燥工 671-10 
バルブ口切工（電球製造） 532-30 
バルブ組立工 571-44 
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パルプ原木切断工 661-10 
パルプ原料工 671-10 
パルプ工 671-10 
パルプ工（化学繊維製造） 523-10 
バルブ工（電球製造） 532-15 
 
バルブコック組立工 571-44 
バルブサイド製造工 559-20 
パルプ晒（さらし）工 671-13 
バルブ仕上工 571-44 
パルプ仕込工 671-10 
 
パルプし別工 671-20 
パルプ準備工（化学繊維製造） 523-10 
パルプ蒸解工 671-11 
パルプ抄造機運転工 671-14 
パルプ浸漬工 523-10 
 
パルプ浸漬圧縮工（化学繊維製造）  523-10 
パルプ漉工 671-15 
パルプすき取工 671-15 
パルプ精選工 671-14 
バルブ製造技術者 039-10 
 
パルプ製造技術者 049-99 
パルプ製造工 671-10 
バルブ製造工（ゴム製） 692-XX 
パルプ製造装置組立工 571-30 
バルブセメント板製造工 538-13 
 
バルブ操作員（温泉供給） 739-99 
バルブ装置整備工（鉄道車両整備業） 594-42 
パルプ打解工 671-21 
バルブ鋳造工 513-XX 
パルプ調整工（化学繊維製造） 523-10 
 
パルプ調木工 661-31 
パルプ漂白工 671-13 
パルププレス工 671-15 
パルプ磨砕工 671-12 
パルプマシン工 671-15 
 
バルブロッカーアーム組立工 571-44 
バレエ指導員 202-20 
バレエダンサー 192-20 
バレーボール製造工 719-40 
パレットこん包工 795-10 
 
パレット製造工（プラスチック製） 699-99 
パレット製造工（木製） 669-99 
パレット積工 792-11 
バレリーナ 192-20 
バレル工 559-99 
 
ハロゲンランプ仕上工 583-23 
ハロゲンランプ製造工 583-20 
パワーウィンドレギュレーター組立工 571-40 
パワーシート製造工 571-40 
パワーショベル運転士 734-11 

パワーショベル組立工 571-32 
パワープレス工 552-XX 
パワープレス工（プラスチック製品製造） 693-13 
ハンガー製造工 719-99 
ハンガーボード製造工 669-99 
 
パン・菓子製造工 622-00 
バンガロー管理人 389-99 
パン生地仕込工 622-11 
バンキット仕上工 559-99 
バンケットホステス 371-10 
 
パン原料混合工 622-10 
パン粉製造工 619-99 
パンコンベア運転工 732-30 
パン焼成工 622-13 
パン成形工 622-12 
 
パン製造工 622-10 
パンタグラフ修理工 594-40 
パンチング工（金属プレス） 552-11 
パンチング工（ジャカードテープ製造） 649-99 
パンチング工（レース製造業） 649-99 
 
バンド検査工（ゴム製品） 699-51 
バンドソー製造工 559-21 
ハンドバッグ製造工 711-10 
ハンドバッグ縫製工 711-12 
パントマイミスト 193-10 
 
バンドマン 191-30 
ハンドラー工（グラス製造） 532-10 
パントリー係 809-37 
バンドリング工（荷造：梱包） 795-10 
バンドリング工（紡績業） 809-34 
 
バンドリング工（包装） 728-10 
バンドル工（じゅうたん製造） 644-10 
ハンドル工（製材） 661-10 
ハンドル成形工（自動車ハンドル） 693-10 
ハンドル製造工（金属製品） 559-20 
 
ハンドル取付工 591-30 
ハンバーガーショップ店員 324-22 
ハンバーガーショップ店長 321-20 
ハンバーガー店マネージャー 323-20 
バンパー取付工 591-30 
 
バンバリー工（ゴム製造）  691-14 
バンバリーミキサー工（合成樹脂） 699-40 
ハンマースクリーン運転工 759-99 
ハンマー製造工 559-22 
ハンモック製造工 648-20 
 
パン・焼菓子焼成工 622-13 
パン・焼菓子成形工 622-12 
パン・焼菓子製造工 622-10 
パン焼窯組立工 571-30 
パン焼き工 622-10 
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パン焼き見習 622-13 
 
 
 
 
 
 
 

ヒ 
 
 
 
ピアニスト 191-30 
ピアノ音響調整工 719-10 
ピアノ教授（個人） 202-20 
ピアノ響板機械加工工 663-10 
ピアノ組立工 719-10 
 
ピアノ個人教師 202-20 
ピアノ修理工 719-10 
ピアノ線細工工 558-10 
ピアノ線伸線工 517-10 
ピアノ調律師 209-30 
 
ピアノ塗装工 723-20 
ピアノ部品加工工 719-10 
ビーズ刺しゅう工 654-20 
ビーズ財布製造工 711-10 
ビーズハンドバッグ製造工 711-10 
 
ビーズ巻工 583-30 
ビーター運転工 671-22 
ピーター機械工 559-99 
ビーチサンダル製造工（ゴム製） 692-XX 
ビートエンジニア 423-10 
 
ヒートシール工（ポリセロファン熱密封包装） 728-10 
ビート巻工（サッシ製造） 559-12 
ビートワイヤー製造工 558-10 
ピーナッツ加工工 622-44 
ピーナッツバター製造工 619-10 
  
ピーニング工 559-99 
ビーフカレー缶詰製造工 624-XX 
ヒーブ（商品開発担当者） 252-11 
ビール缶詰工 633-10 
ビール検査工 639-20 
  
ビール仕込工 633-12 
ビール醸造工 633-12 
ビール製造工 633-10 
ビール樽詰工 633-10 
ビール箱詰工 795-11 
  
ビール発酵工 633-12 
ビール瓶詰工 633-10 
ヒカル盤工 551-14 
ピグメント（顔料）製造工 529-40 
ピケ職工 644-10 

ピザシート製造工 622-10 
ピザパイシート製造工 622-10 
ピザ配達員 794-20 
ビジネスフォーム印刷工  683-50 
ビジネスマネージャー（球団） 251-10 
 
ビジュアルデザイナー 184-10 
ビジュアルマーチャンダイザー 184-10 
ビスケット焼成工 622-13 
ビスケット成形工 622-12 
ビスケット製造工 622-10 
  
ビスコース塗工紙製造工 673-30 
ピストン製造工（ダイカストによるもの） 559-99 
ピストンリング仕上工（機械加工） 551-99 
ピストンリング製造技術者 031-10 
ビスマス製造工 512-99 
 
ピッキング作業員 809-20 
ピック修理工 572-10 
ピッチ充てん工（乾電池製造） 589-11 
ピッチング工 559-99 
ピッチング工（金属はつり） 557-24 
 
ピット係（競艇場） 599-10 
ビット製造工 559-20 
ビット溶接工 562-10 
ビデオエンジニア 501-21 
ビデオオペレーター  509-99 
 
ビデオ・音響機器組立工 582-20 
ビデオ・音響機器調整工 582-40 
ビデオカメラ組立工 603-30 
ビデオカメラマン（映画） 185-30 
ビデオ機器製造技術者 034-20 
 
ビデオ撮影者（テレビ） 185-40 
ビデオレンタル店員 393-10 
ビニール線押出工（電線製造） 584-22 
ビニール・ポリエチレン線製造工 584-22 
ビニルかご編工 699-99 
  
ビニル鞄製造工 711-10 
ビニル靴製造工（射出成形による） 693-12 
ビニル裁断工 699-20 
ビニル裁断工（ケミカルシューズ） 702-10 
ビニル裁断工（サンダル製造） 702-40 
  
ビニルサンダル製造工 702-40 
ビニルシート製造工 693-10 
ビニルスリッパ製造工 702-30 
ビニルスリッパ底のり付工 702-30 
ビニル接着工 693-50 
  
ビニルタイル床張工 777-33 
ビニル多色印刷工 683-XX 
ビニルテープ製造工 699-99 
ビニル被覆鋼板製造工 559-20 
ビニル袋詰工 728-20 
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ビニル袋ひも通し工 711-10 
ビニルブラシ製造工 714-20 
ビニル風呂敷製造工 699-99 
ビニルミシン工（高周波加工） 693-52 
ビニル溶接工（高周波ウェルダー） 693-51 
 
ビニルレース製造工 699-99 
ビニルレザークロス仕上工 699-50 
ビニロン織物工 644-10 
ピボット製造工 559-20 
ビヤホール店員 371-12 
  
ヒューズ製造工 559-20 
ビューティーアドバイザー 324-25 
ビューティーインストラクター 352-10 
ビューティーコンサルタント 324-25 
ヒューム管試験工 539-50 
 
ヒューム管製造工（コンクリート製品製造） 538-14 
ヒューム管接続工 781-11 
ビラ書き人 724-12 
ビラ配り人 394-12 
ビリヤードカウンター係 375-20 
 
ビリヤード技術指導者 202-99 
ビル管理技術者 383-10 
ビル管理人 383-10 
ビルクリーニング作業員 801-11 
ビル経営貸付人 383-10 
 
ビル建築足場鳶 762-10 
ビル建築コンクリート工 781-13 
ビル建築鉄筋組立工 763-20 
ビル建築鉄工 553-11 
ビル施設管理技術者 383-10 
 
ビル施設管理者 383-10 
ビル清掃員 801-11 
ビル設備管理員 383-10 
ビル設備管理見習 383-10 
ビルダー混合工（合成洗剤製造） 524-20 
 
ビル電話交換手 503-12 
ビル内清掃作業員 801-11 
ビレット押出し工 516-21 
ビレット工 516-21 
ビレット切断工（ガス切断） 562-20 
 
ピローケース製造工 659-99 
ビロード織工 644-10 
ビロード差入工 649-99 
ピロパック製造工 673-99 
ピロブロック組立工 571-41 
 
ピン加工工  558-15 
ピンさし工（ダイオード製造） 585-30 
ピン製造工 558-15 
ピンセッター係（ボーリング場） 375-24 
ヒンヂ製造工（蝶番） 559-23 

ピント検査工（精密機器） 609-23 
ピンホルダー工（糸巻工） 649-14 
ピンローラ工 571-30 
ピンワーク工 729-99 
 
 
 
 

フ 
 
 
 
ファーストエンジニア（機関士） 483-20 
ファーストオフィサー（航空機） 484-10 
ファームウェア開発技術者 061-10 
ファイナンシャル・プランナー 209-99 
ファイバー塩化亜鉛液調整工 523-10 
 
ファイバー管製造工 674-50 
ファイバー乾燥工（ファイバーチューブ製造） 674-50 
ファイバーコーン紙管製造工 674-50 
ファイバー成形工 674-50 
ファイバーチューブ・コーン製造工 674-50 
 
ファイバーチューブ製造工 674-50 
ファイバートランク製造工 711-10 
ファイバー箱製造工 674-10 
ファイバープレス工（ファイバーチューブ製造） 674-50 
ファイバーボード製造工 662-20 
 
ファイバーマットプレス工 662-23 
ファイバー薬品工 662-20 
ファイバーラミネーター工（ファイバーチューブ製造） 674-50 
ファイリング事務員 251-12 
ファイル製造工 675-99 
 
ファインセラミックス製造技術者 043-20 
ファインセラミック製品検査工 539-50 
ファインセラミック製品製造工 535-20 
ファインボーリング工 551-13 
ファクシミリ組立・調整工 586-60 
  
ファクシミリ据付・保守工 745-33 
ファクシミリ保守員 589-63 
ファクチス製造工 524-30 
ファスト加工工 559-99 
ファスナースライダー射出工（プラスチック製） 693-12 
  
ファスナースライダー製造工（金属製） 559-99 
ファスナー製造工（材質を問わず） 719-99 
ファスナーチェーン射出工 693-12 
ファスナー付工（鞄、袋物） 711-12 
ファスナー務歯植付工（材質を問わず） 719-99 
  
ファスナー務歯成形工（プラスチック製） 693-10 
ファスナー務歯製造工（金属製） 559-99 
ファッションアドバイザー 209-99 
ファッションアドバイザー（販売店員であるもの） 324-21 
ファッションカメラマン 185-10 
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ファッションコーディネーター 184-40 
ファッションコーディネーター（販売店員であるもの） 324-21 
ファッション・ジャーナリスト 172-99 
ファッション商品販売員 324-21 
ファッションデザイナー 184-40 
 
ファッションマネキン 324-61 
ファッションモデル 394-11 
ファニチャーデザイナー 184-30 
ファンデーション縫製工（補整下着） 655-13 
ファンドマネージャー 339-99 
  
ファンドライブ組立工 571-40 
フィールドアプリケーションエンジニア 061-10 
フィールドエンジニア（機械・装置） 572-10 
フィールドサービスマン（重機車両販売業） 599-99 
フィールドサービスマン（電気機械販売業） 589-60 
 
フィールドサービスマン（複写機販売業） 589-62 
フィールドマン（自動車販売会社） 592-XX 
フィジカルセラピスト 103-10 
フィッシュソーセージ製造工 627-40 
フィッティング技術者 119-99 
 
フィニッシャー（印刷） 682-30 
フィニッシャー製造工 571-32 
フィラー運転工（瓶詰機運転：清涼飲料製造） 634-10 
フィラメント工 583-30 
フィリッター加工工（金属製品） 559-99 
 
フィルター工（化学繊維製造） 523-20 
フィルター工（陶磁器製造） 531-10 
フィルター洗浄工 809-11 
フィルタープレス工（陶磁器製造） 531-10 
フィルタープレス修理工 572-10 
 
フィルムエディター（編集者） 172-99 
フィルム生地工 693-10 
フィルム検査工 699-52 
フィルム現像機械組立工  603-30 
フィルム現像工（写真製版業） 725-10 
  
フィルムコンデンサー組立工 589-43 
フィルム遮光機印刷工 683-99 
フィルム製造工 529-31 
フィルム穿（せん）孔工 699-50 
フィルムドライヤー工（石けん製造） 524-10 
  
フィルム板製造工 693-10 
フィルムベース検査工 699-52 
フィルムベース製造工(磁気テープ、映画・写真用) 693-10 
フィルム編集者（映画製作） 172-99 
フィルム包装工 728-10 
  
フィルム巻取工（コンデンサー製造） 589-43 
フィレ作業員 627-99 
フードコーディネーター 184-99 
フードサービススーパーバイザー 289-99 
フードスタイリスト 184-99 

ブームオペレーター 509-99 
ブームスタンド操作員 509-99 
プーラー係（射撃場） 375-24 
プーリー加工工（金属製） 559-99 
プール監視員 429-99 
 
プール濾（ろ）過機修理工 572-99 
フェザーコア製造工 679-99 
フェザーコアはり合わせ工（合板製造） 662-10 
フェザーミール製造工 729-99 
フェノール製造工 521-12 
  
フェライト検査工 519-50 
フェライト原料工 519-10 
フェライトコア製造工 589-53 
フェライト製造工 519-99 
フェライト製品製造工 589-53 
 
フェリーボート船長 481-10 
フェルティング工 662-20 
フェルト乾燥工 649-51 
フェルト検査工 649-60 
フェルト工  649-51 
 
フェルト仕上工 649-51 
フェルト縮絨工 649-51 
フェルト製造技術者 049-20 
フェルト製造工 649-51 
フェルト製造補助工  649-51 
 
フェルト切断工 649-30 
フェルト剪毛工 649-33 
フェルト熱絶縁工 779-20 
フェルト・不織布製造工 649-50 
フェルトプレス工 649-51 
 
フェルト帽仕上工 659-21 
フェルト帽製造工 649-50 
フェルト帽体型入工 649-50 
フェルト帽体原料仕上工 649-50 
フェルト帽体工 649-50 
  
フェルト縫合工 649-51 
フェルトミシン工 655-20 
フェロアロイ工 511-20 
フェロクロム製造工 511-20 
フェロシリコン仕上工 512-60 
  
フェロシリコン焼成工 511-99 
フェンシング師範 202-30 
フェンス取付工（フェンス工事）  779-99 
フェンダー組付工（自動車製造） 591-30 
フェンダー仕上工 559-99 
  
フェンツ加工工 659-99 
フォアマン（沿岸荷役） 791-12 
フォアマン（港湾荷役） 791-10 
フォークリフト運転者 499-10 
フォークリフト組立工 591-XX 
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フォークリフト整備工 592-10 
フォーマー工（ねじ製造） 551-99 
フォーミング工（タイヤ製造） 692-20 
フォーム印刷作業員 683-50 
フォームラバー製造工 691-10 
 
フォールディングマシン工 552-XX 
フォトグラファー 185-20 
フォトジャーナリスト 185-22 
フォトトランジスタ製造工 585-99 
フカひれ加工工 627-99 
  
ブックデザイナー 184-99 
ブッシェ 361-20 
フッ素樹脂製造工 521-10 
フットボール製造工 719-40 
ブテン製造工 521-11 
 
ブナコ成形工 669-99 
フライアッシュセメント製造工 537-10 
フライアッシュ袋詰工 728-20 
プライウッド工 662-10 
フライス仕上工（金属加工業） 551-14 
 
フライス盤組立・調整工 571-21 
フライス盤工 551-14 
フライス盤工（可塑物製品製造） 693-30 
ブライダルアドバイザー 281-20 
ブライダルカウンセラー（結婚式場相談員） 399-99 
 
ブライダルコーディネーター 281-20 
ブライダルプランナー 281-20 
フライトアテンダント 372-21 
フライトエンジニア 485-10 
フライパン製作工 559-20 
 
プライマー工 723-12 
フライヤー製造工 559-20 
フライングシャー工 559-99 
ブラインド組立工（金属製） 559-12 
ブラインド取付工 777-10 
  
ブラウス裁縫仕上職 655-13 
ブラウン管組立工 583-21 
ブラウン管検査工 589-70 
ブラウン管製造工 583-20 
プラグ組立工 589-46 
  
プラグ検査工（点火プラグ）  589-70 
プラグ製造工 589-46 
ブラシ木地工 663-10 
ブラシ仕上工 714-20 
ブラシ植毛工 714-20 
  
ブラシ製造工 714-20 
ブラシ整毛工 714-20 
プラスターボード製造工 539-14 
プラスチック圧縮成形工 693-13 
プラスチック印刷工 683-XX 

プラスチック押出成形工 693-14 
プラスチック加工機組立・調整工 571-30 
プラスチックガスライター組立工 719-52 
プラスチック型打造形工 693-10 
プラスチック型押工 693-13 
 
プラスチックがん具組立工 712-11 
プラスチックき地工（研磨） 693-40 
プラスチックき地工（成形） 693-30 
プラスチック靴接合工 693-50 
プラスチック靴縫製工（ケミカルシューズなど） 702-10 
  
プラスチック化粧合板製造工 662-10 
プラスチック化粧板（積層板）製造工  693-20 
プラスチック化粧板張り合わせ加工員（合板製造） 662-10 
プラスチック研磨工 693-40 
プラスチック混練り工 699-40 
 
プラスチック細工仕上工 699-50 
プラスチック裁断工 693-60 
プラスチックシート床張工 777-33 
プラスチック磁気カード塗布工 699-99 
プラスチック射出成形工 693-12 
 
プラスチック成形工 693-10 
プラスチック成形用金型製造工 559-22 
プラスチック製サンダル製造工（射出成形によるもの） 693-12 
プラスチック製食器製造工 693-10 
プラスチック製造技術者 042-30 
 
プラスチック製造工（原料） 521-10 
プラスチック製造設備保全工 572-10 
プラスチック製造装置運転員 521-10 
プラスチック製吊り革成形工 693-10 
プラスチック製時計側成形工 693-10 
 
プラスチック製人形組付工 712-20 
プラスチック製品加工工 693-XX 
プラスチック製品組立加工工 699-99 
プラスチック製品検査工 699-52 
プラスチック製品成形・加工工 693-00 
 
プラスチック製品成形工 693-XX 
プラスチック製品製造技術者 049-99 
プラスチック製品切断工 693-60 
プラスチック製品羽布磨き工  693-41 
プラスチック製品ばり取工 699-99 
 
プラスチック接合工 693-50 
プラスチック切削機械工 693-30 
プラスチック切削工 693-30 
プラスチック旋盤工 693-31 
プラスチックタイル床張工 777-33 
 
プラスチック着色工（成形業） 699-99 
プラスチック中空成形工 693-10 
プラスチック彫刻工 699-99 
プラスチック手造り成形工 693-11 
プラスチック塗装工 723-99 
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プラスチック熱成形工 693-16 
プラスチック発泡成形工 693-17 
プラスチックバフみがき工 693-41 
プラスチックフィルム製造工 693-10 
プラスチックフィルム巻取工 699-99 
 
プラスチック袋製造工 693-50 
プラスチックホース成形工 693-10 
プラスチックボ－ド製造工 693-10 
プラスチックボール盤工 693-32 
プラスチックめっき工 556-50 
 
プラスチックライニング工 693-21 
プラスチック冷間成形工 693-15 
プラスチックレンズ製造工 693-13 
プラスチックロール圧延工 693-18 
プラズマアーク溶接工 561-10 
 
プラズマ切断工 551-30 
フラッシュ工（家具製造） 664-20 
フラッシュ（火花）溶接工 561-10 
ブラッシング工（鋼管製造） 516-50 
ブラッシング工（製革） 701-33 
 
ブラッシング盤工 551-16 
フラットバー工（製鉄、製鋼） 516-21 
プラットフォーミング運転工（石油精製） 522-99 
プラテンゴム胴仕上工 699-50 
プラニメータ組立工 601-99 
 
プラネタリー変速装置組立工 571-42 
プラネタリウム製造工 603-30 
プラノミラー工 551-14 
プラノミラマシン工 551-14 
プラマー（配管工） 776-10 
 
プラモデル材料成形工 693-10 
プラモデル製造工（一部組立てられたもの） 712-11 
フラワーショップ店員 324-20 
フラワー装飾工 184-12 
フラワーデザイナー 184-99 
 
ブランキング工 552-10 
ブランク加工工（歯車製造） 551-99 
ブランク型抜工（水晶振動子製造） 589-44 
フランジ（接手）製造工 559-20 
プランジャー加工工（ワイパー製造） 559-99 
 
フランス人形組立工 712-20 
フランチャイズチェーン・スーパーバイザー 289-99 
ブランデー製造工 633-20 
プラント運転工（砂利砕石工場） 549-99 
プラント運転工（石油化学工業） 522-XX 
 
プラントエンジニア 031-40 
プラント技術士 031-40 
プラント技術者 031-40 
プラントクリーニング員 809-10 
プラント研究員 011-20 

プラント据付工（機械設備） 571-99 
プラント設計技術者 031-40 
プラント配管工 776-10 
プラント保全係 572-10 
フリーアナウンサー 209-10 
 
フリーカメラマン 185-20 
フリーザー工（マーガリン製造） 615-41 
ブリーダー 432-99 
プリーツ加工工（生地に加工するもの） 649-99 
プリーツ加工工（縫製品に加工するもの） 659-60 
 
フリーホイール組立工（自動車部品） 591-10 
フリーボール製造工 559-20 
フリーライター 172-XX 
ブリキ印刷工 683-XX 
ブリキ板製造工 556-30 
 
フリクションプレス工 552-XX 
フリクションプレス成形工（タイル製造、モザイク製造） 535-11 
ブリケッティングマシン組立工 571-30 
ブリスターパック工 728-10 
プリストマン運転員 734-12 
 
プリズム荒仕上工 604-11 
プリズム荒摺工 604-11 
プリズム銀付け工 609-99 
プリズム研磨工 604-12 
プリズム砂かけ工 604-11 
 
プリズム石膏張付工 609-99 
プリセールスエンジニア 061-10 
ブリッスル（ブラシ用毛材）加工工 719-99 
フリット窯工（琺瑯製品製造） 533-30 
フリット工 533-12 
 
プリペイドカード製造工 589-24 
プリンター組立工 571-34 
プリント回路設計技術者 034-20 
フリントガラス製造工 532-XX 
プリント基板組立工 589-45 
 
プリント工（合板製造） 683-99 
プリント工（写真焼付け） 725-10 
プリント工（紡績、織物製造） 646-30 
プリント配線基板設計士 034-22 
プリント配線工 589-45 
 
プリント配線板印刷工 589-45 
プリント配線板回路組立工 589-45 
プリント配線板修正工 589-45 
プリント配線板製造工 589-45 
ブルーイング工（伸線） 517-10 
 
ブルーム製造工 714-10 
プルセーション溶接工 561-99 
ブルドーザ運転工 734-12 
ブルドーザ組立工 571-32 
ブルドーザ助手 734-12 
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ブルドーザ整備工  572-10 
プルニエ 361-20 
ブルブロック運転工 516-99 
ブルブロック機工 516-30 
プレイガイドチケット販売員 339-30 
 
ブレーカー組立工 581-51 
ブレーキ組立工  571-40 
ブレーキシュー製造工 559-20 
ブレーキ装置取付工（鉄道車両） 594-31 
ブレーキ調整工（自動車製造） 599-21 
 
ブレーキ取付工（産業用運搬車両等） 571-99 
ブレーキペダル取付工 591-30 
ブレーキライニング織布仕上加工工 649-62 
ブレーキライニング組立工 571-40 
ブレーキライニング織布工 644-10 
 
ブレード機工（電線ケーブル製造） 584-44 
ブレード工（ゴムホース製造） 692-99 
プレート送風機運転工 733-30 
プレーナー工 551-14 
フレーバリスト 209-99 
 
フレーム組立工（自動車用車枠） 591-20 
フレーム製造工（木製額縁製造） 664-99 
フレーム取付工（造船） 553-13 
プレカット加工工 663-10 
フレキソ印刷工 683-10 
 
プレキャスト工（セメント製品製造） 538-10 
プレキャストコンクリートパネル製造工 538-12 
プレス型仕上工  559-22 
プレス型修理工  559-22 
プレス型製造工 559-22 
 
プレス加硫工 692-30 
プレス機械検査員 572-20 
プレス機組立・調整工 571-20 
プレス検査工（金属製品製造） 559-70 
プレス工 662-23 
 
プレス工（織布仕上） 649-60 
プレス工（紙製品製造） 675-99 
プレス工（金属製品製造） 552-XX 
プレス工（研磨砥石製造） 539-40 
プレス工（再生資源卸売業） 559-99 
 
プレス工（紙器製造）  674-99 
プレス工（洗濯業） 355-14 
プレス工（陶磁器製品製造） 535-11 
プレス工（粘土瓦製造） 534-11 
プレス工（発泡スチロール） 693-17 
 
プレス工（プラスチック製品製造）  693-13 
プレス工（繊維製品仕上）  659-61 
プレス工（煉瓦製造） 534-11 
プレスコート工（紙器製造） 674-99 
プレス刻印工 552-14 

プレス成形工 552-10 
プレス成形工（ゴム製品製造） 692-10 
プレス段取工 552-99 
プレストレスコンクリート製品製造工 538-10 
プレスボード抄造工 672-10 
 
プレスライダー 794-10 
プレッシャーダイカスト工 559-99 
フレッシング工（製革） 701-11 
フレット工（ガラス繊維製造） 532-20 
プレハブ資材製作技術者 049-99 
 
プレハブ住宅組立工（大工） 771-99 
プレハブ住宅組立工（大工でないもの） 779-99 
プレハブ製品製造工（金属製） 559-20 
プレパラート技術員 011-99 
プレホーム工（キャップシール製造） 693-17 
 
フレンチ工（水洗機運転工） 645-13 
フレンチレース工 647-30 
ブレンド工 633-31 
ブロアー運転工 733-30 
プロアイススケーター 203-10 
 
フロア係（飲食店） 371-12 
フロアキャプテン 372-13 
フロアダンサー 399-99 
フロアディレクター 194-20 
フロアマネージャー（デパート） 324-10 
 
フロアレディ（バー） 373-10 
ブロイラー解体工 626-99 
ブロイラー研究員 011-33 
ブロイラー飼育者 432-30 
ブロイラー処理工 626-99 
 
ブロイラー選別工 626-99 
ブロー成形工 693-10 
ブローチ製造工（切削工具） 559-22 
ブローチ盤工 551-99 
フローチンクレーン運転工 732-10 
 
ブロード織工 644-10 
フロート組立工（自動車部品製造） 591-10 
フロート製造工（木製ブイ） 669-99 
フローモルダー工 693-10 
フローリング機工 663-10 
 
フローリング工（製材） 661-20 
フローリング工（木工） 663-99 
プロ空手選手 203-10 
プロ棋士 209-99 
プログラマー 062-10 
 
プログラマーアシスタント 062-10 
プログラマー（遊戯機器） 062-10 
プログラムスイッチャー 509-99 
プログラムディレクター 194-20 
プロゴルファー 203-10 
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プロサッカー監督 203-20 
プロサッカーコーチ 203-20 
プロサッカー審判 203-30 
プロサッカー選手 203-10 
プロジェクション溶接工 561-20 
 
プロジェクトマネージャー（アプリケーションソフト開発） 061-10 
プロジェクトマネージャー（システム開発） 061-10 
プロスキーヤー 203-10 
プロセス製版工  682-20 
プロセス製版修整工  682-21 
 
プロダクションコントローラー 271-11 
プロダクションマネージャー 271-11 
プロダクトデザイナー 184-XX 
フロッキープリント加工工 649-30 
フロック加工工（ゴム、プラスチック） 699-99 
 
ブロック組立工  772-10 
ブロック組立工（造船） 553-13 
ブロック組立溶接工（造船） 561-10 
ブロックゲージ製造工 601-21 
ブロック建築工 772-10 
 
ブロック工 772-10 
ブロック製造工 538-11 
ブロック積工 772-10 
ブロック積工・タイル張工見習 772-98 
ブロック捺染工 646-30 
 
ブロック舗装工 781-20 
プロッター（気象庁・気象台） 252-20 
プロテニス選手 203-10 
プロデューサー 194-10 
プロデューサー（広告代理店） 209-99 
 
プロデューサー（ＣＤ制作） 194-99 
プロピレン製造工 521-11 
プロファイリング機工 551-99 
プロフォーマー（輸出入事務） 281-30 
プロペラ組立工（飛行機）  593-20 
 
プロペラシャフト（推進軸）取付工 591-30 
プロペラ修理工 593-40 
プロボウラー 203-10 
プロボードセーラー 203-10 
プロボクサー 203-10 
 
プロ野球監督 203-20 
プロ野球コーチ 203-20 
プロ野球審判員 203-30 
プロ野球選手 203-10 
プロレスラー 203-10 
 
ブロンアスファルト工 529-99 
ブロンジ印刷工 689-99 
フロント係（旅館、ホテル） 253-10 
フロント係（ゴルフ場） 375-20 
フロント事務員（パチンコ店） 375-20 

フロント事務員（ボウリング場） 375-20 
フロントパーサー（船舶） 259-30 
フロントレセプション 253-10 
プロンプター 193-99 
 
 
 
 

ヘ 
 
 
 
ヘアコンサルタント 352-10 
ヘアディレクター 352-10 
ヘアデザイナー（かつら製造） 184-99 
ヘアドライヤー組立工 587-11 
ヘアネット製造工（ナイロン製品）  648-20 
 
ヘアピース製造工 718-40 
ヘアピン製造工 558-15 
ヘアメイクアーチスト 352-10 
ヘアメイク係 352-10 
ヘアメイクデザイナー 352-10 
 
ベアリング組立工 571-41 
ベアリング検査工 572-20 
ベアリングスチール工 511-20 
ヘイキューブ製造工 729-99 
ヘイローダー運転手 432-10 
 
ベーカリーショップ店員 324-22 
ベーキング工（塗装業） 723-30 
ベーク板加工工 693-XX 
ベークライト加工工 693-XX 
ベークライト成形工 693-13 
  
ベークライト積層板工 693-20 
ベークライト羽布磨き工 693-41 
ベーコン製造工（魚肉を除く） 626-20 
ページ 372-13 
ページボーイ 372-13 
  
ベース工（電球製造） 583-30 
ペースト工（皮革製造） 701-33 
ペースト充てん工（乾電池製造） 589-11 
ペースト充てん工（鉛蓄電池製造） 589-12 
ペースト捏和工（乾電池製造） 589-11 
  
ベースマン 191-30 
ペーパー研磨工（家具製造） 664-20 
ペーパー研磨工（金属製品） 557-10 
ペーパー研磨工（合板製造） 662-10 
ペーパー研磨工（木製品） 663-99 
  
ペーパーコア製造工 679-99 
ペーパーハニカム製造工 679-99 
ペーパーホイル製造工 673-20 
ベーリング工（スクラッププレス業） 559-99 
ベーリングフープ製造工 516-99 
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ベール製造工 559-20 
ベーンポンプ組立工 571-99 
ペグ作業員（アルミ電解炉陽極取換） 512-99 
ヘッダー工 559-99 
ペット預り人 399-99 
 
ヘット（牛脂）製造工 615-40 
ペットシッター 399-99 
ペットショップ店員 324-20 
ベッド製造工（金属製） 559-11 
ベッド製造工（木製） 664-20 
  
ベッド装飾工 721-10 
ヘッドハンター（民営職業紹介） 399-99 
ペットフード製造工 619-30 
ベッドメーク係（ホテル） 372-12 
ヘッドライニング工（自動車内張り） 721-23 
 
ベッド綿入工 721-12 
ペディキュア師 353-99 
ペデスタル運転工 734-20 
ベニヤ樽組立工 669-11 
ベニヤ（単板）乾燥工  662-11 
 
ベニヤ（単板）スライサー工  662-11 
ベニヤ（単板）製造工  662-11 
ベニヤ（単板）旋盤工 662-11 
ベニヤ（単板）レース工 662-11 
ベビーカー（乳母車）組立工 712-42 
 
ベビーシッター 349-10 
ベビーフード缶詰製造工 624-XX 
ベビー服縫製工 655-11 
ヘリコプター組立工 593-20 
ヘリコプター操縦士 484-10 
 
ベルガール 372-13 
ベルキャプテン 372-13 
ヘルスキーパー 119-99 
ヘルスケアトレーナー 202-30 
ベルト加硫工 692-30 
 
ベルト切取工（ゴム製品製造） 699-21 
ベルト切取工（革製） 709-41 
ベルト検査工（ゴム製品） 699-51 
ベルトコンベア運転工 732-30 
ベルトコンベア製造工 571-99 
 
ベルト材料帆布裁断工 659-40 
ベルト仕上工（ゴム製品製造） 699-50 
ベルトレーシング製造工 559-20 
ヘルプデスク 061-10 
ベルボーイ 372-13 
 
ベルマン 372-13 
ヘルメット組立工 719-99 
ペレットエッチング工（半導体製品製造） 585-10 
ペレット加工工（半導体製品製造） 585-XX 
ペレット工 519-12 

ペレット工（飼料製造） 619-30 
ペレットソルダーリング工 585-10 
ベロアー織工 644-10 
ベローズ研磨工（車輪製造） 551-11 
ベローズ製造工 559-20 
 
ペン画工 724-10 
ペンキ画工 724-20 
ペンキ塗装工 723-XX 
ペン軸製造工（木製） 669-99 
ペンション経営者 376-10 
 
ベンゼン製造工 521-11 
ベンゾール製造技術者 042-10 
ベンゾール製造工 521-10 
ベンダー工（金属管・形材の曲げ） 559-99 
ベンチレーター運転工 733-31 
 
ベンディングローラ工 552-12 
ベント製造工 559-20 
ベントナイト採取人 753-20 
ベンチレース工（卓上旋盤工） 551-11 
 
 
 
  

ホ 
 
 
 
ホイール組立工 571-40 
ホイスト運転工 732-21 
ホイスト製造工 571-99 
ボイラー運転保全工 731-10 
ボイラーオペレーター 731-10 
 
ボイラーオペレーター見習 731-98 
ボイラー組立工 553-21 
ボイラー検査員（日本ボイラ協会） 031-10 
ボイラー工  731-10 
ボイラー仕上工 553-21 
 
ボイラー整備士 731-10 
ボイラー設計技術者 031-10 
ボイラー掃除工 809-13 
ボイラー・タービン技術者 031-11 
ボイラー取付工（船舶製造） 596-12 
 
ボイラーパイプ工 776-12 
ボイラー被覆工 779-20 
ボイラーマン 731-10 
ボイラーマン（一般公衆浴場） 354-10 
ボイル工（缶・瓶詰製造） 624-10 
 
ボイル工（魚肉ハム・ソーセージ製造） 627-45 
ボイル工（ハム・ベーコン・ソーセージ製造） 626-25 
ボイル肉切断工（缶詰製造） 624-14 
ホイルポイント製造工 559-20 
ボイル油製造工 524-30 
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ボウリングインストラクター 202-30 
ボウリング場受付係 375-20 
ボーイ（船舶） 372-22 
ホース加硫工 692-30 
ホース鋼線巻工 699-99 
 
ホース地織工 644-10 
ホース製造工 692-XX 
ホース巻工（ラップドホース製造） 699-99 
ボースン（甲板長） 493-10 
ポーセレンワーカー 105-10 
 
ポーター 399-10 
ポーター作業員（空港地上サービス） 792-10 
ボーディングブリッジ操作員 499-99 
ボート揚卸装置取付工 596-11 
ボート貸し人 393-10 
 
ボート組立工（ＦＲＰ） 599-99 
ボード仕上工 777-34 
ボート修理工（木船） 665-13 
ボート製造技術者 033-10 
ボート製造工 665-11 
 
ボート大工 665-11 
ボード張り工 777-34 
ボートレーサー 203-10 
ボートレース信号及審判業務員 203-30 
ホーニング仕上工（やすりかけ）  551-16 
 
ホーニング盤工 551-16 
ホーバークラフト運転手 499-99 
ホーマー工 552-99 
ホームエコノミスト 209-99 
ホームページクリエーター 184-99 
 
ホームヘルパー 342-10 
ポーラー織工 644-10 
ボーリング機械保守工 572-11 
ボーリンググラウト工（さく井業） 755-99 
ボーリング工（ガス井） 755-10 
 
ボーリング工（ダイヤモンド） 716-21 
ボーリング工（中ぐり旋盤工） 551-13 
ボーリングさく井工 755-10 
ボーリング場支配人 375-10 
ボーリング鉄工 553-99 
 
ボーリングマシン工 551-13 
ホールインアンカー工 779-99 
ホール係（飲食店） 371-12 
ホール係（パチンコ店） 375-20 
ポールジョイントソケット加工工 551-99 
 
ボールスタット加工工 551-99 
ボール製造工（ボールペン用） 559-99 
ボール製造工（木製） 669-99 
ボール箱製造工 674-10 
ボール盤組立・調整工 571-21 

ボール盤工 551-12 
ボールヘッダー工具製造工 559-22 
ボールペン製造工 719-30 
ボールミル運転工（砕石工場） 549-99 
ボールミル運転工（炭鉱） 759-99 
 
ボールミル運転工（窯業原料粉砕） 531-11 
ボールミル工（セメント製造） 537-10 
ボールミル工（化学製品製造） 529-10 
ボールミル工（窯業原料） 531-11 
ボーロ製造工（菓子製造） 622-10 
 
ボクサー組立工（ホッチキス組立） 559-99 
ポスター画工 724-12 
ポスターパネル貼り合わせ工 729-99 
ポスティング人 394-12 
ホステス（バー、ナイトクラブ等） 373-10 
 
ボストンエンジニア（測量技術者） 053-10 
ボストンバッグ製造工 711-10 
ポスレジ係 261-11 
ボタン生地裁断工（プラスチック製） 693-60 
ボタン製造工（貴金属製） 716-10 
 
ボタン製造工（プラスチック製） 699-99 
ボタン製造工（骨・角・貝がら製） 716-30 
ボタン染色工（カゼインプラスチック製）  699-99 
ボタン染色工（骨・角・貝がら製） 716-30 
ボタン付工（革手袋）  709-99 
 
ボタン付工（手作業による） 659-99 
ボタン付工（ビニル袋） 711-10 
ボタン取付工（袋物製造） 711-12 
ホットクリーン組立工（オイルヒーター製造） 571-99 
ホットスタンプ工（箔押し名入れ） 689-30 
 
ホットソー（熱間鋸断機）工 559-50 
ホットプレス工（合板製造） 662-13 
ホットプレス工（テックス紙製造） 662-20 
ホットプレス工（箔押し名入れ）  689-30 
ホットプレス工（プラスチック積層板製造） 693-20 
 
ホッパー操作工 538-20 
ホッパーフィーダー組立工 571-32 
ホップ乾燥工（ビール工場） 633-11 
ポップ広告係  724-10 
ホップ栽培者 431-40 
 
ポップデザイナー 184-10 
ポップライター（店頭広告創案家） 171-50 
ボディー組立工（自動車製造）  591-20 
ボディー（人台）製造工 718-30 
ホテル客室係 372-12 
 
ホテル支配人 376-10 
ホテルフロント係 253-10 
ボビンケース製造工 559-20 
ボビン製造工（プラスチック製） 699-99 
ボビン巻工 649-14 
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ホブ製造工 559-22 
ホブ盤工 551-15 
ポプリン織工 644-10 
ポリウレタン合成繊維製造工 523-XX 
ポリウレタンゴム製造工 521-15 
 
ポリウレタン製造工（化学工業） 521-15 
ポリウレタンフォーム製造工 693-17 
ポリエステル延糸工（化学繊維製造） 523-30 
ポリエステル化粧板紙はり工 699-99 
ポリエステル化粧板製造工 693-20 
 
ポリエステル糸検査工 529-60 
ポリエチレン糸紡糸工 523-20 
ポリエチレン製造工 521-15 
ポリエチレン製品加工工 693-XX 
ポリエチレン袋製造工（裁断作業を行うもの） 699-20 
 
ポリエチレン袋製造工（接合作業を行うもの） 693-50 
ポリッシング工（ダイヤモンド） 716-21 
ポリッシング盤工（金属加工） 551-16 
ポリバス製造工 693-10 
ポリ袋製造工 693-10 
 
ボルスター（ゆれ枕）取付工（鉄道車両製造） 594-20 
ホルスタイン検定員 022-30 
ホルダー差工（めっき業） 556-99 
ボルテージレギュレータ組立工 581-42 
ボルト製造工（金属工作機械によるもの） 551-99 
 
ポルトランドセメント製造工 537-10 
ホルマリン製造工 521-12 
ホルマリン分析工 529-60 
ポン菓子製造工 622-40 
ポンス工（紙加工） 679-13 
 
ポンス工（金属製品製造） 559-99 
ポンス工（造船）  559-99 
ポンチ工 559-99 
ボンチャイナ製造工（陶磁器製造） 535-10 
ポンチング工（金属製品製造） 559-99 
 
ポンチングマシン工 553-99 
ボンディング工（半導体製造）  585-32 
ボンデライジング工 556-20 
ボンデライト工（被膜防錆工） 556-20 
ボンネット取付工 591-30 
 
ポンプ運転工 733-10 
ポンプ組立工 571-99 
ポンプ検査工 572-21 
ポンプ採油工 755-31 
ポンプ修理工 572-11 
 
ポンプ浚渫船運転工 734-30 
ポンプ塗装工 723-30 
ポンプ・ブロワー・コンプレッサー運転工 733-00 
ボンベ充てん工 521-10 
ボンベ容器検査工 559-70 

ボンベ（容器）製造工 553-22 
 
 
 
 
 
 
  

マ 
 
 
 
マーガリン製造技術者 025-10 
マーガリン製造工 615-41 
マーガリン切断工 615-41 
マーキング工（衣服製造） 656-10 
マーキング工（罫書工） 559-30 
  
マーキングペン製造工 719-30 
マーク打工（金属プレス刻印） 552-14 
マーク打工（製品の箱等に行うもの） 728-99 
マーケッター 252-20 
マーケットリサーチャー 252-20 
 
マーケティング企画事務員 252-10 
マーケティングディレクター 252-20 
マーケティングリサーチャー 252-20 
マーシャラー（航空機誘導員） 499-99 
マーシャリング作業員 499-99 
 
マーセライズ工 645-13 
マーチャンダイザー 281-10 
マーチャンダイズコントローラー 252-11 
マーブル工（ガラス繊維製造） 532-20 
マーマレード製造工 619-15 
 
マイクロウェーブ保守工 745-20 
マイクロコンピュータプログラマー 062-10 
マイクロバス運転者 471-13 
マイクロフィルム現像工（写真、印刷業） 725-10 
マイクロフィルム撮影者 185-20 
  
マイクロホン組立工 589-47 
マイクロメータ組立工 601-21 
マイクロモーター組立工 581-24 
マカロニ製造工 621-10 
マグネシア工（製鉄、製鋼） 511-99 
  
マグネシア煉瓦製造工 534-XX 
マグネットスイッチ組付工（自動車電装品製造） 581-52 
マグネット製造工  589-99 
マグネット半製品製造工 559-20 
マグネット曲直し工 559-20 
  
マグネトロン製造工 583-20 
マジシャン 195-30 
マジックテープ製造工 649-99 
マシニングセンター（ＭＣ）操作員 551-26 
マシニングセンターオペレーター 551-26 
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マシニングセンタ組立・調整工 571-21 
マシュマロ製造工 622-20 
マスク合せ工（ＩＣ） 585-30 
マスク合せ工（ブラウン管） 583-30 
マスク製造工（スポーツ用） 719-40 
 
マスク製造工（布製） 659-99 
マスク製造工（防毒面） 719-99 
マスジャケット工 559-99 
マスタリングエンジニア（ＣＤ制作） 209-99 
マダム（酒場） 323-23 
  
マックオペレーター 689-99 
マッサージ師 112-10 
マッサージ師見習 119-99 
マッサージ助手 119-99 
マッシュルーム缶詰製造工 624-XX 
  
マッシュルーム栽培人 431-34 
マッチ乾燥工 719-60 
マッチ軸木浸油工 719-60 
マッチ頭薬浸点工 719-60 
マッチ製造工 719-60 
 
マッチ側薬塗布工 719-60 
マットレス組立工 721-10 
マットレス仕上工 721-10 
マッフル窯工（琺瑯鉄器製造） 533-30 
マニキュア師 353-99 
 
マニピュレーター(音楽） 209-99 
マニュアルライター 172-99 
マニラロープ製造工 648-10 
マネージャー(球団、芸能社、レスリング、ボクシング) 251-10 
マネージャー（麻雀荘） 375-10 
 
マネキン 324-61 
マネキン製作工 718-30 
マネキン人形彩色工 724-99 
マネキン人形製作工 718-30 
マネジメントコンサルタント 149-99 
  
マフラー織工 644-10 
マフラ（消音装置）取付工 591-30 
ママ（スナック） 323-23 
マヨネーズ製造工 619-13 
マリンガール（船舶） 372-22 
  
マリンスチュワーデス 372-22 
マルチコート係（レンズ製造） 604-20 
マルチプルタイタンパー運転工 739-99 
マルチメディア・ディレクター 194-99 
マルチメディア・デザイナー 184-11 
  
マルチメディア・プランナー 194-99 
マルチメディア・プロデューサー 194-99 
マングル工 645-13 
マンション管理事務員 259-99 
マンション管理人 381-10 

マンホール検査係 809-99 
マンホール工事人（配管工事） 781-11 
マンホール工（セメント製品製造） 538-14 
マンホール掃除人 809-15 
マンホール蓋（ふた）製造工（金属鋳物製） 513-XX 
 
マンホール蓋製造工（コンクリート製） 538-10 
 
 
 
 
 
 
  

ミ 
 
 
 
ミートソース缶詰製造工 624-XX 
ミーハナイト工 511-20 
ミーリング工 551-14 
ミール製造工（フィッシュミール製造） 627-99 
ミキサー運転員（建設業） 739-99 
 
ミキサー運転員（コンクリート製品製造） 538-20 
ミキサー工（コンクリート製品製造） 538-20 
ミキサー工（ソーセージ製造：魚肉を除く） 626-20 
ミキサー工（パン・菓子製造） 622-XX 
ミキサー車運転手  473-13 
 
ミキサー（放送業） 509-99 
ミキサー（録音スタジオ） 509-99 
ミシン穴かがり工  655-30 
ミシン機械工（レース製造） 654-10 
ミシン組立工 571-99 
  
ミシン検査工 572-20 
ミシン仕上工（衣服製造） 655-10 
ミシン刺しゅう工 654-10 
ミシン仕立工 655-10 
ミシン修理工 572-10 
  
ミシン製作技術者 031-10 
ミシンネーム加工工 654-10 
ミシン針製造工 558-14 
ミシンファスナー付け工 655-30 
ミシン縁かがり工 655-30 
  
ミシン縫製工 655-00 
ミシン縫製工（革製衣服） 659-30 
ミシン縫製工（革製スポーツ用品） 719-40 
ミシン縫製工(靴・袋物・衣服・運動具を除く) 709-30 
ミシン縫製工（鞄、袋物） 711-12 
 
ミシン縫製工（毛皮製衣服）  659-30 
ミシン縫製工（高周波）  693-52 
ミシン縫製工（ゴム引布製衣服） 699-30 
ミシン縫製工（じゅうたん） 655-20 
ミシン縫製工（製本業） 684-10 
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ミシン縫製工（畳） 775-10 
ミシン縫製工（マットレス縫製） 721-10 
ミシン縫製工（メリヤス生地縫製）  655-20 
ミシン縫製工（靴・スリッパ・サンダル） 702-XX 
ミシン縫製工（セメント袋製造）  679-32 
 
ミシンボタン付工 655-30 
ミスロール工 517-10 
ミッショナリー（宣教師） 161-13 
ミッション組付工 591-30 
ミニカー組立工 712-10 
 
ミネラルウォーター採取人 759-99 
ミネラルウォーター製造工 634-10 
ミュージカル俳優 193-10 
ミュージシャン 191-30 
ミュージックコーディネーター 194-99 
 
ミラニーズ編立工 647-10 
ミル運転工（化学工業） 529-10 
ミルカー工 432-10 
 
 
 
 
 

ム 
 
 
 
ムービーカメラマン 185-30 
ムーブメント組立工 602-11 
ムラ取工（合板製造） 662-10 
 
 
 
 
  

メ 
 
 
 
メイド  341-20 
メイド（ホテル） 372-12 
メーキャップアーティスト 352-10 
メーター組付工（電気機械器具） 587-99 
メータ組付工（光学機械） 603-30 
  
メータ組付工（航空機） 593-20 
メータ組付工（自動車） 591-30 
メータ組付工（船舶） 596-13 
メータ組付工（鉄道車両） 594-31 
メータ検針員 299-10 
  
メール係（会社） 255-97 
メカトロニクス研究者 011-20 
メカニック（自動車修理工） 592-10 
メガネ加工販売員（小売店） 324-20 
メガネ調整・加工工 609-10 

メガネ調整販売員 324-20 
メサライト焼成工 539-99 
メタノール製造技術者 042-10 
メタノール製造工 521-12 
メタノール分析技術員 042-50 
 
メタリコン加工工 556-40 
メタル研磨盤工 551-16 
メタルバック工 556-50 
メタルラス製造工 559-20 
メッセンジャーボーイ 399-99 
  
メディカルセクレタリー（医療秘書） 254-10 
メディカルソーシャルワーカー 121-11 
メトロノーム組立工 602-20 
メリーゴーランド操作人 375-24 
メリヤス編立工 647-10 
  
メリヤス編物編立工 647-20 
メリヤス糸巻工 647-40 
メリヤスかがり工 655-14 
メリヤス機械工 647-10 
メリヤス機械製造技術者 031-10 
 
メリヤス生地編立工  647-10 
メリヤス生地検査工 649-63 
メリヤス生地裁断工  656-XX 
メリヤス生地仕上工 649-63 
メリヤス生地修理工  647-10 
 
メリヤス仕上加工工（生地）  649-63 
メリヤス整経工 643-10 
メリヤス製造技術者 049-24 
メリヤス製品衿付け工（ミシン付け） 655-14 
メリヤス製品仕上工（縫製品） 659-60 
 
メリヤスセーター仕上工（手によるもの） 659-62 
メリヤス染色工 646-24 
メリヤスつづり工 647-20 
メリヤス針製造工 558-14 
メリヤス漂白工 645-12 
  
メリヤス縫製工 655-14 
メリヤスミシン仕上工  655-14 
メリヤスミシン縫工 655-14 
メレンゲ製造工 622-99 
メンテナンスエンジニア（一般機械） 572-10 
  
メンテナンスエンジニア（電気機器） 589-60 
メンプレーター工（機械部品製造） 559-99 

ミシン ― メンプ 
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モ 
 
 
 
モーター機械組立工（民生用） 587-20 
モーター組立工 581-20 
モーターグレーダー運転工 734-12 
モーター検査工 589-71 
モーター試験工 589-71 
 
モーター修理工 581-71 
モータースイーパー運転手 479-10 
モーター調節工 581-20 
モーターボート運転手 499-20 
モーターボート競走選手 203-10 
  
モーターボート検査員（競艇場） 203-99 
モーターボート審判員 203-30 
モーターボート整備員 599-10 
モーター巻線工 581-21 
モールスキン製造工 649-99 
  
モールディングマシン工 513-32 
モールドコンベア運転工 732-30 
モールド製造工（鋳物用砂型） 513-32 
モールド製造工（金属製） 559-22 
モールド製造工（木製） 663-20 
 
モール取付工 591-30 
モケット製造工 644-10 
モザイク工（木象眼職） 664-10 
モザイクタイル紙貼付工 772-22 
モザイクタイル張工 772-22 
 
モップ賃貸人 393-10 
モデリスト 184-40 
モデル（美術、写真） 399-20 
モニター（番組編成） 172-20 
モニター（有線放送業） 172-20 
 
モノフィラメント紡糸係 523-20 
モノレール運転士（遊園地など） 375-24 
モノレール運転士（輸送機関によるもの） 462-10 
モノレールカー組立工 594-20 
モビール製造（装飾置物） 719-99 
  
モリブデン精錬工 512-99 
モルタル塗工 774-10 
モルタル吹付工 774-12 
モルタル防水工（建設工事） 778-11 
モロケン製造工 644-10 
  
モンキー製造工 559-22 
 
 
 
 

  
 

ヤ 
 
 
 
ヤード工 809-34 
ヤール掛工 649-35 
ヤーン製造工（紡績糸） 641-40 
ヤーン製造工（撚糸、織物用糸、編物用糸） 642-XX 
  
 
 
 

ユ 
 
 
 
ユーザーサポートエンジニア 061-10 
ユースホステル管理人 376-10 
ユースホステルペアレント 376-10 
ユニオンメルト溶接工 561-99 
ユニット柱製造工（鉄骨） 553-11 
  
ユニットバス工事人 776-13 
 
 
 
 
 
  
 

ヨ 
 
 
 
ヨーク製造工 559-20 
ヨーグルト製造工 625-60 
ヨーグルト・乳酸菌飲料販売配達員 794-22 
ヨガ指導員 202-30 
ヨット製造工 665-12 
 
 
 

ラ 
 
 
 
ラード（豚脂）製造工 615-40 
ラーメン製造工 621-10 
ラーメン調理人 361-99 
ライスペーパー抄造工 672-10 
ライター組立工  719-52 
  
ライター修理工 719-52 
ライティングディレクター（映画、演劇、放送） 194-99 
ライトアップ装置操作員 746-99 
ライト・オペレータ（放送業） 209-40 
ライト・ディレクター（放送業） 194-99 
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ライトプロセス工 682-99 
ライトマン（劇場） 209-40 
ライナー運送運転手 473-11 
ライニング成形工 692-13 
ライフガード（プール監視員） 429-99 
  
ライフコンサルタント（生命保険会社） 332-10 
ライフセーバー 429-99 
ライブラリアン 209-60 
ライフルスコープ組立工 603-12 
ライン運転工（製鉄業） 511-99 
 
ラウンダー 289-99 
ラクトボタン製造工 693-10 
ラケットグリップレザー巻工 719-40 
ラケット成形工（プラスチック製） 693-10 
ラケット製型工（木製） 669-40 
  
ラジアル送風機運転工 733-30 
ラジアルボール盤工 551-12 
ラジエータ組立工  571-40 
ラジエータ工（自動車製造） 591-10 
ラジエータ修理工（自動車修理） 592-10 
  
ラジエータ取付工（自動車製造） 591-30 
ラジオアイソトープ製造技術者 036-10 
ラジオアイソトープ取扱技術者 036-99 
ラジオアナウンサー 209-10 
ラジオ・音響機器組立工 582-22 
 
ラジオ解説者 172-20 
ラジオ組立工 582-22 
ラジオ修理工 582-50 
ラジオ製造技術者 034-20 
ラジオディレクター 194-20 
 
ラジオ・テレビアナウンサー 209-10 
ラジオ・テレビ放送技術員 501-21 
ラジオドラマ作家 171-20 
ラジオ編成員 172-22 
ラジオ放送員 209-10 
 
ラジオ放送技術員 501-21 
ラジオ放送劇団員（声優） 193-30 
ラジオ放送装置組立工 582-11 
ラジオミキサー 509-99 
ラジオ用コイル巻工 589-41 
  
ラス工（板金工） 554-11 
ラス製造工 559-20 
ラスター職（絵付工） 536-XX 
ラス張工 774-21 
ラスボード工 774-21 
  
ラダーエキスカベータ運転工 734-11 
ラッカー製造工 529-40 
ラッカー吹付工 723-50 
ラッキング工（熱絶縁工事） 779-20 
ラッキング工（板金工） 554-11 

ラッグ工（反毛工） 649-12 
ラッグ製造工（じゅうたん織工） 644-10 
ラックマスター操作員 793-10 
ラック木工機械工 663-10 
ラッシェル編網工 648-20 
  
ラッシェル編レース工 647-30 
ラッシング作業員（船内荷物）  791-11 
ラッセル工 647-30 
ラッピング工（ゴム被覆線製造） 584-21 
ラッピング工（ゴムホース製造） 692-99 
 
ラッピング工（包装） 728-10 
ラッピング盤工 551-16 
ラップ運搬工 649-99 
ラップ仕上工（金属製品製造） 559-99 
ラップ盤工 551-16 
  
ラップ板製造工（ゴム製） 692-XX 
ラテックス製品製造工 692-XX 
ラノリン製造工 529-99 
ラバーシール製造工 692-XX 
ラバインター運転工 649-99 
  
ラビン工（研磨工） 551-16 
ラフタークレーン運転工 732-10 
ラプチャーディスク（破裂板）検査員 559-70 
ラベル糸付工 675-99 
ラベル貼工  728-99 
 
ラベンダー栽培人 431-40 
ラボマン（写真業） 725-10 
ラミネート加工工（鉄心製造）  581-32 
ラミネート加工工（ビニールフィルム製造） 699-10 
ラミネートコア製造工 581-32 
 
ラミネート工（織物製造） 649-99 
ラミネート工（加工紙製造）  673-99 
ラミネート工（ゴム・プラスチックの塗布） 699-10 
ラム操作員（研削盤） 551-16 
ラムネ製造工 634-10 
 
ラングストン機操作員（紙器製造） 674-30 
ランタン製造工（非鉄金属製錬） 512-99 
ランドセル製造工 711-10 
ランドリー工 355-10 
ランバーコア合板工 662-10 
  
ランバーミル工 516-99 
ランプクルー 302-40 
ランマー工（土固め機）  734-12 
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リ 
 
 
 
リード組立工（楽器製造） 719-10 
リード調整工 719-10 
リードワイヤ製造工 584-XX 
リーマ工 551-99 
リール組立工 559-99 
  
リグニン回収工（パルプ製造） 671-10 
リクレイマー運転工 732-30 
リコーミング係（紡績業） 641-21 
リサーチャー（市場調査） 252-20 
リシン吹付工 723-40 
 
リスト工（工程管理工） 271-11 
リトミック指導員 202-99 
リネン係（病院） 809-33 
リネン係（ホテル）  809-23 
リネンサプライ業主 393-10 
  
リノリウム製造工 649-99 
リノリウム床張工 777-32 
リバー仕上工（捲縮糸巻取） 649-14 
リバイヤー 281-20 
リハビリ助手 119-99 
  
リハビリテーション訓練指導員 103-20 
リハビリテーション・ソーシャルワーカー 121-11 
リビングアドバイザー（小売店） 324-20 
リビングデザイナー 184-30 
リフォーマー（男子服） 652-30 
 
リフォーマー（婦人・子供服） 651-30 
リフティングマグネット操作員 732-10 
リフト運転員（定置式）  739-30 
リフトカー運転者 499-10 
リフト係 739-32 
 
リフト組立工 571-99 
リフトショベル運転工 734-11 
リフレクソロジスト 399-99 
リベット製造工 558-20 
リヤカー組立工  599-99 
 
リュックサック製造工 711-10 
リュックサック縫製工 711-12 
リライト（雑誌） 172-31 
リレー員（電力会社） 741-40 
リレー組立工 589-46 
  
リレー製造調整工（継電器）  589-46 
リンカー工（靴下かがり）  655-14 
リンキング工（革靴製造） 702-13 
リング工（撚糸業） 642-20 
リング精紡工 641-50 

リングツイスター工 642-20 
リン酸製造工 521-13 
リンター精製工  649-99 
リンター製造工 649-99 
リンネット織工 644-10 
 
 
  

ル 
 
 
 
ルーター工（家具製造） 664-20 
ルーター工（家具・建具製造を除く） 663-10 
ルーダー工（金属自動彫刻機工） 555-20 
ルーター工（建具製造） 664-30 
ルーター工（プラスチック製品） 693-30 
 
ルーティング機工 663-10 
ルートセールス員  794-23 
ルートセールス員（外交販売を主とするもの） 327-22 
ルートセールス員（配達を主とするもの） 794-23 
ルートセールス配送員  794-23 
  
ルートマン（外交販売を主とするもの） 327-22 
ルートマン（配達を主とするもの） 794-23 
ルートラウンダー 289-99 
ループアンテナ製造工 589-40 
ルーフィング加工工 673-99 
  
ルームキーパー 372-12 
ルームメイド 372-12 
ルプライト金型工 559-22 
ルポライター 172-99 
 
 
 
 

レ 
 
 
 
レイアウター（印刷：製版業） 682-30 
レイアウター（広告・宣伝業） 184-11 
レイアウトシステムオペレーター 682-40 
レイモンドミル工（窯業原料） 531-11 
レインコート塗布工 699-11 
 
レインシューズ製造工（ゴム製） 692-XX 
レーキドーザ運転手 734-12 
レーキマン 781-21 
レーサー 203-10 
レーザー応用加工機器組立・調整工 586-40 
  
レーザー加工機工 551-33 
レーザー技術者 034-21 
レーザー切断工 551-33 
レーザーマーカー工（金属製品） 559-99 
レーザー溶接工 561-99 

リード ― レーザ
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レーシングドライバー 203-10 
レース編工 647-30 
レース編準備工 647-40 
レース糸糊付工 645-13 
レースウェイ商品開発技術者 034-99 
  
レース織工 647-30 
レース検査工  649-64 
レース検査仕上工 649-64 
レース裁断工（刺しゅうレース） 656-XX 
レース刺しゅう工 647-31 
  
レース修理仕上工 649-64 
レース織布工  647-30 
レース製図工 729-99 
レース補修工 647-30 
レーダ組立工 582-99 
 
レーダ製造技術者 035-10 
レーダ整備技術者 035-10 
レーダ操作技術員 501-30 
レードル係（製鉄、製鋼） 511-99 
レーヤー工（化繊ロープ製造） 648-10 
  
レーヨン撚糸工 642-20 
レールベンダー工 559-99 
レギュレーター組立工（自動車電装部品製造） 587-99 
レクリエーション指導員 209-99 
レコーディングエンジニア 509-99 
  
レコーディングディレクター 194-99 
レコーディングプランナー 252-11 
レザー製造工（擬革製造） 649-99 
レザーバー製作工 559-99 
レジ係 261-11 
 
レジスター係 261-11 
レジスト塗布工（集積回路製造） 585-10 
レジャークラブ会員勧誘外交員 335-15 
レジンコンクリート製品製造工 538-99 
レジン歯成形工（樹脂製） 693-10 
 
レスキュー隊員 422-12 
レストラン支配人 323-21 
レストラン・食堂給仕 371-12 
レストランマネージャー 323-21 
レセプショニスト（会社：受付係） 253-10 
 
レセプト（診療報酬明細書）事務員 259-20 
レタッチ工  682-21 
レタニング工（製革） 701-20 
レッカー車運転手 479-10 
レッスンプロ（ゴルフ） 202-30 
  
レッテル貼工 728-99 
レトルト工（缶詰製造） 624-30 
レトルト工（非鉄金属製錬） 512-10 
レバース圧延係 516-30 
レピア運転工 644-10 

レフェリー 203-30 
レベラー作業員（製鉄） 516-99 
レポーター 172-XX 
レンズ荒仕上工 604-11 
レンズ荒摺検査工 609-24 
  
レンズ荒ずり工 604-11 
レンズ荒摺工 604-11 
レンズ回転研磨工 604-12 
レンズ加工工 604-20 
レンズ型押工 532-10 
  
レンズ組立工（写真機）  603-31 
レンズ検査工 609-24 
レンズ研磨検査工 609-24 
レンズ研磨工 604-12 
レンズ研磨工・調整工 604-00 
 
レンズ研磨仕上工  604-12 
レンズコーティング工 604-20 
レンズシャッター取付工 603-30 
レンズ焦点調整工 604-13 
レンズ心出工 604-13 
 
レンズ心取工 604-13 
レンズ砂洗工 604-11 
レンズ砂かけ工 604-11 
レンズ成形工 532-10 
レンズ清しき工 604-20 
 
レンズ精密仕上工 604-20 
レンズ接合工 604-30 
レンズ切断工 532-99 
レンズ旋盤工 604-10 
レンズ素材研磨工 604-12 
 
レンズ玉揚工 604-20 
レンズ玉押工 604-20 
レンズ着色工 609-99 
レンズ調整工 604-10 
レンズ貼合せ工 604-30 
 
レンズ表面処理加工工 604-20 
レンズピント検査工 609-24 
レンズふき上工 604-20 
レンズメータ組立工 603-20 
レンタカー営業所員 393-10 
 
レンタカー従業員 393-10 
レンタルショップ店員 393-10 
レンチ製造工 559-22 
レントゲン技師（医療・保健業） 101-10 
レントゲン工（非破壊検査工：材質を問わず） 519-53 
 
レントゲン車運転手（病院） 479-10 
レントゲン助手 119-99 
レントゲンフィルム製造工 529-31 
  
 

レーシ ― レント 
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ロ 
 
 
 
ロイドサーベイヤー 033-10 
ローダ運転工（金属・非金属鉱） 751-10 
ローダ運転工（炭鉱） 751-10 
ロータリーキルン工（セメント製造） 537-10 
ロータリー工（薄板製造工） 662-11 
  
ロータリー工（割箸製造） 663-10 
ロータリーテーブル仕上工  559-99 
ロータリーホイスト工 732-21 
ロータリーレース工 662-11 
ロードグレーダー運転工 734-12 
 
ロードサービスマン（日本自動車連盟） 592-XX 
ロードテスター 599-21 
ロードパッカー運転手 479-10 
ロート油製造工 524-30 
ロードローラ運転工 734-12 
  
ロードローラ組立工 571-32 
ローパルプ工 671-10 
ロービング工（ガラス繊維製造） 532-20 
ロービング工（紡績） 641-40 
ロープウェイ案内係 499-99 
  
ロープウェイ運転員 739-31 
ロープウェイ組立工（車体） 594-22 
ロープ製造工（繊維製） 648-10 
ロープ製造工（ワイヤロープ）  558-11 
ロープ製造工（わら製） 667-30 
 
ローラーみがき工 646-99 
ローラ運転工 734-12 
ローラ工（印刷業） 689-99 
ローラ手入工（紡績業） 809-34 
ローリー運転手 473-15 
 
ローリングマシン工（ガラス製品製造） 532-10 
ロール運転工（鉱業） 759-99 
ロール掛工（製革） 701-33 
ロール加工工 516-60 
ロールカレンダー工（加工紙製造） 673-99 
 
ロールカレンダー工（織布つや出し加工） 645-13 
ロールカレンダー工（プラスチック製品製造） 693-18 
ロール機圧延工（製鉄、製鋼） 516-20 
ロール機抄造工（製紙） 672-10 
ロール組立工（製鉄、製鋼） 571-99 
  
ロール研削盤工  551-16 
ロール研磨工  551-16 
ロールコア製造工 674-30 
ロール工（ゴム製造）  691-13 
ロール工（石けん製造） 524-10 

ロール工（マーガリン） 615-41 
ロール製粉工（香辛料製造） 619-14 
ロール旋盤工 551-11 
ロール操作工（パン・菓子製造） 622-XX 
ロール盤工 551-16 
  
ロールバンド工（製材） 661-20 
ローレット切削工 551-99 
ロストワックス工 513-XX 
ロストワックス仕上工 519-30 
ロッカー係（ゴルフ場） 392-10 
 
ロッカーバッグ運び人（ゴルフ場） 375-26 
ロックウール製造工 549-99 
ロックナット製造工 559-20 
ロッド工（ガラス繊維加工） 532-99 
ロッド成形工（ガラス製造） 532-99 
 
ロット製造工 559-20 
ロッドミル運転手（砕石） 549-99 
ロビーアテンダント 372-13 
ロビーウーマン（銀行） 253-10 
ロビー係（サウナ風呂） 354-10 
 
ロボット機械設計技術者 031-XX 
ロングショアーマン 791-10 
ロングボンド工（砕木パルプ製造） 671-12 
ロングポンド工（チップ工場） 661-30 
 
 
 
  

ワ 
 
 
 
ワードプロセッサ操作員 311-30 
ワーパー工 643-10 
ワーピング工 643-10 
ワープロオペレータ 311-30 
ワイシャツ裁縫仕立職  655-12 
 
ワイシャツ裁縫仕立職（一貫して仕立てる者） 652-10 
ワイシャツ仕上工（クリーニング業） 355-14 
ワイシャツ仕上工（縫製） 659-60 
ワイシャツ縫製工 655-12 
ワイパー組立工 571-40 
 
ワイヤーハーネス組立工 588-10 
ワイヤービード加工員 692-99 
ワイヤーボンディング工 585-32 
ワイヤーロープ製造工 558-11 
ワイヤカット放電加工工 551-31 
  
ワイヤグリップ製造工 559-20 
ワイヤスプーラー工 517-10 
ワイヤスプリングリレー工 589-46 
ワイヤフォーミングマシン製造工 571-30 
ワイヤブラシ製作工 714-22 

ロイド ― ワイヤ
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ワイヤプロテクター製造工 559-20 
ワイヤヘルド製造工 559-20 
ワイヤボンド工 585-32 
ワイヤメモリースタック製造工 589-40 
ワイン製造工 633-20 
  
ワイン・ソムリエ 371-13 
ワインダー工（巻糸工） 649-14 
ワキ方 193-12 
ワクチン製造技術者 042-10 
ワクチン製造工 525-10 
  
ワゴン製造工（金属製） 599-99 
ワゴン製造工（木製） 664-20 
ワックス製造工 529-99 
ワニスクロス製造工 649-30 
ワニス製造工 529-40 
 
ワニス塗装工 723-30 
ワンタッチグルアー機操作員（紙器製造） 674-11 
ワンタン皮製造工 621-40 
ワンタン・シューマイ皮製造工 621-40 
ワンマンカー運転手（市街電車）  462-10 
  
ワンマンカー運転手（路線バス）  471-11 
ワンマンバス運転者 471-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ワイヤ ― ワンマ 
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Ａ 
 
 
 
ＡＣＧテスター巻線工 589-99 
ＡＤ（アシスタントディレクター：放送業） 194-20 
ＡＥ（アカウントエグゼクティブ） 335-14 
ＡＥ（アカウントエグゼクティブ：広告代理業） 335-14 
ＡＬＣパネル施工工 779-99 
  
ＡＬＣ工（気泡コンクリート製造） 538-12 
ＡＬＣ取付工（建設業） 779-99 
ＡＯＤ(精錬）工 511-20 
ＡＰＣ（番組編成員） 172-22 
ＡＰ製造工（パルプ製造） 671-10 
  
Ａｓプラントオペレータ 734-21 
ＡＴＭ（現金自動預払機）組立工 571-99 
ＡＴＭ（現金自動預払機）製造工 586-99 
ＡＴＳ（自動列車停止装置）製造工 586-99 
ＡＶ（オーディオビジュアル）設備設計員 034-20 
  
ＡＶデザイナー 184-20 
ＡＷ工（オートワインダー巻糸工） 649-14 
 
 
 
 
 
 

Ｂ 
 
 
 
ＢＧＭプランナー 209-99 
ＢＧ運転工（ビレットグラインダー操作工） 519-30 
ＢＭＥＴ 119-20 
  
 
 
 
 

Ｃ 
 
 
 
ＣＡＤオペレーター 726-11 
ＣＡＤトレーサー 726-11 
ＣＡＭオペレーター（金属加工） 551-99 
ＣＡＴＶ工事人 745-10 
ＣＣＭ（コンピュータカラーマッチング）係員 646-40 
  
ＣＤ（クリエイティブディレクター） 184-10 
ＣＤショップ店員 324-20 
ＣＥ（カスタマーエンジニア：事務機器保守サービス） 589-60 
ＣＥ（カスタマーエンジニア：電気機械器具修理） 589-60 
ＣＥＯ（最高経営責任者） 221-10 

ＣＦＯ（最高財務責任者：取締役であるもの） 221-20 
ＣＦプランナー 194-99 
ＣＦプロデューサー 194-99 
ＣＧＰ製造工（パルプ製造） 671-10 
ＣＧアーティスト 184-11 
 
ＣＧデザイナー 184-11 
ＣＩデザイナー 184-11 
ＣＭタレント 193-99 
ＣＭディレクター 184-10 
ＣＭライター 171-50 
  
ＣＭ素材部員（広告代理店） 171-50 
ＣＯＯ（最高執行責任者） 221-10 
ＣＰＡ（公認会計士） 141-10 
ＣＲＣ（看護師であるもの） 093-10 
ＣＲＣ（薬剤師であるもの） 084-10 
 
ＣＳ（顧客満足）係 289-99 
 
 
 
 
 
 
 

Ｄ 
 
 
 
ＤＥＰＯ作業員 793-10 
ＤＩＹ店店員 324-20 
ＤＪ（ディスクジョッキー：ラジオ） 209-10 
ＤＬ機関士 461-20 
ＤＰＥショップ店員 272-12 
 
ＤＰＥ取次人 339-42 
ＤＰＥ受付事務員 272-12 
ＤＴＰオペレーター 689-99 
ＤＴＰデザイナー 689-99 
ＤＶＤプレーヤ組立工 582-20 
 
 
 

Ｅ 
 
 
 
ＥＤＣ（エチレンジクロリド）製造工 521-12 
ＥＧ（エチレングリコール）製造工 521-12 
ＥＬ（電気機関車）修理工 594-40 
ＥＬ機関士 461-10 
ＥＭデバイス技術者 039-10 
 
ＥＶＡ（エチレン酢酸ビニル）製造工 521-15 

Ａ ― Ｅ



  

  

  

  

  

  

  
 
 

 206

 
 

Ｆ 
 
 
 
ＦＢＴ係（トランス組立） 581-30 
ＦＤ（フロアディレクター） 194-20 
ＦＬ（フォークリフト）運転手  499-10 
ＦＲＰパネル水槽組立工 699-99 
ＦＲＰ成形工 693-10 
 
ＦＲＰ船積層工 693-20 
ＦＲＰ船舶製造工(成形から組立まで一貫して行うもの) 599-99 
ＦＲＰ船舶船体成形工 693-20 
ＦＹ（フランジョーク）加工工 551-99 
 
 
 
 

Ｇ 
 
 
 
ＧＣＡ（無線誘導着陸装置）オペレーター 509-99 
ＧＲＰ（ガラス繊維強化プラスチック）加工工 693-XX 
 
 
 
 
 
 

Ｈ 
 
 
 
ＨＤＰＥ（低圧法ポリエチレン）製造工 521-15 
ＨＳ（Ｈ型スチール）切断溶接工 562-20 
  
 
 
 
 
 

Ｉ 
 
 
 
ＩＣ基盤検査工 589-76 
ＩＣ基板洗浄工 585-99 
ＩＣ生産オペレーター 585-XX 
ＩＣ製造工 585-XX 
ＩＥ（インダストリアルエンジニア） 071-10 
  
ＩＬＳ(計器着陸装置）操作員 509-99 
ＩＰ組立工（トレーニング用固定式自転車製造） 719-44 
ＩＲ（インベスター・リレーションズ）係 251-13 
ＩＴＶＣ組立工 603-30 
ＩＴアーキテクト 061-10 

ＩＴコンサルタント 061-10 
ＩＴスペシャリスト 061-10 
ＩＴセールス 061-10 
 
 
 
 
 

Ｊ 
 
 
 
ＪＡＶＡアプリケーション開発技術者 061-10 
ＪＡＶＡプログラマー 062-10 
  
 
 
 
 
 

Ｌ 
 
 
 
ＬＣＤ(液晶ディスプレイ）設計技術者 034-20 
ＬＤ（ライティングディレクター：映画、演劇、放送） 194-99 
ＬＤＰＥ（高圧法ポリエチレン）製造工 521-15 
ＬＦ（取鍋加熱炉）工 511-24 
ＬＮＧ装置組立工 571-30 
  
ＬＰＧ検査員（都道府県） 729-99 
ＬＰＧ充てん工 521-13 
ＬＰＧ製造工 522-12 
ＬＰＧ製造保安技術管理者 049-99 
ＬＰＧ製造保安統括者 231-10 
 
ＬＰガス製造オペレーター 522-12 
ＬＳＩ開発技術者 034-22 
ＬＳＩ製造工 585-XX 
 
 
 
 
 

Ｍ 
 
 
 
ＭＡＣオペレーター 689-99 
ＭＡＴＶ据付工 746-99 
ＭＣ（ラジオ・テレビ司会者） 209-10 
ＭＣオペレーター 551-26 
ＭＣプログラマー 062-10 
 
ＭＣ加工工（機械加工） 551-26 
ＭＣ整備工 572-11 
ＭＥＫ（メチルエチルケトン）製造工 521-12 
ＭＩＢＫ（メチルイソブチルケトン）製造工 521-12 
ＭｎＯ２（二酸化マンガン）製造工 521-13 

Ｆ ― Ｍ 
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ＭＰコンデンサー製造工 589-43 
ＭＰ製造工（パルプ製造） 671-10 
ＭＲ（医薬情報提供者） 327-22 
ＭＳＷ（医療ソーシャルワーカー） 121-11 
ＭＴ（衛生検査枝師） 102-20 
 
ＭＴＣユニット設計者（磁気テープ制御装置） 034-20 
 
 
 
 
 
 
 

Ｎ 
 
 
 
ＮＣフライス盤工 551-24 
ＮＣプログラマー 062-10 
ＮＣボール盤工 551-22 
ＮＣ機械工（金属加工）  551-20 
ＮＣ研削盤工 551-25 
 
ＮＣ工作機械オペレータ 551-20 
ＮＣ工作機械プログラマー 062-10 
ＮＣ工作機械工 551-20 
ＮＣ工作機械修理工 572-11 
ＮＣ工作機械操作員  551-20 
 
ＮＣ旋盤工 551-21 
ＮＣ中ぐり盤工 551-23 
ＮＣ放電加工工 551-31 
ＮＭＲオペレータ（大学薬学部） 042-XX 
 
 
 
 

Ｏ 
 
 
 
ＯＡ機器インストラクター 209-99 
ＯＣＲオペレータ 319-10 
ＯＭＡ（眼科診療補助員） 119-99 
ＯＭＲ操作員 319-10 
ＯＲＴ（視能訓練士） 107-10 
 
ＯＲワーカー 252-20 
ＯＴ（作業療法士） 103-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ｐ 
 
 
 
ＰＡ(音響)エンジニア 509-99 
ＰＡオペレーター 509-99 
ＰＡミキサー 509-99 
ＰＢＸ保守員 745-31 
ＰＣＭ技術者 035-10 
 
ＰＣオペレーター 319-10 
ＰＣ板製造工 538-12 
ＰＤ(プログラムディレクター） 194-20 
ＰＧ（プロピレングリコール）製造工 521-12 
ＰＭ（プロダクションマネージャー） 271-11 
 
ＰＭ（一般機械保守） 572-10 
ＰＭ（計器ＰＭ） 601-30 
ＰＭ（生産設備保守） 572-10 
ＰＯＰライター（スーパーなどの雇用者） 724-10 
ＰＯＰライター（店頭広告創案家） 171-50 
 
ＰＯＰレタラー（店頭広告ビラ書き人） 724-10 
ＰＰ（ポリプロピレン）製造工 521-15 
ＰＰパイプ製造工 693-10 
ＰＰ成形工（ポリプロピレン製品） 693-10 
ＰＲディレクター（広告業） 184-10 
 
ＰＲ事務員 251-13 
ＰＳ（ポリスチレン）製造工 521-15 
ＰＳＥ（プログラミングシステムエンジニア） 061-10 
ＰＴ（理学療法士） 103-10 
ＰＴ製造工（計器用変圧器） 581-32 
 
ＰＶＣ（ポリ塩化ビニール）シースケーブル製造工 584-22 
ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）製造工 521-15 
ＰＶＣ成形工 693-10 
 
 
 
 
 

Ｒ 
 
 
 
ＲＤ（ラジアルボール盤）工 551-12 
ＲＩ実験員 036-99 
 
 
 

Ｍ ― Ｒ
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Ｓ 
 
 
 
ＳＢ（シールドビーム）組立工 583-21 
ＳＣ（供給事務員） 259-99 
ＳＣＰ製造工（パルプ製造） 671-10 
ＳＥ（サービスエンジニア：電気機器関係） 589-60 
ＳＥ（サウンドエフェクト：映画、演劇、音楽、放送） 209-99 
 
ＳＥ（システムエンジニア） 061-10 
ＳＥ（セールスエンジニア：外交販売を主とするもの） 327-22 
ＳＥ（セールスエンジニア：電子計算機） 034-21 
ＳＭ（スチレンモノマー）製造工 521-12 
ＳＰ（セールスプロモーション：広告代理業） 252-10 
 
ＳＰ（販売促進）企画事務員 252-10 
ＳＰプランナー（広告宣伝業） 252-10 
ＳＰラバー製造工 691-10 
ＳＳサービスマン 324-50 
ＳＴ（言語聴覚士） 107-20 
 
 
 

Ｔ 
 
 
 
ＴＤ（テクニカルディレクター） 509-99 
ＴＫ（タイムキーパー） 271-11 
 
 
 
 
 
 

Ｖ 
 
 
 
ＶＣＭ（塩化ビニルモノマー）製造工 521-12 
ＶＥ（ビデオエンジニア） 509-99 
ＶＭ（縦フライス盤）工 551-14 
ＶＴＲ・テープレコーダー組立工 582-21 
ＶＴＲ係（放送業） 509-99 
 
ＶＴＲ組立工 582-21 
ＶＵメータ組立工 601-10 
Ｖベルト製造工（ゴム製） 692-XX 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ｗ 
 
 
 
ＷＥＢアプリケーションプログラマー 062-10 
ＷＥＢアプリケーション開発技術者 061-10 
ＷＥＢエンジニア 061-10 
ＷＥＢクリエーター 184-99 
ＷＥＢディレクター 194-99 
 
ＷＥＢデザイナー 184-99 
ＷＥＢプロデューサー 194-99 
 
 
 
 
 
 

Ｘ 
 
 
 
Ｘ線応用装置組立・調整工 586-20 
Ｘ線管製造工 583-20 
Ｘ線管組立工 583-21 
Ｘ線装置修理工 586-20 
Ｘ線装置製造技術者 034-21 
 
Ｘ線装置組立工 586-20 
Ｘ線測角工（水晶振動子製造） 589-44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｓ ― Ｘ 
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01 科学研究者 

011 自然科学系研究者  
011-10 理学研究者 

 緯度観測技術者 
 気象解説者 
 気象学研究者 
 気象観測技術者 
 気象研究員 
 気象台長 
 生化学研究員 
 測候所長 
 地学研究員 
 地質学研究者 
 地質研究員 
 地理学研究者 
 津波研究員 
 天文学研究者 
 天文研究員 
 土壌肥料研究員 
 農業地質研究員 
 予報官（気象庁） 

011-11 数学研究者 
 数学者 
 統計学研究者 
 統計数理研究員 

011-12 物理学研究者 
 コバルト研究員 
 コロナ研究技術者 
 地震研究員 
 実験物理研究員 
 地球物理学研究員 
 低温科学研究員 
 電波研究者 
 物理学者 

011-13 化学研究者 
 化学者 
 合成化学研究員 
 石油化学研究員 
 無機化学研究者 
 有機化学研究者 
 有機研究員 

011-14 生物学研究者 
 遺伝研究員 
 昆虫学研究員 
 植物学研究員 
 植物学者 
 植物病理学研究者 
 生物化学研究者 
 生物学者 
 動物学研究員 
 動物学者 
011-20 工学研究者 

 印刷研究員 
 織物研究員 

 原子力開発研究者 
 原子力研究員 
 工学研究員 
 工業技術研究員 
 鉱山研究員 
 鉱床研究員 
 合成繊維研究員 
 鉱石分析研究員 
 コンクリート研究員 
 採鉱試験研究員 
 製錬試験研究員 
 繊維工学研究員 
 繊維性能研究技術者 
 染色研究員 
 船舶ぎ装研究員 
 船舶研究員 
 鉄鋼技術研究員 
 電気化学研究員（電気磁気材料研究所） 
 物理探鉱研究員 
 物理冶金研究員 
 船型研究技術者 
 プラント研究員 
 メカトロニクス研究者 
 硫安製造研究員 
 冷熱製品研究員 

011-21 土木・建築工学研究者 
 建築研究員 
 建築工学研究員 
 建築設備研究員 
 土木研究員 
 土木工学研究員 
 農業土木研究員 

011-22 機械工学研究者 
 機械研究員 
 鉄道車両研究員 
 農業機械研究員 

011-23 材料工学研究者 
 金属研究員 
 金属材料研究員 

011-24 電気・電子工学研究者 
 通信工学研究員 
 電気研究員 
 電気工学研究員 
 電気試験研究員 
 電子管研究員 
 電磁機器研究員 

011-25 情報工学研究者 
011-26 生命工学研究者 

 バイオテクノロジー研究者 
011-30 農・林・水産学研究者 

 園芸研究者 
 寄生虫学研究員 
 農芸化学研究技術者 
 発酵研究技術者 
 発酵微生物研究員 
 肥料研究員 
 養蚕研究員 



  

  

  

  

  

  

  

 02 

  
 
 

 210

011-31 農学研究者 
 果実研究員 
 穀類貯蔵加工研究員 
 蔬菜（そさい）研究者 
 土壌研究者 
 農業技術研究員 
 農作物研究者 

011-32 林学研究者 
 林学研究員 
 林業試験場研究員 

011-33 獣医学・畜産学研究者 
 家畜衛生試験研究員 
 獣医学研究者 
 畜産化学研究員 
 畜産学研究者 
 畜産研究員 
 ブロイラー研究員 

011-34 水産学研究者 
 加工技術研究員（水産学） 
 水産技術研究者 
 水産研究員 
 水産試験場研究員 
011-40 医学研究者 

 疫学研究者 
 解剖学研究員 
 血液研究員 
 細菌学研究者 
 麻薬研究者 
 予防衛生研究技術者 

011-41 生理学研究者 
011-42 病理学研究者 

 病理昆虫研究員 
 病理細菌技術者 

011-43 薬学研究者 
 医薬品研究員 
 学術部員（製薬会社） 
 動物実験員（医薬品製造） 
 薬品研究員 
 薬物化学研究者 
 薬理研究員 

011-44 歯学研究者 
011-99 他に分類されない自然科学系研究者 

 栄養学研究者 
 栄養微生物研究員 
 海洋学研究者 
 科学捜査研究員（都道府県警） 
 花卉（かき）研究員 
 航海学研究者 
 工芸研究員 
 色彩科学研究員 
 食品栄養研究員 
 食品化学研究員 
 食品研究員 
 プレパラート技術員 
011-XX 試験所員（自然科学系） 

 主任研究員（自然科学） 
 主任研究指導員（自然科学） 

012 人文・社会科学系研究者  
012-10 人文科学研究者 

 学芸研究員 
 言語研究員 
 国語研究者 
 宗教研究者 
 人類学者 
 文化財研究者 

012-11 哲学研究者 
012-12 史学研究者 

 史料研究員 
 歴史学研究者 

012-13 文学研究者 
012-14 美術研究者 

 絵画研究員 
012-15 心理学研究者 
012-16 教育学研究者 

 教育研究員 
012-20 社会科学研究者 

 人口学研究員 
 農業政策研究員 

012-21 社会学研究者 
012-22 法学・政治学研究者 

 研究官（法務総合研究所） 
 政治学研究員 
 政治学者 
 法学研究員 
 法律学者 

012-23 経済学研究者 
 エコノミスト（金融機関研究所） 
 経済研究者 
 農業経済学研究員 

012-24 商学・経営学研究者 
 経営学研究員 
 商学研究員 

02 農林水産業・食品技術者 

021 農業技術者  
021-10 農業技術員 

 園芸技術員 
 果樹栽培指導員 
 耕作指導員 
 椎茸栽培技術員 
 種苗鑑定員 
 種苗検査官 
 たばこ耕作指導員 
 たばこ栽培技術員 
 たばこ生産関係技術員 
 農業技術指導員 
 農事指導員 
 米作指導員 

021-11 種苗育成技術員 
 育種技術員 
 種苗生産指導員 
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021-12 土壌改良技術員 
021-13 病虫害防除技術員 

 病虫害虫駆除技術者（農業） 
 病虫害予察員（農業） 
021-20 農業経営指導員 

 営農指導員 
 生活改善指導員 
 農業改良指導員 
 農業指導員 
021-30 農作物検査員 

 外国産食糧検査指導員 
 穀物検査員（検査所） 
 米検査員（農政事務所） 
 植物防疫員（農作物） 
 植物防疫官 
 食糧検査員 
 たばこ鑑定技術員 
 農産物検査官（農政事務所） 
 米穀検査員 
 米麦検査員 
021-XX 農業普及指導員（都道府県） 

022 畜産技術者  
022-10 畜産技術員 

 飼育技術員 
 種鶏改良者 
 畜産技術指導員 
 畜産コンサルタント 
 緬（綿）羊飼育指導員 
 養鶏改良者 
 養鶏技術員 
 養鶏指導員 
 養兎技術員 
 酪農技術者 

022-11 種付技術員 
 家畜人工授精師（獣医師でないもの） 
 人工授精師（獣医師でないもの） 
 種付技術者 

022-12 ふ化技術員 
 孵（ふ）卵技術者 

022-13 肥育技術員 
022-14 飼料技術員 
022-15 ふん尿処理技術員 

022-20 養蜂技術員 
022-30 畜産検査技術員 

 乳質検査員（牧場） 
 乳量検査員（農業協同組合） 
 ホルスタイン検定員 

022-31 ひな鑑別員 
 雌雄鑑別人 
 初生雛（ひな）鑑別人 
 ひな鑑別技術者 

023 林業技術者  
023-10 林業技術員 

 営林技術員 
 山林管理技術員 

 山林用種苗技術者 
 森林インストラクター 
 森林種苗技術員 
 造林技術者 
 特用林産技術員 
 林業指導員 
 林産技術員 

023-11 森林病害虫防除技術員 
023-20 林業検査技術員 

 材木見積り技術員 
 樹木医 
 樹木診断士 
 立木調査員 
 伐採検知者 
 輸入木材検疫係 
 林産物検査員 
023-XX 主任専門技術員（都道府県：農林部） 

 農林技術者 
 林業専門技術員 
 林業普及指導員（都道府県） 

024 水産技術者  
024-10 水産技術員 

 水産技術者 
024-11 養殖技術員 

 魚類養殖技術者 
 真珠養殖技術者 
 熱帯魚養殖技師 
 海苔養殖技術者 
 孵化場技術者（水産業） 

024-12 漁労技術員 
024-20 水産物検査技術員 

 水産物検査員（検査所） 
024-30 水産資源保護指導員 

 漁場調査員 
024-XX 主任専門技術員（都道府県：水産部） 

 水産業普及指導員（都道府県） 

025 食品技術者  
025-10 食品製造技術者 

 食品工業技術者 
 植物油製造技術者 
 水産食品製造技術者 
 水産物加工技術者 
 製菓技術者 
 精穀製粉技術者 
 製茶技術者 
 製糖技術者 
 精糖技術者 
 製粉技術者 
 清涼飲料製造技術者 
 乳製品技術者 
 乳製品検査技術者 
 マーガリン製造技術者 
 酪農製品技術者 

025-11 かん詰製造技術者 
 缶詰打検技術員 
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 食品缶詰製造技術者 
025-12 食品冷凍技術者 

 製氷技術者 
 冷凍技術者（食品） 
 冷凍食品検査員 
025-20 醸造技術者 

 酒造技術者 
 醸造試験技師 
 醤油製造技術者 
 清酒製造技術者 
 発酵技術員 
 味そ製造技術者 
025-99 他に分類されない食品技術者 

 枝肉格付員 
 食肉格付員 
 食肉等級判定員 
025-XX 食品衛生管理者 

 食品化学技術者 

029 その他の農林水産業・食品技術者  
029-10 養蚕技術者 

 原料技術員（生糸製造） 
 蚕業技術員 
 蚕種鑑別員 
 蚕種鑑別技術者 
 蚕種製造技術員 

029-11 栽桑技術員 
029-12 養蚕技術員 

 原蚕種飼育指導員 
 養蚕飼育指導員 
 養蚕指導技術員 

029-13 蚕業検査技術員 
 蚕繭（けん）検査員 
 蚕種検査員 
 蚕種検査技術者 
 繭（まゆ）検定員 
029-99 他に分類されない農林水産業・食品技術者 

03 機械・電気技術者 

031 機械技術者  
031-10 一般機械技術者 

 圧延機械技術者 
 圧縮空気機関製造技術者 
 一般機械据付技術者 
 印刷機械製造技術者 
 エアーブレーキ技術者 
 エスカレータ装置設計技術者 
 海洋構造物技術者（機械） 
 化学機械設計技術者 
 金型設計士 
 缶詰機械製造技術者 
 機械技術コンサルタント 
 機械技術士 
 機械技術指導員 
 機械工業技術者 

 機械保安係員（鉱山） 
 汽かん保安係員（鉱山） 
 金属圧延機製造技術者 
 金属加工技術者 
 金属機械技術者 
 金属材料試験機設計技術者 
 空気圧縮機製造技術者 
 空気調和機械製造技術者 
 クレーン製作技術者 
 建設機械製造技術者 
 建設機械設計技術者 
 建設用トラクター設計技術者 
 工業炉設計技術者 
 工具設計技術者 
 鉱山機械製造技術者 
 コンベア設計技術者 
 さく井機製造技術者 
 産業機械設計技術者 
 治工具設計製図技術者 
 試錐機製造技術者 
 自動改札装置設計技術者 
 自動化機械開発員 
 自動織機設計技術者 
 自動調節装置設計技術者 
 車両検査技術者 
 集材機械製造技術者 
 昇降機試験技術者 
 水道用機械設計技術者 
 水力タービン製造技術者 
 水力タービン設計技術者 
 製管機械技術者 
 製缶技術者 
 製材機械技術者 
 製紙装置製作技術者 
 製鉄機械技術者 
 製粉装置設計技術者 
 製薬機械技術者 
 石油燃焼機器設計技術者 
 選鉱機械設計技術者 
 染色機械技術者 
 染色機械製造技術者 
 築炉設計士 
 鉄工技術者 
 鉄道機関車製造技術者 
 鉄道車両部品設計士 
 電気機関車設計技術者 
 土木機械設計技術者 
 荷造機械設計技術者 
 荷役機械製造技術者 
 農業用機械設計技術者 
 半導体製造装置設計士 
 ピストンリング製造技術者 
 保安検査員（高圧ガス保安協会） 
 ボイラー検査員（日本ボイラ協会） 
 ボイラー設計技術者 
 紡機製造検査技術者 
 紡績機械製造技術者 
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 紡績機械製造検査技術者 
 ミシン製作技術者 
 メリヤス機械製造技術者 
 溶接係員（鉱山） 
 溶接保安係員（鉱山） 
 冷凍装置設計技術者 

031-11 原動機技術者 
 エンジン設計技術者 
 原動機製造技術者 
 航空機エンジン技術者 
 航空機機関技術者 
 航空発動機製造技術者 
 ジェットエンジン設計技術者 
 自動車用エンジン設計技術者 
 設計技術者（内燃機関製造） 
 船用機関技術者 
 塑性加工技術者（自動車用エンジン製造） 
 内燃機関製造技術者 
 内燃機関設計技術者 
 発動機研究技術者（原動機製造） 
 ボイラー・タービン技術者 

031-12 工作機械技術者 
 工作機械組立技術員 
 工作機械設計検査技術者 
 切削工作機械設計技術者 
 放電加工機設計技術者 
031-20 自動車技術者 

 自動車修理技術指導員 
 自動車製作技術者 
 自動車設計技術者 
 バスボディー設計技術者 
031-30 精密機械技術者 

 圧力計製造技術者 
 計算機械製造技術者 
 光学機械技術者 
 光学レンズ製造技術者 
 衡器製作技術者 
 工業計器設計技術者 
 航空計器技術者 
 写真機製造技術者 
 精密測定機製作技術者 
 精密測定工具設計技術者 
 測量機械設計技術者 
 測光測色用計器製造技術者 
 理化学機械製造技術者 
031-40 プラント技術者 

 化学反応装置設計技術者 
 化学プラント設計技術者 
 プラントエンジニア 
 プラント技術士 
 プラント設計技術者 
031-XX 機械工作技術者 

 機械設計技術者 
 機械設計士 
 機械配置技術者 
 産業用ロボット設計技術者 
 ロボット機械設計技術者 

032 航空機技術者  
032-10 航空機技術者 

 グライダー設計技術者 
 航空機組立技術者 
 航空機検査官 
 航空機製作技術者 
 航空機設計技術者 
 航空機用プロペラ製作技術者 
 航空検査技術員 
 航空工場検査員 
 耐空検査員 

033 造船技術者  
033-10 造船技術者 

 油タンク船設計技術者 
 小型船舶検査員（日本小型船舶検査機構） 
 サーベイヤー（船舶検査員） 
 船舶技術士 
 船舶ぎ装技術者 
 船舶検査技術員 
 船舶設計技術者 
 ボート製造技術者 
 木造船製造技術者 
 ロイドサーベイヤー 

034 電気技術者  
034-10 強電技術者 

 鉱山電気技術者 
 車両電気技術員 
 電気冷凍機技術者 
 電気冷凍機製造技術者 
 電動機製造技術者 
 電動機設計技術者 
 内燃力発電機械技術者 
 発電機製造技術者 
 発電機設計技術者 
 変圧電気技術者 
 変電技術者 
 変電所電気技術員 
034-20 弱電技術者 

 医療機器設計士（電気計測器、電子応用
装置） 

 ＡＶ（オーディオビジュアル）設備設計員 
 液晶パネル開発技術者 
 ＭＴＣユニット設計者（磁気テープ制御

装置） 
 ＬＣＤ(液晶ディスプレイ）設計技術者 
 オーディオ技術者 
 オーディオビジュアル設備設計員 
 オーディオ・ビデオエンジニア 
 音響機器設計者 
 音響技術者 
 カーステレオ機構設計技術者 
 給湯器開発設計技術者（電気式） 
 計器設計技術者（電気式） 
 磁気媒体開発研究員（工場） 
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 弱電工事技術者 
 精密測定器技術者（電気式） 
 積算電力計製作技術者 
 テレビ製作技術者 
 電気音響装置製造技術者 
 電気回路設計技術者 
 電気回路設計士 
 電気計測器製作技術者 
 電気冷蔵庫製造技術者 
 電話修理技術員 
 内燃機関電装品製造技術者 
 ネオンランプ製造技術者 
 配線設計士（電気機械器具製造） 
 ビデオ機器製造技術者 
 プリント回路設計技術者 
 ラジオ製造技術者 

034-21 電子機器技術者 
 液晶モジュール部品設計士 
 ＳＥ（セールスエンジニア：電子計算機） 
 Ｘ線装置製造技術者 
 エレクトロニクスエンジニア 
 コンピュータ調整技術員 
 システム用機器設計者（電子計算機製造） 
 情報機器開発技術者 
 整流器設計技術者 
 セールスエンジニア（電子計算機） 
 セールスエンジニア（ＯＡ機器） 
 電子管製造技術者 
 電子機器設計技術者 
 電子計算機技術者（維持管理） 
 電子計算機技術者（メカニック） 
 電子計算機製造技術者 
 電子工学技術者 
 ハードウェア技術士 
 レーザー技術者 

034-22 半導体技術者 
 アナログ回路設計技術者 
 ＬＳＩ開発技術者 
 高周波回路設計技術者 
 集積回路製造技術者 
 デジタル回路設計技術者 
 電子回路設計技術者 
 トランジスタ製造技術者 
 半導体製品製造技術者 
 半導体設計技術者 
 プリント配線基板設計士 
034-30 電気装置技術者 

 制御盤設計技術者 
 電気設備設計技術者 
 電気装置設計技術者 

034-31 発送電装置技術者 
 外線設計技術者 
 給電技術者 
 工事管理者（電気供給業） 
 電力技術員 
 電力制御装置設計技術者 
 配電技術者 
 配電盤設計技術者 

 発送電技術者 
 発電技術者 
 発電施設設計技術者 
 発電所機械技術者 
 変圧器製造技術者 
 変圧器設計士 
034-99 他に分類されない電気技術者 

 計装技術員 
 計測技術員 
 自家用電気工作物調査係（電気保安協会） 
 テクニカル・ディレクター（技術監督：

電気製品製造） 
 電気工作物保安係（電気保安協会） 
 電気工事技術者 
 電気工事施工管理技士 
 電気工事設計監督 
 電気試験技術者 
 電気設備管理技術者 
 電気設備設計士 
 電気保安係員（鉱山） 
 電気保安管理士（電気保安協会） 
 電気防蝕技術者 
 電気溶接機製造技術者 
 電線検査技術者（電線製造） 
 舶用電気技術者 
 舶用電気設計技術者 
 舞台設備設計技術者（電気装飾工事） 
 レースウェイ商品開発技術者 
034-XX 設計技術者（電機機械器具） 

 電気管理技術者 
 電気機械運転技術員 
 電気機械技術者 
 電気機械製造技術者 
 電気機械設計技術者 
 電気機具製造技術員 
 電気技術士 
 電気設計技術員 
 電気設計士 

035 電気通信技術者  
035-10 電気通信技術者 

 移動体通信技術者 
 衛星通信技術者 
 航空管制技術官 
 データ通信設計員 
 電気信号装置製造技術者 
 電気通信施設技術者 
 電気通信施設設計技術者 
 電信保守技術者 
 電話機製造技術者 
 電話交換機械技術者 
 電話中継技術員 
 搬送装置製作技術者 
 ＰＣＭ技術者 
 放送施設整備技術者（放送業） 
 無線通信装置設計技術者 
 無線電気通信機製造技術者 
 有線通信機製造技術者 
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 有線電気通信技術者 
 レーダ製造技術者 
 レーダ整備技術者 

036 原子力技術者  
036-10 放射性物質製造技術者 

 核燃料技術者 
 核燃料再処理技術者 
 核燃料製造技術者 
 ラジオアイソトープ製造技術者 
036-20 原子炉技術者 

 核融合専門技術者 
 原子炉運転技術者 
 原子炉オペレータ 
 原子炉制御技術者 
 原子炉設計技術者 
 原子炉保守技術者 
036-30 放射線利用機器技術者 

 放射線機器製造技術者 
 放射線利用機器設計技術者 
 放射線利用機器取扱技術者 
 放射線利用技術者 
036-40 放射線安全管理技術者 
036-99 他に分類されない原子力技術者 

 ＲＩ実験員 
 核熱管理技術者 
 核燃料取扱主任者 
 原子力開発技術者 
 原子力施設検査官 
 放射性廃棄物処理技術者 
 放射性廃棄物取扱技術者 
 放射性物質取扱技術者 
 放射線検査官 
 ラジオアイソトープ取扱技術者 

039 その他の機械・電気技術者  
039-10 その他の機械・電気技術者 

 ＥＭデバイス技術者 
 責任技術者（医療機器製造） 
 燃料電池開発技術者 
 バルブ製造技術者 

04 鉱工業技術者（機械・電気技術者を除く） 

041 金属製錬・材料技術者  
041-10 金属製錬技術者 

 化学冶（や）金技術者 
 軽金属技術者 
 製鋼技術者 
 製鉄技術者 
 チタン製錬技術者 
 鉄鋼技術者 
 銅精錬技術者 
 物理冶（や）金技術者 
 冶（や）金技術者 

041-11 電気精錬技術者 
 アルミニウム精錬技術者 
 電気化学技術者（金属製造処理） 
 電気化学技術者（金属精錬） 
 電気冶（や）金技術者 
041-20 鋳造技術者 

 鋳物技術者 
 ダイカスト技術者 
041-30 鍛造技術者 
041-40 圧延技術者 
041-50 合金技術者 
041-99 他に分類されない金属製錬・材料技術者 

 金属材料試験技術者 
 金属試験技術者 
 金属表面処理技術者 
 建築金物製造技術者 
 鋼材設計技術者 
 鋼線鋼索製造技術者 
 試作品試験技術員（金属製品） 
 電解炉操炉技術者 
 熱処理技術者 
 溶接技術者 
041-XX 金属技術士 

042 化学技術者  
042-10 有機化学技術者（高分子化学を除く） 

 アルコール製造技術者 
 医薬動物実験検査員 
 医薬品製造管理者 
 医薬品製造技術者（薬剤師でないもの） 
 印刷インキ製造技術者 
 液晶・有機ＥＬ技術者 
 界面活性剤製造技術者 
 顔料製造技術者 
 化粧品製造技術者 
 合成染料工業技術者 
 香料製造技術者 
 ゴム製品技術者 
 写真感光剤製造技術者 
 写真フィルム製造技術者 
 潤滑油製造技術者 
 製薬技術者 
 製油技術者（油脂製造） 
 責任技術者（医薬部外品製造所） 
 責任技術者（化粧品製造） 
 石油化学技術者 
 石油精製技術者 
 石けん製造技術者 
 接着剤製造技術者 
 セロファン製造技術者 
 洗剤製造技術者 
 染色化学技術者 
 染料製造技術者 
 タール製品製造技術者 
 天然染料製造技術者 
 塗料製造技術者 
 農薬検査員 
 農薬製造技術者 
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 発色技術員（染料製造） 
 ベンゾール製造技術者 
 メタノール製造技術者 
 木材化学工業技術者 
 薬品化学技術者 
 薬品研究技術者（医薬品製造） 
 有機金属製造技術者 
 有機ゴム薬品製造技術者 
 有機酸製造技術者 
 有機薬品製造技術者 
 油脂化学技術者 
 油脂加工技術者 
 油脂製品製造技術者 
 ワクチン製造技術者 
042-20 無機化学技術者（高分子化学を除く） 

 アルミナ製造技術者 
 アンモニア合成技術者 
 アンモニア製造技術者 
 硫黄精錬技術者 
 カーバイド製造技術者 
 カーボンブラック製造技術者 
 化学肥料製造技術者 
 化学薬品製造技術者 
 ガス供給技術者 
 ガス製造技術者 
 活性炭製造技術者 
 火薬製造技術者 
 カルシウムカーバイド製造技術者 
 コークス製造技術者 
 酸素製造技術者 
 硝酸製造技術者 
 石炭乾留技術者 
 ソーダ工業技術者 
 窒素肥料技術者 
 電気化学技術者（アルミナ製造） 
 電気化学技術者（非金属） 
 非金属精錬技術者 
 非鉄金属精錬技術者 
 保安責任者（火薬類） 
 無機顔料製造技術者 
 無機合成技術員 
 無機薬品製造技術者 
 硫安製造技術員 
 硫酸製造技術者 
 燐酸製造化学技術者 
 燐酸肥料化学技術者 
042-30 高分子化学技術者 

 化学繊維検査技術者 
 化学繊維製造技術者 
 合成ゴム製造技術者 
 合成樹脂製造技術者 
 合成繊維製造技術者 
 高分子凝集剤技術者 
 高分子添加剤製造技術者 
 タイヤ製造技術者 
 ナイロン糸製造技術者 
 プラスチック製造技術者 

042-40 バイオケミカル技術者 
 アミノ酸発酵技術者 
 核酸発酵技術者 
 グルタミン酸製造技術者 
 酵素製造技術者 
 生物試験員（製薬業） 
042-50 分析化学技術者 

 医薬品検査技術員 
 化学繊維検査技術員 
 ガス分析技術員 
 環境測定技術員 
 工業薬品分析技術員 
 工場廃液分析技術員 
 ゴム製品分析技術員 
 生物試験検査技術員（医薬） 
 農薬検査技術員 
 無機薬品分析検査技術員 
 無機薬品分析試験技術者 
 メタノール分析技術員 
 薬品分析試験技術者 
 有機薬品分析技術員 
 油脂分析技術員 
042-XX ＮＭＲオペレータ（大学薬学部） 

 化学技術士 
 化学工業技術者 
 化学分析研究開発員 
 ケミカルエンジニア 
 工業化学技術者 
 信管ローテンダ技術者 
 農業化学技術者 
 排水調査技術員 

043 窯業技術者  
043-10 普通陶磁器技術者 

 陶磁器技術者 
 陶磁器焼成技術者 
 陶磁器成形技術者 
 陶磁器製造技術者 
043-20 ファインセラミックス製造技術者 

 化学工業用セラミックス技術者 
 構造用セラミックス技術者 
 絶縁陶磁器製造技術者 
 電気工業用セラミックス技術者 
 電子工業用セラミックス技術者 
 バイオ工業用セラミックス技術者 
043-30 ガラス技術者 

 ガラス製造技術者 
 ガラス設備技術者 
 ガラス繊維製造技術者 
 グラスファイバー技術者 
 製瓶技術者（ガラス製） 
043-99 他に分類されない窯業技術者 

 研削材製造技術者 
 研削砥（と）石製造技術者 
 セメント製造技術者 
 セメント分析技術者 
 耐火物製造技術者 
 焼石膏製造技術者 
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 煉瓦製造技術者 

049 その他の鉱工業技術者  
049-10 鉱山技術者 

 火薬係（鉱山） 
 金属鉱山地質技術者 
 金属鉱物分析員（鉱業） 
 鉱業技術員 
 鉱山選鉱技術者 
 鉱山地質技術者 
 鉱山調査技術者 
 坑内技術員 
 充填技術者（鉱山） 
 石油鉱山地質技術者 
 選鉱技術者 
 電気発破員 
 分析員（鉱業） 

049-11 探鉱技術者 
 試錐技術者 
 磁力探鉱技術者 
 探油技術者 
 電気探鉱技術者 
 物理探鉱技術者 

049-12 採鉱技術者 
 採油技術者 
 燐（りん）鉱石採掘技術者 

049-13 鉱山保安技術者 
 火薬保安係員（鉱山） 
 坑外保安係員（鉱山） 
 鉱害防止係員（鉱山） 
 鉱山保安係員 
 鉱山保安監督員 
 坑内保安係員（鉱山） 
 坑内保安技術者 
 上級保安技術者（鉱山） 
 職場安全管理者（採鉱、採石） 
 保安係員（鉱山） 
049-20 製糸・紡織技術者 

 織物検査員（検査所） 
 精練漂白技術者 
 繊維技術士 
 繊維検査員（検査所） 
 被服製造技術者 
 フェルト製造技術者 

049-21 製糸技術者 
 生糸検査員 
 蚕糸技術者 

049-22 紡績技術者 
 精紡技術者 

049-23 織布技術者 
 意匠設計技術者（織物業） 
 織物設計技術者 
 毛織技術者 
 製織技術者 

049-24 ニット技術者 
 メリヤス製造技術者 

049-25 染色技術者 
 染色加工技術者 

 染色指導員 
049-99 他に分類されない鉱工業技術者 

 アルミサッシ設計技術者 
 印刷技術者 
 ＬＰＧ製造保安技術管理者 
 応用理学技術士 
 家具設計士 
 火薬類製造保安責任者 
 高圧ガス製造保安技術管理者 
 光学設計技術者 
 光学薄膜設計技術者 
 合板技術者 
 製材技術者 
 生産設備設計技術者 
 製紙技術者 
 たばこ製造技術者 
 炭素製品製造技術者 
 パルプ製造技術者 
 皮革工業技術者 
 皮革鞣（じゅう）技術者 
 皮革精練技術者 
 プラスチック製品製造技術者 
 プレハブ資材製作技術者 
 木材加工技術者 
 木管技術者 
 木工技術者 

05 建築・土木・測量技術者 

051 建築技術者  
051-10 建築技術者 

 一級建築士 
 営繕技術者 
 応急危険度判定士（地方自治体） 
 カーテンウォール製作技術者 
 カーテンウォール設計技術者 
 管工事設計技術者 
 給排水衛生工事設計技術者 
 建築家 
 建築工事主任技術者 
 建築構造技術者 
 建築士 
 建築設備技術者 
 建築デザイナー 
 構造設計技術者 
 工務検査官 
 住宅性能評価員（建築士であるもの） 
 設備設計技術者 
 耐震診断士（建築士であるもの） 
 建物検査員（建築士であるもの） 
 二級建築士 
 配管工事技術者（建築物） 
 木造建築士 

051-11 建築設計技術者 
 建築設計監督技術者 
 建築設計コンサルタント 
 建築設計士 
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 建築設計者（設計業：業主） 
 建築物音響設計技術者 
 社寺建築設計技術者 
 住宅設計技術者 
 設計工事士 
 鉄骨建築設計者 
 内装設計技術者 
 見積り設計監督（建築士） 

051-12 工事監理技術者 
 管工事施工管理技士 
 建築施工管理技士 
 建築施行管理技術者 
 建築施工技術者 
 現場監督（管工事） 
 現場監督（大工工事） 
 現場代理人（建築工事：技術者であるもの） 
 設備工事施工管理技術者 
 内装工事施工管理技術者 

052 土木技術者  
052-10 道路技術者 

 道路建設技術者 
 林道設計技術者 
052-20 橋りょう技術者 

 橋梁（りょう）技術者 
 橋梁建設技術者 
 橋梁設計技術者 
 建設監督官（橋梁） 
052-30 ずい道技術者 

 隧道設計技術者 
052-40 河川技術者 

 河川改修技術者 
 河川土木技術者 
 治水技術者 
052-99 他に分類されない土木技術者 

 換地技士 
 給排水設備工事施工管理者 
 橋梁工事施工管理者 
 空港建設技術者 
 下水道設計者 
 建設工事施工管理者 
 現場監督（土木工事） 
 現場責任者（土木工事） 
 現場代理人（土木工事：技術者であるもの） 
 公共下水道設計工事監督者 
 公共下水道設計者 
 工事検査官（地方整備局） 
 耕地整理技術者 
 港湾建設技術者 
 港湾修築設計監督技術者 
 砂防工事技術者 
 指導員（土地改良区） 
 上水道設計技術者 
 森林土木技術者 
 水道建設技術者 
 水道工事技術者 
 水道敷設工事監督者 
 造園技術者 

 造園工事施工監理者 
 造園施工管理技士 
 造園設計技術者 
 ダム管理主任技術者 
 ダム工事現場監督 
 ダム水路主任技術者 
 治山技術者 
 庭園設計技術者 
 鉄道工事設計技術者 
 鉄道線路設計技術者 
 土建現場監督 
 土地改良区指導員 
 土木工事管理者 
 土木工事作業員監督 
 土木工事施工管理人 
 土木施工管理技術士 
 農業土木技術者 
 農業土木工事検査員 
 配管工事技術者（土木業） 
 配水技術者 
 保線技術者（鉄道） 
 舗装工事現場施工管理者 
 融雪設備設計技術者 
 林業土木技術者 
 林業土木工事検査員 
052-XX 工事代理店主任技術者（土木） 

 設計監督技術者（土木建築請負業） 
 設計技術者（土木施設） 
 土木建設技術者 
 土木建築設計技術者 
 土木建築設計コンサルタント 
 土木水路技術者 
 土木設計技術者 
 土木設計調査技術員 

053 測量技術者  
053-10 測量士 

 鉱山測量技術者 
 港湾測量技術者 
 森林測量技術者 
 測地計算技術者 
 測量設計技術者 
 地図測量士 
 調査員（国土地理院） 
 道路測量士 
 道路測量設計技術者 
 方位測定技術員 
 ボストンエンジニア（測量技術者） 

053-11 航空写真測量技術者 
 航空測量技術者 
 写真測量技術者 

053-12 水路測量技術者 
053-98 測量士補 

 測量助手 
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06 情報処理技術者 

061 システムエンジニア  
061-10 システムエンジニア 

 ＩＴアーキテクト 
 ＩＴコンサルタント 
 ＩＴスペシャリスト 
 ＩＴセールス 
 アプリケーションエンジニア 
 アプリケーション開発技術者（携帯電話） 
 アプリケーションスペシャリスト 
 アプリケーションソフトウェア開発技

術者（パッケージソフト） 
 アプリケーションソフトウェア開発技

術者（汎用コンピュータ） 
 アプリケーションテストエンジニア 
 インターネットエンジニア 
 ＷＥＢアプリケーション開発技術者 
 ＷＥＢエンジニア 
 ＳＥ（システムエンジニア） 
 回胴式遊技機（パチスロ）ソフトウェア

開発技術者 
 カスタマーサポートエンジニア 
 組込システム開発技術者 
 コンテンツ開発技術者（携帯電話） 
 サーバ構築技術者 
 システムアドミニストレーター 
 システム開発技術者（業務用アプリケー

ションソフトウェア） 
 システム開発技術者（金融系アプリケー

ションソフトウェア） 
 システム開発技術者（汎用コンピュータ） 
 システム監査技術者 
 システムコンサルタント 
 システム設計員（情報処理業） 
 システム設計技術者 
 システムデザイナー 
 システムプランナー 
 ＪＡＶＡアプリケーション開発技術者 
 情報システムコンサルタント 
 情報セキュリティエンジニア 
 情報セキュリティ技術者 
 情報ネットワーク運用管理技術者 
 情報ネットワーク技術者 
 制御系ソフトウェア開発技術者 
 ソフトウエアエンジニア 
 ソフトウェア開発エンジニア 
 ソフトウェア開発技術者 
 データベースアプリケーション開発技

術者 
 デバイスドライバ開発技術者 
 電子計算機システム開発員 
 ネットワーク構築技術者 
 パッケージソフトウェア開発技術者 
 ＰＳＥ（プログラミングシステムエンジ

ニア） 

 ファームウェア開発技術者 
 フィールドアプリケーションエンジニア 
 プリセールスエンジニア 
 プロジェクトマネージャー（アプリケー

ションソフト開発） 
 プロジェクトマネージャー(システム開発) 
 ヘルプデスク 
 ユーザーサポートエンジニア 

061-11 システムアナリスト 
 システムシンセシスト 
 システム分析者 
061-XX コンピュータソフト開発員 

062 プログラマー  
062-10 プログラマー 

 ＷＥＢアプリケーションプログラマー 
 ＮＣ工作機械プログラマー 
 ＮＣプログラマー 
 ＭＣプログラマー 
 組込系ソフトウェアプログラマー 
 ゲームプログラマー 
 コーダー（プログラミング） 
 コンピュータプログラマー 
 ＪＡＶＡプログラマー 
 情報システムプログラマー 
 シンセサイザープログラマー 
 制御系ソフトウェアプログラマー 
 ソフトウェアプログラマー 
 プログラマーアシスタント 
 プログラマー（遊戯機器） 
 マイクロコンピュータプログラマー 

07 その他の技術者 

071 その他の技術者  
071-10 生産工学技術者 

 ＩＥ（インダストリアルエンジニア） 
 インダストリアルエンジニア 
 クオリティコントローラー 
 スキーマー 
 生産工程企画技術者 
 生産・品質管理技術者 
 バリューアナリスト 
 バリューエンジニア 

071-11 生産・事務組織管理技術者 
 生産管理技術士 
 生産工程管理技術者 
 能率技術者 

071-12 品質管理技術者 
 商品テスト技術員 
 品質管理企画技術員 
 品質管理者 
071-20 労働安全衛生技術者 

 安全管理者 
 作業環境測定士 
 労働安全コンサルタント 
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071-30 環境衛生技術者 
 衛生工学技術士 
 簡易水道技術管理者 
 環境技術管理者 
 環境調査技術者 
 下水処理技術者 
 建築物環境衛生管理技術者 
 原尿処理施設技術管理者 
 公害防止管理者 
 ゴミ処理施設技術管理者 
 産業廃棄物処理技術者 
 し尿処理施設技術者 
 浄水場技術者 
 水質検査員（検査所） 
 水質分析技術者（上水道事業） 
 水素イオン検査技術者（し尿・下水処理場） 
 水道技術管理者 
 大気計測技術員 
 地質測量技術者 
 地質調査技術員 
 土質調査員 
 廃棄物処理施設技術管理者 
 浮遊物質検査技術者（し尿・下水処理場） 
 水処理施設管理技術者 
071-99 他に分類されないその他の技術者 

 宇宙開発技術者 
 エックス線技師（医療を除く） 
 エックス線写真撮影技師（医療を除く） 
 海象調査技術員 
 海洋調査士 
 火薬類取扱技術者 
 工芸技術者 
 消防機器検定員 
 石材工事技術者 
 建物管理技術者 
 地図標定技術者 
 特殊物質調査技術者 
 塗装技術者 
 熱管理技術者 
 配管技術者 

08 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 

081 医師  
081-10 医師 

 胃腸科医 
 医務課長（医師） 
 医務官 
 医務室長（医師） 
 医務部長（刑務所） 
 医療カウンセラー（医師） 
 医療課長（刑務所） 
 衛生課長（保健所：医師） 
 衛生管理者（医師） 
 オルソプチスト（整形外科医） 
 カウンセラー（医師） 
 眼科医 

 鑑察医 
 監察医 
 外科医 
 検疫医 
 検疫課長（検疫所：医師であるもの） 
 検疫官（医師） 
 校医 
 肛門科医 
 呼吸器科医 
 サイコセラピスト（医師） 
 産業医 
 産婦人科医 
 侍医 
 児童自立支援施設医師 
 耳鼻咽喉科医 
 消化器科医 
 小児科医 
 嘱託医 
 神経科医 
 整形外科医 
 精神科医 
 性病科医 
 船医 
 船舶衛生管理者（医師） 
 内科医 
 脳内科医 
 泌尿器科医 
 皮膚科医 
 病院長（医師） 
 病理学医 
 法医学医 
 放射線科医 
 保健予防課長（医師：保健所） 
 麻酔医 
 麻薬管理者（医師） 
 麻薬研究者（医師） 
 予防課長（医師：保健所） 

082 歯科医師  
082-10 歯科医師 

 学校歯科医 
 学校嘱託歯科医師 
 歯科医 
 歯科技工所長（歯科医師） 
 デンティスト 
 麻薬管理者（歯科医師） 
 麻薬研究者（歯科医師） 

083 獣医師  
083-10 獣医師 

 犬猫病院長（獣医師） 
 家畜人工授精師（獣医師） 
 家畜診療所長（獣医師） 
 家畜防疫員（獣医師） 
 家畜保健衛生防疫員（獣医師） 
 狂犬病予防員（保健所） 
 食肉用家畜疾病検査員（衛生検査所） 



  

  

  

  

  

  

  

10  

 
 

 221

 動物病院長（獣医師） 
 と畜検査員 
 麻薬管理者（獣医師） 
 麻薬研究者（獣医師） 

084 薬剤師  
084-10 薬剤師 

 医薬品製造技術者（薬剤師） 
 医薬品販売員（薬剤師） 
 学校薬剤師 
 管理薬剤師 
 技術指導員（薬局：薬剤師） 
 ＣＲＣ（薬剤師であるもの） 
 製薬会社薬剤師 
 製薬技術者（薬剤師） 
 治験コーディネーター(薬剤師であるもの) 
 調剤師 
 調薬師 
 店主（薬局：薬剤師） 
 毒物劇物取扱責任者（薬剤師） 
 病院薬品調剤員 
 麻薬管理者（薬剤師） 
 麻薬研究者（薬剤師） 
 薬剤官 
 薬事監視員（薬剤師） 
 薬局員（薬剤師） 
 薬局店主（薬剤師） 

09 保健師、助産師、看護師 

091 保健師  
091-10 保健師 

 衛生管理者（保健師） 
 産業保健師 
 訪問看護ステーション所長 
 保健師長 
 保健指導員（保健師） 
 保健所保健指導課長（保健師） 

092 助産師  
092-10 助産師 

 開業助産師 
 助産師長 
 助産所長 

093 看護師・准看護師  
093-10 看護師 

 学校看護師 
 看護師主任 
 看護師長 
 看護指導員 
 救急救命士（看護師） 
 産業看護師 
 ＣＲＣ（看護師であるもの） 
 社会事業施設看護師 

 主任看護師 
 正看護師 
 精神科看守（看護師） 
 臓器移植コーディネーター（看護師） 
 大学病院看護師 
 治験コーディネーター(看護師であるもの) 
 付添看護師（看護師斡旋所） 
 派出看護師 
 病棟看護師 
 訪問看護師 
 臨床看護師 
093-20 准看護師 

10 医療技術者 

101 診療放射線技師  
101-10 診療放射線技師 

 運転手（レントゲン車：病院：エックス
線技師であるもの） 

 エックス線技師（医療） 
 エックス線写真撮影技師（医療） 
 診療Ｘ線技師 
 診療エックス線技師 
 放射線技師（医療・保健業） 
 レントゲン技師（医療・保健業） 

102 臨床検査技師、衛生検査技師  
102-10 臨床検査技師 

 心電図検査員 
 超音波検査員（臨床検査） 
 臨床病理検査員 
102-20 衛生検査技師 

 ＭＴ（衛生検査枝師） 

103 理学療法士、作業療法士  
103-10 理学療法士 

 ＰＴ（理学療法士） 
 フィジカルセラピスト 
103-20 作業療法士 

 ＯＴ（作業療法士） 
 オキュペイショナルセラピスト 
 トレーナー（リハビリテーション施設） 
 リハビリテーション訓練指導員 

104 歯科衛生士  
104-10 歯科衛生士 

105 歯科技工士  
105-10 歯科技工士 

 技工士（歯科） 
 ポーセレンワーカー 

106 臨床工学技士  
106-10 臨床工学技士 

 透析士（病院） 
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107 視能訓練士、言語聴覚士  
107-10 視能訓練士 

 ＯＲＴ（視能訓練士） 
107-20 言語聴覚士 

 医療言語聴覚士 
 ＳＴ（言語聴覚士） 
 言語療法士 
 聴能言語士 
107-XX 機能訓練士 

11 その他の保健医療の職業 

111 栄養士  
111-10 栄養士 

 栄養コンサルタント 
 栄養指導員 
 学校栄養士 
 学校栄養職員 
 管理栄養士 
 福祉栄養士 
 保健栄養士 

112 あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔
道整復師  

112-10 あんまマッサージ指圧師 
 あん摩師 
 あん摩マッサージ師 
 オルソプチスト（整形マッサージ師） 
 サウナマッサージ師 
 指圧師 
 指圧療法師 
 筋揉師 
 スポーツトレーナー（マッサージ師） 
 整体指圧師 
 整体術師（あんま） 
 電気指圧師 
 トレーナー（マッサージ師） 
 マッサージ師 
 揉治療師 
 揉療治師 
112-20 はり師 

 はり指導員（失明者更生施設） 
112-30 きゅう師 

 温灸師 
 灸師 
 やいと（灸師） 
112-40 柔道整復師 

 整骨医 
 整骨師 
 整体治療師 
 接骨医 
 接骨師 
 骨つぎ医者 
 骨つぎ師 

112-XX カイロプラクター 
 企業内理療師 
 きやき師 
 しんあん術師 
 鍼灸師 
 はり灸マッサージ師 

119 他に分類されない保健医療の職業  
119-10 義肢装具士 
119-20 医療技術員 

 医局細菌検査員 
 ガン細胞スクリーナー 
 血液検査員 
 血液検査技師 
 結核予防技術員 
 血清検査員（血清検査所） 
 検疫官 
 検疫技術者 
 細菌検査員（医療保健施設） 
 細菌検査技師（医療保健施設） 
 細胞検査員 
 サニタリーエンジニア 
 スクリーナー（細胞検査員） 
 生体医用工学機器技師 
 静電治療者 
 治療技術員 
 テルミー指導員 
 電気治療師 
 電気療法師 
 ドーピング検査員 
 人間ドック検査員 
 ＢＭＥＴ 
 病原検索技術者（病院） 
 病理技術者 
 病理試験員 
 物療科技術者 
 物療技師 
 滅菌技術員（病院） 
 予防衛生技師（保健所） 
 予防衛生検査員 
 療術師 
 臨床心理士（病院） 
 臨床心理判定員 
119-30 医療・薬事・衛生監視員 

 医薬監視員 
 衛生監視員 
 衛生検査員 
 家庭用品衛生監視員 
 環境衛生監視員 

119-31 医療監視員 
119-32 薬事監視員 

 毒物劇物監視員 
119-33 食品衛生監視員 

 食品検査員 
119-40 看護補助者 

 オーダリー 
 介護士 
 介護助手 
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 看護業務補助者 
 看護師補助員 
 看護助手 
 看護人 
 歯科助手 
 シッター（病院） 
 ナースエード（看護助手） 
119-99 他に分類されないその他の保健医療の職業 

 あん摩見習 
 衛生管理者（医師でないもの） 
 衛生工学衛生管理者 
 衛生防疫技術員 
 栄養士見習 
 ＯＭＡ（眼科診療補助員） 
 オプトメトリスト（検眼士） 
 音楽療法士（ミュージックセラピスト） 
 解剖技術者 
 家畜防疫員（獣医師でないもの） 
 環境衛生指導員 
 監視指導員（精神病院） 
 灸師見習 
 検眼士 
 公衆衛生技師 
 工場衛生管理者 
 酵素治療助手 
 坑内衛生員 
 コンタクトレンズ技術者 
 コンタクトレンズ検眼員（診療所、販売店） 
 採血係 
 サイコセラピスト 
 サイコロジスト 
 作業指導員（精神病院） 
 歯科技工士助手 
 歯科技工士見習 
 実験助手（大学：医学部） 
 獣医師助手 
 柔道整復師助手 
 柔道整復師見習 
 食餌療法道場主 
 食品衛生指導員 
 助産師助手 
 助産師見習 
 視力検査員 
 心理学技師（精神病院） 
 心理指導員（療養所） 
 精神科ソーシャルワーカー（ＰＳＷ：医

療機関） 
 整体療術師（あんま・柔道整復師以外の者） 
 整復師助手 
 接骨師見習 
 セラピスト 
 船舶衛生管理者（医師でないもの） 
 断食道場主 
 治験コーディネーター（ＣＲＣ：看護師、

薬剤師以外のもの） 
 調剤助手 
 治療師 
 病理衛生助手 

 フィッティング技術者 
 物理助手（病院、療養所） 
 紅医療師 
 ヘルスキーパー 
 防疫技術員 
 保健師見習 
 マッサージ師見習 
 マッサージ助手 
 薬剤師助手 
 薬剤師見習 
 養護職員（教育委員会） 
 養護職員（小学校） 
 リハビリ助手 
 臨床検査補助員 
 レントゲン助手 
 労働衛生コンサルタント 

12 社会福祉専門の職業 

121 福祉相談指導専門員  
121-10 福祉相談指導専門員 

 医療社会事業員 
 家庭児童福祉主事 
 家庭相談員 
 言語治療相談員 
 児童心理相談員（保健所） 
 児童相談員 
 児童調査員 
 児童福祉施設職員 
 社会福祉主事 
 職能判定員 
 身体障害者相談員 
 心理カウンセラー 
 青少年カウンセラー（教育委員会） 
 知的障害者相談員 
 福祉係員 
 福祉主事 
 婦人相談員 
 保護観察官 
 母子相談員 
 補導員（少年育成センター） 
 民生委員指導主事 
 面接相談員 
 老人相談員 
 老人福祉指導主事 

121-11 ケースワーカー 
 医療カウンセラー（医師でないもの） 
 医療ケースワーカー 
 医療社会事業司 
 医療ソーシャルワーカー 
 ＭＳＷ（医療ソーシャルワーカー） 
 査察指導員 
 生活保護ケースワーカー 
 精神保健相談員 
 精神保健福祉士（ＰＳＷ：医療機関以外） 
 相談員（ケースワーカー） 
 ソーシャルケースワーカー 
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 ソーシャルワーカー 
 福祉事務所ケースワーカー 
 メディカルソーシャルワーカー 
 リハビリテーション・ソーシャルワーカー 

121-12 福祉司 
 児童福祉司 
 身体障害者福祉司 
 知的障害者福祉司 

121-13 心理判定員 
 児童鑑別員 
 児童判定員 
 心性判定員 

122 福祉施設指導専門員  
122-10 福祉施設指導専門員 

 カウンセラー（社会福祉施設） 
 学童保育指導員（児童福祉施設） 
 作業指導員 
 指導員（社会福祉施設） 
 児童指導員 
 児童自立支援施設専門員 
 児童相談員（児童福祉施設） 
 児童福祉施設生活指導員 
 職業指導員（社会福祉施設） 
 職業指導員（更生保護施設） 
 身体障害者生活指導員 
 生活指導員（社会福祉施設） 
 知的障害者生活指導員 
 福祉指導員（社会福祉施設） 
 養護指導員 
 療護員 
 老人福祉施設生活指導員 

123 保育士  
123-10 保育士 

 託児所保育士 
 病院保育士 
 保育園保育士 
 保育士（児童厚生施設） 
 保育士（児童自立支援施設） 
 保育士（知的障害児施設） 
 保育士（乳児院） 
 保育士（盲・ろう・あ児施設） 
 保育士（養護施設） 
 幼稚園保育士 

124 福祉施設寮母・寮父   
124-10 福祉施設寮母・寮父 

 介護職員（福祉施設） 
 介護福祉士（施設内の介護職員） 
 救護施設寮母 
 ケアワーカー 
 社会福祉施設介護職員 
 社会福祉施設寮父 
 社会福祉施設寮母 
 障害者施設寮母 
 母子指導員（母子生活支援施設） 

 母子寮寮母 
 寮父（社会福祉施設） 
 寮母（社会福祉施設） 
 寮母（母子生活支援施設） 
 寮母（養護老人ホーム） 
 老人福祉施設寮母 
 老人ホーム寮母 

129 その他の社会福祉専門の職業  
129-10 その他の社会福祉専門の職業 

 介護支援専門員 
 ケアマネージャー（介護支援専門員） 
 結婚相談員（社会福祉施設のもの） 
 福祉用具専門相談員 
 保育士見習 

13 法務の職業 

131 裁判官、検察官、弁護士  
131-10 裁判官 

 簡易裁判所判事 
 最高裁判所判事 
 裁判所調査官（最高裁・高裁：判事） 
 裁判長 
 司法研修所教官（判事） 
 判事 
 判事補 
131-20 検察官 

 係検事 
 局付検事 
 検察庁捜査官 
 検事 
 検事正 
 検事長 
 裁判所職員総合研修所教官（検事） 
 次席検事 
 次長検事 
 上席検事 
 地方検察庁捜査官 
 副検事 
131-30 弁護士 

 顧問弁護士 

132 弁理士、司法書士  
132-10 弁理士 

 特許代理人 
 特許弁理士 
132-20 司法書士 

139 その他の法務の職業  
139-10 公証人 

 証書人 
139-20 特許審判官 

 審査長（特許庁） 
 審判長（特許庁） 
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139-30 海難審判官・理事官 
 海難審判庁審判官 
 海難審判庁理事官 
 審判長（海難審判庁） 
139-40 裁判所書記官 

 公判書記 
 司法書記 
 首席書記官（裁判所） 
 主任書記官（裁判所） 
 法廷書記 
139-50 裁判所調査官 

 家庭裁判所調査官 
 高等裁判所調査官（判事でないもの） 
 最高裁判所調査官（判事でないもの） 
 裁判所調査官補 
 少年調査官 
139-60 調停員 

 家事調停委員 
 裁判所調停委員 
 民事調停委員 
139-99 他に分類されない法務の職業 

 海事代理士 
 海事補佐人 
 海難審判庁書記 
 海難法律家 
 家庭裁判所参与員 
 検察事務官 
 公正取引委員会審査官 
 公判立会人 
 執行官 
 司法委員 
 司法書士補助者 
 審判官（公正取引委員会） 
 送達人（裁判所） 
 調査官（海難審判庁） 
 特許管理士 
 特許法律家 
 保護観察員 

14 経営専門の職業 

141 公認会計士、税理士  
141-10 公認会計士 

 計理士 
 ＣＰＡ（公認会計士） 
 税務会計士 
141-20 会計士補 

 公認会計士補 
141-30 税理士 

142 社会保険労務士  
142-10 社会保険労務士 

 人事・労務コンサルタント（社会保険労
務士であるもの） 

 

149 その他の経営専門の職業  
149-10 中小企業診断士 

 経営指導員 
149-99 他に分類されない経営専門の職業 

 会計士助手 
 企業コンサルタント 
 企業診断員 
 教育指導員（全国信用金庫協会） 
 組合経営指導員 
 経営管理士 
 経営コンサルタント 
 経営コンサルタント補助者 
 経営士 
 経営指導補助（商工会議所） 
 経営士補 
 経営診断士 
 経営診断指導員（経営コンサルタント） 
 公認会計士助手 
 公認会計士見習 
 商工会指導員 
 税理士補助 
 中小企業相談員（商工会議所） 
 販売店経営指導者（製造業、卸売業） 
 マネジメントコンサルタント 
 労務管理士 
 労務相談員 

15 教育の職業 

151 幼稚園教員  
151-10 幼稚園教員 

 教員（幼稚園） 
 幼稚園教頭 
 幼稚園講師 
 幼稚園助教諭 
 幼稚園養護教諭 
 幼稚園養護助教諭 

151-11 幼稚園園長 

152 小学校教員  
152-10 小学校教員 

 教員（小学校） 
 小学校教諭 
 小学校講師 
 小学校助教諭 

152-11 小学校校長 
152-12 小学校教頭 
152-13 小学校養護教諭 

 小学校養護助教諭 
 保健主事（小学校） 
 養護教諭（小学校） 
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153 中学校教員  
153-10 中学校教員 

 教員（中学校） 
 職業指導主事（中学校） 
 進路指導主事（中学校） 
 生徒指導主事（中学校） 
 中学校教諭 
 中学校講師 
 中学校助教諭 

153-11 中学校校長 
153-12 中学校教頭 
153-13 中学校養護教諭 

 中学校養護助教諭 
 養護教諭（中学校） 

154 高等学校教員  
154-10 高等学校教員 

 教員（高等学校） 
 高等学校教諭 
 高等学校講師 
 高等学校助教諭 
 高等学校職業実習担当教諭 
 常勤講師（高校） 
 通信制主事（高校） 
 定時制主事（高校） 
 農場主任（農業高校） 

154-11 高等学校校長 
154-12 高等学校教頭 
154-13 高等学校養護教諭 

 高等学校養護助教諭 
 養護教諭（高等学校） 

155 高等専門学校教員  
155-10 高等専門学校教員 

 教員（高等専門学校） 
 高専教員 
 高等専門学校教授 
 高等専門学校教頭 
 高等専門学校講師 
 高等専門学校准教授 
 寮務主事（高等専門学校） 

155-11 高等専門学校校長 
155-12 高等専門学校助手 

156 大学教員  
156-10 大学教員 

 教員（大学） 
 実習教師（大学） 
 大学研究員（講義をもつもの） 
 短期大学教員 
 図書館長（大学教員） 

156-11 学長 
 大学学長 
 短期大学学長 

156-12 大学教授 
 医学部教授 
 医科大学教授 
 医師（教授） 
 演習林長（大学） 
 館長（大学附属図書館） 
 教授 
 歯学部教授 
 歯科大学教授 
 自然科学系大学教授 
 社会科学系大学教授 
 獣医科大学教授 
 人文科学系大学教授 
 大学院教授 
 大学学部長 
 大学通信教育部教授 
 大学副学長 
 大学附属研究所教授 
 短期大学教授 
 短期大学通信教育部教授 

156-13 大学准教授 
 准教授 
 短期大学准教授 

156-14 大学講師 
 大学常勤講師 
 短期大学講師 

156-15 大学助手 
 音楽科助手（大学） 
 工学部助手（大学） 
 助手（大学） 
 数学助手（大学） 
 美術部助手（大学） 

157 盲学校・ろう学校・養護学校教員  
157-10 盲学校・ろう学校教員 

 教員（盲学校・ろう学校） 
 盲学校教員 
 盲学校教諭 
 盲学校助教諭 
 盲学校養護教諭 
 盲学校養護助教諭 
 理療科教諭（盲学校） 
 ろう学校教員 
 ろう学校教諭 
 ろう学校助教諭 
 ろう学校養護教諭 
 ろう学校養護助教諭 

157-11 盲学校・ろう学校校長・園長 
 校長（盲学校・ろう学校） 
 盲学校校長 
 盲・ろう学校校長 
 ろう学校校長 

157-12 盲学校・ろう学校教頭 
 教頭（盲学校・ろう学校） 
 盲学校教頭 
 盲・ろう学校教頭 
 ろう学校教頭 
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157-20 養護学校教員 
 教員（養護学校） 
 養護学校教諭 
 養護学校助教諭 
 養護学校養護教諭 
 養護学校養護助教諭 

157-21 養護学校校長・園長 
157-22 養護学校教頭 

159 その他の教育の職業  
159-10 専修学校教員 

 エステティシャン講師（専修学校） 
 外国語学校講師（専修学校） 
 看護学校教員 
 看護師養成所講師 
 教師（理容・美容学校） 
 歯科衛生士学校講師 
 情報処理技術者養成学校講師（専修学校） 
 助産師学校教員 
 専門学校教員 
 速記学校講師 
 デザイナー学院講師 
 テレビ技術学校講師 
 テレビ電子学校講師 
 図書館員養成所講師 
 美容学校教師 
 保育専修学校教員 
 理容学校教師 
159-20 各種学校教員 

 編物手芸学校講師 
 院長（洋裁学院） 
 運転指導員（自動車学校、教習所） 
 英会話教室講師 
 栄養学教諭（各種学校） 
 学習塾教師・講師（各種学校） 
 技能検定員（自動車教習所） 
 着物着付講師（各種学校） 
 教師（塾：各種学校） 
 教師（予備校） 
 教師（料理学校） 
 検定員（自動車教習所） 
 講師（各種学校） 
 講師（算盤塾：各種学校） 
 講習生指導員（各種学校） 
 裁縫教師（各種学校） 
 自動車運転指導員 
 自動車教習所学科指導員 
 自動車教習所技能指導員 
 自動車教習所教員 
 自動車教習所教習指導員 
 自動車整備工養成講師（各種学校） 
 塾教師（学習塾：各種学校のもの） 
 算盤塾講師（各種学校） 
 手編講師（各種学校） 
 日本語教師 
 洋裁学校講師 
 洋裁教師（各種学校） 
 予備校教師 

 療法指導職員（各種学校） 
 料理学校教師 
 和裁教師（各種学校） 
159-30 職業訓練指導員 

 刑務所職業訓練担当者 
 工芸技術講習所講師 
 指導員（職業訓練所） 
 玉掛技能講習講師 
159-40 研修施設教員 

 インストラクター（企業内従業員教育訓
練専門員） 

 教師（統計研修所） 
 警察大学校教授（警察官でないもの） 
 研修所講師 
 裁判所職員総合研修所教官（判事・調査

官でないもの） 
 司法研修所教官 
 税務大学校教育官 
 税務大学校教授 
 統計研修所教師 
159-50 きょう正指導員 

 矯正専門職（矯正管区、少年院） 
 少年院教官 
 生活指導員（少年院） 
 法務教官 
159-99 他に分類されない教育の職業 

 外国人学校教員 
 教育センター指導員 
 教員養成所教員 
 航空保安大学校教員 
 自治大学校教員 
 職業能力開発総合大学校教員 
 水産大学校教員 
 登山指導員（登山研修所） 
 防衛大学校教授（自衛官でないもの） 
 養護教諭養成所教員 
 幼稚園教員養成所講師 
 幼稚園助手 

16 宗教家 

161 宗教家  
161-10 宗教家 

 祈とう師（宗教家） 
 教戒教師 
 教導師 
 執事（宗教家） 
 修験者 
 宗師 
 布教師 

161-11 神職 
 神主 
 教師（宗教家） 
 教主 
 宮司 
 訓導（宗教） 
 権教師 
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 権教正 
 権宮司 
 権禰宜 
 斉主（結婚式場担当：公民館、文化会館等） 
 主管者（神道） 
 神官 
 神社宮司 
 大教主 
 禰宣（ねぎ） 

161-12 仏教僧侶 
 庵主 
 院主 
 院代 
 雲水 
 雲衲（うんのう） 
 役僧 
 和尚 
 学僧 
 管長 
 鑑坊 
 教務総理 
 教務長 
 講師（宗教） 
 住職 
 修道僧（仏教） 
 少講義 
 上座 
 常寺 
 西堂 
 僧正 
 僧都 
 僧徒 
 僧見習 
 僧侶 
 大師代人 
 托鉢僧 
 中講義 
 長老 
 寺番（僧侶（番僧）） 
 堂掌 
 堂守（番僧） 
 尼首座 
 尼上座 
 尼僧 
 仏氏（僧侶） 
 法印 
 補教師 
 見習僧（仏教） 
 盲僧 
 律師 
 輪番 

161-13 キリスト教聖職者 
 カトリック司祭 
 司教 
 司祭 
 修道師 
 主教 
 神父 

 宣教師 
 伝道師 
 牧師 
 ミッショナリー（宣教師） 

17 文芸家、記者、編集者 

171 文芸家、著述家  
171-10 文芸作家 

 エッセイスト 
 歌人 
 作詩家 
 作詞家 
 作家 
 詩人 
 児童文学者 
 児童文芸作家 
 小説家 
 随筆家 
 ノンフィクション作家 
 俳かい師 
 俳人 
 文芸家 
171-20 脚本家 

 映画脚本家 
 狂言作家 
 劇作家 
 構成作家 
 座付作者 
 シナリオ作家 
 シナリオライター 
 スクリプトライター 
 動画脚本家 
 放送作家 
 放送台本作家 
 漫画原作者 
 ラジオドラマ作家 
171-30 評論家 

 医事評論家 
 映画評論家 
 演劇評論家 
 音楽評論家 
 経済評論家 
 コラムニスト 
 時事評論家 
 スポーツ解説者 
 スポーツ評論家 
 政治評論家 
 美術評論家 
 文芸評論家 
171-40 翻訳家 

 映画字幕翻訳者 
 トランスレイター（翻訳家） 
 翻訳作家 
 翻訳者 
171-50 コピーライター 

 クリエーター(広告コピーを創作するもの) 
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 コピーディレクター 
 コマーシャル作者 
 コマーシャル創作員 
 コマーシャル素材部員（広告代理店） 
 コマーシャル文案創作員 
 ＣＭ素材部員（広告代理店） 
 ＣＭライター 
 ＰＯＰライター（店頭広告創案家） 
 ポップライター（店頭広告創案家） 
171-99 他に分類されない文芸家、著述家 
171-XX 寄稿家 

172 記者、編集者  
172-10 新聞記者・編集員 

 インタビュアー（新聞） 
 記事・紙面審査委員 
 コラムニスト（新聞） 
 新聞記事審査員 
 新聞紙面審査員 
 デスク（新聞） 
 トラックマン（競馬新聞） 
 編集委員 

172-11 新聞記者 
 運動部記者 
 英字新聞記者 
 外信・外報部記者 
 科学部記者 
 学芸・文化部記者 
 記者（新聞） 
 キャップ（新聞記者） 
 経済部記者 
 校閲部記者 
 支局記者 
 社会部記者 
 写真部記者 
 取材記者 
 主筆 
 政治部記者 
 整理部記者 
 世論部記者 
 地方部記者 
 調査・資料部員 
 特派員（新聞） 
 文芸部記者 
 編集記者 
 用字・用語委員 
 世論調査部員 

172-12 新聞論説員 
 新聞論説委員 
 投書欄担当編集者 
 論説委員 

172-13 新聞編集員 
 新聞編集係 
 編集員（新聞） 
172-20 放送記者・番組編成員 

 アンカーマン（放送） 
 解説委員 
 コメンテーター（放送） 

 取材デスク（テレビ） 
 整理記者 
 ニュース解説者 
 ニュースデスク 
 ニュースリライト（放送） 
 報道部員 
 モニター（番組編成） 
 モニター（有線放送業） 
 ラジオ解説者 

172-21 放送記者 
 現地取材記者（放送） 
 察回り記者（放送） 
 文化部記者（放送） 

172-22 番組編成員 
 ＡＰＣ（番組編成員） 
 テレビ放送編成員 
 番組編成係（放送） 
 ラジオ編成員 
 録音ニュース編集員 
172-30 雑誌記者、図書編集者 

 コラムニスト（雑誌） 
172-31 雑誌記者・編集者 

 アンカーマン（雑誌） 
 エディター（雑誌編集） 
 雑誌記者 
 雑誌取材記者 
 雑誌編集記者 
 雑誌編集者 
 取材記者（雑誌） 
 探訪記者（雑誌） 
 編集者（雑誌） 
 リライト（雑誌） 

172-32 図書編集者 
 教科書編集者 
 編成員（叢書） 
172-99 他に分類されない記者、編集者 

 映画編集係 
 広告記者 
 広告取材人 
 社内報編集者（編集請負） 
 スポーツライター 
 通信員（新聞社） 
 通信記者 
 データマン 
 テクニカルライター 
 テレビ映画編集員 
 動画編集者 
 ファッション・ジャーナリスト 
 フィルムエディター（編集者） 
 フィルム編集者（映画製作） 
 マニュアルライター 
 漫画編集者 
 ルポライター 
172-XX 映像ジャーナリスト 

 海外特派員 
 芸能レポーター 
 ジャーナリスト 
 取材デスク 
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 トラベルライター 
 フリーライター 
 報道記者 
 レポーター 

18 美術家、デザイナー、写真家 

181 彫刻家  
181-10 彫刻家 

 木彫家 
 スカルプター 
 塑像家 
 彫刻個人作家 
 彫刻師 
 美術彫刻家 
 仏師 
 仏像作家 
 仏像彫刻師 

182 画家、書家  
182-10 画家 

 絵本作家 
 絵画指導家 
 切絵作家 
 コンテ作画家 
 さし絵画家 
 肖像画家 
 シルエット（影絵）創作家 
 水彩画家 
 装飾画家 
 風景画家 

182-11 日本画家 
182-12 洋画家 

 油絵画家 
 西洋画家 

182-13 版画家 
182-20 書家 

 揮毫（ごう）師 
 書道家 
182-30 漫画家、イラストレーター 

 イラストレーター 
 ウェブイラストレーター  
 劇画家 
 原画家 
 コミック作家 
 テクニカルイラストレーター 
 動画原作家 
 動画美術家 
 漫画家 
182-99 他に分類されない画家、書家 

 解剖画家 

183 工芸美術家  
183-10 工芸美術家 

 漆工芸家 
 刀鍛治 

 刀製造工（刀剣製造） 
 ガラス工芸家 
 菊人形造り師 
 截（きり）金師 
 金工作家 
 金属工芸家 
 金属彫刻家 
 工芸家 
 工芸官（国立印刷局） 
 工芸指導家 
 工芸指導官（独立行政法人造幣局） 
 構造美術家 
 染織工芸家 
 竹工芸家 
 鋳金家 
 鎚（つい）起師 
 手描ききもの製作家 
 陶器個人作家 
 陶芸家 
 刀剣師 
 刀剣製造人 
 刀匠 
 能面師 
 盤景師 
 美術鋳造家 
 美術刀剣研磨師 
 民芸指導家 
 銘刀作家 
 木工芸家 

184 デザイナー  
184-10 商業デザイナー 

 クリエイティブコーディネーター（広告
代理業） 

 クリエーター（広告デザインを創作する
もの） 

 広告考案家 
 広告ディレクター（広告代理業） 
 ＣＭディレクター 
 ＣＤ（クリエイティブディレクター） 
 商業デザイナー見習 
 商業美術家 
 宣伝図案家 
 ディレクター（印刷会社、宣伝業） 
 ＰＲディレクター（広告業） 
 ビジュアルデザイナー 
 ビジュアルマーチャンダイザー 
 ポップデザイナー 

184-11 グラフィックデザイナー 
 アートディレクター 
 エディトリアルデザイナー 
 グラフィッカー（コンピュータゲーム） 
 グラフィック担当者 
 広告デザイナー 
 サインデザイナー 
 ＣＩデザイナー 
 ＣＧアーティスト 
 ＣＧデザイナー 
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 タイポグラフィデザイナー 
 パッケージ・デザイナー 
 マルチメディア・デザイナー 
 レイアウター（広告・宣伝業） 

184-12 ディスプレーデザイナー 
 エタラジスト 
 商品装飾展示係 
 ショーウィンドー飾付職 
 ショッププランナー 
 装飾係（百貨店） 
 ディスプレイヤー 
 デコレーター（ディスプレイ業） 
 展示装飾士（デザイン業） 
 美術部員（百貨店） 
 フラワー装飾工 
184-20 工業デザイナー 

 意匠設計補助者（自動車） 
 インダストリアルデザイナー 
 ＡＶデザイナー 
 カーデザイナー 
 玩具デザイナー 
 機械デザイナー 
 キャビネットデザイナー（音響機器製造） 
 クラフト・デザイナー 
 産業デザイナー 
 自動車デザイナー 
 陶磁器デザイナー 
184-30 インテリアデザイナー 

 インテリアコーディネーター 
 インテリアデコレーター 
 インテリアプランナー 
 家具類デザイナー 
 室内装飾デザイナー 
 商業施設士 
 照明デザイナー 
 スペースデザイナー 
 店舗デザイナー 
 内装設計士（建物） 
 ファニチャーデザイナー 
 リビングデザイナー 
184-40 服飾デザイナー 

 着物デザイナー 
 刺しゅうデザイナー 
 紳士服デザイナー 
 スタイリスト（服飾関係） 
 男性用服飾デザイナー 
 ファッションコーディネーター 
 ファッションデザイナー 
 服飾図案家 
 服装図案家 
 婦人服デザイナー 
 帽子デザイナー 
 モデリスト 

184-41 テキスタイルデザイナー 
 柄紋図案家 
 染物図案家 
 友禅図案家 

184-99 他に分類されないデザイナー 
 アクセサリーデザイナー 
 衣裳考査係 
 印刷図案家 
 インターネットデザイナー 
 ＷＥＢクリエーター 
 ＷＥＢデザイナー 
 上絵図案家 
 エクステリアデザイナー 
 園芸装飾家 
 花卉装飾デザイナー（花卉装飾業） 
 カラーデザイナー 
 カリグラファー 
 環境デザイナー 
 カンプライター 
 クッキングコーディネーター 
 靴デザイナー 
 原型師（陶磁器製造） 
 建築装飾図案家 
 工芸図案家 
 工芸デザイナー 
 ジュエリーデザイナー 
 装丁家 
 タイポグラファー 
 デザイナー（放送業） 
 陶磁器原型製作工 
 ニットデザイナー 
 フードコーディネーター 
 フードスタイリスト 
 ブックデザイナー 
 フラワーデザイナー 
 ヘアデザイナー（かつら製造） 
 ホームページクリエーター 
184-XX アシスタントデザイナー 

 図案家 
 プロダクトデザイナー 

185 写真家  
185-10 営業写真家 

 写真館主 
 写真撮影人 
 写真師 
 写真修整員（写真館） 
 写真店主 
 商業写真師 
 肖像写真師 
 ファッションカメラマン 
185-20 カメラマン 

 空中写真カメラマン 
 航空カメラマン 
 航空撮影者 
 航空写真技術者 
 実験写真技術者 
 写真技術員 
 写真記録員 
 写真判定員（競輪・競馬場） 
 写真標定技術者 
 水中カメラマン 
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 スチールカメラマン 
 スチールマン（撮影所） 
 フォトグラファー 
 フリーカメラマン 
 マイクロフィルム撮影者 

185-21 商業カメラマン 
 広告写真家 

185-22 報道カメラマン 
 写真記者 
 新聞カメラマン 
 新聞社写真部員 
 ニュースカメラマン 
 フォトジャーナリスト 
 報道写真家 
185-30 映画カメラマン 

 映像技術者 
 キネコ係（放送業） 
 撮影監督 
 ビデオカメラマン（映画） 
 ムービーカメラマン 

185-31 動画カメラマン 
 アニメーション撮影者 
 動画撮影家 
185-40 テレビカメラマン 

 テレビカメラ撮影者 
 ビデオ撮影者（テレビ） 
185-98 写真家助手 

 アシスタントカメラマン 
 カメラマン助手（写真製版業を除く） 
 ケーブルマン（放送） 
 撮影助手（映画製作業） 
 撮影助手（写真館） 
 写真師見習 

19 音楽家、舞台芸術家 

191 音楽家  
191-10 作曲家 

 作曲者 
 編曲家 
191-20 指揮者 

 音楽指揮者 
 コンダクター 
191-30 演奏家 

 エレクトーン奏者 
 楽団員 
 器楽家 
 ギタリスト 
 クラシック演奏家 
 コンサートマスター 
 ジャズミュージシャン 
 スタジオミュージシャン 
 ソリスト 
 チェリスト 
 ドラマー 
 ドラム奏者 
 トランペッター 

 バイオリニスト 
 バンドマン 
 ピアニスト 
 ベースマン 
 ミュージシャン 
191-40 歌手 

 演歌師（流しのもの） 
 オペラ歌手 
 合唱団員 
 歌謡歌手 
 クラシック歌手 
 ジャズシンガー 
 シンガーソングライター 
 声楽家 
 流し（演歌師） 
 民謡歌手 
191-50 邦楽師 

 雅楽楽手 
 神楽ばやし師 
 三味線師 
 浄るり師 
 鳴物師 
 人形浄瑠璃太夫 
 能楽はやし方 
 囃子（はやし）方 
 囃子鳴物師 
 琵琶師 
 邦楽家 
 謡曲師 

192 舞踊家  
192-10 日本舞踊家 

 民謡舞踊家 
192-20 洋舞踊家 

 踊り子 
 ステージダンサー 
 西洋舞踊家 
 ダンサー（ステージダンサー） 
 ダンスール 
 バレエダンサー 
 バレリーナ 
192-99 他に分類されない舞踊家 

 アクロバットダンサー 
 神楽師 
 ストリッパー 
 タップダンサー 
 バトントワラー（演奏指揮者でないもの） 
 理楽（神楽舞人） 

193 俳優  
193-10 舞台俳優 

 演劇団員 
 演劇俳優 
 芝居役者 
 パントマイミスト 
 ミュージカル俳優 
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193-11 歌舞伎俳優 
 女形 

193-12 能師・狂言師 
 狂言方 
 狂言師 
 能楽師 
 能師 
 ワキ方 
193-20 テレビ・映画俳優 

 映画女優 
 テレビタレント 
193-30 声優 

 アテレコタレント 
 アフレコタレント 
 ナレーター 
 ラジオ放送劇団員（声優） 
193-99 他に分類されない俳優 

 ＣＭタレント 
 スタンドイン 
 スタントマン 
 テレビＣＭタレント 
 プロンプター 
193-XX 喜劇俳優 

 女優 
 役者 

194 プロデューサー、演出家  
194-10 プロデューサー 

 アシスタントプロデューサー 
 映画製作企画係員 
 映画プロデューサー助手 
 制作助手（映画、放送） 
 テレビ制作係員 
 番組制作者（放送） 
 放送企画員（放送） 
194-20 演出家 

 アシスタントディレクター 
 ＡＤ（アシスタントディレクター：放送業） 
 ＦＤ（フロアディレクター） 
 サードアシスタントディレクター 
 助監督 
 殺陣師 
 ディレクター（映画・放送業） 
 動画演出家 
 ニュースディレクター 
 番組制作ディレクター 
 ＰＤ(プログラムディレクター） 
 フロアディレクター 
 プログラムディレクター 
 放送監督 
 放送ディレクター 
 ラジオディレクター 

194-21 舞台演出家 
 監督（演劇） 

194-22 映画監督 
 映画助監督 
194-99 他に分類されないプロデューサー、演出家 

 アクションディレクター 

 ＷＥＢディレクター 
 ウェブディレクター 
 ＷＥＢプロデューサー 
 ウェブプロデューサー  
 映画美術師 
 ＬＤ（ライティングディレクター：映画、

演劇、放送） 
 音楽プロデューサー 
 神楽奉納業主 
 歌舞伎監事 
 コンテンツプロデューサー（携帯電話） 
 ＣＦプランナー 
 ＣＦプロデューサー 
 照明監督 
 ステージマネージャー 
 美術監督 
 舞台装置家 
 舞台美術家 
 舞踊振付師 
 プロデューサー（ＣＤ制作） 
 マルチメディア・ディレクター 
 マルチメディア・プランナー 
 マルチメディア・プロデューサー 
 ミュージックコーディネーター 
 ライティングディレクター（映画、演劇、

放送） 
 ライト・ディレクター（放送業） 
 レコーディングディレクター 

195 演芸家  
195-10 講談師、浪曲師 

 講釈師 
 講談師 
 浪曲師 
195-20 落語家、漫才師 

 噺（はなし）家 
 漫才師 
 落語家 
 落語芝居師 
195-30 奇術師 

 マジシャン 
 魔術師 
195-40 人形使い 

 あやつり師 
 操り人形使い 
 人形芝居師 
 腹話術師 
 文楽大夫 
195-50 コメディアン 
195-60 曲芸師 

 曲馬師 
 サーカス団員 
 体技師 
 動物曲芸師 
195-99 他に分類されない演芸家 

 艶歌師（寄席芸人） 
 演芸司会者 
 演芸進行係 
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 観光海女（あま） 
 声色師 
 詩吟家 
 旅芸人 
 茶番狂言師 
 舞台司会者 
 漫談家 

20 その他の専門的職業 

201 カウンセラー  
201-10 カウンセラー 

 結婚コンサルタント 
 結婚相談員（仲人業） 
 人生相談員 
 仲人（結婚相談所） 

201-11 学生カウンセラー 
 学校カウンセラー 
 学校臨床心理士 
 教育相談員 
 スクールカウンセラー（学校臨床心理士） 

201-12 職場カウンセラー 
 カウンセラー（事業所内職員相談室） 
 産業カウンセラー 
 職員カウンセラー（医師でないもの） 
 職員厚生相談員 
 職場相談員 
 生活相談員（事業所内で職員を対象とす

るもの） 
201-13 職業相談員 

 キャリアカウンセラー（職業相談員） 
 統括職業指導官（公共職業安定所） 

202 個人教師  
202-10 学習個人教師 

 英会話教師 
 英語個人教師 
 学習塾教師（各種学校でないもの）  
 学習塾講師（各種学校でないもの）  
 家庭教師 
 語学教師（個人） 
 個人教師（英語、数学等） 
 指導員（学習塾） 
 進学塾教師（各種学校でないもの） 
202-20 技芸個人教師 

 歌沢師匠 
 踊り師匠 
 音楽家（個人に教授するもの） 
 音楽家庭教師 
 音楽教室講師 
 音楽個人教師 
 音楽指導者 
 絵画教師（個人教授所） 
 義太夫師匠 
 清元師匠 
 けいこ塾教師 

 剣舞教師 
 小唄師匠 
 個人教師（楽器の演奏） 
 個人教師（声楽・民謡） 
 個人教師（ピアノ） 
 琴教師 
 琴師匠 
 詩吟教師 
 尺八教授 
 社交ダンス教師 
 ジャズダンス教師 
 三味線師匠 
 浄るり師匠 
 箏曲教授 
 代稽古（尺八、三味線など） 
 代稽古（舞踊） 
 ダンス教師 
 常磐津師匠 
 長唄師匠 
 日本舞踊個人教師 
 端唄師匠 
 バトンガール指導員 
 バレエ指導員 
 ピアノ教授（個人） 
 ピアノ個人教師 
 舞踊家（個人に教授するもの） 
 舞踊教師 
 舞踊師匠助手 
 謡曲教師 
 謡曲指導員 
202-30 スポーツ個人教師 

 合気道師範 
 アシスタント（ゴルフ指導） 
 インストラクター（ゴルフ場） 
 インストラクター（ボウリング場） 
 エアロビクスダンスインストラクター 
 空手術師範 
 弓道師範 
 クレー射撃インストラクター 
 剣道師範 
 硬式テニス公認指導員 
 コーチ（個人に教授するもの） 
 コーチ（スイミングクラブ） 
 ゴルフ指導アシスタント 
 ゴルフ指導員 
 コンディショニングトレーナー 
 ジムアスレチックインストラクター 
 柔道教師 
 柔道個人教師（柔道整復師を兼ねるもの） 
 柔道師範 
 乗馬教師 
 乗馬指導員（個人指導のもの） 
 職業スポーツ家（個人に教授するもの） 
 水泳指導員 
 スイミングインストラクター 
 スイミングクラブコーチ 
 スキーインストラクター 
 スキューバダイビングインストラクター 
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 スポーツインストラクター 
 スポーツクラブ指導員 
 接骨師（柔道教師が兼ねているもの） 
 体育指導員（個人） 
 体操クラブコーチ 
 卓球指導員 
 テニスインストラクター 
 テニススクールコーチ 
 美容体操指導員 
 フェンシング師範 
 ヘルスケアトレーナー 
 ボウリングインストラクター 
 幼児体操指導者 
 ヨガ指導員 
 レッスンプロ（ゴルフ） 
202-99 他に分類されない個人教師 

 アートフラワー教師（個人教授所） 
 アウトドアインストラクター 
 編物個人教師 
 家元（生花、お茶） 
 生花個人教授 
 生花指南 
 囲碁教師 
 囲碁指南 
 カルチャースクール講師 
 気功教師 
 棋士（教授しているもの） 
 着物着付教授（着物着付教室） 
 組ひも作り講師 
 講師（算盤塾：各種学校でないもの） 
 碁会所教師 
 個人教師（生花） 
 個人教師（茶道） 
 個人教師（書道） 
 個人教師（和裁） 
 裁縫教師（各種学校でないもの） 
 茶道教授 
 茶道教授助手 
 茶道個人教授 
 仕立教師（編物教室） 
 手芸個人教師 
 珠算個人教師 
 将棋教師 
 将棋指南 
 書道個人教師 
 算盤塾講師（各種学校でないもの） 
 代稽古（生花、お茶、書道） 
 パソコンインストラクター（個人に教授

するもの） 
 ビリヤード技術指導者 
 麻雀教師 
 洋裁教師（各種学校でないもの） 
 リトミック指導員 
 料理個人教師 
 和裁個人教師 

203 職業スポーツ家  
203-10 競技者 

 オートレース選手 
 カーレーサー 
 騎手 
 騎手見習 
 競艇選手 
 競輪選手 
 小型自動車競走選手 
 自動車競走選手 
 自動車レーサー 
 ジョッキー 
 プロアイススケーター 
 プロ空手選手 
 プロゴルファー 
 プロサッカー選手 
 プロスキーヤー 
 プロテニス選手 
 プロボウラー 
 プロボードセーラー 
 プロボクサー 
 プロ野球選手 
 プロレスラー 
 ボートレーサー 
 モーターボート競走選手 
 力士 
 レーサー 
 レーシングドライバー 
203-20 監督・コーチ 

 競技指導家（プロスポーツ） 
 競技団監督 
 コーチ（プロスポーツ） 
 乗馬指導員（競馬場） 
 相撲年寄 
 相撲部屋親方 
 セコンド（プロボクシング） 
 トレーナー（プロスポーツ：コーチであ

るもの） 
 プロサッカー監督 
 プロサッカーコーチ 
 プロ野球監督 
 プロ野球コーチ 
 力士養成人 
203-30 スポーツ審判員 

 アンパイア 
 オートレース審判員 
 行司 
 競輪審判員 
 小型自動車競走審判員 
 自転車競技審判員 
 自動車競技審判員 
 ジャッジ 
 信号係（ボートレース） 
 審査員（アマチュアスポーツ） 
 審判員 
 審判補助員（競輪・競馬場） 
 相撲審判員 
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 プロサッカー審判 
 プロ野球審判員 
 ボートレース信号及審判業務員 
 モーターボート審判員 
 レフェリー 
203-99 他に分類されない職業スポーツ家 

 騎手講習生 
 騎手候補生（きゅう舎） 
 競技団支配人 
 計時員 
 検車員（競輪） 
 スターター 
 相撲呼出し 
 土俵づくり（日本相撲協会） 
 発走員（競輪） 
 発走係（競馬場） 
 モーターボート検査員（競艇場） 
 呼出 

204 監督的専門公務員  
204-10 監督的専門公務員 

 火薬類取締官 
 金融証券検査官（金融庁） 
 競馬監督官（農林水産省） 
 自動車検査官（地方運輸局） 
 自動車登録官（地方運輸局） 

204-11 労働基準監督官 
204-12 船員労務官 
204-13 鉱務監督官 
204-14 建築調査員 

 建築確認士（地方公共団体） 
 建築主事 

204-16 特許審査官 
204-17 国税調査官 

 国税査察官 
204-18 電波監視官 

 電気通信監察員 
 電波監視員 

205 行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士 
205-10 行政書士 
205-20 土地家屋調査士 
205-30 不動産鑑定士 

209 他に分類されない専門的職業  
209-10 ラジオ・テレビアナウンサー 

 アナウンサー 
 インタビュアー（放送） 
 ウェザーキャスター 
 ＭＣ（ラジオ・テレビ司会者） 
 キャスター（放送） 
 司会者 
 スポーツキャスター 
 ＤＪ（ディスクジョッキー：ラジオ） 
 ディスクジョッキー（ラジオ） 
 テレビアナウンサー 
 テレビキャスター 

 天気予報解説者 
 ニュースキャスター 
 ニュースリライト（放送業） 
 パーソナリティ 
 フリーアナウンサー 
 ラジオアナウンサー 
 ラジオ放送員 
209-20 通訳 

 英語通訳 
 会議通訳者 
 手話通訳者 
 通訳者 
 同時通訳者 
209-30 調律師 

 コンサートチューナー 
 ピアノ調律師 
 洋楽器調律師 
209-40 照明家 

 照明係 
 電気照明係（劇場） 
 舞台照明係 
 ライト・オペレータ（放送業） 
 ライトマン（劇場） 
209-50 調教師 

 犬訓練士 
 馬調教師 
 警察犬訓練士（警察官でないもの） 
 警察犬指導育成者 
 調教助手 
 動物訓練士 
 ドッグハンドラー（犬訓練士） 
 盲導犬訓練士 
 盲導犬指導育成者 
209-60 司書 

 学校司書 
 学校図書館司書 
 公共図書館司書 
 高等学校司書教諭 
 司書教諭 
 司書職 
 司書補 
 専門調査員（国立国会図書館） 
 専門図書館司書 
 大学図書館司書 
 中学校司書教諭 
 ドキュメンタリスト 
 図書館司書 
 図書分類事務員 
 図書保管整理事務員 
 ライブラリアン 
209-70 社会教育主事 

 社会教育主事補 
209-99 他に分類されないその他の専門的職業 

 アクチュアリー 
 暗号作成者 
 案内解説人（博物館学芸員） 
 囲碁棋士 
 遺跡調査員（発掘作業員でないもの） 
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 イベントプロデューサー 
 インテリアコンサルタント 
 インベストメント・アナリスト 
 ＳＥ（サウンドエフェクト：映画、演劇、

音楽、放送） 
 ＯＡ機器インストラクター 
 音環境デザイナー 
 音楽試聴工（CD製造業） 
 音響効果音付人 
 海事鑑定人 
 海事検査員 
 海水観測員 
 学芸員 
 学芸員補 
 学童指導員（児童福祉施設） 
 学校教育指導主事 
 家庭児童相談員（教育委員会） 
 貨物検査員（輸出貨物検査業） 
 カラーリスト 
 監査士（農業協同組合） 
 鑑識技術者 
 関税検査員 
 鑑定家 
 鑑別員（少年鑑別所） 
 擬音係 
 企業信用調査員 
 棋士 
 気象観測員（気象庁） 
 気象観測指導員（日本気象協会） 
 気象予報士 
 記帳指導員（商工会） 
 キャスタードライバー 
 キュレーター 
 教育委員会指導主事 
 クオンツアナリスト 
 クリエイティブディレクター（広告） 
 グレード員（時計・宝石卸店） 
 ゲームクリエーター 
 ゲームサウンドクリエイター  
 ゲームデザイナー 
 検査員（日本海事検定協会） 
 航空気象観測員 
 興信調査員 
 交通事故相談員 
 国際協力専門家 
 コンポジター（映像特殊効果制作） 
 債券アナリスト 
 サウンドエフェクト係（映画、演劇、音

楽、放送） 
 サウンドクリエイター（携帯電話用コン

テンツ制作） 
 サウンドクリエイター（コンピュータゲ

ーム制作） 
 自動車鑑定人（中古車販売） 
 自動車検査員（民間車検場：指定整備工場） 
 自動車事故鑑定人 
 自動車損害鑑定人(損害保険料率算出機構) 
 指紋鑑識官（警察庁） 

 臭気判定士 
 手話協力員 
 将棋棋士 
 証券アナリスト 
 消費生活アドバイザー 
 書画・骨董鑑定人 
 私立探偵 
 信用調査員 
 心理技師（少年鑑別所） 
 診療情報管理士 
 診療録係員 
 診療録管理士 
 スカウト（球団） 
 スクールソーシャルワーカー（訪問教育

相談員） 
 スタイリスト（写真撮影関係） 
 スタイリスト（放送局） 
 税関通関手続人 
 青年海外協力隊員 
 税務会計指導員（青色申告会） 
 損害鑑定人（損害保険料率算出機構） 
 探偵 
 調香師 
 帳票管理士 
 通関士 
 テクノアナリスト 
 テクノミスト 
 点字指導員 
 統計数理員 
 刀剣研究員（博物館学芸員） 
 投資信託計理人 
 登録自動車損害鑑定人（損害保険料率算

出機構） 
 土地改良換地士 
 土地家屋調査士補助者 
 土地区画整理士 
 土地評価員（税務事務所） 
 年金アクチュアリー 
 農業共済技術員 
 賠償アジャスター 
 発明家 
 パフューマー 
 ＢＧＭプランナー 
 美術館整理員（学芸員） 
 美術品鑑定人 
 美術品修復員 
 美術品補修員 
 病歴係 
 病歴士 
 病歴司書 
 ファイナンシャル・プランナー 
 ファッションアドバイザー 
 物件鑑識員 
 不動産鑑定士補助者 
 不動産管理士 
 フレーバリスト 
 プロ棋士 
 プロデューサー（広告代理店） 
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 宝石鑑定人（質屋以外のもの） 
 放送効果音係 
 ホームエコノミスト 
 保険計理人 
 保険検定士（生命保険会社） 
 保険査定員 
 保険数理士 
 保存係（博物館） 
 マスタリングエンジニア（ＣＤ制作） 
 マニピュレーター(音楽） 
 模写員 
 輸出品検査員 
 料理研究家 
 林業経済員 
 レクリエーション指導員 

21 管理的公務員 

211 議会議員  
211-10 国会議員 

 国務大臣 
 参議院議員 
 衆議院議員 
 代議士 
 大臣政務官 
 内閣総理大臣 
 副大臣 
211-20 地方公共団体議会議員 

 区議会議員 
 市議会議員 
 村議会議員 
 地方議会議員 
 町議会議員 
 都道府県会議員 
 都道府県議会議員 

212 管理的国家公務員  
212-10 中央省庁幹部 

 会計検査院検査官 
 官房長（各府省） 
 企画官（各府省庁） 
 局次長（各省） 
 参事官（各府省庁） 
 次長（各庁） 
 室長（各府省庁） 
 事務局次長（行政委員会事務局） 
 事務局長（行政委員会事務局） 
 事務総長（人事院） 
 事務総長（衆参議院事務局） 
 審議官（各府省庁） 
 人事院人事官 
 政策統括官（各府省） 
 長官（各庁） 
 調査官（各府省庁） 
 内閣法制局長官 

212-11 事務次官 

212-12 中央省庁の局部長 
 局長（各府省） 
 部長（各省庁） 

212-13 中央省庁の課長 
 課長（各府省庁） 
212-20 地方支分部局幹部 

 学生相談所長（国立大学法人） 
 研究所長（国：研究員でないもの） 
 事務局長（裁判所） 
 事務長（国立大学法人） 
 証券取引所監理官 
 訟廷管理官（裁判所） 
 統括審査官（税関） 

212-21 地方支分部局の長 
 空港長（地方航空局、空港事務所） 
 刑務所長 
 公共職業安定所長 
 工事事務所長（国） 
 航路標識事務所長 
 試験所長（国：管理のみのもの） 
 事務所長（各省庁） 
 出張所長（各省庁） 
 森林管理署長 
 税関支署長 
 税関長 
 税務事務所長 
 税務署長 
 労働基準監督署長 

212-22 地方支分部局の課長 
 課長（国・公立の学校：教員でないもの） 
 課長（裁判所） 
212-30 国家行政委員会委員 

213 管理的地方公務員  
213-10 地方公共団体の三役 
213-11 知事・市町村長 

 区長（政令指定都市） 
 区長（東京都の特別区） 
 市長 
 村長 
 知事 
 町長 

213-12 副知事・副市町村長 
 副市長 
 副村長 
 副知事 
 副町長 
213-20 地方公共団体の幹部 

 会計管理者(地方公共団体） 
 教育長 
 次長（都道府県） 
 室長（地方公共団体） 
 事務局次長（地方公共団体） 
 事務局長（地方公共団体） 

213-21 地方公共団体の局部長 
 局長（地方公共団体） 
 部長（地方公共団体） 
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213-22 地方公共団体の課長 
 課長（地方公共団体） 
213-30 地方公共団体出先機関の幹部 

 運輸区長（公営交通） 
 運輸長（公営交通） 
 営繕区長（公営） 
 企業長（水道企業団） 
 自動車営業所長（地方公共団体） 
 事務局長（公立病院） 
 事務長（公立大学） 

213-31 地方公共団体出先機関の長 
 学校給食事務所長（教育委員会） 
 勤労青少年ホーム館長（地方公共団体） 
 下水処理場場長 
 公園管理者（地方公共団体） 
 工事事務所長（地方公共団体） 
 公民館長 
 市場長（地方公共団体） 
 支所長（地方公共団体） 
 支庁長（地方公共団体） 
 出張所長（地方公共団体） 
 職業訓練所長（地方公共団体） 
 植物園管理者（地方公共団体） 
 清掃事務所長 
 体育館長（教育委員会） 
 地方事務所長（地方公共団体） 
 中央卸売市場長（地方公共団体） 
 電車営業所長（地方公共団体） 
 動物園長（地方公共団体） 
 図書館長（地方公共団体） 
 博物館管理者（地方公共団体） 
 美術館管理者（地方公共団体） 
 福祉事務所所長 

213-32 地方公共団体出先機関の課長 
213-40 地方行政委員会委員 

 監査委員 
 教育委員 
 社会教育委員 
 地方公安委員 
 農業委員 

22 会社・団体の役員 

221 会社役員  
221-10 会社社長・会長 

 会社会長 
 会社取締役会長 
 会社取締役支配人 
 会社取締役副社長 
 会社副社長 
 銀行頭取 
 合名会社代表社員 
 ＣＥＯ（最高経営責任者） 
 ＣＯＯ（最高執行責任者） 
 相互会社社長（保険業） 
 代表社員（有限・合名・合資会社） 
 代表取締役 

 代表取締役社長 
 取締役社長（会社） 
 取締役副社長（会社） 
221-20 会社重役 

 会社監査役 
 会社監事 
 会社工場長（取締役であるもの） 
 会社顧問 
 会社支店長（取締役であるもの） 
 会社常務取締役 
 会社専務取締役 
 会社相談役（取締役であるもの） 
 会社総務部長（取締役であるもの） 
 会社取締役 
 会社役員 
 銀行重役 
 参与（会社：役員） 
 ＣＦＯ（最高財務責任者：取締役である

もの） 
 常任監査役 
 船主（漁業：会社役員） 
 取締役工場長 
 百貨店店長（取締役であるもの） 

222 独立行政法人・特殊法人の役員  
222-10 独立行政法人の役員 

 監事（独立行政法人） 
 理事長（独立行政法人） 
 理事（独立行政法人） 
222-20 特殊法人の役員 

 総裁（特殊法人） 
 理事（特殊法人） 

229 その他の法人・団体の役員  
229-10 公益法人役員 

 学校法人役員 
 協会会長 
 協会監事 
 協会理事 
 財団法人会長 
 財団法人監事 
 財団法人専務理事 
 財団法人副会長 
 財団法人理事 
 社会事業団体役員 
 社会福祉法人役員 
 宗教法人役員 
 常任理事（団体） 
 常務理事（団体） 
 専務理事（団体） 
 大学理事 
 団体理事 
229-20 経営者団体役員 

 環境衛生同業組合役員 
 協同組合連合会役員 
 漁業協同組合連合会役員 
 組合常務理事 
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 組合理事 
 経済団体連合会役員 
 商工組合役員 
 商工組合連合会役員 
 信金中央金庫役員 
 全国中小企業団体中央会役員 
 都道府県中小企業団体中央会役員 
 都道府県農業協同組合連合会役員 
 日本塩工業会役員 
 農業協同組合連合会役員 
229-30 労働組合役員 

 支部長（労働組合） 
 職員組合委員長 
 労働組合委員長 
 労働組合監事（専従） 
 労働組合執行委員（専従） 
 労働組合支部長（専従） 
 労働組合書記長 
 労働組合副委員長 
229-99 他に分類されない法人・団体の役員 

 医療法人役員 
 協同組合役員 
 漁業協同組合役員 
 組合長（協同組合） 
 健康保険組合役員 
 国民健康保険組合役員 
 事務局長（政党） 
 商工組合中央金庫役員 
 信用金庫役員 
 生活協同組合理事 
 政党本部役員（議員でないもの） 
 土地開発公社理事 
 農業共済組合役員 
 農業協同組合組合長 
 農業協同組合役員 
 納税貯蓄組合役員 
 ゆうちょ財団役員 
 理事（病院） 
 労働金庫役員 
 労働金庫連合会役員 
229-XX 常任監事 

 団体役員 

23 会社・団体の管理職員 

231 会社の管理職員  
231-10 会社の管理職員 

 ＬＰＧ製造保安統括者 
 会計課長（会社） 
 会社検査役 
 企画課長（会社） 
 高圧ガス製造保安統括者 
 鉱山保安統括者 
 次長（会社） 
 次長（銀行） 
 支店次長（銀行） 
 植物園管理者（民営） 

 庶務課長（会社） 
 新聞監査委員（新聞社） 
 製造部次長（会社本社） 
 調査役（銀行） 
 動物園管理者（民営） 
 博物館管理者（民営） 
 美術館管理者（民営） 
 編集局長（新聞社） 

231-11 本社部課長 
 運輸課長 
 営業課長（会社本社） 
 営業部長（会社本社） 
 営繕課長（会社本店） 
 海運課長 
 会計課長（本社） 
 会社総務部長（取締役を除く） 
 課長（会社本社） 
 株式課長（会社本社） 
 管財部長（会社） 
 機械施設課長 
 企画課長（会社本社） 
 教育課長（会社） 
 経理課長 
 研究課長（会社） 
 建設課長（会社本社） 
 鉱業課長（会社本社） 
 広報課長（会社本社） 
 渉外課長 
 人事課長（会社本店） 
 製造部課長（会社本社） 
 総務課長（会社本社） 
 調査課長（会社本社） 
 販売課長（卸売店本店） 
 秘書課長 
 部長（会社本社） 
 文書課長（会社本社） 
 貿易課長 
 本部長（取締役を除く） 
 用度課長（会社本社） 

231-12 支店・工場等の長 
 営業所長（会社） 
 駅長（私鉄） 
 会社工場長（取締役を除く） 
 会社支店長（取締役を除く） 
 銀行支店長 
 金融会社支店長 
 区長（鉄道） 
 建設業所長 
 公園管理所長（民営） 
 鉱業所長 
 工事事務所工事区長 
 工場長（会社：取締役を除く） 
 国際通信センター長 
 国際電報センター長 
 国際電話センター長 
 支社長（会社） 
 支社長（新聞社） 
 支店長 



  

  

  

  

  

  

  

25  

 
 

 241

 自動車営業所長 
 支部長（生命保険会社） 
 出張所長（保険業） 
 倉庫業所長 
 電車営業所長（私鉄） 
 電信・電話業営業所長 
 電信・電話業支店長 
 店長（デパート） 
 配電所長 
 発電所長 
 百貨店店長 
 変電所長（会社） 
 保険会社営業所長 
 無線送受信所長 
 無線中継所長 

231-13 支店・工場等の部課長 
 営業課長（会社支店） 
 営業部長（会社支店） 
 営繕課長（会社支店） 
 会計課長（会社支店） 
 貸付課長（銀行支店） 
 経理課長（会社支店） 
 鉱業課長（鉱業所） 
 工場総務課長 
 資材課長（会社工場） 
 製造部課長（会社工場） 
 保修課長（電力会社支店） 

232 独立行政法人・特殊法人の管理職員  
232-10 独立行政法人の管理職員 

 課長（独立行政法人） 
 部長（独立行政法人） 
232-20 特殊法人の管理職 

 課長（特殊法人） 
 場長（特殊法人） 
 審査役（特殊法人） 
 部長（特殊法人） 

239 その他の法人・団体の管理職員  
239-10 その他の法人・団体の管理職員 

 園長（社会福祉施設） 
 会計課長（社会福祉法人） 
 会計課長（社団法人） 
 課長（私立の学校：教員でないもの） 
 課長（地方公共団体関係団体） 
 館長（社会福祉施設） 
 検査役（団体） 
 公園管理所長（法人などの団体） 
 参事（協同組合） 
 支所長（農業協同組合） 
 施設長（社会福祉施設） 
 施設長（老人ホーム） 
 指導部長（協同組合連合会） 
 支部長（農協） 
 事務局長（財団法人） 
 事務長（組合） 
 事務長（私立大学） 

 事務長（病院） 
 社会福祉施設長 
 所長（社会福祉施設） 
 庶務課長（団体） 
 総務部長（団体） 
 保護施設長 
 母子生活支援施設長（母子寮） 
 老人ホーム所長 

24 その他の管理的職業 

241 その他の管理的職業  
241-10 個人経営者・管理者 

 網元（漁労を行わないもの） 
 飲食店主（もっぱら経営・管理に従事す

るもの） 
 運送店経営者（雇あり業主） 
 映画館経営者（雇あり業主） 
 卸売店主（もっぱら経営・管理に従事す

るもの） 
 貸画廊店主 
 漁船営業主 
 クリーニング店経営者（雇あり業主） 
 工場経営者（雇あり業主） 
 小売店主（もっぱら経営・管理に従事す

るもの） 
 ゴルフ練習場業主 
 山林経営者（雇あり業主） 
 スタジオ経営者 
 製材所経営者（雇あり業主） 
 船主（漁業：雇あり業主） 
 駐車場経営者（雇あり業主） 
 農業経営者（雇あり業主） 
 美容院経営者（雇あり業主） 
 牧場経営者（雇あり業主） 
 麻雀店主 
 幼稚園経営者（雇あり業主） 
 浴場経営者（雇あり業主） 
 理容院経営者（雇あり業主） 
 旅館経営者（雇あり業主） 
241-99 他に分類されないその他の管理的職業 

 簡易郵便局長 

25 一般事務の職業 

251 総務事務員  
251-10 総務事務員 

 会社アナウンス係 
 株式事務員 
 管理事務員 
 芸能マネージャー 
 コンプライアンスオフィサー 
 事務主任（学校） 
 事務長（学校） 
 車庫長 
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 庶務係事務員 
 助役（鉄道駅） 
 タレントマネージャー（プロダクション） 
 図書館事務長 
 ビジネスマネージャー（球団） 
 法務事務員 
 マネージャー（球団、芸能社、レスリン

グ、ボクシング） 
251-11 人事係事務員 

 安全衛生係 
 衛生指導事務員 
 求人係事務員 
 給与事務員 
 教育係事務員 
 勤怠記録係 
 採用訓練事務員 
 職務分析係 
 人事管理事務員 
 人事調査係 
 任用事務員 
 福利厚生事務員 
 労務管理係 

251-12 文書係事務員 
 気送管係 
 校正事務員 
 資料保管事務員 
 ファイリング事務員 
 文書受付整理事務員 
 文書事務員 
 翻訳係 

251-13 広報係事務員 
 ＩＲ（インベスター・リレーションズ）係 
 広報アシスタント 
 社内報編集員（自社） 
 渉外係（広報事務） 
 ＰＲ事務員 

252 企画・調査事務員  
252-10 企画事務員 

 イベントプランナー 
 営業企画係（企画が主であるもの） 
 ＳＰ（セールスプロモーション：広告代

理業） 
 ＳＰ（販売促進）企画事務員 
 ＳＰプランナー（広告宣伝業） 
 音楽プロモーター 
 開発事務員 
 換地係事務員 
 企画事務アシスタント 
 区画整理事務員 
 経営管理事務員 
 経営企画事務員 
 コマーシャルプランナー 
 生産計画事務員 
 セールスプロモーション企画員 
 装飾事務員（百貨店） 
 鉄道計画係員 
 店舗開発担当者 

 動画企画者 
 土木設計計画事務員 
 販売企画事務員 
 百貨店販売促進部員 
 放送プランナー 
 マーケティング企画事務員 
 輸送計画事務員 
 労務企画事務員 

252-11 商品企画事務員 
 出版物企画員 
 商品開発部員 
 スーパー商品開発部員 
 ヒーブ（商品開発担当者） 
 マーチャンダイズコントローラー 
 レコーディングプランナー 

252-12 資材計画係事務員 
 規格係員 

252-13 教育・研修企画事務員 
 学校事務員 
 教務係（学校） 
 教務事務員（学校） 
 研修事務員 
 研修スタッフ 
 作業訓練事務員 
252-20 調査事務員 

 インターネット調査事務員 
 インタビュアー（調査会社） 
 ＯＲワーカー 
 オペレーションズリサーチワーカー 
 カード作成係員 
 外国事情調査員 
 株式分析員（証券会社） 
 企画調査員 
 経済調査員 
 サーチャー（意匠・商標） 
 サーチャー（特許管理事務所） 
 商標調査員 
 製表事務員 
 調査員（市場調査） 
 調査係事務員 
 調査統計事務員 
 電話調査オペレーター 
 統計解析係員 
 統計事務員 
 統計資料係事務員 
 特許調査事務員 
 物件調査係 
 プロッター（気象庁・気象台） 
 分類整理係 
 マーケッター 
 マーケットリサーチャー 
 マーケティングディレクター 
 マーケティングリサーチャー 
 リサーチャー（市場調査） 

253 受付・案内事務員  
253-10 受付・案内事務員 

 案内係 
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 案内事務員 
 受付係 
 受付事務員 
 カウンター事務員（ホテル） 
 銀行店頭案内人 
 サウナぶろ受付事務員 
 歯科受付係 
 自動車整備工場フロント係 
 ショールーム受付係 
 進物受付事務員 
 美容室受付係 
 フロント係（旅館、ホテル） 
 フロントレセプション 
 ホテルフロント係 
 予約係（旅館、ホテル） 
 レセプショニスト（会社：受付係） 
 ロビーウーマン（銀行） 

254 秘書  
254-10 秘書 

 医療秘書 
 会社社長秘書 
 会社役員秘書 
 議員秘書 
 クラーク・タイピスト（秘書） 
 セクレタリー 
 バイリンガルセクレタリー 
 秘書官 
 弁護士秘書 
 メディカルセクレタリー（医療秘書） 

255 一般事務員  
255-10 一般事務員 

 一般行政事務員 
 一般職公務員 
 給食事務員 
 共済事務員 
 行政事務員(国・地方公共団体） 
 組合書記 
 社会福祉事務所事務員 
 集計事務員（レース場） 
 出版係事務員 
 書記（労働組合） 
 神社社務員 
 図書館事務職員 
255-97 事務補助員 

 宛名書人 
 カード整理員 
 カード保管事務員 
 会社メールボーイ 
 加除式法令差替人 
 クリッピング人（新聞、雑誌切抜き） 
 出版物宛名張り 
 書状書人 
 ダイレクトメールあて名書き人 
 編集手伝 
 法規差替係 

 補助事務員 
 メール係（会社） 
 臨時事務員 

259 その他の一般事務の職業  
259-10 法律行政事務員 

 外国人出入国管理事務員 
 固定資産税評価事務員 
 裁判所事務官 
 税関審査官 
 入国審査官 
 法規審査事務員 

259-11 戸籍事務員 
 戸籍係 

259-12 登記事務員 
 登記登録係 

259-13 特許書記 
 特許事務員 

259-14 著作権係事務員 
 著作権係 
259-20 医療事務員 

 医局事務員 
 医事管理士 
 医務事務員 
 医療事務管理士 
 医療費給付事務員 
 医療費請求事務員 
 医療保険請求事務員 
 健康保険請求事務員 
 歯科医療請求事務員 
 診療給付事務員 
 診療報酬請求事務員 
 病棟クラーク 
 保険診療経理士 
 レセプト（診療報酬明細書）事務員 
259-30 船舶パーサー 

 アシスタントパーサー（船舶） 
 サードパーサー（船舶） 
 船舶事務員 
 船舶事務長 
 チーフパーサー（船舶） 
 フロントパーサー（船舶） 
259-99 他に分類されない一般事務の職業 

 アサイナー(旅行業） 
 一般計量士 
 ＳＣ（供給事務員） 
 音楽資料管理員（放送業） 
 介護保険事務員 
 介護保険請求事務員 
 環境計量士 
 監査官（各省庁） 
 監察官（各省庁） 
 騎手検量員（競馬場） 
 検数人 
 現場監督（検数協会） 
 検量係員（騎手、競走馬） 
 検量係員（検貫業） 
 検量執務員（騎手、競走馬） 
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 検量人（検量事業所） 
 検量人（日本海事検定協会） 
 公共図書館職員 
 考査係員（放送局） 
 国勢調査調査員 
 債権管理調査員 
 債権整理係員 
 施設係事務員 
 自然保護官（レンジャー） 
 車券調査員（競輪場） 
 車庫調査員 
 写譜屋 
 車両係事務員 
 シュライバー（病院） 
 商品取引所検査官 
 情報収集員（会社、団体） 
 私立大学図書館職員 
 進行係（放送業） 
 スコアラー（球団） 
 船舶管理事務員 
 相談員（交通事故相談所） 
 タイムキーパー（放送局） 
 タリーマン 
 動画記録員 
 動画製作進行係 
 図書係事務員 
 図書貸出事務員 
 図書館員 
 図書保管事務員 
 取付審査員 
 農政指導事務員 
 パークレンジャー 
 配車係（運輸業以外のもの） 
 配車係事務員（運輸事業所以外） 
 媒体マン（広告会社） 
 馬券調査員 
 番組編成係（競馬・競艇・競輪・オート

レース） 
 不動産事務員 
 編集員（自社社内報） 
 放送技術事務員 
 放送考査係 
 マンション管理事務員 
 免許交付係員（自動車免許試験場） 
 用地交渉係 
 用地調査員 

26 会計事務の職業 

261 現金出納事務員  
261-10 現金出納事務員 

 クレジット受付係（小売店） 
 入金事務担当者 

261-11 レジ係 
 会計係（飲食店） 
 キャッシャー 
 食券販売員 

 スーパーレジ係 
 チェッカー（卸・小売店） 
 チェッカー（スーパーマーケット） 
 ポスレジ係 
 レジスター係 

261-12 支払出納事務員 
 会計現金出納事務員 
 現金支払事務員 
 現金収納事務員 
 国税出納員 
 支払係事務員 
 支払窓口事務員 
 収納事務員（地方公共団体） 
 出納員 
 出納管理員 
 出納事務員 
 託送料金係事務員 

262 金融機関窓口事務員  
262-10 金融機関窓口事務員 

 回金係（銀行） 
 外国為替事務員 
 為替係事務員 
 為替テラー 
 為替窓口事務員 
 銀行窓口係 
 現金送金事務員（銀行） 
 公金係 
 公金払出事務員 
 口座係 
 小切手係事務員 
 国庫事務員（日本銀行） 
 歳入金係事務員 
 商業手形割引事務員（銀行） 
 出納窓口事務員 
 送金窓口事務員（銀行） 
 貯金為替事務員 
 手形係員 
 手形決済事務員 
 手形交換事務員 
 電信為替受付事務員 
 窓口係（銀行、信用金庫） 
 輸出手形買取事務員 

262-11 預貯金係員 
 銀行テラー 
 貯金係事務員 
 貯金窓口事務員 
 定期預金事務員 
 テラー 
 テラーズマシン操作員（銀行・郵便局） 
 当座預金係 
 郵便貯金窓口事務員 
 預金受付事務員 
 預金係 
 預金事務員 
 預金テラー 
 預金窓口事務員 
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263 予算・経理事務員  
263-10 予算係事務員 

 会計予算執行事務員 
 資金係員（銀行） 
 主計員 
 主計事務員 
 予算係員 
 予算事務員 
263-20 会計経理事務員 

 アカウンタントクラーク 
 営繕管理事務員 
 会計アシスタント 
 会計クラーク 
 会計計理事務員 
 会計事務員 
 管財事務員 
 債券整理係員 
 財務経理事務員 
 財務事務員 
 不良債権管理者（銀行） 

263-21 経理事務員 
 売上計算係 
 会計給与事務員 
 会計帳簿事務員 
 記帳係員（会計経理事務） 
 銀行帳簿係 
 経費事務員 
 計理事務員 
 経理事務補助員 
 決算係事務員 
 出納記帳係 
 精算事務員 
 税務会計事務員 
 税務係 
 税務指導員（青色申告会） 
 税理会計事務員（税理士事務所） 
 税理事務員（税理士事務所） 
 タリフコンペイラー（海運業） 
 簿記事務員 
 元帳係（卸売店） 
 料金調定事務員（電気供給業） 
 旅館帳簿係 

263-22 用度係事務員 
 機用品事務員 
 消耗品出納事務員 
 物品購入調達事務員 
 物品購買事務員 
 用度受渡事務員 
263-30 会計監査係員 

 会計検査係員 
 監査事務員 

269 その他の会計事務の職業  
269-10 徴収事務員 
269-11 関税徴収係員 

 関税係 

269-12 徴税係員 
 課税事務員（税務署） 
 源泉係（税務事務所） 
 源泉徴収事務員 
 国税徴収官 
 市税徴収事務員（徴収窓口） 
 収税事務員 
 税理事務員（市役所） 
 徴税事務員 
 法人源泉係（税務署） 

269-13 社会保険料徴収係員 
 徴収事務員（社会保険事務所） 
 保険料徴収係員 

269-14 料金係事務員 
 ガス料金収納事務員 
 水道料金集金収納事務員 
 電気料金収納事務員 
 電話料金収納事務員 
 電話料金徴収事務員 
269-20 原価計算事務員 

 原価計算係員 
 建築積算士 
 建築積算事務員 
 建築見積人（雇用者） 
 積算設計事務員 
 設計見積係員 
 見積員（機械卸売業） 
 見積員（建設業：雇用者） 
 見積り設計員（建設業：雇用者） 

27 生産関連事務の職業 

271 生産現場事務員  
271-10 生産現場事務員 

 漁業現場事務員 
 記録事務員 
 建築工事監理補助 
 現場記録事務員 
 現場事務員 
 現品調達事務員（工事業営業所） 
 原料受入事務員 
 鉱山現場事務員 
 工務係事務員 
 材料請求係事務員 
 スクリプター（映画制作の記録係） 
 生産管理事務員 
 生産記録員 
 生産事務員 
 生産調査係事務員 
 整備係事務員 
 製品検量工（製鉄、製鋼） 
 施工管理補助（建築・土木工事） 
 土建現場事務員 
 土木工事監理補助 
 品質管理事務員 

271-11 工程管理事務員 
 工務管理係 
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 工務工（工程管理工） 
 ＴＫ（タイムキーパー） 
 ＰＭ（プロダクションマネージャー） 
 プロダクションコントローラー 
 プロダクションマネージャー 
 リスト工（工程管理工） 

271-12 工場事務員 
 工場記録工 
 工場現場事務員 
 工程管理記録工 
 工程記録事務員 

272 出荷・受荷係事務員  
272-10 受入係員 

 受渡し記録工 
272-11 クリーニング注文受入事務員 

 クリーニング受付・受渡事務員 
 洗たく受付人 
 洗濯物受渡（受付）事務員 

272-12 写真ＤＰＥ注文受入事務員 
 ＤＰＥ受付事務員 
 ＤＰＥショップ店員 
272-20 検収・検品係員 

 織物検査員（卸売店、百貨店等） 
 検収員（道路貨物運送業） 
 検収員（百貨店） 
 原料検査係員 
 購入物品計量工 
 材料検収事務員 
 資材検収事務員 
 スーパー検品検収員 
 倉庫検収係員 
 積卸検査係員 
 納品検査係員 
 百貨店検品係 
272-30 保管・管理係員 

 管理人（倉庫業） 
 原料保管係員 
 工具管理係 
 工具保管係 
 在庫管理事務員 
 材料管理工 
 材料保管工 
 治工具管理係 
 資材管理事務員 
 商品管理受渡し人 
 商品管理係 
 ストアキーパー 
 整理保管事務員 
 倉庫管理係 
 倉庫管理人 
 倉庫保管事務員 
 燃料保管係員 
 パーツ係（部品管理） 
 部品管理員 
272-40 出荷・発送係員 

 運送事務員 
 シッピング係 

 出荷事務員 
 出庫係員 
 出庫管理係 

272-41 船積出荷係員 
272-XX 倉庫事務員 

 物流係事務員 

28 営業・販売関連事務の職業 

281 営業・販売事務員  
281-10 仕入係事務員 

 アシスタントバイヤー 
 外注係 
 外注事務員 
 仕入係 
 仕入事務員 
 資材仕入事務員 
 商品仕入係（百貨店） 
 デパート仕入部員 
 バイヤー 
 百貨店仕入係 
 マーチャンダイザー 
281-20 販売係事務員 

 斡旋人（旅行社：切符などの手配をする
もの） 

 ウェディングコーディネーター 
 宴会係事務員 
 カウンター係（旅行業） 
 カウンターセールス（旅行業） 
 観光係事務員 
 結婚式相談・予約係 
 自動車登録係員（自動車販売会社） 
 受注事務員 
 調定係（電力会社・料金算定係） 
 販売促進事務員 
 ブライダルアドバイザー 
 ブライダルコーディネーター 
 ブライダルプランナー 
 予約販売人（ホテルの案内所） 
 リバイヤー 
 旅行会社カウンター係 
 旅行相談員 

281-21 信用調査係員 
 信用調査事務員 

281-22 サービス係事務員 
 ガス事務員 
 事故係事務員 
 調停係 
281-30 貿易係事務員 

 通関業務係 
 プロフォーマー（輸出入事務） 
 貿易営業部員 
 貿易事務員 
 輸出通関事務員 
281-40 金融・保険事務員 

 オープンコルレス係 
 貸付保証係 
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 銀行業務事務員 
 金融事務員 
 国民健康保険事務員 
 財形係（金融機関） 
 損害契約事務員 
 取引係（銀行） 
 保険契約事務員 
 保険証券係 
 保険申込書審査事務員 
 申込審査係 

281-41 貸付調査係事務員 
 貸出審査係 
 貸付調査係 
 不動産査定係 

281-42 貸付融資係事務員 
 貸付事務員 
 貸付テラー 
 貸付窓口事務員 
 貸付融資係 
 銀行貸付係事務員 
 消費者金融受付事務員 
 融資係（信用金庫） 
 融資事務員（保険会社） 

281-43 証券係事務員 
 株式保管事務員 
 証券係 
 証券事務員 
 有価証券売買事務員 

281-44 保険調査員 
 損害査定調査員（保険会社、損害査定会社） 
 保険調査事務員 

281-45 損害査定係事務員 
 アジャスター（保険会社、損害査定会社） 
 技術アジャスター（保険会社、損害査定

会社） 
 事故査定人 
 自動車技術アジャスター（保険会社、損

害保険査定会社） 
 自動車保険損害査定係 
 損害サービス事務員 
 損害査定係 
 損害保険査定人（保険会社） 
 保険金支払査定事務員 

281-46 保険金支払係事務員 
 還付金係 
 還付金算出事務員 
 支払係（保険会社等） 
 保険金算出事務員 
281-99 他に分類されない営業・販売事務員 

 営業事務アシスタント 
 営業事務管理員 
 自動車保険事務員（自動車販売業） 
 住宅リフォーム相談員 
281-XX 商社営業部員 

 商社マン 

289 その他の営業・販売関連事務の職業  
289-10 テレフォンアポインター 
289-20 通信販売受付事務員 

 通販オペレーター 
 電話受付係（通信販売業） 
289-99 他に分類されない営業・販売関連事務の職業 

 インストラクター（特約店巡回指導員） 
 カスタマーサポート係 
 航空機電話予約オペレーター 
 コーディネーター（労働者派遣業） 
 コールセンターオペレーター 
 ＣＳ（顧客満足）係 
 自動車査定人（中古車） 
 スーパーバイザー(コンビニエンスストア) 
 チェーン店スーパーバイザー 
 中古車査定員（自動車販売業） 
 テレコミュニケーター 
 店舗指導要員 
 店舗巡回指導員 
 販売店教育担当者（製造業、卸売業） 
 フードサービススーパーバイザー 
 フランチャイズチェーン・スーパーバイ

ザー 
 ラウンダー 
 ルートラウンダー 

29 外勤事務の職業 

291 集金人  
291-10 集金人 

 委託集金人 
 売掛金集金人 
 外務集金人 
 ガス料金集金人 
 月賦集金人 
 検針集金人 
 公衆電話料金集金人 
 国民年金集金人 
 自動サービス機集金人 
 集金員 
 新聞料金集金人 
 水道料金集金人 
 テレビ受信料集金人 
 電気料金集金人 
 電話料金集金人 
 放送受信料集金人 
 保険料集金人 
 家賃集金人 
 料金集金人 

299 その他の外勤事務の職業  
299-10 検針員 

 受託検針員 
 メータ検針員 

299-11 電気メーター検針員 
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299-12 ガスメーター検針員 
299-13 水道メーター検針員 

299-99 他に分類されない外勤事務の職業 
 環境放射能測定員 
 計測工（環境測定を行うもの） 

30 運輸・通信事務の職業 

301 旅客・貨物係事務員  
301-10 運輸出改札係 

 運賃精算係 
 運輸改札係 
 運輸出札係 
 駅出改札係 
 改札係 
 航空券販売員（航空会社） 
 座席予約装置操作員（交通機関） 
 座席予約装置操作員（旅行社） 
 出札係 
 乗車券販売人（運輸機関） 
 乗船券委託販売人 
 定期券発売事務員 

301-11 有料道路料金収受係員 
 高速道路料金徴収員 
 有料道路料金徴収員 
 料金係（有料道路） 
 料金収受員（有料道路） 
301-20 旅客係 

 乗客係 
 船客案内係（海運業） 
 旅客援護係 
 旅客係（フェリーボート） 
 旅客クラーク 

301-21 鉄道旅客係 
 駅案内係 
 駅掌 
 駅旅客係 
 放送係（駅） 

301-22 航空旅客係 
 カスタマーサービス係（空港） 
 空港旅客係 
 グランドホステス 
 地上サービス職員 
 手荷物検査員（空港地上サービス） 
301-30 貨物受付事務員 

 貨物係 
 空港貨物係 
 鉄道貨物係 

301-31 小荷物係 
 小荷物受付事務員 
 小荷物発送係 
 鉄道小荷物係 
301-XX 委託駅員 

 委託駅駅長 
 駅務員 
 駅務係 

302 運行管理事務員  
302-10 鉄道運行管理事務員 

 運転司令 
 運輸司令 
 車両管理係事務員 
 車両事務員（運輸業） 
 鉄道運転計画・運行管理員 
 鉄道運転司令 
 列車配車事務員 

302-11 鉄道運転計画事務員 
 スジ屋 
 ダイヤ係員（鉄道業） 
 ダイヤ作成係員（鉄道業） 
302-20 道路運行管理事務員 

 自動車運行管理者 
302-21 貨物運送事務員 

 運行管理者（道路貨物運送事業） 
302-22 旅客自動車運行事務員 

 運行管理事務員（タクシー） 
 運行管理者（道路旅客運送事業） 
 タクシー運行管理者 
 ハイヤー管理事務員 
 バス運行管理員 

302-23 配車事務員 
 タクシー配車オペレーター 
 タクシー配車事務員 
 トラック配車係 
 配車オペレーター 
 配車係（旅客自動車） 
302-30 船舶運航管理事務員 

 海運運行管理事務員 
 錨（びょう）地計画係 

302-31 配船・運航計画事務員 
 配船事務員（海運業） 
302-40 航空運行管理事務員 

 ウェイト・アンド・バランス係 
 ゲート係（航空代理店） 
 航空運航管理者 
 航務クラーク 
 就航記録係 
 ランプクルー 

302-41 航空ディスパッチャー 
 運航管理者（ディスパッチャー：航空運

輸業） 
 ディスパッチャー 

303 郵便・通信事務員  
303-10 郵便・通信窓口事務員 

 受付発送事務員（郵便局） 
 切手事務員（郵便局） 
 郵便窓口事務員 

303-11 特殊郵便係員 
 外国郵便係員 
 特殊郵便事務員 

303-12 小包係員 
 小包受入係員 
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 郵便小包事務員 
303-20 郵便・通信内務事務員 

 発着係員（郵便局） 
 普通速達係員 
 郵袋発着係 
 郵便受入事務員 
 郵便仕訳発送係員（郵便局） 
 郵便到着事務員 
 郵便内務員 
 郵便発着事務員 

303-21 区分整理係員 
 区分員（郵便局） 
 小包郵便区分係 
 選別整理員（郵便局） 
 郵便区分事務員 
 郵便差立事務員 
 郵便仕訳作業員（郵便局） 

303-22 継送係員 
 継送係員（郵便局） 
303-XX 郵便業務員（郵便局） 

 郵便現業事務員 
 郵便事務員 

309 その他の運輸・通信事務の職業  
309-10 その他の運輸・通信事務の職業 

 遺失物係員 
 海務監督 
 管理事務員（道路・港湾・空港） 
 郵便事故事務員 

31 事務用機器操作の職業 

311 速記者、タイピスト、ワードプロセッサ操作員 
311-10 速記者 

 英文速記者 
 国会速記者 
 裁判所速記者 
 ステノグラファー 
 速記官（国会、裁判所） 
 速記記録員 
 速記者見習 
311-20 タイピスト 

 オーディオタイピスト 
 クラーク・タイピスト 
 速記タイピスト 
 タイプ事務員 
 データタイピスト 

311-21 和文タイピスト 
 邦文タイピスト 

311-22 欧文タイピスト 
 英文タイピスト 
311-30 ワードプロセッサ操作員 

 文字入力オペレーター 
 ワープロオペレータ 

312 キーパンチャー  
312-10 キーパンチャー 

 オペレータ（キーパンチャー） 
 データ入力係 
 データ・エントリー係員 
 データ入力オペレーター 

313 電子計算機オペレーター  
313-10 電子計算機オペレーター 

 オペレータ（電子計算機操作員） 
 コンピュータオペレータ 
 コンピュータ要員 
 電子計算機操作員（オペレータ） 

319 その他の事務用機器操作の職業  
319-10 その他の事務用機器操作の職業 

 ＯＭＲ操作員 
 ＯＣＲオペレータ 
 光学式読取装置操作員 
 照合機操作員 
 製表機操作係員 
 パソコンオペレーター 
 パソコン操作員 
 PC オペレーター 

32 商品販売の職業 

321 小売店主・支配人  
321-10 小売店主 

 青物店主（八百屋） 
 荒物小売店主 
 衣料品小売店主 
 運動用具小売店主 
 化学製品小売店主 
 花卉（き）類小売店主 
 家具小売店主 
 菓子小売店主 
 画商 
 楽器小売店主 
 家庭用電気機器小売店主 
 家庭用品小売店主 
 金物小売店主 
 かばん小売店主 
 玩具小売店主 
 靴小売店主 
 計量・測定機器小売店主 
 化粧品小売店主 
 建設資材小売店主 
 骨董品売買人（小売店主） 
 呉服店主 
 古物商 
 小間物店主 
 娯楽用品小売店主 
 魚屋店主 
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 酒屋店主 
 産業機械小売店主 
 自転車小売店主 
 自動車販売代理店主 
 食料品小売店主 
 飼料・肥料小売店主 
 新聞販売支配人（業主） 
 瀬戸物小売店主 
 台所用品小売店主 
 たばこ小売店主 
 調理師（鮮魚小売店主） 
 店主（小売店主） 
 動物小売店主 
 時計小売店主 
 燃料小売店主 
 履物・かばん小売店主 
 販売士（小売店主） 
 古道具屋主人 
 文房具小売店主 
 米穀小売店主 
 身回品小売店主 
 八百屋店主 
 薬局店主（薬剤師でないもの） 
 理化学・光学機器小売店主 
321-20 小売店支配人 

 アシスタントマネージャー 
 家具小売店支配人 
 既製服小売店支配人 
 小売店店長 
 ショップマスター 
 スーパー店長 
 スーパーマーケット店長 
 ハンバーガーショップ店長 

321-21 コンビニエンスストア支配人 
321-22 ガソリンスタンド支配人 

322 卸売店主・支配人  
322-10 卸売店主 

 荒物雑貨卸売店主 
 衣服卸売店主 
 医療機械卸売店主 
 飲食料品卸売店主 
 運動用具卸売店主 
 化学製品卸売店主 
 家具卸売店主 
 菓子卸売店主 
 鞄卸売店主 
 紙卸売店主 
 瓦販売店主 
 玩（がん）具卸売店主 
 金属材料卸売店主 
 化粧品卸売店主 
 建設資材卸売店主 
 鋼材卸売店経営者（業主） 
 古紙卸売店主 
 骨董品売買人（卸売店主） 
 娯楽用品卸売店主 
 材木販売店主 

 酒卸売店主 
 産業機械卸売店主 
 自転車卸売店主 
 砂利販売店主 
 飼料・肥料卸売店主 
 青果卸売店主 
 台所用品卸売店主 
 畳表卸売店主 
 陶磁器卸売店主 
 時計卸売店主 
 塗料卸売店主 
 燃料卸売店主 
 履物卸売店主 
 袋物問屋主人 
 文房具卸売店主 
 米穀卸売店主 
 身回品・家庭用品卸売店主 
 容器卸売店主 
322-20 卸売店支配人 

 卸売店長 

323 飲食店主・支配人  
323-10 飲食店主 

 居酒屋主人 
 お好み焼店主 
 おでん屋店主 
 カフェ店主 
 喫茶店主 
 クラブ経営者（業主） 
 軽飲食店主 
 酒場主人 
 食堂主人 
 鮨（すし）店主 
 スナック店主 
 そば屋店主 
 中華料理店主 
 めん類店主 
 料理飲食店主 
 料理店主 
323-20 飲食店支配人 

 飲食店マネージャー 
 ハンバーガー店マネージャー 

323-21 食堂支配人 
 レストラン支配人 
 レストランマネージャー 

323-22 喫茶店支配人 
323-23 酒場支配人 

 ナイトクラブ支配人 
 バーマダム 
 マダム（酒場） 
 ママ（スナック） 

324 販売店員  
324-10 百貨店・スーパー販売店員 

 ギフトヘルパー 
 グロッサリー係（スーパー） 
 サッカー 
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 スーパー商品管理係 
 スーパー生鮮食品販売員 
 スーパー店員 
 セールスアシスタント（デパート） 
 デパート店員 
 店頭係 
 百貨店衣料品販売係 
 百貨店セールスマネージャー 
 百貨店販売員 
 百貨店引合係 
 フロアマネージャー（デパート） 
324-20 小売店販売員 

 インテリアコンサルタント（販売を行う
もの） 

 運動用具販売店員 
 化学製品販売店員 
 花卉類販売店員 
 家具販売店員 
 楽器販売店員 
 家庭用品販売店員 
 玩具店店員 
 協同組合販売人 
 グリーンコーディネーター（販売店） 
 携帯電話販売店員 
 計量・測定機器販売店員 
 劇場内売店販売員 
 建設資材販売店員 
 小売店員 
 骨とう商店員 
 古物商店員 
 産業機械販売店員 
 ＣＤショップ店員 
 自転車販売店員 
 自動車部品販売員 
 事務用機器販売店員 
 手芸材料販売員 
 飼料・肥料販売店員 
 スポーツ用品販売員 
 瀬戸物販売店員 
 台所用品販売店員 
 ＤＩＹ店店員 
 店員（小売業） 
 店内販売員（小売業） 
 動物販売店員 
 時計販売店員 
 燃料販売店員 
 派遣店員 
 販売士（小売店員であるもの） 
 販売配達員 
 フラワーショップ店員 
 ペットショップ店員 
 メガネ加工販売員（小売店） 
 メガネ調整販売員 
 眼鏡販売店員 
 リビングアドバイザー（小売店） 

324-21 衣服・身の回り品販売店員 
 衣服販売店員 
 コーディネーター(洋品店店員であるもの) 

 呉服販売員 
 シューフィッター 
 身辺細貨品販売店員 
 ハウスマヌカン 
 履物・かばん販売店員 
 ファッションアドバイザー（販売店員で

あるもの） 
 ファッションコーディネーター（販売店

員であるもの） 
 ファッション商品販売員 
 身回品販売店員 

324-22 飲食料品販売店員 
 菓子販売人 
 菓子・パン販売人 
 コーヒーショップ店員 
 コーヒースタンド店員 
 食肉小売店員 
 食料品販売店員 
 豆腐屋店員（売子） 
 ハンバーガーショップ店員 
 ベーカリーショップ店員 

324-23 書籍・文房具販売店員 
 印刷物販売店員 
 古書店員 
 書店店員 
 文房具販売店員 

324-24 自動車販売店員 
 カーコンパニオン（自動車小売業：ショ

ールームにいるもの） 
 中古車販売員 
 販売アシスタント（自動車） 

324-25 医薬品・化粧品販売店員 
 医薬品販売員（薬剤師でないもの） 
 化粧品販売員 
 ビューティーアドバイザー 
 ビューティーコンサルタント 
 美容部員 

324-26 電気機器販売店員 
 家庭用電気機器販売店員 
 家庭用電子機器販売員 
 電器店員 
324-30 コンビニエンスストア店員 
324-40 駅構内売店販売員 
324-50 ガソリンスタンド販売員 

 アテンダント（給油所） 
 ＳＳサービスマン 
 ガソリン給油人 
 ガソリンスタンドサービスマン 
 ガソリンスタンド店員 
 給油係 
 給油所サービスマン 
 セルフスタンド店員 
324-60 商品実演販売員 

 クッキングレディー（調理器具宣伝） 
 商品実演販売者（行商・露天商を除く） 
 商品販売実演者 
 デモンストレーター（実演者：販売店員） 
 販売指導員（ミシン、手芸用品、毛糸等） 
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 美容指導員 
324-61 マネキン 

 化粧品宣伝販売人 
 宣伝販売員（マネキン業） 
 トレーナー（化粧品販売の美容部員であ

るもの） 
 ファッションマネキン 
324-70 卸売販売員 

 卸売店販売員 
 呉服卸売店員 
 水産仲買店員 
 青果仲買店員 
 繊維卸店員 
324-XX セールススタッフ 

 店頭販売員 
 販売人 
 販売見習 

325 商品訪問・移動販売員  
325-10 商品訪問販売員 

 海産物行商人 
 家庭薬配置員 
 行商人 
 化粧品訪問販売員 
 鮮魚行商人 
 配置売薬人 
 美容社員（化粧品訪問販売） 
 訪問販売員（行商） 
 野菜行商人 
325-20 移動販売員 

 駅立売人 
325-21 呼売販売員 

 荒物行商人 
 石焼芋屋 
 金魚売り（行商） 
 竿竹呼売人 
 豆腐呼売人 
 呼売人 

325-22 娯楽場立売販売員 
 映画館中売人 
 劇場中売人 

325-23 列車内販売員 
 車内販売員 
 列車内呼売人 
325-30 露店販売員 

 街頭販売人 
325-31 露店商 

 植木露天商 
 金魚すくい露店主 
 香具師 
 露天商人 
 露天たたき売人 

325-32 屋台飲食物販売員 
 飲食物販売人（移動店舗） 
 お好み焼店主（屋台） 
 たこ焼製造人（露店） 
 調理人（屋台） 
 屋台店主 

 夜泣きそば屋 
 露天飲食物販売人 
 露店おでん屋 

326 再生資源回収・卸売従事者  
326-10 再生資源回収人 

 空瓶回収人 
 屑物買入人 
 屑物回収人 
 資源回収人 
 廃品回収人 

326-11 古紙回収人 
 古紙集荷人 
 製紙原料回収人 
 ちり紙交換車運転員 
 ちり紙交換人 
326-20 再生資源仲買人 

 くず物仲買人 
 古鉄ブローカー 
326-30 再生資源卸売人 

 屑物卸売店主 
 計量人（再生資源卸売業） 
 繊維ウェイスト卸売人 

326-31 古紙卸売人 
326-32 金属スクラップ卸売人 

 空缶卸売人 
 鉄・非鉄金属スクラップ卸売人 
 古鉄売買人 

326-33 ガラスびん卸売人 
 空瓶卸売人 

327 商品仕入・販売外交員  
327-10 商品仕入外交員 

 仕入営業員 
 仕入外交員 
 仕入係（外勤を主とするもの） 
 商品仕入員 
327-20 商品販売外交員 

 営業セールスマン 
 営業促進員 
 営業マン 
 外交販売員（商品） 
 外交販売人 
 契約外交員（商品） 
 市場開発員（商品） 
 渉外係（外勤：商品販売） 
 商社営業部員（外勤を主とするもの） 
 セールスマン（商品） 
 デパート外商部員 
 販売外交員（商品） 
 販売拡張員（商品） 
 販売技術員（外交員：商品） 
 販売推進員 
 販売促進員 
 販売普及員（商品） 
 百貨店外商部員 
 訪問販売員（商品販売外交員） 
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327-21 小売外交員 
 小売セールスマン 
 自動車営業マン 
 自動車外交販売員 
 自動車セールスマン 
 自動車販売員 
 注文取り（商品） 

327-22 卸売外交員 
 医薬情報担当者 
 医薬品拡張宣伝員（プロパー） 
 医薬品プロパー 
 ＳＥ（セールスエンジニア：外交販売を

主とするもの） 
 ＭＲ（医薬情報提供者） 
 卸売セールスマン 
 外交宣伝員（プロパー） 
 学術宣伝員（医薬品） 
 技術営業員 
 セールスエンジニア（外交販売を主とす

るもの） 
 繊維卸商セールスマン 
 電気器具卸外交員 
 ルートセールス員（外交販売を主とする

もの） 
 ルートマン（外交販売を主とするもの） 

327-23 新聞拡張員 
 新聞販売拡張員 
327-30 製造受注外交員 

 請負外交員（建設工事） 
 外交員（建設業） 
 建設工事請負外交員 
 建設工事外交員 
 産業用機械生産受注外交員 
 システム開発営業員 
 受注外交員（建設工事のもの） 
 ソフトウェア開発営業員 

327-31 印刷営業員 
 印刷外交員 
 印刷受注員 
327-XX 営業アシスタント 

 営業員 

33 販売類似の職業 

331 不動産仲介・売買人  
331-10 不動産仲介・売買人 

 営業外務員（不動産業） 
 営業部員（不動産業） 
 外交員（不動産業） 
 家屋建売人 
 家屋売買仲立人 
 貸地仲立人 
 貸家仲介人 
 住宅展示場営業員 
 住宅販売員 
 住宅・不動産会社営業部員 
 セールスマン（不動産） 

 宅地建物セールスマン 
 宅地建物取引主任者 
 建売住宅販売外交員 
 建物仲介人 
 土地建物仲立人 
 土地建物売買人 
 販売員（不動産） 
 不動産外交員 
 不動産外務員 
 不動産セールスマン 
 不動産仲介人 
 不動産仲立外交員 
 不動産売買人 
 用地仕入営業員 

332 保険募集人  
332-10 保険募集人 

 生命保険設計士 
 生命保険相談員（保険業） 
 認定生命保険士 
 保険設計士 
 ライフコンサルタント（生命保険会社） 

332-11 保険代理店主 
 火災保険代理店主 
 生命保険代理店主 
 損害保険代理店主 

332-12 保険営業員 
 外交員（保険業） 
 火災保険外交員 
 火災保険勧誘員 
 生命保険営業員 
 生命保険外交員 
 生命保険外務員 
 セールスマン（保険） 
 損害保険契約外交員 
 保険外交員 
 保険外務員 
 保険契約外交員 
 保険セールスマン 

333 有価証券売買仲立人、金融仲立人  
333-10 有価証券売買仲立人 

 アンダーライター 
 株式売買人 
 株取引人 
 証券営業マン 
 証券外交員 
 証券外務員 
 証券業代理店主 
 証券取引人 
 証券仲買人 
 証券売買仲介人 
 証券売買人 
 店頭係（証券会社） 
 投資売買相談係 
 累積投資外交員 
 累積投資窓口業務員 
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333-20 金融仲立人 
 外国資金トレーダー（銀行） 
 株式トレーダー 
 為替ディーラー 
 金融ブローカー 
 債券トレーダー 
 ディーラー 
 トレーダー（金融、証券） 

334 質屋店主・店員  
334-10 質屋店主 

 質舗店主 
334-20 質屋店員 

 貸付係（質屋） 
 鑑定人（質屋） 
 質物鑑定人 
 質物管理人 
 宝石鑑定人（質屋） 

335 サービス外交員  
335-10 サービス外交員 

 クリーニング外交員 
 渉外係（外勤：銀行） 
 消費者金融営業員 
 信販外交員 
 注文取り（商品以外） 

335-11 貯蓄勧誘員 
 営業外務員（銀行） 
 外勤係（銀行） 
 共済勧誘員（農・漁業共済） 
 銀行外務員 
 銀行得意先係 
 金融外交員 
 信用金庫渉外係 
 得意先係（銀行） 
 得意先集金係（銀行） 
 取引先係（銀行） 
 預金勧誘員 

335-12 旅行外交員 
 勧誘員（旅行斡旋業） 
 旅行斡旋外交員 

335-13 運輪外交員 
335-14 広告外交員 

 アカウントエグゼクティブ 
 アカウントマネージャー（広告業） 
 アシスタントアカウントエクゼクティブ 
 インターネット広告営業員 
 ＡＥ（アカウントエグゼクティブ） 
 ＡＥ（アカウントエグゼクティブ：広告

代理業） 
 広告営業員 
 広告会社営業部員 
 広告勧誘員 
 広告セールスマン 
 広告取り 
 新聞広告取り人 
 セールスマン（広告業） 

335-15 会員勧誘外交員 
 冠婚葬祭等会員募集人 
 ゴルフ会員募集員 
 レジャークラブ会員勧誘外交員 

339 その他の販売類似の職業  
339-10 商品仲立人 

 青物仲買人 
 委託販売代理人 
 衣服・身回品仲買人 
 印刷物仲介人 
 会員権（券）販売員 
 海産物仲立人 
 外務員（商品取引業） 
 花卉類仲買人 
 家具仲買人 
 家畜売買仲立人 
 家庭用品仲介人 
 機械器具仲買人 
 機械販売代理店主 
 果物仲買人 
 化粧品等の仲買人 
 建設資材仲介人 
 ゴルフ会員券販売員 
 市場取引人（商品取引所） 
 商品委託販売人 
 商品仲介斡旋人 
 商品取引員 
 商品仲買人 
 食料品仲買人 
 飼料仲買人 
 茶仲介人 
 中央卸売市場仲買人 
 仲介人（商品仲介業） 
 仲卸人（中央・地方卸売市場） 
 仲買人（商品仲買業） 
 履物・かばん仲買人 
 販売斡旋人 
 物品斡旋人 
 木材売買仲立人 
 野菜仲買人 
339-20 保険仲立人 
339-30 宝くじ等販売人 

 お札売人（神社、仏閣） 
 チケット販売人（プレイガイド等） 
 プレイガイドチケット販売員 

339-31 宝くじ販売人 
 街頭宝くじ販売人 

339-32 車券・馬券・舟券販売人 
 オートレース場車券販売員 
 競輪場車券販売員 
 舟券販売員 
 場外馬券販売人 
 馬券販売員（競馬場） 
 払戻事務員（競輪・競馬場、場外売場） 
 払戻窓口係員（競輪・競馬場） 
 舟券販売員（競艇場、場外売場） 
 窓口係（競輪場、競馬場、競艇場） 
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339-40 サービス取次人 
 広告取次人 
 ダイレクトメール代理人 
 仲介人（悉皆業） 
 仲介人（染匠） 

339-41 クリーニング取次人 
 クリーニング取次所従事者 

339-42 ＤＰＥ取次人 
339-50 競売人 

 せり人（卸売市場） 
 せり人（警察・裁判所差押品等競売） 
339-99 他に分類されない販売類似の職業 

 演芸興行主 
 景品買取人（パチンコ景品） 
 交換人（パチンコ景品交換所） 
 興行師 
 出版代理人 
 乗車券委託販売人 
 商品券販売員 
 代理店開発員 
 手形割引人 
 ファンドマネージャー 
 両替業務員 

34 家庭生活支援サービスの職業 

341 家政婦（夫）、家事手伝  
341-10 家政婦（夫）   

 介護アテンドサービス士 
341-20 家事手伝 

 お手伝い  
 ハウスキーパー  
 ハウスメイド  
 バトラー  
 メイド  

342 ホームヘルパー  
342-10 ホームヘルパー 

 介護福祉士（訪問介護員） 
 訪問介護員 

349 その他の家庭生活支援サービスの職業  
349-10 その他の家庭生活支援サービスの職業 

 介助員（訪問入浴） 
 洗たく人（個人家庭） 
 掃除人（個人家庭） 
 ハウスクリーニング作業員 
 ベビーシッター 
 料理人（個人家庭） 

35 生活衛生サービスの職業 

351 理容師  
351-10 理容師 

 管理理容師 
 床屋 
 理髪師 

352 美容師  
352-10 美容師 

 アーチスト（メイクアップアーチスト） 
 髪結い 
 管理美容師 
 スタイリスト（美容関係） 
 トレーナー・スーパーバイザー（美容部

員の教育監督者） 
 ビューティーインストラクター 
 ヘアコンサルタント 
 ヘアディレクター 
 ヘアメイクアーチスト 
 ヘアメイク係 
 ヘアメイクデザイナー 
 メーキャップアーティスト 

353 着付師、エステティシャン  
353-10 衣装着付師 

 衣裳係（映画制作） 
 衣裳係（結婚式場） 
 衣装着付係（結婚式場） 
 着付師 
 着物着付師 
 きもの着付指導員 
 着物コンサルタント（和服着付） 
353-20 エステティシャン 

 アロマセラピスト 
 タラソテラピスト 
353-99 他に分類されない着付師、エステティシャン 

 かつら師 
 床山 
 床山見習 
 ネイリスト 
 ネイル・アーティスト 
 美顔師 
 ペディキュア師 
 マニキュア師 

354 浴場従事者  
354-10 浴場従事者 

 温泉浴場係員 
 サウナ支配人 
 銭湯番台 
 ボイラーマン（一般公衆浴場） 
 浴場清掃員 
 浴場番台 
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 旅館浴場係員 
 ロビー係（サウナ風呂） 

354-11 浴場主 
 浴場経営者（雇なし業主） 

355 クリーニング工  
355-10 クリーニング工 

 おしぼり加工包装工 
 クリーニング師 
 クリーニング職 
 クリーニング店主 
 ランドリー工 

355-11 ドライクリーニング工 
 ドライクリーニング職 
 ドライ工（洗濯業） 

355-12 洗たく工 
 ウエットクリーニング工 
 洗濯職 

355-13 しみ抜き工 
 衣服除染工（汚染除去） 
 しみ落し工（クリーニング業） 
 しみ落し工（染色整理業） 
 しみ落し地直し工（洗濯業） 

355-14 クリーニング仕上工 
 アイロン工（洗濯業） 
 アイロン仕上工 
 機械アイロン掛工（洗濯業） 
 クリーニングプレス工 
 仕上工（洗濯業） 
 洗濯プレス工 
 洗濯物仕上工 
 プレス工（洗濯業） 
 ワイシャツ仕上工（クリーニング業） 

355-15 洗たく整理工 

356 洗張工  
356-10 洗張工 

 洗張職 
 洗張染物職 
 洗張人 
 仕上工（洗張） 
 糊扱職（洗張業） 

356-11 湯通し工 
356-12 湯のし工 

 絞湯熨工 
 幅出し工（洗張・染物業） 
 湯のし職（洗濯業） 

36 飲食物調理の職業 

361 調理人  
361-10 日本料理調理人 

 板場 
 板前 
 うどん料理人 
 お好み焼き調理人 

 皿鉢調理人 
 そば料理人 
 天ぷら揚げ職人（飲食店） 
 中台 
 煮方（飲食店） 
 煮方（調理場） 
 河豚（ふぐ）調理師 
 めん類調理人 
 盛方 
 盛り付け人（料理） 
 焼方（調理場） 
 和食料理人 

361-11 すし職人 
 にぎりずし職人（飲食店） 
361-20 西洋料理調理人 

 アントルメティエ 
 ガルド・マンジェ 
 コック 
 シェフ 
 ソーシエ 
 ブッシェ 
 プルニエ 
 洋食調理人 
 料理ベーカリー係 
361-30 中華料理調理人 

 中華料理人 
361-40 給食調理人 

 給食係員 
 給食センター調理人 
 調理人（機内食製造） 
 調理人（病院） 
 賄 
 寮賄人 
361-98 調理人見習 

 洗い方（追回し：調理見習のもの） 
 洗い場係（料理見習のもの） 
 追い回し（洗い方：料理見習のもの） 
 コック見習 
 皿洗い（調理見習） 
 調理見習 
 料理見習 
361-99 他に分類されない調理人 

 おにぎり作り人（飲食店） 
 からずし製造工（飲食店） 
 喫茶店調理人 
 キッチンヘルパー 
 機内食製造工 
 漁船司厨員 
 漁労船司ちゅう員 
 きりたんぽ製造工（飲食店） 
 コックヘルパー 
 司厨員（船舶） 
 出張料理調理人 
 鮮魚調理師（鮮魚小売店） 
 船舶司厨員 
 船舶料理士 
 調理助手 
 調理手伝人 
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 調理補助者 
 弁当製造人（弁当仕出屋） 
 焼方（飲食店） 
 ラーメン調理人 
 料理学校講師助手 
 料理手伝人 
 列車料理人 
361-XX 調理員 

 調理士 
 調理師 
 料理人 

362 バーテンダー  
362-10 バーテンダー 

 バーテン 
 バーテンダー見習 

37 接客・給仕の職業 

371 飲食物給仕人  
371-10 飲食物給仕人 

 コミ・ド・ラン 
 コンパニオン（給仕人） 
 シェフドラン 
 デシャップ 
 花番（麺類食堂店員） 
 バンケットホステス 

371-11 配ぜん（膳）人 
 配膳係 

371-12 ウエイター・ウエイトレス 
 飲食店給仕 
 カウンター係（レストラン） 
 カフェウェイトレス 
 喫茶店ウェイトレス 
 ギャルソン 
 酒場給仕人 
 酒場店員 
 船舶給仕 
 店員（飲食店） 
 ビヤホール店員 
 フロア係（飲食店） 
 ホール係（飲食店） 
 レストラン・食堂給仕 
 列車給仕 

371-13 ソムリエ 
 ソムリエール 
 ワイン・ソムリエ 
371-XX 給仕係 

372 身の回り世話従事者  
372-10 旅館・ホテル接客係 

 応接員（宿泊施設） 
 コンシェルジュ（ホテル） 
 宿泊者サービス人 

372-11 旅館・ホテル案内係 
 アッシャー 

 ドアボーイ 
 ドアマン 
 旅館案内人 
 旅館客引 

372-12 旅館・ホテル客室係 
 客室係 
 客室パントリー係 
 チェンバーメイド 
 仲居 
 ハウスキーパー 
 ベッドメーク係（ホテル） 
 ホテル客室係 
 メイド（ホテル） 
 旅館接客係（仲居、客室係） 
 ルームキーパー 
 ルームメイド 

372-13 旅館・ホテルサービス係 
 サービス係（旅館） 
 フロアキャプテン 
 ページ 
 ページボーイ 
 ベルガール 
 ベルキャプテン 
 ベルボーイ 
 ベルマン 
 ロビーアテンダント 
372-20 乗物客室給仕人 
372-21 航空客室乗務員 

 客室乗務員（旅客機） 
 キャビンアテンダント 
 航空パーサー 
 スチュワーデス 
 スチュワード 
 パーサー 
 フライトアテンダント 

372-22 船室係 
 客室乗務員（旅客船） 
 船舶旅客係 
 ボーイ（船舶） 
 マリンガール（船舶） 
 マリンスチュワーデス 

373 接客社交係  
373-10 接客社交係 

 カウンターホステス 
 コンパニオン（バー） 
 サロンホステス 
 社交係（バー） 
 接客係（ナイトクラブ、バー等） 
 テーブル係（バー、クラブ） 
 ナイトクラブホステス（又はホスト） 
 パーティーコンパニオン 
 バーホステス 
 バニーガール 
 フロアレディ（バー） 
 ホステス（バー、ナイトクラブ等） 
 やとな 
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374 芸者  
374-10 芸者 

 芸妓 
 芸妓見習 
 太鼓持ち（幇間） 
 半玉（はんぎょく） 
 幇間（ほうかん） 

374-11 舞妓 

375 娯楽場等の接客員  
375-10 娯楽場等支配人 

 管理人（ゲームセンター） 
 娯楽施設支配人 
 支配人（映画館） 
 支配人（ゴルフ場） 
 支配人（パチンコ店） 
 支配人（麻雀荘） 
 席主（囲碁クラブ） 
 釣堀店主 
 バッティングセンター業主 
 ボーリング場支配人 
 マネージャー（麻雀荘） 
375-20 娯楽場等接客係 

 アテンダント（劇場） 
 案内解説人（博物館） 
 受付事務員（ゴルフ場、ボウリング場、

バッティングセンター等の娯楽施設） 
 カウンター事務員（娯楽場） 
 カラオケボックス店員 
 キャディマスター 
 競馬場整理人 
 景品係（パチンコ店） 
 ゲームセンター店員 
 娯楽場従事者 
 場内整理人（競馬場） 
 場内取締員（競艇場） 
 相撲世話人 
 テニスコート賃貸人 
 展示物説明員（博物館等） 
 パチンコ店員 
 美術館整理員 
 ビリヤードカウンター係 
 フロント係（ゴルフ場） 
 フロント事務員（パチンコ店） 
 フロント事務員（ボウリング場） 
 ボウリング場受付係 
 ホール係（パチンコ店） 
 麻雀クラブ従事者 
 遊園地従業員 

375-21 娯楽場出・改札係 
 映画館出札員 
 映画入場券販売員 
 劇場出札係 
 公園料金徴収員 
 娯楽場改札係 
 娯楽場出札係 

 出札係（遊園地） 
 乗車券発売人（遊園地） 
 水族館切符販売員 
 動物園出札係 
 入場券売り人（神社、仏閣） 
 窓口事務員（競輪場、競馬場、競艇場） 
 もぎり（映画館） 
 もぎり（娯楽場） 
 野球場切符販売員 

375-22 座席案内係 
 案内人（映画館、劇場） 
 映画館案内人 
 劇場接客案内人 

375-23 娯楽場放送係 
 アナウンサー（娯楽場等） 
 映画館放送員 
 場内放送人（娯楽場） 
 ディスクジョッキー（娯楽場） 
 放送員（映画館） 

375-24 遊戯施設係 
 表回り（パチンコ店） 
 機械係（パチンコ店） 
 機械管理人（娯楽場） 
 ゴーカート指導員 
 ジェットコースター操作人 
 児童遊戯場係員 
 昇降機運転係（遊園地） 
 球拾人（ゴルフ練習場） 
 乗物運転操作員（遊園地） 
 ピンセッター係（ボーリング場） 
 プーラー係（射撃場） 
 放出機操作員（クレー射撃場） 
 メリーゴーランド操作人 
 モノレール運転士（遊園地など） 
 遊園地電車運転員 

375-25 貸遊具係 
 貸ボート係員 
 娯楽場貸遊具係 
 スキー用具賃貸人（有料スキー施設） 
 スケート靴賃貸人（スケート場） 

375-26 スポーツ・クラブハウス係 
 クラブハウス係 
 ロッカーバッグ運び人（ゴルフ場） 

375-27 キャディ 
 カート係（ゴルフ場） 
 ハウスキャディ 

376 旅館主・支配人  
376-10 旅館主・支配人 

 女将（旅館） 
 割烹旅館主 
 簡易宿泊所主人 
 管理人（簡易宿泊所） 
 管理人（保養所） 
 管理人（旅館：雇用者） 
 国民宿舎支配人 
 支配人（旅館、ホテル） 
 所長（簡易宿泊所） 
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 番頭（旅館） 
 船宿主人 
 ペンション経営者 
 ホテル支配人 
 保養所管理人 
 待合女将 
 待合主人 
 山小屋管理人 
 ユースホステル管理人 
 ユースホステルペアレント 
 旅館管理人（雇用者） 
 旅館支配人・経営者 
 旅館主人 

38 居住施設・ビル等の管理の職業 

381 マンション・アパート・下宿管理人  
381-10 住宅施設管理人 

 アパート管理人 
 アパート経営貸付人 
 アパート差配人 
 貸家差配人 
 マンション管理人 
 老人福祉施設管理人 
381-20 下宿管理人 

 下宿業主 
 下宿経営貸付人 
 下宿屋主人 
 間貸人 

382 寄宿舎・寮管理人  
382-10 寄宿舎・寮管理人 

 合宿所管理人 
 寄宿舎寮長 
 舎監 
 宿舎管理人 
 独身寮管理人 
 寮監 
 寮管理人 

382-11 寄宿舎世話係 
 寄宿舎世話人 
 寄宿舎寮父 
 寄宿舎寮母 
 指導員（学校の寮・寄宿舎） 
 女子寮母 
 養護学校寮母 

383 ビル管理人  
383-10 ビル管理人 

 貸店舗業主 
 施設管理員（会館） 
 住込管理人（ビル） 
 倉庫賃貸業主 
 建物施設管理人 
 ビル管理技術者 
 ビル経営貸付人 

 ビル施設管理技術者 
 ビル施設管理者 
 ビル設備管理員 
 ビル設備管理見習 
 冷暖房電気係（ホテル） 

384 駐車場・駐輪場管理人  
384-10 駐車場・駐輪場管理人 
384-11 駐車場管理人 

 駐車係（ホテル） 
 駐車場経営者（雇なし業主） 
 駐車場整理員 
 駐車場賃貸人 
 駐車場誘導員 
 駐車場料金徴収員 
 パーキングメータ管理人 

384-12 駐輪場管理人 
 自転車置場自転車整理人 

389 その他の居住施設・ビル等の管理の職業  
389-10 別荘管理人 

 貸別荘管理人 
 別荘管理人（個人の別荘） 
389-99 他に分類されない居住施設・ビル等の管理

の職業 
 倶楽部管理人 
 公会堂管理人 
 公民館管理人 
 社宅管理人 
 集会所管理人 
 浄化槽管理士  
 浄化槽検査員 
 スポーツセンター管理人 
 体育館管理人 
 体育施設管理人 
 託児所管理人（社会福祉施設を除く） 
 寺管理人（住職でないもの） 
 寺番（僧侶（番僧）を除く） 
 堂守 
 バンガロー管理人 
 宮守 

39 その他のサービスの職業 

391 添乗員、観光案内人  
391-10 添乗員 

 ガイド（旅行会社） 
 現地係員 
 ツアーエスコート 
 ツアーコンダクター 
 バス添乗員 
391-20 観光案内人 

 アルパインガイド 
 案内人（ガイド） 
 観光ガイド 
 個人観光ガイド 
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 通訳案内人 
 通訳ガイド 
 登山案内人 
 登山ガイド 
 名所旧跡案内人 
 旅行案内解説人 
 旅行案内人 
 旅行ガイド 
 旅行遊覧案内人 
 旅行遊覧ガイド 

392 物品一時預り人  
392-10 物品一時預り人 

 クローク係 
 クロークルーム係 
 携帯品預り係 
 コインロッカー管理人 
 手荷物預かり人 
 ロッカー係（ゴルフ場） 

393 物品賃貸人  
393-10 物品賃貸人 

 各種物品賃貸人 
 貸衣しょう店主 
 貸衣しょう人 
 貸植木業主 
 貸おしぼり業主 
 貸タオル業主 
 貸布団店主 
 貸ボート店主 
 貸本屋 
 業務用物品賃貸人（機械類） 
 グリーンコーディネーター（リース業） 
 コインランドリー管理人 
 自転車賃貸人 
 重機械賃貸人 
 諸道具貸人 
 スキー用具賃貸人(有料スキー施設を除く) 
 スケート靴賃貸人（娯楽場を除く） 
 賃貸人（各種物品） 
 配車係（レンタカー） 
 ビデオレンタル店員 
 ボート貸し人 
 モップ賃貸人 
 リネンサプライ業主 
 レンタカー営業所員 
 レンタカー従業員 
 レンタルショップ店員 

394 広告宣伝員  
394-10 広告宣伝員 

 アナウンサー（街頭広告宣伝員） 
 街頭広告宣伝放送員 
 街頭宣伝アナウンサー 
 街頭宣伝放送員 
 キャンペーンガール 
 コマーシャルモデル 

 サンドイッチマン 
 住宅展示場案内係 
 ショールーム員 
 選挙運動員 
 宣伝員 
 宣伝カー乗車員 
 デモンストレーター（実演者：販売をと

もなわないもの） 
 普及員（宣伝放送業） 
 有線放送員（宣伝業） 

394-11 ファッションモデル 
394-12 ビラ配り人 

 広告配り人 
 広告ビラ配達員 
 ポスティング人 

395 葬儀師  
395-10 葬儀師 

 献茶婦 
 セレモニースタッフ（葬儀店員） 
 葬儀コーディネーター 
 葬儀作業者 
 葬儀司会者 
 葬儀世話人 
 葬儀相談員 
 葬儀店員 
 葬祭飾付人 
 葬祭士 
 葬祭ディレクター 
 典礼員 

399 他に分類されないサービスの職業  
399-10 ポーター 

 手回品運搬人 
 荷物運搬人 
399-20 美術モデル 

 写真モデル 
 モデル（美術、写真） 
399-30 便利屋 
399-40 靴みがき人 

 靴磨き 
399-50 エレベーター係 

 エレベータ運転係 
 エレベータガール 
399-60 トリマー 

 グルーマー 
 ドッグ・グルーマー 
399-70 易者、祈とう師 

 いたこ 
 占い師 
 易者 
 観相家 
 祈とう師 
 手相鑑定家 
 霊術師 
 霊媒 
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399-80 野犬捕獲員 
 野犬捕獲作業者 
399-99 他に分類されないその他のサービスの職業 

 置屋主人 
 オフトーク通信員 
 介添え役 
 楽屋係 
 貸席主人 
 家政婦紹介所長 
 家政婦紹介人 
 家庭福祉員 
 看護師紹介所長 
 看護人（有料老人ホーム） 
 管理人（キャンプ場） 
 管理人（コイン洗車場） 
 管理人（ヨットハーバー） 
 キャリアコンサルタント（民営職業紹介） 
 芸者置屋主 
 芸能人斡旋人 
 結婚式場案内係 
 結婚式場司会者 
 結婚式場支配人 
 結婚式場従業員 
 工場見学案内人 
 構内案内人 
 コンシェルジュ（百貨店） 
 式場案内人 
 宿泊斡旋人（旅館案内所） 
 職業紹介人（民間事業所） 
 植物園案内係員 
 スカウト（ホステス・タレント） 
 タレント斡旋人 
 ダンサー（ステージダンサーを除く） 
 調理師斡旋人 
 調理士紹介所長 
 俳優付人 
 花嫁介添人 
 百貨店売場案内人 
 ブライダルカウンセラー(結婚式場相談員) 
 フロアダンサー 
 ペット預り人 
 ペットシッター 
 ヘッドハンター（民営職業紹介） 
 放送員（百貨店） 
 メッセンジャーボーイ 
 有線放送員（役場、公民館）  
 養護学校介助員 
 理美容師補助 
 リフレクソロジスト 
 旅館斡旋人（旅館案内所） 
 旅行案内係（旅行案内所） 
 霊園管理者 

40 自衛官 

401 陸上自衛官  
401-10 陸上自衛官 

 車両操縦手（自衛隊） 
 駐屯地司令 
 補給群長 
 補給処分遣隊長 
 陸尉 
 陸佐 
 陸士 
 陸将 
 陸上自衛隊員 
 陸上幕僚長 
 陸上幕僚副長 
 陸将補 
 陸曹 

402 海上自衛官  
402-10 海上自衛官 

 海尉 
 海佐 
 海士(自衛隊） 
 海将 
 海上自衛隊員 
 海上幕僚長 
 海上幕僚副長 
 海将補 
 海曹 
 護衛隊群司令 
 自衛艦艦長 

403 航空自衛官  
403-10 航空自衛官 

 基地司令（航空自衛隊） 
 空尉 
 空佐 
 空士 
 空将 
 空将補 
 空曹 
 空挺隊員 
 航空自衛隊員 
 航空幕僚長 
 航空幕僚副長 
 戦闘機パイロット 

404 防衛大学校・防衛医科大学校学生  
404-10 防衛大学校・防衛医科大学校学生 

 防衛医科大学校学生 
 防衛大学校学生 
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41 司法警察職員 

411 警察官  
411-10 警察官 

 鑑識係員 
 看守係（警察） 
 機動隊員（警察） 
 警察音楽隊員 
 警察学校教官（警察官のもの） 
 警察犬訓練士（警察官であるもの） 
 警察署長 
 警察本部長 
 警察無線通信士 
 警察有線通信員 
 警視 
 刑事 
 警視監 
 警視正 
 警視総監 
 警視長 
 警部 
 警部補 
 警ら交通課長（警察署） 
 皇宮警護官 
 山岳警備隊員（警察官のもの） 
 自動車運転免許試験官（警察官） 
 巡査 
 巡査長 
 巡査部長 
 少年係（警察） 
 白バイ乗務員 
 水上警察官 
 捜査官（警察） 
 駐在所勤務員 
 鉄道警察隊員 
 パトカー乗務員 

412 海上保安官  
412-10 海上保安官 

 海上保安監 
 海上保安士 
 海上保安署長 
 海上保安正 
 海上保安部長 
 機関士（海上保安庁） 
 航海士（海上保安庁） 
 航空基地長（海上保安庁） 
 航路標識員（航路標識事務所） 
 主計士 
 巡視船船長（海上保安庁） 
 巡視船艇乗組員 
 巡視艇船長（海上保安庁） 
 整備員（海上保安庁） 
 設標船乗組員（海上保安庁） 
 船舶工務官（海上保安庁） 

 測量船乗組員（海上保安庁） 
 通信士（海上保安庁） 
 灯台長 
 特殊救難隊員 
 飛行員（海上保安庁） 

419 その他の司法警察職員  
419-10 麻薬取締官 

 鑑定官（麻薬取締） 
 情報官（地方厚生局麻薬取締部） 
 麻薬取締員 
419-99 他に分類されない司法警察職員 

 漁業監督官 
 ドッグハンドラー（税関） 

42 その他の保安の職業 

421 刑務官  
421-10 刑務官 

 看守 
 看守長 
 看守部長 
 矯正処遇官 
 刑務所看守 

422 消防官  
422-10 消防官 

 音楽隊員（消防庁） 
 機械係（消防署） 
 危険物係（消防署） 
 警備係（消防署） 
 警防員 
 消防監 
 消防司監 
 消防自動車運転士（消防署） 
 消防署支所長 
 消防署長 
 消防司令 
 消防司令長 
 消防正監 
 消防船船長 
 消防総監 
 消防長 
 消防吏員 
 予防建築物係（消防署） 

422-11 消防士 
 警防隊員 
 消火隊員 
 消防員（消防署） 
 消防士長 
 放水長（消防署） 

422-12 救急隊員 
 救急員（消防署） 
 救急救命士（消防員） 
 救急自動車運転手（消防官であるもの） 
 救急自動車乗務員 



  

  

  

  

  

  

  

43  

 
 

 263

 救助隊員 
 レスキュー隊員 

423 警備員  
423-10 警備員 

 売場監視員 
 ガードマン 
 会場整備員 
 火薬庫監視員 
 空港警備員 
 空港保安検査員 
 警務士（ガードマン） 
 警務職 
 劇場警備員 
 現金輸送員 
 工場警備員 
 交通誘導員 
 交通誘導警備員 
 施設監視員 
 巡視員 
 セキュリティースタッフ 
 倉庫監視員 
 倉庫警備員 
 鉄道警備員 
 鉄道保安警備員 
 売店監視員 
 ビートエンジニア 
 保安警備員（ビル管理） 

423-11 守衛 
 受付守衛 
 管理人（守衛のもの） 
 倉庫守衛 

423-12 夜警員 
 宿直員（夜間警備を専門とするもの） 
 宿直警備員 

423-13 法廷警備員 
423-14 国会衛視 

429 他に分類されない保安の職業  
429-10 道路管理員 

 機動班員（東・西日本高速道路会社） 
 高速道路交通パトロール 
 交通管制司令（東・西日本高速道路会社） 
 交通管理司令（首都高速道路会社） 
 交通管理隊員 
 交通巡視員 
 交通司令（阪神高速道路会社） 
 交通保安係 
 道路監理員（国・地方公共団体、高速道

路会社） 
 道路パトロール員（東・西日本高速道路

会社） 
429-20 入国警備官 
429-99 他に分類されないその他の保安の職業 

 ガス漏えい検査員 
 河川公園巡視員 
 機械警備管制員 

 建設現場誘導員 
 閘（こう）門番（水門） 
 自然公園監視員 
 自然公園パトロール員 
 自然保護監視員 
 水位監視人  
 水路管理人（農業用水を除く） 
 税関監視官 
 税関検査官 
 潜水夫（海難救助） 
 ダム管理人 
 発電用水路監視員 
 パトロール員（ガス会社） 
 プール監視員 
 踏切警手 
 踏切保安係 
 ライフガード（プール監視員） 
 ライフセーバー 
 列車見張員（保線工事） 

43 農業の職業 

431 農耕・養蚕作業者  
431-10 稲作作業者 

 稲作農耕者 
 陸稲耕作者 
 水稲耕作者 
431-20 畑作作業者 

 芋類耕作者 
 こんにゃくいも栽培人 
 雑穀耕作者（あわ、ひえ、きび、そば、

とうもろこし） 
 さといも耕作者 
 収穫作業者（野菜） 
 しょうが栽培人 
 スプラウト野菜栽培人 
 そ菜栽培人（露地栽培） 
 そば栽培者 
 畑作耕作者 
 馬鈴薯耕作者 
 豆類耕作者 
 麦類耕作者 
 野菜栽培人 
 落花生作り農耕者 
431-30 園芸作業者 

 園芸農耕者 
 温室栽培者 
 芝栽培者 
 はす農耕作業者 
 わさび栽培者 

431-31 果樹栽培者 
 果実栽培人 
 果樹園手入人 
 栗栽培者 
 さくらんぼ採取人 
 収穫作業者（果物） 
 摘蕾（らい）作業者（果樹） 
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 みかん栽培人 
 りんご栽培人 

431-32 花き栽培者 
 あさぎり栽培人 
 草花園芸者 
 草花栽培者 
 花栽培人 

431-33 植木栽培者 
 花木類栽培人 
 山林苗木栽培人 
 杉苗手入人 
 造林用苗木栽培者 
 苗木栽培人 
 苗木職人 
 苗木選別人 
 盆栽苗木栽培者 

431-34 きのこ栽培者 
 えのきだけ栽培作業者 
 椎茸乾燥人 
 椎茸菌培養者 
 椎茸栽培人 
 椎茸種駒植付人 
 マッシュルーム栽培人 
431-40 工芸作物栽培作業者 

 桑栽培者 
 こうぞ皮剥人 
 除虫菊栽培者 
 甜菜（てんさい）栽培者 
 薄荷（はっか）栽培者 
 牧草栽培者（家畜の飼育を伴うもの） 
 ホップ栽培者 
 三椏栽培者 
 薬草栽培人 
 ラベンダー栽培人 
 砂糖黍（きび）栽培者 

431-41 茶栽培者 
 宇治茶茶摘作業者 
 茶刈人 

431-42 たばこ栽培者 
 たばこ耕作者 
 葉たばこ結束人 

431-43 い草栽培者 
 藺草刈作業者 
 藺草栽培人 
431-50 養蚕作業者 
431-51 蚕飼育者 

 種蚕飼育者 
 養蚕人 

431-52 蚕種製造作業者 
 蚕種工 
 蚕種製造作業人 
431-60 ハウス野菜栽培者 

 そ菜栽培人（ハウス栽培） 
 ハウス栽培人 
431-99 他に分類されない農耕・養蚕作業者 

 きのこ類製造工（工場生産のもの） 
 芝はぎ人（栽培業） 
 植物園栽培係員 

 種駒製造工 
 農耕用トラクター運転手 
 農産物選別人（農業） 
 バインダー（刈取結束機）運転手 
 肥培管理員 
 牧草刈取人（家畜の飼育を伴わないもの） 
 牧草採取人（ヘイキューブ製造） 
 牧草栽培者(家畜の飼育を伴なわないもの) 
 圃場整備トラクター運転手 
 盆栽作り人 
 もやし製造工（工場生産のもの） 
431-XX 育苗作業者 

 種子係 
 種苗栽培者 
 苗圃（ほ）作業者 
 農園管理人 
 農園作業者 
 農耕作業者 
 農場作業員 
 農務員（農業試験場） 

432 養畜作業者  
432-10 肉牛・乳牛飼育作業者 

 牛舎係 
 サイレージカッター工 
 搾乳作業者 
 肉牛飼育者 
 乳牛飼育者 
 ヘイローダー運転手 
 ミルカー工 
 酪農作業者 
 酪農ヘルパー 
432-20 養豚作業者 
432-30 養鶏作業者 

 鶏舎作業員 
 集卵係 
 孵（ふ）化作業者 
 ふ卵所係 
 ブロイラー飼育者 
 養鶏人 
432-40 動物飼育係 

 研究用動物世話係 
 実験動物飼育係 

432-41 愛がん用動物飼育作業者 
 犬飼育人 
 小鳥飼育者 
 猫飼育者 

432-42 動物園飼育係 
 飼育係 
432-50 きゅう務員 

 騎乗員 
 厩務員 
 競走馬飼育者 
 種馬管理人 
 種馬飼育者 
432-60 養蜂作業者 

 蜜蜂飼育人 
 養蜂家 
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432-99 他に分類されない養畜作業者 
 アニマルヘルステクニシャン 
 育雛作業者 
 家禽（きん）飼育者 
 家禽ふ卵作業者 
 家畜飼育者 
 家畜飼育人 
 家畜人工授精師助手 
 獣医看護人 
 診療助手（動物病院） 
 種付作業者 
 畜産助手 
 動物看護師 
 動物実験作業員 
 動物実験助手 
 動物病院看護師 
 肥育管理員 
 ブリーダー 
 牧場管理人 
 牧場作業員 
 牧場牧夫 
 牧草刈取人（家畜の飼育を伴うもの） 
432-XX 畜産家 

433 植木職、造園師  
433-10 植木職 

 植木屋 
 庭木屋 
 庭師 
433-20 造園師 

 作庭師 
 芝植付人（造園業） 
 芝種子吹付工 
 芝張り人（造園業） 
 造園技能士 
 造園技能者 
 築庭人 
 法面保護工（芝張り工事） 
433-98 植木職・造園師見習 

 植木職見習 
 造園師見習 

439 その他の農業の職業  
439-10 装てい（蹄）師 

 削蹄師 
 装鉄師 
 蹄鉄打替作業員 
439-20 農業用水管理者 

 管理人（農業用貯水池） 
 水路管理人（農業用水） 
 農業用水利係員 
 配水員（土地改良区） 
439-99 他に分類されない農業の職業 

 害虫駆除指導員（街路樹） 
 種子帯製造人 
 農作物病虫害防除員 
 農薬散布人 

 病害虫防除員（農作物） 

44 林業の職業 

441 育林作業者  
441-10 地ごしらえ作業者 

 山林地拵え作業者 
 造林地拵作業者 
 林業地ごしらえ作業員 
441-20 植林作業者 

 山林苗木植付け作業者 
441-30 下刈作業者 

 笹刈作業者 
 山林下刈り作業者 
 造林草刈り作業者 
441-40 枝打作業者 

 枝払作業者（育林） 
 山林枝打ち作業者 
 除伐作業者 
441-99 他に分類されない育林作業者 

 砂防造林作業者（林野庁） 
 山林手入作業者 
 植林手入作業者 
 造林計測作業者 
 造林作業者 
 撫（ぶ）育作業者 
 保育造林作業者（林野庁） 
441-XX グリーンマイスター 

 苗圃作業者（育林） 

442 伐木・造材作業者  
442-10 伐木作業者 

 間伐作業者 
 原木伐採工 
 木挽工 
 木挽作業者（伐木） 
 山林木挽作業者 
 立木伐採人 
 伐採作業者 
 木材切出作業者 
442-20 造材作業者 

 枝払作業者（造林） 
 皮剥（はぎ）作業者（造材） 
 造材工 
 測尺作業者 
 玉切り作業者 
 丸太検尺人（林業） 
 銘木造材工 
442-XX 伐木造材機械オペレータ 

443 集材・運材作業者  
443-10 集材作業者 

 木寄せ作業者 
 小出し作業者（林業） 
 集材作業者（山林内） 
 伐木積込作業者 
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443-20 運材作業者 
 筏組作業者 
 筏作業者（山元） 
 筏操作員 
 架線工（林業：運材） 
 軌道出し運材作業者 
 材木運搬人（伐採地におけるもの） 
 索道出し作業者 
 造材運搬作業者 
 トロリー運材作業者 
 木材搬出作業者 
 流送作業者 
 林業架線運材作業者 
443-XX 集運材機械オペレータ 

 集運材作業者 

444 製炭・製薪作業者  
444-10 製炭作業者 

 炭材伐採作業者 
 炭焼作業者 
 製炭がま製造工 
 製炭木割作業者 
 築窯作業者（炭焼がま） 
444-20 製薪作業者 

 製薪材伐木作業者 
 薪結束人 
 薪割作業者 

449 その他の林業の職業  
449-10 特用林産物採取作業者 

 あけびつる取人 
 漆採取人 
 梶草剥人（林業） 
 萱（かや）採取人 
 きのこ採取人 
 栗採取人（天然物） 
 黒文字採取人 
 こうぞ皮剥人（林業） 
 山菜とり人 
 椎茸採取人（天然物） 
 しだ採取人 
 樹根採取人 
 種子採取人 
 樹脂採取人 
 樹種採取人 
 樹皮剥人 
 棕梠（しゅろ）皮採取人 
 じゅんさい採取人 
 樟脳根採取人 
 松皮採取人 
 松露採取人 
 ぜんまい採取人 
 筍採取人 
 立木皮剥人 
 なめこ採取人（天然物） 
 松茸採取人 
 松脂採取人 

 三椏皮剥人（林業） 
 山芋掘人 
 山繭採取人 
 わさび採取人（天然物） 
 わらび採取人 
449-20 狩猟者 

 獣猟師 
 昆虫採取作業者 
 狩猟案内人 
 鳥獣監視人 
 鳥猟師 
 猟師 
449-30 山林監視員 

 山林案内人 
 山林管理人 
 山林調査員 
 山林保安係員 
449-40 山林病害虫防除作業者 

 植物防疫員（山林） 
 森林害虫防除員 
 病害虫防除員（山林） 
449-99 他に分類されない林業の職業 

 検知人（林業） 
 竹材伐採作業者 
 鳥獣保護員 
 五倍子（ふし）採取人 

45 漁業の職業 

451 漁労作業者  
451-10 海面漁労作業者 

 一本釣り漁師 
 沿岸漁業者 
 かし網漁師 
 きん着網漁師 
 敷網漁師 
 地びき網ひき作業者 
 手繰網漁師 
 たこつぼ漁師 
 定置網漁師 

451-11 漁労長 
451-12 漁船甲板員 

 いか釣り漁師 
 漁労船甲板員 
 漁労船甲板長 
 漁労船操舵手 
 甲板員（漁船） 
 刺網漁師 
 はえなわ漁師 
451-20 内水面漁労作業者 

 うなぎ漁師 
 さけ川留作業者（漁業協同組合） 
 投網漁師 
 内水面漁師 

451-21 川魚漁師 
 鵜（う）匠 
451-30 潜水漁師 
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451-XX 網元（漁労を行うもの） 
 竿釣漁業者 
 漁師 

452 漁労船の船長・航海士・機関長・機関士  
452-10 漁労船船長 

 船主（漁業：雇なし業主） 
452-20 漁労船航海士 
452-30 漁労船機関長 

 船舶機関長（漁労船） 
452-40 漁労船機関士 

 機関員（漁労船） 
 機関士見習（漁船） 
 漁船操機手 
 漁労船機関員 
 漁労船機関手 
 漁労船操機長 
 船舶機関士（漁労船） 

453 海藻・貝類採取作業者  
453-10 藻類採取作業者 

 昆布採取作業者 
 てんぐさ採取作業者 
 海苔採取作業者（天然） 
 布海苔採取作業者 
 わかめ採取作業者 
453-20 貝類採取作業者 

 あげまき採取作業者 
 あさり採取作業者 
 あわび取り 
 雲丹（うに）採取作業者 
 貝採取作業者 
 介捲漁師 
 しじみ採取作業者 
 真珠貝採取作業者（採取のみ） 
 流子採取作業者 
 はまぐり採取作業者 
 帆立貝採取作業者 
453-30 水産あま（海女・海士） 

 海士（あま） 
 海女 

454 水産養殖作業者  
454-10 魚類養殖作業者 

 あじ養殖作業者 
 あゆ養殖作業者 
 うなぎ養殖作業者 
 えび養殖作業者 
 川魚養殖作業者 
 金魚養殖作業者 
 鯉養殖作業者 
 さけ人工孵化作業者 
 人工ふ化作業者（魚類） 
 たい養殖作業者 
 ティラピア養殖作業者 
 熱帯魚養殖作業者 
 はまち養殖作業者 

 ひらめ養殖作業者 
 ふぐ養殖作業者 
 ます放流人 
 ます養殖作業者 
 養魚作業者 
 養鯉従業者 
 養鯉場管理人 
454-20 貝類養殖作業者 

 あさり養殖作業者 
 あわび養殖作業者 
 かき養殖作業者 
 しじみ養殖作業者 
 はまぐり養殖採取人 
 帆立貝養殖作業者 
454-30 真珠養殖作業者 

 真珠筏管理人 
 真珠貝選別工 
 真珠核入れ作業者 
 真珠かごいけ係 
 真珠採収工 
 真珠製核工 
 真珠挿核者 
 真珠玉入工 
 真珠稚貝係 
 真珠避寒係 
 真珠養殖施術作業者 
 母貝仕立作業者 
 養殖真珠貝掃除作業者 
454-40 のり養殖作業者 

 あおさ養殖作業員 
 昆布養殖作業者 
 海苔採取作業者（養殖業） 
 もずく養殖作業者 
 わかめ養殖作業者 
454-99 他に分類されない水産養殖作業者 

 アクアトロン施設技術員 
 うに養殖作業者 
 魚介養殖作業者 
 ごかい養殖作業者 
 水温調節係（水族館） 
 水産試験場飼育係 
 水族館飼育係 
 水族館養魚作業者 
 スッポン養殖作業者 
 ほや養殖作業者 

459 その他の漁業の職業  
459-10 漁場監視員 

 海面監視人 
 養殖池監視人 
459-99 他に分類されない漁業の職業 

 魚見 
 海綿採取人 
 かき打ち人（かき貝がらむき） 
 かき貝がらむき作業者 
 魚類選別人 
 魚類水揚作業者 
 ごかい採取人 
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 昆布乾燥作業者 
 珊瑚採取人 
 鮮魚陸揚げ人（漁業） 
 釣餌採取人 
 海苔乾燥作業者 
 海苔すき作業者 

46 鉄道運転の職業 

461 鉄道機関士  
461-10 電気機関士 

 ＥＬ機関士 
 鉱山電気機関車運転員 
 工場電気機関車運転士 
 坑内電気機関車運転員 
 電気機関士助士  
 電気機関車運転士 
461-20 ディーゼル機関士 

 工場ディーゼル機関士 
 ＤＬ機関士 
 ディーゼルカー機関士  
 ディーゼルカー機関助士  
 ディーゼル機関車運転士 
 ディーゼル機関助士 
 内燃機関車運転士  
461-30 蒸気機関士 

 蒸気機関車機関士  
 蒸気機関助士 
461-98 鉄道機関士見習 

 蒸気機関士見習 
 蒸気機関助士見習  
 ディーゼル機関士見習 
 ディーゼル機関助士見習  
 電気機関士見習 
 電気機関助士見習  
461-XX 鉱山機関車機関士  

 工場機関車機関士  
 産業機関車運転士  
 側線軌道車機関士（工場） 
 鉄道機関車運転士 
 鉄道機関車機関士 

462 電車・気動車運転士  
462-10 電車運転士 

 軌道電車運転手 
 鉱山電車運転士 
 工場電車運転士 
 構内電車運転手 
 市街電車運転士 
 地下鉄電車運転士 
 電車運転指導員 
 電車運転助士 
 都電運転手 
 モノレール運転士（輸送機関によるもの） 
 ワンマンカー運転手（市街電車）  

462-20 気動車運転士 
 ガソリンカー運転士 
 工場気動車運転士 
 側線気動車運転士 
 ディーゼルカー運転士 
 内燃車運転士 
462-98 電車・気動車運転士見習 

 運転士教習生（鉄道） 
 ディーゼルカー運転士見習 
 電車運転士見習 

47 自動車運転の職業 

471 バス運転者  
471-10 バス運転者 

 営業用バス運転者 
 観光バス運転者 
 トレーラーバス運転者 
 トロリーバス運転士 

471-11 路線バス運転者 
 乗合バス運転者 
 ワンマンカー運転手（路線バス）  
 ワンマンバス運転者 

471-12 貸切バス運転者 
 貸切観光バス運転者 

471-13 自家用バス運転者 
 スクールバス運転者 
 送迎バス運転者 
 マイクロバス運転者 

472 乗用自動車運転者  
472-10 乗用自動車運転者 

 運転代行人 
 小型自動車運転手（乗用） 
 ジープ運転手 
 自動車運転手（福祉施設：送迎用等） 
 乗用車運転手 

472-11 自家用乗用自動車運転者 
 ショーファー 

472-12 営業用乗用自動車運転者 
 介護タクシー運転者 
 個人タクシー運転者 
 タクシー運転者 
 ハイヤー運転者 

473 貨物自動車運転者  
473-10 貨物自動車運転者 
473-11 トラック運転者 

 大型トラック運転者 
 小型貨物自動車運転者 
 小型トラック運転者 
 トラック運転助手 
 ライナー運送運転手 
 路線トラック運転手 

473-12 トレーラートラック運転者 
 貨物トレーラー運転手 
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473-13 コンクリートミキサー車運転者 
 生コン車運転手 
 ミキサー車運転手  

473-14 ダンプカー運転者 
 ダンプトラック運転手 

473-15 タンクローリー運転者 
 危険物タンクローリー輸送運転手 
 ローリー運転手 

479 その他の自動車運転の職業  
479-10 その他の自動車運転の職業 

 衛生車運転手 
 危険物取扱者（危険物輸送業） 
 キャリヤー運転手 
 救急車運転者（消防官でないもの） 
 クレーン自動車運転士 
 牽（けん）引自動車運転手  
 ゴミ収集車運転手 
 散水自動車運転者 
 自動車回送員（陸送業）  
 自動車試験運転手  
 自動車陸送員  
 集乳車運転手 
 じん芥収集車運転手 
 清掃車運転手  
 宣伝用自動車運転者 
 葬儀自動車運転手 
 逓（てい）送自動車運転手  
 テストドライバー 
 電源車運転手 
 トーイング作業員（牽引車運転） 
 特殊自動車運転手 
 二輪車テストライダー 
 バキュームカー運転者 
 保冷冷凍車運転手 
 モータースイーパー運転手 
 郵便集配車運転手 
 霊柩（きゅう）車運転者 
 レッカー車運転手 
 レントゲン車運転手（病院） 
 ロードパッカー運転手 

48 船舶・航空機運転の職業 

481 船長（漁労船を除く）  
481-10 貨客船船長 

 運搬船船長 
 外航貨客船船長 
 貨物船船長 
 客船船長 
 鉱石専用船船長 
 コンテナ船船長 
 砂利運搬船長 
 石砕運搬船長 
 タンカー船長 
 内航貨客船船長 

 ばら積貨物船船長 
 フェリーボート船長 
 油槽船船長 
 旅客船船長 
 冷凍運搬船船長 
481-20 作業船船長 

 オイルフェンス展張船船長 
 汚物運搬船船長 
 起重機船船長 
 給油船船長 
 杭打船船長 
 港内船船長 
 砂利採取船船長 
 測量船船長 
 発電船船長 
 揚錨船船長（自航） 

481-21 しゅんせつ船船長 
 浚渫船船長（自航船）  

481-22 タグボート船船長 
 曳（ひき）船業主（船長であるもの） 
 引船船長 
481-99 他に分類されない船長 

 監視船船長 
 救命艇艇長 
 グラスボート船長 
 工事監督船長 
 診療船船長 
 船渠（ドック）長 
 遊覧船船長 
481-XX キャプテン（船舶） 

 船舶艇長  

482 航海士・運航士（漁労船を除く）、水先人 
482-10 航海士 

 一等航海士 
 海技士（航海士であるもの） 
 外航航海士 
 貨客船航海士 
 貨物船航海士  
 客船航海士 
 サードオフィサー（航海士） 
 三等航海士 
 セカンドオフィサー（航海士） 
 船舶航海士 
 チーフオフィサー（航海士） 
 チョッサー 
 内航航海士 
 二等航海士 
 旅客船航海士 
482-20 運航士 
482-30 水先人 

 コースマスター 
 水先案内人 

483 船舶機関長・機関士（漁労船を除く）  
483-10 船舶機関長 

 運搬船機関長 
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 砂利採取船機関長 
 遊覧船機関長 
 揚錨船機関長（自航） 
 旅客船機関長 
 連絡船機関長 
483-20 船舶機関士 

 一等機関士 
 海技士（機関士であるもの） 
 貨物船機関士 
 給油船機関士 
 サードエンジニア（機関士） 
 三等機関士 
 セカンドエンジニア（機関士） 
 造船所機関士 
 タンカー機関士 
 二等機関士 
 引船機関士 
 旅客船機関士  
 練習船機関士 
 連絡船機関士 
 ファーストエンジニア（機関士） 

484 航空機操縦士  
484-10 航空機操縦士 

 機長 
 キャプテン（航空機） 
 グライダー操縦士 
 航空機長（キャプテン）  
 コー・パイロット 
 事業用飛行機操縦士 
 副操縦士 
 テストパイロット 
 パイロット 
 飛行船操縦士 
 ファーストオフィサー（航空機） 
 ヘリコプター操縦士 

485 航空機関士  
485-10 航空機関士 

 セカンドオフィサー（航空機） 
 フライトエンジニア 

49 その他の運輸の職業 

491 車掌  
491-10 鉄道車掌 

 地下鉄車掌 
 鉄道車掌見習 
 電車車掌 
 列車車掌 

491-11 旅客車掌 
491-12 貨物車掌 

491-20 バス車掌 
491-21 観光バス車掌 

 貸切バス車掌 
 観光案内人（バス会社） 

 観光バスガイド 
 バスガイド 

492 駅構内係、信号係  
492-10 駅構内係 
492-11 操車係  

 入換係 
 貨車操車工（工場）  
 貨車誘導係 
 岐線係 
 構内操車工（工場）  
 線別工（鉄道） 

492-12 連結手 
 駅連結手 
 貨車入替連結手 
 構内鉄道連結手（工場） 
492-20 信号係 

 合図手（鉄道） 
 駅構内信号手 
 信号手（鉄道）  

493 甲板員  
493-10 甲板員 

 カーペンター（船匠：船舶乗組員である
もの） 

 貨物船甲板員 
 貨物船操舵手 
 クォーターマスター（操舵手） 
 甲板手 
 甲板長 
 甲板部員 
 実習船甲板員 
 砂利採取船甲板員 
 浚渫船船員（自航船） 
 セーラー（甲板員） 
 船員 
 船匠（カーペンター：船舶乗組員である

もの） 
 船舶運航員 
 操舵手 
 タグボート運行員 
 タグボート乗務員 
 引船乗組員 
 ボースン（甲板長） 
 油槽船甲板員 
 旅客船甲板長 
 練習船船員 

494 船舶機関員  
494-10 船舶機関員 

 エンジン調整手（船舶乗組員） 
 オイラー（操機手） 
 貨物船機関員 
 機関手（漁労船を除く） 
 機関部員 
 砂利採取船機関員 
 船舶機関手 
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 船舶操機手 
 操機手 
 操機長 
 ナンバーワンオイラー（操機長） 
 ナンバン（操機長） 
 引船（曳船）機関員 

499 他に分類されない運輸の職業  
499-10 フォークリフト運転者 

 ＦＬ（フォークリフト）運転手  
 サイドリフト運転者 
 リフトカー運転者 
499-20 小型船舶運転者 

 観光遊覧船運転士 
 救助艇員（競艇事業） 
 小型船舶操縦士 
 はしけ船長 
 モーターボート運転手 
 遊覧船船頭 
 渡し船船頭 

499-21 遊漁船船頭 
 案内人（釣舟業）  
 釣船船長  
 釣船船頭 
499-30 車両点検係 

 貨車検査係 
 貨車点検工 
 機関車検査係 
 検車係（鉄道） 
 検車手（森林管理署）  
 車両検査係 
499-99 他に分類されないその他の運輸の職業 

 筏師（観光用筏下り） 
 空中ケーブル乗務員 
 繋（けい）船作業員 
 航空機車止作業員 
 航空機牽（けん）引車運転手 
 航空機誘導員 
 航空士 
 構内内燃機関運搬車運転手 
 索具工（船舶） 
 自動車誘導員（フェリー） 
 車両整理係（フェリー） 
 水上信号員 
 船舶繋離立会人 
 船舶繋留員 
 船舶装置係 
 ターレット車運転手 
 着脱作業員（空港地上サービス） 
 灯台管理人 
 ナビゲーター（航空士） 
 バス誘導員（営業所）  
 バッテリーカー運転手 
 ボーディングブリッジ操作員 
 ホーバークラフト運転手 
 マーシャラー（航空機誘導員） 
 マーシャリング作業員 
 ロープウェイ案内係 

50 通信の職業 

501 無線通信員、無線技術員  
501-10 無線通信士 

 総合無線通信士  
 通信長（海洋気象台） 
 陸上無線技術士 

501-11 航空関係無線通信士 
 航空通信士 
 航空無線通信士 

501-12 船舶関係無線通信士 
 海技士（通信、電子通信） 
 海上無線通信士 
 貨物船通信士 
 漁業関係無線通信士  
 漁船無線通信士  
 船舶通信士 
 船舶通信長  
501-20 無線技術士 

 通信技術員（無線） 
501-21 ラジオ・テレビ放送技術員 

 映像調整員（テレビ会社） 
 音声担当員（放送業） 
 テクニカルディレクター 
 テレシネ（テレビ放送技術員） 
 テレビ放送技術員 
 テレビ・ラジオ番組送出係 
 電気送信係員（テレビ送信）  
 ビデオエンジニア 
 放送技術員 
 放送調整技術員 
 ラジオ放送技術員 

501-22 写真電送員 
 電送写真係（無線） 

501-23 中継技術員 
 中継係員  
 中継録音技術員 
 放送中継係員 
501-30 特殊無線技士 

 海上特殊無線技士 
 航空特殊無線技士 
 陸上特殊無線技士 
 レーダ操作技術員 
501-99 他に分類されない無線通信員、無線技術員 

 国際電報オペレータ 
 通信事務員（タクシー会社）  
 電波技術員 
 電波標識技術員 
 無線配車係（タクシー会社） 

502 有線通信員  
502-10 有線通信操作員 

 オペレータ（有線通信員） 
 新聞有線通信員 
 電報通信員 
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 有線放送員（音楽放送業） 
502-20 有線技術員 

 通信技術員（有線） 
 有線放送電話技術員 

502-21 有線放送技術員 
 有線テレビジョン技術員 
 有線ラジオ技術員 

503 電話交換手  
503-10 電話交換手 

 オペレータ（電話交換手） 
 国内電話交換手 
 テレフォンオペレーター 
 有線放送電話交換手 

503-11 国際電話オペレーター 
503-12 構内電話交換手 

 内線電話交換手 
 ビル電話交換手 

503-13 案内台交換手 
 電話番号案内人 
 番号案内交換手 

504 郵便集配員、電報配達員  
504-10 郵便集配員 

 集配人（郵便）  
 郵便委託員 
 郵便外務員 

504-11 郵便取集員 
 郵便取集車乗務員 

504-12 郵便配達員 
 委託配達員（郵便） 
 小包配達員 
 速達配達係 
 通常配達係 
504-20 電報配達員 

509 その他の通信の職業  
509-10 航空管制官 

 航空管制運航情報官 
 航空無線通信士（航空管制官） 
 タワーオペレーター 
509-99 他に分類されない通信の職業 

 ＩＬＳ(計器着陸装置）操作員 
 エディティングオペレーター（録音作業） 
 音響技術員 
 ＧＣＡ（無線誘導着陸装置）オペレーター 
 スイッチャー（映像切替操作員） 
 ＴＤ（テクニカルディレクター） 
 テレビミキサー 
 動画録音技術員 
 ＰＡ(音響)エンジニア 
 ＰＡオペレーター 
 ＰＡミキサー 
 ビデオオペレーター  
 ＶＥ（ビデオエンジニア）  
 ＶＴＲ係（放送業） 
 ブームオペレーター 

 ブームスタンド操作員 
 プログラムスイッチャー 
 ミキサー（放送業） 
 ミキサー（録音スタジオ） 
 ラジオミキサー 
 レコーディングエンジニア 
 録音エンジニア 
 録音係  
 録音技術員  
 録音ミキサー（放送業） 

51 金属材料製造の職業 

511 製銑工、製鋼工  
511-10 製銑工 

 鉱石溶解工（製鉄） 
 高炉管理工 
 鉱炉管理工（製鉄） 
 高炉工（製鉄、製鋼） 
 製銑熱風炉工 
 操炉工（製鉄） 
 熱風炉工 
 溶鉱炉工 
 溶炉工（製鉄） 

511-11 炉前工（高炉） 
 高炉出銑工 
 高炉湯出工（製鉄） 
 出銑工 

511-12 樋管理工（高炉）  
511-13 鋳銑機工 

 鋳込工（製鉄） 
 型銑製造工 
 砂型銑製造工 
 鋳銑機金型銑製造工 
 鋳銑機鋳入工 
 鋳銑工 
511-20 製鋼工 

 AOD(精錬）工 
 珪素鉄製造工 
 混銑炉工 
 磁鋼製造工 
 ステンレス合金工 
 製鋼ガス管理工 
 製鋼仕上工 
 製鋼操炉工 
 反射炉工（製鋼） 
 フェロアロイ工 
 フェロクロム製造工 
 ベアリングスチール工 
 平炉工 
 ミーハナイト工 
 湯出し工（製鋼） 
 溶解工（製鋼） 

511-21 溶銑予備処理工 
511-22 転炉工 

 回転炉工（製鉄、製鋼） 
 コンバーター工（製鉄、製鋼） 



  

  

  

  

  

  

  

51  

 
 

 273

 製鋼転炉ガス処理工 
 製鋼転炉工 
 転炉炉前工 

511-23 電気炉工（製鋼） 
 弧光式電気炉工 
 製鋼電気炉工 
 電気製鋼工 
 電気炉製鋼工 
 電気炉溶解作業員（製鋼） 

511-24 取べ（鍋）精錬工 
 LF（取鍋加熱炉）工 

511-25 造塊工 
 鋳込造塊工（製鋼） 
 インゴットケース型込工（製鋼） 
 インゴット工（製鉄、製鋼） 
 鋼塊工（製鋼） 
 鋳鉄工 

511-26 連続鋳造工（製鋼） 
 連続鋳造係（製鋼業） 
 連鋳係（製鋼業） 

511-27 連鋳精整工 
511-30 鋳物用鉄溶融工 

 鋳物鉄溶融炉工 
 鋳物溶解工（鉄鋳物製造） 
 操炉工（鋳物型入工） 
 鋳鉄鋳物溶解工 
 溶解工（鋳物製造） 
 溶銑工（鋳造業） 

511-31 キュポラ工（鋳物） 
511-32 電気炉工（鋳物） 

 高周波炉工 
511-99 他に分類されない製銑工、製鋼工 

 鋳物材料装入工（鋳物製造） 
 型据工（製鉄、製鋼） 
 原料打込工 
 原料装入工（製鉄、製鋼） 
 鋼塊疵取工 
 鉱石配合工（銑鉄製造） 
 鉱炉冷却工（製鉄、製鋼） 
 コークス操入工（製鉄、製鋼） 
 混練工（製鉄） 
 磁選処理工（製鉄、製鋼） 
 出滓工 
 試料採取工（製鉄、製鋼） 
 真空溶解係（製鋼） 
 信号工（製鉄、製鋼） 
 ズク割工 
 製鋼原料装入工 
 製鋼装置運転員 
 製鉄原料装入工 
 造塊用鋳型補修工 
 装入工（製鉄、製鋼） 
 トーピードカー運転員 
 取べ運搬員 
 フェロシリコン焼成工 
 マグネシア工（製鉄、製鋼） 
 溶鉱秤量工 
 溶鉱炉信号工 

 溶銑輸送員 
 ライン運転工（製鉄業） 
 レードル係（製鉄、製鋼） 
511-XX 製鉄工 

512 非鉄金属製錬工  
512-10 非鉄金属溶融炉工 

 亜鉛製錬工 
 アルミ溶融工 
 アンチモニー精錬工 
 鋳物溶解工（非鉄鋳物製造） 
 鋳物用非鉄金属溶解工 
 軽合金溶鉱炉工 
 高炉工（非鉄金属製錬） 
 コンバーター工（非鉄金属製錬） 
 酸素製錬工（非鉄金属製錬） 
 シックナー運転工（アルミニウム精錬） 
 自溶製錬工（非鉄金属製錬） 
 蒸留工（非鉄金属製錬） 
 真空蒸留工（非鉄金属精錬） 
 前床工（非鉄金属製錬） 
 操炉工（非鉄金属製錬） 
 ダイカスト用アルミ溶解工 
 電気炉工（非鉄金属製錬） 
 転炉工（非鉄金属製錬） 
 転炉製錬工（非鉄金属製錬） 
 銅溶解工 
 鉛精錬工 
 バビットメタル製造工 
 反射炉工（非鉄金属製錬） 
 非鉄金属転炉工（コンバーター工） 
 冶金工（非鉄金属精錬） 
 溶解工（非鉄金属製錬） 
 溶鉱炉工（非鉄金属製錬） 
 溶融工（非鉄金属製錬） 
 溶錬工（非鉄金属製錬） 
 レトルト工（非鉄金属製錬） 
 炉付員（非鉄金属製錬） 
 炉前工（非鉄金属製錬） 
512-20 非鉄金属浸出・浄液工 

 浄液工（非鉄金属製錬） 
 溶解浄液工（非鉄金属製錬） 
512-30 非鉄金属電解工 

 亜鉛電解工 
 アルミキーパー工 
 アルミニウム精錬工 
 アルミニウム地金製造工 
 アルミニウム電解工 
 陰極組立工（銅精錬） 
 極板揚工 
 金電解工 
 銀電解工 
 クラスト割工 
 錫電解工 
 チタン真空精錬工 
 電解キーパー工 
 電気銅製造工 
 銅電解工 
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 ニッケル電解工 
 溶融電解炉工（非鉄金属製錬） 
 陽極組立工（銅精錬） 
512-40 銅製錬工（電解法を除く） 

 真空溶解工（無酸素銅製錬） 
 製銅工 
 粗銅工 
 銅誘導炉工 
 錬銅工 
512-50 貴金属製錬工 

 銀製練工 
 青化法金製錬工 
 分銀工 
 るつぼ工（非鉄金属製錬） 
 るつぼ製錬工（非鉄金属製錬） 
512-60 半導体材料精錬工（多結晶シリコンなど） 

 金属シリコン精錬工 
 珪（けい）素精製工（金属珪素） 
 ゲルマニウム精錬工 
 高純度シリコン製造工 
 シリコン精錬工（金属ケイ素） 
 半導体素子精錬工 
 フェロシリコン仕上工 
512-70 金属ウラン製錬工 

 核燃料製造工（金属ウラン） 
512-80 非鉄金属鋳込造塊工 

 亜鉛鋳込工 
 アルミニウム圧出機運転工 
 アルミビレット鋳造工 
 鋳込工（非鉄金属製錬） 
 インゴットケース型込工（非鉄金属製錬） 
 インゴット工（非鉄金属製錬） 
 造塊工（非鉄金属製錬） 
 鋳銅工 
 溶解鋳銅工 
 溶銅注入工 
 連続鋳造機運転工 
512-99 他に分類されない非鉄金属製錬工 

 亜鉛蒸留工 
 亜鉛装入工 
 アマルガム工（非鉄金属製錬） 
 アルミナ補給工 
 イットリウム製造工 
 カーボンクリーニング工(電解炉陽極補修) 
 鍰選鉱員（銅製錬） 
 乾燥炉工（金属製錬） 
 原料装入工（非鉄金属製錬） 
 鉱石処理工（金属精錬） 
 混汞（こう）製錬工（金製錬） 
 ジルコニウム製造工 
 水銀回収工 
 タングステン還元工 
 タングステン製造工 
 タンタル工 
 ビスマス製造工 
 非鉄金属装入工 
 ペグ作業員（アルミ電解炉陽極取換） 
 モリブデン精錬工 

 溶澱工（非鉄金属製錬） 
 ランタン製造工（非鉄金属製錬） 
512-XX チタン製造工 

 非鉄金属精錬工 

513 鋳物工  
513-10 調砂工 

 鋳物砂製造工 
 コーティング工（鋳物砂製造業） 
 混砂工（鋳物砂製造） 
 混練工（鋳物砂製造業） 
 肌砂処理工（鋳物砂製造業） 
513-20 中子工 

 鋳物芯取工 
 鋳物中子工 
513-30 鋳型工 

 鋳型造形工 
513-31 手込造型工 

 鋳型成形工（砂型） 
 鋳物芯入工 
 鋳物砂型工 
 型込工（鋳物製造） 
 砂型工（鋳物製造） 
 造型工（鋳物製造） 

513-32 機械込造型工 
 鋳型機械工 
 シェル造型工 
 シェルモールディングマシン工 
 シェルモールド工 
 造型機工 
 モールディングマシン工 
 モールド製造工（鋳物用砂型） 
513-40 鋳込工 

 鋳物鋳込工 
 鋳物注湯工 
 金型注湯工（鋳物製造） 
 銑鉄鋳物型込工 
513-99 他に分類されない鋳物工 

 鋳物管理工 
 鋳物浄揚工 
 シェル芯仕上工 
 シェル芯製造工 
 銑鉄切割工（鋳物製造） 
 取べ工（鋳物製造） 
 溶湯運搬工 
513-XX 亜鉛鋳物工 

 アルミニウム鋳物工 
 鋳物師（いもじ） 
 可鍛鋳鉄鋳物工 
 機械工作鋳物工 
 軽合金鋳物工 
 合金鋳物工 
 自動車部品鋳造工 
 銑鉄鋳物工 
 側溝ふた製造工（金属製） 
 鋳金工 
 鋳造工 
 鋳鉄鋳物工 
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 鋳鉄工（可鍛鋳鉄所） 
 銅鋳物工 
 銅合金鋳物工 
 ドラム工（鋳物製造） 
 鉛合金鋳物工 
 鋼鋳物工 
 白銑鋳物工 
 バルブ鋳造工 
 非鉄金属鋳物工 
 風鈴製造工（鋳物） 
 マンホール蓋（ふた）製造工（金属鋳物製） 
 ロストワックス工 

514 鍛造工  
514-10 鍛造操炉工 

 鍛冶操炉工 
 加熱炉工（鍛造） 
 火床係 
514-20 自由鍛造工 

 圧延鍛造工 
 圧練鍛造工 
 鍛冶横座 
 鍛延工 
 火造工 
 火造りばね工 

514-21 鍛造プレス工 
 火造りプレス工 
 油圧工（鍛造プレス） 
 輪軸プレス工 

514-22 鍛造ハンマ工 
 エアーハンマ工（鍛造） 
 機械ハンマ工（鍛造） 
 機づち操縦工 
 スチームハンマ工（鍛造） 
 槌工（鍛造） 
514-30 型鍛造工 

 型打鍛造工 
 精密型鍛造工 
 連続型打鍛造機運転工 

514-31 型鍛造プレス工 
514-32 型鍛造ハンマ工 

 エアースタンプハンマー工 
514-40 手かじ（鍜冶）工 

 鍛冶職 
 蹄鉄製造工 
 農鍛冶職 

514-41 工具かじ工 
 鋸鍛冶工 
 刃物鍛治職 
 火造り金焼工 
514-98 鍛造工助手 

 鍛冶先手 
514-99 他に分類されない鍛造工 

 先付工（機械鍛冶工） 
 スエージング工 
 据込工（鍛造） 
 鍛造ばり取り工 
 発条かじ工 

514-XX 圧造工 
 鍛冶（かじ）工 
 機械かじ工 
 機械鍛造工 
 金属鍛造工 
 錬鉄工 

515 金属熱処理工   
515-10 金属熱処理工 

 アニーリング工 
 アニール工（金属熱処理） 
 金焼工 
 加熱炉工（金属熱処理） 
 金属地焼工 
 金属製品焼入工 
 研削材電気炉工 
 光輝炉工 
 サーメット製造工 
 焼錬工 
 ステンレス熱焼工 
 鉄鋼熱処理工 
 鉄板熱処理工 
 熱処理工（金属） 
 バイト熱処理工 
 ひげ熱処理工 
 表面硬化処理工（浸炭、窒化によるもの） 
 粉末冶金熱処理工 
 焼板工（金属熱処理） 
 焼入工 
 焼入れ仕上工 
 油焼工 
 連続熱処理炉運転工 
 炉前工（金属熱処理） 

515-11 焼なまし・焼ならし工 
 焼鈍工 
 焼鈍先手工 
 調質工（金属熱処理） 
 軟化工（金属熱処理） 
 焼なまし工 

515-12 焼入焼戻し工（高周波・浸炭を除く） 
 金属焼もどし工 
 焼戻工 

515-13 高周波焼入焼戻し工 
 高周波焼入工 
 高周波焼入装置運転工 
 電気熱処理工（高周波） 

515-14 浸炭焼入焼戻し工 
 ガス浸炭工 
 金属浸炭工 
 浸炭焼入工 

515-15 窒化・軟窒化工 
 金属窒化工 
 タフトライド工（窒化作業） 
 窒化炉工（金属窒化処理） 
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516 圧延工  
516-10 圧延加熱炉工 

 圧延伸張工 
 圧延操炉工 
 加熱炉工（圧延） 
 加熱炉操作工（圧延） 
 均熱炉工（圧延） 
 仕上加熱工（金属板製造） 
 条鋼加熱工 
 線材加熱炉工 
516-20 熱間圧延工 

 鋼材工（圧延） 
 鉄鋼伸工 
 分塊圧延工 
 ロール機圧延工（製鉄、製鋼） 

516-21 条鋼圧延工（線材、形鋼、棒鋼） 
 形鋼製造工 
 条鋼整製工 
 条鋼抽出工 
 条材圧延工 
 製条圧延工 
 線材圧延工 
 ビレット押出し工 
 ビレット工 
 フラットバー工（製鉄、製鋼） 
 棒鋼製造工 

516-22 鋼板圧延工（厚板、熱延） 
 厚板工（製鉄） 
 厚板製造機械操作員（製鋼） 
 帯鋼成形工 
 クラッド鋼板製造工(熱間圧延によるもの) 
 焼結圧延工 
 熱板圧延工 
 熱板工 

516-23 シームレス鋼管工（中径、小径） 
 圧延穿（せん）孔機工 
 押出工（金属管製造） 
 押出プレス工（製鉄、製鋼） 
 金属管押出工 
 金属管引抜工 
 口絞り工（金属管製造） 
 口巻工（金属管製造） 
 軽合金押出工（アルミニウム圧延） 
 鋼管引抜工 
 伸管工 
 伸出工（圧延） 
 穿孔製管工 
 抽伸工（金属管製造） 
 継目無管製造工 
 パイプ引抜工（鋼管製造） 
516-30 冷間圧延工 

 亜鉛圧延工 
 圧延コールド工 
 薄板後面工 
 薄板冷板工（製鉄、製鋼） 
 コールド工 
 タンデム係 

 チルドロール工 
 ブルブロック機工 
 冷延工（製鉄、製鋼） 
 冷間工（製鉄、製鋼） 
 冷間引抜工 
 冷間ロール工 
 レバース圧延係 
 連続冷延工 

516-31 電磁鋼板工 
516-32 ステンレス鋼板工 
516-33 表面処理鋼板工 

 酸洗工（ステンレス管製造） 
 ステンレス板製造工 
 表面硬化処理工（硬質合金融着法による

もの） 
516-34 展延工（非鉄金属箔） 

 アルミ箔製造工 
 アルミホイル製造工 
 エンボス工（アルミ箔製造） 
 金銀箔打工（金銀糸製造） 
 金銀平箔製造工 
 金箔打工 
 銀箔打工 
 製箔工（圧延） 
 箔打工 
516-40 溶接鋼管工 

 圧延パイプ工 
 ガス管製造工（鋼管製造） 
 金属管圧延工 
 鋼管製造工 
 水道管製造工 
 製管工（金属管製造） 
 造管工 
 鉄管工 
 磨管機工（鋼管製造） 

516-41 大径管工（スパイラル、ＵＯ管） 
516-42 電縫管工 

 電縫管製造工 
 電縫鋼管工 

516-43 鍛接管工 
 鍛接パイプ工 
516-50 圧延仕上工 

 圧延精整工 
 薄板仕上圧延工 
 金型材矯正工（圧延） 
 管仕上工 
 金属管仕上工 
 軽合金金型材矯正工（アルミニウム圧延） 
 鋼管矯正工 
 鋼管研磨工 
 鋼材矯正工 
 鋼材精整工（圧延） 
 仕上圧延工 
 仕上圧下工（金属板製造） 
 仕上前面工（金属板製造） 
 仕上ロール工 
 製鈑仕上工（金属製錬） 
 熱押精整工 
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 ブラッシング工（鋼管製造） 
516-60 圧延ロール整備工 

 圧延ロール研磨工 
 圧延ロール工 
 ロール加工工 
516-99 他に分類されない圧延工 

 圧延鍛冶工 
 圧延コントローラ工 
 圧延ハンドル工 
 圧下工（金属板製造） 
 荒圧延工 
 荒圧下工（金属板製造） 
 荒後面工（金属板製造） 
 鈑剥工（鋼材製造） 
 イルグナー運転工（製鉄所） 
 金属酸洗工（鋼板） 
 鋼板酸洗工 
 鋼板巻取工 
 心板工（製鉄） 
 水圧プレス工（圧延） 
 スカーフィング疵取工 
 スカーフィング工 
 スカーフ工（圧延） 
 スケール落し工（金属材料製造） 
 スラブ工（圧延） 
 タンデムミル・オペレーター 
 チャンネル製造工（圧延） 
 テーブル運転工（圧延） 
 鉄板洗浄工（鋼圧延） 
 ブルブロック運転工 
 分塊工（圧延） 
 ベーリングフープ製造工 
 みぞロール工 
 油圧プレス工（製鉄、製鋼） 
 ランバーミル工 
 レベラー作業員（製鉄） 
516-XX アルミ圧延工 

 薄板圧延工（製鉄、製鋼） 
 延張工（金属圧延） 
 金属圧伸工 
 金属圧出工 
 金属圧板工 
 軽金属圧延工 
 鋼圧延工 
 伸鉄工（圧延） 
 ストリップ工（圧延） 
 ストリップミル工 
 鉄板圧延工 

517 伸線工  
517-10 伸線工 

 アルミニウム線牽（けん）伸工 
 ウエルズ製造工 
 金属酸洗浄工（伸線） 
 金属製線工 
 金属線伸張工 
 金属線巻取工 
 合金線引抜工 

 細線工 
 伸糸工 
 伸線先付工 
 伸線台付工 
 伸鉄工（伸線） 
 ステンレス線伸線工 
 線材工（釘製造） 
 線引き工（金属伸線） 
 抽線工 
 鉄線引抜工 
 電線工（銅線製造） 
 電線巻取工 
 銅伸張工 
 銅線搾（さく）出工 
 銅線製造工 
 銅線引抜工 
 特殊鋼線伸線工 
 ニクロム線伸線工 
 裸線工 
 針金伸線工 
 ピアノ線伸線工 
 引延工（金属） 
 平角工 
 ブルーイング工（伸線） 
 ミスロール工 
 焼入先付工 
 拉伸工 
 冷間線引工 
 ワイヤスプーラー工 

519 その他の金属材料製造の職業  
519-10 金属材料原料工 

 球鉄工 
 クラッシャー工（金属製錬） 
 原料計量工（金属製錬） 
 原料調合工（金属製錬） 
 鉱石乾燥工（製鉄、製鋼） 
 鉱石粉砕工（金属製錬） 
 製鋼原料工 
 製鋼材料工 
 精練原料秤量工 
 製錬工場選鉱員 
 団鉱工（金属製錬） 
 フェライト原料工 
 前処理係（非鉄金属製錬） 

519-11 鉱石焼結工 
 キルン工（金属製錬） 
 原料焼結工（金属製錬） 
 原料焙（ばい）焼工（金属製錬） 
 焼結工（金属製錬） 
 焼結成品切出工（金属製錬） 
 焼結装入車工（金属製錬） 
 焼結調合工（金属製錬） 
 鉄鉱石焼結工 
 鉄鉱石焙焼工 
 焙（ばい）焼回転炉工（金属製錬） 
 焙焼工（金属製錬） 
 焙焼炉運転工 
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519-12 ペレット工 
 ドロマイト工 
519-20 スクラップ整理工 
519-21 スクラップ切断工 
519-22 スクラップ・ヤード工 

519-30 鋳物仕上工 
 後処理工（鋳物製造） 
 アルミ鋳物仕上工 
 鋳物疵取工 
 整浄工（鋳物製造） 
 整正工（鋳物削り仕上げ） 
 鋳鉄仕上工（鋳造品） 
 ＢＧ運転工(ビレットグラインダー操作工) 
 ロストワックス仕上工 

519-31 鋳物型ばらし工 
 洗割工 
 鋳物型剥工 
 鋳物割工 
 金割工 

519-32 ショット・ブラスト工 
 鋳物砂落し工 
 鋳物砂処理工（鋳造） 
 グリット選別工 
 グリットプラスト工（鋳物製造） 
 サンドブラスト研磨工（金属製品） 
 サンドブラスト工（鋳物製造） 
 サンドブラスト工（金属製品） 
 ショット工（鋳物製造） 
 砂落工（鋳物製造） 
 砂吹工 
 砂吹付工 
 噴砂工（鋳物製造） 

519-33 鋳物はつり工 
 鋳張工（鋳物製造） 
 鋳物バリ取工 
 はつり工（鋳物製造） 

519-34 鋳物切断・補修工 
 ガウジング工 
519-40 粉末冶金製品製造工 

 金属粉末材料混合工 
 原料配合工（粉末冶金製品製造） 
 磁性粉末製造工 
 超硬合金製造工 
 粉末冶金工 

519-41 粉末冶金成形工 
 金属粉末成形工 
 金属粉末プレス工 

519-42 粉末冶金焼結工 
 煆焼工（粉末冶金） 
 金属粉末焼結工 
 超硬合金焼結工 
 冶金焼結工 
519-50 金属材料製造検査工 

 亜鉛板検査工 
 圧延検査工 
 アルミ板検査工 
 薄鋼板検査工 
 ウラン分折員 

 核燃料分析員（金属ウラン） 
 金属素地検査工 
 鋼管水圧試験工 
 鋼材検査工 
 地金検査工 
 水圧検査工（製鉄、製鋼） 
 スラブ（厚板）検査工 
 製鉄検査工 
 製銅検査員 
 製品分析員（製鉄） 
 精密測定工（製鉄、製鋼） 
 鍛造検査工 
 鉄管検査工 
 鉄質試験工 
 鉄板検査工 
 非鉄金属板検査工 
 フェライト検査工 

519-51 原材料試験検査工 
 金銀等分析工（鉱物含有量） 
 金属材料試験工 
 鉱石検定工（製鉄、製鋼） 
 鉱石選別工（製鉄、製鋼） 
 鉱物含有量分析工（金、銀など） 
 試料分析工（金属材料） 
 スクラップ検定工 
 分析工（鋳物製造） 
 溶湯成分分析工（鋳物製造） 
 硫化鉱分析員（鉱業） 

519-52 中間製品検査工 
 分析工（銅精錬業） 

519-53 非破壊検査員 
 鋳物検査工 
 エックス線作業員（非破壊検査工：材質

を問わず） 
 鋼管管体検査工 
 鋼管検査工 
 磁気探傷検査員 
 浸透探傷検査員 
 超音波検査員（非破壊検査） 
 超音波検査工（製鋼） 
 超音波深傷検査員（金属製品） 
 非破壊検査技術者 
 非破壊検査工（放射線検査によるもの：

材質を問わず） 
 放射線検査員 
 溶接構造物非破壊検査工 
 レントゲン工（非破壊検査工：材質を問

わず） 
519-99 他に分類されない金属材料製造の職業 

 鉛粉製造工（鉛蓄電池製造） 
 核燃料棒製造工 
 金属溶解工 
 鉱滓処理工 
 試験炉工（製鉄、製鋼） 
 定盤煉瓦取除工 
 伸鉄切断工 
 砂型乾操工 
 スラグ廃取工 
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 製板洗工（伸銅業） 
 帯鋼巻ほごし工 
 鉄粉製造工 
 鉄割工（鋳物鉱材破砕業） 
 フェライト製造工 
 炉材工（金属製錬） 

52 化学製品製造の職業 

521 基礎的化学製品製造オペレーター  
521-10 基礎的化学製品製造オペレーター 

 アクリルガラス製造工 
 アスファルト製造工 
 アセタール化機工 
 アセチレンガス精製工 
 アセチレンブラック製造工 
 アミノ酸製造工 
 アルカリ製造工 
 アルコール製造工 
 アンモニア合成運転員 
 イオン交換工 
 ウレタン製造工（化学工業） 
 液化ガス工 
 液晶製造工 
 エポキシ樹脂製造工 
 塩化工 
 塩酸工 
 塩酸製造工 
 遠心分離機工 
 カーバイド製造工 
 回収工（化学） 
 化学原料工 
 化学原料仕込工 
 化学工 
 化学合成工 
 化学工程中央制御監視員 
 化学製品製造オペレーター 
 化学反応工 
 化学分解工 
 化学薬品製造工 
 か焼工（化学製品） 
 化成工 
 火薬製造工 
 顔料製造工 
 原料仕込工（化学） 
 原料精製工（化学） 
 原料装入工（化学） 
 原料プラスチック製造工 
 原料溶解工（化学） 
 高圧合成工 
 工業薬品製造工 
 合成工（化学） 
 合成香料製造工 
 合成ゴム製造工 
 合成樹脂製造工 
 合成繊維原料製造工 
 合成洗剤原料製造工 

 合成装置運転工 
 合成皮革製造工 
 コークス製造工 
 混合工（化学工業） 
 混和工 
 酸化工（化学） 
 仕込工（化学） 
 充てん工（化学品の気体） 
 硝化綿製造工 
 硝酸製造工 
 蒸留機運転工 
 蒸留工（化学） 
 蒸留水製造工 
 石炭乾留工 
 ゼラチン抽出工 
 セラミック原料製造工（炭化珪素） 
 セロファン製造工 
 染料仕上工（染料製造） 
 染料製造工 
 ソーダ灰製造工 
 ソーダ灰製造装置オペレータ 
 脱酸工（化学） 
 脱水工（化学） 
 炭素繊維製造工 
 タンニン製造工 
 窒化工（化学工業） 
 チップ製造工（合成繊維製造） 
 抽出工（化学） 
 調合工（化学薬品製造） 
 テレピン油製造工（工場） 
 電解運転工 
 電気炉工（化学） 
 ナフサ分解工 
 ニーダー工（化学繊維製造） 
 ニトログリセリン製造工 
 二硫化炭素製造工 
 捏和（ねっか）工（火薬製造） 
 熱処理工（化学製品） 
 焙焼工（化学製品） 
 反応工（化学製品製造） 
 フッ素樹脂製造工 
 ぶどう糖製造工 
 プラスチック製造工（原料） 
 プラスチック製造装置運転員 
 分解工（化学工業） 
 分解装置運転工 
 分離機運転工（化学薬品製造） 
 分離工（化学工業） 
 ベンゾール製造工 
 ボンベ充てん工 
 松脂精製工 
 木材乾留工 
 薬品回収工 
 薬品製造工（医薬品を除く） 
 薬品調合工（化学製品） 
 有機合成工 
 溶解工 
 硫酸亜鉛製造工 
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 硫酸製造工 
 濾（ろ）過工（化学工業） 
 炉焼職（硫酸製造） 

521-11 石油化学製品製造オペレーター 
 エチレン製造工 
 キシレン製造工 
 トルエン製造工 
 ブテン製造工 
 プロピレン製造工 
 ベンゼン製造工 

521-12 有機薬品製造オペレーター 
 アクリル酸製造工 
 アクリロニトリル製造工 
 アセトアルデヒド製造工 
 アセトン製造工 
 アニリン製造工 
 ＥＧ（エチレングリコール）製造工 
 ＥＤＣ（エチレンジクロリド）製造工 
 ＳＭ（スチレンモノマー）製造工 
 ＭＩＢＫ（メチルイソブチルケトン）製

造工 
 ＭＥＫ（メチルエチルケトン）製造工 
 カーボンブラック製造工 
 酢酸製造工 
 タール製品製造工 
 ＰＧ（プロピレングリコール）製造工 
 ＶＣＭ（塩化ビニルモノマー）製造工 
 フェノール製造工 
 ホルマリン製造工 
 無水マレイン製造工 
 メタノール製造工 

521-13 無機材料製造オペレーター 
 亜硫酸ソーダ製造工 
 アルミナ製造工 
 ＭｎＯ２（二酸化マンガン）製造工 
 ＬＰＧ充てん工 
 塩素製造工 
 ガス圧縮機運転工 
 ガス化学工 
 ガス充てん工 
 ガス精製工 
 ガス製造工（ガス会社） 
 ガス発生炉工 
 ガスボンベ詰工 
 苛性ソーダ製造工 
 高圧ガス製造工 
 酸化チタン製造工 
 臭素製造工 
 ジルコニア製造工 
 セラミック原料製造工（アルミナ） 
 セラミック原料製造工（窒化珪素） 
 洗ソーダ製造工 
 ソーダ製造工 
 窒化アルミ製造工 
 窒化ケイ素製造工 
 都市ガス製造オペレータ 
 リン酸製造工 
 燐硝安製造工 

521-14 化学肥料製造オペレーター 
 塩安製造工 
 塩化カリ製造工 
 化学肥料製造工 
 合成圧縮機運転工 
 石灰窒素製造工 
 肥料製造作業員（化学肥料） 
 肥料製造作業員（石灰質肥料） 
 無安製造工（化学肥料製造） 
 熔リン製造工 
 硫安製造工 
 硫化カリ製造工 

521-15 汎用樹脂製造オペレーター 
 ＥＶＡ（エチレン酢酸ビニル）製造工 
 ＨＤＰＥ（低圧法ポリエチレン）製造工 
 ＬＤＰＥ（高圧法ポリエチレン）製造工 
 塩化ビニル製造工 
 樹脂製造工 
 ＰＳ（ポリスチレン）製造工 
 ＰＰ（ポリプロピレン）製造工 
 ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）製造工 
 ポリウレタンゴム製造工 
 ポリウレタン製造工（化学工業） 
 ポリエチレン製造工 

522 石油精製オペレーター  
522-10 燃料製造オペレーター 

 原油処理工 
 石油クラッキング工 
 石油精留工 
 石油分離工 
 石油分留工 
 石油ろ過工 

522-11 燃料油製造オペレーター 
522-12 ＬＰガス製造オペレーター 

 ＬＰＧ製造工 
522-20 潤滑油製造オペレーター 

 潤滑油充填（てん）工 
 潤滑油精製工 
 潤滑油製造工  
 潤滑油製造装置オペレータ（石油精製業） 
522-30 石油タンクオペレーター 

 原油ポンプ工 
 石油タンク工 
522-99 他に分類されない石油精製オペレーター 

 石油洗浄工 
 石油薬品回収工 
 プラットフォーミング運転工（石油精製） 
522-XX 製油工（石油精製業） 

 石油精製工 
 プラント運転工（石油化学工業） 

523 化学繊維工  
523-10 原液調整工 

 アセテート酢化工 
 アルカリ工（化学繊維製造）  
 アルカリ浸漬工 



  

  

  

  

  

  

  

52  

 
 

 281

 アルカリセルローズ仕上工 
 アルカリ調整工 
 アルセル工（化学繊維製造） 
 エステル化反応工（化学繊維） 
 原液アルカリ工（化学繊維製造） 
 原液工（化学繊維製造）  
 原液タンク工（化学繊維製造） 
 原液捏和（ねっか）機工 
 原液プレス工（化学繊維製造） 
 原液粉砕温度工（化学繊維製造） 
 原料工（化学繊維製造）  
 酸調整工（化学繊維製造） 
 酸浴工 
 重合けん化工（合成繊維製造） 
 熟成工（化学繊維製造） 
 浸漬工（化学繊維製造） 
 ソーダ調整工（化学繊維製造） 
 二硫化チャージ工 
 パルプ工（化学繊維製造） 
 パルプ準備工（化学繊維製造） 
 パルプ浸漬工 
 パルプ浸漬圧縮工（化学繊維製造）  
 パルプ調整工（化学繊維製造） 
 ファイバー塩化亜鉛液調整工 
 粉砕工（化学繊維製造） 
 薬液工（化学繊維製造） 
 熔解工（化学繊維製造） 
 硫化工（化学繊維製造） 
 老成工（化学繊維製造） 
 濾過工（化学繊維製造） 
523-20 化学繊維紡糸工 

 アセテート繊維紡糸工 
 アミラン紡糸工 
 化学繊維紡績工 
 ケーク浴室工 
 原糸製造工（化学繊維） 
 重合紡糸機械運転員 
 ナイロン糸押出係 
 ナイロン紡糸工 
 フィルター工（化学繊維製造） 
 紡糸監視工（化学繊維製造） 
 紡糸機械運転工（化学繊維製造） 
 紡糸測定工 
 紡糸ポンプ工 
 紡浴工 
 ポリエチレン糸紡糸工 
 見回工（合成繊維紡績業） 
 モノフィラメント紡糸係 
523-30 化学繊維後処理工 

 後処理工（化学繊維製造）  
 糸繰工（化学繊維製造） 
 延伸工（化学繊維製造）  
 延展工（化学繊維製造） 
 化学製毛工 
 乾燥糸出工（化学繊維製造：紡糸から一

貫して行うもの） 
 乾燥準備工（化学繊維製造） 
 乾燥脱水工（化学繊維製造） 

 給湿糸出工（化学繊維製造） 
 捲（けん）縮工（化学繊維製造） 
 集束工（化学繊維製造） 
 水洗中和濾（ろ）過工 
 切断工（化学繊維製造） 
 脱水工（化学繊維製造） 
 短繊処理工 
 長繊処理工 
 熱処理工（化学繊維製造） 
 引伸工（化学繊維・合成繊維製造） 
 紡糸ポット工 
 ポリエステル延糸工（化学繊維製造） 
 巻取工（化学繊維製造） 
 冷凍工（化学繊維製造） 

523-31 化学繊維精練・漂白工 
 油処理工（化学繊維漂白）  
 乾燥工（化学繊維製造）  
 原液薬品調整工（化学繊維製造）  
 精練工（化学繊維製造）  
 ナイロン糸糊付加工工 
 漂白液調整工（化学繊維製造）  
 漂白工（化学繊維製造） 
 漂白洗浄工（化学繊維製造）  
 ふりきり工（化学繊維脱水工）  
523-XX アクリル繊維製造工 

 化学繊維製造工 
 合成繊維製造工 
 釣糸製造工 
 テトロン製造工（製靴） 
 ポリウレタン合成繊維製造工 

524 石けん・洗剤・油脂製品製造オペレーター 
524-10 石けん製造オペレーター 

 塩析工（石けん製造） 
 押出工（石けん製造） 
 攪拌工（石けん製造） 
 加水分解工（石けん製造） 
 型打工（石けん製造） 
 乾燥工（石けん製造） 
 化粧石けん製造工 
 けん化工（石けん製造） 
 原料混和工（粉石けん製造） 
 粉石けん製造工 
 混合工（石けん製造） 
 成形工（石けん製造） 
 石けん素地受入工 
 石けん裁断工 
 石けん製造工 
 洗剤製造工（石けん） 
 洗濯石けん製造工 
 中和工（石けん製造） 
 捏和工（石けん製造） 
 フィルムドライヤー工（石けん製造） 
 風乾工（粉石けん製造） 
 分解蒸留係（石けん製造） 
 粉砕工（粉石けん製造） 
 放出工（石けん製造） 
 油脂分解工（石けん製造） 
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 溶解工（石けん製造） 
 冷却工（石けん製造） 
 練成工（石けん製造） 
 ロール工（石けん製造） 
 枠練工（石けん製造） 
524-20 合成洗剤製造オペレーター 

 スルホン化工（合成洗剤製造） 
 洗剤基材製造工（合成洗剤製造） 
 配合調製工（合成洗剤製造） 
 ビルダー混合工（合成洗剤製造） 
 粉末洗剤製造工（合成洗剤） 
 噴霧乾燥工（合成洗剤製造） 
 硫酸化工（合成洗剤製造） 
524-30 油脂製品製造オペレーター 

 加水分解工（油脂加工） 
 原料調合工（油脂加工） 
 原料油脂分解工 
 固形工（油脂加工） 
 混合工（油脂加工） 
 裁断工（油脂製品製造） 
 仕込工（油脂製品製造：溶解工） 
 受槽工（油脂加工） 
 浄化工（油脂加工） 
 触媒工（油脂製品製造） 
 成形工（油脂加工） 
 選別工（油脂製品製造） 
 チップ工（油脂加工） 
 調合工（油脂加工） 
 煮詰工（リスリン蒸発工：油脂製品製造） 
 捏和工（油脂加工） 
 ファクチス製造工 
 分解工（脂肪酸製造） 
 粉末工（油脂製造） 
 分留工（動物油脂製造） 
 ボイル油製造工 
 油脂加工工 
 油脂加工中央制御監視員 
 油脂缶詰工（化学工業） 
 油脂製品製造工 
 油脂瓶詰工（化学工業） 
 油脂分解工 
 冷却工（油脂加工） 
 練成工（油脂加工） 
 ロート油製造工 
 濾過工（油脂加工） 

524-31 硬化油製造オペレーター 
 油回収工（硬化油製造） 
 還元工（硬化油製造） 
 魚油製造工 
 原料油脂精製工（硬化油製造） 
 硬化工（油脂製品製造） 
 硬化油精油工 
 硬化油脱臭工 
 触媒工（硬化油製造） 
 油脂硬化工 

524-32 脂肪酸製造オペレーター 
 脂肪酸圧搾工 
 脂肪酸蒸留工 

 脂肪酸水洗工 
 脂肪酸精製工 

524-33 グリセリン製造オペレーター 
 グリセリン工 
 グリセリン仕上工 
 グリセリン蒸発工 
 グリセリン蒸留工 
 グリセリン精製工 
 グリセリン脱色工 
 グリセリン煮詰工 
 硬化油分解工（グリセリン製造） 
 中和工（グリセリン製造） 

525 医薬品・化粧品製造工  
525-10 医薬品製造工 

 医薬品原料工 
 医薬品混合工 
 医薬品製造員 
 医薬品秤量工 
 エキス剤製造工（医薬品製造） 
 還元工（医薬品製造） 
 漢方薬製造工 
 血漿（しょう）係（医薬品製造） 
 混合工（医薬品製造）  
 充填員（製薬） 
 生薬製造工 
 水剤工（医薬品製造） 
 製薬工 
 製薬調合仕込工 
 製薬配合係 
 注射液製造工 
 ドリンク剤製造工 
 練合工（医薬品製造） 
 滅菌工（医薬品製造） 
 薬品混合乾燥工（医薬品） 
 薬品製造工（医薬品） 
 薬品封緘（かん）工 
 溶解工（医薬品製造） 
 ワクチン製造工 

525-11 製剤工 
 医薬品製剤工 
 顆粒化工 
 製剤機械工（医薬品製造） 
 製剤分析工（医薬品製造） 
 製錠工（医薬品製造） 
 注射剤溶解工 
 薬品調合員（医薬品） 
 薬品配合工（医薬品） 
 油剤工（医薬品製造） 

525-12 医薬品仕上工 
 顆粒工（医薬品製造） 
 乾燥工（医薬品製造） 
 硬膏（こう）展延工（医薬品製造） 
 膏（こう）剤工（医薬品製造） 
 小分工（医薬品製造）  
 散剤工（医薬品製造） 
 錠剤工（医薬品製造） 
 錠剤選別工 
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 製丸工（医薬品製造） 
 製薬仕上工（薬製造） 
 注射剤選別工 
 粉末工（医薬品製造） 
525-20 抗生物質種母培養工 

 菌培養工（医薬品製造） 
 種母培養工（医薬品製造） 
525-30 化粧品類製造工 

 白粉（おしろい）製造工 
 攪（かく）拌工（化粧品製造） 
 口紅製造工 
 クリーム製造工（化粧品製造） 
 化粧品瓶詰工  
 化粧品容器詰工 
 化粧水製造工 
 原料混合工（化粧品製造） 
 原料混和工（化粧品製造） 
 原料調合工（化粧品） 
 香水製造工 
 シャンプー製造工 
 整髪料製造工 
 洗顔クリーム製造工 
 乳液製造工 
 刷毛（はけ）篩分工（化粧品製造） 
 歯磨き製造工  

529 その他の化学製品製造の職業  
529-10 化学製品原料粉砕工 

 粉砕工（化学製品製造）  
 粉砕篩別工（化学製品製造） 
 粉砕装置係（化学製品製造） 
 ボールミル工（化学製品製造） 
 ミル運転工（化学工業） 
529-20 製塩工 

 遠心分離機乾燥工（製塩）  
 採鹹（かん）工 
 真空缶蒸発工（製塩）  
 真空缶製塩工 
 精塩工 
 製塩煎熬（せんごう）工 
 精製塩製造工 
 電気製塩工 
 濃縮缶煎ごう工 
 分離機運転工（製塩）  
529-30 感光剤材料製造工 

 印刷用感光剤製造工 
 写真感光材料下塗工 
 増感紙製造工 
 ニス流延工（写真感光材料製造） 
 乳剤工（写真感光材料） 
 乳剤水洗工（写真乳剤製造） 

529-31 フィルム製造工 
 映画フィルム製造工 
 感光剤塗布工 
 写真フィルム製造工 
 乳剤塗布工 
 レントゲンフィルム製造工 

529-32 感光紙製造工 
 印画紙製造工 
 感光紙着色工 
529-40 塗料・絵具・インキ製造工 

 インキ製造工 
 インキ濾（ろ）過工 
 印刷インキ製造工 
 漆液製造工 
 漆精製工 
 エナメル製造工 
 絵具仕上工 
 絵具充てん工 
 絵具製造工 
 加熱工（塗料製造） 
 原料混合工（塗料製造） 
 原料仕込工（塗料製造） 
 原料配合工（印刷インキ製造） 
 色材製造工 
 絶縁材料製造工（絶縁ワニス製造） 
 セラック製造工 
 チューブ充てん工（塗料・顔料製造） 
 塗料製造工 
 塗料調合工（塗料製造） 
 塗料調整工（塗料製造） 
 塗料捏和（ねっか）工 
 練込み工（インク製造） 
 練肉工（印刷インキ製造） 
 練肉工（塗料・顔料製造） 
 ピグメント（顔料）製造工 
 筆記用インキ製造工 
 溶解工（塗料製造） 
 ラッカー製造工 
 練合工（塗料製造） 
 濾過工（塗料製造） 
 ワニス製造工 
529-50 農薬・殺虫剤製造工 

 蚊取線香製造工 
 殺虫剤製造工 
 農薬製造工 
529-60 化学製品検査工 

 アスファルト検査工 
 アンモニア分析工 
 医薬品検査工 
 医薬品試験工 
 医薬品分析工（医薬品製造）  
 エステル検査員 
 塩化ビニル分析員 
 オイル製品検査員（石油製品） 
 化学試験分析工 
 化学試料試験工 
 化学繊維検査工 
 化学薬品検査員 
 化学薬品分析工 
 ガス分析工（化学） 
 化粧品検査工 
 原料分析工（化学） 
 合成繊維検査工 
 実験員（肥料製造） 
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 湿式分析工 
 試料分析工（化学）  
 スラリー分析工 
 製薬試験係員 
 石炭コークス分析工 
 石灰窒素分析工 
 石けん検査工 
 染色試験工 
 選別工（医薬品製造） 
 塗料試験工 
 乳剤検査工（写真感光材料） 
 分析工（化学工業）  
 ポリエステル糸検査工 
 ホルマリン分析工 
 薬品検査工 
 薬品分析員（薬品製造）  
529-99 他に分類されない化学製品製造の職業 

 アスファルト合材製造工（工場） 
 アスファルト乳剤充てん工  
 アスファルト乳剤製造工 
 アスファルトブロック製造工 
 鋳物添加剤製造工 
 鋳物離型剤製造工 
 エアゾール製品充てん工 
 エマルジョン製造工（接着剤製造） 
 煙火製造工 
 鉛筆芯製造工 
 オセイン工（ゼラチン製造） 
 オブラート製造工 
 カーボン紙製造工 
 カーボンブラック粉末製造工 
 カーリット製造工 
 界面活性剤製造工 
 化学糊製造工 
 活性炭製造工 
 感圧紙製造工 
 玩具花火製造工 
 魚鱗箔製造工 
 金液製造工 
 靴クリーム製造工 
 グリース製造工 
 グルー（にかわ）製造工 
 クレヨン製造工 
 原料溶解工（ろうそく製造） 
 坑内ガス分析員 
 香料製造工（植物性香料）  
 香料製造工（調合香料） 
 香料製造工（動物性香料）  
 胡粉製造工 
 糊料製造工 
 サポニン製造工 
 シーリング材製造工 
 歯科用セメント製造工 
 朱肉製造工 
 潤滑油添加剤製造 
 松煙製造工 
 食用色素製造工（合成色素） 
 信管製造工 

 水質試験員 
 水質分析員 
 墨製造工 
 接着剤製造工 
 ゼラチン製造工 
 線香製造工 
 造粒工（合成樹脂製造） 
 タールブロック製造工 
 ダイナマイト填薬工 
 使い捨てカイロ製造工 
 泥水試験係（化学） 
 転写紙製造工 
 導火線製造工 
 トナー製造工（複写機用） 
 膠（にかわ）製造工 
 糊製造工 
 廃液処理工 
 配合肥料製造工 
 廃油処理工 
 薄荷製造工 
 薄荷油製造工  
 花火打上師 
 花火製造工 
 パラフィン製造工 
 肥料製造工 
 複合肥料製造工  
 ブロンアスファルト工 
 蜜ろう製造工 
 木蝋（ろう）製造工 
 雷管工 
 ラノリン製造工 
 ろうそく製造工 
 ワックス製造工 

53 窯業製品製造の職業 

531 窯業原料工  
531-10 原料工 

 圧濾（ろ）工（陶磁器製造） 
 荒地工（粘土瓦製造） 
 カオリン製造工 
 ガラス原料工 
 カレット工 
 カレット選別工（ガラス製造） 
 研磨砥石原料粉砕混合工 
 原料攪（かく）拌工（炭素棒製造） 
 原料練合せ工（研磨砥石製造） 
 混砂工（鋳物業を除く） 
 シラス骨材製造工 
 シラスバルーン製造工 
 水簸（ひ）工（陶磁器製造） 
 澄粉製粉工 
 スラリーフィルター運転工 
 石膏原料工 
 セメント原料工 
 陶磁器原料工 
 陶土精製工 
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 砥粒原料工 
 粘土精製工（窯業） 
 フィルター工（陶磁器製造） 
 フィルタープレス工（陶磁器製造） 
 薬土製造工 
 窯業原料計量工 
 煉瓦原料工 
 濾過工（窯業） 

531-11 原石粉砕工 
 ガラス原料粉砕工 
 クラッシャー運転工（窯業原料） 
 クラッシングロール運転工（窯業原料） 
 原料ミル運転工（セメント製造） 
 鉱物粉砕工（窯業） 
 石膏原石粗砕工 
 セメント原料粉砕工 
 陶磁器原料粉砕工 
 砥粒原料粉砕工 
 トロンメル工（窯業原料） 
 粘土粉砕工 
 ボールミル運転工（窯業原料粉砕） 
 ボールミル工（窯業原料） 
 窯業原料粉砕工 
 レイモンドミル工（窯業原料） 
 煉瓦原料粉砕工 

531-12 原料調合工 
 ガラス原料配合工 
 ガラス工（原料調合） 
 瓦素地土調整工 
 原料混合工（窯業） 
 原料配合工（窯業） 
 スラリータンク調整工 
 セメント原料調合工 
 陶磁器原料調合工 
 砥粒原料配合工 
 煉瓦原料調整工 

531-13 原料か焼工 
 原料焼成工（耐火煉瓦製造） 
 原料焙焼工（炭素製品製造） 
 粘土焙焼工 
531-20 ガラス溶融炉工 

 ガラス原料投入工 
 ガラス原料溶融工 
 ガラス工（溶融炉） 
 ガラス溶解工 
 ガラス溶融工 
 ガラスるつぼ工 
 光学ガラス溶解工 
 光学ガラス溶融工 
 並板溶解工（ガラス製品製造） 
 溶材工（ガラス製造） 
531-30 窯業土練工 

 混練工（鋳物業を除く） 
 坏（はい）土製造工 

531-31 陶磁器土練工 
 土練り工（陶磁器製造） 

531-32 れんが・かわら類土練工 
 混練工（煉瓦・瓦製造） 

 湿練工（煉瓦・瓦製造） 
 煉瓦生地製造工 
531-40 シャモット工 

 シャモット製造工 
531-99 他に分類されない窯業原料工 

 原料分析係員（ガラス製品製造） 

532 ガラス製品製造工  
532-10 ガラス成形工 

 ガラス型入工 
 ガラス型押工 
 ガラス管製造工 
 ガラス製品成形工 
 ガラス種取工 
 ガラス種まき工 
 ガラス玉製造工 
 ガラス棒製造工 
 クリスタルガラス製品成形工 
 原玉工（ガラス） 
 光学ガラス成形工 
 人造真珠原玉製造工 
 人造真珠玉巻工 
 玉差し工（ガラス玉製造） 
 ハンドラー工（グラス製造） 
 巻揚工（ガラス製造） 
 レンズ型押工 
 レンズ成形工 
 ローリングマシン工（ガラス製品製造） 

532-11 板ガラス成形工 
 網入ガラス工 
 板ガラス切取工 
 板ガラス製造工 
 板ガラス伸し工 
 板ガラス引揚工 
 板ガラス曲げ工 
 製板工（ガラス製品製造） 

532-12 製びん工 
 製瓶機械工 
 製瓶工 

532-13 吹きガラス成形工 
 ガラス管吹工 
 ガラス機械吹工 
 ガラス手吹工 
 ガラス吹工 
 玉取り工（ガラス製品製造） 
 玉吹き工（ガラス製品製造） 
 胴吹き工（ガラス製品製造） 
 風鈴製造工（ガラス胴吹き） 

532-14 ガラスプレス成形工 
 ガラスプレス工 
 時計ガラス製造工 

532-15 ガラス管成形工 
 管球工（電球製造） 
 電球バルブ製造工 
 バルブ工（電球製造） 
 理化学用ガラス管製造工 
532-20 ガラス繊維製造工 

 ガラス糸巻工 
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 ガラスウール工 
 ガラス繊維乾燥工 
 ガラス繊維工 
 ガラス繊維裁断工 
 ガラス繊維精紡工 
 ガラス繊維引出工 
 ガラス繊維フェルト工 
 ガラス繊維紡績工 
 ガラスマット製造工 
 グラスウール製造員 
 グラスファイバー仕上工 
 グラスファイバー製造工 
 スリーブ工（ガラス繊維製造） 
 断熱材製造工（グラスウール製） 
 電気炉巻付工（ガラス繊維製造） 
 光ファイバー製造工 
 微孔板工（ガラス繊維製品） 
 フレット工（ガラス繊維製造） 
 紡糸工（ガラス繊維製造） 
 マーブル工（ガラス繊維製造） 
 溶解工（ガラス繊維製造） 
 ロービング工（ガラス繊維製造） 
532-30 ガラス熱加工工 

 バルブ頭付工（電球製造） 
 バルブ口切工（電球製造） 
 封止工（魔法瓶用ガラス瓶製造） 

532-31 バーナー加工工 
532-32 ガラス火切・口焼工 

 ガラス口焼工 
 ガラス火切工 
532-40 ガラスカッティング工 
532-41 ガラスカット工 

 カッティング工（ガラス製品製造） 
 カットグラス工 
 ガラス彫刻工 
 光学ガラス彫刻工 

532-42 ガラス研磨工 
 荒摺（ずり）工（ガラス製品加工） 
 ガラス板研磨工 
 サンドブラスト工（ガラス製品製造） 
 反射鏡（ガラス）研磨工 
532-50 鏡銀引き工 

 鏡裏塗工 
 鏡加工仕上工 
 鏡製造工 
 ガラス銀付工 
 ガラス銀引工 
 銀付工（魔法瓶製造） 
 銀引工（鏡製造） 
532-60 ガラス熱処理工 

 強化ガラス工 
 光学ガラス熱処理工 
 操炉工（ガラス製品製造） 

532-61 ガラス徐冷工 
 ガラス焼鈍工 
 ガラス冷却工 
532-99 他に分類されないガラス製品製造工 

 合わせガラス製造工 

 ガラス管切工 
 ガラス脚付工 
 ガラスけがき工 
 ガラスすり合せ工 
 ガラス切断工 
 ガラス着色工 
 ガラス面取工 
 義眼製造工（ガラス製） 
 光学ガラス切断工 
 人造真珠製造工（塗装） 
 人造真珠玉通し工 
 ステンドグラス工 
 スパングラス加工工 
 摺ガラス製造工 
 玉すだれ製造工（ガラス） 
 釣竿製造工（グラスファイバー製） 
 取出工（ガラス製品製造） 
 排気工（魔法瓶製造） 
 複層ガラス製造工 
 レンズ切断工 
 ロッド工（ガラス繊維加工） 
 ロッド成形工（ガラス製造） 
532-XX ガラス加工工 

 ガラス細工工 
 ガラス食器製造工 
 石英ガラス工 
 特殊ガラス工 
 フリントガラス製造工 

533 施ゆう工、ほうろうがけ工  
533-10 ゆう薬工 

 焼成工（釉薬製造） 
 製釉工 
 トロンメル加工工（釉薬製造） 
 釉剤原料粉砕工 
 釉剤製造工 

533-11 ゆう薬原料調合工 
 釉剤混合工 
 釉薬調合工 
 釉薬調整工 

533-12 フリット工 
533-20 ゆう薬かけ工 

 施釉工 
 釉（ゆう）薬掛工 
 釉薬点付け工 
 釉薬浸し掛け工 
 釉薬吹掛け工 

533-21 施ゆう機工 
533-22 施ゆう仕上工 

533-30 ほうろう焼入・仕上工 
 トンネル窯工（琺瑯製品製造） 
 フリット窯工（琺瑯製品製造） 
 琺瑯掛け工 
 琺瑯乾燥工 
 琺瑯工 
 琺瑯仕上工 
 琺瑯焼成工 
 琺瑯鉄器製造工 
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 琺瑯吹付工 
 琺瑯焼入工 
 マッフル窯工（琺瑯鉄器製造） 

534 れんが・かわら類製造工  
534-10 れんが・かわら類成形工 

 瓦仕上工 
 耐火煉瓦成形工 
 粘土瓦成形工 
 煉瓦型打工 
 煉瓦仕上工 
 煉瓦成形工 

534-11 れんが・かわら類プレス成形工 
 プレス工（粘土瓦製造） 
 プレス工（煉瓦製造） 
 煉瓦プレス成形工 

534-12 れんが・かわら類押出成形工 
 煉瓦押出し成形工 
534-20 れんが・かわら類乾燥工 

 荒地瓦乾燥工 
 乾燥台車下ろし工 
 乾燥台車積込工 
 煉瓦乾燥工 
534-30 れんが・かわら類焼成工 

 瓦焼成工 
 シャフトキルン工（煉瓦・瓦製造） 
 焼成工（粘土瓦製造） 
 焼成台車下ろし工 
 焼成台車積込工 
 耐火煉瓦焼成工 
 鉄砲窯工（煉瓦製造） 
 トンネル窯工（煉瓦・瓦製造） 
 煉瓦焼成工 
 輪窯工（煉瓦製造） 

534-31 れんが・かわら類炉出入工 
 窯出工（煉瓦・瓦製造） 
 窯詰工（煉瓦・瓦製造） 
 炉出入工 
534-99 他に分類されないれんが・かわら類製造工 

 スリーブ打工（耐火煉瓦製造） 
 れんが・かわら類切断工 
 れんが・かわら類炉温度測定工 
534-XX 赤煉瓦製造工 

 燻瓦製造工 
 釉薬瓦製造工 
 鬼瓦職 
 瓦製造工 
 クロム煉瓦製造工 
 黒煉瓦製造工 
 珪石煉瓦製造工 
 塩焼赤瓦製造工 
 シャモット煉瓦製造工 
 白地製造工 
 白煉瓦製造工 
 耐火煉瓦製造工 
 マグネシア煉瓦製造工 
 屋根瓦製造工 
 洋瓦製造工 

 煉瓦製造工 
 ろう石煉瓦製造工 

535 陶磁器製造工、ファインセラミック製品製造工 
535-10 陶磁器製造工 

 インシュレーター（碍子）製造工 
 裏師（陶磁器製造） 
 碍子製造工 
 研磨工（セラミック製品製造） 
 匣鉢（さや）工 
 瀬戸物製造工 
 タイル製造工 
 陶器加工工 
 陶器彫刻工 
 陶磁器組手工 
 陶磁器工 
 ハマ付工（陶器製造） 
 ボンチャイナ製造工（陶磁器製造） 
 ろう付工（陶磁器製造） 

535-11 陶磁器成形工 
 圧搾成形工（陶磁器製造） 
 鋳込工（陶磁器製造） 
 鋳込み成形工 
 押出成形工（陶磁器製造） 
 型入成形工 
 型起し工 
 型押成形工（陶磁器製造） 
 乾燥型仕上工（陶磁器製造） 
 機械仕上工（陶磁器製造） 
 機械ろくろ成形工 
 生型仕上工（陶磁器製造） 
 素地工（陶磁器製造） 
 生地とち製造工 
 素地ねじ切工 
 匣鉢成形工 
 素土抜工 
 タイル型嵌工 
 タイル仕上工 
 タイル成形工 
 タイルプレス成形工 
 玉石成形工（タイルモザイク製造） 
 手ろくろ成形工 
 陶磁器仕上工 
 陶磁器タイル成形工 
 陶磁器手造り成形工 
 陶磁器流込工 
 陶磁器生型仕上工 
 陶磁器プレス成形工 
 流込成形工（陶磁器製造） 
 フリクションプレス成形工（タイル製造、

モザイク製造） 
 プレス工（陶磁器製品製造） 
 ろくろ成形工 

535-12 陶磁器研磨工 
 碍子研磨工 
 陶磁器旋盤工 

535-13 陶磁器レース加工工 
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535-14 陶磁器焼成工 
 絵付窯工 
 絵窯焼成工 
 窯詰出工（陶磁器製造） 
 窯焼工（陶磁器製造） 
 匣鉢焼成工 
 匣鉢詰工（陶磁器製造） 
 締焼焼成工 
 焼成仕上工（陶磁器製造） 
 焼成準備工（陶磁器製造） 
 素焼焼成工 
 電気炉焼成工（陶磁器製造） 
 転写マーク絵付焼成工 
 本焼焼成工 
535-20 ファインセラミック製品製造工 

 成形工（ファインセラミック製品製造） 
 焼成工（ファインセラミック製品製造） 
 シリコンウエハー研磨工 
 スライシング工 
 セラミック原料混合工 
 セラミック製機械部品製造工 
 セラミック製光学部品製造工 
 セラミック製人工宝石製造工 
 セラミック製生体部品製造工 
 セラミック製切削工具製造工 
 セラミック製電子部品製造工 
 セラミック製歯・骨製造工 
 セラミック製品研削加工工 
 半導体ウエハー製造工 
535-98 陶磁器製造工見習 

536 窯業絵付工  
536-10 陶磁器画工 

 赤絵職 
 漆絵付工（陶磁器製造） 
 上絵着画工（陶磁器製造） 
 絵付師（陶磁器製造） 
 絵付ダミ工（窯業） 
 絵塗師（陶磁器製造） 
 画工（陶磁器製造） 
 ガラスろくろ工（線引） 
 下絵工 
 下絵着画工（陶磁器製造） 
 素描工（窯業） 
 陶画工 
 陶器素がき工 
 陶磁器上絵付工 
 陶磁器彩色工 
 陶磁器図案工 
536-20 転写絵付工 

 印刷機械工（ガラス容器製造） 
 絵付仕上工 
 絵はり工（陶磁器製造） 
 ガラス絵付工 
 ガラスマーク印刷工 
 スクリーン転写工 
 スタンプ押し工（陶磁器製造） 
 転写工（陶磁器製造） 

 転写紙絵付工（陶磁器製造） 
 転写紙貼付工（窯業） 
 転写マーク絵付乾燥工 
 転写マーク絵付仕上工 
 転写マーク絵付水洗い工 
 転写マーク絵付ローラ押し工 
 陶器印刷工 
 陶磁器転写絵付工 
536-30 陶磁器吹付工 

 吹付彩色工（陶磁器製造） 
 振掛工（陶磁器製造） 
536-40 絵付線引き工 

 筋引工（陶磁器製造） 
536-50 盛絵付工 

 金盛り絵付工（陶磁器製造） 
 銅版画付仕上工（陶磁器製造） 
 錦付工（陶磁器製造） 
 蒔絵付工（陶磁器製造） 
536-98 窯業絵付工見習 
536-XX 陶磁器絵付工 

 琺瑯製品絵付工 
 ラスター職（絵付工） 

537 セメント生産オペレーター  
537-10 セメント生産オペレーター 

 アルミナセメント製造工 
 回転窯運転工（セメント製造） 
 クリンカー工（セメント製造） 
 クリンカー粉砕工（セメント製造） 
 高炉セメント製造工 
 シリカセメント製造工 
 セメント仕上工 
 セメント焼成工 
 セメント製造機械工 
 セメント製造工 
 セメント粉砕工 
 セメント粉末工 
 フライアッシュセメント製造工 
 ボールミル工（セメント製造） 
 ポルトランドセメント製造工 
 ロータリーキルン工（セメント製造） 

538 セメント製品製造工  
538-10 コンクリート製品製造工 

 型込工（コンクリート製品製造） 
 型はめ工（コンクリート製品製造） 
 型枠組立工（コンクリート製品製造） 
 型枠取外し工（コンクリート製品製造） 
 桁製造工（コンクリート製） 
 硬化工（コンクリート製品製造） 
 コンクリート型入工（セメント製品製造） 
 コンクリート混合機工(セメント製品製造) 
 コンクリート製品型抜き仕上工 
 コンクリート側溝製造工 
 コンクリートタイル製造工 
 コンクリート注入工（コンクリート製品

製造） 
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 コンクリートパイル製造工 
 コンクリートポール製造工 
 コンクリート枠組工（コンクリート製品

製造） 
 セメント建材製造工 
 セメント工（セメント製品製造） 
 セメント調合工（コンクリート製品製造） 
 脱形工（コンクリート製品製造） 
 溜枡製造工（コンクリート製） 
 直線工（コンクリート製品製造） 
 鉄筋組立工（コンクリート製品製造） 
 鉄筋編成工（コンクリート製品製造） 
 テトラポット製造工 
 パイル型組工（コンクリートパイル） 
 パイル脱型工（コンクリートパイル） 
 プレキャスト工（セメント製品製造） 
 プレストレスコンクリート製品製造工 
 枕木製造工（コンクリート製） 
 マンホール蓋製造工（コンクリート製） 
 屋根瓦製造工（セメント製） 
 養生工（コンクリート製品製造） 
 枠組工（コンクリート製品） 

538-11 コンクリートブロック製造工 
 インターロッキング製造工 
 河川ブロック製造員 
 函塊工（セメント製品製造） 
 ケーソン製造工 
 コンクリート縁石製造工 
 コンクリート舗道板製造工 
 スプリットブロック製造工（コンクリー

ト製） 
 セグメント製造工（コンクリート製） 
 側溝ふた製造工 
 ブロック製造工 

538-12 コンクリートパネル製造工 
 アウスタ工（セメント板） 
 ＡＬＣ工（気泡コンクリート製造） 
 気泡コンクリート製品製造工 
 ＰＣ板製造工 
 プレキャストコンクリートパネル製造工 

538-13 セメントスレート製造工 
 厚形スレート製造工 
 加圧工（木毛セメント板製造） 
 カラーベスト製造工 
 スレート瓦製造工 
 成形工（木毛セメント板製造） 
 セメントスレート工 
 波形セメントスレート製造工 
 バルブセメント板製造工 
 木材セメント板製造工 
 木片セメント板製造工 
 木毛セメント板製造工 

538-14 コンクリートパイプ製造工 
 コンクリート管製造工 
 製管工（コンクリート製品製造） 
 製柱機工（コンクリート製品製造） 
 セメントパイプ工 
 電柱製造工（コンクリート製） 

 土管仕上工（コンクリート製） 
 土管成形工（コンクリート製） 
 土管製造工（コンクリート製） 
 ヒューム管製造工(コンクリート製品製造) 
 マンホール工（セメント製品製造） 
538-20 生コンクリート製造工 

 建設用生コンクリート製造工 
 コンクリート圧送機械運転工 
 コンクリート圧送工 
 コンクリートミキサー運転工 
 材料配合係（生コンクリート製造） 
 生コンオペレータ 
 バッチャープラント運転工 
 バッチャ運転工  
 ホッパー操作工 
 ミキサー運転員（コンクリート製品製造） 
 ミキサー工（コンクリート製品製造） 
538-99 他に分類されないセメント製品製造工 

 加圧成形工（セメントモルタル製品製造） 
 原料配合工（セメントモルタル製品製造） 
 原料篩分工（セメントモルタル製品製造） 
 原料粉砕工（セメントモルタル製品製造） 
 硬化工（セメントモルタル製品製造） 
 混練工（セメントモルタル製品製造） 
 人造石（テラゾー）製造工 
 人造大理石製造工 
 スペーサー製造工（コンクリート製品） 
 成形工（セメントモルタル製品製造） 
 セメント瓦成形工 
 セメント瓦製造工 
 テラゾー製造工（人造タイル製造） 
 トラフ製造工（コンクリート製品） 
 塗込工（人造石製造） 
 レジンコンクリート製品製造工 

539 その他の窯業製品製造の職業  
539-10 石灰・石こう製品製造工 
539-11 生石灰・消石灰生産オペレーター 

 漆喰製造工（左官業でないもの） 
 焼成工（石灰製造） 
 消石灰生産オペレーター 
 生石灰生産オペレーター 
 消石灰製造工 
 消石灰炭化工 
 石灰製造工 
 石灰製粉工 
 石灰石焼成工 
 石灰選別工 
 石灰タンカル工 
 石灰焙焼工 
 石灰粉砕工（工場） 
 石灰炉工 

539-12 ドロマイト生産オペレーター 
 苦灰（ドロマイト）製造工 
 ドロマイト焼成工 

539-13 焼石こう製造工 
 仕上粉砕工（焼石膏製造） 
 焼石膏製造工 
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 石膏焼成工 
 篩分工（焼石膏製造） 

539-14 石こう製品製造工 
 乾燥工（石膏製品製造） 
 サイディング製造工（石こう製） 
 石膏加工工 
 石膏型取工 
 石膏熟成工（石膏製品製造） 
 石こう製品成形工 
 石膏プラスター製造工 
 石膏ボード製造工 
 プラスターボード製造工 
539-20 七宝工 

 七宝銀付工 
 七宝研ま工 
 七宝下絵書工 
 七宝焼成工 
 七宝施釉工 
 七宝線付工 
 七宝研ぎ上げ工 
 七宝焼模様付工 
 七宝釉薬差工 
539-30 るつぼ製造工 

 黒鉛るつぼ製造工 
539-40 研磨用材製造工 

 アランダム製造工 
 煆（か）焼工（砥粒製造） 
 加熱工（研磨布・紙製造） 
 紙やすり製造工 
 クレンザー製造工 
 結晶塊粉砕工（砥粒製造） 
 研削材製造工 
 研削材製粒工 
 研削材粉砕工 
 研削砥石製造工 
 研磨紙製造工 
 研磨砥石仕上工 
 研磨砥石製造工 
 研磨布製造工 
 サンドペーパー製造工 
 焼成工（研磨砥石製造） 
 焼成工（砥粒製造） 
 徐冷工（砥粒製造） 
 シリコン研磨剤工 
 磁力選別工（砥粒乾燥工） 
 砂吹付け工（研磨布製造） 
 スポンジ砥石製造工 
 成形工（研磨砥石製造） 
 製粒工（研磨材製造） 
 切断工（研磨布・紙製造） 
 洗浄工（砥粒製造） 
 操炉工（人造研削材製造） 
 電気炉工（砥粒製造） 
 天然砥石工 
 電炉工（人造研削材製造） 
 砥石車仕上工 
 砥石車焼成工 
 砥石車成形工 

 砥石車製造工 
 砥石成形工 
 砥粒製造工 
 生素地乾燥工（研磨砥石製造） 
 膠塗り工（研磨布・紙製造） 
 膠溶解工（研磨布・紙製造） 
 布やすり工 
 焙焼工（砥粒製造） 
 配土工（研磨砥石製造） 
 篩分工（砥粒製造） 
 プレス工（研磨砥石製造） 
 分級乾燥工（砥粒製造） 
 粉別係（砥粒製造） 
 磨粉製造工 
 磨砂製造工 
 薬品処理工（砥粒製造） 
 溶解粗砕工（砥粒製造） 
539-50 窯業製品検査工 

 厚形スレート検査工 
 壁板検査工（コンクリート製品） 
 研磨布・紙検査工 
 コンクリート試験員 
 コンクリート製品検査工 
 焼石膏検査工 
 試料分析工（窯業） 
 セメント試験工 
 砥石検査工 
 非破壊検査工（コンクリート製品） 
 ヒューム管試験工 
 ファインセラミック製品検査工 

539-51 ガラス製品検査工 
 板ガラス検査工 
 原料検査員（ガラス製品製造） 
 資材検査係員（ガラス製品製造） 
 選瓶工（ガラス製品製造） 
 選別工（ガラス製造） 

539-52 れんが・かわら類検査工 
 瓦選別工 
 煉瓦類検査工 

539-53 陶磁器検査工 
 絵付検査員（陶磁器製造） 
 碍子検査工 
 生地検査工（陶磁器製造） 
 焼成検査係（窯業） 
 絶縁試験工 
 タイル選別工（タイル製造） 
 釉薬検査工 
539-99 他に分類されない窯業製品製造の職業 

 鋳物砂製造工（鋳物業を除く） 
 色合わせ工（タイル製造） 
 雲母製品仕上工 
 雲母選別工 
 雲母板接着工 
 カーボランダム製造工 
 カーボン焼成工 
 碍子（がいし）組立工 
 瓦塗装工（瓦製造） 
 検粒工 
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 黒鉛製品製造工 
 黒鉛電極製造工 
 黒鉛丸棒成形工 
 コランダム製造工 
 焼成工（炭素製品製造） 
 炭素製品成形工 
 炭素電極製造工 
 炭素棒製造工 
 電気炉工（コランダム製造） 
 塗装工（瓦製造） 
 バーミキュライト製造工 
 パーライト製造工 
 はつり工（コンクリート製品製造） 
 メサライト焼成工 
 涼炉製造工 
 ろくろ工（炭素製品製造） 

54 土石製品製造の職業 

541 石工  
541-10 石割工 

 石材かすがい入れ工 
541-20 石切工 

 石穴あけ工 
 石荒仕上工 
 石大切工 
 石小切工 
 石たたき仕上工 
 石縁取工 
 大枠工（石材加工） 
 コーピン切断工（テラゾー製造） 
 敷石切工 
 石材くり型工 
 石材小端摺工 
 石材裁断工 
 石材截断工 
 石材鋸工 
 天然スレート瓦製造工 

541-21 石工旋盤工 
 旋盤工（石材加工） 
541-30 石研磨工 

 石タイル研磨工 
 石磨き工 
 仕上石造工（石材加工） 
 人造石（テラゾー）研磨工 

541-31 機械研磨工 
 石材機械研磨工 
541-40 石彫工 

 石灯篭製造工 
 石文字彫工 
 石材彫刻工 
 石碑工 
 墓石石工 
 門標製作工（石製） 
541-50 墨出し工 

 石材墨出し工 

541-60 石積工 
 石垣はつり工 
 間知石積工 
 砂防石工 
 法面（のりめん）保護工（石張り工事） 
541-98 石工見習 
541-XX 石材施工工 

 大理石加工工 

549 その他の土石製品製造の職業  
549-10 石細工工 

 石印材工 
 石印材細工工 
 すずり製作工 
 大理石細工工 
549-99 他に分類されない土石製品製造の職業 

 乾燥工（土石製品製造） 
 岩綿製造工 
 クラッシャー運転工（砕石工場） 
 ケイカル製造工 
 砕石機運転工（砕石工場） 
 砕石工（砕石業） 
 酸性白土製造工 
 石綿製品製造工 
 洗砂工（洗砂製造業） 
 選別工（砕石業） 
 沈子製造工（石製） 
 土石製品検査工 
 とのこ製造工 
 バラス製造工（砕石工場） 
 プラント運転工（砂利砕石工場） 
 ボールミル運転工（砕石工場） 
 保温材製造工 
 ろう石クレー製造工 
 ロックウール製造工 
 ロッドミル運転手（砕石） 

55 金属加工の職業 

551 金属工作機械工  
551-10 汎用金属工作機械工 
551-11 旋盤工 

 鋳物旋盤工 
 金属旋盤工 
 クランクピン旋盤工 
 工具旋盤工 
 小型旋盤工 
 小物旋盤工 
 軸旋盤工 
 車軸旋盤工 
 正面旋盤工 
 スリーブ旋盤工 
 センターレース工（金属加工） 
 旋盤加工工 
 旋盤実習助手（高校）  
 ターニングミル工 
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 卓上旋盤工 
 立て旋盤工 
 ダライ盤工 
 タレット工 
 タレット旋盤工  
 動輪旋盤工 
 ならい旋盤工 
 ねじ切旋盤工 
 普通旋盤工 
 ベローズ研磨工（車輪製造） 
 ベンチレース工（卓上旋盤工） 
 丸鋼旋盤切削工 
 ロール旋盤工 

551-12 ボール盤工 
 ＲＤ（ラジアルボール盤）工 
 アプライトドリル工 
 金属穴あけ工（ボール盤によるもの） 
 金属工具ボーリング工 
 金属ラジアル工 
 多軸ボール盤工 
 単能ボール盤工 
 ドリリングマシン工 
 歯車穴あけ工 
 ラジアルボール盤工 

551-13 中ぐり盤工  
 ジグ中ぐり盤工 
 治具ボーラー工 
 ジグボーリング工 
 自動車シリンダー内ぐり工 
 主軸台移動中ぐり盤工 
 垂直中ぐり盤工 
 水平中ぐり盤工 
 精密中ぐり盤工 
 立て中ぐり盤工 
 中ぐり工 
 中ぐり旋盤工 
 ファインボーリング工 
 ボーリング工（中ぐり旋盤工） 
 ボーリングマシン工 
 横中ぐり盤工 

551-14 フライス盤工 
 エッジプレーナー工 
 形削盤工 
 機械平削工 
 金属機械フライス工 
 金属平削工 
 金属プラノミラー工 
 ゲージ型削工 
 シェーパー工 
 シェービング工 
 シカル盤工 
 ステーフライス工 
 ステッキ工 
 スロッター工（金属加工） 
 セーパー工 
 卓上フライス盤工 
 立削り盤工 
 単能平削工 

 ナット切削工 
 ナットねじ立工 
 ねじ切りフライス盤工 
 バーチカルプレーナー工 
 バイカルミーリングマシン工 
 万能工具フライス盤工 
 ヒカル盤工 
 平削盤工 
 平削フライス盤工 
 ＶＭ（縦フライス盤）工 
 フライス仕上工（金属加工業） 
 プラノミラー工 
 プラノミラマシン工 
 プレーナー工 
 ミーリング工 

551-15 歯切盤工 
 機械歯切工 
 ギヤ研削盤工 
 ギヤセーパー工 
 ギヤフライス盤工 
 金属切削工（歯車製造） 
 歯車形削盤工 
 歯車仕上盤工 
 歯車製造工（金属製） 
 ホブ盤工 

551-16 研削盤工・仕上機械工 
 インターナルグラインダ工 
 円筒研削盤工 
 外径研削盤工 
 機械研磨工（金属）  
 金属研磨盤工 
 金属ラッピング工 
 グラインダー工（金属研削） 
 研削盤工 
 サンダー工 
 スインググラインダ工 
 筒内面磨き工 
 歯車研削盤工 
 羽布研磨工（金属製品製造）  
 羽布工（金属製品製造）  
 バフ盤工 
 羽布磨き工（金属製品製造）  
 万能工具研削盤工 
 ブラッシング盤工 
 平面研削盤工 
 ホーニング仕上工（やすりかけ）  
 ホーニング盤工 
 ポリッシング盤工（金属加工） 
 メタル研磨盤工 
 面研削盤工 
 ラッピング盤工 
 ラップ盤工 
 ラビン工（研磨工） 
 ラム操作員（研削盤） 
 ロール研削盤工  
 ロール研磨工  
 ロール盤工 
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551-20 数値制御金属工作機械工（特殊加工機を除く） 
 ＮＣ機械工（金属加工）  
 ＮＣ工作機械オペレータ 
 ＮＣ工作機械工 
 ＮＣ工作機械操作員  
 数値制御付工作機械工 

551-21 ＮＣ旋盤工 
551-22 ＮＣボール盤工 
551-23 ＮＣ中ぐり盤工 
551-24 ＮＣフライス盤工 
551-25 ＮＣ研削盤工 
551-26 マシニングセンターオペレーター 

 インデックスマシン操作工 
 ＭＣオペレーター 
 ＭＣ加工工（機械加工） 
 マシニングセンター（ＭＣ）操作員 
551-30 金属特殊加工機工 

 プラズマ切断工 
551-31 放電加工機工 

 ＮＣ放電加工工 
 放電加工工（金属加工） 
 ワイヤカット放電加工工 

551-32 電子ビーム加工機工 
551-33 レーザー加工機工 

 レーザー切断工 
551-34 電解加工機工 

551-99 他に分類されない金属工作機械工 
 合鍵製造工 
 アンダーカット工  
 イノセンチ工 
 インターナル工 
 インナーバルブ加工工 
 エアーポンプ加工工 
 ＦＹ（フランジョーク）加工工 
 エンドミル工 
 ガードナー工 
 カッター面取工 
 キー溝盤工 
 ＣＡＭオペレーター（金属加工） 
 金属工作機械実習助手（学校） 
 グリーソンストレート工 
 クリダーン機工 
 クロスロットソケット加工工 
 ケーブルヘット仕上工 
 ジグミル盤工 
 しない盤工 
 心立盤工 
 スカルピング工 
 スキンミラー工 
 スクロールシャー工 
 背切盤工 
 セグメント製造工（金属加工）  
 セグメント溝切工 
 タッピング工  
 タッピングマシン工 
 転子切落工 
 転造工（ねじ製造） 
 転造盤工 

 トランスファーマシン工（自動車製造） 
 トループ工 
 ナイルス操作工 
 ナックル加工工 
 ナックルスピンドル加工工 
 ねじ切盤工 
 ねじ製造工（転造によるもの） 
 ねじ立盤工 
 ねじ転造盤工 
 パーレット工 
 歯車転造盤工 
 端切工（金属） 
 ピストンリング仕上工（機械加工） 
 フォーマー工（ねじ製造） 
 ブランク加工工（歯車製造） 
 ブローチ盤工 
 プロファイリング機工 
 ポールジョイントソケット加工工 
 ボールスタット加工工 
 ボルト製造工（金属工作機械によるもの） 
 溝切盤工 
 リーマ工 
 ローレット切削工 
551-XX 機械加工工 

 金属切削加工工 
 金属挽物工 
 工作機械工 

552 金属プレス工  
552-10 プレス成形工 

 金属口金プレス工 
 金属成形プレス工 
 自動車ホイルキャップ製造工 
 成形工（貨幣製造） 
 成形プレス工 
 ダイセット加工員（金属加工） 
 鉄器素地プレス成形工 
 板金プレス工 
 ブランキング工 

552-11 打抜プレス工 
 アルミニウム抜板工 
 薄板金型抜工 
 打抜工（金属製品製造）  
 押出工（金属プレス） 
 型打抜プレス工 
 型抜工（金属プレス）  
 貨幣圧穿工 
 金属薄板抜物工 
 金属押抜工 
 金属板型抜工 
 鉄心打抜工  
 鉄心用鋼板打抜工 
 銅板金型抜工 
 抜型ポンス工 
 抜物工  
 抜物プレス工 
 歯車抜き工 
 パンチング工（金属プレス） 
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552-12 曲プレス工 
 金属折曲げプレス工 
 金属曲板機工 
 鋼板曲げ工 
 製鎖工 
 板金ベンディングマシン工 
 ベンディングローラ工 

552-13 絞プレス工 
 金属板絞出工 
 絞工 
 絞出工 
 へら絞り工 

552-14 プレス刻印工 
 型押工（金属製品製造） 
 貨幣圧印工 
 機械刻印工 
 金属プレス刻印押工 
 ドリル刻印打工 
 マーク打工（金属プレス刻印） 
552-20 数値制御プレス機械工 
552-99 他に分類されない金属プレス工 

 圧搾工（金属加工） 
 圧入工 
 アブセット工 
 打込母型製造工 
 金属ハンドプレス工 
 金属ロール盤工 
 水平プレス工 
 プレス段取工 
 ホーマー工 
552-XX 足踏プレス工 

 機械プレス工 
 金属水圧プレス工 
 金属プレス加工工 
 クランクプレス工 
 自動プレス工 
 手動プレス工 
 水圧工（鉄工所） 
 水圧プレス工（鉄工所） 
 ダイイングプレス工 
 ダイイングマシン工 
 鉄板プレス工 
 ドローイングプレス工 
 ネコプレス工 
 ノッチングプレス工 
 ハイドロリックプレス工 
 パワープレス工 
 フォールディングマシン工 
 フリクションプレス工 
 プレス工（金属製品製造） 
 油圧プレス工（鉄工所） 

553 鉄工、製かん（缶）工  
553-10 鉄工 

 アングル工（鉄工所、造船所） 
 アングルベンダー工 
 起重機鉄工 
 組立鉄工 

 現寸加工工（鉄骨） 
 厚寸工 
 構造物鉄工 
 仕上鉄工 
 車両鉄工 
 鉄筋籠（かご）編工 
 鉄骨加工工 
 鉄骨組立工 
 山形工（鉄工所、造船所） 

553-11 建築鉄工 
 温室組立工（鉄筋組立） 
 ガソリンタンク組立工 
 ケージ（鶏舎）組立工 
 鋼製下地組立工 
 住宅製造作業員（金属プレハブ） 
 鉄骨建築組立工 
 鉄骨工 
 ビル建築鉄工 
 ユニット柱製造工（鉄骨） 

553-12 機械鉄工 
 自動車車台鉄骨曲げ工  

553-13 造船鉄工 
 エレクション工（造船） 
 船殻取付工 
 船体ブロック位置決め工 
 造船ぎょう鉄工 
 造船組立鉄工 
 造船工 
 造船鉄機工 
 造船取付鉄工 
 ダッキング工（船舶風道工事） 
 鉄鋼船撓（ぎょう）鉄工 
 鉄鋼取付工（鉄鋼船製造） 
 内業仕上工（造船） 
 内業鉄工 
 ハーネス工（撓鉄工） 
 フレーム取付工（造船） 
 ブロック組立工（造船） 
 曲鉄工 

553-14 橋りょう鉄工 
 矯正工（鉄骨・橋梁製造） 
 橋梁組立工 
 橋梁工 

553-15 装飾鉄工 
553-20 製かん工 

 金属製かん工 
 金属タンク製造工 
 製かん組立工 
 製罐工（ボイラ、タンクなど） 
 製かん鉄工 
 造機ぎ装製かん工 
 タービン製かん工 
 タンク製かん工 
 復水器製造工 

553-21 ボイラー組立工 
 汽かん組立工 
 ボイラー仕上工 
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553-22 圧力容器組立工 
 ガスボンベ製造工 
 ボンベ（容器）製造工 
553-99 他に分類されない鉄工、製かん（缶）工 

 当盤工 
 かしめ工（金属製品製造） 
 かしめ工（鋼船製造） 
 金属かしめ工 
 鋼板穴あけ工（エアードリル、電気ドリ

ルによるもの） 
 鋼板穴あけ工(可搬ボ―ル盤等によるもの) 
 鋼板穴あけ工（ポンチングマシンで行う

もの）  
 コーキング工（造船等） 
 コールドヘッダー工 
 鉄構造物孔明工 
 ドリラー工（鋼板穴あけ工） 
 パイプベンダー工 
 パイプ曲工（金属製品製造） 
 歪取工（造船）  
 歪取工（鉄道車両製造） 
 ボーリング鉄工 
 ポンチングマシン工 

554 板金工  
554-10 板金工 

 亜鉛鉄板加工人 
 雨どい（樋）板金工 
 錺職人 
 素地銅器工  
 七宝き地銅器製造工 
 じょうろ製造工（金属製） 
 製缶工（缶詰用）  
 精密板金工 
 銅打物職 
 銅器仕上工 
 銅細工工 
 銅板金工 
 塗装板金工 
 ドラム缶製造工 
 バケツ製造工（金属製） 
 板金加工工 
 板金仕上工 
 板金たが工  

554-11 建築板金工 
 ダクト加工工（板金） 
 ダクト取付工 
 板金屋根ふき工 
 屋根錺（かざり）職 
 屋根張職（板金）  
 ラス工（板金工） 
 ラッキング工（板金工） 

554-12 工場板金工 
 鉄道車両板金工 

554-13 自動車板金工 
 塗装工（自動車修理業） 
 板金工（自動車修理業） 
 板金塗装工（自動車修理業）  

555 金属彫刻工  
555-10 彫金工 

 金工師 
 金版（判）製造工 
 彫刻師（金属彫刻）  
 鎚金工 
 ネームプレート彫刻工（金属板） 
 花罫彫刻工 
 欄罫彫刻工 

555-11 かざり職 
 錺職工（神社・仏具製造）  
 錺彫刻工 
 金属錺職人 
 金属細工師 
 仏具職（金属製）  
 仏具ようらく人 
 仏壇金具工 

555-12 金型彫刻工 
 押出型彫工（アルミニウム圧延） 
 織物金属型刻職 
 金型鋳造型彫工（アルミニウム圧延） 
 金型彫刻師  
 染型彫刻師（金属製） 
 焼印彫刻工 
555-20 機械彫刻工 

 エングレービングマシン工 
 凹版彫刻工 
 金属機械彫刻工 
 金属目盛彫刻工 
 ルーダー工（金属自動彫刻機工） 
555-30 腐しょく彫刻工 

 印刷彫刻工（腐しょく彫刻）  
 エッチング工（金属彫刻） 
 金属腐蝕工（金属彫刻）  

555-31 なっ（捺）染ロール彫刻工 
 原版工（捺染ロール彫刻） 
 写真捺染彫刻工  
 写真捺染ロール彫刻工 
 捺染彫刻工 
555-99 他に分類されない金属彫刻工 

 型おこし工（金属彫刻） 
 塗込工（捺染ロール彫刻） 
 ネームプレート腐蝕処理工（金属板） 
555-XX 工業彫刻工 

 仏具彫刻師（金属製） 
 銘板製造工（金属製ネームプレート） 

556 めっき工  
556-10 電気めっき工 

 アイロンめっき工 
 貴金属めっき工 
 金属めっき工 
 金めっき工 
 銀めっき工 
 クロムめっき工 
 電鋳工 
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 ニッケルめっき工 
 被膜めっき工 
556-20 化学めっき工 

 ボンデライジング工 
 ボンデライト工（被膜防錆工） 
556-30 溶融めっき工 

 亜鉛めっき工 
 鉛板めつき工 
 ガルバナイジング工 
 ジャブ工 
 錫引き工 
 錫めっき工 
 針金めっき工 
 ブリキ板製造工 
556-40 溶射工 

 金属溶射工 
 表面硬化処理工（めっき：金属溶射によ

るもの） 
 メタリコン加工工 
556-50 真空・気相めっき工 

 アルミ蒸着工 
 金属蒸着工 
 蒸着機運転管理員 
 真空蒸着工  
 真空蒸着めっき工 
 水晶振動子電極形成工（真空蒸着法）  
 水晶発振子金蒸着工 
 スパッター工 
 スパッタリング工 
 パーシャル蒸着工（水晶発振子） 
 プラスチックめっき工 
 メタルバック工 
556-60 陽極処理工 

 アルマイト工 
 アルミニウム陽極酸化処理工 
 電解工（サッシ製造） 
 電解めっき工 
 陽極酸化処理めっき工 
556-70 化成処理工 

 アルミ着色工 
 アルミライト処理工 
 パーカライジング工 
556-99 他に分類されないめっき工 

 化学研磨工 
 化学洗浄工（めっき業） 
 キリンス工（除脂・防銹工） 
 金属酸洗工（めっき業） 
 金属線放射錆止工 
 金属吹付工（めっき） 
 金属防蝕処理工 
 金属防錆処理工 
 黒染工（金属製品） 
 研磨工（めっき加工） 
 酸洗工（めっき業） 
 酸処理工（めっき） 
 樹脂被膜工 
 浸漬めっき工  
 多層板めっき工 

 脱脂作業工 
 吊工（めっき業） 
 電解研磨工 
 電解清浄工（めっき） 
 トリクレン処理作業工（めっき業） 
 ハイトップ工（クロム酸塩処理鋼板製造） 
 分析試験工 
 防銹（しゅう）処理工 
 防錆処理工 
 ホルダー差工（めっき業） 
 めっき研磨工 
 めっき着色工 
 めっき塗装工 
556-XX 被膜工（金属製品） 

 めっき技術員 
 めっき被覆工 
 めっきライン運転操作工 

557 金属研磨工  
557-10 金属材料・製品研磨工 

 可搬研磨工（ポータブル研磨） 
 がらみがき工（金属製品製造） 
 研布仕上工（金属製品製造） 
 研磨工（金属製品製造） 
 手研磨工 
 反射鏡研磨工（金属製） 
 ペーパー研磨工（金属製品） 

557-11 工具研磨工 
 刃具研削工 

557-12 刃物とぎ工 
 修理行商人（刃物とぎ） 
 とぎ師（はさみ、鎌、ほう丁） 
 刃物研ぎ工  
 包丁研磨工 
 水研工（刃物製造） 
 木工刃物研磨工 
557-20 金属手仕上工 

 金属素地手仕上工 
 金属研磨手仕上工 
 工具手仕上工 
 摺（すり）合わせ工 
 部品手仕上工（金属製品） 

557-21 のこ目立職 
 帯鋸差目工 
 製材のこ目立工 
 鋸修理工 
 目立工 

557-22 金属やすり掛け工 
557-23 金属きさげ工 

 きさげ工 
 スクレーパー工（金属仕上） 

557-24 金属はつり工 
 いばり取り工 
 かえりとり工 
 たがね削り工 
 ばり取工（金属製品） 
 ピッチング工（金属はつり） 
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558 金属線製品・くぎ・ばね製造工  
558-10 金属線製品製造工 

 アルミ線撚線工（被覆電線製造を除く） 
 スチールコード製造工 
 針金製品製造工 
 針・ピン製造工 
 ピアノ線細工工 
 ビートワイヤー製造工 

558-11 ワイヤーロープ製造工 
 ガードケーブル製作工 
 ケーブル製造工（ワイヤロープ製造） 
 鋼撚線工（ワイヤロープ製造） 
 索具工（ワイヤロープ製造） 
 ストランド工（ワイヤロープ製造） 
 撚線工（ワイヤーロープ製造） 
 ロープ製造工（ワイヤロープ）  

558-12 有刺鉄線製造工 
 有刺鉄線細工工 

558-13 金網編工 
 編立工（金属製品） 
 ガードネット製造工 
 金網機械編工 
 金網製造工 
 金網手編工 

558-14 針製造工 
 編針製造工（金属製）  
 医療用針製造工 
 金属編針製造工 
 仕上工（針製造） 
 製針機工 
 製針工 
 注射針製造工 
 釣針製造工 
 縫針製造工 
 針研磨工 
 縫合針製造工 
 磨針工 
 待針製造工 
 ミシン針製造工 
 虫ピン製造工 
 メリヤス針製造工 

558-15 ピン製造工 
 安全ピン製造工 
 ゼムピン製造工 
 鋲加工員（針金加工） 
 ピン加工工  
 ヘアピン製造工 
558-20 くぎ類製造工 

 釘製造工  
 ステップル釘製造工 
 スパイク製造工（犬釘） 
 製釘工 
 タックス工（靴釘製造） 
 リベット製造工 
558-30 ばね製造工 

 金属ばね製造工 
 スプリング製造工 

 ぜんまい製造工 
 トーション製造工（ばね製造）  
 トーションバー製造工 
 発条製作工 
 ばね加工員 
 ばね先延し工 
 ばね成形工 

559 その他の金属加工の職業  
559-10 金属製家具・建具製造工 
559-11 金属製家具製造工 

 椅子製造工（金属製） 
 金庫製造工 
 金属家具組立工  
 金属家具工  
 金属製机製造工 
 金属製ロッカー製造工 
 コンテナ組立工（金属製） 
 コンテナ修理工（金属製） 
 スチール家具組立工 
 陳列ケース組立工（金属製） 
 パイプ椅子組立工 
 ベッド製造工（金属製） 

559-12 金属製建具製造工 
 アルミサッシ組立工 
 金属製サッシ製造工 
 金属製扉製造工 
 サッシ製造工（金属製窓枠）  
 シャッター製造工 
 シャッター部品仕上工  
 ビート巻工（サッシ製造） 
 ブラインド組立工（金属製） 
559-20 金属製品製造工（一貫作業によるもの） 

 アルミ製スパンドレル製造工 
 アンカー（錨）製造工 
 インサイドバルブ製造工 
 オイルシール製造工（金属製） 
 オイルレベルゲージ製造工（金属製） 
 王冠製造工 
 音叉製造工 
 ガス用魚焼網製造 
 カルチベーター製造工 
 管継手製造工 
 キャスター組立工（金属製） 
 脚立製造工（アルミ製） 
 鎖製造工（金属製） 
 くじり製造工 
 グレーチング製造工 
 ケーブルハンガー製造工 
 鋼球製造工 
 コック組立工 
 コンロッド製造工 
 サイディング製造工（アルミ製） 
 サイレンサ組立工 
 止血鉗子製造工 
 自在球軸製造工 
 下振り製造工 
 自動車マフラー製造工 
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 自動車ワイパー製造工 
 写真機三脚製造工 
 シャドウマスク製造工（テレビ製造） 
 炊飯器組立工（ガス炊飯器） 
 スタビライザー製造工（自動車部品） 
 スタンドスパイク製造工 
 ステープラ製造工 
 ステープル製造工（金属製品） 
 スピンドル製造工 
 スプレーガン組立工 
 製図器製造工 
 センターサイディング製造工（金属製） 
 ダボ製造工（洋傘骨継手） 
 トランスケース製造工 
 ドレンコック製造工 
 トレンチ製造工 
 ニップル製造工 
 燃料パイプ製造工 
 ノズル製造工 
 ノンスリップ製造工（金属製） 
 バーナー製造工 
 梯子（はしご）製造工（金属製品） 
 パッキン製造工（金属製品） 
 パトローネ製造工 
 バルブサイド製造工 
 ハンドル製造工（金属製品） 
 引輪製造工 
 ビット製造工 
 火床製造工 
 ビニル被覆鋼板製造工 
 ピボット製造工 
 ヒューズ製造工 
 不凍栓組立工 
 船針製造工 
 フライパン製作工 
 フライヤー製造工 
 フランジ（接手）製造工 
 フリーボール製造工 
 ブレーキシュー製造工 
 プレハブ製品製造工（金属製） 
 平圧箱製造工（金属製品） 
 ベール製造工 
 ベルトレーシング製造工 
 ベローズ製造工 
 ベント製造工 
 ホイルポイント製造工 
 ボビンケース製造工 
 巻き付けグリップ製造工 
 マグネット半製品製造工 
 マグネット曲直し工 
 メタルラス製造工 
 ヨーク製造工 
 撚戻製造工 
 ラス製造工 
 ロックナット製造工 
 ロット製造工 
 ワイヤグリップ製造工 
 ワイヤプロテクター製造工 

 ワイヤヘルド製造工 
559-21 刃物製造工 

 打刃物製造工 
 かんな製造工 
 錐（きり）製造工 
 のこぎり製造工 
 鋸仕上工 
 鋸製造工  
 鋏（はさみ）製造工  
 バンドソー製造工 
 包丁製造工 
 弓鋸製造工 
 利器製造工 
 理髪具製造工 

559-22 工具製造工（刃物を除く） 
 鋳型製造工（金型）  
 鋳物金型製造工 
 型仕上工（金型）  
 金型工 
 金型仕上工 
 金型修理工 
 金型製作工 
 金属ダイス修理工 
 喰切製造工 
 工具組立工 
 シェルモールド用金型製造工 
 治具工 
 治具仕上工 
 治工具製作工 
 定盤製造工 
 切削工具製造工 
 ダイス工（金属製品製造） 
 ダイヤモンド工具工 
 タップダイス工（金属製品製造） 
 チップカッター製造工 
 チップ成形工（超硬合金製） 
 チャージクリップ製造工 
 鋳造用金型製造工 
 超硬合金ダイス製造工 
 超硬工具製造工 
 手工具製造工 
 特殊やすり目立工 
 トルクレンチ製造工 
 バイス製造工 
 バイト製造工 
 ハンマー製造工 
 プラスチック成形用金型製造工 
 プレス型仕上工  
 プレス型修理工  
 プレス型製造工 
 ブローチ製造工（切削工具） 
 ボールヘッダー工具製造工 
 ホブ製造工 
 万力製造工 
 モールド製造工（金属製） 
 モンキー製造工 
 やすり仕上工  
 やすり製造工 
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 溶接棒製造工 
 ルプライト金型工 
 レンチ製造工 

559-23 金具製造工 
 コース製造工（ロープ用金具） 
 錠前金具工 
 錠前製造工 
 セパレーター製造工（建築金具） 
 提灯器具製造工（金属製） 
 ちょうつがい製造工 
 ドアクローザー組立工 
 ドアチェック組立工 
 ドアハンドルラッチ組立工 
 ヒンヂ製造工（蝶番） 
559-30 けがき工 

 鋼材罫書工 
 定盤工（造船） 
 心金工（罫書工） 
 図面工（罫書工） 
 造船罫書工 
 度取り工 
 マーキング工（罫書工） 
559-40 ろう付工、はんだ付工 

 銀ろう付工 
 板金はんだ付工 
 はんだ揚工 
 はんだ付工 
 ろう付工 
 ろう盛工 
559-50 金属切断工（刃物によるもの） 

 薄板切断工 
 薄板剪断工  
 帯鋸盤工 
 カッター工（軽金属製造） 
 カッティング工（金属加工） 
 金切鋸盤工 
 機械切断仕分工 
 キャップシャー工 
 金銀箔切断工 
 金属シャー工 
 金属剪断工 
 金属箔裁断工  
 金属板切断工 
 鋼管切断工 
 鋼材切断工 
 鋼板切断工 
 小切せん断工 
 シャーリング工（金属切断加工） 
 スリッター工（金属材料裁断）  
 剪（せん）断機工 
 ダブラー工（鋼材製造） 
 鉄骨切断機工 
 鉄材切断工 
 鉄板裁断工 
 鋸盤工（金属加工） 
 パイプ切断工（製鋼、製管） 
 バイブローシャー工 
 ホットソー（熱間鋸断機）工 

 丸のこ盤工 
559-60 金型取付工 
559-70 金属加工・金属製品検査工 

 網地検査員（金属製） 
 音響検査工（ベアリング製造） 
 ガスボンベ耐圧検査員 
 ガス容器検査員 
 貨幣検査工（造幣局） 
 汽かん水圧試験工 
 キャップシール検査工 
 金属穴あけ検査工 
 金属検寸工 
 金属製家具検査工 
 金属切削製品検査工 
 検缶工 
 高圧ガス容器検査員  
 工具検査工 
 鋼材採寸工 
 鋼線抗張試験工 
 鋼板切断検査工 
 シャッター部品仕上検査工 
 巡回員（ガス供給業） 
 針布検査工 
 スタンパ（光ディスク用金型原盤）検査工 
 製罐（かん）検査工 
 耐圧試験工 
 鉄工検査工 
 時計側検査工（金属製） 
 時計部品検査工 
 ねじ検査工 
 パイプ検査工（金属製品製造） 
 ばね検査工 
 非破壊検査工（金属製品） 
 鋲（びょう）打検査工 
 プレス検査工（金属製品製造） 
 ボンベ容器検査工 
 めっき検査工 
 溶接検査工 
 ラプチャーディスク（破裂板）検査員 
 ろう付検査工 
559-99 他に分類されない金属加工の職業 

 アートメタル工 
 アイレット製作工 
 アルミダイカストマシン操作工 
 アルミ箔押工 
 鋳掛職  
 打貫工 
 液体ホーニング工 
 エクステリア製品製造工（金属製） 
 塩化ビニルライニング鋼管製造工 
 遠心鋳造機運転工 
 エンボス工（金属加工業） 
 飾金仕上工 
 ガス機器修理工 
 ガス器具組立工 
 機械解体工 
 金銀箔押工（金銀糸製造） 
 金庫修理工 



  

  

  

  

  

  

  

 56 

  
 
 

 300

 金属き章製作工 
 金属スクラッププレス工 
 金属製フェンス組立工 
 金属廃棄物処理工（再生資源回収業） 
 金属箔はり工 
 金属分解作業人 
 金属粉製造工 
 クスクリ工（金属漆器製造） 
 グリットプラスト工（鋳物製造以外） 
 工具保全工 
 高周波鋳造工 
 硬鑞（ろう）製造工 
 コーリン処理加工工 
 座金製造工（金属製） 
 錆落工 
 酸洗工（めっき業以外の金属製品製造）  
 紙器用平線製造工 
 軸仕上工 
 自動車解体工 
 車体分解工（自動車）  
 シュレッダー工（金属製品製造） 
 消火器組立工 
 ショットピーニング工 
 ショットブラスト工（金属製品） 
 心出工（金属加工） 
 針布製造工 
 スクリーンマスク製造工（金属製） 
 スパンドレル製造工 
 スピナレット工 
 石油・ガスストーブ製造工 
 船舶解体工 
 船舶機関解体工  
 ソーラーシステム製造工（温水器製造） 
 ダイカスト鋳物工 
 ダイカスト鋳造機工 
 ダクタイル鋳鉄管製造工 
 中古車解体工 
 厨房器具組立工（金属製品） 
 手編カラー工 
 頭面工（金属製ファスナー） 
 時計側組立工（金属製） 
 時計バンド製造工（金属製） 
 時計文字板模様付工 
 トリマー工（金属加工）  
 トリミング工（金属加工） 
 トリミングシャー運転工 
 ドリル工 
 鉛工（鋳物製造） 
 廃品分解工（金属製） 
 パイプ組立工（金属製品製造） 
 箔押工（金銀糸製造） 
 パッキング工 
 バルジ加工工 
 バレル工 
 バンキット仕上工 
 ピーター機械工 
 ピーニング工 
 ピストン製造工（ダイカストによるもの） 

 ピッチング工 
 ファスト加工工 
 ファスナースライダー製造工（金属製） 
 ファスナー務歯製造工（金属製） 
 フィリッター加工工（金属製品） 
 封孔処理工（アルミニウム製品製造） 
 プーリー加工工（金属製） 
 フェンダー仕上工 
 フライングシャー工 
 プランジャー加工工（ワイパー製造） 
 プレス工（再生資源卸売業） 
 プレッシャーダイカスト工 
 平線工 
 ベーリング工（スクラッププレス業） 
 ヘッダー工 
 ベンダー工（金属管・形材の曲げ） 
 ボール製造工（ボールペン用） 
 ボクサー組立工（ホッチキス組立） 
 ポンス工（金属製品製造） 
 ポンス工（造船）  
 ポンチ工 
 ポンチング工（金属製品製造） 
 前挽加工工 
 巻もどし機運転工 
 摩擦溶接工 
 マスジャケット工 
 メンプレーター工（機械部品製造） 
 湯沸器組立工（ガス器具） 
 洋がさ骨製作工 
 溶湯圧入工（ダイカスト） 
 ラップ仕上工（金属製品製造） 
 リール組立工 
 輪軸工 
 レーザーマーカー工（金属製品） 
 レールベンダー工 
 レザーバー製作工 
 ロータリーテーブル仕上工  

56 金属溶接・溶断の職業 

561 電気溶接工  
561-10 アーク溶接工 

 アークエアー溶接工 
 イナートガスアーク溶接工 
 ウエルダー作業員（造船業） 
 船殻溶接組立工 
 造船組立溶接工 
 ティグ溶接工 
 鉄骨組立溶接工 
 電弧溶接工 
 半自動アーク溶接工 
 プラズマアーク溶接工 
 フラッシュ（火花）溶接工 
 ブロック組立溶接工（造船） 

561-11 被膜アーク溶接工 
561-20 抵抗溶接工 

 アプセット溶接工 
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 シーム（縫合）溶接工  
 テルミット溶接工 
 電縫機工 
 バット溶接工 
 プロジェクション溶接工 

561-21 スポット溶接工 
 金属スポット工 
561-30 自動電気溶接機運転工 
561-40 溶接ロボット運転工 
561-99 他に分類されない電気溶接工 

 圧接工 
 継管工（鍛接） 
 電子ビーム溶接工 
 プルセーション溶接工 
 ユニオンメルト溶接工 
 レーザー溶接工 
561-XX トーチオペレータ 

 融接工（金属溶接） 

562 ガス溶接工、ガス切断工  
562-10 ガス溶接工 

 アルゴンガス溶接工 
 鋳物溶接工（ガス溶接） 
 ガス圧接工（鉄筋工事） 
 ガス工（ガス溶接） 
 軽合金溶接工（ガス溶接によるもの） 
 自動車組立ガス溶接工 
 鉄筋溶接工（ガス溶接） 
 板金溶接工（ガス溶接） 
 ビット溶接工 

562-11 酸素アセチレンガス溶接工 
 アセチレンガス溶接工 
 アセチレン溶接工 
 酸素ガス溶接工 
 酸素溶接工 
562-20 ガス切断工 

 ＨＳ（Ｈ型スチール）切断溶接工 
 エチレン切断工 
 ガス解体工 
 ガス溶断工 
 鋼管切断工（ガス切断） 
 鋼材溶断工 
 切断工（ガス溶接） 
 鉄骨ガス切断工 
 鉄板ガス切断工 
 ビレット切断工（ガス切断） 
 溶断工 

562-21 アセチレンガス切断工 
 鋳物アセチレンガス切断工 

562-22 大型バーナー工 
562-23 自動ガス切断機運転工 

57 一般機械器具組立・修理の職業 

571 一般機械器具組立工  
571-10 原動機組立工 

571-11 エンジン組立・調整工 
 航空機エンジン組立工 
 航空機エンジン調整工 
 自動車エンジン組立工 
 自動車エンジン調整工 
 ディーゼルエンジン組立工（自動車用） 
 ディーゼルエンジン組立工（汎用） 
 内燃機械組立工 
 内燃機関組立仕上工 
 舶用機関組立・調整工 
 汎用内燃機関組立・調整工 

571-12 タービン組立・調整工 
571-20 金属加工機械組立工 

 圧延機組立・調整工 
 ドリルユニット組立工 
 プレス機組立・調整工 
 溶接機組立・調整工 

571-21 金属工作機械組立・調整工 
 グラインディングミル組立工 
 研磨盤組立・調整工 
 旋盤組立・調整工 
 フライス盤組立・調整工 
 放電加工機組立・調整工 
 ボール盤組立・調整工 
 マシニングセンタ組立・調整工 
571-30 産業用機械組立工 

 アッシュプラント製造工 
 医療機器組立工 
 ウィンチ自動車組立工 
 ＬＮＧ装置組立工 
 化学機械組立工 
 高周波ミシン組立工 
 コールピックハンマー仕上組立工 
 削岩機組立工 
 産業用ロボット組立工 
 自動サービス機械器具組立工 
 浸染機械組立工 
 スクレーパー組立工 
 製菓機組立工 
 製材機械組立工 
 精米機組立工 
 染色機械組立工 
 煎餅加工機工 
 鋳造装置組立工 
 チルドロール製造工 
 バーナー乾燥炉製造工 
 パルプ製造装置組立工 
 パン焼窯組立工 
 ピンローラ工 
 プラスチック加工機組立・調整工 
 ブリケッティングマシン組立工 
 木工機械組立工 
 木工旋盤組立工 
 冷凍機組立工 
 冷凍装置製造工 
 ワイヤフォーミングマシン製造工 

571-31 農業用機械組立・調整工 
 コンバイン組立工 
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 田植機組立工 
 脱穀機組立工 
 動力耕うん機組立工 
 トラクタ組立工 
 農機器組立工 
 農業機械整備工 

571-32 建設機械組立・調整工 
 タイタンパ組立工 
 タイヤドーザー組立工 
 パワーショベル組立工 
 フィニッシャー製造工 
 ブルドーザ組立工 
 ホッパーフィーダー組立工 
 ロードローラ組立工 

571-33 繊維機械組立・調整工 
 編機組立工 
 ジャカード機製造工 
 織機組立工 
 針布機据付工 
 ドビー織機製造工 
 紡績機械組立工 

571-34 印刷機械組立・調整工 
 印刷機械組立工  
 スクリーン印刷機製造工 
 プリンター組立工 
571-40 機械部品組立工 

 オイルフィルター組立工 
 機械部品仕上工 
 キャタピラー組立工 
 キャブレター組立工 
 クランクシャフト取付工（産業機械） 
 原動機部品組立工 
 コスター工（自転車部品製造） 
 コスターハブ製造工 
 ショックアブソーバ組立工 
 ステアリングリンケージ組立工 
 スピードガバナ（調速器）組立工 
 ターンテーブル組立工（金属製） 
 デハイドレーター組立工 
 電子制御燃料噴射装置製造工 
 動力伝導装置組立工 
 トラップ製造工 
 熱交換器製造工 
 燃料供給装置組立工 
 バイブレーター組立工（建設機械製造） 
 パワーウィンドレギュレーター組立工 
 パワーシート製造工 
 ファンドライブ組立工 
 ブレーキ組立工  
 ブレーキライニング組立工 
 ホイール組立工 
 放熱器組立工  
 ラジエータ組立工  
 冷却サイクル組立工（冷蔵庫製造） 
 ワイパー組立工 

571-41 ベアリング組立工 
 軸受組立工 
 ニードル工（ベアリング製造） 

 ピロブロック組立工 
571-42 変速機組立工 

 クラッチ組立工 
 トランスミッション組立工（産業用機械） 
 プラネタリー変速装置組立工 

571-43 軸継手組立工 
571-44 バルブ組立工 

 自動調整バルブ組立工 
 バルブコック組立工 
 バルブ仕上工 
 バルブロッカーアーム組立工 
 油圧バルブ製造工 

571-45 チェーン組立工 
 チェーン製造工 
571-99 他に分類されない一般機械器具組立工 

 アジャストマン（機械製造） 
 アブソーバ製造工 
 ウィンチ組立工  
 運搬機械組立工 
 エアーシュート取付工 
 エアーポンプ組立工 
 エアコン組立工（業務用） 
 エアコン組立工（自動車用エアコン）  
 エアコン取付工（業務用） 
 ＡＴＭ（現金自動預払機）組立工 
 エスカレーター組付工 
 エレベータ組立工 
 エレベータ据付工 
 オートヒーター組立工 
 回転圧縮機組立工 
 ガス釜組立工 
 機械材料整理工 
 機械調整工（組み立てに伴う調整を行う

もの） 
 機械鳶（とび） 
 起重機仕上組立工 
 キュービクル組立工 
 金属材料試験機組立工 
 空気圧縮機組立工 
 空気調和装置組立工 
 空気調和装置据付工 
 空調設備据付工  
 クレーン組立工 
 計器組付工（一般機械） 
 コンプレッサ組立工 
 産業用運搬車両組立工 
 自転車部品組立工 
 自転車フレーム組立工 
 自動供給装置組立工 
 事務用機械組立工 
 重油燃焼装置組立工 
 昇降機取付工 
 ダムウェーター組立工 
 電装工（一般機械） 
 電動工具組立工 
 動力ポンプ組立工 
 トラベラ製造工 
 配線工（自動販売機組立）  
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 プラント据付工（機械設備） 
 ブレーキ取付工（産業用運搬車両等） 
 噴射ポンプ組付工 
 噴霧機組立工 
 ベーンポンプ組立工 
 ベルトコンベア製造工 
 ホイスト製造工 
 ホットクリーン組立工（オイルヒーター

製造） 
 ポンプ組立工 
 巻揚機組立工 
 巻上装置取付工 
 丸鋸組立工 
 ミシン組立工 
 油圧機器組立工 
 溶解炉組立工 
 揚水ポンプ組立仕上工 
 理化学機械組立工 
 リフト組立工 
 冷蔵装置組立工 
 ロール組立工（製鉄、製鋼） 

572 一般機械器具修理工  
572-10 機械修理工 

 圧搾機械修理工 
 医療機械修理工 
 化学機械修理工 
 機械解体修理工 
 機械分解工 
 機械保全工 
 機械保全整備工 
 汽罐修理工 
 現金レジスタ修理工  
 建設機械修理・保全工 
 建設機械整備工 
 工作機械修理工 
 坑内機械修理工 
 娯楽用機械整備員（遊園地） 
 サービスエンジニア（一般機械） 
 削岩機修理工 
 自動販売機修理工 
 自動販売機調整工 
 事務用機械修理工 
 重機整備工 
 生産設備保全工 
 農機具修理工 
 農業用機械修理工 
 ＰＭ（一般機械保守） 
 ＰＭ（生産設備保守） 
 ピック修理工 
 フィールドエンジニア（機械・装置） 
 フィルタープレス修理工 
 プラスチック製造設備保全工 
 プラント保全係 
 ブルドーザ整備工  
 ミシン修理工 
 メンテナンスエンジニア（一般機械） 
 木工機械修理工 

 冷凍機修理工 
 冷凍機保守工 

572-11 動力機械保全・修理工 
 編立機調整工 
 印刷機械修理工 
 エアコン修理工（業務用） 
 エスカレータ保守点検員 
 ＮＣ工作機械修理工 
 ＭＣ整備工 
 エレベータ保守点検員 
 エンジン修理工 
 織物加工機械保全修理工 
 起重機整備工 
 キャブレター修理工（産業機械） 
 空気調和装置修理工  
 空調設備修理工 
 クレーン修理工 
 工場設備保全員 
 織機整備工 
 織機調整工  
 織機保全工 
 製糸機修理工 
 製粉機械修理工  
 精紡機修理工 
 製綿機分解組立工 
 選鉱機械修理工 
 船舶エンジン修理工 
 船用機関修理工 
 船用内燃機関整備工 
 電気冷凍機修理工 
 トラクタ修理工 
 内燃機関修理工 
 撚糸機保全工 
 発動機修理工 
 紡績機械整備工  
 紡績機械保全工  
 ボーリング機械保守工 
 保守員（一般機械） 
 保守点検整備員（一般機械） 
 ポンプ修理工 
 巻揚機修理工 
 木工機械整備工 

572-12 油圧機械保全・修理工 
 押出型整備工（アルミニウム圧延） 
572-20 機械検査工 

 エレベータ検査工（修理事業所）  
 エレベータ検査工（製造工場） 
 金属工作機械検査工 
 軸受検査工 
 事務用機器検査工  
 旋盤検査工 
 チェーン検査工 
 熱量調整員（ガス器具） 
 農機器検査工 
 プレス機械検査員 
 ベアリング検査工 
 ミシン検査工 
 油圧バルブ検査工 
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572-21 動力機械検査工 
 エンジン検査員 
 エンジン試運転工 
 過給器試運転工 
 クレーン点検工 
 ディーゼルエンジン検査工 
 内燃機関検査工 
 発動機検査工 
 ポンプ検査工 

572-22 油圧機械検査工 
572-99 他に分類されない一般機械器具修理工 

 機械器具整備係 
 真空機器修理工 
 電解槽整備工 
 プール濾（ろ）過機修理工 

58 電気機械器具組立・修理の職業 

581 電気機械組立工・修理工  
581-10 発電機組立・調整工 

 ジェネレータ組立工 
 発電機組立工 

581-11 発電機巻線工 
 巻線工（発電機） 

581-12 産業用発電機組立工 
 水車発電機組立工 
 タービン発電機組立工 

581-13 民生用発電機組立工 
 自転車用発電機組立工 
 自動車用内燃機関電装品組立工（発電機） 
581-20 電動機組立・調整工 

 コア積工（電動機製造） 
 コイル整形工（電動機製造） 
 スターティングモーター製造工 
 電動機組立工 
 電動機調整工 
 バインド巻工 
 モーター組立工 
 モーター調節工 

581-21 電動機巻線工 
 コイル巻線工（電動機） 
 巻型工（電動機製造） 
 モーター巻線工 

581-22 産業用電動機組立工 
581-23 民生用電動機組立工 
581-24 マイクロモーター組立工 

581-30 変圧器・変流器・変成器組立・調整工 
 アイロン巻線工 
 ＦＢＴ係（トランス組立） 
 キャスト工（変圧器製造） 
 スライダー仕上工（電圧調整器） 

581-31 トランス巻線工 
 固定子巻線組立工（変圧器） 
 電機子組立工（変圧器） 

581-32 変圧器組立工 
 コア積工（変圧器用） 
 成層鉄心製造工（変圧器用） 

 チョーク工（電気製品製造）  
 鉄心組立工 
 鉄心積工（変圧器）  
 ＰＴ製造工（計器用変圧器） 
 変圧器仕上工 
 ラミネート加工工（鉄心製造）  
 ラミネートコア製造工 

581-33 変流器・変成器組立工 
 回転変流器組立工 
 コンバーター製造工（変換器）  
 コンミュテーター（整流子）製造工 
 変成器組立工 
 変流機組立工 
581-40 配電盤・制御板組立・調整工 

 継電器組立工 
581-41 配電盤組立工 

 配電器組立工 
581-42 制御板組立工 

 ボルテージレギュレータ組立工 
581-43 ディストリビュータ組立工 

581-50 開閉制御機器組立工 
 カットアウトリレー組立工 
 サーモスタット組立工（ガス器具用） 
 制御機器製造工 
 制御装置組立工 

581-51 ブレーカー組立工 
 コンタクトブレーカー組立工 
 遮断機組立工（電気部品） 

581-52 スイッチ組立工 
 キャノピースイッチ組立工 
 タンブラー工（スイッチ組立工） 
 ナイフスイッチ製造工 
 バイメタル巻線工 
 マグネットスイッチ組付工（自動車電装

品製造） 
581-60 電気機械部品組立工 

 アース棒製作員 
 アーマチュア工 
 アイソレーター組立工 
 アジマス工 
 回転子組立工  
 コンセント組立工 
 サーモスタット組立工（電気器具用） 
 電気刷子製造工 
 電機部品仕上工 
 発電機部品組立工 

581-61 整流子組立工 
581-62 整流器組立工 

 亜酸化銅整流器製造工 
 インバーター製造工 
 シリコン整流器製造工 
 水銀整流器組立工 
 整流器化成工（水銀整流器）  
 セレン整流器製造工 

581-63 コンデンサー組立工 
 キャパシタ製造工 
 コンデンサー巻工 
 ダブ打工（コンデンサー製造） 



  

  

  

  

  

  

  

58  

 
 

 305

 蓄電器エッチング工 
 蓄電器化成工 
 蓄電器組立工 
 蓄電器仕上工 
581-70 電気機械修理工 
581-71 発電機・電動機修理工 

 火力発電装置保修員 
 コイル修理工 
 車両電動機修理工 
 電動機修理工 
 電動機分解工  
 発電機点検修理工  
 モーター修理工 

581-72 配電・制御装置修理工 
 整流器修理工 
 電力制御装置修理工 
 配電盤修理工 
 変圧器修理工 
 変電機点検修理工 
581-XX コイル絶縁工 

 重電機器組立工 
 重電機修理工 
 巻線工（コイル：電気機械器具） 
 巻線工（固定子・回転子製造） 

582 電気通信機械器具組立工・修理工  
582-10 電気通信機器組立工 

 線巻工（通信機製造） 
 通信機組立工 

582-11 無線通信機器組立工 
 携帯電話組立工 
 トランシーバ組立工 
 無線通信装置組立工  
 無線電話機組立工 
 ラジオ放送装置組立工 

582-12 有線通信機器組立工 
 電話機組立工 
 電話交換機組立工 
582-20 ビデオ・音響機器組立工 

 ＤＶＤプレーヤ組立工 
582-21 ＶＴＲ・テープレコーダー組立工 

 テープレコーダー組立工  
 ＶＴＲ組立工  

582-22 ラジオ・音響機器組立工 
 カーステレオ組立工 
 カーラジオ組立工 
 ステレオ組立工 
 ラジオ組立工 

582-23 テレビ・画像端末機組立工 
 テレビジョン組立工 
582-30 電気通信機器調整工 

 音声調整工（通信機器製造）  
 通信機調整工 
582-40 ビデオ・音響機器調整工 

 テレビ調整工（テレビ製造） 
582-50 電気通信機械器具修理工 

 受信機修理工 
 電話交換機修理工 

 電話修理工  
 無線電話機修理工 
 有線電話機修理工 
 ラジオ修理工 
582-99 他に分類されない電気通信機械器具組立工・

修理工 
 カップラー取付工（電気部品） 
 水中聴音装置組立工 
 ソナー修理工 
 レーダ組立工 
582-XX コイル巻線工（電気通信機） 

583 電球・電子管組立工  
583-10 電球・電子管自動組立操作員 

 電球機械運転工 
 電球製造工 
583-20 電球・電子管製造工 

 Ｘ線管製造工 
 蛍光灯製造工 
 シールドビーム製造工 
 ストロボ製造工 
 ネオン管製造工 
 パイロットライト製造工 
 ハロゲンランプ製造工 
 ブラウン管製造工 
 放電管製造工 
 マグネトロン製造工 

583-21 電球・電子管組立工 
 アーク灯組立工 
 ＳＢ（シールドビーム）組立工 
 Ｘ線管組立工 
 蛍光器具組立工 
 蛍光灯組立工（蛍光管の組立）  
 光電管組立工 
 殺菌灯組立工 
 写真用せん光電球組立工 
 集魚灯用電球組立工 
 集光繊条電球組立工 
 赤外線電球組立工 
 太陽灯組立工 
 電子管組立工 
 ネオン灯組立工 
 バラスト管組立工 
 表示管組立工 
 ブラウン管組立工 
 放電管組立工 

583-22 電球・電子管排気・封止工 
 排気工（電球・電子管）  
 封止工（電球製造）  

583-23 電球・電子管仕上工 
 ハロゲンランプ仕上工 
583-30 電球・電子管部品組立工 

 アンカー工（電球製造） 
 グリッド工 
 蛍光灯部品組付工 
 継線工（電球製造） 
 ジュメット線製造工 
 ジュメット巻線工  
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 スパイラル工（電球製造） 
 電球アンカー工 
 電球ステム工 
 ビーズ巻工 
 フィラメント工 
 ベース工（電球製造） 
 マスク合せ工（ブラウン管） 

584 被覆電線製造工  
584-10 撚線工 

 アウターケーブル工 
 アルミ線撚線工（被覆電線製造） 
 鋼線細撚工（電力ケーブル製造） 
 集線撚線工（電力ケーブル製造）  
 電力線細撚工 
 銅線細撚工（電力ケーブル製造）  
 被覆電線撚工 
584-20 被覆工 

 押出被覆線製造工 
 ジーゲル作業員（被覆電線製造） 
 ジュート巻工（電線製造） 
 線巻工（電線製造）  
 電線糸巻工 

584-21 ゴム線製造工 
 圧出工（ゴム被覆線製造） 
 イグナイター工（ゴム被覆電線製造） 
 カバリング工（ゴム被覆線製造） 
 キャブタイヤ線製造工  
 コーティング工（電線製造業） 
 ゴム絶縁工（電線製造） 
 ゴム被覆線製造工 
 テーピング工（ゴム被覆線製造） 
 ラッピング工（ゴム被覆線製造） 

584-22 ビニール・ポリエチレン線製造工 
 塩化ビニール押出工（電線製造） 
 押出工（ビニール被覆電線製造） 
 電線ビニール被覆工 
 ＰＶＣ（ポリ塩化ビニール）シースケー

ブル製造工 
 ビニール線押出工（電線製造） 
 平型コード製造工（被覆電線製造） 

584-23 紙巻線製造工 
 紙被覆工（ゴム被覆線製造） 
 通信ケーブル紙巻工 
 電線紙巻工 
 電力ケーブル紙巻工 
584-30 撚合わせ工 

 心線撚合せ工 
 電力ケーブル撚合せ工 
584-40 がい（鎧）装工 

 アルペス工 
 がい装機運転工（通信・電力ケーブル製造） 
 ケーブルがい装工 
 シース工（被覆電線製造） 
 電線鎧装工 

584-41 鋼帯がい装工 
584-42 鉄線がい装工 

584-43 被鉛工 
 ケーブル乾燥工 
 通信ケーブル乾燥工 
 電線被鉛工 
 電力ケーブル乾燥浸油工 
 被鉛機運転工（通信・電力ケーブル製造） 
 被鉛工（通信・電力ケーブル製造） 

584-44 編組工 
 ゴム編組線製造工 
 電線布巻工 
 電線編組工 
 ブレード機工（電線ケーブル製造） 
584-XX 絶縁電線テープ巻工 

 チュービング工（電線ケーブル製造） 
 通信ケーブル製造工 
 電線加工工（電線製造） 
 電線絶縁工 
 電線被装工 
 電力ケーブル製造工 
 リードワイヤ製造工 

585 半導体製品製造工  
585-10 半導体チップ製造工 

 アロイング工 
 エッチング工（トランジスタ製造） 
 エッチング工（半導体製造） 
 拡散工（半導体素子製造） 
 半導体拡散キーパー（半導体製造） 
 ペレットエッチング工（半導体製品製造） 
 ペレットソルダーリング工 
 レジスト塗布工（集積回路製造） 
585-20 半導体ダイシング工 

 シリコンウエハ切断工 
 ダイシング工  
 半導体切断工 
585-30 半導体組立工 

 圧差工（半導体製品製造） 
 セラミック半導体組立工 
 チョッパ組立工(チョッパ型サイリスター) 
 電圧素子組立工（変圧器製造） 
 ドリフト組立工（トランジスタ製造） 
 ピンさし工（ダイオード製造） 
 マスク合せ工（ＩＣ） 

585-31 半導体マウント工 
 トランジスタマウント組立工 

585-32 ワイヤーボンディング工 
 ウイスカーセッティング工 
 回路配線工（ＩＣ・ＬＳＩ製造）  
 ダイボンド工 
 半導体集積回路配線工 
 ボンディング工（半導体製造）  
 ワイヤボンド工 

585-33 エンキャプ工 
585-40 半導体封止工 

 集積回路樹脂封止工 
 ダイオード封止工 
 トランジスタ封止工 
 ハーメチックシール工 
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585-50 半導体外装処理工 
 塗布工（感光剤：ＩＣ製造） 
585-99 他に分類されない半導体製品製造工 

 ＩＣ基板洗浄工 
 エッチング工（プリント配線板製造） 
 集積回路印刷工 
 シリコンウエハ洗浄工 
 スクリーニング工（半導体製造） 
 フォトトランジスタ製造工 
585-XX ＩＣ生産オペレーター 

 ＩＣ製造工 
 ＬＳＩ製造工 
 光電素子製造工 
 サーミスタ製造工 
 サイリスター製造工 
 集積回路製造工 
 シリコン整流素子製造工 
 ダイオード製造工 
 大規模集積回路製造工 
 太陽電池製造工 
 太陽電池素子製造工 
 電子回路接続工 
 トランジスタ製造工 
 半導体集積回路（ＩＣ）製造工 
 半導体製品加工工 
 半導体素子製造工 
 ペレット加工工（半導体製品製造） 

586 電子応用機械器具組立工  
586-10 電子計算機組立・調整工 

 コンピュータ調整員（製造工程における
もの） 

 電卓組立工  
 パソコン組立・調整工 
 汎用電子計算機組立工 
586-20 Ｘ線応用装置組立・調整工 

 医療用画像放射線機器組立工 
 Ｘ線装置組立工  
 Ｘ線装置修理工 
586-30 医療用電子機器組立・調整工 

 医療用電子機器修理工 
586-40 レーザー応用加工機器組立・調整工 
586-50 電子複写機組立・調整工 

 電子複写機組立工  
 電子複写機修理工  
586-60 ファクシミリ組立・調整工 
586-99 他に分類されない電子応用機械器具組立工 

 ＡＴＳ（自動列車停止装置）製造工 
 ＡＴＭ（現金自動預払機）製造工 
 火災感知器組立工 
 ガス遮断器組立工 
 感知器組立工 
 漁探機製造工 
 警報器組立工  
 高周波応用装置組立工 
 超音波応用装置組立工 
 テレビゲーム機組立工 
 電子応用がん具組立工 

 電子顕微鏡組立工 
 電子式現金レジスター組立工 
 ハードディスクドライブ組立工 
 放射線応用装置組立工 

587 民生用電子・電気機械器具組立工・修理工 
587-10 電熱・照明器具組立工 

 電気釜組立工 
587-11 電熱機器組立工 

 電気アイロン組立工  
 電気ストーブ組立工 
 電子レンジ組立工 
 電熱乾燥装置組立工 
 電熱器組立工 
 ヘアドライヤー組立工 

587-12 照明器具組立工 
 自動車ライト製造工 
 自動車ランプ組立工  
 照明器具製作工 
 テールライト製造工 
 電気照明器具組立工  
 表示灯組立工 
587-20 電動機応用製品組立工  

 空気清浄機組立工（民生用） 
 モーター機械組立工（民生用） 

587-21 電気冷蔵庫組立工 
587-22 電気洗濯機組立工 
587-23 電気掃除機組立工 
587-24 扇風機・換気扇組立工 
587-25 空調機組立工 

 エアクリーナ組立工 
 エアコン組立工（家庭用・業務用エアコン） 
 カーエアコン組立工 
 空調機器製造工 
 コンプレッサー組立工（ルームエアコン

製造業） 
587-30 民生用電子・電気機械器具修理工 

 医療電気器具修理工（電子機器） 
 運賃箱・整理券発券機修理工 
 エアコン修理工（家庭用エアコン） 
 家庭用テレビゲーム機修理工 
 電気冷蔵庫修理工 

587-31 家庭用電気製品修理工（販売店・サービ
ス店） 

 家庭用電気機器修理工 
 家庭用電子機器修理工 
 家電修理エンジニア 
 家電修理工 
 洗濯機修理工（家庭用） 
 テレビ修理工（販売店・サービス店）  
587-99 他に分類されない民生用電子・電気機械器

具組立工・修理工 
 オルタネータ製造工 
 温水洗浄便座組立工 
 写真複写機配線工 
 電気毛布組立工 
 バイブレーター組立工（電気機器製造） 
 メーター組付工（電気機械器具） 
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 レギュレーター組立工（自動車電装部品
製造） 

588 束線工  
588-10 束線工（ワイヤー・ハーネス工） 

 コイル束線工 
 ハーネス製造工（電線製造業）  
 ワイヤーハーネス組立工 

588-11 電気通信機束線工 
 束線工（通信機製造）  
 通信機組線工 

588-12 電子応用機器束線工 
588-13 輸送用機器束線工 

589 その他の電気機械器具組立・修理の職業  
589-10 乾電池・蓄電池製造工 
589-11 乾電池製造工 

 アノード工（電池製造） 
 カーボン係（乾電池製造） 
 乾電池組立工 
 乾電池原料加工工 
 乾電池原料混合工 
 仕上工（乾電池製造） 
 湿（一次）乾電池製造工 
 積層乾電池製造工 
 ピッチ充てん工（乾電池製造） 
 ペースト充てん工（乾電池製造） 
 ペースト捏和工（乾電池製造） 

589-12 蓄電池製造工 
 化成工（蓄電池製造）  
 コロイド製造工（蓄電池） 
 ストレージバッテリー製造工 
 蓄電池組立工 
 蓄電池充てん工 
 蓄電池充電工 
 蓄電池ペーストこね工 
 蓄電池未化成極板仕上工 
 電極化成工 
 電極焼成工 
 バッテリー（蓄電池）製造工 
 ペースト充てん工（鉛蓄電池製造） 
 巻取員（電解蓄電器製造） 
589-20 記録媒体製造工 

 磁気記録媒体製造工 
589-21 磁気テープ製造工 

 カセットテープ組立工 
 カセットテープ製造工（録音されてない

もの） 
 磁気テープ塗布工 
 磁気テープ巻工 
 録音テープ製造工 

589-22 磁気ディスク製造工 
589-23 光ディスク製造工 
589-24 磁気・ＩＣカード製造工 

 プリペイドカード製造工 
589-30 内燃機関電装品組立工 
589-31 イグニッション・コイル組立工 

589-32 点火プラグ組立工 
 点火栓組立工  
 点火装置組立工 
589-40 電子機器部品製造工 

 素地巻工（電気通信機製造） 
 増幅器製造工（心電計製造） 
 通信機部品加工工  
 通信機部品組立工 
 テレビアンテナ製造工 
 電子応用装置部品組立工 
 ループアンテナ製造工 
 ワイヤメモリースタック製造工 

589-41 電子機器用コイル・トランス製造工 
 アンテナコア巻線工（フェライト） 
 通信機用トランス部品組立工 
 通信機用変圧器組立工 
 ラジオ用コイル巻工 

589-42 電子機器用抵抗器製造工 
 カーボン被膜抵抗器製造工 
 可変抵抗器製造工 
 固定抵抗器製造工 
 トリマー工（電子機器用） 

589-43 電子機器用コンデンサー製造工 
 雲母蓄電器製造工 
 ＭＰコンデンサー製造工 
 可変コンデンサー製造工 
 空気コンデンサー（バリコン）製造工 
 固定コンデンサー製造工 
 コンデンサー組立工（電子機器用）  
 コンデンサー巻工（電子機器用） 
 真空含浸係（コンデンサ製造） 
 ダブ打工（電子機器用コンデンサー製造） 
 蓄電器（コンデンサー）組立工（電子機

器用） 
 塗布工（銀：磁器（セラミック）コンデ

ンサ製造） 
 バリコン組立工 
 フィルムコンデンサー組立工 
 フィルム巻取工（コンデンサー製造） 

589-44 振動子組立工 
 Ｘ線測角工（水晶振動子製造） 
 クリスタル製造工（水晶発振子製造） 
 磁気振動子製造工 
 周波数調整係（水晶振動子） 
 水晶共振子組立工  
 水晶振動子組立工  
 水晶振動子調整切削工 
 水晶振動子電極付工 
 水晶切削工（水晶振動子用）  
 水晶発振子組立工 
 水晶発振子仕上工  
 水晶発振子製造工 
 水晶発振子挽割工  
 水晶発振子部品加工工 
 水晶ろ波器製造工 
 ブランク型抜工（水晶振動子製造） 

589-45 プリント基板組立工 
 プリント配線工 
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 プリント配線板印刷工 
 プリント配線板回路組立工 
 プリント配線板修正工 
 プリント配線板製造工 

589-46 電子機構部品組立工 
 クロスバー製造工 
 コネクター組立工 
 シンクロ組立工 
 チューナ組立工 
 チューナ調整工（製造工程におけるもの） 
 電子機器用スイッチ組立工 
 電磁ブレーキ組立工 
 電磁弁組立工 
 トーンスイッチ製造工 
 バリコンスイッチ製造工 
 プラグ組立工 
 プラグ製造工 
 リレー組立工 
 リレー製造調整工（継電器）  
 ワイヤスプリングリレー工 

589-47 音響部品組立工 
 アンプ製造工 
 拡声器組立工 
 スピーカー組立工 
 ノイズ部品製造工 
 マイクロホン組立工 
589-50 特殊電子部品製造工 
589-51 液晶表示部品製造工 

 液晶パネル製造工 
 液晶板製造工 

589-52 圧電素子製造工 
589-53 フェライト製品製造工 

 フェライトコア製造工 
589-60 電気機械器具保守員 

 ＳＥ（サービスエンジニア：電気機器関係） 
 サービスエンジニア（電気機器） 
 ＣＥ（カスタマーエンジニア：事務機器

保守サービス） 
 ＣＥ（カスタマーエンジニア：電気機械

器具修理） 
 フィールドサービスマン(電気機械販売業) 
 メンテナンスエンジニア（電気機器） 

589-61 電子計算機保守員 
 カスタマーエンジニア（コンピュータ関

係機器） 
 コンピュータ保守員 

589-62 複写機保守員 
 フィールドサービスマン（複写機販売業） 
 複写機修理員 

589-63 ファクシミリ保守員 
589-64 電子計算機周辺機器保守員 

 データ端末装置保守員 
589-70 電気機械器具検査工 

 エージング工（乾電池製造） 
 エージング工（電球検査工） 
 ケーブル検査工（電力・通信ケーブル製造） 
 ゴム線電気検査工 
 車両電気部品検査工 

 ソケット検査工 
 抵抗測定工 
 点火プラグ検査工 
 電気機械器具特性試験工 
 電気機器部品検査工 
 電気製品検査工 
 電気製品試験工  
 電球検査工 
 電球抜取試験工 
 電線検査工 
 電線試験工 
 電池検査工 
 電纜（らん）検査工 
 電纜試験工 
 ネオン試験工 
 ブラウン管検査工 
 プラグ検査工（点火プラグ）  
 巻線検査工（電気製品製造） 

589-71 発電機・電動機検査工 
 モーター検査工 
 モーター試験工 

589-72 配電・制御装置検査工 
 コンデンサー試験工 
 トランス検査工 

589-73 電気通信機械器具検査工 
 拡声器検査工 
 交換機検査工 
 ダイナミックバランス工 
 通信機検査工 

589-74 電子応用機器検査工 
 家庭用テレビゲーム機検査工 
 センサー素子測定員（温度センサー） 

589-75 民生用電子・電気機械器具検査工 
 自転車ランプ検査工 
 電子ジャー検査工 
 冷蔵庫試験工 

589-76 電子部品検査工 
 ＩＣ基盤検査工 
 エージング工（電子管製造） 
 可変蓄電器調整工 
 紙蓄電器検査工 
 グリット検査工 
 コンデンサー試験工（電子機器用） 
 周波数測定検査工（水晶振動子） 
 シリコン選別工（半導体製品製造） 
 水晶発振子検査工 
 スタック検査工（電子部品製造） 
 ステム検査工 
 チューナ検査工 
 電子部品自動検査機操作員 
 トランジスタ検査工 
 半導体製品性能テスト工 
589-99 他に分類されない電気機械器具組立・修理

の職業 
 アレスター（避雷器）製造工 
 安全灯充電工 
 永久磁石製造工 
 ＡＣＧテスター巻線工 
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 キーボード組立工（電気器具製造） 
 組立結線工（電気機器製造） 
 警音器製造工 
 検測工（電気工業）  
 黒鉛電刷子組立工 
 サーチコイル製造工 
 磁石組立工 
 自動車電気回路修理工（整備工場を除く） 
 シャシー組立工（電気機器） 
 ソケット組立工  
 ターミナル製造工 
 端子製造工 
 蓄電池修理工 
 電線皮むき工 
 電線切断工（電線製造） 
 電池修理工 
 電熱器充てん工 
 配線器具組立工 
 配線工（電気機械器具製造） 
 剥鉛工（ゴム被覆線製造） 
 バラストコイル組立工 
 バランス工 
 巻線磁石組立工 
 マグネット製造工  

59 輸送用機械器具組立・修理の職業 

591 自動車組立工  
591-10 自動車部品組立工 

 オートクラッチ組立工（自動車） 
 オートバイミッション製造工 
 オートマチックトランスミッション組

立工 
 ギヤ組立工（自動車製造） 
 自動車車輪組立工 
 スーパーチャージャ組立工 
 ストラット組立工（サスペンション） 
 ディスク組立工（自動車部品） 
 トランスミッション組立工（自動車製造） 
 トルクコンバーター組立工 
 フリーホイール組立工（自動車部品） 
 フロート組立工（自動車部品製造） 
 ラジエータ工（自動車製造） 
591-20 自動車車体・車台組立工 

 運転台組立工（自動車製造） 
 骨格組立工（バス車体製造） 
 自動車車台組立工 
 自動車車体組付工 
 シャシー（車台）組立工（自動車製造） 
 車体組立工（自動車製造）  
 車両組立工（自動車製造） 
 車枠取付工（自動車製造） 
 荷台組立工（自動車製造） 
 二輪自動車組立工 
 バスボディー仕上工 
 フレーム組立工（自動車用車枠） 
 ボディー組立工（自動車製造）  

591-30 自動車ぎ装組立工 
 足廻り組付け工 
 エンジン取付工（自動車）  
 オイルフィルター組付工 
 音響器取付工（自動車製造） 
 カーエアコン取付工（自動車製造） 
 加速器取付工（自動車） 
 緩衝器取付工（自動車） 
 気化装置取付工（自動車製造） 
 ぎ装部品組付工（自動車） 
 キャブレター組付工（自動車） 
 駆動装置取付工（自動車製造） 
 クラッチ取付工（自動車製造） 
 クランクシャフト取付工（自動車） 
 計器組付工（自動車製造） 
 計器盤取付工（自動車） 
 差動装置取付工 
 自在接（継）手取付工 
 自動車ガラスはめ込工 
 自動車車内配線工 
 自動車配管工 
 自動車配線工 
 自動車パイプ取付工 
 自動車部品組付工 
 始動装置取付工（自動車製造） 
 車軸取付工（自動車製造） 
 車輪取付工（自動車製造） 
 充電装置取付工（自動車製造） 
 消音装置取付工（自動車製造） 
 照明装置取付工（自動車製造） 
 推進軸取付工（自動車） 
 スプリング取付工（自動車製造） 
 制動機取付工（自動車）  
 制動ペダル取付工（自動車製造業）  
 操縦装置取付工（自動車製造） 
 速度計取付工（自動車） 
 タイヤ取付工（自動車製造）  
 注油装置取付工（自動車製造） 
 点火装置取付工（自動車製造） 
 電装工（自動車製造）  
 電装品取付工（自動車製造）  
 動力装置取付工 
 ナックル取付組立工 
 燃料供給装置取付工（自動車製造） 
 バイク配組工 
 バイク配線工 
 バックブザー組付工（自動車製造） 
 ハンドル取付工 
 バンパー取付工 
 フェンダー組付工（自動車製造） 
 踏板取付工（自動車製造） 
 ブレーキペダル取付工 
 プロペラシャフト（推進軸）取付工 
 変速機取付工 
 ボンネット取付工 
 マフラ（消音装置）取付工 
 ミッション組付工 
 メータ組付工（自動車） 
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 モール取付工 
 ラジエータ取付工（自動車製造） 
 冷却装置取付工（自動車製造） 
591-XX オートバイ組立工 

 自動二輪車組立工 
 ダンプトラック組立工 
 蓄電池運搬車組立工 
 電気自動車組立工 
 特殊自動車組立工 
 トレーラートラック組立工 
 内燃機関運搬車組立工 
 フォークリフト組立工 

592 自動車整備工  
592-10 自動車整備工 

 一級自動車整備士  
 オートバイ修理工 
 貨物電気自動車修理工 
 キャブレター修理工（自動車） 
 軽自動車整備工 
 三級自動車整備士  
 自動車足廻り修理工 
 自動車シャシー整備工  
 自動車車体整備工 
 自動車修理工 
 自動車整備士 
 自動車電機工 
 自動車部品整備工 
 自動車ブレーキ修理工 
 自動車分解組立工 
 自動車放熱器修理工 
 自動車ボーリング工 
 自動車ボディー修理工 
 車検係（バス会社） 
 車検係（民間車検場、整備工場） 
 車体修理工（自動車）  
 車台修理工（自動車） 
 重車両修理工（特殊自動車修理業）  
 重車両整備員 
 スクーター修理工 
 ダンプトラック修理工 
 特殊自動車整備工 
 トラック修理工 
 トレーラー修理工 
 内燃機関運搬車修理工 
 二級自動車整備士  
 二輪自動車整備工 
 バイク修理工 
 バス修理工 
 バスボディー修理工 
 フォークリフト整備工 
 メカニック（自動車修理工） 
 ラジエータ修理工（自動車修理） 

592-11 自動車エンジン整備工 
 エンジンテスト工（自動車修理工場） 
 自動車エンジン修理工 
 ディーゼルエンジン整備工 

592-12 自動車電装品整備工 
 自動車電気装置整備工 

592-13 自動車タイヤ整備工 
 タイヤ取付工（自動車修理業） 
592-XX オートメカニック 

 サービス員（自動車販売店） 
 道路救援隊員（日本自動車連盟） 
 フィールドマン（自動車販売会社） 
 ロードサービスマン（日本自動車連盟） 

593 航空機組立工・整備工  
593-10 航空機部品組立工 

 航空機圧力機器工（部品組立） 
 航空機翼切組工 
 航空機翼組工 
 車輪組立工（航空機製造） 
 タンク組立工（航空機） 
 翼組立工  
593-20 航空機総組立工 

 機体付属装置取付工 
 機体部品取付工 
 空気圧機器取付工 
 空気調和装置取付工（航空機） 
 グライダー製作工 
 計器取付工（航空機）  
 航空機機体組立工 
 航空機金属管組立据付工 
 航空機プロペラ取付工 
 降着装置取付工（航空機） 
 始動機取付工 
 自動操縦装置取付工 
 操縦装置取付工（航空機組立） 
 点火機器取付工 
 燃料機器取付工（航空機製造） 
 飛行機組立工 
 風防タンク取付工（航空機） 
 プロペラ組立工（飛行機）  
 ヘリコプター組立工 
 防水装置取付工（航空機） 
 メータ組付工（航空機） 
 油圧装置取付工 
 冷却器取付工（航空機） 

593-21 航空機エンジン取付工 
 発動機取付工（航空機）  
593-30 航空機ぎ装工 

 座席取付工（航空機） 
 保安装置取付工 
593-40 航空機整備工 

 一等航空整備士 
 機体整備工 
 航空機修理工 
 航空整備士 
 二等航空機整備士  
 燃料補機分解組立工（航空機） 
 発動機修理工（航空機） 
 プロペラ修理工 

593-41 航空機工場整備工 
 航空工場整備士 
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594 鉄道車両組立工・修理工  
594-10 車両機械組立工 
594-20 車両組立工 

 貨車組立工 
 機関車組立工 
 ケーブルカー組立工 
 車両工（鉄道車両製造） 
 車輪圧入工（鉄道車両） 
 蓄電池機関車組立工 
 ディーゼルカー組立工 
 ディーゼル機関車組立工 
 鉄道車両組立工 
 電気機関車組立工 
 電車組立工 
 内燃機関車組立工 
 内燃動車組立工  
 ばね取付工（鉄道車両製造） 
 ボルスター（ゆれ枕）取付工（鉄道車両

製造） 
 モノレールカー組立工 
 雪かき車組立工 

594-21 鉄道車両台車組立工 
 貨車下回工 
 シャシー組立鉄工（鉄道車両製造） 
 車台組立工（鉄道車両製造） 
 台車組立工（構内運搬用） 
 台枠組立工（鉄道車両製造） 

594-22 鉄道車両車体組立工 
 貨車上回工 
 鋼体組立工 
 車体組立工（鉄道車両製造） 
 車両屋根張工 
 側構組立工 
 ロープウェイ組立工（車体） 
594-30 車両ぎ装工 

 室内設備取付工（鉄道車両） 
 車両艤装工  
 ディーゼルエンジン取付工（鉄道車両） 
 ドア取付工（鉄道車両） 
 連結装置取付工 

594-31 鉄道車両機器取付工 
 運転室取付工（鉄道車両） 
 計器取付工（鉄道車両）  
 車両機器ぎ装工 
 車両器具取付工 
 車両電装品取付工 
 集電装置取付工 
 制動機取付工（鉄道車両） 
 ブレーキ装置取付工（鉄道車両） 
 メータ組付工（鉄道車両） 
594-40 車両修理工 

 ＥＬ（電気機関車）修理工 
 車両整備係（鉄道車両製造） 
 車輪修理工 
 地下鉄電気部品修理工 
 鉄道車両修理工 
 電車修理工 

 パンタグラフ修理工 
 列車修理機械工 

594-41 鉄道車両台車・車体修理工 
 貨車車体修理工  
 貨車修理工 
 台車修理工（鉄道車両用） 
 ドア取付修理工（鉄道車両製造） 

594-42 鉄道車両機械修理工 
 運転室整備工（鉄道車両） 
 車両機械修理工 
 車両電気装置修理工 
 バルブ装置整備工（鉄道車両整備業） 

595 自転車組立工・修理工  
595-10 自転車組立工 

 一輪車組立工 
 サドル取付工（自転車組立業） 
 自転車車体組立工 
 自転車製造工 
 自転車総組立工 
595-20 自転車修理工 

 自転車修理人 

596 船舶ぎ装工  
596-10 船舶ぎ装工 

 船舶艤装工 
 造船機械ぎ装工 

596-11 甲板部ぎ装工 
 外業仕上工（造船） 
 救命装置ぎ装工 
 甲板ぎ装工 
 索具取付工（船舶製造） 
 船具取付工 
 船体ぎ装工 
 綱具工 
 荷役装置取付工 
 ボート揚卸装置取付工 

596-12 機関部ぎ装工 
 舵取機取付工 
 機装工（造船業） 
 推進器取付工（船舶） 
 船舶機関ぎ装工  
 船舶汽かん取付工 
 船舶発電機取付工 
 造機ぎ装工（鋼船製造） 
 タービン取付工（船舶） 
 ディーゼル機関取付工（船舶） 
 発電機取付工（船舶）  
 ボイラー取付工（船舶製造） 

596-13 電気部ぎ装工 
 航海計器取付工 
 通信装置据付工（船舶） 
 無線艤装工（船舶） 
 メータ組付工（船舶） 

596-14 居住部ぎ装工 
 居装工（造船業） 
 採光装置取付工（船舶） 
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 船舶ぎ装木工 
 船舶室内ぎ装工 
 通風装置取付工（船舶） 

599 その他の輸送機械器具組立・修理の職業  
599-10 船舶修理工 

 艦船修理工 
 舶用機関修理工  
 ピット係（競艇場） 
 モーターボート整備員 
599-20 輸送用機械器具検査工 
599-21 自動車検査工 

 アライメント調整工（自動車製造） 
 完成車検査員（自動車）  
 検査員（自動車修理工場） 
 実車衝突実験員（自動車） 
 自動車完成検査工 
 自動車機関試験工 
 自動車車体検査工 
 自動車車台検査工 
 自動車性能測定員 
 自動車耐久実験工（自動車製造） 
 自動車部品検査工（自動車製造工場） 
 車両燃費試験工 
 ブレーキ調整工（自動車製造） 
 民間自動車検定員（自動車修理工場） 
 ロードテスター 

599-22 航空機検査工 
 航空機組立検査工 

599-23 鉄道車両検査工 
 機関車検査工 
 機関車性能検査工 
 車両震動調査技術員（鉄道） 
 車両電気検査工 

599-24 自転車検査工 
 自転車点検員（競輪競技会） 

599-25 船舶検査工 
 船体検査工 
 船舶機械検査工（造船） 
 船舶検査員 
599-99 他に分類されない輸送用機械器具組立・修

理の職業 
 一輪車組立工（荷役用） 
 運搬車組立工 
 運搬手押車製造工  
 ＦＲＰ船舶製造工（成形から組立まで一

貫して行うもの） 
 機関車解体工 
 渠載（船舶修理業） 
 車椅子組立工 
 グレーダー組立工 
 牽引車製造工 
 牽引装置取付工 
 鉱車類組立・修理工 
 構内運搬車組立工 
 ゴルフカート組立工 
 産業用ラジコンヘリコプター組立工 
 車両整備工（構内運搬車） 

 終減速装置取付工 
 スノーモービル組立工 
 船殻計測工 
 船渠（きょ）工 
 船渠ワイヤ係 
 船舶木てんげき工 
 台車修理工（構内運搬用） 
 トーイングカー組立工 
 ドック工 
 猫車製造工 
 盤木工 
 フィールドサービスマン(重機車両販売業) 
 ボート組立工（ＦＲＰ） 
 リヤカー組立工  
 ワゴン製造工（金属製） 

60 計量計測機器・光学機械器具組立・修理
の職業 

601 計量計測機器組立工・修理工  
601-10 電気計測器組立工 

 アンペアメータ組立工 
 位相計組立工 
 オイルメータ組立工（自動車） 
 オシログラフ組立工 
 オドメータ組立工 
 音量計（ＶＵメータ）組立工 
 ガイガー計数管組立工  
 回転計組立工（自動車） 
 回路計組立工 
 回路素子測定器組立工 
 加速度計組立工 
 距離計組立工（自動車） 
 空中線測定器組立工 
 計器製造工（電子式）  
 検相計組立工 
 航空計器組立工 
 磁性体測定器組立工 
 自動車メータ組立工 
 自動車用計器組立工 
 周波数計測器組立工 
 出力計組立工 
 心電計組立工 
 測定用素子組付工 
 速度計組立工（自動車） 
 タコグラフ組立工 
 抵抗温度計組立工 
 ディップメータ組立工 
 デジタル体温計組立工 
 テスター組立工 
 電圧計組立工  
 電圧測定器組立工 
 電位計組立工 
 電気測定器組立工 
 電気動力計組立工 
 電気露出計組立工 
 電子計測器組立工 
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 電子式計測器組立工  
 伝送量測定器組立工 
 電波測定器組立工 
 電流測定器組立工  
 電話度数計組立工 
 熱電温度計組立工 
 熱量計組立工 
 ＶＵメータ組立工 
 放射線応用計測器組立工 
 力率計組立工 
 粒度計組立工 

601-11 電気メーター組立工 
 検電計組立工 
 積算電力計組立工  
 電力計組立工  
 電力測定器組立工 
601-20 計量器・測定器組立工 

 検出器組付工 
601-21 度量衡器組立工 

 曲尺製作工 
 計量器製作工 
 限界ゲージ組立工 
 衡器組立工 
 コンベックス製造工（金属製巻尺） 
 竿ばかり製作工 
 精密測定機組立工 
 測量器製造工（光学式でないもの） 
 台ばかり組立工 
 竹尺製作工 
 畳尺製造工 
 直尺製作工 
 天秤組立工 
 度量衡器仕上工  
 長さ測定機組立工 
 ねじゲージ組立工（機械式） 
 ねじ測定機器組立工（機械式） 
 ノギス組立工 
 ハイトゲージ組立工 
 はかり組立工 
 ブロックゲージ製造工 
 マイクロメータ組立工 
 巻尺製作工 
 物差製造工 
 れん尺製作工 

601-22 温度計組立工 
 アネロイド形温度計組立工 
 温度計製造工  
 寒暖計組立工 
 体温計製作工 

601-23 圧力計組立工 
 気圧計組立工 
 血圧計組立工 
 真空計組立工 
 タイヤエアーゲージ製造工 
 連成計組立工 

601-24 流量計組立工 
 ガスメータ組立工 
 水道メータ組立工 

 水量メータ組立工  
 積算体積計組立工（ガス用） 
 ます組立工 
601-30 計量計測機器調整・修理工 

 圧力計器調整修理工 
 おもり調整工 
 ガスメータ修理工 
 計器修理工  
 計器調整工  
 計測器調整工  
 計量器精度管理員 
 計量士 
 工業計器修理工 
 工業計器保守点検員 
 工業測定機器調整工 
 サービスエンジニア（工業計器製造） 
 電気計器修理工 
 度量衡器修理工 
 ＰＭ（計器ＰＭ） 
 量水器修理工 
 量水器調整工 
601-99 他に分類されない計量計測機器組立工・修

理工 
 角度測定機組立工 
 磁気コンパス組立工 
 湿度計組立工 
 ジャイロ計器組立工  
 水準器組立工 
 ダイヤルゲージ組立工 
 着磁工 
 濃度計組立工 
 歯車測定機器組立工 
 比重計組立工 
 比色計組立工 
 プラニメータ組立工 
 密度計組立工 
 面積計組立工 
 面測定機器組立工 
 羅針盤組立工 
601-XX 計器組立工 

602 時計組立工・修理工  
602-10 時計組立・調整工 

 腕時計組立工 
 置時計組立工 
 オルゴール取付工（時計製造） 
 懐中時計組立工 
 掛時計組立工 
 クォーツ時計組立工 
 クロノメータ組立工 
 水晶時計組立・調整工 
 電気時計組立工 
 電子時計組立工 
 電池時計組立工 
 時計組立工 
 時計皿組工 
 時計調整工 
 時計振付工 
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 針組付工（時計製造） 
 目覚時計組立工 
 文字板組付工（時計製造） 

602-11 ムーブメント組立工 
 腕時計ムーブメント組立工 
 液晶時計部品組立工 
 エスケープメント組立工（時計製造） 
 軸受用宝石組付工 
 水晶時計部品組立工 
 水晶時計ムーブメント組立工 
 ぜんまい組付工（時計製造）  
 デジタル時計部品組立工 
 時計部品組立工 

602-12 外装組立工 
 機械時計側付工 
 水晶時計外装組立工 
 電気時計側付工 
602-20 時計類似機器組立・調整工 

 クロノグラフ組立工 
 ストップウォッチ組立工 
 タイマー組立工（電気式） 
 タイムスイッチ組立工（電気式） 
 タイムレコーダ組立工 
 メトロノーム組立工 
602-30 時計・時計類似機器修理工 

 サービスエンジニア（時計） 
 時計修理工 
602-XX 時計師 

603 光学機械器具組立工・修理工  
603-10 眼鏡組立工 

 拡大鏡組立工 
 対物レンズ取付工 
 虫眼鏡組立工 
 眼鏡枠組立工 

603-11 双眼鏡組立工 
 オペラグラス組立工 
 鏡胴組立工（双眼鏡製造） 
 傾斜双眼鏡筒組立工 
 双眼鏡総組立工  
 双眼鏡部品組立工  
 双眼鏡枠組立工 

603-12 望遠鏡組立工 
 望遠鏡製造工  
 望遠鏡部分組立工  
 ライフルスコープ組立工 

603-13 顕微鏡組立工 
 顕微鏡総組立工  
 顕微鏡部品組立工  
603-20 光学計測機器組立工 

 位相差検鏡装置取付工 
 屈折度計組立工 
 経緯儀（セオドライト）組立工 
 計器組付工（光学機械） 
 検眼鏡組立工 
 光学測定器組立工 
 光学的角度測定機組立工 
 光学的指針測微器組立工 

 光束計組立工 
 光度計組立工 
 照度計組立工 
 セオドライト組立工  
 測距儀組立工 
 測量機器製造工（光学式） 
 測高機組立工 
 トランシット組立工  
 ねじ山測定機組立工（光学式） 
 分光器組立工 
 偏光器仕上工 
 レンズメータ組立工 
603-30 光学機械組立工 

 ＩＴＶＣ組立工 
 暗視野集光器組立工 
 胃カメラ製造工 
 映画撮影機組立工 
 光学機械器具組立工  
 撮影機組立工 
 写真引伸機組立工 
 照明装置取付工（光学機械製造） 
 テレビ撮影機組立工 
 ビデオカメラ組立工 
 フィルム現像機械組立工  
 プラネタリウム製造工 
 メータ組付工（光学機械） 
 レンズシャッター取付工 

603-31 カメラ組立工 
 カメラ部品組立工 
 カメラ部分組立工 
 カメラボディー組立調整工 
 カメラボディー部品組立工 
 カメラレンズ組立工 
 シャッター組立工（写真機製造） 
 シャッター部品組立工（写真機製造）  
 デジタルカメラ組立工 
 レンズ組立工（写真機）  

603-32 映写機組立工 
 映画映写機組立工 
 スライド映写機組立工 
 投影機組立工 
603-40 光学機械器具調整工 

 カメラ調整工 
 顕微鏡調整工 
 光学計測機器調整工 
 双眼鏡調整工 

603-41 焦点調整工 
603-50 光学機械器具修理工 

 映写機修理工 
 光学機械器具分解洗浄工 
 光学機械修理調整工 

603-51 カメラ修理工 
 シャッター修理工（カメラ） 

604 レンズ研磨工・調整工  
604-10 光学レンズ工 

 コンタクトレンズ研磨工 
 レンズ旋盤工 
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 レンズ調整工 
604-11 レンズ荒ずり工 

 プリズム荒仕上工 
 プリズム荒摺工 
 プリズム砂かけ工 
 レンズ荒仕上工 
 レンズ荒摺工 
 レンズ砂洗工 
 レンズ砂かけ工 

604-12 レンズ研磨工 
 プリズム研磨工 
 レンズ回転研磨工 
 レンズ研磨仕上工  
 レンズ素材研磨工 

604-13 レンズ心取工 
 センターリング工（レンズ製造） 
 レンズ焦点調整工 
 レンズ心出工 
604-20 レンズ表面処理加工工 

 光学ガラス仕上工 
 コーティング工（レンズ表面処理）  
 コート加工工（レンズ製造） 
 艶出加工員（レンズ） 
 マルチコート係（レンズ製造） 
 眼鏡レンズ加工工 
 レンズ加工工 
 レンズコーティング工 
 レンズ清しき工 
 レンズ精密仕上工 
 レンズ玉揚工 
 レンズ玉押工 
 レンズふき上工 
604-30 レンズ接合工 

 レンズ貼合せ工 

609 その他の計量計測機器・光学機械器具組立・
修理の職業 

609-10 メガネ調整・加工工 
 オプティシャン 
 眼鏡士 
 眼鏡技術者 
609-20 計量計測機器・光学機械器具検査工 
609-21 計量計測機器検査工 

 計器検査工 
 計測器検査工 
 測定器目盛工 
 竹尺検査工 
 電気計器検査工 
 電気計器試験工  
 度量衡器検査工 

609-22 時計検査工 
 水晶時計検査工 
 電気時計検査工 
 時計製品検査工  
 時計部品組立検査工 
 時計部分組立検査工  

609-23 光学機械器具検査工 
 カメラ成品検査工 

 カメラ部分組立検査工 
 カメラボディー組立検査工 
 カメラメータ検査工 
 眼鏡組立検査工 
 ピント検査工（精密機器） 

609-24 レンズ検査工 
 レンズ荒摺検査工 
 レンズ研磨検査工 
 レンズピント検査工 
609-99 他に分類されない計量計測機器・光学機械

器具組立・修理の職業 
 暗箱組立工 
 液面計組立工 
 計器目盛付工 
 計算尺製造工 
 計測器目盛付工 
 光学ガラスと銀工 
 甲付（レンズ製造） 
 米びつ組立工（計量式米びつ） 
 サイドミラー組立工 
 スケール工（目盛付工） 
 石膏張付工（双眼鏡製造） 
 測量機気泡管製造工 
 時計バンド取付工 
 プリズム銀付け工 
 プリズム石膏張付工 
 レンズ着色工 

61 精穀・製粉・調味食品製造の職業 

611 精穀工  
611-10 精穀工 

 穀類精白工 
 搗（とう）精工 

611-11 精米工 
 玄米搗（とう）精工 
 玄米張込工 
 酒米加工工 
 精白工（精米業） 
 精米機運転工 

611-12 精麦工 
 押麦製造工 
 原麦精選工 
 原麦挽砕工 
 精麦圧扁工 

612 製粉工  
612-10 製粉工 

 芋粉製造工 
 岩種製造工 
 黄な粉製造工 
 葛粉製造工 
 葛晒工 
 クルミ粉製造工 
 こがし製造工 
 粉取工（製粉） 
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 こんにゃく粉製造工 
 晒あん製粉工 
 シフター工（製粉） 
 上新粉製造工 
 上早粉製造工 
 上南粉製造工 
 白玉粉製造工 
 しん粉製造工 
 スイートコーンパウダー製造工 
 製粉原料工 
 製粉混合工 
 製粉篩（ふるい）別工 
 製粉ロール工 
 そば粉製造工 
 天ぷら粉製造工 
 道明寺粉製造工 
 とうもろこし粉製造工 
 挽砕工 
 豆粉製造工 
 みじん粉製造工 
 らくがん粉製造工 

612-11 小麦粉製造工 
 小麦粉袋詰工 
 小麦製粉工 
 小麦吹上工 
 麦そう秤量工 

612-12 でん粉製造工 
 でん粉攪拌工 
 でん粉乾燥工 
 でん粉原料水洗工 
 でん粉原料磨砕工 
 澱粉工 
 澱粉さらし工 
 でん粉処理工 
 澱粉分離工  
 でん粉溶解工 

612-13 コーンスターチ製造工 
 グルテン水ひ工（コーンスターチ製造） 
 コーンかす選別ふるい工 
 コーン浸漬工（コーンスターチ製造） 
 コーンスターチ精製工 
 コーンスターチ濾（ろ）過工 
 コーン摩砕工 

613 製糖工  
613-10 粗糖製造工 

 原料糖製造工 
 粗糖原料圧搾工 
 粗糖原料細断工 
 粗糖分蜜工 
613-20 精糖工 

 イオン交換工（砂糖製造） 
 グラニュー糖製造工 
 結晶かん係（砂糖製造） 
 原料糖混合工 
 原料糖捏和工 
 原料糖溶解工 
 五温（白ざらめ）工 

 ざらめ製造工 
 三温製造工 
 三盆白（砂糖）製造工 
 上白製造工（製糖） 
 白双製造工 
 浸出工（製糖） 
 精糖オペレーター 
 精糖乾燥工 
 精糖結晶工 
 精糖製品分離工 
 洗糖工 
 煎糖工 
 洗糖分離工 
 洗糖溶液圧濾工 
 洗糖溶解工 
 中双製造工 
 中白製造工 
 糖液圧ろ工 
 糖液混合工 
 糖液蒸発工 
 糖分抽出工 
 煮詰工（精糖） 
 捏和工（製糖） 
 分密糖製造工 
 溶糖工 
 冷糖工（精糖業） 
613-30 角砂糖製造工 

 角砂糖乾燥工 
 角砂糖箱詰工 
613-40 氷砂糖・液糖製造工 

 氷糖製造工 
 氷糖選別工 
 氷糖分蜜工 
 氷糖溶液圧濾工 
 氷糖溶液清澄工 
613-50 てん菜糖製造工 

 チップ工（精糖） 
 破砕工（精糖） 
613-99 他に分類されない製糖工 

 赤糖工 
 液糖製造工 
 含みつ糖製造工 
 砂糖袋詰工 

614 味そ・しょう油製造工  
614-10 味そ製造工 

 インスタント味噌汁袋詰工 
 攪拌工（味噌製造） 
 漉機操作工（味噌製造） 
 米味噌製造工 
 豆味噌製造工 
 味噌充てん工 
 味噌袋詰工（味噌製造業） 
 麦味噌製造工 
 溶解工（味噌製造） 

614-11 味そ原料工 
 原料計量工（味噌製造） 
 原料処理係（味噌製造） 
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 米麦浸漬工（味噌製造） 
 味噌原料かく拌工 

614-12 味そこうじ工 
 種麹工（味噌製造） 
 出麹工（味噌製造） 
 放冷工（味噌製造） 
 麦麹工（味噌製造） 
 蒸し工（味噌製造） 

614-13 味そ仕込工 
 原料仕込工（味噌製造） 
 混合仕込み工（味噌製造） 
614-20 しょう油製造工 

 撹拌工（醤油製造） 
 醤油缶詰工 
 醤油充てん工 
 醤油醸造工 
 醤油瓶詰工 
 白醤油製造工 
 溜（たまり）醤油製造工 
 諸味醤油製造工 

614-21 しょう油原料工  
 醤油原料工 
 食塩溶解工（醤油製造） 

614-22 しょう油こうじ工  
 室作業員（醤油製造） 

614-23 しょう油仕込工 
 原料仕込工（醤油製造） 
 諸味攪拌工（醤油製造） 
 諸味汲出工（醤油製造） 
 諸味製造工（醤油製造） 

614-24 しょう油圧搾工 
 揚槽工（醤油製造） 
 圧搾工（醤油製造）  
 搾油工（醤油製造） 
 醤油絞工 
 水圧工（醤油製造） 
 諸味圧搾工（醤油製造） 

614-25 しょう油精製工 
 澄醤油火入工 
 精製工（醤油製造） 
614-XX 麹工（味噌・醤油製造） 

 麹さまし工（味噌・醤油製造） 
 麹室工（味噌・醤油製造） 
 仕込工（味噌・醤油製造） 
 蒸熟工（味噌・醤油製造） 
 浸漬工（味噌・醤油製造） 
 水洗工（味噌・醤油製造用原料） 
 製麹工（味噌・醤油製造） 
 豆麹工（味噌・醤油製造） 

615 動植物油脂製造工  
615-10 油脂前処理工 

 原料圧扁工（動植物油脂製造） 
 原料粉砕工（動植物油脂製造） 
615-20 採油工 

 油出工（動植物油脂製造） 
 浸出工（動植物油脂製造） 
 焙焼工（動植物油脂製造） 

 焙煎工（動植物油脂製造） 
615-21 搾油工 

 圧搾工（動植物油脂製造） 
 油絞り工（動植物油脂製造） 
 板締工（動植物油脂製造） 
 エキスペラー（搾油機）運転工 
 仮締工（動植物油脂製造） 
 玉締工（動植物油脂製造） 
 丸締工（動植物油脂製造） 

615-22 抽油工 
 油脂抽出工（動植物油脂製造）  

615-23 蒸油工 
 蒸熱工（動植物油脂製造） 
 蒸留工（動植物油脂製造） 
 粗脳油製造工（薄荷油・脳製造） 
 煮取工（動植物油脂製造） 
615-30 食用油脂精製工 

 原油フィルター工（動植物油脂製造） 
 精製油工（動植物油脂製造） 
 脱酸工（動植物油脂製造） 
 脱臭工（動植物油脂製造） 
 脱色工（動植物油脂製造） 
 脱ろう工（動植物油脂製造） 
 油脂静置工（動植物油脂製造） 
 濾過工（動植物油脂製造） 
615-40 食用油脂製品製造工 

 ショートニング製造工 
 植物油瓶詰工 
 食用油瓶詰工 
 食用硬化油製造工 
 食用油缶詰工 
 ヘット（牛脂）製造工 
 ラード（豚脂）製造工 

615-41 マーガリン製造工 
 原料調合工（マーガリン製造） 
 原料油脂精製工（マーガリン製造） 
 硬化工（マーガリン製造） 
 脱臭工（マーガリン製造） 
 乳化工（マーガリン製造） 
 配分工（マーガリン製造） 
 フリーザー工（マーガリン製造） 
 マーガリン切断工 
 練出機工（マーガリン製造） 
 ロール工（マーガリン） 
615-99 他に分類されない動植物油脂製造工 

 油缶詰工（食品製造）  
 油瓶詰工（食品製造）  
 粕送工（油脂製造） 
 粕計量工（油脂製造） 
 油脂乾燥工 
615-XX 麻実油工 

 亜麻仁油製造工 
 いわし油工 
 オリーブ油製造工 
 胡桃油工 
 胡麻油製造工 
 米油製造工 
 サラダ油製造工 
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 植物油脂製造工 
 食用油製造工 
 白絞油製造工 
 荏（じん）油工 
 製油工（動植物油脂製造） 
 大豆油製造工 
 種油工 
 椿油工 
 天ぷら油製造工 
 動物油脂製造工 
 桐油工 
 菜種油製造工 
 糠油製造工 
 ひまし油製造工 
 ひまわり油製造工 
 綿実油製造工 
 椰子（やし）油製造工 
 落花生油製造工 

619 その他の精穀・製粉・調味食品製造の職業 
619-10 調味料製造工（他に分類されないもの） 

 魚醤油製造工 
 化学調味料製造工 
 ケチャップ製造工 
 食卓塩製造工 
 しょっつる製造工 
 トマトケチャップ製造工 
 トマトケチャップ瓶詰工 
 ピーナッツバター製造工 
 薬味製造工 

619-11 酢製造工 
 原料工（食酢製造） 
 仕込工（食酢製造） 
 食酢充てん工 
 食酢製造工 
 生酢精製工 
 変性工（食酢製造） 
 濾過工（食酢製造） 

619-12 ソース製造工 
 遠心分離機工（ソース製造） 
 攪拌放冷工（ソース製造） 
 香辛料粉砕工（ソース製造） 
 仕上工（ソース製造） 
 仕込工（ソース製造） 
 熟成工（ソース製造） 
 ソース充てん工 
 玉葱挽砕工（ソース製造） 
 濾過工（ソース製造） 

619-13 マヨネーズ製造工 
619-14 香辛料製造工 

 圧搾脱脂工（香辛料製造） 
 からし製造工 
 カレー粉製造工 
 原料精選工（香辛料製造） 
 胡椒（こしょう）製造工 
 粉わさび製造工 
 シフター工（香辛料製造） 
 充てん工（香辛料製造） 

 食品香料製造工 
 スタンプ製粉工（香辛料製造） 
 西洋からし製造工 
 調合工（香辛料製造） 
 七色唐辛子製造工 
 焙煎（ばいせん）工（香辛料製造） 
 篩工（香辛料製造） 
 ロール製粉工（香辛料製造） 

619-15 ジャム製造工 
 マーマレード製造工 
619-20 酵母・こうじ製造工（他に分類されないもの） 

 麹製造工 
 酵母遠心分離工（他に分類されないもの） 
 酵母製造工（他に分類されないもの） 
 酵母培養工（他に分類されないもの） 
 醸造工（麹製造） 
 種麹工（他に分類されないもの） 
 種麹培養工（他に分類されないもの） 

619-21 イースト製造工 
 イースト培養工 
 発酵工（イースト製造） 
619-30 配合飼料製造工 

 亜麻仁かす飼料製造工 
 魚かす飼料製造工 
 魚選別人（飼料製造） 
 大麦飼料製造工 
 貝殻粉飼料製造工 
 家畜飼料製造工 
 魚粉飼料製造工 
 骨粉飼料製造工 
 混合飼料製造工 
 飼料圧縮工 
 飼料乾燥工 
 飼料製造工 
 飼料脱水工 
 飼料粉砕混合工 
 大豆かす飼料製造工 
 とうもろこし飼料製造工 
 ドッグフード製造工 
 粉砕工（家畜飼料製造） 
 ペットフード製造工 
 ペレット工（飼料製造） 
619-99 他に分類されない精穀・製粉・調味食品製

造の職業 
 イーストパウダー製造工 
 寒梅粉製造工 
 食品原料検査工 
 食用ゼラチン製造工 
 製粉検査工 
 ソイミート製造工  
 大豆たんぱく製造工 
 たい味噌製造工 
 蜂蜜製造工（工場） 
 パン粉製造工 
 水飴（あめ）製造工 
 蜜製造工（果実蜜製造） 
 諸味製造工（醤油・酒類製造以外） 
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62 食料品製造の職業（精穀・製粉・調味食
品製造の職業を除く） 

621 めん類製造工  
621-10 製めん工 

 うどん製造工 
 温麺製造工 
 乾麺製造工 
 きしめん製造工 
 こね工（製麺） 
 スパゲッティ製造工 
 製麺原料こね工  
 そうめん製造工 
 そば製造工 
 中華そば製造工 
 手打うどん製造工 
 生うどん製造工 
 生麺製造工 
 米粉（ビーフン）製造工 
 干うどん製造工 
 マカロニ製造工 
 麺類仕上工 
 ゆで麺製造工 
 ラーメン製造工 

621-11 製めん機械工 
 製麺機工 
621-20 即席めん類製造工 

 インスタントラーメン製造工 
 インスタントラーメン袋詰工 
 即席ラーメン製造工 
621-30 はるさめ製造工 
621-40 ワンタン・シューマイ皮製造工 

 ぎょうざ皮製造工 
 シューマイ皮製造工 
 ワンタン皮製造工 
621-99 他に分類されないめん類製造工 

 麺類乾燥工 
 麺類原料仕込工 

622 パン・菓子製造工  
622-10 パン・焼菓子製造工 

 アイスクリームコーン製造工 
 ウエハース製造工 
 菓子パン製造工 
 乾パン製造工 
 クッキー製造工 
 クラッカー製造工 
 コーン製造工（アイスクリーム用） 
 サンライス製造工 
 食パン原料仕込工 
 食パン製造工 
 製パン工 
 ドーナツ製造工 
 パン原料混合工 
 パン製造工 

 パン焼き工 
 ピザシート製造工 
 ピザパイシート製造工 
 ビスケット製造工 
 ボーロ製造工（菓子製造） 

622-11 パン生地仕込工 
 発酵工（パン製造）  

622-12 パン・焼菓子成形工 
 成形工（パン・菓子製造） 
 パン成形工 
 ビスケット成形工 

622-13 パン・焼菓子焼成工 
 窯焼工（パン・菓子製造） 
 パン焼成工 
 パン焼き見習 
 ビスケット焼成工 
622-20 洋生菓子製造工 

 カステラ製造工 
 ケーキ製造工 
 ショートケーキ製造工 
 スポンジケーキ製造職 
 パティシエ（洋生菓子製造） 
 マシュマロ製造工 
 洋菓子職人（生菓子製造） 
 洋菓子製造工（生菓子製造）  

622-21 洋生菓子仕込工 
622-22 洋生菓子仕上工 

622-30 和生菓子製造工 
 あん付工（和菓子製造） 
 今川焼製造人 
 ういろう製造工 
 大福餅製造人 
 たい焼製造人 
 種菓子製造工 
 だんご製造人 
 ドラ焼製造工 
 餅菓子職 
 最中製造工 
 和菓子職人 
 輪種製造工 
 和生菓子司 

622-31 製あん工 
 あん製造工 

622-32 和生菓子仕上工 
 まんじゅう製造工 
 もち製造工 
 羊羹（ようかん）製造工 
622-40 和干菓子製造工 

 芋ケンピ製造工 
 かりんとう製造工 
 米菓子製造工 
 駄菓子製造工 
 干菓子製造工 
 ポン菓子製造工 

622-41 せんべい製造工 
 うるちせんべい製造職 
 かきやま製造工 
 塩煎餅職 
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 煎餅味付工 
 煎餅生地製造工 

622-42 おこし・あられ製造工 
 あられ製造工 
 あわおこし製造人 
 岩おこし製造工 
 おこし製造工 

622-43 らくがん製造工 
622-44 豆菓子製造工 

 煎豆製造職 
 砂糖豆製造職 
 南京豆加工工 
 ピーナッツ加工工 
 落花生加工工 
622-50 あめ・キャンデー製造工 

 飴菓子製造工 
 飴原料仕込工 
 飴原料調合工 
 飴製造工  
 あめ切断工 
 飴冷却工  
 キャラメルカッター工 
 キャラメル製造工 
 キャラメル箱詰工 
 キャラメル冷却工 
 キャラメルロール工 
 キャンデー製造工 
 晒飴切断工 
 仕込工（キャラメル製造） 
 水盤工（ドロップ製造） 
 ゼリー製造工 
 中和工（水飴製造） 
 ドロップ製造工 
 ドロップロール工 
 煮がま工（飴製造） 
 ヌガー製造工 
622-60 チョコレート製造工 

 カカオマス製造工 
 チョコレート混合工 
 チョコレート成形工 
 チョコレート精練工 
 チョコレート焙焼工 
622-70 チューインガム製造工 

 ガムベース製造工 
622-99 他に分類されないパン・菓子製造工 

 甘納豆製造工 
 アラザン製造工（製菓材料） 
 懐中汁粉製造工 
 菓子袋詰工 
 葛切製造工 
 砂糖漬製造工（菓子製造）  
 食パン袋詰工（食パン製造） 
 スナック菓子製造工 
 中華まんじゅう製造工 
 ぶんたん漬職 
 メレンゲ製造工 
 綿菓子製造工 

622-XX 攪拌練り工（パン・菓子製造） 
 菓子職人 
 菓子製造工 
 型押工（パン・菓子製造） 
 原料計量工（パン・菓子製造） 
 原料混合工（パン・菓子製造） 
 原料仕込工（パン・菓子製造） 
 原料調合工（パン・菓子製造） 
 粉ふるい工（パン・菓子製造） 
 衣かけ工（パン・菓子製造） 
 製菓工 
 製菓職人 
 練付工（パン・菓子製造） 
 ミキサー工（パン・菓子製造） 
 ロール操作工（パン・菓子製造） 

623 豆腐・こんにゃく・ふ製造工  
623-10 豆腐・同加工食品製造工 

 豆乳製造工 
 豆腐屋店員（販売員を除く） 
 焼豆腐製造工 

623-11 豆腐製造工 
 豆挽機工（豆腐製造） 

623-12 充てん（填）豆腐製造工 
 包装豆腐製造工 

623-13 油揚・生揚製造工 
 厚揚製造工 
 油揚げ製造人 
 生あげ製造人 

623-14 がんもどき製造工 
623-15 凍豆腐製造工 

 高野豆腐（しみ豆腐）製造工  
623-20 こんにゃく製造工 

 凍（しみ）こんにゃく製造工 
 白滝製造人 
623-30 ふ製造工 

 角麸製造工 
 生麩製造工 
 焼麩製造職 
623-40 湯葉製造工 

 湯葉職人 

624 かん詰・びん詰・レトルト食品製造工  
624-10 かん詰・びん詰・レトルト食品調理工 

 裏漉（ごし）工（缶詰製造） 
 缶詰原料調理工 
 原料乾燥工（缶詰・瓶詰製造） 
 原料処理工（缶詰・瓶詰製造） 
 原料調理工（缶詰・瓶詰製造）  
 調味液工（缶詰・瓶詰製造） 
 調味液調整工（缶詰製造） 
 濃縮工（缶詰製造） 
 ボイル工（缶・瓶詰製造） 

624-11 水産調理工 
 魚解体工（缶詰製造） 
 缶詰用魚介類調理工  
 魚介類調理工（缶詰製造） 
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 魚肉調理工（缶詰製造） 
 内臓処理工（魚缶詰製造） 

624-12 果実調理工 
 果実皮剥（むき）工（缶詰製造） 

624-13 野菜調理工 
624-14 食肉調理工 

 食肉料理工（缶詰製造）  
 肉裁断工（缶詰製造）  
 肉割工（缶詰製造） 
 ボイル肉切断工（缶詰製造） 
624-20 かん詰・びん詰工 

 食品缶詰工（缶詰製造） 
 食品瓶詰工（瓶詰食品製造） 

624-21 食品充てん工 
 化学調味料瓶詰工 
 缶詰充てん工 
 缶詰食品充てん工  
 注液工（缶詰製造） 
 調味液注入工（缶詰製造） 
 肉詰工（缶詰製造） 

624-22 密封工 
 缶詰巻締工  
 シーマー工（缶詰食品製造） 
 脱気工（缶詰製造） 
 巻締工（缶詰製造） 
 巻締脱気工（缶詰製造） 
624-30 殺菌加熱工  

 加熱殺菌工（缶詰製造） 
 殺菌工（缶・瓶詰製造） 
 煮沸工（缶詰製造） 
 蒸煮殺菌工（魚肉缶詰製造）  
 湯通し工（缶詰製造） 
 レトルト工（缶詰製造） 
624-99 他に分類されないかん詰・びん詰・レトル

ト食品製造工 
 乾燥工（缶詰製造） 
 原料洗浄工（缶詰・瓶詰製造） 
 材料計量工（缶詰製造） 
 選果工（缶詰工場） 
 選別工（缶詰製造：原料の選別） 
 脱水工（缶詰製造） 
 放冷出荷工（缶詰製造） 
 冷却工（缶詰製造） 
624-XX 赤貝缶詰製造工 

 アスパラガス缶詰製造工 
 いか缶詰製造工 
 いわし缶詰製造工 
 雲丹塩辛瓶詰工 
 果実缶詰製造工 
 かつお缶詰製造工 
 かに缶詰製造工 
 缶詰工（食品缶詰製造）  
 牛肉缶詰製造工 
 グリンピース水煮缶詰製造工 
 さくらんぼ瓶詰製造工 
 さけ缶詰製造工 
 さば缶詰製造工 
 さんま缶詰製造工 

 水産缶詰製造工 
 平貝貝柱缶詰製造工 
 筍水煮缶詰製造工 
 畜産缶詰製造工 
 調理食品缶詰製造工 
 トマト缶詰製造工 
 なめこ瓶詰製造工 
 海苔瓶詰製造工 
 パイナップル缶詰製造工 
 はまぐり缶詰製造工 
 ハヤシビーフ缶詰製造工 
 ビーフカレー缶詰製造工 
 びわ瓶詰製造工 
 ふき缶詰製造工 
 福神漬瓶詰製造工 
 豚肉缶詰製造工 
 ベビーフード缶詰製造工 
 帆立貝缶詰製造工 
 まぐろ缶詰製造工 
 ます缶詰製造工 
 マッシュルーム缶詰製造工 
 ミートソース缶詰製造工 
 みかん缶詰製造工 
 水ようかん缶詰工 
 桃缶詰製造工 
 野菜缶詰製造工 
 ゆであづき缶詰製造工 
 りんご缶詰製造工 

625 乳・乳製品製造工  
625-10 飲用乳製造工 

 牛乳紙容器充てん工 
 牛乳製造中央制御監視員 
 牛乳瓶詰機械係 
 脱脂乳製造工 
625-20 粉乳製造工 

 調合工（粉乳製造）  
 粉糖工（粉乳製造） 
 粉乳濃縮工 
 粉乳配合工 
 噴霧工（粉乳製造）  
625-30 練乳製造工 

 牛乳濃縮工（練乳製造） 
 牛乳冷却工（クーラーステーション）  
 コンデンスミルク製造工 
 冷却工（練乳製造）  
 練乳缶詰工 
 練乳充てん工  
625-40 バター製造工 

 エージング工（バター製造） 
 加塩練圧工（バター製造）  
 攪拌工（バター製造）  
 クリーム殺菌工（バター製造） 
 クリーム発酵工（バター製造） 
 クリーム分離工（バター製造） 
 脂肪分離工（バター製造） 
 チャーニング工（バター製造） 
 バター加温練圧工 
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 バター缶詰工 
 バター切断工 
 予温工（バター製造） 
625-50 チーズ製造工 

 型詰圧搾工（チーズ製造） 
 菌培養工（チーズ製造） 
 チーズ切断工 
625-60 乳酸発酵製品製造工 

 乳飲料製造工 
 乳酸菌飲料製造工 
 乳酸菌培養工 
 乳酸発酵工（乳酸飲料製造） 
 発酵乳製造工 
 ヨーグルト製造工 
625-70 アイスクリーム製造工 
625-99 他に分類されない乳・乳製品製造工 

 カゼイン製造工 
 牛乳秤量工 
 クリーム製造工（乳製品製造） 
 殺菌工（乳製品製造）  

626 食肉加工品製造工  
626-10 精肉工 

 枝とり工（鶏加工） 
 枝肉解体工（販売店） 
 さばき職人（精肉小売店） 
626-20 ハム・ベーコン・ソーセージ製造工 

 ウィンナー製造工 
 ソーセージ殺菌工（魚肉を除く） 
 ソーセージ製造工（魚肉を除く）  
 裁切工（ソーセージ製造） 
 鳥獣肉燻（くん）製品製造工 
 チョッパー工（ソーセージ製造） 
 ハム製造工 
 ベーコン製造工（魚肉を除く） 
 ミキサー工（ソーセージ製造：魚肉を除く） 

626-21 仕込工（鳥獣肉製品） 
 仕込工（畜肉ソーセージ製造）  
 肉処理工（ハム・ソーセージ製造） 

626-22 カッター工（肉製品） 
 サイレントカッター工（ソーセージ製造） 

626-23 肉詰工（ハム・ソーセージ製造） 
 エアスタハー工（ハム・ソーセージ製造） 
 ケーシング工（ハム・ソーセージ製造） 
 スタハー工（ハム・ソーセージ製造） 
 腸詰工（鳥獣肉） 

626-24 くん煙工（肉製品） 
 スモーク工（ソーセージ・ハム・ベーコ

ン製造） 
626-25 ボイル工（ハム・ベーコン・ソーセージ

製造） 
 湯煮工（ソーセージ・ハム・ベーコン製造） 
626-99 他に分類されない食肉加工品製造工 

 粕漬け肉製造工 
 鳥獣肉佃煮工  
 鶏肉解体工  
 ブロイラー解体工 
 ブロイラー処理工 

 ブロイラー選別工 
 味噌漬け肉製造工 
626-XX 製肉工 

 肉切工（食肉製品製造） 

627 水産物加工工  
627-10 かつお節類製造工 

 鯵（あじ）削節製造工 
 いわし削節製造工 
 かつおなまり節製造工 
 削節製造人 
 雑節製造工 
 さば節製造工 
 節粉製造工 
 まぐろ節製造工 
627-20 魚介くん製製造工 

 きんこ加工工 
 くん煙工（魚介類）  
 燻製さけ製造工 
 燻製にしん製造工 
 水産物燻製加工工 
 蛍いか燻煙工 
627-30 魚介干物製造工 

 青海苔製造工 
 味付海苔製造工 
 圧縮機工（干魚加工） 
 煎子製造工 
 魚乾燥人（水産食品製造） 
 塩干魚貝類製造工 
 からすみ製造工 
 こまい製造工 
 桜えび（海老）加工工 
 素干魚貝類製造工 
 素干こうなご製造工 
 素干わかさぎ製造工 
 するめ加工工 
 するめ製造工 
 煮干あじ製造工 
 煮干いわし製造工 
 煮干えび製造工 
 煮干製造工 
 海苔製造工 
 ひじき乾燥工 
 棒だら製造工 
 干あじ製造工 
 干あらめ製造工 
 干いわし製造工 
 干魚製造工 
 干うるめ製造工 
 干貝柱製造工 
 干数の子製造工 
 干かれい製造工 
 乾魚製造人 
 干さば製造工 
 干たら製造工 
 干にしん製造工 
 干海苔製造工 
 干ひじき加工工 
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 干ふぐ製造工 
 干わかめ製造工 
 丸干さんま製造工 
 磨蝦（えび）製造工 
 身欠にしん製造工 
 味りんぼし製造工 
 焼海苔製造工 
 わかめ乾燥工 
627-40 水産ねり物製造工 

 揚身製造工 
 厚焼製造工 
 蒲鉾（かまぼこ）製造工 
 魚体解体工（すり身製造） 
 魚肉ソーセージ製造工 
 魚肉ハム製造工 
 さつま揚製造工 
 水産ねり製品製造工 
 ソーセージ殺菌工（魚肉） 
 ソーセージ製造工（魚肉）  
 竹輪製造工 
 摘入（つみれ）製造工 
 練製品製造工 
 はんぺん製造工 
 フィッシュソーセージ製造工 
 焼竹輪製造工 

627-41 水産ねり物原料選別工 
627-42 水産ねり物原料調理工 
627-43 水産ねり物すりつぶし工 

 すり身製造工 
627-44 水産ねり物成形工 
627-45 水産ねり物蒸上工 

 ボイル工（魚肉ハム・ソーセージ製造） 
627-46 水産ねり物焼上工 

 角天製造工 
627-50 こんぶ加工工 

 切り昆布製造工 
 とろろ昆布製造工 
 干昆布加工工  
 干昆布製造工 
627-60 寒天製造工 
627-61 天然寒天製造工 
627-62 工業寒天製造工 

627-70 つくだ煮製造工 
 えび佃煮製造工 
 かつお佃煮製造工 
 昆布佃煮製造工 
 水産物佃煮工 
 海苔佃煮製造工 
 はまぐり佃煮製造工 
627-99 他に分類されない水産物加工工 

 新巻鮭製造工 
 いか塩辛製造工 
 いかなご加工工 
 いわし糠（ぬか）漬工 
 魚選別工（水産食品製造） 
 うなぎかば焼製造工 
 うなぎ白焼製造工 
 雲丹塩辛製造工 

 塩蔵いわし製造工 
 塩蔵魚製造工 
 塩蔵さけ製造工 
 塩蔵さば製造工 
 塩蔵さんま製造工 
 塩蔵たら製造工 
 塩蔵にしん製造工 
 塩蔵ほっけ製造工 
 おきゅうと製造工 
 数の子加工工 
 かつお塩辛製造工 
 魚粉製造工 
 このしろ粟漬製造工 
 塩辛製造工 
 水産物塩蔵工 
 水産物粕漬け工 
 水産物ふりかけ製造工 
 たら粕漬工 
 たらそぼろ製造工 
 珍味製造工（水産物） 
 田麩製造工 
 ところてん製造工 
 練雲丹（うに）製造工 
 フィレ作業員 
 フカひれ加工工 
 ふりかけ製造工（水産物）  
 ミール製造工（フィッシュミール製造） 
627-XX 圧搾機工（水産物加工） 

 魚解体工（水産食品製造） 
 魚貝類加工員 
 鮮魚選別工（加工工場） 

628 野菜つけ物工  
628-10 野菜つけ物工 

 味付工（野菜漬物製造） 
 梅干漬工 
 酒粕漬け工（野菜） 
 塩漬け工（野菜）  
 しょうが漬け物工 
 酢漬け工（野菜） 
 千枚漬工 
 沢庵漬工 
 奈良漬け製造工 
 糠漬け工 
 福神漬製造工 
 味噌漬け工（野菜）  
 野菜塩漬工 
 野菜味噌漬製造工 
 らっきょう漬工 
 わさび漬製造工 

629 その他の食料品製造の職業  
629-10 低温・保存食品製造工 

 インスタント味噌汁製造工 
 お茶づけ海苔製造工 
 即席みそ汁製造工 
 ふりかけ製造工（水産物を除く） 
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629-11 冷凍加工食品製造工 
 冷凍食品製造工 
 冷凍パイ製造工 
 冷凍野菜製造工 
629-20 惣菜類調製工 

 揚物製造工 
 コロッケ製造工 
 サンドイッチ製造工（販売用） 
 篠田巻製造工 
 シューマイ製造工（惣菜） 
 惣菜製造工 
 調理パン製造工 
 デリカテッセン製造員 
 天ぷら揚げ職人（惣菜） 
 煮豆製造工 
 バッテラ製造工（押鮨製造） 
 豆きんとん製造工 

629-21 弁当調製工 
 駅弁調製工 
 おにぎり作り人（飲食店を除く） 
 弁当製造人（持ち帰り用） 
629-30 食料品検査工 

 飲食料品検査工 
 インスタントラーメン検査工 
 牛乳検査工 
 原料乳検査工 
 食料品原料検査工 
 打検機操作員（缶詰：食料品） 
 打検工（缶詰食品）  
 動植物油脂製品検査工 
 品質衛生係員（食料品製造） 
 餅品質検査工 
 和菓子検査工 
629-99 他に分類されない食料品製造の職業 

 アイスキャンデー製造工 
 油菓子製造工 
 甘栗製造工 
 芋菓子製造工 
 果実色付作業者 
 乾燥野菜製造工 
 菊海苔製造工 
 きりたんぽ製造工（食料品製造） 
 クロレラ培養工 
 氷菓子製造工 
 ごま豆腐製造工 
 ころ柿製造工 
 山菜加工工 
 椎茸乾燥人（工場、卸売店）  
 塩漬け工（肉） 
 蒸留係（薄荷油・脳製造） 
 スープ製造工 
 ゼラチン製造工（食料品製造） 
 たこ焼製造人（露店以外） 
 打栓工（食料品製造） 
 樽詰工（飲食料品製造）  
 陳皮製造工 
 納豆製造工 
 なめみそ製造工 

 バナナ熟成加工作業者 
 肥後ずいき製造（食用芋がら製造） 
 氷菓製造工 
 干柿製造人 
 干ぶどう製造工 
 巻柿製造工 
 野菜佃煮製造工 
 離乳食製造工 
 冷菓製造工 

63 飲料・たばこ製造の職業 

631 製茶工  
631-10 製茶工 

 乾燥工（製茶） 
 玉露製造工 
 製茶選別工 
 製茶補助工 
 煎茶製造工 
 番茶製造工 
 焙（ほう）じ茶製造工 
 緑茶製造工 

631-11 荒茶製造工 
 荒茶萎凋（いちょう）工 
 荒茶乾燥工 
 荒茶仕上工 
 荒茶中揉工（緑茶） 
 荒茶篩（ふるい）分工 
 揉捻（じゅうねん）工（緑茶） 
 生茶葉蒸工 
 蒸し工（製茶） 

631-12 仕上茶製造工 
 製茶合組工  
 挽茶工 
 碾（てん）茶製造工 
 篩分工（製茶） 
 棒取工（製茶） 
 抹茶製造工 

632 清酒製造工  
632-10 清酒製造工 

 蔵人 
 酒造工 
 清酒充てん工 
 清酒醸造工 
 精米工（清酒製造） 

632-11 杜氏 
632-12 清酒こうじ造り主任 

 麹主任 
 麹製造工（酒類製造） 
 製麹工（酒類製造） 

632-13 酒母造り主任 
 上もと（清酒製造） 
 酒母主任 
 大師 
 代師 
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 もと師 
 もと廻し 

632-14 清酒もろみ造り主任 
 頭（かしら）（清酒製造） 
 もろみ主任 

632-15 清酒製造作業員 
 衛門（酒類製造） 
 釜屋 
 下人（清酒製造） 
 麹工（酒類製造） 
 麹造り工（酒類製造） 
 酒酵母製造工 
 下もと（清酒製造） 
 酒母製造工（酒類製造） 
 上人（酒類製造） 
 清酒こうじ工 
 清酒調合工 
 道具廻し 
 中人（酒類製造） 
 室の子 
 諸味圧搾工（酒類製造）  
 諸味攪拌工（酒類製造）  
 諸味汲出工（酒類製造）  
 諸味製造工（酒類製造） 

633 酒類製造工（清酒を除く）  
633-10 ビール製造工 

 大麦選別工（ビール製造） 
 殺菌工（ビール製造） 
 仕上工（ビール製造） 
 浸麦工（ビール製造） 
 精選工（ビール製造） 
 麦芽工（ビール） 
 ビール缶詰工 
 ビール樽詰工 
 ビール瓶詰工 
 冷却工（ビール製造） 

633-11 製麦工 
 麦芽乾燥貯蔵工 
 麦芽粉砕工 
 発芽乾燥貯蔵工 
 発芽工 
 粉砕工（ビール製造）  
 ホップ乾燥工（ビール工場） 

633-12 ビール醸造工 
 貯酒工（ビール製造） 
 ビール仕込工 
 ビール発酵工 
633-20 果実酒製造工 

 いちご酒製造工 
 梅酒製造工 
 熟成工（果実酒製造） 
 ぶどう酒醸造工 
 ぶどう酒製造工  
 ブランデー製造工 
 みかん酒製造工 
 りんご酒製造工 
 ワイン製造工 

633-21 果実酒仕込工 
 果実圧搾工（果実酒製造） 
 果実粉砕工（果実酒製造） 
 ぶどう酒仕込工 

633-22 果実酒発酵工 
 発酵工（果実酒製造）  
 ぶどう酒発酵工 

633-23 果実酒ろ過工 
 ぶどう酒ろ過工 
633-30 ウイスキー製造工 

 ウイスキー瓶詰工 
633-31 ブレンド工 

633-40 焼ちゅう製造工 
 芋焼酎製造工 
 焼ちゅうこうじ製造工 
 焼酎仕込工 
 焼ちゅうもろみ製造工 

633-41 焼ちゅう蒸留工 
633-99 他に分類されない酒類製造工 

 アルコール精製仕込工（合成酒製造） 
 泡盛製造工 
 合成酒仕込工 
 合成酒製造工 
 合成酒もと工 
 合成清酒製造工 
 混成酒製造工 
 酒類びん詰工 
 蒸煮糖化工 
 白酒製造工 
 濁酒製造工 
 乳酸発酵工（合成酒製造） 
 味りん製造工 
 薬酒製造工 
 薬味酒製造工 
 薬用酒製造工 
633-XX 蒸留酒製造工 

 発酵工（酒類製造） 
 濾過工（酒類製造） 

634 清涼飲料製造工  
634-10 清涼飲料製造工 

 飲料かん詰・びん詰工 
 エキス製造工（清涼飲料製造） 
 果実飲料製造工 
 果実破砕工（し好飲料製造） 
 ガス混合工（清涼飲料製造） 
 原料配合工（シロップ製造） 
 コーヒー飲料製造工 
 混合機運転工（清涼飲料製造） 
 サイダーガス調節工 
 サイダー製造工 
 搾汁工（し好飲料製造） 
 殺菌工（し好飲料製造） 
 ジュース製造工 
 シロップ製造工 
 清涼飲料充てん工 
 選果工（飲料製造） 
 炭酸飲料製造工 
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 炭酸水製造工 
 茶系飲料製造工 
 調合工（清涼飲料製造） 
 フィラー運転工（瓶詰機運転：清涼飲料

製造） 
 ミネラルウォーター製造工 
 溶解濾（ろ）過工（シロップ製造） 
 ラムネ製造工 
 冷却工（し好飲料製造） 
 濾過水冷却工（清涼飲料製造） 
 濾過清澄工（し好飲料製造） 

635 たばこ製造工  
635-10 たばこ原料処理工 

 解包工（たばこ製造）  
 解包調理工（たばこ製造） 
 解包秤量工（たばこ製造）  
 原料調和工（たばこ製造） 
 裁柄工（たばこ製造） 
 堆積工（たばこ製造） 
 たばこ原料受入工 
 たばこ葉組合工 
 葉たばこ調和工 
635-20 たばこ原料加工工 

 圧搾裁断工（たばこ製造） 
 圧展積葉工 
 湿霑（てん）工（たばこ製造） 
 切断機械工（たばこ製造） 
 堆積済品調和工 
 堆積済品秤量工 
 たばこ加香工 
 たばこ裁刻工 
 葉ごしらえ工 
635-30 製品たばこ製造工 

 紙巻たばこ製造工 
 たばこアルミ箔紙包工  
 たばこ封緘（かん）紙貼工 
 たばこ包装工 
 たばこ巻上工 
 葉巻製造工 
 巻上機操作員（たばこ製造） 
635-99 他に分類されないたばこ製造工 

 刻葉乾燥工  
 裁葉検査秤量工 
 たばこ刻上検査工 
 たばこ検査工 
 たばこ検量工 
 たばこ仕上品検査工 
 たばこ箱詰工 
 たばこボール箱詰工  
 たばこ巻取検査工 

639 その他の飲料・たばこ製造の職業  
639-10 粉末飲料製造工 

 ココア製造工 
 昆布茶製造工 

639-11 インスタントコーヒー製造工 

639-12 粉末ジュース製造工 
639-20 飲料検査工 

 サイダー製品検査工 
 シロップ製品検査工 
 水質検査員（飲料製造業） 
 打検機操作員（缶詰：飲料） 
 茶検査工 
 ビール検査工 
 緑茶検査工 
639-99 他に分類されない飲料・たばこ製造の職業 

 青汁製造工 
 コーヒー挽工 
 コーヒー豆焙煎（ばいせん）工 
 栓締機操作員（飲料製造） 
 はぶ茶製造工 
 はま茶製造工 
 麦茶製造工 

64 紡織の職業 

641 粗紡工、精紡工  
641-10 混打綿工 

 混打綿機運転工 
 打綿工 
641-20 せつりゅう（櫛梳）工 

 精梳（そ）綿機運転工 
 梳（そ）綿機運転工 
 梳綿工  
 梳毛カード工 
 梳毛工 

641-21 コーマー工 
 コーミング係（紡績業） 
 リコーミング係（紡績業） 
641-30 練条工 

 スライバー工 
 ドローイング工（紡績） 
 練条機運転工 
 練条見回工 
641-40 粗紡工 

 間紡工 
 始紡工 
 前紡工 
 前紡見回工 
 粗紡機運転工 
 粗紡玉揚工 
 ヤーン製造工（紡績糸） 
 ロービング工（紡績） 
641-50 精紡工 

 スピナー工 
 スピニング工 
 製糸工（紡毛糸製造） 
 精紡管揚工 
 精紡機運転工 
 精紡玉揚工 
 精紡リング工 
 紡糸工（紡績業） 
 紡毛工 
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 綿糸紡糸工 
 リング精紡工 
 練紡工 
641-60 ガラ紡工 
641-XX 玉揚工（紡績業） 

 紡績運転工 
 紡績工 
 見回工（紡績業） 

642 合糸工、ねん糸工、加工糸工  
642-10 合糸工 

 化学繊維合糸工 
 ガラス繊維合糸工 
 絹織物合糸工 
 毛糸合糸工 
 合糸機運転工 
 仕上合糸工 
 糸合工 
 紡績ダブラー工 
 羊毛合糸工 
642-20 ねん糸工 

 アップツイスター機運転工 
 イタリー撚糸工（織物製造） 
 糸かけ工（撚糸機） 
 糸撚工（撚糸製造） 
 延撚工 
 化学繊維撚糸工 
 片撚工 
 生糸撚掛工 
 毛糸撚糸工 
 仕上撚糸工 
 製糸機運転工（撚糸製造） 
 製糸工（撚糸製造業） 
 タイヤコードねん糸工 
 玉揚工（撚糸製造業） 
 ツイスター工 
 紬糸工 
 手撚工（撚糸製造） 
 撚糸機糸かけ工 
 撚糸機運転工 
 撚糸準備工 
 羊毛撚糸工 
 リング工（撚糸業） 
 リングツイスター工 
 レーヨン撚糸工 
642-30 合ねん糸工 

 絹合撚工 
 合撚工 
642-40 加工糸工 

 綾糸製造工 
 かさ高加工糸製造工 
 カタン糸製造工 
 仕上ガス焼工（絹紡糸製造） 
 艶糸製造工 
 縫糸製造工 
 綿糸ガス焼工 
642-XX ヤーン製造工(撚糸、織物用糸、編物用糸) 

643 織機準備工  
643-10 整経工 

 荒（粗）巻整経工 
 糸張工（織物製造） 
 織糸整経工 
 ガラスクロス整経工（ガラス織布製造） 
 絹織物整経工 
 差入工（整経業、織物業） 
 織布整経工 
 整経工（ガラス繊維製マット製造） 
 整経糊付工 
 経巻工（織物業） 
 ちきり（千切）工 
 ちりめん整経工 
 伸工（タオル製造） 
 紡毛整経工 
 メリヤス整経工 
 ワーパー工 
 ワーピング工 
643-20 管巻工 

 筬巻工 
 緯糸取工 
643-30 ヘ（経）通工 

 綾通し工 
 織物綾取工 
 綜絖（そうこう）工 
 経糸つなぎ作業員 
 経糸引込工 
 目板通し工（織物加工） 

643-31 経継ぎ工 
 糸継工 

643-32 タイイングマシン工 
643-40 はた（機）ごしらえ工 

 筬（おさ）通工 
 下拵（ごしらえ）工（織物製造） 
 ジャカード織機調整工 
 シリンダー調節工（織機準備）  
 ドビー織機調整工 
 機織仕掛準備工（織物製造） 
 機拵工 
 機拵準備工 
643-XX 織物準備工 

 金筬技術士(織機準備調整に従事するもの) 
 織布準備工（織物製造） 
 織機準備調整工  

644 織布工  
644-10 織布工 

 麻織工 
 厚司（厚子）織工 
 綾織工 
 アルパカ織工 
 ウィーバー工 
 ウーステッド織工 
 ウール織布工 
 帯地織工 
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 織工 
 織ネーム工 
 織フェルト工 
 織マーク工 
 織物工 
 織物見本作成工（織工） 
 ガーゼ織工 
 カーペット織工 
 絣（かすり）織工 
 葛布（かっぷ）製造工 
 金巾織工 
 から織工 
 ガラス織物工 
 ガラスクロス織工 
 絹織工 
 絹天製造工 
 ギャバジン織工 
 毛織工 
 攻機工（大島紬） 
 光輝縁工 
 合繊長繊維織物工 
 ゴブラン織工 
 ゴム入織物織布工 
 サージ織物工 
 シール織工 
 ジェットルーム運転工 
 締加工工（大島紬製造） 
 紗織工 
 ジャカード織機織工  
 じゅうたん織工  
 じゅうたんプレス工 
 朱子織工 
 織布運転工 
 織布台付工 
 織布引取工 
 織布見回工 
 織機運転工（織布製品製造）  
 タイヤコード布製織工 
 タオル織工 
 畳縁地織工 
 ダック製造工 
 緞（だん）通工 
 ちりめん織布工 
 ツイード織工 
 テープ織工 
 テープリボン織物工 
 手織工 
 テレンプ製造工 
 ドスキン織工 
 ドレーパー係（繊維工業） 
 緞子（どんす）織工 
 ナイロン織物工 
 苗育布織工 
 ナプキン織工 
 西陣織工 
 布テープ製造工 
 ネーム織布工 
 パイル織工 

 博多織工 
 芭蕉布織工 
 機織工 
 バンドル工（じゅうたん製造） 
 帆布織工 
 ピケ職工 
 ビニロン織物工 
 平織工 
 ビロード織工 
 服地織布工 
 袋織工 
 ブレーキライニング織布工 
 ブロード織工 
 別珍織物工 
 ベロアー織工 
 帽子地製織工 
 包帯製造工（繊維製） 
 ホース地織工 
 ポーラー織工 
 ポプリン織工 
 マフラー織工 
 見回工（織布製造） 
 毛布織工 
 モケット製造工 
 綟（もじり）職 
 木綿織布工 
 モロケン製造工 
 紋織工 
 羅紗（らしゃ）織工 
 ラッグ製造工（じゅうたん織工） 
 リンネット織工 
 レピア運転工 
 絽（ろ）織工 

645 精練・漂白工  
645-10 精練・漂白工 

 糸張工（染色整理業） 
 白張工 
 製糊工（織物精練） 

645-11 精練工 
 糸練工 
 キアー精練工  
 生地張工（織物精練） 
 霧吹工（織物精練） 
 原反糊抜工 
 織布糊抜工 
 精練糸取工 
 精練脱水工 
 ソーキング工 
 布張工（織物精練） 
 練抜工 
 糊抜工 

645-12 漂白工 
 糸晒工 
 色抜工（紡織）  
 ウエス漂白工 
 織物晒工 
 苛（か）性処理工（繊維漂白） 
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 晒工 
 酸化機工（製糸精練） 
 漂白液調整工 
 漂白機運転工 
 漂白工（紡績、織物製造）  
 漂白酸処理工（紡績、織物製造） 
 漂白準備係（染色整理業） 
 メリヤス漂白工 

645-13 漂白仕上工 
 糸洗浄工 
 糸つや出工 
 糸糊付工 
 糸干し工 
 加工準備工（織布漂白） 
 綛乾燥工 
 カレンダー工（織物精練） 
 乾燥機温調工（織物精練） 
 乾燥工（織物製造） 
 サイジング工（繊維工業）  
 仕上整理加工工 
 敷物糊付工 
 織布つや出し工 
 シルケット工 
 水洗乾燥機運転工 
 水洗工（糸・織布） 
 水洗工（漂白）  
 整理工（染色業） 
 洗浄機工（紡績、織物製造） 
 艶出工（織物精練）  
 布洗工 
 糊入工（織物精練） 
 糊調整工（織物精練） 
 糊付乾燥工（織物精練） 
 糊付機運転工 
 糊付工（織物精練）  
 漂白整理工 
 漂白洗浄工（紡績、織物製造） 
 漂白脱水工 
 フレンチ工（水洗機運転工） 
 マーセライズ工 
 マングル工 
 綿布光沢仕上工 
 湯通し工（織布製造）  
 湯のし工（染色整理業） 
 レース糸糊付工 
 ロールカレンダー工（織布つや出し加工） 

646 染色・仕上工  
646-10 染物職 

 藍染工 
 京染職人 
 霧吹染工 
 紺屋職 
 正紺藍染工 
 染色工（染物工場） 
 手書職人（染色業） 
 糊絵職 
 蕗摺（ふきずり）工 

 模様糊画工 
 紋染工 

646-11 友禅染工 
 誂（あつらえ）友禅工 
 糸目工（手描友禅） 
 印金加工工（友禅染色） 
 金箔加工工（友禅） 
 挿し友禅工 
 下絵書工（手描友禅）  
 下絵師（手描友禅） 
 友禅職人  
 友禅染師  

646-12 染替工 
 染晒職工 

646-13 ろう染工 
 ろうけつ染工 

646-14 はく染工 
646-15 絞り染工 

646-20 浸染工 
 アニリン染工 
 色染工（浸染） 
 ナフトール染色工 
 紡織浸染工 

646-21 わた染工 
646-22 糸染工 

 糸染色工 
646-23 織物染工 

 生地染工 
 毛織染色工 
 毛染色工 
 毛染工 
 地染工 
 布染色工 
 引染工 
 無地染工 

646-24 ニット染工 
 靴下整形染色工 
 メリヤス染色工 
646-30 なっ染工 

 織物印刷工 
 機械捺染工 
 シルク印刷工（捺染）  
 染色工（捺染） 
 布捺染工 
 プリント工（紡績、織物製造） 
 ブロック捺染工 
 紡織プリント工 

646-31 スクリーンなっ染工 
 スクリーン工（染色業） 
 手捺染工（シルクスクリーン印刷業）  

646-32 型置工 
 押型職 
 型捺染工（友禅染色） 
 染色型置工（紡績、織物製造）  
 染色枠置工 
646-40 調色工 

 アニリン染調合工 
 色合わせ工（染色業） 
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 色糊作り工（染色） 
 絵具組合せ工（染色） 
 ＣＣＭ（コンピュータカラーマッチン

グ）係員 
 染料工（繊維）  
 染料調合工（繊維） 
 染料調色工（繊維）  
 染料調整工（繊維）  
 調染工  
646-50 蒸熱・水洗工 

 酸化工（染色） 
 蒸熱工（染色） 
 蒸機運転手（染色） 
646-99 他に分類されない染色・仕上工 

 色揚工（染色） 
 ウインス係 
 絣結び人 
 乾燥工（染色） 
 ゴム糸目工 
 仕上薬剤調合工 
 ジッガー染色工 
 締機工（大島紬製造） 
 準備工（染色） 
 染料糊調整工（繊維） 
 ソーピング工（染色整理）  
 紬締工（大島紬製造） 
 糊糸目工 
 綿糸絣絞工 
 ローラーみがき工 
646-XX 仕上機械装置オペレーター 

 染色工（糸・織布）  
 染色整理工 
 染色糊置工 
 糊置工 

647 編物工、編立工  
647-10 ニット生地編立工 

 ゴム編工（メリヤス製造） 
 タック製造工（メリヤス製造） 
 経編工（メリヤス製造） 
 反物補修工（メリヤス地） 
 吊編立工（メリヤス製造） 
 トリコット編立工 
 ニット生地修理工 
 ニット経編工 
 ニット丸編工 
 ニット緯編工 
 ミラニーズ編立工 
 メリヤス編立工 
 メリヤス機械工 
 メリヤス生地編立工  
 メリヤス生地修理工  
 横編工 
 両面編立工 
647-20 ニット製品編立工 

 カーペット編工 
 疵直し工（ニット製品） 
 毛糸編ネット工 

 毛糸帽子編立工 
 仕立人（編機によるもの） 
 セーター編物工 
 手袋編立工 
 手袋仕上工（メリヤス製） 
 ニット製品製造工 
 メリヤス編物編立工 
 メリヤスつづり工 

647-21 くつ下編工 
 靴下編立工  
 軍手製造工 
 毛糸靴下編工 
 ストッキング製造工 
647-30 機械レース編工 

 フレンチレース工 
 ラッシェル編レース工 
 ラッセル工 
 レース編工 
 レース織工 
 レース織布工  
 レース補修工 

647-31 レース刺しゅう工 
 刺繍レース工 
647-40 編機準備工 

 靴下編み機調整工 
 準備工（メリヤス・トリコット生地製造）  
 ニット整経工 
 丸編み機調整工 
 メリヤス糸巻工 
 レース編準備工 
647-50 手編工 

 靴下製造工（編立て、リンキングかがり
によるもの） 

 靴下手編工 
 毛糸手編工 
 手工レース工 
 手編手袋工 
647-XX 毛糸編工 

 すかし編工 

648 つな・あみ製造工  
648-10 つな製造工 

 麻綱製造工 
 麻ロープ製造工 
 管巻工（化繊ロープ製造） 
 合成繊維ロープ製造工 
 サランロープ製造工 
 心綱工 
 製綱工（繊維製）  
 繊維製ロープ仕上工 
 綱なおし工  
 トワイン工 
 ナイロンロープ工 
 麻索工（麻製ロープ製造）  
 マニラロープ製造工 
 レーヤー工（化繊ロープ製造） 
 ロープ製造工（繊維製） 
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648-20 あみ製造工 
 網編工（繊維製） 
 網編立工（繊維製） 
 網加工工 
 網仕立工 
 網修理工 
 網大工 
 網地製造工（繊維製） 
 網結工 
 編結工（製網） 
 アミラン網工 
 エンパイヤチューブ製造工 
 漁網編工 
 漁網仕上工（目拾い・目立以外）  
 漁網修理工（漁師以外） 
 漁網鉛付人（漁網製造） 
 漁網熱処理工 
 切綿編工（海苔養殖用網） 
 クレハロン漁網工 
 高圧セッター運転工（漁網製造） 
 合成繊維製網工 
 ゴルフネット製造工 
 刺網編工 
 真珠養殖かご製造工 
 手繰網修理工 
 定置網製造工 
 ナイロン網製造工 
 ネット製作工  
 ハンモック製造工 
 ヘアネット製造工（ナイロン製品）  
 編網機運転工（繊維製） 
 撚網工（繊維製） 
 ラッシェル編網工 
648-30 なわ製造工 

 麻コード製造工 
 麻縄製造工 
 棕梠縄製造工 
 製縄工（しゅろ縄製造）  
 縄製造工（繊維製） 
 パーム縄製造工 
 檜はだ縄製造工 
648-40 ひも製造工 

 麻組編工 
 帯締組工 
 帯ひも組工 
 織ひも工 
 組ひも編工 
 ゴムひも織工 
 真田編工 
 真田ひも製造工（繊維製） 
 しでひも製造工 
 製ひも工 
 手打ひも製造工 
 ひも編工（繊維製） 
 房ひも製作工 
 丸打ひも編工 

649 その他の紡織の職業  
649-10 製糸工 

 看貫工（生糸製造） 
649-11 製糸前処理工 

 糸繰工（生糸製造） 
 生糸繰糸工 
 採糸工（生糸製造） 
 索緒工（生糸製造） 
 煮繭（けん）工 
 製糸機械運転工 
 製糸採糸工 
 繰糸工（生糸製造） 
 繭選別工（製糸工場） 

649-12 紡績前処理工 
 原毛洗工 
 洗化炭工 
 選綿工 
 炭化工（毛糸紡績） 
 反毛機工 
 ラッグ工（反毛工） 

649-13 トップ・ケーク保全工 
 ケーク運搬工 
 ケーク取付工 
 ケーク保全工 
 トップ工 

649-14 糸巻工 
 糸かけ工（コーン巻） 
 糸繰工（織物製造） 
 糸繰工（化学繊維製造）  
 糸繰工（染色業、整経業、刺しゅう業）  
 ＡＷ工（オートワインダー巻糸工） 
 化学繊維巻糸工 
 カタン糸巻工 
 ガラ紡糸巻替工 
 絹糸巻取工 
 毛糸巻工 
 毛織物糸巻工 
 コーンアップ工（繊維工業） 
 コーン巻糸かけ工 
 コーン巻機運転工 
 コップ巻工 
 スプーラー工（紡糸） 
 スプール工（紡糸） 
 玉巻機械工（毛糸加工） 
 玉巻工 
 玉巻仕上工 
 チーズ機運転工 
 チーズワインダー工 
 艶糸巻工 
 縫糸巻工 
 ピンホルダー工（糸巻工） 
 ボビン巻工 
 巻糸機運転工 
 巻糸工 
 緯巻工（織物製造） 
 リバー仕上工（捲縮糸巻取） 
 ワインダー工（巻糸工） 
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649-20 揚返工、かせ取工 
649-21 揚返工 

 揚枠工（生糸製造） 
 繰返工（製糸・紡績業） 
 再繰工 
 巻返工（生糸製造業以外） 

649-22 かせ取工 
 綛（かせ）揚工 
 綛機運転工 
 綛掛工 
 綛繰工 
 綛取工  
 巻取機運転工 
649-30 織布後処理工 

 コーティング工（ジャケット製造） 
 煮じゅう工 
 整理工（織物業） 
 タンプル工（織布加工用乾燥機操作工） 
 フェルト切断工 
 フロッキープリント加工工 
 紡績パーロック運転工 
 ワニスクロス製造工 

649-31 脱水工 
649-32 起毛工 

 毛織物起毛工 
649-33 せん毛工 

 毛羽切工 
 コールテン毛切職 
 フェルト剪毛工 
 別珍剪毛工 

649-34 ガス焼工 
 ガス仕上工（綿糸、織布） 
 毛焼工 
 織布ガス焼工  
 織布毛焼工 
 紡績ガス焼工 

649-35 整反工 
 折たたみ工 
 織ネーム巻取工 
 織物管巻工 
 織布巻取工 
 製反工（織物製造） 
 反物巻取工 
 布巻取工  
 ヤール掛工 
649-40 製綿・綿打直工 

 製綿機運転工 
 製綿工 
 脱脂綿製造工 
 布団綿打直し職 
 古綿打返工 
 真綿製造工 
 綿打替職 
 綿打直工 
 綿ほかし工 
649-50 フェルト・不織布製造工 

 フェルト帽製造工 
 フェルト帽体型入工 

 フェルト帽体原料仕上工 
 フェルト帽体工 
 帽体毛刈工（フェルト） 
 帽体縮じゅう工（フェルト） 

649-51 フェルト製造工 
 麻フェルト仕上工 
 毛むしろ製造工（フエルト） 
 刺子フェルト工 
 洗絨（じゅう）工（フェルト） 
 洗じゅうのり付工 
 ニードル工（フェルト製造） 
 ハーダー工（フェルト製造） 
 フェルト乾燥工 
 フェルト工  
 フェルト仕上工 
 フェルト縮絨工 
 フェルト製造補助工  
 フェルトプレス工 
 フェルト縫合工 

649-52 不織布製造工 
 カーペット製造工（ニードルパンチカー

ペット） 
 乾式不織布製造工 
 特殊不織布製造工 
649-60 紡織検査仕上工 

 網地検査員（繊維製）  
 織物検査工（織物製造）  
 織物試験工 
 靴下アイロン仕上工 
 靴下検査工 
 シームレス修理工（ニット製品） 
 じゅうたん仕上加工工 
 製網検査工 
 染色製品検査工 
 選別検査工（織物製造） 
 ニット製品検査工 
 フェルト検査工 
 プレス工（織布仕上） 
 補修工（織物製造） 

649-61 糸検査仕上工 
 糸検査工 
 糸検量工 
 糸仕上工 
 糸質測定工（製糸業） 
 糸選別工 
 綛糸検査工 
 生糸検査工 
 毛糸試験工 
 検定工（製糸）  
 検量工（生糸製造） 
 合糸検査工 
 合糸仕上工 
 仕上機運転工（紡績業） 
 仕上工（合糸・撚糸・加工糸製造） 
 仕上工（紡績業）  
 仕上チーズ検査工（紡糸） 
 仕上品質選別工（毛糸紡績） 
 篠巻検査工 
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 糸量工（生糸製造）  
 糸量工（繊維工業）  
 セリプレーン検査工（生糸製造） 
 繊維試験工 
 繰糸検査工（生糸製造） 
 タイヤコード糸試験工 
 秤量工（繊維工業） 
 紡糸検査工 
 紡績仕上工 
 紡績試験工 
 巻糸検査工 
 巻取ケーク検査工 

649-62 織布検査仕上工 
 化学繊維織物検査工 
 疵（きず）取検査工（織物製造） 
 毛織物検査工 
 毛織物補修工 
 検反工（織物製造） 
 縞修理工（織物製造） 
 修整工（毛織物製造） 
 織布疵取工 
 織布検査工 
 織布仕上工 
 織布節取工 
 反物仕上工 
 手直し工（織布製造） 
 節抜工 
 ブレーキライニング織布仕上加工工 
 紡織検査工 

649-63 ニット生地検査仕上工 
 メリヤス生地検査工 
 メリヤス生地仕上工 
 メリヤス仕上加工工（生地）  

649-64 レース検査仕上工 
 レース検査工  
 レース修理仕上工 
649-99 他に分類されない紡織の職業 

 エンボス加工工（織布） 
 開俵工（綿糸紡績） 
 開綿工 
 擬革製造工 
 葛糸製造工 
 管巻工（撚糸製造） 
 結束工（生糸製造） 
 裁断工（製綿） 
 サンフォライズ仕上工 
 煮麻工 
 樹脂仕上工（繊維製造） 
 消毒綿製造工 
 織布幅出工 
 織布防水加工工 
 シリコン樹脂加工工（繊維工業） 
 シロセット加工（生地に行うもの） 
 スプレーダー機運転工（延展機工） 
 整毛工（繊維工業） 
 精練ロット整理工 
 切断工（織物製造） 
 接着工（じゅうたん製造） 

 塗布工（油布）  
 撚金銀糸製造工 
 パッキン製造工（フェルト製） 
 幅出し乾燥工（染色）  
 パンチング工（ジャカードテープ製造） 
 パンチング工（レース製造業） 
 平金銀糸製造工 
 ビロード差入工 
 プリーツ加工工（生地に加工するもの） 
 マジックテープ製造工 
 モールスキン製造工 
 紋型編工 
 紋切工（紋織物の裏糸切） 
 油布製造工 
 ラップ運搬工 
 ラバインター運転工 
 ラミネート工（織物製造） 
 リノリウム製造工 
 リンター精製工  
 リンター製造工 
 レザー製造工（擬革製造） 

65 衣服・繊維製品製造の職業 

651 婦人・子供服仕立職  
651-10 婦人・子供服注文仕立職 

 仮縫工（婦人服） 
 注文婦人子供服仕立職 
 ドレスメーカー 
651-20 婦人・子供既製服仕立工 
651-30 婦人服修理工 

 衣服修理人（婦人・子供服）  
 婦人服補正係 
 リフォーマー（婦人・子供服） 
651-98 洋裁見習 

 婦人服仕立見習 
651-XX 洋裁工（婦人服） 

 洋裁師（婦人服） 

652 紳士服仕立職  
652-10 紳士服注文仕立職 

 紳士服仮縫工 
 紳士服仕立職（注文服）  
 背広仕立職（注文服） 
 注文服仕立職（紳士用）  
 テーラー 
 洋服裁縫師（紳士服）  
 ワイシャツ裁縫仕立職（一貫して仕立て

る者） 
652-20 紳士既製服仕立工 

 紳士服製造工 
652-30 紳士服修理工 

 衣服修理人（男子洋服） 
 紳士ズボン直し人 
 紳士服寸法直し人 
 洋服修理職（紳士服）  
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 洋服補修縫工（紳士服） 
 リフォーマー（男子服） 
652-98 紳士服仕立見習 

 紳士服裁縫見習工 
 洋服仕立見習（紳士服）  
652-XX ズボン仕立職（紳士服） 

 洋服工（紳士服） 
 洋服仕立職（紳士服） 
 洋服職（紳士服）  

653 和服仕立職  
653-10 和服仕立職 

 厚司仕立職 
 衣服修理人（和服）  
 衣類仕立職（和服）  
 肩掛仕立職 
 着物修理人 
 刺し工（柔道衣縫製）  
 仕立人（和服）  
 柔道衣縫製工 
 洗たく裁縫師 
 男子和服仕立職  
 能衣しょう仕立職 
 法衣仕立職 
 和裁人 
 和裁部分縫工 
 和式下着縫製職 
 和服裁縫工 
 和服修理職 

653-11 長着・羽織仕立職 
 羽織仕立人 

653-12 はかま仕立職 
653-13 帯仕立職 

653-98 和裁見習 
653-XX 縫子（和服） 

654 刺しゅう工  
654-10 機械刺しゅう工 

 靴下刺しゅう工 
 ケミカルレース刺しゅう工 
 ししゅうカット工（機械によるもの） 
 刺繍工（機械によるもの）  
 ネーム加工工（ミシンによる）  
 ミシン機械工（レース製造） 
 ミシン刺しゅう工 
 ミシンネーム加工工 
654-20 手刺しゅう工 

 カットワーク工 
 小衣刺し 
 ドロンワーク工 
 ビーズ刺しゅう工 
 美術刺しゅう工 
 紋書き縫工 
 紋刺しゅう工 
 絽刺し刺し 
654-30 刺しゅう補修工 

 補修工（刺しゅうレース） 

654-XX アップリケ刺しゅう工 
 皮刺しゅう工 
 手芸工 
 手袋刺しゅう工 
 ネーム刺しゅう工 

655 ミシン縫製工  
655-10 衣服ミシン縫製工 

 衣類ミシン縫工  
 既製服ミシン縫製工 
 ズボン縫製ミシン工 
 制服仕立工 
 トレーナー縫製ミシン工 
 人形衣装ミシン縫製工 
 縫子（ミシン縫製） 
 被服縫製工 
 縫製工（既製服）  
 ミシン仕上工（衣服製造） 
 ミシン仕立工 
 洋服ミシン縫工 
 和服ミシン縫工 

655-11 婦人・子供服縫製工 
 子供服ミシン縫工 
 スカーフ縫製工 
 婦人服縫製工  
 婦人服ミシン縫工 
 ベビー服縫製工 

655-12 紳士服縫製工 
 学生服ミシン縫製工 
 紳士服ミシン縫製工 
 ワイシャツ裁縫仕立職  
 ワイシャツ縫製工 

655-13 シャツ・下着縫製工 
 クレープシャツ縫製工 
 下着縫製工 
 シャツ縫製工  
 ファンデーション縫製工（補整下着） 
 ブラウス裁縫仕上職 

655-14 ニット縫製工 
 靴下かがり工 
 靴下製造工（自動縫製かがりによるもの） 
 軍手かがり工 
 セーター衿付工（ミシン付け） 
 セーターかがり工 
 セーター袖付工（ミシン付け） 
 縁かがり工（メリヤスかがりのもの） 
 メリヤスかがり工 
 メリヤス製品衿付け工（ミシン付け） 
 メリヤス縫製工 
 メリヤスミシン仕上工  
 メリヤスミシン縫工 
 リンカー工（靴下かがり）  
655-20 衣服以外のミシン縫製工 

 麻袋ミシン掛工 
 ウェットスーツ製造工 
 運動靴ミシン縫製工 
 おしぼり縫製工 
 カーテン縫製工 
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 傘縫工（洋傘製造）  
 カンバス地ミシン縫製工 
 カンバスシューズミシン縫製工 
 カンバス縫製工  
 米袋ミシン工（布製） 
 裁縫工（人形製造）  
 シートミシン縫工 
 地下足袋縫製工 
 地縫工（足袋製造）  
 ズック靴縫製工 
 スリッパミシン掛工（布製） 
 製袋工（布製品）  
 足袋ミシン縫製工 
 手袋ミシン縫工（革製を除く） 
 天幕ミシン工 
 布製人形縫製工 
 布接工（レース製造） 
 フェルトミシン工 
 袋縫ミシン工 
 布団縫製工 
 幌ミシン縫製工 
 ミシン縫製工（じゅうたん） 
 ミシン縫製工（メリヤス生地縫製）  
 洋がさ布縫製工 

655-21 キルティング縫製工 
 キルティング製品縫製工 
 キルト縫製工 

655-22 織布ミシン縫工 
 原反継工（染色業） 
 布帛縫製工 
655-30 特殊ミシン縫製工 

 穴かがり工 
 衣服特殊ミシン縫工  
 オーバーロック工（縫製業） 
 グリッパースナップ付工（衣料品製造） 
 シーツ縫製工（ミシンによるもの） 
 シーミング工（ストッキング製造） 
 仕立工（タオル製造）  
 紳士服ポケットミシン工 
 千鳥縫工 
 手袋ミシンボタン付工（メリヤス製、布製） 
 羽布ミシン縁かがり工 
 縁かがり工（ミシンによるもの） 
 風呂敷縁かがり工（ミシンによるもの） 
 ミシン穴かがり工  
 ミシンファスナー付け工 
 ミシン縁かがり工 
 ミシンボタン付工 

656 裁断工  
656-10 機械裁断工 

 カッティング工（布地裁断） 
 生地裁断工（布帛玩具製造） 
 シャーリング機運転工（刺しゅうレース

製造） 
 シャーリング工（衣服製造） 
 布地機械裁断工  
 バイヤスカッター工（布地） 

 マーキング工（衣服製造） 
656-11 生地引伸工 
656-12 型入れ工 

656-20 手裁断工 
 生地庖（ほう）裁工 
 裁断師見習 
 裁断師（洋服製造）  
 男子服裁断師 
 手裁工 
 婦人服裁断師 
 洋服裁断師 
656-XX 生地裁断工 

 ニット生地裁断工 
 布裁断工 
 布地カッティング工 
 布裁工  
 被服裁工 
 服地裁断工 
 布帛裁断工 
 メリヤス生地裁断工  
 レース裁断工（刺しゅうレース） 

659 その他の衣服・繊維製品製造の職業  
659-10 パタンナー 

 衣服型紙製図工（パタンナー） 
 布地型取工 
 パターンメーカー 
 洋服型紙製図工 
659-20 帽子製造工 

 帽子修理工 
659-21 製帽工 

 学帽製造工 
 毛糸帽体工 
 子供帽子製造工 
 鳥打帽製造工 
 フェルト帽仕上工 
 婦人帽製造工 
 帽子裏付工 
 帽子型付工  
 帽子成形工 
 帽子製織工 
 帽子ミシン工 
 帽体仕上工（布製）  
 帽体のり付工（布製）  
 帽体湯のし工（布製） 

659-22 帽子飾付工 
 ソフト帽子装飾工 
 パナマ帽飾付工 
659-30 皮革製衣服仕立工 

 衣服修理人（毛皮製・皮革製衣服） 
 革打抜工（革製衣類製造） 
 革裁断工（革製衣服製造） 
 皮ジャンパー仕立職 
 革製衣服製造工 
 革製品縫製工（革製衣類製造）  
 革製ブレザー仕立工 
 毛皮衣服仕立職  
 毛皮裁断工（衣服） 
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 毛皮仕立職（衣服） 
 毛皮製婦人コート仕立工 
 皮革製衣服製造工 
 皮革製品検査工（衣服） 
 ミシン縫製工（革製衣服） 
 ミシン縫製工（毛皮製衣服）  
659-40 カンバス製品製造工 

 カーシート仕上工（ボデーカバー） 
 カンバス工（帆布工） 
 カンバス庖（ほう）裁工 
 シート製作工（カンバス製） 
 製帆工  
 テント製造工 
 天幕製造工 
 パネル工（テント・シート製造） 
 日覆製造工（カンバス製） 
 日除け製造工（カンバス製） 
 袋製造工（布団袋、郵袋）  
 ベルト材料帆布裁断工 
 帆製造工 
 帆布製品製造工 
659-50 寝具仕立工 

 寝具製作工 
 布団手縫仕立職 
 布団綿入工 
659-60 繊維製品仕上工 

 衣料仕上工 
 既製服仕上工 
 仕上工（被服縫製）  
 シームレスシャツ仕上工 
 タッキング工（縫製業） 
 手袋仕上工（布製） 
 端縫工（織物製品製造） 
 プリーツ加工工（縫製品に加工するもの） 
 メリヤス製品仕上工（縫製品） 
 ワイシャツ仕上工（縫製） 

659-61 繊維製品プレス工 
 アイロン仕上工（繊維製品） 
 プレス工（繊維製品仕上）  
 帽子プレス仕上工 
 縫製品アイロン仕上工（繊維製品） 

659-62 繊維製品手仕上工 
 繊維製品手縫仕上工 
 メリヤスセーター仕上工（手によるもの） 
659-70 繊維製品検査工 

 衣類検査工 
 色合せ工（繊維製品） 
 織物製品検査工 
 製品検査工（繊維製品） 
 中間検査工（被服類製造） 
 ニット製品検査工（縫製品） 
 服検品員 
 帽子検査工 
 縫製品検査工（繊維製品） 
659-99 他に分類されない衣服・繊維製品製造の職業 

 麻袋裁断工 
 糸切り工（縫製品製造） 
 ウエス加工工 

 衛生マスク製造工 
 カーテン仕立職 
 掛矧（はぎ）人 
 肩パット製造工 
 救命胴充てん工 
 靴下すべり止め加工工 
 繰抜工（繊維製品） 
 下駄鼻緒製造工 
 ゴム縫加工工（衣類製造） 
 ゴムひも通し工（繊維製品製造） 
 コルセット製造工（服装用） 
 裁断工（フェルト卸売） 
 裁断工（洋傘製造） 
 サポーター製造工 
 シートベルト組立工 
 地下足袋製造工 
 刺しゅう型付工 
 刺しゅうカット工 
 じゅうたん縫付工 
 シロセット加工（縫製品に行うもの） 
 心接着工（衣料品） 
 スリッパ製造工（繊維製）  
 潜水服製造（合成ゴム貼合わせ裁断） 
 足袋製造工 
 手袋製造工（布製）  
 布靴製造工（ゴム底） 
 布地柄合わせ工 
 布地裁断工（草履製造）  
 布地スリッパ製造工 
 布地草履製造工 
 布製袋製造工 
 布手袋製造工 
 バイヤスカッター工（ゴムホース製造） 
 鼻緒製造工 
 羽布製造工  
 バフ製造工 
 ピローケース製造工 
 フェンツ加工工 
 縁かがり工（手によるもの） 
 ボタン付工（手作業による） 
 マスク製造工（布製） 
 綿布裏張工 
 洋がさ布裁断工 
 洋服下ごしらえ工 
 洋服ボタン付工（手作業） 
 濾（ろ）布修理工 
 綿入れ工 

66 木・竹・草・つる製品製造の職業 

661 製材工、チップ製造工  
661-10 原木切断工 

 木取工（製材）  
 原木木取工（製材所）  
 原木裁断工 
 製材木取工（製材所） 
 送材車ハンドル工 
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 台車運転工（製材業） 
 パルプ原木切断工 
 ハンドル工（製材） 
 横切工（製材業） 
661-20 鋸機械工 

 厚板製造機械操作員（製材業） 
 後押工（製材） 
 板製材工 
 薄板製材工（製材業） 
 大切工（製材） 
 大丸工（製材） 
 オサ鋸工 
 帯鋸工（製材）  
 角製材工 
 機械のこ工 
 木取工（桶・樽製造） 
 木取工（家具・建具製造）  
 木取工（楽器製造） 
 木取工（蒲鉾板製造）  
 木取工（木箱製造）  
 木取工（建築用パネル製造） 
 下駄材木取工（製材所） 
 小丸鋸工 
 小割工（製材） 
 スラッシャー係（製材） 
 製材機運転員 
 製材定板工 
 製材先取工 
 製材腹押し工 
 製材前取工 
 製材丸鋸工 
 竪鋸工（製材） 
 玉切り工（木製品製造） 
 突柾職工 
 吊鋸工（製材）  
 テーブル鋸工 
 手元（製材） 
 床柱製材工 
 トンボ取工（製材） 
 矧（はぎ）台工 
 はな取工（製材） 
 腹押工 
 挽割工（製材） 
 フローリング工（製材） 
 前取工（製材）  
 前挽製材工 
 丸鋸製材工 
 銘板工（製材） 
 銘木工（製材） 
 元押工（製材） 
 ロールバンド工（製材） 
661-30 チップ製造工 

 皮剥工（チップ製造） 
 くすのきチップ製造工（しょう脳製造） 
 スプリッター工（チップ工場） 
 切断工（化学繊維チップ） 
 チップ大割材工（パルプ原料製造） 
 チップ乾燥工 

 チップ工（製紙会社）  
 バーカー工（チップ工場） 
 パッチングマシン工（チップ製造） 
 木材チップ製造工（チップ工場） 
 ロングポンド工（チップ工場） 

661-31 チッパー工 
 割木工（チップ工場） 
 砕木工（チップ製造） 
 調木工（木材チップ製造）  
 テラバーナ工（木材チップ切削機操作） 
 パルプ調木工 

661-32 チップ選別工 
 チップスクリーン工 
661-99 他に分類されない製材工、チップ製造工 

 板削り工（製材） 
 板目取工 
 薄皮製造工（木製品製造） 
 皮剥工（製材） 
 瓦棧製造工 
 木挽製材工 
 シャットル製材工 
 杉皮むき工（製材） 
 すそ切工 
 製材墨掛工 
 製材選別工 
 製材段取工 
 整木工 
 手鋸工 
 手挽（びき）工 
 土場作業員 
 中板押切工 
 鋸引工（製材） 
 節切工 
 分出工（製材）  
 枕木製材工 
 向いびき工 
661-XX 厚板工（製材業） 

662 合板工  
662-10 合板製作工 

 アイロン工（合板製造） 
 オーバーレイ合板製作工 
 桐紙貼合わせ工（合板製造） 
 化粧合板製造工 
 化粧板仕上工（合板製造） 
 化粧板製造工（合板製造）  
 原木係 
 合板乾燥工 
 合板研磨工 
 合板裁断工 
 合板サンダー工 
 合板仕上工 
 合板切削仕上工 
 合板塗装工 
 合板糊製造工 
 合板補修工 
 仕上丸鋸工（合板製造） 
 スクレーパー工（合板製造） 
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 製糊工（合板製造）  
 切削工（合板製造）  
 接着剤調整工（合板製造） 
 調湿工（合板製造） 
 特殊合板工 
 ドラムサンダー工（合板製造） 
 ナイフグラインダー工（合板製造） 
 パッチングマシン工（合板製造） 
 ハニカムコア合板製造工 
 ハニカムボード工 
 フェザーコアはり合わせ工（合板製造） 
 普通合板工 
 プライウッド工 
 プラスチック化粧合板製造工 
 プラスチック化粧板張り合わせ加工員

（合板製造）  
 ペーパー研磨工（合板製造） 
 溝付合板製作工 
 ムラ取工（合板製造） 
 木材裁断工（合板製造）  
 ランバーコア合板工 

662-11 単板製作工 
 薄板工（合板製造）  
 薄板切断工（合板製造）  
 合板成形工（単板を曲げ成形するもの） 
 合板ロータリー工 
 心板製造工（合板製造） 
 スライス単板製造工 
 ダブルソー工（合板製造）  
 単板乾燥工 
 単板工 
 単板裁断工 
 単板製材工 
 単板積層材製造工 
 単板選別工 
 単板剥取工 
 ドライヤー工（単板） 
 ベニヤ（単板）乾燥工  
 ベニヤ（単板）スライサー工  
 ベニヤ（単板）製造工  
 ベニヤ（単板）旋盤工 
 ベニヤ（単板）レース工 
 巻取工（合板製造） 
 ロータリー工（薄板製造工） 
 ロータリーレース工 

662-12 調板工 
 エッジグルアー工 
 クリッパー工 
 コンポーザー工（合板製造） 
 ジョインター工 
 テーピング工（合板製造）  
 杢張工（合板製造） 

662-13 合板プレス工 
 圧搾工（合板製造） 
 圧締工（合板製造） 
 化粧合板プレス工 
 合板膠着工  
 合板接着工 

 合板糊付工 
 コールドプレス工（合板製造） 
 単板貼合わせ工 
 突板プレス工（合板製造） 
 塗布工（接着剤：合板製造） 
 糊付工（合板製造）  
 ホットプレス工（合板製造） 
662-20 木質ボード製造工 

 インシュレーションボード製造工 
 ウォールボード製造工 
 グルーコーティング工（合板製造） 
 建築用テックス製造工 
 硬化合板工 
 硬質繊維板製造工 
 集成材（挽板積層材）製作工 
 抄造工（繊維板製造） 
 製板工（繊維板）  
 繊維板製造工 
 繊維壁製造工 
 ダブルサイザー工 
 調湿工（テックス板製造） 
 テックス板（天井板）製造工 
 パーティクルボード製造工 
 ハードボード製造工 
 ファイバーボード製造工 
 ファイバー薬品工 
 フェルティング工 
 ホットプレス工（テックス紙製造） 

662-21 蒸煮解繊工 
 蒸解解繊工 
 蒸解繊維乾燥工 

662-22 削片工 
662-23 プレス工 

 硬質繊維板プレス工 
 テックス板プレス工 
 ファイバーマットプレス工 
662-99 他に分類されない合板工 

 印刷紙貼工（合板製造） 
 響板製作工 
 チップボード（削片板）製造工 
 トリミング仕上工 
 パイル加工工（合板製造） 

663 木工、木彫工  
663-10 機械木工 

 板削り工（木船製造） 
 板物工 
 一般機械木工 
 糸のこ木工 
 エンドマッチャー工 
 鉛筆木工 
 織物用木管製造工 
 外業木工（造船） 
 機械プレカット工 
 木地師（漆器製造） 
 素地製造工（漆器製造） 
 組子取機械木工 
 刳（くり）物工 
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 傾斜機工 
 鍵盤製造工（木製） 
 航空機木工 
 漆器素地組立工 
 漆器檜素地職 
 自動車木工 
 車両木工 
 スライサー工 
 切削工（木製品） 
 膳（ぜん）木地製造工 
 船具木工 
 造船内装木工員 
 算盤珠製造工 
 つげ印材製造工 
 床板工 
 トランスファーマシン工（木工所） 
 鋸盤木工 
 箸木地製造工 
 ピアノ響板機械加工工 
 挽物製造工（木工） 
 船材切削加工工 
 ブラシ木地工 
 プレカット加工工 
 フローリング機工 
 ぼぞ穴明工（木工） 
 ほぞ付機工（木工） 
 丸のこ木工 
 丸目製造工 
 耳ずり工 
 木材加工工（楽器製造） 
 木珠ぬき工 
 木部素地工 
 木管製造工 
 木工鉋盤工 
 木工機械工（家具・建具製造を除く） 
 木工昇降盤工 
 木工切断工 
 木工挽物工 
 木工面取盤工（家具・建具製造を除く） 
 ラック木工機械工 
 ルーター工（家具・建具製造を除く） 
 ルーティング機工 
 ロータリー工（割箸製造） 
 ろくろ工（木工所）  
 ろくろ職（木製品製造）  
 割箸木工 
 椀（わん）木地製造工 

663-11 木工旋盤工 
 木型旋盤工 
 卓盤工（木工） 

663-12 木工フライス盤工 
 板削り工（木箱製造） 
 鉋（かんな）機木工 
 自動鉋機工（家具・建具製造） 
 単板コンポーザー 
 木材プレーナー工 

663-13 穴あけ木工 
 木工ボール盤工 

663-14 木工研磨工 
 研磨工（木工所）  
 サンダー仕上工（木工研磨） 
 艶出加工員（木工研磨） 
663-20 木型木工 

 板削り工（木型・木型模型製造） 
 鋳物木型工 
 鋳物木型修理工  
 菓子木型工 
 型物製造工（木製）  
 木型製作工  
 靴木型工  
 工作木型工（金属工作機械） 
 造船木型工 
 足袋木型製造職 
 鋳造用木型製造工  
 電気モールド製造工（木製） 
 陶器木型製造工 
 帽子木型工  
 モールド製造工（木製） 
663-30 木彫工 

 板〆彫刻工 
 一位細工職 
 看板彫刻工（木彫） 
 木彫師 
 彫刻工（木製品製造） 
 彫刻手（床柱彫刻） 
 堆朱類木地彫刻工 
 仏具彫刻師（木製） 
 仏像彫刻製造工（木彫） 

663-31 人形彫職 
 木彫人形師 
 こけし製造人 

663-32 木版製作工 
663-33 将棋彫駒製作工 

 駒彫工（将棋駒）  
 将棋駒仕上工（木製）  
 将棋ごま木工 
663-99 他に分類されない木工、木彫工 

 椅子木地職 
 押縁面取工 
 仕上木工 
 軸割木工 
 手押鉋機工（家具・建具製造） 
 床框（かまち）製造工 
 床柱製造工 
 フローリング工（木工） 
 ペーパー研磨工（木製品） 
 木工墨付工 

664 木製家具・建具製造工  
664-10 指物職 

 埋木細工職人 
 唐木指物職 
 棺組立工 
 経木大工 
 鏡台製造工 
 桐箱製造工 
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 碁盤製作工 
 細工物師 
 鞘製造工 
 軸箱師 
 将棋盤製造工 
 建具指物職 
 時計側組立工（木製） 
 膠つけ工（指物） 
 人形ケース製作工 
 嵌（はめ）木職 
 はり合せ工（指物） 
 針箱製造工 
 木製玩具指物工 
 木製ケース組立工 
 木象眼（嵌）職 
 モザイク工（木象眼職） 
 寄木細工職人 
 寄木象眼工 
 欄間職人（欄間製造） 

664-11 神仏具指物職 
 御宮製作人 
 金具取付工（仏壇製造） 
 神棚製造職 
 神具大工 
 葬具指物師 
 仏具職（木製） 
 仏壇木地製造工 
 仏壇製造職 
 仏壇枠組立工 
 宮師 
664-20 木製家具製造工 

 椅子製造工（木製） 
 板削り工（家具製造） 
 家具研磨工（木製） 
 家具木工 
 キャビネット製造工（木製：ステレオ・

テレビ用） 
 化粧ケース製造人（木製） 
 下駄箱製造工（木製） 
 材料削工（木製家具製造） 
 桟木製造工（家具用） 
 心出工（木製家具製造） 
 船舶木製家具職 
 たんす製造工 
 机製造工（木製） 
 艶出加工員（家具研磨） 
 テレビキャビネット製造工（木製）  
 フラッシュ工（家具製造） 
 ペーパー研磨工（家具製造） 
 ベッド製造工（木製） 
 ほぞ付穴明工（家具製造） 
 本箱製造工 
 面取工（家具製造）  
 木材切断加工工（家具製造） 
 木製家具仕上工 
 木製テーブル製造工 
 杢（もく）張工（家具製造） 
 木工機械工（家具製造） 

 木工大工（家具製造）  
 洋家具製造工 
 ルーター工（家具製造） 
 ワゴン製造工（木製） 

664-21 家具組立工 
 衣桁（こう）組立工 
 椅子組立工（木製） 
 エアードライバー工（家具組立） 
 家具部品組付工 
 素地調整工 
 厨房器具組立工（木製品） 
 陳列ケース組立工（木製品） 

664-22 家具金具取付工 
664-30 木製建具製造工 

 雨戸製造職 
 板削り工（建具製造） 
 金具取付工（建具製造）  
 ガラス戸製造工 
 組子製造工（建具製造） 
 材料削工（木製建具製造） 
 サッシ組立工（木製品） 
 桟木製造工（建具用） 
 仕上工（建具製造） 
 障子組立工 
 心出工（建具製造） 
 建具切込工 
 建具組立工  
 建具工 
 建具製造工 
 建具取付職 
 建具フラッシュ製作工 
 建具木工 
 戸製造工 
 仲子製造工（建具職） 
 襖製造工（襖骨）  
 ほぞ付穴明工（建具製造） 
 面取工（建具製造）  
 杢張工（建具製造） 
 木工機械工（建具製造） 
 木工大工（建具製造）  
 木工面取盤工（建具製造） 
 ルーター工（建具製造） 
664-98 木製家具・建具製造工見習 

 建具工見習 
664-99 他に分類されない木製家具・建具製造工 

 椅子修理工 
 家具修理工 
 額縁製造工（木製） 
 フレーム製造工（木製額縁製造） 
 升製造工（木製） 
664-XX 膠（こう）着工（家具・建具製造） 

 木工鉋（かんな）盤工（家具・建具製造） 

665 船大工  
665-10 船大工 

 川船大工 
 組立て方（木船製造） 
 削り出し方（木船製造） 
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 船体組立木工 
 造船大工 
 填隙（てんげき）工（木船製造） 
 船匠（木船製造） 
 木船水止工 
 和船製造工 

665-11 ボート製造工 
 ボート大工 

665-12 ヨット製造工 
665-13 船修理工 

 船体修繕木工 
 ボート修理工（木船） 
 木船修理工 

666 竹細工工  
666-10 竹骨製造工 

 骨曲職（竹製） 
666-11 せんす骨製造工 

 扇骨師 
 扇子骨製造工  

666-12 うちわ骨製造工 
 うちわ骨師 

666-13 ちょうちん骨製造工 
 提灯骨製造工  

666-14 和がさ骨製造工 
 雨傘骨製造工（和傘製造） 
 和傘竹骨製造工 
 和がさ骨組立工  
666-20 竹かご・ざる製造工 

 かご編み人（竹製）  
 果物かご編工（竹製） 
 竹編み工 
 竹かご編人 
 竹行李編職 
 竹ざる製造職 
666-30 竹すだれ製造工 

 竹すだれ編工  
 みす編工（竹製） 
666-99 他に分類されない竹細工工 

 合釘工（竹製） 
 家具製造工（竹製）  
 カンテキ工（竹加工） 
 熊手製造工 
 毛糸編棒製造工（竹製） 
 地竹・心竹編工 
 篠簀（す）製造工 
 竹椅子製造人 
 竹皮細工人 
 竹串製造工 
 竹駒製造工 
 竹削り工（竹尺製造） 
 竹繊維製造工 
 竹箸製造工 
 竹ひご製造工 
 竹ぼうき製造工 
 竹板製造工 
 茶筅（せん）製造工 
 釣竿製造工（竹製）  

 鳥かご製造工（竹製） 
 筆軸製作工  
 虫かご製造人（竹製） 
 毛筆彫刻師 
 もじり製造工 
 弓師 
666-XX 油抜工（竹材） 

 編立工（竹製品） 
 竹工芸工 
 竹材矯正工 
 竹細工加工職  
 竹材研磨工 
 竹材染工 
 竹裁断工 

667 とう・き柳・草・つる製品製造工 
667-10 とう製品製造工 

 籐製かご編工 
 籐製容器製造工 

667-11 とう製家具製造工 
 籐椅子製作工  
 とう製家具編工  
 籐製家具磨き工  
667-20 き柳製品製造工 

 杞（き）柳編工 
 き柳材料加工工 
 杞柳製かご製造工 
 杞柳肉取工 
 き柳分決め工 

667-21 き柳行李製造工 
 杞こうり（行李）生地編工 
 杞こうり（行李）縁掛工 
 めしこうり（飯行李）縁掛工 
667-30 稲わら製品製造工 

 こも編工 
 製網工（わら縄製） 
 縄製造工（わら製） 
 むしろ製造工 
 ロープ製造工（わら製） 
 わら細工工 
 わらすさ製造工 
 わらひも工 
 わらマット製造工 

667-31 畳床製造工 
667-40 麦わら製品製造工 
667-41 麦わら帽体工 

 麦わら帽子製造工 
667-50 い草製品製造工 

 藺（い）草編工 
 藺草かご編工 
 藺草加工工 
 い草ござ仕立工 
 藺草選別人 
 い染工 
 表付工（畳ござ・花むしろ製造） 
 ござ織工（い草） 
 織機運転工（い草製品製造） 
 草履表加工工（い草） 



  

  

  

  

  

  

  

66  

 
 

 343

 のし職（げた表製造） 
 履物表製造工 
 ほうき製造工（藺草製） 

667-51 畳表製造工 
 青表製造工 
 七島製造工 
 製織工（い草畳・ござ製造） 
 畳表織職（い草）  

667-52 花むしろ製造工 
667-99 他に分類されないとう・き柳・草・つる製

品製造工 
 あけび細工職 
 編笠製造人 
 イースターバスケット製造工 
 角マット製造工（草・つる製） 
 しだ細工工 
 下取工（畳・ござ・花むしろ製造） 
 す編工（よし・あし製） 
 菅笠加工人 
 炭俵製造人  
 つる細工工 
 縄染工（麻縄） 
 パナマ草履製造工 
 パナマ帽体工 
 よしず製造工 
667-XX 整経工（畳・ござ・花むしろ製造） 

 染料調合工（い草・わら染め）  

669 その他の木・竹・草・つる製品製造の職業 
669-10 木製おけ・たる・曲物製造工 
669-11 おけ・たる製造工 

 板削り工（桶・樽製造） 
 上蓋製作工（桶・樽製造） 
 円盤鉋工（桶・樽製造） 
 桶修理職 
 桶製造職  
 酒樽製造工 
 下底製作工（おけ・たる製造） 
 製桶工 
 製樽工 
 接合工（桶・樽製造） 
 側板製作工（桶・樽製造） 
 たが締工（桶・樽製造） 
 樽組立工 
 樽修理工 
 風呂桶製造工（木製） 
 ベニヤ樽組立工 
 味噌樽製造工 
 飯びつ製作工 
 木製桶製造職 
 洋樽製造工 
 横切工（桶・樽製造） 
 輪替え職 
 枠締工（桶・樽製造） 
 和樽製造工 

669-12 曲物製造工 
 供笥（くげ）製造工 
 三宝製造工 

 せいろ製造工 
 惣輪職（曲物師） 
 提燈口輪製造工 
 引曲師 
 檜物製造工 
 篩（ふるい）側曲職 
 曲物職  
 曲輪職 
669-20 げた製造工 

 足駄製造職  
 下駄穴明工 
 下駄木取工 
 下駄研磨工 
 下駄仕上工 
 下駄台成形工 
 下駄台焼工 
 下駄歯入職 
 下駄鼻緒すげ職 
 天反工（げた製造） 
 天張り工 
 端回し工（げた製造） 
 日和（ひより）下駄製造工 
 木製サンダル製造工 
669-30 木材製品処理工 

 板材蒸かん工 
 材焼工 
 水揚工（製材） 
 木材アルカリ処理工 
 木材耐火処理工 
 木材弁柄着色工 

669-31 木材防腐処理工 
 木材防腐工 

669-32 木材防虫処理工 
 木材防虫薬品処理工 
669-40 木製運動用品製造工 

 卓球台製造工 
 野球バット製造工（木製）  
 ラケット製型工（木製） 
669-50 木・竹・草・つる製品検査工 

 木型検査工 
 木地選別工 
 たる受工（空樽検査修理） 
 時計側検査工（木製） 
 枕木検査工 
 木管検査工 

669-51 木材検査工 
 鉛筆白生地検査工 
 原木差目工 
 材木検査工  
 製品格付人（木材） 
 選別格付工（製材） 
 丸太検査工 
 丸太検尺工 
 木材鑑別員 
 木材見積人 

669-52 合板検査工 
 合板材質試験工 
 合板選別工 
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669-99 他に分類されない木・竹・草・つる製品製
造の職業 

 会敷製造工（経木） 
 イーゼル製造工（木製） 
 板加熱プレス工 
 板箱製造工 
 筏作り工（木場） 
 糸刺し工（木製玉のれん） 
 糸取工（経木帽子製造） 
 落掛製造工 
 折箱製造工 
 掛矢製造工 
 かば細工工（桜皮細工） 
 画板製造工（木製） 
 ガラ張工（寄せ木製品） 
 木皮繊維製造工 
 木櫛製造工 
 素地はぎ工 
 木槌製造工 
 木箱製造工 
 木場とび工 
 木場鳶職 
 経木細工工 
 経木製造工 
 桐紙貼方（紙に貼る作業） 
 櫛板製造工 
 榑（くれ）へぎ工 
 こう着型工 
 黒板製造人 
 柿（こけら）板製造工 
 小白木製造工 
 コルク加工工 
 コルク製造工 
 コルク草履台製造工 
 コルク板圧搾工 
 コルク板製造工 
 コルク瓶栓製造工 
 コンテナ組立工（木製） 
 左官定木製造 
 雑器製造工 
 サラダサーバー製造工（木製） 
 サラダボール製造工（木製） 
 桟木製造工（型枠用） 
 敷立製造工（炬燵） 
 数珠編み人（唐木製） 
 将棋駒判押工 
 定木制作工（木製） 
 杉紙製造工 
 杉粉製造工 
 スクリーン型木枠製造工（染色業） 
 すさ製造工 
 製函工（木製） 
 製材細工工 
 製材水揚工 
 製軸工（マッチ製造） 
 製箸工 
 製箱工（木箱製造） 
 セルロシン(木粉)製造工 

 竹合板工 
 竹スラット製造工（ブラインド製造） 
 玉通し工（木製玉のれん） 
 炭化コルク板製造工 
 貯木池鳶工 
 突板製造工 
 突板張工  
 付木製造工 
 黄楊（つげ）細工工 
 艶出加工員（床柱研磨） 
 ドラム組立工（木製） 
 トロ箱製造工 
 鍋蓋製造工 
 ナマ線加工工（鉛筆材製造） 
 荷造木箱製造工 
 ネームプレート製造工（木製品） 
 箱板接合工（木箱製造） 
 梯子製造工（木製） 
 パネル製造工（木製型枠製造） 
 張柾天井板製造工 
 パレット製造工（木製） 
 ハンガーボード製造工 
 節取工（パルプ・紙製造） 
 ブナコ成形工 
 フロート製造工（木製ブイ） 
 ペン軸製造工（木製） 
 変木製造工 
 ボール製造工（木製） 
 盆仕上工（木製） 
 槙皮加工工 
 槙肌製造工 
 柾割職 
 銘木製造工 
 銘木突板製造工 
 木毛製造工 
 木材乾燥工 
 木材洗浄工（チップ製造） 
 木材粉砕工 
 木材曲げ工 
 木材水揚工 
 木製型枠製造工 
 木製看板製造工 
 木麺製造工 
 屋根板製造職 
 山台製造員 
 友褝駒べら製造工 
 床材テープ張り工（寄せ木床板製造） 

67 パルプ・紙・紙製品製造の職業 

671 パルプ工、紙料工  
671-10 パルプ工 

 ＡＰ製造工（パルプ製造） 
 ＳＣＰ製造工（パルプ製造） 
 ＭＰ製造工（パルプ製造） 
 酵母工（パルプ製造） 
 砕木パルプ製造工 
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 ＣＧＰ製造工（パルプ製造） 
 パルプ圧搾工 
 パルプ加工工 
 パルプ乾燥工 
 パルプ原料工 
 パルプ仕込工 
 パルプ製造工 
 リグニン回収工（パルプ製造） 
 ローパルプ工 

671-11 蒸解工 
 酸工（パルプ製造） 
 蒸煮工（パルプ製造） 
 チップ蒸解工 
 パルプ蒸解工 

671-12 パルプ磨砕工 
 割木工（砕木パルプ製造） 
 グラインダー工（パルプ製造） 
 砕木グラインダー工（パルプ製造） 
 砕木工（パルプ製造） 
 スプリッター工（砕木パルプ製造） 
 精砕工（パルプ製造） 
 ダイジェスター工 
 調木工（砕木パルプ製造） 
 バーカー工（砕木パルプ製造） 
 摩砕工（パルプ製造）  
 ロングボンド工（砕木パルプ製造） 

671-13 パルプ漂白工 
 パルプ晒（さらし）工 

671-14 パルプ精選工 
 篩別工（パルプ製造） 
 スクリーン工（パルプ製造）  
 パルプ抄造機運転工 

671-15 パルプすき取工 
 ウエットマシン工（パルプ製造） 
 カミール工 
 漉場工（パルプ製造） 
 製紙原料プレス工 
 パルプ漉工 
 パルププレス工 
 パルプマシン工 
671-20 紙料工 

 屑紙精選工（紙製造） 
 原料選別工（紙製造） 
 故紙精選工（紙製造） 
 サイジング工（製紙業） 
 紙料巻取工 
 水洗工（紙製造） 
 パルプ回収工 
 パルプし別工 
 和紙原料加工工 

671-21 紙料溶解工 
 損紙溶解工 
 打解工（紙製造）  
 ニーダー運転工（紙製造） 
 パルパー仕込係 
 パルプ打解工 

671-22 紙料調整工 
 原料調整工（紙製造） 

 叩解工（紙製造）  
 ジヨルダン係 
 調合工（製紙）  
 調整工（紙製造）  
 ビーター運転工 
 薬品調合工（パルプ製造） 

671-23 紙料調薬工 
 製薬工（紙製造） 
 松脂溶解工 
 薬品調整工（紙製造） 

671-24 紙料漂白工 
 脱墨工（製紙） 
 漂白工（紙料）  
 三椏晒工 

672 紙すき工  
672-10 抄紙工 

 アート原紙抄造工 
 アート・コート原紙すき工 
 厚紙漉工 
 板紙製造工 
 印画紙用原紙抄造工 
 印刷用紙抄造工 
 インデアンペーパー抄造工 
 カーボン原紙抄造工 
 紙機械漉工 
 感圧紙原紙抄造工 
 感光紙原紙抄造工 
 機械抄紙工  
 機械漉和紙製造工 
 擬革原紙抄造工 
 クラフト紙抄造工 
 原紙漉工（機械すき）  
 コンデンサーペーパー抄造工 
 再生紙抄造工 
 障子紙製造工（機械すき） 
 抄紙機運転工 
 抄造工（機械すき）  
 新聞用紙抄造工 
 図画用紙抄造工 
 漉取工（機械すき） 
 絶縁原紙抄造工 
 造花用原紙抄造工 
 ターボリン原紙製造工 
 耐湿紙原紙抄造工 
 段ボール原紙製造工 
 艶紙原紙抄造工 
 ティッシュペーパー製造工 
 転写用紙抄造工 
 トレーシングペーパー抄造工 
 ナプキン原紙抄造工 
 ハトロン紙抄造工 
 バライタ紙原紙抄造工 
 筆記用紙抄造工 
 襖紙原紙抄造工（機械すき） 
 プレスボード抄造工 
 包装紙抄造工 
 包装紙製造工（製紙業） 
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 丸網工（機械すき） 
 洋紙抄造工 
 ライスペーパー抄造工 
 硫酸紙原紙抄造工 
 ろう（蝋）紙原紙抄造工 
 ロール機抄造工（製紙） 
672-20 抄紙仕上工 

 紙乾燥工（機械すき） 
 紙艶出し工 
 カレンダー工（製紙）  
 カレンダーロール工（製紙） 
 シーズニング工 
 蒸発工（製紙） 
 シリンダー機工（製紙） 
 スーパーカレンダー工（普通紙製造）  
 製紙ウェット工 
 製紙光沢工 
 艶出加工員（普通紙製造）  
 ドライヤー工（製紙）  
672-30 紙手すき工 

 板張工（手漉製紙） 
 傘紙抄造工（手すき） 
 堅紙原紙抄造工（手すき） 
 紙漉工（手すき） 
 紙手漉仕上乾燥工 
 紙型用紙原紙抄造工（手すき） 
 障子紙抄造工（手すき） 
 抄紙工（手すき） 
 抄造工（手すき） 
 石州半紙抄造工 
 手漉擬革原紙製造工 
 手すき和紙製造工 
 典具帖紙抄造工 
 和紙抄造工（手すき）  
672-98 紙手すき工見習 
672-XX 製紙工 

 ちり紙製造工 

673 加工紙製造工  
673-10 段ボール製造工 

 乾燥熱板工（段ボール製造） 
 コルゲート工（段ボール製造）  
 段ボール接合工  
 糊付機工（段ボール製造） 
 貼り合せ機工（段ボール製造） 
673-20 塗工紙製造工 

 紙塗工機運転工 
 カレンダー工（顔料塗工紙） 
 合成樹脂塗工紙製造工 
 スーパー工（加工紙製造） 
 艶出加工員（加工紙製造） 
 転写マーク台紙上塗り工 
 転写マーク台紙乾燥工 
 転写マーク台紙艶出し工 
 ドライマット製造工（製紙） 
 ペーパーホイル製造工 
 防錆紙製造工 

673-21 アート紙製造工 
 コーティングマシン工（アート紙製造） 
 樹脂被膜工（アート紙製造） 
 スーパーカレンダー工（アート紙製造） 
 塗被工（アート紙製造） 

673-22 コート紙製造工 
 コーティング工（コート紙製造）  
673-30 防水紙製造工 

 アスファルト塗工紙製造工 
 油紙製造工 
 ターフェルト製造工 
 ターボリン紙製造工 
 ビスコース塗工紙製造工 
 防水包装紙製造工 

673-31 建築用防水紙製造工 
673-32 パラフィン紙製造工 

 ろう紙製造工 
673-40 変性加工紙製造工 

 酢酸紙製造工 
 薬品調合工（加工紙製造） 

673-41 バルカナイズドファイバー製造工 
 塩化亜鉛液浸漬工 
 塩化亜鉛液調整工（ファイバー製造） 

673-42 硫酸紙製造工 
 硫黄付工（加工紙） 
 パーチメント製造工 
673-99 他に分類されない加工紙製造工 

 糸繰工（抄繊糸製造） 
 エンボス加工紙製造工 
 壁紙製造工 
 紙当板製造工 
 紙テックス製造工 
 含浸紙製造工 
 乾燥工（加工紙製造） 
 擬革紙製造工 
 吸音ストライバーボード製造工 
 金属箔ラミネート紙製造工 
 金壁製造工（金箔壁紙製造） 
 原紙含浸加工工（化粧板原紙製造） 
 原料仕込工（カーボン紙製造） 
 硬紙製造工 
 合成樹脂加工紙製造工 
 合成樹脂浸透紙製造工  
 渋紙製造工 
 積層加工紙製造工 
 絶縁紙製造工 
 耐酸紙製造工 
 テックス紙製造工 
 バライタ紙製造工 
 ピロパック製造工 
 襖紙製造工 
 襖紙型置工 
 防火板工 
 防黴（ばい）紙製造工 
 ラミネート工（加工紙製造）  
 ルーフィング加工工 
 ロールカレンダー工（加工紙製造） 
 綿紙製造工 
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674 紙器製造工  
674-10 紙箱製造工 

 折畳み箱製造工 
 カートン組立工 
 カートン工（紙器製造） 
 菓子箱製造工（紙製） 
 壁打工（紙函製造） 
 紙箱裏打工 
 紙箱加工工 
 紙箱角止工 
 紙箱仕上工 
 紙箱筋付工 
 紙箱袖付工 
 化粧品容器製造工（紙箱） 
 仕上工（段ボール箱製造） 
 ステッチャー工（段ボール箱製造） 
 製函工（紙製） 
 製箱工（紙器製造） 
 段ボール箱組立工 
 貼り合せ箱製造工 
 ファイバー箱製造工 
 文庫張工 
 ボール箱製造工 
 薬品容器製造工（紙箱） 

674-11 機械製箱工 
 紙製マッチ箱製造工 
 機械製函工（紙製） 
 ワンタッチグルアー機操作員（紙器製造） 

674-12 紙箱手造り工 
 紙箱貼工（手造り） 
674-20 大型紙袋製造工 

 紙袋仕上工（大型） 
 紙袋製造工（大型）  
 クラフト紙袋製造工（大型・角底紙袋） 
 小麦粉袋製造工 
 製袋工（大型紙袋）  
 セメント袋製造工 
 袋製造工（大型・角底紙袋） 
 袋縫合工（セメント袋）  
674-30 紙管筒製造工 

 紙管製造工 
 紙筒製造工 
 コーン製造工（紙器製造） 
 心巻工（服地心製造） 
 スパイラル巻紙管製造工（紙器製造） 
 チューブ巻工（紙管製造） 
 筒巻工（紙製品製造） 
 ドラム製造工（紙製） 
 ラングストン機操作員（紙器製造） 
 ロールコア製造工 
674-40 紙製食器製造工 

 飲料容器製造工（紙製） 
 紙コップ製造工 
 紙皿製造工 
 食物容器製造工（紙製）  
 盆製造工（紙製品） 

674-50 ファイバーチューブ・コーン製造工 
 ファイバー管製造工 
 ファイバー乾燥工（ファイバーチューブ

製造） 
 ファイバーコーン紙管製造工 
 ファイバー成形工 
 ファイバーチューブ製造工 
 ファイバープレス工（ファイバーチュー

ブ製造） 
 ファイバーラミネーター工（ファイバー

チューブ製造） 
674-99 他に分類されない紙器製造工 

 紙サックマシン工 
 コンポジット缶製造工 
 サックマシン操作員（紙器製造）  
 成形工（紙器製造） 
 プレス工（紙器製造）  
 プレスコート工（紙器製造） 

675 紙製品製造工  
675-10 小型紙袋製造工 

 紙袋糊付工（小型） 
 紙袋貼工（小型） 
 紙袋仕上工（小型） 
 クラフト紙袋製造工（小型紙製） 
 箸袋貼り工（紙製） 
 封緘工（小型紙袋製造） 

675-11 封筒製造工 
675-12 角底紙袋製造工 
675-13 紙袋手ばり工 

675-20 紙ひも製造工 
 紙捻（こより）工 
 紙撚（こより）工 
 元結製造工 
675-30 水引製品製造工 

 紙折・水引ゆい（結）工 
 水引下掛工 
 水引製造工 

675-31 金封製造工 
675-99 他に分類されない紙製品製造工 

 絵符製造工 
 紙おむつ製造工 
 紙テープ製造工 
 紙ナプキン製造工 
 紙パッキン製造工 
 紙レース製造工 
 紙綿製造工 
 カンバス紙張工 
 牛乳キャップ製造工 
 シェード製造工（紙製） 
 色紙製造工 
 正札製造工 
 生理用品製造工 
 帙（ちつ）製造工 
 転写マーク製造工 
 転写マーク台紙貼合わせ工 
 荷札製造工 
 荷札針金付工 
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 パッキン製造工（紙製） 
 ひも付け工（紙袋） 
 ファイル製造工 
 封筒糸工 
 プレス工（紙製品製造） 
 へら台張工 
 面貼合工（紙製品製造） 
 ラベル糸付工 

679 その他のパルプ・紙・紙製品製造の職業  
679-10 紙裁断工 

 型紙裁断工 
 紙カッター工 
 紙切断工 

679-11 紙機械だち工 
 アルバム製造工(紙の裁断に従事するもの) 
 印刷用紙裁断工 
 カッター工（紙・紙製品製造） 
 カッター工（紙巻取裁断）  
 紙筒切工 
 紙巻取裁断工 
 裁断機工（段ボール製造） 
 裁断工（製紙） 
 スリッター工（紙・紙製品製造） 
 スリッター工（巻取紙裁断）  
 断裁工（印刷業）  
 断裁工（紙・紙製品製造） 
 筒切工（紙製品） 
 転写マーク台紙断裁工 

679-12 紙手だち工 
 金箔紙裁断工 
 法造り（ほづくり）工 

679-13 紙型抜き工 
 板紙型切工 
 打抜工（印刷業） 
 型抜工（紙パッキン製造） 
 紙トムソン工 
 紙器打抜工（印刷業）  
 紙器抜型工 
 トムソン打抜工  
 抜型工（紙型品製造）  
 ポンス工（紙加工） 

679-14 製本裁断工 
 紙切断工（製本業）  
 製本裁断作業員  
 断裁工（製本）  
679-20 紙加工工 

 浮彫カレンダー工 
 織物転写マーク製造工 
 転写マーク台紙下塗り工 
 花型押工 

679-21 紙染工 
 更紗（さらさ）工 
 染料工（紙染め）  
 染料調合工（紙染め） 

679-22 型紙彫刻工 
 型切工（染型紙） 
 型彫工（織物型紙）  

 京染友禅彫刻師 
 染色用型紙彫刻工 
 染型紙彫刻工 
 染型彫刻工（紙型）  
 縮緬（ちりめん）紋彫工 
 捺染紙型製造工 
 紋紙製造工 
 紋彫工 
679-30 紙仕上工・検査工 

 紙仕上工  
 仕上工（紙器・紙製品製造）  

679-31 紙巻取工 
 紙切断巻取工 
 断裁巻取工（製紙） 
 巻替工（製紙）  
 巻取工（製紙）  
 巻取台工（段ボール製造） 
 用紙巻取作業員 

679-32 紙ミシン工 
 紙袋ミシン工 
 通帳ミシン縫工 
 ミシン縫製工（セメント袋製造）  

679-33 紙検査工 
 紙選別工 

679-34 紙器検査工 
 紙箱検査工 
 段ボール箱仕上検査工  

679-35 紙製品検査工 
 紙袋検査工 
679-99 他に分類されないパルプ・紙・紙製品製造

の職業 
 こうぞ皮剥工（製紙工場） 
 こうぞ乾燥工（製紙工場） 
 スクリーン粕取工（パルプ製造） 
 スクリーントーン製造工 
 フェザーコア製造工 
 ペーパーコア製造工 
 ペーパーハニカム製造工 
 三椏（みつまた）皮剥工（製紙） 
 三椏乾燥工（製紙） 

68 印刷・製本の職業 

681 文字組版作業員  
681-10 写真植字機オペレーター 

 写植オペレーター 
 写真植字工  
681-20 電算写植機オペレーター 

 電算写植オペレーター 
681-30 電子組版機オペレーター 
681-99 他に分類されない文字組版作業員 

 大組工（印刷業） 
 解版作業員 
 活字組版作業員 
 活版植字工 
 活版文選工 
681-XX 文字入力オペレータ（印刷業） 
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682 製版作業員  
682-10 製版作業員（電子製版を除く） 

 印刷製版工 
 カーボンティッシュ転写工 
 カーボンティッシュ焼付工  
 原版製造工 
 刷版現像工 
 刷版製版工 
 刷版転写工 
 刷版焼付工 
 植字製版工（印刷業） 
 製版焼付工 

682-11 とっ（凸）版製版作業員 
 印刷鉛版工 
 鉛版鋳込工 
 オートプレート工（製版） 
 活版鋳込工 
 紙型圧搾工 
 紙型鉛版工 

682-12 オフセット製版作業員 
 網目版製版工 
 平版製版工 

682-13 グラビア製版作業員 
 エッチャー（印刷製版） 
 金属腐蝕工（印刷製版） 
 グラビア腐蝕工 
 グラビア焼付工（製版）  
 電気銅版工 
 銅版仕上工 
 平凹版刷版腐蝕工 

682-14 スクリーン製版作業員 
 捺染用スクリーン写真製版工 
682-20 製版カメラ作業員 

 色分解撮影工（印刷・製版業） 
 印刷写真工 
 カメラマン（写真製版業）  
 カメラマン助手（写真製版業）  
 湿板写真工 
 写真製版工 
 プロセス製版工  

682-21 製版写真修正員 
 印刷写真修正工 
 写真修正員（印刷業、写真製版業）  
 写真レタッチャー（印刷写真修正） 
 プロセス製版修整工  
 レタッチ工  
682-30 版下製作作業員 

 大貼工（印刷製版） 
 デザイン版下工 
 版下工 
 フィニッシャー（印刷） 
 レイアウター（印刷：製版業） 
 割付工（写真製版） 

682-31 貼込作業員 
 転写マーク張込み工 
 張込工（製版）  

682-40 電子製版作業員 
 原色版製版工 
 三色版製版工 
 レイアウトシステムオペレーター 

682-41 カラースキャナーオペレーター 
 スキャナーオペレーター（製版業） 
682-99 他に分類されない製版作業員 

 画版工 
 図案製版工 
 転写製版工 
 転写マーク刷版工 
 ドライマット工（印刷業） 
 トリメタル工 
 ライトプロセス工 

683 印刷作業員  
683-10 とっ（凸）版印刷作業員 

 活版印刷工 
 とっ版枚葉印刷作業員 
 とっ版輪転印刷作業員 
 フレキソ印刷工 
683-20 オフセット印刷作業員 

 オフセット枚葉印刷作業員 
 オフセット輪転印刷作業員 
 平版印刷工 
683-30 グラビア印刷作業員 

 凹版印刷工 
 グラビア枚葉印刷作業員 
 グラビア輪転印刷作業員 
 美術印刷工 
683-40 スクリーン印刷作業員 

 シルク印刷工（印刷業） 
683-50 フォーム印刷作業員 

 罫（けい）線印刷工 
 ビジネスフォーム印刷工  
683-60 シール印刷作業員 

 ステッカー印刷工 
683-99 他に分類されない印刷作業員 

 印刷浮出工 
 印刷転写工 
 カーボン印刷工 
 交通標識反射材印刷工 
 刷版型取工 
 シーター工（印刷業） 
 シーリング加工工（印刷加工） 
 ステンシル印刷工 
 デコラ板印刷工 
 点字印刷工 
 転写印刷工 
 特殊印刷工 
 時計文字板印刷工 
 ネームプレート印刷工 
 バーコード印刷工 
 フィルム遮光機印刷工 
 プリント工（合板製造） 
 木版印刷工 
 木版摺工 
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683-XX 紙袋印刷工 
 カレンダー印刷工 
 金属印刷工 
 原色印刷工 
 校正刷工 
 写真版印刷工 
 新聞社印刷部員  
 刷込工（印刷機によるもの） 
 段ボール箱印刷工 
 ビニル多色印刷工 
 プラスチック印刷工 
 ブリキ印刷工 
 平圧印刷工 
 名刺印刷工 
 輪転機運転工 

684 製本作業員  
684-10 製本作業員 

 アルバム製本工 
 製本工 
 手帳製造工 
 ノート製造工 
 筐（はこ）貼り工（製本業） 
 張込工（製本業） 
 別丁はりこみ工 
 本修理人 
 ミシン縫製工（製本業） 

684-11 折り作業員 
 紙折工（製本） 

684-12 丁合作業員 
 製本丁合工 
 製本目合わせ工 

684-13 製本とじ作業員 
 糸かがり工（製本）  
 糸繰工（製本業） 
 製本糸とじ工 
 製本背とじ工 
 目通工（製本） 

684-14 表紙製造作業員 
 表紙掛工 
 表紙くるみ工 
 表紙仕上工 

684-15 製本仕上作業員 
 製本帯掛工 
 製本背固め工 
 製本ならし工 
 製本糊さし工 

689 その他の印刷・製本の職業  
689-10 印刷物光沢加工作業員 
689-11 印刷物コーティング加工作業員 
689-12 印刷物樹脂プレス加工作業員 
689-13 印刷物ラミネート加工作業員 

689-20 校正作業員 
 印刷物校正工 
 原稿整理工 
 校閲員（雑誌） 

 校正係 
 新聞社校閲部員 
 転写マーク校正工 
689-30 はく押し作業員 

 押箔工（製本）  
 金属箔はり工（製本） 
 製本箔押作業員  
 ホットスタンプ工（箔押し名入れ） 
 ホットプレス工（箔押し名入れ）  
689-40 印刷・製本検査作業員 

 印刷検査工 
 製本検査工 
 転写マーク仕上検査工 
689-99 他に分類されない印刷・製本の職業 

 印刷紙差工 
 印刷差替工 
 印刷ニス引き工 
 印刷ロール修理工 
 印刷ロール洗浄工 
 円筒研磨工（印刷業） 
 活字鋳造工  
 カレンダー組そろえ工 
 感光板製作工 
 菰（こも）印刷工 
 紙型裏貼工 
 スタッカー工（印刷業） 
 台木工 
 ＤＴＰオペレーター 
 ＤＴＰデザイナー 
 捺印工（製本） 
 ノンブル工 
 配色工（印刷） 
 花むしろ刷込工 
 ブロンジ印刷工 
 マックオペレーター 
 MACオペレーター 
 木材刷込工 
 ローラ工（印刷業） 

69 ゴム・プラスチック製品製造の職業 

691 原料ゴム加工工  
691-10 原料ゴム加工工 

 ＳＰラバー製造工 
 エボナイト工 
 ゴム処理工 
 ゴム製造工 
 ゴム溶解工 
 フォームラバー製造工 

691-11 原料ゴム前処理工 
 原料ゴム裁断工 
 生ゴム切断機工 
 生ゴム洗浄工 

691-12 原料ゴム薬品配合工 
 ゴム原料混合工  
 ゴム添加剤調合工 
 ゴム配合工 
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 薬品配合工（ゴム工業） 
691-13 原料ゴム練工 

 ゴム精練工 
 ゴム素練工  
 ゴム練工 
 熱入工（ゴム製品製造） 
 ロール工（ゴム製造）  

691-14 原料ゴム混合工 
 ゴム混合工 
 ゴム混合溶解工 
 ゴムミキサー工 
 ゴムロール捏和工 
 混練工（ゴム） 
 粗混ゴム工 
 バンバリー工（ゴム製造）  

691-15 原料ゴム圧延工 
 カレンダー工（ゴム製品）  
 ゴム圧延工 
 ゴム型付ロール工  
 ゴムシートカレンダー工 
 ゴム分出工 
 ゴムロール工 
691-XX 天然ゴム工 

692 ゴム製品製造工  
692-10 ゴム製品成形工（タイヤ成形を除く） 

 ウレタンゴム成形工 
 エボナイト成形工 
 オイルシール成形工（ゴム製） 
 硬質ゴム成形工 
 合成ゴム成形工 
 ゴム型入工 
 ゴム玩（がん）具成形工 
 ゴム靴成形工 
 ゴム靴底成形工 
 ゴムスポンジ成形工 
 ゴム人形成形工 
 ゴム履物成形工  
 ゴムベルト成形工 
 ゴムホース成形工 
 ゴムボール成形工 
 スポンジ成形工 
 プレス成形工（ゴム製品製造） 

692-11 ゴム押出成形工 
 押出工（ゴム製品製造）  
 ゴム管押出し成形工 
 自転車中袋工 
 チャンネル成形工（ゴム製溝形パッキン） 
 チューブ押出工 

692-12 ゴム浸せき（漬）成形工 
 ゴム手袋成形工 
 ゴム風船成形工 

692-13 ライニング成形工 
 ゴムライニング工 

692-14 アセンブル成形工 
 合わせ型製品成形工（ゴム製品製造） 
 張付型製品成形工（ゴム製品） 

692-15 ゴム形付工 
 段付け工（ゴムベルト製造） 
692-20 タイヤ成形工 

 型付ロール成形工（タイヤ製造） 
 シーティング工（タイヤ製造） 
 自転車タイヤ成形工 
 自動車タイヤ成形工 
 タイヤケース張工 
 タイヤゴム張工 
 トレッド工（タイヤ製造） 
 フォーミング工（タイヤ製造） 
692-30 加硫工 

 エボナイト加硫工 
 加硫ゲージ工 
 加硫プレス工（ゴム製品製造） 
 ゴム加硫工 
 ゴム蒸熟工 
 ゴム熱盤工 
 ゴム蒸工 
 ゴム硫化工 
 ゴム和硫工 
 タイヤ加硫工 
 チューブ加硫工 
 熱加硫工（ゴム製品製造） 
 プレス加硫工 
 ベルト加硫工 
 ホース加硫工 
 焼付加硫工（ゴム） 
692-99 他に分類されないゴム製品製造工 

 編掛工（ゴムホース製造） 
 編組工（ゴムホース製造） 
 糸ゴム加工工 
 エボナイト切削加工工 
 エボナイト羽布磨工 
 研磨工（ゴム製品製造） 
 ゴム印鋳造工 
 ゴム加工工 
 ゴムテープ製造工 
 ゴム履物裏布工 
 ゴム被鉛工 
 ゴムホース布巻工 
 切削工（ゴム製品） 
 タイヤ修理工 
 釣込工（ゴム製品製造） 
 吊込工（ゴム履物製造）  
 テーブルゴムプレス工 
 ひも付け工（ゴム靴） 
 表面処理工（ゴム部品） 
 部品ばり取工（ゴム） 
 ブレード工（ゴムホース製造） 
 ラッピング工（ゴムホース製造） 
 ワイヤービード加工員 
692-XX 糸ゴム製造工 

 エアーバック製造工 
 オイルシール製造工（ゴム製） 
 オーリング製造工 
 カンバスシューズ製造工（ゴム底付を行

うもの）  
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 空気ばね製造工 
 航空機用チューブ製造工 
 更生タイヤ製造工 
 ゴム靴製造工 
 ゴムスリッパ製造工 
 ゴム草履製造工 
 ゴムチューブ製造工 
 ゴム長靴製造工 
 ゴムパッキン製造工 
 ゴム筆製造工 
 ゴムベルト製造工 
 ゴムホース製造工 
 コンベアゴムベルト製造工 
 自転車チューブ製造工 
 自動車チューブ製造工 
 総ゴム手袋製造工 
 タイヤ工 
 タイヤ再生工 
 タイヤ製造工 
 タンクシール製造工（ゴム製） 
 乳首製造工 
 バックナー製造工（ゴム袋） 
 バット製造工（防振用ゴム） 
 バルブ製造工（ゴム製） 
 ビーチサンダル製造工（ゴム製） 
 Ｖベルト製造工（ゴム製） 
 防舷材製造工（ゴム製） 
 防振ゴム工 
 ホース製造工 
 指サック製造工 
 ラップ板製造工（ゴム製） 
 ラテックス製品製造工 
 ラバーシール製造工 
 レインシューズ製造工（ゴム製） 

693 プラスチック製品成形・加工工  
693-10 プラスチック成形工 

 インフレ成形工 
 植木鉢成形工（プラスチック製） 
 うちわ骨製造工（プラスチック製） 
 ＦＲＰ成形工 
 回転成形工 
 可塑物成形工 
 カップ製造工（プラスチック製品） 
 カラーキーパー成形工 
 ガラス中間膜製造工 
 繰抜工（合成樹脂） 
 合成紙製造工 
 合成樹脂スリッパ甲部成形工  
 合成樹脂製品成形工 
 採血器製造工（プラスチック製） 
 自動車用ガラス中間膜製造工 
 浄化槽成形工（プラスチック製） 
 真空成形工（プラスチック製品） 
 スチレンペーパー製造工 
 スラッシュ成形工 
 製板工（プラスチック板） 
 繊維強化プラスチック成型工 

 注型工（プラスチック製品製造） 
 電気モールド製造工（プラスチック製） 
 トランスファー成形機工（合成樹脂製品

製造） 
 ナイロンシート製造工 
 ナイロンスポンジ成形工 
 パイプ製造工（塩化ビニル） 
 ハンドル成形工（自動車ハンドル） 
 ＰＰ成形工（ポリプロピレン製品） 
 ＰＰパイプ製造工 
 ＰＶＣ成形工 
 ビニルシート製造工 
 ファスナー務歯成形工（プラスチック製） 
 フィルム生地工 
 フィルム板製造工 
 フィルムベース製造工（磁気テープ、映

画・写真用）  
 吹込成形工（プラスチック） 
 プラスチック型打造形工 
 プラスチック製食器製造工 
 プラスチック製吊り革成形工 
 プラスチック製時計側成形工 
 プラスチック中空成形工 
 プラスチックフィルム製造工 
 プラスチックホース成形工 
 プラスチックボ－ド製造工 
 プラモデル材料成形工 
 ブロー成形工 
 フローモルダー工 
 ポリバス製造工 
 ポリ袋製造工 
 万年筆軸成形工 
 ラクトボタン製造工 
 ラケット成形工（プラスチック製） 
 レジン歯成形工（樹脂製） 

693-11 プラスチック手造り成形工 
 可塑物手造り成形工 

693-12 プラスチック射出成形工 
 インジェクション成形工（合成樹脂製品

製造） 
 合成樹脂製品射出成形工 
 ビニル靴製造工（射出成形による） 
 ファスナースライダー射出工（プラスチ

ック製） 
 ファスナーチェーン射出工 
 プラスチック製サンダル製造工（射出成

形によるもの） 
693-13 プラスチック圧縮成形工 

 圧搾工（プラスチック製品製造） 
 可塑物圧搾工 
 可塑物型押工 
 可塑物製板工 
 可塑物プレス成形工 
 紙クロス型押工(ビニルレザークロス製造) 
 玩具プレス工（プラスチック製）  
 合成樹脂製品圧縮成形工 
 コンプレッション工 
 パワープレス工（プラスチック製品製造） 
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 プラスチック型押工 
 プラスチックレンズ製造工 
 プレス工（プラスチック製品製造）  
 ベークライト成形工 

693-14 プラスチック押出成形工 
 雨どい（樋）製造工（プラスチック製） 
 可塑物押出工 

693-15 プラスチック冷間成形工 
 可塑物冷間成形工 

693-16 プラスチック熱成形工 
 加圧熱成形工 
 真空熱成形工 

693-17 プラスチック発泡成形工 
 ウレタン発泡工 
 スタイロフォーム製造工 
 プレス工（発泡スチロール） 
 プレホーム工（キャップシール製造） 
 ポリウレタンフォーム製造工 

693-18 プラスチックロール圧延工 
 可塑物ロール圧延工 
 ロールカレンダー工（プラスチック製品

製造） 
693-20 積層成形工 

 ＦＲＰ船積層工 
 ＦＲＰ船舶船体成形工 
 積層工（浄化槽製造） 
 積層板貼合わせ工 
 デコラ積層板製造工 
 デコラ張合工 
 デコラ板研磨工 
 デコラ板仕上工 
 デコラ板製造工 
 塗布工（漆：金銀糸製造） 
 プラスチック化粧板（積層板）製造工  
 ベークライト積層板工 
 ホットプレス工(プラスチック積層板製造) 
 ポリエステル化粧板製造工 

693-21 プラスチックライニング工 
 合成樹脂ライニング工 
 紙熱工 
693-30 プラスチック切削機械工 

 可塑物切削機械工 
 切削工（プラスチック）  
 挽物工（プラスチック製品製造） 
 フライス盤工（可塑物製品製造） 
 プラスチックき地工（成形） 
 プラスチック切削工 
 面取工（プラスチック製品製造） 
 ルーター工（プラスチック製品） 

693-31 プラスチック旋盤工 
693-32 プラスチックボール盤工 

 孔明工（プラスチック製品製造） 
693-40 プラスチック研磨工 

 可塑物研磨工 
 がらみがき工（プラスチック製品製造） 
 グラインダー工（プラスチック製品製造） 
 サンドブラスト工（プラスチック製品） 
 プラスチックき地工（研磨） 

693-41 プラスチックバフみがき工 
 可塑物バフ研磨工 
 プラスチック製品羽布磨き工  
 ベークライト羽布磨き工 
693-50 プラスチック接合工 

 圧着工（プラスチック製品成形） 
 電気接着工（プラスチック製品製造）  
 電気溶接工（プラスチック製品製造） 
 ビニル接着工 
 プラスチック靴接合工 
 プラスチック袋製造工 
 ポリエチレン袋製造工（接合作業を行う

もの） 
 溶接工（塩化ビニル加工） 

693-51 高周波ウェルダー工 
 ウエルダー機運転工（プラスチック製品

製造） 
 サラン高周波加工工 
 ビニル溶接工（高周波ウェルダー） 
 溶着工（超音波溶着） 

693-52 高周波ミシン工 
 ビニルミシン工（高周波加工） 
 ミシン縫製工（高周波）  
693-60 プラスチック裁断工 

 打抜工（プラスチック製品製造） 
 プラスチック製品切断工 
 偏光板切断工（プラスチック） 
 ボタン生地裁断工（プラスチック製） 
 丸鋸工（プラスチック製品製造） 
693-XX ＧＲＰ（ガラス繊維強化プラスチック）

加工工 
 製袋機操作員（プラスチック製品製造） 
 プラスチック製品加工工 
 プラスチック製品成形工 
 ベーク板加工工 
 ベークライト加工工 
 ポリエチレン製品加工工 

699 その他のゴム・プラスチック製品製造の職業 
699-10 ゴム・プラスチック塗布工 

 可塑物塗布工 
 軍手ビニル塗布工 
 コーティング工（ゴム引布） 
 ゴム圧延塗布工 
 ゴムシート工 
 ゴム塗布工 
 ゴム引工 
 ゴム引布製造工 
 絶縁樹脂塗布工 
 ラミネート加工工(ビニールフィルム製造) 
 ラミネート工（ゴム・プラスチックの塗布） 

699-11 ゴム・プラスチック防水加工工 
 ゴム防水加工工 
 レインコート塗布工 
699-20 ゴム裁断工 

 可塑物裁断工 
 生地裁ち工（可塑物製品製造）  
 ゴムコード裁断工 
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 ゴムシート裁断工 
 ゴム板裁断工 
 ゴム引布裁断工 
 ゴムベルト裁断工 
 スリッター工（ゴム製品製造） 
 ビニル裁断工 
 庖裁工（ビニル製品） 
 ポリエチレン袋製造工（裁断作業を行う

もの） 
699-21 ゴム切断工 

 可塑物鋸切工 
 ゴムひも製造工（ゴム切断） 
 パッキン切断工（ゴム製品）  
 ベルト切取工（ゴム製品製造） 

699-22 ゴム型抜工 
 可塑物打抜工 
 型抜工（ゴム製品製造）  
 ゴム打抜工 
 ゴム製品型抜工 
699-30 ゴム接合工 

 ゴム靴縫付工 
 ゴム電気溶接工 
 ゴム引布縫製工 
 スプレッダー工（ゴム製品製造） 
 布継工（ゴム製品製造） 
 ミシン縫製工（ゴム引布製衣服） 

699-31 ゴム焼付工 
 ゴム焼工 
 チューブ焼付工 

699-32 ゴムはり工 
 ゴム靴底付工 
 ゴム靴貼合わせ工 
 ゴムシート貼り工 
 ゴムテープ貼り工 
 ゴム履物糊付け工 
 地下足袋底付工 
699-40 原料プラスチック処理工 

 可塑物原料ロール工 
 合成樹脂混練工 
 合成樹脂粉砕工 
 バンバリーミキサー工（合成樹脂） 
 プラスチック混練り工 
 溶解工（プラスチック工業） 
699-50 ゴム・プラスチック製品仕上工・検査工 

 ガス管仕上工（ゴム製品） 
 可塑物製品仕上工 
 カレンダー糊付工（タイヤ製造） 
 クラッシュパット仕上工 
 ゴム靴仕上工 
 ゴム靴仕上糊付工 
 ゴム製オイルシール仕上工 
 ゴム製品カレンダー工 
 ゴム製品仕上工 
 ゴム足袋仕上工 
 ゴム爪皮仕上工 
 ゴム履物仕上工 
 ゴムホース仕上工 
 ゴムまり仕上工 

 タイヤ仕上工 
 チューブ仕上工 
 手袋仕上工（ゴム製） 
 手袋仕上工（ビニル製） 
 パネライト仕上工 
 ビニルレザークロス仕上工 
 フィルム穿（せん）孔工 
 プラスチック細工仕上工 
 プラテンゴム胴仕上工 
 ベルト仕上工（ゴム製品製造） 

699-51 ゴム製品検査工 
 ゴム製函検査工 
 ゴム製品選別工 
 ゴム履物検査工 
 タイヤ検査工 
 チューブ検査工（ゴム製品） 
 バンド検査工（ゴム製品） 
 ベルト検査工（ゴム製品） 

699-52 プラスチック製品検査工 
 可塑物製品検査工 
 デコラ板検査工 
 時計側検査工（プラスチック製） 
 フィルム検査工 
 フィルムベース検査工 
699-99 他に分類されないゴム・プラスチック製品

製造の職業 
 アコーディオンカーテン組立工(ビニル製) 
 印押工（ゴム靴） 
 浮子（うき）製造工（ナイロン樹脂製） 
 エアーキャップ製造装置運転員（プラス

チック製品製造） 
 ＦＲＰパネル水槽組立工 
 エンボス加工工（ビニルシート） 
 エンボスシート工 
 カーペット製造工（ビニル製） 
 可塑物細工工 
 可塑物彫刻工 
 管巻取工（プラスチック製品製造） 
 グラスロッド製造工（釣竿製造） 
 グロスアイロン掛工（釣竿製造） 
 化粧品容器組立工（プラスチック製） 
 血液パック組立工 
 碁石製造工（プラスチック製） 
 合成樹脂彫刻工 
 ゴム裏糊引工 
 ゴム刷り込み工 
 ゴム製品ばり取工 
 ゴム糊製造工 
 再生ゴム製造工  
 浄化槽組立工（プラスチック製） 
 タイヤ焼付工 
 ダッシュボード製造工 
 彫刻工（プラスチック）  
 テープ製造工（ビニル製） 
 時計側組立工（プラスチック製） 
 時計バンド製造工（プラスチック製） 
 ナイロンテーブルクロス製造工 
 ネームプレート製造工（プラスチック製） 
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 糊引工（タイヤ・地下足袋製造） 
 歯車製造工（プラスチック製） 
 パレット製造工（プラスチック製） 
 絆創膏製造工（ビニル製） 
 引伸工（フィルム製造） 
 ビニルかご編工 
 ビニルテープ製造工 
 ビニル風呂敷製造工 
 ビニルレース製造工 
 プラスチック磁気カード塗布工 
 プラスチック製品組立加工工 
 プラスチック製品ばり取工 
 プラスチック着色工（成形業） 
 プラスチック彫刻工 
 プラスチックフィルム巻取工 
 フロック加工工（ゴム、プラスチック） 
 ホース鋼線巻工 
 ホース巻工（ラップドホース製造） 
 ボタン製造工（プラスチック製） 
 ボタン染色工（カゼインプラスチック製） 
 ボビン製造工（プラスチック製） 
 ポリエステル化粧板紙はり工 
 眼鏡枠芯張り工  

70 革・革製品製造の職業 

701 製革工  
701-10 製革準備工 

 原皮裁断工 
 水漬軟化工（製革） 
 水洗脱灰工（製革） 
 与湿工（製革） 

701-11 原皮水戻し工 
 塩もどし工（製革） 
 フレッシング工（製革） 

701-12 製革脱毛工 
 毛抜工  
 石灰漬脱毛工（製革） 

701-13 製革裏ごし工 
 石摺工（製革） 
 裏打工（製革） 
 裏漉工（製革） 
701-20 なめし工 

 タンニン工（製革） 
 中和工（製革） 
 鞣工（製革） 
 レタニング工（製革） 

701-21 皮なめし工 
 革クロム仕上工 
 皮鞣工 
 クロムなめし工 
 鞣（なめし）皮工 

701-22 毛皮なめし工 
701-30 製革仕上工 

 味付工（製革） 
 味取工 
 圧搾伸張工（製革） 

 加脂工 
 革ガラス張仕上工 
 革仕上工 
 乾燥工（製革）  
 毛皮漂白工 
 しぼ付工（製革） 
 スエード工（製革） 
 整皮工 
 塗布工（製革） 
 ネット張り工（鞣革製造） 
 皮革油引工 
 皮革伸展工 

701-31 製革裏削工 
701-32 製革染色工 

 皮染工 
 革着色工 
 皮革染色工  

701-33 製革つや出し工 
 革艶出し工  
 バフィングマシン工 
 皮革つや出し工  
 ブラッシング工（製革） 
 ペースト工（皮革製造） 
 へら掛工（製革） 
 ロール掛工（製革） 
701-XX 毛皮工 

 製皮工 
 皮革製造工 

702 靴製造工・修理工  
702-10 革靴製造工 

 ウエルト工（製靴） 
 かかと積上げ圧搾工 
 革靴かかと付工 
 革靴縫製工 
 革靴ミシン掛工 
 革製深靴製造工（ブーツ） 
 機械靴型嵌（はめ）工  
 キャラバンシューズ製造工 
 靴型入工 
 靴工 
 靴製造工（革靴・ケミカルシューズ）  
 靴底型出工  
 靴部分縫製工（革靴・ケミカルシューズ）  
 ケミカルシューズゴム付工 
 ケミカルシューズ製造工 
 合成樹脂製靴製造工 
 合成皮革靴製造工 
 こば削工 
 ゴム付け工（革靴・ケミカルシューズ）  
 心革工 
 スキー靴製造工（皮製） 
 スパイクシューズ製造工 
 製靴くぎ打工 
 製靴工（皮革製） 
 製靴見習（革製品） 
 チャンネル工（製靴） 
 吊込工（製靴） 
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 手縫靴職 
 登山靴製造工 
 中底溝切工 
 ビニル裁断工（ケミカルシューズ） 
 プラスチック靴縫製工（ケミカルシュー

ズなど） 
702-11 革靴採寸・裁断工 

 型入工（革靴製造） 
 型抜工（革靴製造） 
 靴革採寸工 
 靴革裁断工 
 靴プレス裁断工 
 甲裁断工（革靴・ケミカルシューズ） 
 底裁断工（革靴・ケミカルシューズ） 

702-12 革靴製甲工 
 機械折込工（製靴） 
 機械飾縫工（製靴） 
 甲革飾り線引工 
 甲皮工 
 甲漉工（製靴） 
 甲縫工（革靴・ケミカルシューズ） 
 製甲工（革靴製造）  
 製甲ミシン縫工 
 縁漉工（製靴） 

702-13 革靴底付工 
 アリアン工（製靴） 
 裏付工（製靴） 
 ステッチ工（製靴） 
 手縫工（製靴） 
 リンキング工（革靴製造） 

702-14 革靴仕上工 
 クライマー塗工（革靴製造） 
 こばみがき工 
702-20 革靴修理工 

 靴底付修理工 
 靴直し工 
 靴修繕人 
702-30 革スリッパ製造工  

 合成樹脂スリッパ製造工 
 スリッパミシン掛工（皮革・ビニル製） 
 履物底はり仕上工（革スリッパ） 
 皮革スリッパ製造工  
 ビニルスリッパ製造工 
 ビニルスリッパ底のり付工 
702-40 革サンダル製造工 

 かかと付工（革サンダル製造） 
 革製草履製造工  
 ケミカルサンダル製造工 
 底付工（革サンダル製造）  
 底はり仕上工（革サンダル製造） 
 ビニル裁断工（サンダル製造） 
 ビニルサンダル製造工 
702-XX ミシン縫製工（靴・スリッパ・サンダル） 

709 その他の革・革製品製造の職業  
709-10 革裁断工 

 革型入裁断工（靴・袋物・衣服・運動具
を除く） 

709-20 革打抜き工 
 革型打抜工（靴・袋物・衣服・運動具を

除く） 
 繰抜工（靴・袋物・衣服・運動具を除く） 
709-30 革縫製工 

 革製品縫製工（靴・袋物・衣服・運動具
を除く） 

 革手袋縫製工 
 ミシン縫製工（靴・袋物・衣服・運動具

を除く） 
 持手縫合せ工（靴・袋物・衣服・運動具

を除く） 
709-40 革具加工工 

 鞍嚢（あんのう）製造工 
 革具成形工（靴・袋物・衣服・運動具を

除く） 
 革シート製造工 
 革製品加工工 
 革砥（と）製造工 
 革パッキン製造工 
 革ひも製造工 
 革ローラー製造工 
 首輪製造工（かわ製） 
 自転車用サドル革製造工 
 畜犬具製造工（革製） 
 吊革製造工 
 時計バンド製造工（革製） 
 馬具製造人（革製） 

709-41 革ベルト製造工 
 革バンド製造工 
 ベルト切取工（革製） 
709-50 革・革製品検査工 
709-51 毛皮選別工 
709-52 靴検査工 

 製靴検査工 
709-99 他に分類されない革・革製品製造の職業 

 靴ひも通し工（革靴・ケミカルシューズ） 
 蒸製皮革粉製造工 
 漉割工（皮革加工） 
 スタンピング工（皮の模様付け） 
 接合工（皮革製品製造） 
 染料調合工（革染め） 
 染料調色工（革染め）  
 手袋仕上工（皮革製） 
 鞣剤調合工 
 皮革接合工 
 ボタン付工（革手袋）  
 ろうけつ染工（皮革製品製造） 
709-XX 革製帽子製造工 

 革手袋製造工 
 革鼻緒製造工 
 靴敷革製造工（革製）  
 帽体製造工（革製） 
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71 装身具等身の回り品製造の職業 

711 かばん・袋物製造工  
711-10 かばん・袋物製造工 

 アタッシュケース製造工 
 印鑑サック製造工 
 塩化ビニル樹脂鞄製造工 
 買物袋製造工 
 抱え鞄製造工 
 型押工（皮製袋物製造） 
 楽器ケース製造工 
 鞄かしめ工 
 かばん・革袋仕立工  
 かばん製造工 
 かばん・袋物修理工 
 革鞄製造工 
 皮ケース製造工 
 革製袋物製造工 
 財布製造工 
 札入れ製造工 
 書類入れ鞄製造工 
 ショルダーバッグ製造工 
 信玄袋製造職 
 スーツケース製造工 
 スポーツバッグ製造工 
 底付工（鞄製造） 
 定期券入れ製造工 
 手提鞄製造工 
 手提袋製造工 
 トランク製造工 
 布鞄製造工  
 はこせこ製造工 
 バッグ補修工 
 ハンドバッグ製造工 
 ビーズ財布製造工 
 ビーズハンドバッグ製造工 
 皮革袋物加工工 
 ビニル鞄製造工 
 ビニル袋ひも通し工 
 ファイバートランク製造工 
 袋物製造工 
 ボストンバッグ製造工 
 ボタン付工（ビニル袋） 
 名刺入れ製造工 
 眼鏡入れ製造工 
 免許証入れ製造工 
 ランドセル製造工 
 リュックサック製造工 

711-11 かばん・袋物裁断工 
 鞄布地裁断工 
 革裁断工（袋物製造） 
 材料裁断工（鞄・袋物製造）  

711-12 かばん・袋物縫製工 
 鞄縫製工 
 ケースミシン掛け工 
 ショッピングバッグ縫製工 

 ハンドバッグ縫製工 
 ファスナー付工（鞄、袋物） 
 袋縫合工（袋物） 
 ボタン取付工（袋物製造） 
 ミシン縫製工（鞄、袋物） 
 リュックサック縫製工 

711-13 かばん・袋物組付・仕上工 
 革袋仕上工 
 キャディーバッグ組立工 
 トランク組立工 

712 がん具製造工  
712-10 がん具組立工 

 おもちゃ製造工 
 ガラス製玩具組立工 
 玩具楽器組立工  
 玩具工  
 玩具仕上工 
 郷土玩具組立工 
 金属玩具組立工  
 ゴム製玩具組立工 
 ダートボード製造工 
 竹製玩具工 
 陶磁器製玩具組立工 
 動物玩具工 
 布製玩具製造工 
 白板製造工（玩具） 
 布帛（はく）玩具組立工  
 部品取付工（金属玩具製造） 
 ミニカー組立工 
 木製玩具組立工 
 模型玩具製造工 

712-11 プラスチックがん具組立工 
 プラモデル製造工(一部組立てられたもの) 
712-20 人形製造工 

 五月人形組立工 
 ゴム人形製造工 
 趣味人形製造工 
 手足師（人形製造） 
 人形着付師 
 人形組立工 
 ぬいぐるみ製造工（布帛玩具） 
 プラスチック製人形組付工 
 フランス人形組立工 
 木毛詰工（布帛玩具製造） 

712-21 人形頭師 
 人形髪付師 

712-22 人形胴付師 
712-30 がん具際物製造工 

 祝飾物製造工 
 押絵職（羽子板）  
 押絵羽子板製造工 
 きわ物師（人形製造） 
 こいのぼり製造工 
 小道具製造工（ひな人形製造） 
 だるま製造工（紙製） 
 羽子板木地製造工 
 羽子板製造工 
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 破魔矢製造工 
 雛具製造工 
 弓破魔製造工 
712-40 児童用乗物製造工 

 子供自動車組立工 
 子供二輪車製造工 
 子供用スクーター組立工 

712-41 三輪車製造工 
712-42 乳母車製造工 

 ベビーカー（乳母車）組立工 

713 ちょうちん・うちわ製造工  
713-10 ちょうちん製作工 

 提燈仕上工 
 提燈修理工 
 提灯貼職  
 釣燈職 
713-20 うちわ製作工 

 団扇製造職 
 団扇はり工 
 渋団扇製造職 
713-30 せんす製作工 

 扇子折師 
 扇子要打職 
 扇子仕上工 
 扇子貼り職 
 扇子骨組立工 
713-40 和傘製作工 

 油引工（和傘製造） 
 からかさ製造人 
 和傘糸かけ工  
 和傘仕上工 
 和傘修理人 
 和傘張工  
 和日傘製造工 
713-50 ぼんぼり製作工 

 行灯（あんどん）製造工 
 雪洞（ぼんぼり）製造工 

714 ほうき・ブラシ製造工  
714-10 ほうき製作工 

 座敷ぼうき製造工 
 棕梠ぼうき製造工 
 羽根ぼうき製造工 
 ブルーム製造工 
 ほうき仕上工 
714-20 ブラシ製造工 

 棕梠ブラシ製造工 
 デッキブラシ製造工 
 ビニルブラシ製造工 
 ブラシ仕上工 
 ブラシ植毛工 
 ブラシ整毛工 
 棒ブラシ製造工 

714-21 歯ブラシ製造工 
714-22 針金ブラシ製造工 

 ワイヤブラシ製作工 

714-23 はけ製造工 
 鋳物刷毛製造工 
 刷毛製造工  
714-30 たわし製造工 

 棕梠たわし製造工 

715 漆器工  
715-10 漆工 

 会津塗工 
 一閑張職 
 漆上塗工 
 漆こし人 
 漆通し人 
 漆塗上工 
 漆塗工 
 金属漆器工 
 硬質漆器工 
 春慶塗工 
 膳・椀漆塗物工 
 津軽塗工 
 塗布工（漆：漆器製造） 
 塗料調合工（漆器製造） 
 塗料調色工（漆器製造）  
 塗料燒付乾燥工（漆器製造） 
 吹付塗装工（漆器製造） 
 仏壇漆塗師 
 仏壇塗師 
 丸物漆器工 
 丸物塗工  
 木製漆器工 
 輪島塗工 

715-11 漆器下地塗工 
 一閑張下地製造工 
 位牌下地工 
 漆下塗工 
 漆塗下地工 
 空研工（漆器製造） 
 錆付工（漆器製造） 
 錆研工（漆器製造） 
 下地漆吹付工 
 下地工 
 墨消工（漆器製造） 
 炭消工（漆器製造） 
 炭研工（漆器製造） 
 整形錆付工（漆器製造） 
 胴摺工（漆器製造） 
 中研工（漆器製造） 

715-12 すり漆工 
 漆すり工 

715-13 漆器つや上工 
 漆器研ぎ出し工 
 艶（つや）上工（漆器製造） 
 磨工（漆器製造） 
 呂色工 
715-20 漆器加飾工 

 金箔張り工（漆器製造） 
 金箔張り工（仏壇製造） 
 金粉塗装工（仏壇製造） 
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 蒟醤（きんま）製造工 
 漆器金地工 
 スタンピング工（漆器製造） 
 砂子細工職 
 堆朱製造工 
 箔置師（仏壇製造） 
 箔押工（漆器製造） 
 描金師 

715-21 沈金師 
 沈金箔入工 
 沈金彫師 
 箔押沈金工 

715-22 まき絵師 
 下駄台蒔絵工 
 塗下駄蒔絵職 
715-98 漆器工見習 

 蒔絵師見習 
715-XX 漆器製造工 

 籃（らん）胎漆器製造工 

716 貴金属・宝石・甲・角細工工  
716-10 貴金属細工加工工 

 カップ製造工（貴金属製品） 
 貴金属細工工 
 貴金属装身具製造工 
 貴金属彫刻工 
 金銀加工工 
 金銀器製造工 
 金銀盃製造工 
 鎖製造工（貴金属製品製造） 
 琥珀装身具製造工 
 装身具仕上工（貴金属製） 
 装身具製造工（貴金属製） 
 玉通し工（貴金属加工） 
 白金加工工 
 ボタン製造工（貴金属製） 
 指輪製造工（貴金属） 

716-11 貴金属細工師 
 貴金属象眼（嵌）師 
 貴金属鎚金工 
 貴金属挽物職 
 金銀錺職 
 金銀細工師 
716-20 宝石細工加工工 

 石はり工（貴金属細工） 
 貴石機械工 
 貴石研磨工 
 軸受石製造工（時計製造） 
 数珠編工（水晶製） 
 人造宝石加工工 
 人造宝石首飾り製造工 
 人造宝石細工工 
 水晶穴あけ工 
 水晶加工工 
 宝石加工仕上工 
 宝石研磨工 
 宝石細工工 

716-21 ダイヤモンド細工工 
 ウイル研磨工（ダイヤモンド） 
 貫通工（ダイヤモンド） 
 ダイヤモンドダイス製造工 
 ボーリング工（ダイヤモンド） 
 ポリッシング工（ダイヤモンド） 

716-22 真珠加工工 
 真珠穴あけ工 
 真珠裏張工 
 真珠裏丸め工 
 真珠加工選別工 
 真珠染色工 
 真珠点付工 
 人造真珠加工工 
 玉通工（真珠加工） 

716-23 さんご加工工 
 珊瑚細工工 

716-24 水晶研磨工 
 水晶荒ずり工 
 水晶胴ずり工 
 水晶張付工 
 水晶みがき仕上工 
716-30 甲・角・貝・きば細工工 

 青貝細工工 
 印材工（角加工） 
 貝細工工 
 貝杓子製造工 
 貝摺工 
 貝彫刻工 
 貝ボタン製造工 
 研磨工（貝細工品製造） 
 甲・角・貝・牙製玩具工 
 裁断工（貝細工） 
 仕上工（貝細工品製造） 
 白碁石製造工（貝製） 
 淡貝細工工 
 角細工工 
 角挽物工 
 撞（どう）球製造工 
 羽布研磨工（甲・角細工） 
 ボタン製造工（骨・角・貝がら製） 
 ボタン染色工（骨・角・貝がら製） 
 骨細工工 
 麻雀牌製造工（骨製） 
 螺鈿（らでん）職 
716-XX アクセサリー製造工 

717 印判師  
717-10 印判工 

 印鑑製造人 
 印章工 
 水晶印判師 
 木判工 

717-11 印判彫刻師 
 印刻師 
 印章彫刻工 
 印判てん刻工 
 篆（てん）刻師 
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717-20 スタンプ製造工 
 ゴム印組立工 
 ゴム印工 

717-21 ゴム印彫刻工 
 印刷用ゴム版彫刻工 
717-98 印判工見習 

 印判製造見習 

718 模型・模造品製作工  
718-10 模型製作工 

 金属製模型組立工 
 クレイモデラー（自動車製造） 
 ゴム模型工 
 木製模型工 
 模型製作助手 

718-11 標本模型製作工 
 解剖標本作製員 
 人体模型工 

718-12 食品模型製作工 
 食品サンプル製造工 
 食品見本模型工 

718-13 乗物模型製作工 
 鋼船模型工 

718-14 地理模型製作工 
 立体地図工 
718-20 小道具製作工 

 小道具係（映画、演劇） 
718-30 マネキン人形製作工 

 ボディー（人台）製造工 
 マネキン製作工 
718-40 かつら・ヘアピース製作工 

 かつら製造工 
 毛植工 
 ヘアピース製造工 
718-99 他に分類されない模型・模造品製作工 

 型打工（造花） 
 義肢製造工 
 義肢装具製作工 
 コルセット製造工（医療用） 
 造花製造工 
 ドライフラワー製造工 
 剥製製造工 
 花輪製造工 
 バラン製造工（ビニル製葉蘭） 
 補装具製作工 

719 その他の装身具等身の回り品製造の職業  
719-10 楽器製造工 

 アクション組立工（ピアノ）  
 アコーディオン組立工 
 エレクトーンサラン張り工（楽器製造） 
 オルガン組立工 
 オルゴール製造工 
 オルゴール調律師 
 楽器音響試験工 
 楽器組立工 
 楽器検査工 

 楽器修理工 
 楽器調律工 
 管楽器検査工 
 管楽器製作工  
 ギター組立工 
 響板工（楽器製造） 
 弦楽器製作工 
 鍵盤仕上工（ピアノ） 
 琴三弦修理工 
 琴製作工 
 三弦製作工 
 尺八製造職 
 太鼓組立工 
 打楽器製作工  
 竹笛製造工 
 タンバリン組立工 
 電気オルガン組立工 
 電気楽器製作工 
 電子・電気楽器組立工 
 電子ピアノ製造工 
 トランペット組立工 
 ハーモニカ製造工 
 バイオリン製造工 
 ピアノ音響調整工 
 ピアノ組立工 
 ピアノ修理工 
 ピアノ部品加工工 
 巻線工（楽器製造） 
 木琴組立工 
 木工木取工（ピアノ部品製造） 
 木工部品組立工（ピアノ部品製造） 
 リード組立工（楽器製造） 
 リード調整工 
 和楽器組立工 
719-20 洋がさ製造工 

 傘締輪製造工 
 日傘製造工（洋傘製造） 
 洋がさ組立工 
 洋がさ仕上工 
 洋がさ修理工 
 洋がさ製作工 
 洋がさ布張工 
 洋がさ骨組立工 
719-30 筆記用具製造工 

 シャープペンシル製造工  
 ボールペン製造工 
 マーキングペン製造工 

719-31 万年筆組立工 
 万年筆修理工 

719-32 鉛筆製造工 
 荒木口切工（鉛筆製造） 
 鉛筆刻印工 
 鉛筆芯入膠着工 
 締付工（鉛筆製造） 

719-33 毛筆製造工 
 型付工（毛筆製造） 
 心立工（毛筆製造） 
 整毛工（毛筆製造） 
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 根締工（毛筆製造） 
 筆製造工 
719-40 運動具製造工 

 運動用マット製造工 
 硬式ボール製造工 
 硬式ボール縫製工  
 ゴルフボール製造工 
 ストック製造工（グラスファイバー製：

スキー付属品）  
 体育器具組立工 
 卓球ラケット製造工 
 バット製造工（野球バット：金属製） 
 バレーボール製造工 
 フットボール製造工 
 マスク製造工（スポーツ用） 
 ミシン縫製工（革製スポーツ用品） 
 野球ボール製造工（革製） 
 野球ボール製造工（ゴム製） 
 ラケットグリップレザー巻工 

719-41 グローブ製造工 
 野球ミット製造工 

719-42 ゴルフクラブ製造工 
719-43 スキー板製造工 

 スキー板製造工（グラスファイバー製） 
719-44 トレーニング器具製造工 

 ＩＰ組立工（トレーニング用固定式自転
車製造） 

 サンドバッグ製造工（ボクシング用） 
719-45 武道具製造工 

 竹刀製作工 
 防具製造工 
719-50 喫煙具製造工 
719-51 パイプ・きせる製造工 

 きせる製造工 
 角パイプ工 
 パイプ組立工（喫煙具）  

719-52 ライター組立工  
 プラスチックガスライター組立工 
 ライター修理工 
719-60 マッチ製造工 

 硫黄付工（マッチ製造） 
 マッチ乾燥工 
 マッチ軸木浸油工 
 マッチ頭薬浸点工 
 マッチ側薬塗布工 
719-70 装身具等身の回り品検査工 

 鉛筆検査工 
 かばん検査工 
 かるた検査工 
 がん具検査工 
 漆器製品検査工 
 水晶検査工 
 トランプ検査工 
 花札検査工 
 袋物検査工 
 魔法瓶検査工 
 万年筆検査工 
 模型検査工 

719-99 他に分類されない装身具等身の回り品製
造の職業 

 馬毛製品製造工 
 絵筆穂首製造工 
 カーテンランナー製造工 
 甲冑製作人 
 画筆製造工 
 ガムテープ製造工（紙製） 
 ガムテープ製造工（布製） 
 かるた製造工 
 儀式品製造工 
 き章製造工 
 金属工芸工 
 化粧筆製造工 
 碁盤・将棋盤目盛工 
 コンパス組立工（文房具） 
 賞杯製造工（錫・アンチモニー製） 
 ハンガー製造工 
 絶縁テープ製造工（布製） 
 セロテープ製造工 
 染料調合工（羽毛染め） 
 染料調色工（羽毛染め） 
 算盤製造工 
 たも網製造工 
 注射器組立工 
 杖製造工 
 釣竿製造工（炭素繊維製） 
 刀剣さや師 
 トランプ製造工 
 花札製造工 
 羽根細工工 
 絆創膏製造工（布製） 
 ファスナー製造工（材質を問わず） 
 ファスナー務歯植付工（材質を問わず） 
 ブリッスル（ブラシ用毛材）加工工 
 ヘルメット組立工 
 防塵眼鏡製造工 
 払子（ほっす）製造職 
 盆石製造工 
 マスク製造工（防毒面） 
 魔法瓶製造工 
 モビール製造（装飾置物） 
 結納品製造人 

72 その他の製造・制作の職業 

721 内張工  
721-10 家具類内張工 

 家具内張職  
 カンバス工（家具類の内張りを行うもの） 
 タフティングマシン操作工（マットレス

製造） 
 ベッド装飾工 
 マットレス組立工 
 マットレス仕上工 
 ミシン縫製工（マットレス縫製） 
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721-11 いす張工 
 椅子内張工 
 椅子シート張り工 
 椅子張替職 
 ソファーシート張り工 

721-12 内張詰物工 
 詰物工（家具類）  
 詰め物中作工（家具類） 
 ベッド綿入工 
721-20 乗物内張工 

 幌張工 
721-21 船舶内張工 
721-22 航空機内張工 
721-23 自動車内張工 

 カーシート仕上工（座席）  
 自動車シート組立工  
 ヘッドライニング工（自動車内張り） 

721-24 旅客車内張工 
 車内椅子仕上工 
721-30 小箱おおい（被）工 

 布張工（箱製造） 
721-XX クッション工 

 スプリング組立工 
 布替工（布内張工）  
 布張工（内張業） 

722 表具師  
722-10 表具師 

 唐紙表具師 
 経師 
 軸面職 
 軸物師 
 障子貼職 
 装こう師 
 張物係（映画製作） 
 屏風はり職 
 襖貼職 
722-98 表具師見習 

723 塗装工  
723-10 塗装前処理工 

 水研工（自動車製造） 
 目止め工 

723-11 塗料調合工 
 塗料調色工 
 塗料調整工（塗装業） 

723-12 下地塗工 
 シーラー仕上工 
 パテ処理工（木地仕上げ） 
 プライマー工 
723-20 木工塗装工 

 家具塗装工 
 建具塗装工 
 履物表塗装工（木製） 
 ピアノ塗装工 
 舞台塗装工 

723-30 金属塗装工 
 エナメル焼付工（電線ケーブル製造） 
 カラートタン製造工 
 乾燥工（塗装）  
 橋梁塗装工 
 金属製品吹付塗装工 
 ケレン工（金属製品） 
 自動車塗装工 
 自動塗装機工 
 浸漬塗装工 
 静電塗装工 
 赤外線塗装乾燥工 
 船舶塗装工 
 通信機塗装工 
 鉄材塗装工 
 鉄道車両塗装工 
 電気絶縁塗装工 
 電線塗装工 
 電着塗装工 
 塗装焼付乾燥工 
 吹付塗装工（金属塗装）  
 船底塗装工 
 粉体塗装工 
 ベーキング工（塗装業） 
 ポンプ塗装工 
 ワニス塗装工 
723-40 建築塗装工 

 ウレタン吹付工（塗装工事） 
 家屋塗装工 
 建物塗装工 
 吹付工（建築塗装） 
 リシン吹付工 
723-50 塗装仕上工 

 ラッカー吹付工 
723-51 塗装着色工 

 絵付着色工（塗装業） 
 染色工（電線製造） 
 着色工（厚形スレート製造） 
723-98 塗装工見習 
723-99 他に分類されない塗装工 

 ガラス塗装工 
 金銀箔染工（金銀糸製造） 
 電球内面着色工 
 皮革製品塗装工 
 プラスチック塗装工 
723-XX エアーブラシ工 

 カバーリング工（塗装被覆） 
 コーティング工（塗装作業） 
 塗布工（蛍光塗料） 
 刷毛塗工  
 吹付塗装工 
 ペンキ塗装工 
 防蝕工（塗装） 

724 画工、看板制作工  
724-10 画工 

 意匠図案工 
 大道具画工 
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 織物意匠図案工 
 建築透視図製作人 
 建築パース製作人 
 広告美術工 
 下絵書工（織物業、図案業、紋彫業） 
 図案画工 
 線画工 
 線香上絵職 
 染色図案工 
 染型トレース工 
 テレビタイトル作画人 
 テロップ作成係 
 陶磁器絵付用デザイン係 
 パースイラストレーター 
 パースデザイナー 
 舞台背景描き人 
 ペン画工 
 ポップ広告係  
 ＰＯＰライター（スーパーなどの雇用者） 
 ＰＯＰレタラー（店頭広告ビラ書き人）  
 友禅図案画工 

724-11 印刷画工 
 転写マーク描画工（下絵） 

724-12 ポスター画工 
 ビラ書き人 

724-13 アニメーター 
 アニメーション製作工 
 デジタルアニメーション制作者 
 動画色付工 
 動画作画家 
 動画トレーサー 
 立体アニメーター 
724-20 看板制作工 

 映画タイトル書き人（看板） 
 看板書き人 
 看板図案画工 
 看板塗装工 
 タイトルライター 
 塗料調合工（看板書き） 
 塗料調色工（看板書き）  
 標識文字書き人 
 標題書士 
 ペンキ画工 
724-98 画工・看板制作工見習 
724-99 他に分類されない画工、看板制作工 

 団扇（うちわ）絵付工 
 団扇文字書工 
 上絵書き人（染色業） 
 絵画彫刻師 
 玩具彩色人 
 玩具塗り工 
 こけし彩色工 
 祭礼提灯（ちょうちん）名入工 
 扇子絵付工 
 提燈（ちょうちん）絵書工 
 提灯文字書工 
 提灯模様工 
 デジタルペインター 

 鉄道車両文字書工 
 ドットグラフィッカー 
 人形彩色工 
 羽子板彩色工 
 美術部員（映画制作） 
 襖（ふすま）紙書絵職 
 マネキン人形彩色工 
 ろうそく絵付工 
 和傘絵付工 
 和傘文字書工 

725 写真工  
725-10 写真工 

 映画現像工 
 カラープリント技術者 
 現像工 
 写真エアーブラシ工 
 写真・映像処理オペレーター 
 写真現像工 
 写真パネル製作員 
 写真引伸工 
 写真焼付工 
 電子写真工 
 フィルム現像工（写真製版業） 
 プリント工（写真焼付け） 
 マイクロフィルム現像工（写真、印刷業） 
 ラボマン（写真業） 

726 製図工、写図工  
726-10 製図工 

 機械製図工 
 機械部品製図工 
 建築製図工 
 航空機製図工 
 鉱山製図工 
 構造物製図工 
 設計技術者補助員 
 設計助手 
 船舶製図工 
 造船製図工 
 測量製図工 
 地質製図工 
 地図製図工  
 地勢製図工 
 鋳造用木型製図工 
 電機製図工 
 電気製図工 
 電気配線製図工 
 電子回路設計製図員 
 土木製図工 
 ドラフター（製図工） 
 ドローイング工（製図工） 

726-11 ＣＡＤオペレーター 
 機械ＣＡＤオペレーター 
 ＣＡＤトレーサー 
 建築ＣＡＤオペレーター 
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726-20 写図工 
 建築写図工 
 製図トレース工 
 設計トレーサー 
 地図トレーサー 
 トレーサー 
 トレース工  
726-XX 設計事務員 

727 現図工  
727-10 構造物現図工 

 鉄構現図工 
727-20 乗物現図工 
727-21 車両現図工 
727-22 造船現図工 
727-23 航空機現図工 

727-30 現図型取工 
 型板取工 

727-31 鉄鋼現図型取工 
 鉄工現図型取工 
727-99 他に分類されない現図工 

 製缶現図工 
 鉄工現図工 
 木工現図工 
727-XX 原寸工 

728 包装工  
728-10 機械包装工 

 アソート工（仕分け包装） 
 インデックス工（仕分け包装） 
 菓子包装工 
 紙包工 
 靴下結束工 
 クレヨン紙巻工 
 計量包装工 
 粉詰工 
 仕上包装工（織物製造） 
 充てん員（製薬：粉状、粒状、錠状のもの） 
 シュリンク包装工 
 食品包装機械運転工 
 製把工（干麺製造） 
 製品計装工 
 製麺結束工 
 台紙付工（ボタン） 
 茶包装工 
 ティーバッグ製造工 
 パック詰工 
 パッケージ係 
 バンドリング工（包装） 
 ヒートシール工（ポリセロファン熱密封

包装） 
 フィルム包装工 
 ブリスターパック工 
 包装ミシン工（飼料製造） 
 薬品包装工 
 ラッピング工（包装） 

728-20 箱詰・袋詰工 
 編針袋入工 
 缶入れ工 
 靴下箱詰工 
 後方係（スーパー） 
 コークス袋入工 
 スプレー充てん工 
 セメント袋詰工 
 たる詰工 
 チューブ充てん工 
 箸袋入れ人 
 花火袋づめ工 
 ビニル袋詰工 
 肥料袋詰工 
 びん詰工 
 袋詰工 
 フライアッシュ袋詰工 
 包装箱詰工 
 薬品箱詰工 
728-99 他に分類されない包装工 

 アスファルト乳剤ドラム缶詰工 
 絵符付工 
 キャップシール工 
 化粧品検印工 
 シール貼工 
 商標札付人 
 正札付人 
 タッグ（下げ札）付工 
 なつ印工 
 値札付人 
 表装工（酒類製造） 
 封印貼工 
 封緘（かん）工 
 マーク打工（製品の箱等に行うもの） 
 ラベル貼工  
 レッテル貼工 

729 他に分類されない製造・制作の職業  
729-10 映写技士 

 映写係 
 映写見習  
729-20 製氷工 

 氷製造工 
 製氷機運転工 
 製氷作業員 
 氷室作業員 
729-30 と（屠）畜作業員 

 皮剥工（と畜場）  
 食肉処理場作業員 
 内臓処理工（肉解体）  
 肉解体作業員（と畜場） 
729-99 他に分類されないその他の製造・制作の職業 

 アートディスプレイ作業員 
 青焼工 
 ＬＰＧ検査員（都道府県） 
 お札製造工 
 お守製造工 
 柿渋製造工 
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 ガット製造工（羊腸製） 
 看板組立工  
 金属塗装検査工 
 クーラーボックス製造工 
 計器監視員（上水道事業） 
 現図検査工 
 原皮塩蔵工 
 原皮製造工 
 検油係（油槽所） 
 航装（パラシュート）製造工 
 サインポール（理髪店円柱形看板）製造工 
 写真現像検査工 
 車両塗装検査工 
 獣皮剥工 
 焼却炉熱管理工 
 浄水場監視員 
 食肉処理場整理員 
 神符奉製工 
 水源地管理員（水道局） 
 水量調査員 
 スクリーン型紗張り工（染色業） 
 図面焼付工 
 製図検査工 
 千筋製造工 
 染料工（い草・わら染め） 
 染料工（羽毛染め） 
 造船塗装検査工 
 テグス製造工（天然天蚕糸） 
 塗装検査工 
 配水管理員（浄水場） 
 はたき製造工 
 花火師 
 パネル監視員（ガス会社） 
 ピンワーク工 
 フェザーミール製造工 
 舞台機構調整工 
 ヘイキューブ製造工 
 放射線殺菌工 
 包装検査工 
 放流量調整操作係（ダム管理事務所） 
 ポスターパネル貼り合わせ工 
 無水ガス溜管理工 
 面割工（豚皮・牛皮加工） 
 紋章上絵師 
 羊腸縫合糸製造工 
 レース製図工 
 練炭製造工 

73 定置機関・機械および建設機械運転の職業 

731 ボイラーオペレーター  
731-10 ボイラーオペレーター 

 汽缶運転工 
 汽罐（かん）士 
 汽缶士  
 蒸気機関運転工 
 蒸気工 

 製缶ボイラー工 
 ダイヤフラム係 
 暖房ボイラー汽かん員 
 ボイラー運転保全工 
 ボイラー工  
 ボイラー整備士 
 ボイラーマン 
 予熱汽かん運転員 
731-98 ボイラーオペレーター見習 

 汽かん士見習 

732 クレーン・巻上機運転工  
732-10 クレーン運転工 

 アンローダ運転員 
 移動式クレーン運転士 
 浮起重機運転工 
 海上クレーン運転工 
 ガイデリック運転工 
 救援起重機運転工 
 橋梁式クレーン運転工 
 クレーン工 
 クローラクレーン運転工 
 ケーブルクレーン運転工 
 原石クレーン運転工 
 磁選場工（磁石式クレーン操作のもの） 
 ジブクレーン運転工 
 スタッカー運転工 
 ストラドルキャリア運転手 
 製鈑起重機工 
 石炭クレーン工 
 船上クレーン操作工 
 装入クレーン工  
 デリッククレーン運転工 
 デリック操作工  
 天井クレーン運転工 
 天井走行起重機運転工 
 塔形起重機操作工 
 トラッククレーン運転工 
 パイラー運転工（製鋼業） 
 パイリングクレーン運転工 
 橋形クレーン運転工 
 フローチンクレーン運転工 
 揚貨装置運転士（クレーン） 
 ラフタークレーン運転工 
 陸揚機運転工 
 リフティングマグネット操作員 
732-20 巻上機運転工 

 キャプスタン運転工 
 坑内巻揚機運転工（鉱山） 
 高炉用巻上機操作工 
 船舶上架工 
 テール巻運転工 
 電動ウインドラス操作工 
 トラバーサ係 

732-21 ホイスト運転工 
 空気動ホイスト運転工 
 テルファー運転手 
 電動ホイスト運転工 
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 ロータリーホイスト工 
732-22 ウインチ運転工 

 ウィンチ操作工 
 海上ウインチ運転工 
 集材機運転手  
 造船ウインチ運転工 
 電動ウインチ操作工 
 動力ウインチ運転工 
732-30 コンベア運転工 

 エプロンコンベア運転工 
 エンドレス運転工  
 鉱山コンベア運転工 
 高炉コンベア工 
 コンベアスケル工 
 コンベア操作工 
 サイロ上工（積卸機・コンベア運転工） 
 チェーンコンベア運転工 
 トラバーサー運転手 
 トレーエレベータ運転工 
 バケットエレベータ運転工 
 バケットコンベア運転工 
 パンコンベア運転工 
 ベルトコンベア運転工 
 モールドコンベア運転工 
 揚炭機運転工（発電所） 
 リクレイマー運転工 

733 ポンプ・ブロワー・コンプレッサー運転工 
733-10 ポンプ運転工 

 油ポンプ運転工 
 アリロンポンプ運転工 
 ウエルポイント工 
 渦巻ポンプ運転工 
 往復ポンプ運転工 
 回転ポンプ運転工 
 給水ポンプ操作員 
 けん化ポンプ係員 
 坑外ポンプ運転工 
 坑内ポンプ運転工 
 コットレル運転工 
 サンドポンプ運転工 
 軸流ポンプ運転工 
 斜流ポンプ運転工 
 循環ポンプ運転工 
 浄水場ポンプ操作員（上水道業）  
 真空ポンプ運転工 
 水道ポンプ操作員 
 スラエムポンプ運転手 
 船渠給水工 
 送酸ポンプ工 
 タービンポンプ運転工 
 天然ガス採取ポンプ運転工 
 動力ポンプ運転工 
 排水ポンプ操作員 
 水揚ポンプ操作員 
733-20 空気移送装置運転工 

 空気輸送機運転工 
 送気員 

 通風機運転員（発電所） 
733-30 送風機運転工 

 渦巻送風機運転工 
 軸流送風機運転工 
 ターボ送風機運転工 
 ターボファン運転工 
 ターボ・ブロワー運転工 
 プレート送風機運転工 
 ブロアー運転工 
 ラジアル送風機運転工 

733-31 換気装置運転工 
 ガス清浄機運転工 
 空気調節装置運転工 
 空気調和装置運転員 
 ベンチレーター運転工 
 冷暖房装置運転工 
733-40 コンプレッサー運転工 

 渦巻圧縮機運転工  
 エアーコンプレッサー工 
 往復圧縮機運転工 
 回転圧縮機運転工 
 空気圧縮機運転工 
 坑内コンプレッサ運転工 
 軸流圧縮機運転工 
 潜水コンプレッサー保守員 

734 建設用機械運転工  
734-10 建設機械運転工 

 キャリオール運転工 
 グラウト運転手 
 クラムシェル操作工 
 建設機械オペレーター 
 建柱車操作員 
 シャフトジャンボ運転手 
 ショベルローダー運転工  
 スタビライザー運転士 
 スラッシャー運転手 
 トラクタ運転工（建設用） 
 トレイジー運転工 
 法切工事機械運転手 

734-11 掘削機械運転工 
 エキスカベータ運転工 
 開削機運転工  
 ショベルカー運転手 
 スキップ運転手 
 タイヤショベル運転手 
 動力ショベル運転工 
 ドラックライン操作工 
 トレンチエキスカベータ運転工 
 バケット掘削機運転工 
 パワーショベル運転士 
 ラダーエキスカベータ運転工 
 リフトショベル運転工 

734-12 整地機運転工 
 アングルドーザー運転士 
 機械ローラ運転工 
 グレーダー運転工 
 クローラ運転工（建設業）  
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 スクレーパー運転工 
 土固め機運転工 
 道路ローラ運転手 
 ドザーショベル運転手 
 バイブレーター工（建設業） 
 プリストマン運転員 
 ブルドーザ運転工 
 ブルドーザ助手 
 モーターグレーダー運転工 
 ランマー工（土固め機）  
 レーキドーザ運転手 
 ロードグレーダー運転工 
 ロードローラ運転工 
 ローラ運転工 

734-13 くい（杭）打機運転工 
 ウイルポンド運転工 
 くい打工 
 パイルハンマー運転士 
734-20 舗装機械運転工 

 シープスフートローラー運転工 
 スラックライン運転工 
 バックホー運転手  
 ペデスタル運転工 

734-21 アスファルト舗装機械運転工 
 アスファルト混合工 
 アスファルト散布機運転工 
 アスファルトフィニッシャー運転工 
 アスファルトプラント運転工 
 Ａｓプラントオペレータ 

734-22 コンクリート舗装機械運転工 
 コンクリートフィニッシャー運転工 
734-30 しゅんせつ機械運転工 

 グラブドレッジャー運転工 
 サクションドレッジャー運転工 
 浚渫船甲板員 
 浚渫（しゅんせつ）工 
 浚渫船運転手  
 浚渫船船長（自航船でないもの） 
 デッパードレッジャー運転工 
 ドレッジャー運転員 
 バケットドレッジャー運転工 
 ポンプ浚渫船運転工 

739 その他の定置機関・機械および建設機械運転の職業 
739-10 内燃機関運転工 

 ガソリン機関運転工 
 石油エンジン運転工 
 ディーゼルエンジン運転工 
739-20 冷凍機運転工 

 魚冷凍機運転工  
 回転式冷凍機運転工 
 鮮魚冷凍工 
 冷凍機機関工 
 冷凍工（食品） 
 冷凍装置運転工 
739-30 ケーブル機関運転工 

 ケーブルカー巻上工 
 ケーブル電車運転手 

 坑外索道運転工 
 索道原動機運転工（林野庁） 
 リフト運転員（定置式）  

739-31 空中ケーブル機関運転工 
 ゴンドラ運転手 
 ロープウェイ運転員 

739-32 スキーリフト機関運転工 
 リフト係 
739-40 玉掛工 

 クレーン玉掛工 
 構内玉掛工 
 玉掛作業員 
739-99 他に分類されない定置機関・機械および建

設機械運転の職業 
 アスファルト材料乾燥工 
 インクライン運転工 
 エスカレータ装置運転工 
 エレベータ装置操作工 
 オイルセラー係員 
 ガス圧送工 
 ガス供給操作員（導管によるもの） 
 カントリーエレベータオペレータ 
 給湯作業員（温泉供給業） 
 クーリング工 
 クレーン合図工 
 検査員（ボイラ・クレーン安全協会） 
 工業用純水製造機運転工 
 鉱山エレベータ係 
 工場エレベータ係 
 高炉給水工 
 コンクリート打設機械運転工 
 コンクリートポンプ車運転工（建設機械） 
 コンポストプラント運転工（たい肥製造） 
 サイロ係 
 自動燃焼装置運転員（発電所） 
 し尿処理機械操作員 
 重油発動機運転手 
 水門操作員（農業用水を除く） 
 セメントガン運転工 
 玉掛合図工 
 バルブ操作員（温泉供給） 
 微粉炭製造工 
 舞台装置操作員（照明装置以外） 
 マルチプルタイタンパー運転工 
 ミキサー運転員（建設業） 
 林業機械オペレーター 
 冷却装置運転工 

74 電気作業者 

741 発電員、変電員  
741-10 発電員 

 ジェネレータ（発電機）オペレータ 
 タービン運転工（発電所）  
 発電オペレータ 
 発電機運転工 
 発電所電気運転員 
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 発電動力室係 
 発電保守員 
 補機運転員（発電所） 

741-11 水力発電員 
 水車発電機運転員 
 水力発電機係 
 水力発電保守員 

741-12 火力発電員 
 火力発電装置運転員 
 火力発電保守員 

741-13 原子力発電員 
 原子力発電保守員 
 原子炉オペレータ（原子力発電所） 
 原子炉点検修理工 
741-20 送電員 

 給電員 
 工場内送電係員 
 中央給電指令員（電気事業） 
 電機係（鉄道業：送電区） 
 陸電供給員（造船所） 
741-30 変電員 

 整流器運転工（変電所） 
 調相機運転員（変電所） 
 直流器運転工（変電所） 
 電圧監視員（変電所） 
 電機運転員（変電所） 
 電機係（鉄道業：変電区） 
 電流調整工（変電所） 
 電力電気工（変電所） 
 変圧運転員（変電所） 
 変電保守員 
741-40 配電員 

 周波数変換配電監視員 
 通信電給工 
 電機係（鉄道業：配電区） 
 電気配電工 
 電力制御装置操作員 
 配電室保守員 
 配電盤工 
 配電盤操作員（発・変電所）  
 配電保守員（電力会社）  
 配電保守員（発電所）  
 舞台配電係 
 リレー員（電力会社） 
741-50 自家用電気係員 

 自家発電運転員 
 電気照明動力工 
 動力運転工（製鉄、製鋼） 
 動力室電気工 
 動力部門運転員 
 動力プラントオペレータ 
741-XX 電力保全工 

 動力保守係 

742 送電線架線工・敷設工  
742-10 送電線架線工・敷設工 
742-11 送電線架線工 

 外線電工（送電線） 

 架線工（送電線工事） 
 高圧線保守員（送電線） 
 線路技術員（送電線） 
 送電線電工 
 送電線電路工 
 送電線補修員 
 送電線保線工 
 送電線見回人 
 電気外線工（送電線） 
 電気ケーブル工（送電線） 
 電線架線工（送電線）  
 電線工（電気業：送電線） 
 電路工（送電線）  
 トランス組込工（送電線） 

742-12 地中送電線工 

743 配電線架線工・敷設工  
743-10 配電線架線工・敷設工 
743-11 配電線架線工 

 外線工事員（配電線） 
 架線工（配電線工事） 
 鉄道電路補修工 
 電車線架線工 
 動力線架線工（配電線） 
 トランス据付工（配電線） 
 配電線巡視員 
 配電電路工 
 配電保守員（電路） 

743-12 地中配電線工 
 地下電線配線工（配電線） 
 地中線工（配電線）  

744 通信線架線工・敷設工  
744-10 通信線架線工・敷設工 

 ケーブル工（線路工事：通信線） 
 線路施設工事人（通信線） 
 通信外線保守員 
 通信ケーブル工 
 通信ケーブル接続工 
 通信線修理工 
 通信線路架設工 
 通信線路保守工事作業員 
 電話線架設工 

744-11 屋外通信線架線工 
 外線工（通信線） 
 外線電工（通信線） 

744-12 地下ケーブル配線工 
 ケーブル埋設工（通信線） 
 地下通信線配線工 
 地下配線工（通信線）  

744-13 海底ケーブル敷設工 
 海底線敷設工 
 線路工員（海底線敷設船） 

745 電気通信設備工  
745-10 放送装置据付・保守工 

 ＣＡＴＶ工事人 
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 テレビアンテナ工事人 
 テレビ中継設備保守管理人 
 放送装置保守工  
 放送装置保全係 
 有線保守技術員（放送） 
745-20 通信装置据付・保守工 

 送信機据付工 
 短波受信機工事人 
 中継機据付工 
 通信機器据付工  
 通信機器保守工 
 通信施設保守員 
 低周波機器整備係 
 搬送波通信装置据付工 
 マイクロウェーブ保守工 
 無線通信機据付工 
745-30 電話装置据付・保守工 

 構内電話工 
 電話機器工 
 電話試験係 

745-31 交換機据付・保守工 
 交換機据付工  
 電話交換装置据付工 
 ＰＢＸ保守員 

745-32 電話機据付・保守工 
 屋内電話配線工 
 電話機据付工  
 電話機保守工  
 電話検査員 
 電話工事人（宅内線） 

745-33 ファクシミリ据付・保守工 

746 電気工事作業者  
746-10 電気配線工事作業者 

 エアコン取付工（家庭用） 
 屋内電気配線工 
 街路灯修理工 
 火災報知機取付工 
 火災報知機保守点検員 
 空気調和装置据付工（家庭用） 
 計装工事人 
 計装保全工 
 警報機器取付工（警備業） 
 交通信号機取付人（道路信号） 
 坑内電気係（配線）  
 信号機修理工（道路信号） 
 電気広告設備工事人 
 電気工事工 
 電気照明器具取付工 
 電気配線工 
 電工（電気工事請負業） 
 電灯線修理工 
 電力メータ取替工 
 電力メータ取付工 
 内線電工 
 ネオンサイン取付工 
 配電盤取付工（電気工事業） 
 防災器具取付配線工事者 

 冷暖房設備取付工事人（家庭用のもの） 
746-11 船舶配線工 

 漁船電気係 
 船舶照明配線工 
 船舶電気ぎ装工 
 船舶電気工事人 
 船舶電気装備工  
 船舶電気配線工 
 電工（船舶） 

746-12 鉄道車両配線工 
 車両照明配線工  
 車両電気ぎ装工(配線工事をともなうもの) 
 車両電装品取付工（鉄道車両：配線工事

をともなうもの） 
 車両配線工（鉄道車両）  
 電工（鉄道車両） 
 電車配線工 

746-13 航空機配線工 
 機内照明配線工 
 航空機電気ぎ装工 
746-20 電気工事検査員 

 電気検査工（電気工事）  
 電気設備保安係 
 配線検査試験工 
746-30 産業用電気機械・装置据付工 

 自動制御盤据付工 
 電気機械据付工 
 電機整備工（製鉄、製鋼） 
 電気炉部品据付工 
 電力設備保安員（電力会社） 

746-31 鉄道用電気装置据付保守員 
 信号機修理工（鉄道） 
 信号機据付工（鉄道） 
 鉄道信号工事工 
 鉄道信号保守係 
 鉄道電気保守係 
746-99 他に分類されない電気工事作業者 

 ＭＡＴＶ据付工 
 ライトアップ装置操作員 
746-XX 電気工事士 

 電気工事人 
 電気設備工 
 電気保安工 
 電気保守員  

75 採掘の職業 

751 採鉱員  
751-10 採鉱員 

 アラバスター採取員 
 硫黄採掘員 
 ウラン鉱採鉱員 
 滑石採掘員 
 カドミウム採鉱員 
 銀採掘員 
 掘進後山（金属・非金属鉱） 
 掘進員（金属・非金属鉱） 
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 掘進員（炭鉱） 
 掘進先山（金属・非金属鉱） 
 クルー員（金属・非金属鉱採掘） 
 珪砂採取員 
 珪石採取員 
 坑外採鉱工（硫化鉄採取） 
 鉱石採掘員 
 坑内採鉱員 
 坑内採炭員 
 坑内進削員（炭鉱） 
 採掘員（炭鉱） 
 採鉱機工（金属・非金属鉱） 
 採炭員 
 砂金採取員 
 削岩員（金属・非金属鉱） 
 削岩員（石炭採掘） 
 削岩機運転工（炭鉱） 
 削岩機工（金属・非金属鉱） 
 砂鉱採取員 
 仕繰員 
 重晶石採掘員 
 進削員（金属・非金属鉱） 
 水晶採取員 
 錫採掘員 
 ストーパー工（金属・非金属鉱） 
 石灰石採掘員 
 石膏採掘員 
 セリサイト採掘工 
 耐火粘土採取員 
 積込機操作工（採鉱） 
 積込機操作工（採炭） 
 銅採掘員 
 鉛採掘員 
 バライト採掘員 
 蛍石採取員 
 ろう石採掘機械運転工 
 ローダ運転工（金属・非金属鉱） 
 ローダ運転工（炭鉱） 

752 石切出作業者  
752-10 石切出作業者 

 石採掘人 
 石切断機械工 
 石割工（採石場） 
 石割作業員 
 雲母採取人 
 大谷石採取人 
 花崗岩採石人 
 間知石採掘人 
 採石員 
 採石工 
 採石小割工 
 削岩員（採石場） 
 さっ孔工 
 石材採掘工 
 大理石切出人 
 砥（と）石切出人 
 陶石採掘員 

 粘板岩切出人 
 表土採取人（採石業） 
 ひる石採掘員 
 御影石切出人 
 焼切工（採石場） 

752-11 採石大割作業者 
 大割工（採石場） 
 石灰大割工（採石業） 
 大理石大割工 

752-12 切出石工 
 石切工（採石場） 
 石材切出石工 

753 じゃり・砂・粘土採取作業者  
753-10 じゃり・砂採取作業者 

 オリビンサンド採掘人 
 ガット工（砂利採取業） 
 川砂採取人 
 骨材採取人 
 金剛砂採取人 
 砂れき採取人 
 砂利採取機械運転工（砂利採取船） 
 砂利採取船助手 
 砂利採取人 
 砂洗工 
 玉石採取人 
 土砂採取人 
 バックホー運転手（砂利採取業） 
 バラス採取人 
 バラスト採取人 
 磨砂採取人 
753-20 粘土採取作業者 

 火山灰採取人 
 壁土採取人 
 瓦土採取人 
 珪藻土採取人 
 採土作業員 
 酸性白土採取人 
 磁土採取人 
 陶土採取人 
 土石採取人 
 粘土採掘員（耐火粘土を除く） 
 ベントナイト採取人 
753-30 庭石採取作業者 

 庭石採掘人 

754 ダム・トンネル掘削作業者  
754-10 ダム・トンネル掘削作業者 

 掘削員（ダム・トンネル建設工事） 
 掘進員（ダム・トンネル建設工事） 
 削岩員（ダム・トンネル建設工事） 
 進削員（ダム・トンネル建設工事） 
 ずい道工 

754-11 大型掘進機操作員 
 シールド工（土木工事） 
 ストーパー工（土木工事） 
 ドリフター工（建設業） 
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755 さく井工、石油・天然ガス採取工  
755-10 さく井工 

 温泉開さく工 
 ガス井機械掘工 
 ガス抜ボーリング員 
 さく井補助工 
 ボーリング工（ガス井） 
 ボーリングさく井工 

755-11 油井ドリラー工 
 掘削工（石油鉱業） 
 原油さく井工 
 油井機械掘工 
 油井ボーリング工 

755-12 井戸さく井工 
 井戸機械掘工 
 井戸ボーリング工 
 井戸掘助手 
755-20 試すい（錐）工 

 ケージ差し工（探鉱員） 
 検層試験員 
 試錐員 
 探鉱員 
 地質調査員（試掘） 
 電気検層員 
 電気採鉱員 
755-30 石油・天然ガス採取工 
755-31 石油採取工 

 ガスリフト採油工 
 採油機操作工 
 採油工（石油鉱業） 
 採油ポンプ運転工 
 自噴採油工 
 集油工（石油鉱業） 
 ポンプ採油工 

755-32 天然ガス採取工 
 ガス採収工 
755-99 他に分類されないさく井工、石油・天然ガ

ス採取工 
 送ガス工（石油鉱業） 
 送ガス工（天然ガス） 
 送油工（石油鉱業） 
 弾丸穿（せん）孔技術工（石油採掘） 
 ボーリンググラウト工（さく井業） 
 水止工（油井） 

759 その他の採掘の職業  
759-10 支柱員 

 坑道支柱枠入員 
 坑内坑木積員 
 坑内自走枠組立工（坑道内） 
 坑内支柱員 
 坑内充填員 
 坑内保坑員 
 仕繰員後山 
 支柱員後山 
 支保工 

 充填（てん）員（鉱山） 
 保抗員 
759-20 坑内運搬員 

 鉱車（炭車）操車工 
 鉱石運搬員（坑内） 
 坑内運炭員 
 坑内運搬作業員 
 坑内積込員（鉱業） 
 坑内積込員（石炭） 
 坑内配車員 
 立坑運搬員 
 立坑車操作員 
 土砂坑内運搬員（トンネル・ダム工事） 
 トンネル坑内運搬員 
759-30 選鉱員 

 機械選鉱員（山元） 
 機械選炭員 
 鉱石洗工 
 鉱石分級作業者 
 採石選別工 
 シアン化選鉱員 
 識別工（選鉱所） 
 シックナー運転工（鉱山） 
 重液選鉱員 
 除鉄工（選鉱） 
 砂洗工（鉱石） 
 石炭選別工（鉱業） 
 セリサイト精製工（採掘場） 
 洗鉱員 
 選石工 
 選炭員 
 洗炭員 
 沈でん選鉱員 
 テーブル運転工（鉱業） 
 手選鉱員 
 トロンメル運転工（選鉱・選炭場） 
 浮選工 
 浮遊選鉱員 
 篩分工（選鉱、選炭） 
759-40 発破員 

 火薬員（建設業） 
 火薬員（採鉱、採石） 
 鉱山発破員 
 ダイナマイト詰込員（採鉱、採石） 
 土木発破員 
759-50 坑内保守員 

 鉱山保安員 
 坑内ガス検査員 
 坑内巡回員 
 坑内保安員 
759-60 鉱石検定員 

 蛍光エックス線分析工（鉱石採掘場） 
 検岩員 
 検収工（鉱山） 
 検炭員 
 鉱石検査工（鉱山） 
 鉱石分析工（採掘場） 
 坑内検定工 
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 試料分析工（鉱業） 
759-99 他に分類されない採掘の職業 

 安全灯係員（鉱山） 
 大割工（選鉱場、選炭場） 
 かきがら採取人 
 機電員 
 キャップランプ員 
 クラッシャー運転工（金属鉱採掘） 
 クラッシャー運転工（炭鉱） 
 クラッシングロール運転工（採石場） 
 鉱石粉砕工 
 坑内機械移設工 
 坑内検収員 
 坑内整備員 
 坑内測量員 
 坑内通気員 
 坑内排水員 
 坑内保修工 
 小割工 
 採鉱調査員 
 砕石工（採石場） 
 砕石工（山元） 
 索道工（非鉄金属鉱業） 
 砂利選別工（採取場） 
 試料採取工（鉱山） 
 スクリーン係（砂利採取） 
 選別工（採石業） 
 粗砕機運転員（選鉱場） 
 チップラー運転工（鉱山） 
 泥炭採掘員 
 ドラックベルト運転工（鉱山） 
 トロンメル工（砂利選別） 
 配車員（坑外） 
 排水員（採鉱、採石） 
 破砕工（選鉱・選炭場） 
 破砕工（山元） 
 バラス製造工（採石場） 
 バラスト製造工（採石場） 
 ハンマースクリーン運転工 
 ボールミル運転工（炭鉱） 
 磨鉱工 
 ミネラルウォーター採取人 
 ロール運転工（鉱業） 

76 建設躯体工事の職業 

761 型枠大工  
761-10 型枠大工 

 型枠組工（コンクリート工事）  
 型枠工 
 型枠製作工（木製）  
 仮枠大工 
 鋼製型枠工  
 コンクリート型枠組工 
 木製型枠工  
 枠組大工 
 枠組立工（工事現場） 

761-11 型枠解体工 
761-XX 型枠工（建設業） 

762 とび工  
762-10 建築とび工 

 足場組立工 
 足場工（造船業、建設業） 
 組立とび 
 建築鳶職 
 鳶親方 
 野丁場とび 
 ひ（曳）き家とび工 
 ビル建築足場鳶 
 町場とび 

762-11 鉄骨とび工 
 重量物とび職 
 鉄骨鳶職 
 とび鉄工 
 鳶鉄骨立方 
762-20 取りこわし作業員 

 解体工（建造物） 
 家屋解体工 
 建築解体工 
762-98 とび工見習 
762-XX 仕事師（とび工） 

 鳶職 

763 鉄筋工  
763-10 土木鉄筋工 
763-20 建築鉄筋工 

 コンクリート壁鉄筋取付工 
 鉄筋組立工（建設業）  
 配筋工（建設業） 
 ビル建築鉄筋組立工 

77 建設の職業（建設躯体工事の職業を除く） 

771 大工  
771-10 建築大工 

 家大工 
 営繕大工 
 数寄屋大工 
 造作大工 
 装飾大工 
 畳下地取付工 
 天井下地作業員 
 棟梁 
 保全大工 
 木造建築大工 

771-11 宮大工 
 社殿大工 
 堂宮大工 
771-98 大工見習 

 建築大工見習 
 大工手元 
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771-99 他に分類されない大工 
 大道具係 
 大道具方（劇場）  
 外壁張工 
 橋梁大工  
 サイディング張工（金属製以外のもの） 
 舞台製作大工 
 舞台装飾工 
 船内装大工（造船所） 
 プレハブ住宅組立工（大工） 
 枠組壁建築工 

772 ブロック積工、タイル張工   
772-10 ブロック積工 

 建築ブロック工 
 コンクリートブロック積み工 
 ブロック組立工  
 ブロック建築工 
 ブロック工 
772-20 タイル張工 

 タイル組立工 
 タイル工 
 タイル紙貼付工 
 テラゾー取付工 
 テラゾーみがき工 
 目地工 

772-21 タイル床・壁張工 
 タイル壁張り工（プラスチックタイルを

除く） 
 タイル床張り工（プラスチックタイルを

除く） 
772-22 モザイクタイル張工 

 モザイクタイル紙貼付工 
772-30 石張工 

 大理石取付工（建設業） 
 テラコッタ取付工 
772-40 れんが積工 

 下水煉瓦積工 
 れんが工 
 煉瓦塀積み工 

772-41 建築れんが積工 
772-42 築炉工 

 窯れんが積工 
 製鋼築炉工 
 製鋼炉材工 
 電気炉製作工 
 取べ煉瓦積み工 
 平炉築炉工 
 炉工 

772-43 炉修工 
 キャスター耐火修理工 
 修炉整備工 
 転炉保全工 
 取べ内部修理工 
 溶鉱炉修理工 
 冷釜工（煉瓦炉修理） 
 炉解体工 
772-98 ブロック積工・タイル張工見習 

773 屋根ふき工  
773-10 かわらふき工 

 瓦揚げ人 
 瓦がけ工 
 瓦屋根修理人 
 瓦屋根職 
 瓦屋根ふき職 
773-20 スレートふき工 

 スレート葺下拵え工 
 スレート葺職 
 スレート屋根ふき職 
773-98 屋根ふき工見習 
773-99 他に分類されない屋根ふき工 

 板葺工 
 板葺屋根職 
 萱屋根ふき工 
 草葦屋根職 
 柿葺（こけらぶき）師 
 小橇（そり）師 
 杉皮屋根ふき職 
 土居職 
 檜皮師（ひわだし） 
 柾（まさ）葺職 
 わら屋根ふき工 
773-XX 現場監督（屋根工事） 

 葺揚工 
 屋根板打工 
 屋根職 
 屋根葺職人 

774 左官  
774-10 左官職 

 上塗左官 
 営繕左官 
 えつり掛工 
 壁塗り職 
 擬石とぎ出し工 
 コンクリート左官 
 漆喰塗り工 
 セメント仕上工（左官） 
 モルタル塗工 

774-11 左官手元 
 こねや（左官業） 
 すさ工 
 練合人（左官工事） 

774-12 左官吹付工 
 ガン吹きつけ工（モルタル） 
 モルタル吹付工 
774-20 木舞工 

 木舞かき職 
 ダス張職 

774-21 ラス張工 
 鉄ラス張工 
 ラスボード工 
774-30 屋根左官 

 面戸塗工 
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774-98 左官見習 
774-XX 現場監督（左官工事） 

775 畳工  
775-10 畳仕立工 

 営繕畳工 
 機械打工（畳製造） 
 畳修理人 
 畳職 
 畳製作工 
 縁付工（畳） 
 ミシン縫製工（畳） 

775-11 畳表替工 
 畳裏返工 
775-98 畳工見習 

776 配管工  
776-10 配管工 

 圧搾空気配管工 
 エンジン配管工（造船） 
 温水器設置配管工 
 外業銅工（造船） 
 管曲（かんまげ）工 
 空気調和設備配管工 
 空調配管工 
 下水配管工（建物内配管） 
 建築配管工 
 航空機配管工 
 セントラルヒーティング施工工 
 船内パイプ取付工 
 船舶配管工 
 造船銅工 
 造船配管工 
 装置配管工 
 継手ねじ切工 
 鉄道車両配管工 
 ドレン工（管工） 
 配管設備工 
 配管銅工 
 パイプ工（配管）  
 パイプ仕上工 
 パイプ取付工（配管工事） 
 パイプ曲工（配管工事） 
 プラマー（配管工） 
 プラント配管工 
 冷暖房設備配管工事人  

776-11 ガス配管工 
 ガス管継手工 
 ガス器具取付・修理工 
 ガス供給工事人 
 ガス供給保全工 
 ガス引込工 
 ガス本管埋設工 
 ガスメータ取付工 
 配管検査員（ガス供給業） 

776-12 スチーム配管工 
 蒸気配管工 

 暖房配管工 
 ボイラーパイプ工 

776-13 水道配管工 
 給排水配管工 
 下水道管敷設作業員 
 水洗便所取付人（配管業） 
 水道管取付工 
 水道管敷設工 
 水道管曲げ工 
 水道工事人 
 水道敷設工  
 水道メータ取替工 
 水道メータ取付工 
 ユニットバス工事人 

776-14 配管修理工 
 蒸気パイプ修理工 
 水道施設修繕工 
 水道修理工 
 導管修繕工（ガス会社） 
 漏水補修配管工 
776-98 配管工見習 

777 内装仕上工  
777-10 金属建具取付工 

 金属製サイディング取付工（建設業） 
 金属製バルコニー取付工 
 金属建具据付工  
 自動ドア取付工 
 ブラインド取付工 

777-11 金属サッシ取付工 
 アルミサッシ取付工 
 金属製窓枠取付工 
 サッシ工 
 サッシ取付工  

777-12 シャッター取付工 
777-13 看板取付工 

777-20 建具ガラスはめ込工 
 ガラス入替工 
 ガラス切込工 
 ガラス嵌込工  

777-21 板ガラスはめ込工 
 板ガラス切嵌込工 
 ショーウィンドーガラス嵌職 

777-22 ステンドグラスはめ込工 
777-30 室内装飾工 

 カーテン取付工事人（家屋、車両等） 
 装飾取付工 
 内装工（室内装飾） 
 パーケット張り工 
 床仕上工 
 床張り工 

777-31 じゅうたん張工 
 カーペット張工 
 カーペット床仕上工 

777-32 リノリウム床張工 
777-33 ゴム・プラスチック床張工 

 ゴム床張工 
 ビニルタイル床張工 
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 プラスチックシート床張工 
 プラスチックタイル床張工 

777-34 壁装工 
 壁紙貼り職 
 壁布貼り職 
 クロス張り工（室内装飾工事） 
 内装工（クロス貼）  
 ボード仕上工 
 ボード張り工 
777-XX 内装工 

778 防水工  
778-10 防水工 

 建設防水員 
 止水工（防水工事） 
 防水工事人  

778-11 建築工事防水工 
 アスファルト塗布工（防水工事） 
 アスファルト防水工 
 エボキシ工（防水工事） 
 コーキング工（建物防水工事） 
 シーリング工（防水工事）  
 塗膜防水工 
 モルタル防水工（建設工事） 

778-12 土木工事防水工 
 グラウチング工 
 グラウト工 
 コンクリート吹付工（防水工事） 
 シート防水工 
 樹脂接着剤注入工 
 塗布防水工 
 吹付防水工 

779 その他の建設の職業  
779-10 潜水作業者 

 サルベージ作業員 
 水中探査作業員 
 水中調査・測量作業員 
 水中土木作業員 
 潜水士 
 潜水支援員 
 潜水夫 
 ダイバー 
 沈没船引上作業員 
779-20 熱絶縁工 

 耐火被膜工 
 ダクト断熱工 
 パイプ被覆工 
 パイプ防露工 
 フェルト熱絶縁工 
 ボイラー被覆工 
 防熱工 
 防露工 
 保温工 
 保温保冷工事工 
 保冷工（熱絶縁工事） 
 ラッキング工（熱絶縁工事） 

 冷暖房設備断熱工事人 
779-30 測量作業員 

 測量員 
 測量助手（建設） 
779-40 水道工事検査員 
779-41 水道検査員 
779-42 漏水調査員 

 漏水検査員 
779-99 他に分類されない建設の職業 

 アンカーボルト取付工 
 ＡＬＣ取付工（建設業） 
 ＡＬＣパネル施工工 
 エクステリア工事人 
 外溝工事人 
 金網工事人 
 簡易立体駐車場装置組立作業員 
 管鈑工 
 魚函敷設工事人 
 軽天工事人 
 軽量コンクリート取付工（建設業） 
 建設現場世話人 
 コーキング工（建設業） 
 コンクリートはつり工 
 消防設備士 
 砂詰工 
 潜函（かん）工 
 装飾取付工事工 
 タンク取付工事人（鋼板タンク製造） 
 厨房設備施工工 
 テント張り工事人 
 鉛板内張工 
 パーキングメータ取付工 
 ハウス組立工（温室） 
 パネル組立工（プレハブ建築：大工でな

いもの） 
 非破壊検査工（超音波によるもの：建築

物検査） 
 フェンス取付工（フェンス工事）  
 プレハブ住宅組立工（大工でないもの） 
 防災器具取付工事人 
 ホールインアンカー工 
 揚水ポンプ工事工 
 浴槽設備施工工 

78 土木の職業 

781 土木作業者  
781-10 建設・土木作業員 

 杭打作業員 
 掘削工（道路工事） 
 グランド工事作業員 
 建設作業員 
 コンクリートパネル組立工 
 砂防工 
 砂防工事土木工  
 地均作業員 
 砂取工（建設業） 
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 整地作業員 
 造園工 
 造園助手 
 造園土木工 
 造成作業員 
 定盤工（土木建築業） 
 電柱建工 
 土砂運搬人 
 土木工事運搬作業員 
 土木作業員 
 土木はつり職 
 法切作業員（土木工事） 
 法面保護工（コンクリート張り工事） 

781-11 土管配管工 
 暗渠工事作業員（配管工事） 
 下水管敷設工 
 下水配管工（公共下水道） 
 コンクリート管配管工 
 コンクリート管敷設工 
 土管敷設工 
 排水管工事人 
 張石水路工 
 ヒューム管接続工 
 マンホール工事人（配管工事） 

781-12 護岸工事作業員 
 河川改修作業員 
 築堤工事人 
 テトラポット作業員 

781-13 コンクリート作業員 
 坑内コンクリート工（ダム・トンネル工事） 
 コンクリート圧接工 
 コンクリート打工 
 コンクリート運搬工（土木工事） 
 コンクリート型入工（建設）  
 コンクリート基礎工事工 
 コンクリート工（建設業）  
 コンクリート混合工（建設業） 
 コンクリート充填整理工 
 コンクリート注入工（土木工事） 
 コンクリート練工（土木工事） 
 ショットコンクリート工 
 堤防コンクリート詰工 
 ビル建築コンクリート工 
781-20 舗装作業員 

 アンツーカー工事人 
 インターロッキング舗装工 
 砂利敷き人  
 道路工事作業員 
 道路工事人  
 道路作業員 
 道路整地人 
 道路補修作業員 
 道路舗石工 
 道路舗装作業員 
 農道工事作業員 
 ブロック舗装工 
 舗装工 
 林道道付作業員 

 煉瓦舗装工 
781-21 アスファルト舗装工 

 アスファルト散布工（道路工事） 
 タール散布工 
 レーキマン 

781-22 コンクリート舗装工 
 コンクリート道路上塗工 

781-23 道路付帯設備取付作業員 
 道路標識取付工 

781-24 道路区画線設置作業員 
 道路ゴムライン貼付員 
 道路白線引工（ペンキ塗線） 
 路面標示施工工 
781-99 他に分類されない土木作業者 

 埋立工事人 
 シートパイル組立工 
 浄化槽取付工 
 薬液土固め注入工（建設業） 

782 鉄道線路工事作業者  
782-10 保線工・軌道工 

 軌道保線工 
 軌道補修工 
 クロッシング修理工（鉄道） 
 坑外軌道員 
 工場構内鉄道保線工 
 坑内軌道員 
 坑内保線工 
 森林軌道保線工 
 線路調査員 
 鉄道線路修理作業員 
 鉄道線路保安員  
 鉄道線路保守工事作業員 
 鉄道保線員 
 保線作業員 
782-20 軌条工 

 軌条敷設工 
 軌道大工（鉱業） 
 坑内軌条員（鉱山） 
 林業架線作業員 
782-30 軌道舗石作業員 
782-XX 線路工事作業者 

 線路施設工事人（鉄道）  

79 運搬労務の職業 

791 船内・沿岸荷役作業者  
791-10 船内・沿岸荷役作業者 

 港湾荷役作業員 
 ショアーリング作業員 
 ステベドア 
 フォアマン（港湾荷役） 
 ロングショアーマン 

791-11 船内荷役作業者 
 ステベ（船内荷役作業員） 
 船内運搬作業員 
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 デッキマン 
 はい付け工（船内荷役） 
 はしけ従事者 
 ラッシング作業員（船内荷物）  

791-12 沿岸荷役作業者 
 沿岸運搬作業員 
 鮮魚箱引人（漁港の魚市場） 
 荷役作業員（沿岸荷役）  
 フォアマン（沿岸荷役） 
 水揚工（港湾荷役） 

792 陸上荷役・運搬作業者  
792-10 運搬作業員 

 運搬員  
 駅荷扱作業者 
 牛乳運搬員 
 坑外運搬員 
 構内運搬員 
 資材運搬員 
 荷受作業員 
 荷受人（選果場）  
 ポーター作業員（空港地上サービス） 
 木材運搬作業者（運送業）  
 郵便荷役作業員（郵便局） 
 陸上運搬作業員 

792-11 工場内運搬作業員 
 油積送工（製油） 
 原料運搬工（工場） 
 工場運搬作業者  
 製材搬出工 
 積出し工（工場） 
 熱処理品運搬工 
 パレット積工 
 木材運搬作業者（工場） 
 持出工（製材）  
 溶鉱捨からみ工 

792-12 市場内運搬作業員 
 集荷人（酪農組合） 
 青果物運搬人（市場内） 
 生鮮魚運搬人（市場内） 
 荷さばき作業員（市場内） 

792-13 土建運搬作業員 
 建築資材運搬人 
 石材運搬人 
 土木工事資材運搬作業員 

792-14 引越作業員 
792-20 積卸作業員 

 駅構内員 
 貨車積卸作業員 
 貨物自動車荷扱作業員 
 貨物積卸作業員 
 貨物搭載員（空港地上サービス） 
 空港エアカーゴ係員 
 コンテナ係 
 荷卸工（製鉄、製鋼） 
 はい付工（陸上荷役） 
 椪積（はいづみ）工 

792-21 トラック助手 
 貨物自動車助手 
 トラック荷役作業員 

792-22 鉱石積込工（坑外） 
 バケット石積工（坑内を除く） 

793 倉庫作業員  
793-10 倉庫作業員 

 原料倉庫工 
 サイロ下工 
 資材受渡工 
 資材管理係 
 倉庫現場員  
 倉庫工  
 倉庫整理員 
 棚下工 
 貯木場管理人（森林管理署） 
 ＤＥＰＯ作業員 
 艇庫係（競艇場） 
 デポ作業員 
 はい付工（倉庫） 
 発送人（倉庫） 
 ラックマスター操作員 

793-11 危険品倉庫作業員 
 火薬受渡人（建設業） 
 火薬庫作業員 
 火薬取扱員 
 燃料庫作業員 

793-12 冷蔵倉庫作業員 
 保冷庫作業員 
 冷蔵工 
 冷蔵作業員  
 冷貯工 

794 配達員  
794-10 受託配送員 

 運送業配達人 
 クリーニング配達員 
 現金輸送車同乗員 
 小口荷物配達人 
 使送係 
 車両持込配送業主 
 セールスドライバー 
 洗濯物配達員  
 宅送便配達員  
 宅配便配達員 
 電話帳配布人 
 バイク便配達人 
 配信員 
 プレスライダー 
794-20 商品配達員 

 買物配達人 
 貸おしぼり配達人 
 貨物配達人 
 米配達人 
 集配係（出版社） 
 出前持ち 
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 配送員（給食センター） 
 配送員（デパート配送所） 
 ピザ配達員 

794-21 新聞配達員 
794-22 牛乳・乳酸発酵製品配達員 

 牛乳宅配員 
 ヨーグルト・乳酸菌飲料販売配達員 

794-23 ルートセールス員  
 清涼飲料ルートセールス員 
 配達外交員 
 ルートセールス員（配達を主とするもの） 
 ルートセールス配送員  
 ルートマン（配達を主とするもの） 

794-24 自動販売機商品補充員 
 自動販売機売上集金人 
 自動販売機巡回員 
 見回り管理員（自動販売機による小売業） 
794-XX 配達運転手 

 配達集金人 
 配達人  

795 荷造工  
795-10 こん包工 

 火薬梱包工 
 機械梱包工  
 結束工（製材） 
 鋼帯釘打工 
 故紙プレス梱包工 
 集荷荷造工 
 製品荷造係 
 損紙プレス梱包工 
 樽しばり工（醤油醸造） 
 荷造包装員 
 パレットこん包工 
 バンドリング工（荷造：梱包） 
 煉瓦結束工 

795-11 箱詰荷造工 
 鮮魚箱詰工 
 段ボール詰作業員 
 箱鋼帯釘打ち工 
 箱蓋（ふた）打工 
 ビール箱詰工 

795-12 板わくこん包工 
 ガラス木枠梱包工 
 ガラス荷造工 

795-13 袋詰こん包工 
795-20 荷造検査工 
795-99 他に分類されない荷造工 

 荷造発送員 
795-XX 出荷作業員 

80 その他の労務の職業 

801 清掃員  
801-10 清掃作業員 

 運動場掃除人 
 駅構内清掃人 

 競馬場清掃員 
 公園掃除人 
 坑外掃除人 
 公衆便所掃除人 
 寺院掃除人 
 宿舎掃除人 
 浄化槽清掃員 
 倉庫掃除人 
 タイルクリーニング工 
 建物清掃員 
 建物洗浄作業員 
 堤防清掃人 
 電話ボックス清掃員 
 墓地掃除人 
 遊園地清掃員 

801-11 ビル内清掃作業員 
 屋内清掃作業員 
 客室清掃係（ホテル、旅館） 
 清掃人（ビル、事務所等の建物） 
 ビルクリーニング作業員 
 ビル清掃員 
 床磨き作業員 

801-12 ガラス清掃作業員 
 ガラスふき作業員 

801-13 道路清掃作業員 
 散水車運転作業員 
 スィーパー運転手 

801-14 乗物内清掃作業員 
 機内サービス員（空港地上サービス） 
 客席整備員（航空機整備）  
 航空機内清掃員 
 車内清掃員（自動車）  
 船内清掃員 
 バス掃除員 
 列車清掃員 
801-20 衛生作業員 

 衛生現業員（清掃事務所）  
801-21 ごみ処理作業員 

 危険物収集作業員（清掃業） 
 クラッシャー運転員（清掃業） 
 ごみ収集作業員 
 ゴミ焼却作業員 
 産業廃棄物焼却処理作業員 
 焼却炉操作員（清掃工場）  
 じん芥収集作業員 
 じん芥処理作業員 
 廃棄物処理作業員 
 不燃物処理作業員 

801-22 し尿処理作業員 
 し尿汲取作業員 
801-30 清毒作業員 

 医療器具消毒員（病院） 
 消毒員（保健所）  

801-31 防疫作業員 
 防疫員  

801-32 害虫防除作業員 
 害虫防除指導員  
 駆除員（ねずみ族・昆虫等） 
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 燻蒸殺虫作業員 
 白蟻駆除作業員 
 白蟻防除予防施工人 
 船舶燻蒸員 
 輸入果物燻蒸員 
 輸入木材消毒員 
801-99 他に分類されない清掃員 

 床ワックス工事人 

809 他に分類されない労務の職業  
809-10 産業洗浄工 

 洗工（金属再生業） 
 碍子洗浄工 
 化学洗浄技術員 
 原子炉機器洗浄工 
 コークスパイプ掃除工（製鉄所） 
 製品洗浄工 
 チューブ洗浄工 
 塗料剥離作業員（清掃） 
 プラントクリーニング員 
 濾布洗浄工 

809-11 機械洗浄工 
 キャンドル洗浄工 
 チップ係（重油バーナーのチップ掃除） 
 トリクレン洗浄工（機械） 
 ノズル洗浄工 
 フィルター洗浄工 
 布洗工（フィルター布） 

809-12 乗物洗浄工 
 機体清掃員（航空機） 
 自動車洗浄作業員 
 車両洗浄工（鉄道） 
 洗車人 
 船舶清掃員 
 船舶洗浄工 
 鉄道車両清掃員 

809-13 タンク洗浄工 
 タンク掃除工  
 貯水槽清掃員 
 ドラム缶洗浄工 
 ボイラー掃除工 

809-14 容器洗浄工 
 洗浄検瓶工 
 洗瓶工 
 樽洗浄工 
 瓶検査工（洗瓶工程）  

809-15 上下水道管渠施設洗浄工 
 暗渠清掃員 
 下水管洗浄工（公共下水道）  
 下水管洗浄工（建物内配管）  
 砕石取替人（し尿・下水処理場） 
 砂洗人（し尿・下水処理場）  
 送水管清掃作業員（下水） 
 側溝掃除人 
 排水管渠清掃人 
 マンホール掃除人 

809-20 選別工 
 飲食料品仕分け人 
 回収資材整理工 
 果実選別作業員（農協等の選果場）  
 検瓶工 
 水産物選別人 
 水晶選別人 
 選果工（農協、出荷組合、卸・小売店）  
 鮮魚選別工（漁協）  
 選瓶工（ガラス製品製造を除く） 
 等級仕分け人 
 梨選果員（集荷場） 
 荷選別工 
 ピッキング作業員 

809-21 原材料選別工 
 仕分け人（食料品製造業） 
 選果工（食料品製造工場） 
 選鉱工（製鉄、製鋼） 
 卵選別人（工場） 
 古鉄選別工（製鉄） 
 野菜選別工（工場） 

809-22 製品選別工 
 ガラス製品選別工 
 瓦仕分工 
 牛乳瓶検査工（牛乳製造） 
 製品検瓶工 
 石けん選別工 
 割箸選別工 

809-23 洗たく物荷分け工 
 仕分け作業員（洗濯業）  
 リネン係（ホテル）  

809-24 廃品選別整理工 
 ウエス選別工 
 危険物仕分人（清掃業） 
 故紙仕分人（再生資源卸売業） 
 自動車解体部品選別工 
 選別工（再生資源卸売業） 
 非鉄金属選別工（再生資源卸売業） 
 古鉄選別工（再生資源卸売業）  
809-30 雑務員 

 アンケーサー係（開梱・取出作業） 
 映画・演劇雑務者 
 建築現場雑役人 
 坑外雑役作業者 
 航空機内整備員 
 シートカバー取付人（航空機、電車など） 
 ジャニター（雑役） 
 除袋人（果樹） 
 潜水ポンプ係  
 船内修理清掃人 
 店頭商品補充員（スーパー、デパート） 
 道路散水工 
 墓守 
 墓地管理人 

809-31 用務員 
 学校用務員 
 技能主事（学校：用務員）  
 校務員（学校） 
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 庁務員（市役所） 
809-32 駅雑務員 

 車両整備係（鉄道） 
 新幹線列車食堂材料補給員（駅構内） 
 寝台車シート整備員 
 整備工（鉄道車両清掃業）  

809-33 病院雑務者 
 寝具交換員（病院） 
 リネン係（病院） 

809-34 工場雑務者 
 骸炭（コークス）処理工 
 機械管理員（工場）  
 機械掃除人 
 工場雑役作業者  
 スラグ作業人（セメント工場） 
 石炭乾燥工（セメント製造） 
 タンクヤード係員 
 タンクローリ積込人 
 注油工 
 燃料補給人 
 バンドリング工（紡績業） 
 ヤード工 
 ローラ手入工（紡績業） 

809-35 作業員宿舎雑務者 
 飯場従業者 

809-36 旅館雑務者 
 下番（旅館） 
 仲番（旅館） 

809-37 食堂雑務者 
 洗い場係（料理見習でないもの）  
 追い回し（洗い方：料理見習でないもの） 
 食器洗浄係 
 パントリー係 

809-38 公園・ゴルフ場整備員 
 グリーンキーパー 
 現場管理人（植物園、公園）  
 公園管理人 
 公園草取り作業員 
 公園清掃作業人 
 コース管理係（ゴルフ場）  
 ゴルフ場コース整備員 
 ゴルフ場芝刈り作業員 
 庭園管理人 
 遊園地管理人 
 緑地清掃管理員 

809-39 グランド整備員 
 競技場管理員 
 グランド係員  
 グランドキーパー  
809-99 他に分類されないその他の労務の職業 

 油かす肥料製造工 
 遺跡発掘作業員 
 イベント会場設営係 
 上回工（サルベージ業） 
 オイルフェンス張り作業員 
 火葬場現業員  
 草木灰肥料製造工 
 鷄ふん肥料製造工 

 航空機給油作業員 
 広告板取付人 
 除雪係 
 船台係 
 卵集荷人 
 電車広告張り人 
 バス広告張り人 
 発掘調査補助員 
 マンホール検査係 
 見本整理員 
 木灰製造工 
 もみがら燻炭製造人 
 有機肥料製造工 
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A 専門的･技術的職業 

高度の専門的水準において､科学的知識を応用し､技術的な業務に従事するものおよび医療･法律･教
育･宗教･芸術･その他の専門的性質の業務に従事するものをいう｡ 
この業務を遂行するには､通例､大学･研究機関などにおける高度の科学的訓練･その他の専門的分野の

訓練､またはこれと同程度の実務的経験あるいは芸術上の創造的才能を必要とする｡ 
 

01 科学研究者 

研究所･試験場･研究室などの研究施設において､自然科学､人文･社会科学の分野の基礎的または応用
的な学問上･技術上の問題を解明するため､専門的･科学的な業務に従事するものをいう｡ 
この業務を遂行するには､通例､大学(短期大学を除く)の課程を修了したかまたはこれと同程度以上の

専門的知識を必要とする｡ 
×  大学付置研究所などの研究者のうち､講義のかたわら研究的業務に従事するものを除く｡ 

〔15 教育の職業〕 
 

011 自然科学系研究者 
研究所･試験場･研究室などにおいて､理学･工学･農学･医学などの自然科学に関する専門的･科学的な

試験･研究の業務にもっぱら従事するものをいう｡ 
× 専門的･科学的な知識と手段を生産に応用する業務に従事するものを除く｡[02～07]  

011-10 理学研究者 
11 数学研究者 
12 物理学研究者 
13 化学研究者 
14 生物学研究者 

011-20 工学研究者 
21 土木･建築工学研究者 
22 機械工学研究者 
23 材料工学研究者 
24 電気･電子工学研究者 
25 情報工学研究者 
26 生命工学研究者 

011-30 農･林･水産学研究者 
31 農学研究者 
32 林学研究者 
33 獣医学･畜産学研究者 
34 水産学研究者 

011-40 医学研究者 
41 生理学研究者 
42 病理学研究者 
43 薬学研究者 
44 歯学研究者 

011-99 他に分類されない自然科学系研究者  
×  農業技術者[021-XX]、機械技術者[031-XX]、化学技術者[042-XX]、自然科学系大学教授[156-12] 
 

012 人文･社会科学系研究者 
研究施設などにおいて､哲学･史学･文学･美術･心理学･教育学･社会学･法律学･政治学･経済学･商学･経

営学などの人文･社会科学に関する専門的･科学的な調査･研究の業務にもっぱら従事するものをいう｡  
012-10 人文科学研究者 
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11 哲学研究者 
12 史学研究者 
13 文学研究者 
14 美術研究者 
15 心理学研究者 
16 教育学研究者 

012-20 社会科学研究者 
21 社会学研究者 
22 法学･政治学研究者 
23 経済学研究者 
24 商学･経営学研究者  

× 人文科学系大学教授[156-12]、社会科学系大学教授[156-12] 
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02 農林水産業･食品技術者 

農林水産業･食品工業において科学的･専門的知識と手段を生産に応用し､生産における企画･管理･監
督･研究などの科学的･技術的な業務に従事するものをいう｡ 
この業務を遂行するには､通例､大学などにおける自然科学に関する専門的訓練またはこれと同程度以

上の知識と実務的経験を必要とする｡ 
× (1)生産における情報処理･能率管理･品質管理の仕事にもっぱら従事するものを除く｡ 
  〔06 情報処理技術者、07 その他の技術者〕 

(2)試験場･研究所などの試験･研究施設で､自然科学に関する専門的･科学的知識を必要とする研究の
業務に従事するものを除く｡〔01 科学研究者〕 

 

021 農業技術者 
作物(稲･麦･雑穀･豆類･いも類･野菜･園芸作物･工芸作物)の栽培･土壌･肥料･病虫害に関する技術の改

良普及､農作物の生産流通に関する指導･調整､種苗の配布､農作物･種苗の検査に関する企画･指導などの
技術的な業務に従事するものをいう｡ 
× 飼料作物の栽培に関する技術的な業務に従事するものを除く｡[022,029]  

021-10 農業技術員 
11 種苗育成技術員 
12 土壌改良技術員 
13 病虫害防除技術員 

021-20 農業経営指導員 
021-30 農作物検査員  

× 飼料技術員[022-14]、栽桑技術員[029-11]、農業土木技術者[052-99] 
 

022 畜産技術者 
家畜･家きん･毛皮獣･みつばちなどの増殖･飼育･改良普及､飼料作物の栽培などに関する企画･指導･管

理･検査などの技術的な業務に従事するものをいう｡  
022-10 畜産技術員 
11 種付技術員 
12 ふ化技術員 
13 肥育技術員 
14 飼料技術員 
15 ふん尿処理技術員 

022-20 養蜂技術員 
022-30 畜産検査技術員 
31 ひな鑑別員  

× 獣医師[083-10]、養蜂作業者[432-60] 
 

023 林業技術者 
山林用種苗の育成･生産､苗木の植栽､林木の保育･保護､林産物の生産･利用に関する企画･指導･管理･

検査などの技術的な業務に従事するものをいう｡  
023-10 林業技術員 
11 森林病害虫防除技術員 

023-20 林業検査技術員  
× 治山･治水技術者[052-XX] 
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024 水産技術者 
水産動植物の採捕･養殖に関する企画･指導･管理･検査などの技術的な業務に従事するものをいう｡  

024-10 水産技術員 
11 養殖技術員 
12 漁労技術員 

024-20 水産物検査技術員 
024-30 水産資源保護指導員  

× 水産試験場研究員[011-34]、水産食品製造技術者[025-10] 
 

025 食品技術者 
各種の飲食料品の製造に関する企画･指導･検査･作業管理などの技術的な業務に従事するものをいう｡  

025-10 食品製造技術者 
11 かん詰製造技術者 
12 食品冷凍技術者 

025-20 醸造技術者 
025-99 他に分類されない食品技術者  

× 食品衛生監視員[119-33] 
 

029 その他の農林水産業･食品技術者 
桑の栽培､養蚕に関する企画･指導･管理･検査･技術の改良普及など 021～025 に含まれない農林水産

業･食品製造の技術的な業務に従事するものをいう｡  
029-10 養蚕技術者 
11 栽桑技術員 
12 養蚕技術員 
13 蚕業検査技術員 

029-99 他に分類されない農林水産業･食品技術者  
× 製糸技術者[049-21] 
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03 機械･電気技術者 

機械､電気の分野において科学的･専門的知識と手段を生産に応用し､生産における企画･管理･監督･研
究などの科学的･技術的な業務に従事するものをいう｡ 
この業務を遂行するには､通例､大学などにおける自然科学に関する専門的訓練またはこれと同程度以

上の知識と実務的経験を必要とする｡ 
× (1)生産における情報処理･能率管理･品質管理の仕事にもっぱら従事するものを除く｡ 
  〔06 情報処理技術者、07 その他の技術者〕 

(2)試験場･研究所などの試験･研究施設で､自然科学に関する専門的･科学的知識を必要とする研究の
業務に従事するものを除く｡〔01 科学研究者〕 

 

031 機械技術者 
各種機械器具(航空機･船舶･電気機器･電気通信機器を除く)･機械設備などに関する企画･設計･開発･製

造･検査･試験･据付け･改造･修理などの技術的な業務に従事するものをいう｡ 
航空機･船舶の原動機･計器の製造に関する技術的な業務に従事するものを含む｡  

031-10 一般機械技術者 
11 原動機技術者 
12 工作機械技術者 

031-20 自動車技術者 
031-30 精密機械技術者 
031-40 プラント技術者  

× 航空機技術者[032-10]、造船技術者[033-10]、電気機械技術者[034-XX]、機械デザイナー[184-20] 
 

032 航空機技術者 
航空機の機体･プロペラの設計･製作･修理に関する技術的統制・指導・作業管理などの技術的な業務に

従事するものをいう｡ 
× 航空機の原動機･計器の製造･修理に関する技術的な業務に従事するものを除く｡[031]  

032-10 航空機技術者  
× 航空機エンジン技術者[031-11]、航空機計器技術者[031-30]、航空機整備工[593-40] 
 

033 造船技術者 
船舶の設計･建造･改造･ぎ装･修理･検査に関する技術的統制･指導･作業管理などの技術的な業務に従

事するものをいう｡ 
× 舶用機関･計器の製造･修理に関する技術的な業務に従事するものを除く｡[031]  

033-10 造船技術者  
× 舶用機関技術者[031-11]、船大工[665-10] 
 

034 電気技術者 
電気機器･電子応用装置などの電気機械器具(通信機器を除く)の設計･検査･維持管理､製作･保守･修理

に関する技術的統制･指導･作業管理､発送電･電気照明などの電気施設の計画･設計･維持管理､施設工事
の施工管理などの技術的な業務に従事するものをいう｡ 
× 電気通信に関する技術的な業務に従事するものを除く｡[035]  

034-10 強電技術者 
034-20 弱電技術者 
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21 電子機器技術者 
22 半導体技術者 

034-30 電気装置技術者 
31 発送電装置技術者 

034-99 他に分類されない電気技術者  
× 電気通信技術者[035-10]、電気精錬技術者[041-11]、電気化学技術者(アルミナ製造)[042-20]、 

システムエンジニア[061-10]、電気機械器具保守員[589-60] 
 

035 電気通信技術者 
電気通信機器の設計･検査･維持管理､製作･保守･修理に関する技術的統制･指導･作業管理､無線･有線

の電気通信施設の計画･設計･維持管理､施設工事の施工管理などの技術的な業務に従事するものをいう｡ 
× 電気通信施設の通信･技術操作､電波の監視･規制の業務に従事するものを除く｡[501,502,509]  

035-10 電気通信技術者  
× 無線通信士[501-10]、無線技術士[501-20]、有線放送技術員[502-21]、航空管制官[509-10] 
 

036 原子力技術者 
原子炉･放射線加速器などの原子力エネルギー発生装置･放射線発生装置･放射線計測器の設計･製造･

運転操作､核燃料･アイソトープなどの製造･取扱､およびこれらに伴う放射線の管理･防護などに関する
技術的な業務に従事するものをいう｡  

036-10 放射性物質製造技術者 
036-20 原子炉技術者 
036-30 放射線利用機器技術者 
036-40 放射線安全管理技術者 
036-99 他に分類されない原子力技術者  

× X 線装置製造技術者[034-21]、診療放射線技師[101-10] 
 

039 その他の機械・電気技術者 
031～036 に含まれないその他の機械･電気に関する技術的な業務に従事するものをいう｡  

039-10 その他の機械･電気技術者  
× 
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04 鉱工業技術者(機械･電気技術者を除く) 

鉱工業(機械･電気を除く)において科学的･専門的知識と手段を生産に応用し､生産における企画･管理･
監督･研究などの科学的･技術的な業務に従事するものをいう｡ 
この業務を遂行するには､通例､大学などにおける自然科学に関する専門的訓練またはこれと同程度以

上の知識と実務的経験を必要とする｡ 
× (1)生産における情報処理･能率管理･品質管理の仕事にもっぱら従事するものを除く｡ 
  〔06 情報処理技術者,07 その他の技術者〕 

(2)試験場･研究所などの試験･研究施設で､自然科学に関する専門的･科学的知識を必要とする研究の
業務に従事するものを除く｡〔01 科学研究者〕 

 

041 金属製錬･材料技術者 
金属の製錬･精錬･溶解･鋳造･鍛造･熱処理･圧延･表面処理･合金の製造などに関する企画･指導･作業管

理などの技術的な業務に従事するものをいう｡ 
× 非金属の精錬に関する業務に従事するものを除く｡[042]  

041-10 金属製錬技術者 
11 電気精錬技術者 

041-20 鋳造技術者 
041-30 鍛造技術者 
041-40 圧延技術者 
041-50 合金技術者 
041-99 他に分類されない金属製錬･材料技術者  

× 非金属精錬技術者[042-20] 
 

042 化学技術者 
工業用化学製品･化学肥料･油脂製品(食用製品を除く)･塗料･医薬品･火薬･香料･化粧品･石油製品･ゴ

ム･プラスチック･化学繊維などの製造に関する工程の設計･開発･管理､試料の分析･検査などの技術的な
業務に従事するものをいう｡ 
× 食品･ファインセラミックスの製造の技術的な業務に従事するものを除く｡[025,043]  

042-10 有機化学技術者(高分子化学を除く) 
042-20 無機化学技術者(高分子化学を除く) 
042-30 高分子化学技術者 
042-40 バイオケミカル技術者 
042-50 分析化学技術者  

× 食品化学技術者[025-XX]、化学工業用セラミックス技術者[043-20]、染色技術者[049-25]、 
製薬技術者(薬剤師)[084-10]、薬事監視員[119-32] 

 

043 窯業技術者 
陶磁器(ファインセラミックスを含む)･耐火物･ガラス･ほうろう･セメントなどの窯業製品､研磨材など

の製造に関する企画･指導･作業管理などの技術的な業務に従事するものをいう｡  
043-10 普通陶磁器技術者 
043-20 ファインセラミックス製造技術者 
043-30 ガラス技術者 
043-99 他に分類されない窯業技術者  

× 
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049 その他の鉱工業技術者 
鉱山などにおける探鉱･開発･採掘･採取･選鉱･保安､製糸･紡績･織布､繊維製品の漂白･染色など 041～

043 に含まれない鉱工業の技術的な業務に従事するものをいう｡  
049-10 鉱山技術者 
11 探鉱技術者 
12 採鉱技術者 
13 鉱山保安技術者 

049-20 製糸･紡織技術者 
21 製糸技術者 
22 紡績技術者 
23 織布技術者 
24 ニット技術者 
25 染色技術者 

049-99 他に分類されない鉱工業技術者  
× 化学繊維製造技術者[042-30]、試すい(錐)工[755-20] 
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05 建築･土木･測量技術者 

建築･土木･測量の分野において科学的･専門的知識と手段を応用し､計画･設計･工事監理･技術指導･施
工管理･検査などの技術的な業務に従事するものをいう｡ 
この業務を遂行するには､通例､大学などにおける自然科学に関する専門的訓練またはこれと同程度以

上の知識と実務的経験を必要とする｡ 
× 試験所･研究所などの試験･研究施設で､自然科学に関する専門的･科学的知識を必要とする研究の業

務に従事するものを除く｡〔01 科学研究者〕 
 

051 建築技術者 
住宅その他の建築物の建設･改修･維持に関する計画･設計･工事監理･施工管理などの技術的な業務に

従事するものをいう｡ 
× 土地台帳･家屋台帳の登録について､土地･家屋に関する調査･測量･申請手続などの業務に従事する

ものを除く｡[205]  
051-10 建築技術者 
11 建築設計技術者 
12 工事監理技術者  

× 土地家屋調査士[205-20]、建築大工[771-10] 
 

052 土木技術者 
道路(橋･トンネルを含む)･河川･港湾･海岸･鉄道･上下水道･空港などの土木施設の建設･改修･維持､宅

地･農地･水路などの改良･造成､都市計画･水力開発･災害復旧などに関する計画･設計･工事監理･指導･施
工管理･検査などの技術的な業務に従事するものをいう｡ 
付随的に測量作業に従事するものを含む｡ 

× 土地･水路などの測量に関する計画･実施などの技術的な業務に従事するものを除く｡[053]  
052-10 道路技術者 
052-20 橋りょう技術者 
052-30 ずい道技術者 
052-40 河川技術者 
052-99 他に分類されない土木技術者  

× 測量士[053-10] 
 

053 測量技術者 
土地･水路などの測量に関する計画､機械の調節､作業の実施･指揮､結果の取りまとめなどの技術的な

業務に従事するものをいう｡  
053-10 測量士 
11 航空写真測量技術者 
12 水路測量技術者 

053-98 測量士補  
× 測量作業員[779-30] 
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06 情報処理技術者 

電子計算機を用いて情報の整理･加工･蓄積･検索などを行うため､情報処理技術に関する専門的知識と
手段を応用し､システムの分析･設計､プログラムの設計･作成などの科学的･技術的な業務に従事するも
のをいう｡ 
この業務を遂行するには､通例､大学などにおける自然科学に関する専門的訓練またはこれと同程度以

上の知識と実務的経験を必要とする｡ 
× 試験所･研究所などの試験･研究施設で､自然科学に関する専門的･科学的知識を必要とする研究の業

務に従事するものを除く｡〔01 科学研究者〕 
 

061 システムエンジニア 
電子計算機による情報の整理･加工･蓄積･検索などのため､業務システムの分析､プログラムの基本設

計などの技術的な業務に従事するものをいう｡  
061-10 システムエンジニア 
11 システムアナリスト  

× カスタマーエンジニア(電子計算機)[034-21]、電子計算機オペレーター[313-10] 
 

062 プログラマー 
プログラムの基本設計書に基づいて､プログラムの作成およびコンピュータ処理に必要な操作手引書

の作成などの技術的な業務に従事するものをいう｡  
062-10 プログラマー  

× キーパンチャー[312-10] 
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07 その他の技術者 

02～06 に含まれない科学的･技術的な業務に従事するものをいう｡ 
この業務を遂行するには､通例､大学などにおける自然科学に関する専門的訓練またはこれと同程度以

上の知識と実務的経験を必要とする｡ 
× 試験場･研究所などの試験･研究施設で､自然科学に関する専門的･科学的知識を必要とする研究の業

務に従事するものを除く｡〔01 科学研究者〕 
 

071 その他の技術者 
生産･工事における能率管理･品質管理など 021～062 に含まれないその他の技術的な業務に従事する

ものをいう｡  
071-10 生産工学技術者 
11 生産･事務組織管理技術者 
12 品質管理技術者 

071-20 労働安全衛生技術者 
071-30 環境衛生技術者 
071-99 他に分類されないその他の技術者  

× 
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08 医師､歯科医師､獣医師､薬剤師 

医師･歯科医師･獣医師･薬剤師の免許を有し､診断･治療･調剤など医学･獣医学･薬学の知識を必要とす
る専門的･技術的な業務に従事するものをいう｡ 
× 医学的･獣医学的･薬学的な知識に基づいて､試験･研究の業務にもっぱら従事するものを除く｡ 
 〔01 科学研究者〕 
 

081 医師 
医師の免許を有し､身体各部の疾患･機能障害の診断･治療･手術･研究､保健指導､健康管理､臨床検査､

医学的きょう(矯)正保護､医学的鑑識､保険事業に伴う医学的審査､海･空港における出入港検疫などの専
門的･技術的な業務に従事するものをいう｡ 
医師の免許を有する病院長･診療所長を含む｡ 

× (1)医薬品を製造する事業所において､医師の免許を有し､医薬品の製造を管理するものを除く｡[042] 
(2)大学の教授･助教授または講師であって､大学付属の病院などで診断･治療などの業務に従事する
ものを除く｡[156]  
081-10 医師  

× 医薬品製造技師[042-10]、医療監視員[119-31]、医科大学教授[156-12] 
 

082 歯科医師 
歯科医師の免許を有し､歯･その周囲組織または口くうに生ずる疾患についての診断･治療･予防指導な

どの専門的･技術的な業務に従事するものをいう｡ 
歯科医師の免許を有する歯科病院長･歯科診療所長を含む｡ 

× 大学の教授･助教授または講師であって､大学付属の病院などで歯科に関する診断･治療などの業務
に従事するものを除く｡[156]  

082-10 歯科医師  
× 歯科衛生士[104-10]、歯科技工士[105-10]、歯科大学教授[156-12] 
 

083 獣医師 
獣医師の免許を有し､家畜･家きん･愛がん動物の診療･保健衛生指導､動物･畜産物の防疫､と畜検査な

どの専門的･技術的な業務に従事するものをいう｡ 
獣医師の免許を有する家畜診療所長を含む｡  

083-10 獣医師  
× 獣医科大学教授[156-12] 
 

084 薬剤師 
薬剤師の免許を有し､医薬品の調剤･服薬指導･管理などの専門的･技術的な業務に従事するものをい

う｡ 
薬剤師の免許を有し､医薬品の製造を管理するものを含む｡ 

× 各種薬品に関する薬学的な試験･検定･研究にもっぱら従事するものを除く｡[011]  
084-10 薬剤師  

× 薬学研究者[011-43]、薬事監視員[119-32]、薬局店主(薬剤師でないもの)[321-10] 
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09 保健師､助産師､看護師 

保健師･助産師･看護師の免許を有し､保健指導､助産､傷病者に対する療養上の世話などの専門的･技術
的な業務に従事するものをいう｡ 
× 看護業務に従事する自衛官を除く｡〔40 自衛官〕 
 

091 保健師 
保健師の免許を有し､健康相談･健康教育･家庭訪問などにより､衛生思想の普及啓発､疾病予防の指導､

傷病者の療養指導､その他日常生活上必要な保健指導の業務に従事するものをいう｡  
091-10 保健師  

× 衛生管理者(医師でないもの)[119-99]、養護学校教員[157-20] 
 

092 助産師 
助産師の免許を有し､助産､妊婦･じょく婦･新生児の保健指導などの業務に従事するものをいう｡  

092-10 助産師  
× 
 

093 看護師・准看護師 
看護師の免許を有し､傷病者･じょく婦･新生児に対する療養上の世話､診療の補助業務に従事するもの､

准看護師の免許を有し､医師･歯科医師･看護師の指示を受けて傷病者･じょく婦に対する療養上の世話､
診療の補助業務に従事するものをいう｡  

093-10 看護師 
093-20 准看護師  

× 看護補助者[119-40] 
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10 医療技術者 

診療放射線技師･臨床検査技師･理学療法士･歯科技工士などの免許を有し､医師または歯科医師の指
示･指導のもとに､放射線の人体照射､微生物学的検査､理学療法､歯科技工業務などの医療技術に関する
業務に従事するものをいう｡ 
 

101 診療放射線技師 
診療放射線技師の免許を有し､医師または歯科医師の指示のもとに､放射線の人体照射(撮影を含む)の

業務に従事するものをいう｡  
101-10 診療放射線技師  

× 放射線利用機器技術者[036-30] 
 

102 臨床検査技師､衛生検査技師 
臨床検査技師･衛生検査技師の免許を有し､医師の指導･監督のもとに､病院･診療所などにおいて微生

物学的検査･血清学的検査･血液学的検査･病理学的検査･寄生虫学的検査･生化学的検査などの業務に従
事するものをいう｡  

102-10 臨床検査技師 
102-20 衛生検査技師  

× 
 

103 理学療法士､作業療法土 
理学療法士･作業療法士の免許を有し､病院･診療所などにおいて理学療法･作業療法を行うものをい

う｡  
103-10 理学療法士 
103-20 作業療法士  

× リハビリ助手[119-40] 
 

104 歯科衛生士 
歯科衛生士の免許を有し､歯科医師の直接の指導のもとに､歯牙および口くうの疾患予防のための歯

垢･歯石の除去､歯科診療の補助などの業務に従事するものをいう｡  
104-10 歯科衛生士  

× 
 

105 歯科技工士 
歯科技工士の免許を有し､病院･歯科診療所･歯科技工所などにおいて､歯科医療の用に供する補てつ

物･充てん物･矯正装置の作成･加工･修理の業務に従事するものをいう｡  
105-10 歯科技工士  

× 
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106 臨床工学技士 
臨床工学技士の免許を有し､病院･診療所などにおいて､医師の指示･指導のもとに､人工呼吸器･人工透

析装置･人工心肺装置などの生命維持管理装置の操作･保守･点検の業務に従事するものをいう｡  
106-10 臨床工学技士  

× 
 

107 視能訓練士､言語聴覚士 
視能訓練士･言語聴覚士の免許を有し､視機能または言語･聴覚機能に障害を有するものに対する検査･

訓練･指導などの業務に従事するものをいう｡  
107-10 視能訓練士 
107-20 言語聴覚士  

× 
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11 その他の保健医療の職業 

栄養士､あんまマッサージ指圧師､はり師､きゅう師､柔道整復師など 08～10 に含まれない専門的･技術
的な医療･保健衛生に関する業務に従事するものをいう｡ 
 

111 栄養士 
栄養士の免許を有し､給食などにおける献立の作成､栄養価の計算､特別治療食の調理､その他これらに

伴う食じ(餌)相談などの栄養指導の業務に従事するものをいう｡  
111-10 栄養士  

× 給食調理人[361-40] 
 

112 あんまマッサージ指圧師､はり師､きゅう師､柔道整復師 
あんまマッサージ指圧師･はり師･きゅう師･柔道整復師の免許を有し､あんまマッサージ指圧･はり･き

ゅう･柔道整復の施術の業務に従事するものをいう｡  
112-10 あんまマッサージ指圧師 
112-20 はり師 
112-30 きゅう師 
112-40 柔道整復師  

× 柔道教師[202-30] 
 

119 他に分類されない保健医療の職業 
義肢装具士･医療技術員･医療監視員･看護補助者など 111 および 112 に分類されない専門的･技術的な

医療・保健衛生の業務に従事するものをいう｡  
119-10 義肢装具士 
119-20 医療技術員 
119-30 医療･薬事･衛生監視員 
31 医療監視員 
32 薬事監視員 
33 食品衛生監視員 

119-40 看護補助者 
119-99 他に分類されないその他の保健医療の職業  

× 
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12 社会福祉専門の職業 

福祉事務所･児童相談所･更生相談所･婦人相談所･社会福祉施設･福祉団体などにおいて､調査･判定･相
談･保護･教護･援護･育成･更生･介護などの専門的な業務に従事するものをいう｡ 
 

121 福祉相談指導専門員 
福祉事務所･児童相談所･更生相談所･婦人相談所において､児童･障害者･高齢者など社会的保護･支援

を必要とする者に対する調査･判定･相談･助言･指導などの専門的な業務に従事するものをいう｡  
121-10 福祉相談指導専門員 
11 ケースワーカー 
12 福祉司 
13 心理判定員  

× カウンセラー[201-10] 
 

122 福祉施設指導専門員 
児童福祉施設･身体障害者福祉施設･老人福祉施設等の福祉施設において､保護･教護･援護･育成･介護

などの専門的な業務に従事するものをいう｡  
122-10 福祉施設指導専門員  

× カウンセラー[201-10] 
 

123 保育士 
児童福祉施設において､児童の保育･養育･保護･養護の業務に従事するものをいう｡  

123-10 保育士  
× 幼稚園教員[151-10] 
 

124 福祉施設寮母･寮父 
母子生活支援施設･身体障害者福祉施設･老人福祉施設などにおいて､更生･介護の業務に従事するもの

をいう｡  
124-10 福祉施設寮母･寮父  

× 寄宿舎寮母･寮父[382-11] 
 

129 その他の社会福祉専門の職業 
社会福祉協議会などの福祉団体における相談･指導･助言など 121～124 に含まれない社会福祉および

更生指導に関する専門的･技術的な業務に従事するものをいう｡  
129-10 その他の社会福祉専門の職業  

× 
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13 法務の職業 

裁判官､検察官､弁護士およびその他の司法に関連する専門的な業務に従事するものをいう｡ 
 

131 裁判官､検察官､弁護士 
法律上の争訟を裁判するもの(裁判官)､刑事について公訴を行い､裁判所に法の正当な適用を請求し､裁

判の執行を監督し､裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは､裁判所に
通知を求め､または意見を述べ､公益の代表として他の法令がその権限に属させる事務を行うもの(検察
官)､当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって訴訟事件､非訴訟事件､訴願･審査の請求･異
議の申立など行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うもの(弁護士)をい
う｡ 
裁判官･検察官の身分を有し､検察行政事務･国の利害に関係ある争訟事務･民事事務･人権擁護事務な

どの法律行政事務に従事するものを含む｡ 
× (1)工業所有権に関する審判･抗告審判を行うものおよび海難事件の審判･審判の請求･海難の調査･裁

決の執行を行うものを除く｡[139] 
(2)裁判官弾がい(劾)の裁判を行うものまたは裁判官ひ(罷)免の訴追を行うものを除く｡[211]  

131-10 裁判官 
131-20 検察官 
131-30 弁護士  

× 裁判所書記官[139-40]、裁判所調査官[139-50] 
 

132 弁理士､司法書士 
他人からの求めに応じて､特許などの工業所有権に関する出願､登録の代理などの業務に従事するもの

(弁理士)､他人からの求めに応じて､法務局･検察庁･裁判所などに提出する書類または事実証明に関する
書類を作成する業務に従事するもの(司法書士)をいう｡  

132-10 弁理士 
132-20 司法書士  

× 行政書士[205-10] 
 

139 その他の法務の職業 
公証人､特許･海難審判官､裁判所書記･調査官など 131 および 132 に含まれない司法またはこれに関す

る専門的な業務に従事するものをいう｡ 
× 国民の生命･身体･財産の保護のために捜査･逮捕を行い､公安の維持に従事するものを除く｡

[411,412,419]  
139-10 公証人 
139-20 特許審判官 
139-30 海難審判官･理事官 
139-40 裁判所書記官 
139-50 裁判所調査官 
139-60 調停員 
139-99 他に分類されない法務の職業  

× 裁判所事務官[259-10]、裁判所速記官[311-10] 
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14 経営専門の職業 

他人の求めに応じて､財務書類の監査･証明･調製の業務､租税･社会保険に関する申告･申請･再調査ま
たは審査の請求･異議申立などの官公署に提出する書類作成の業務､その他財務･税務・労務など経営に関
する相談･指導の業務に従事するものをいう｡ 
 

141 公認会計士､税理士 
公認会計士･会計士補･税理士の資格を有し､他人の求めに応じて､財務書類の監査･証明･調製の業務お

よび財務に関する調査･立案･相談などの業務に従事するもの(公認会計士)､租税に関し申告･申請･再調査
または審査の請求･異議申立･過誤納付金の還付請求などの書類作成の業務に従事するもの(税理士)をい
う｡  

141-10 公認会計士 
141-20 会計士補 
141-30 税理士  

× 弁理士[132-10]、経理事務員[263-21] 
 

142 社会保険労務士 
社会保険労務士の資格を有し､他人の求めに応じて､労働･社会保険に関する申告書･帳簿書類などの作

成･提出の代行､申請手続きの代理､人事労務に関する相談･指導などの業務に従事するものをいう｡  
142-10 社会保険労務士  

× 
 

149 その他の経営専門の職業 
中小企業診断士など 141 および 142 に含まれない経営に関する専門的な業務に従事するものをいう｡  

149-10 中小企業診断士 
149-99 他に分類されない経営専門の職業  

× 
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15 教育の職業 

学校(幼稚園･小学校･中学校･高等学校･高等専門学校･大学･盲学校･ろう学校･養護学校をいう)､専修学
校･各種学校(学校教育に類する教育を行う施設をいう)､その他の教育施設において､学生･生徒･児童･幼
児の教育･養護に従事するものをいう｡ 
教育に従事する学長･校長(園長を含む)､部局長(大学の学部長･大学に付置される研究所の長･大学の付

属図書館の長･大学共同利用機関の長をいう)､少年院･少年鑑別所において収容少年の教育に従事するも
のを含む｡ 
× (1)教育委員会の教育長･専門職員(指導主事･社会教育主事をいう)を除く｡ 
  〔21 管理的公務員､20 その他の専門的職業〕 

(2)学校の事務職員･技術職員･実習助手を除く｡〔それぞれに対応する分類項目〕 
(3)教育に従事しない学校の理事などを除く｡〔22 会社･団体の役員〕 
(4)教護院において､収容少年の教護･教科指導に従事するものを除く｡〔12 社会福祉専門の職業〕 

 

151 幼稚園教員 
幼稚園において､幼児の保育･養護に従事するものをいう｡ 
× 保育所などの児童福祉施設において､児童の保育･保護の業務に従事するものを除く｡[123]  

151-10 幼稚園教員 
11 幼稚園園長  

× 保育士[123-10] 
 

152 小学校教員 
小学校において､児童の初等普通教育･養護に従事するものをいう。 

× 盲学校･ろう学校･養護学校において､児童の初等普通教育に従事するものを除く｡[157]  
152-10 小学校教員 
11 小学校校長 
12 小学校教頭 
13 小学校養護教諭  

× 
 

153 中学校教員 
中学校において､生徒の中等普通教育･養護に従事するものをいう｡ 

× 盲学校･ろう学校･養護学校において､生徒の中等普通教育に従事するものを除く｡[157]  
153-10 中学校教員 
11 中学校校長 
12 中学校教頭 
13 中学校養護教諭  

× 
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154 高等学校教員 
高等学校において､生徒の高等普通教育･専門教育･養護に従事するものをいう｡ 

× (1)盲学校･ろう学校･養護学校において､生徒の高等普通教育に従事するものを除く｡[157] 
(2)高等学校において､教育に関する専門的知識を必要とせず､もっぱら実技の指導､実験･実習の補助
的な仕事に従事するものを除く｡[それぞれに対応する分類項目]  
154-10 高等学校教員 
11 高等学校校長 
12 高等学校教頭 
13 高等学校養護教諭  

× 
 

155 高等専門学校教員 
高等専門学校において､学生に専門の学芸を教授するもの､専門的･科学的知識に基づく実験または実

習の指導に従事するものをいう｡ 
高等専門学校所属の練習船において､船舶運航およびそれに関連する教育に従事するものを含む｡ 

× もっぱら実務の経験もしくは研修に基づく知識･技術･技能によって､学生の実験または学習の指導
の補助的な仕事に従事するものを除く｡[それぞれに対応する分類項目]  

155-10 高等専門学校教員 
11 高等専門学校校長 
12 高等専門学校助手  

× 専修学校教員[159-10] 
 

156 大学教員 
短期大学･大学(大学校を除く)･大学院において､学生に専門の学芸を教授するものをいう｡ 
（1） 教育に従事する学長･部長を含む｡ 
（2） 専門的科学的知識に基づく実験･実習の指導に従事するものを含む。 
（3） 大学の研究所､教育･研究施設などにおいて､学生･研究生に対する教育に従事するものを含む｡ 
（4） 大学の学部所属の練習船において､船舶運航およびそれに関連する教育に従事するものを含む｡ 
× (1)大学において､学理的基礎知識によらずもっぱら実務の経験もしくは研修に基づく知識･技術･技

能によって､学生の実験･学習の指導･研究の補助的仕事に従事するものを除く｡[それぞれに対応
する分類項目] 
(2)大学付属の病院･研究所などの付属施設において､もっぱら教育以外の仕事に従事するものを除く｡
[それぞれに対応する分類項目] 

(3)大学付属の諸学校において､生徒･児童･幼児の教育､教育実習学生の指導に従事するものを除く｡
[151～154,157] 

(4)大学の医学部付属の看護師養成施設などにおいて､もっぱら看護などに関する理論･実技の教授に
従事するものを除く｡[159] 

(5)大学において､学生に対するカウンセリングの仕事にもっぱら従事するものを除く｡[201]  
156-10 大学教員 
11 学長 
12 大学教授 
13 大学准教授 
14 大学講師 
15 大学助手  

× 警察大学校教授(警察官でないもの)[159-40] 
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157 盲学校･ろう学校･養護学校教員 
盲学校･ろう学校または養護学校において､幼児･児童･生徒の幼稚園･小学校･中学校･高等学校に準ず

る教育･養護に従事するものをいう｡ 
× (1)盲学校･ろう学校･養護学校において､教育に関する専門的知識を必要とせず､もっぱら寄宿舎にお

ける生徒･児童の生活および学習の世話などの仕事に従事するものを除く｡[382] 
(2)小学校･中学校･高等学校の養護学級において､児童･生徒の教育に従事するものを除く｡ 
 [152～154]  

157-10 盲学校･ろう学校教員 
11 盲学校･ろう学校校長･園長 
12 盲学校･ろう学校教頭 

157-20 養護学校教員 
21 養護学校校長･園長 
22 養護学校教頭  

× 
 

159 その他の教育の職業 
専修学校･各種学校または学校以外のその他の教育施設において､学生･生徒に対する各種の教科や実

技などの教育訓練に従事するものをいう｡ 
（1） 職業訓練施設において､職業に必要な技能･知識の訓練･指導に従事するものを含む｡ 
（2） 事業体付属の教育施設において､職員に対して業務上必要な知識･技術･技能などの教育にもっぱ

ら従事するものを含む｡ 
（3） 少年院などにおいて､収容少年の教育に従事するものを含む｡ 
（4） 就業についての一定の資格(免許)を必要とするものの養成施設において､就業に必要な知識･実技

などの教育訓練に従事するものを含む｡ 
× (1)専修学校､各種学校以外の教授所において､茶道･華道･手芸･音楽･舞踊･囲碁などの指導に従事す

るものを除く｡[202] 
(2)個人経営の教授所(塾)において､学習指導に従事するものを除く｡[202] 
(3)個人家庭において学習指導に従事するものを除く｡[202] 
(4)保育所･教護院などの児童福祉施設において､児童の保育･生活指導などに従事するものを除く｡
[123,122]  
159-10 専修学校教員 
159-20 各種学校教員 
159-30 職業訓練指導員 
159-40 研修施設教員 
159-50 きょう正指導員 
159-99 他に分類されない教育の職業  

× 教護院教護[122-10]、保育士[123-10]、学習個人教師[202-10] 
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16 宗教家 

神道･仏教･キリスト教またはその他の宗教において､布教･伝道､法忌･祭式の執行､その他の宗教活動
に従事するものをいう｡ 
 

161 宗教家 
神道･仏教･キリスト教またはその他の宗教において､布教･伝道､法忌･祭式の執行､その他の宗教活動

に従事するものをいう｡  
161-10 宗教家 
11 神職 
12 仏教僧侶 
13 キリスト教聖職者  

× 祈とう師[399-70]、巫女[399-99] 
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17 文芸家､記者､編集者 

詩歌･戯曲･小説などの文芸作品の創作､文学･学術などに関する著作･翻訳に従事するもの､新聞･雑誌
などの記事の取材､新聞･書籍･雑誌･ニュース番組などのための資料を一定の目的の下に収集し､配列･整
理する業務に従事するものをいう｡ 
 

171 文芸家､著述家 
詩歌･戯曲･小説などの文学作品の創作に従事するもの(文芸家)､文学･芸術などに関する著作･翻訳に従

事するもの(著述家)をいう｡  
171-10 文芸作家 
171-20 脚本家 
171-30 評論家 
171-40 翻訳家 
171-50 コピーライター 
171-99 他に分類されない文芸家､著述家  

× 
 

172 記者､編集者 
新聞･雑誌などの記事の取材･原稿の執筆に従事するもの(記者)､新聞･書籍･雑誌･ニュース番組などの

刊行･放送のための資料を一定の目的の下に収集し､配列･整理する業務に従事するもの(編集者)をいう｡  
172-10 新聞記者･編集員 
11 新聞記者 
12 新聞論説員 
13 新聞編集員 

172-20 放送記者･番組編成員 
21 放送記者 
22 番組編成員 

172-30 雑誌記者､図書編集者 
31 雑誌記者･編集者 
32 図書編集者 

172-99 他に分類されない記者､編集者  
× 編集手伝[255-97] 
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18 美術家､デザイナー､写真家 

彫刻･絵画･美術工芸品などの芸術作品の創作に従事するもの(美術家)､工業的･商業的製品などの装飾
に関し､形状･模様･色彩などについて意匠を考案し､設計･表現する専門的な業務に従事するもの(デザイ
ナー)､肖像写真の撮影･焼付け･引伸ばし､新聞･雑誌などの出版に用いるためニュース･事件･人物などの
撮影､映画用･テレビ用撮影機の操作に従事するもの(写真家)をいう｡ 
 

181 彫刻家 
木彫･石彫･ブロンズ像･塑像など美術品の創作に従事するものをいう｡ 

× 彫刻､塑像の製作の補助的業務に従事するものを除く｡[51～72,75]  
181-10 彫刻家  

× 金属工芸家[183-10]、金属彫刻工[555-XX]、木彫工[663-30] 
 

182 画家､書家 
絵画･書などの創作に従事するものをいう｡ 

× 図案などのデザインに従事するものを除く｡[184]  
182-10 画家 
11 日本画家 
12 洋画家 
13 版画家 

182-20 書家 
182-30 漫画家､イラストレーター 
182-99 他に分類されない画家､書家  

× 図案家[184-XX]、陶磁器画工[536-10]、画工[724-10]、看板制作工[724-20] 
 

183 工芸美術家 
陶磁工芸品､漆工芸品､染色工芸品､宝石･角･きば･皮革工芸品､金属工芸品､美術家具などの､美術工芸

品の創作､工芸技術に関する指導などに従事するものをいう｡ 
× 工芸品製作の補助的業務に従事するものを除く｡[51～72,75]  

183-10 工芸美術家  
× 陶磁器工[535-10]、陶磁器絵付工[536-XX]、七宝工[539-20]、指物職[664-10]、漆工[715-10]、 

まき絵師[715-22] 
 

184 デザイナー 
工業的･商業的製品またはその他の物品･装飾に関し､用途･材質･製作法･形状･模様･色彩･照明などに

ついて技芸的･趣味的な意匠を考案し､図上に設計･表現を行う専門的な業務に従事するものをいう｡  
184-10 商業デザイナー 
11 グラフィックデザイナー 
12 ディスプレーデザイナー 

184-20 工業デザイナー 
184-30 インテリアデザイナー 
184-40 服飾デザイナー 
41 テキスタイルデザイナー 

184-99 他に分類されないデザイナー  
× パタンナー[659-10] 
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185 写真家 
客の注文により肖像写真の撮影･焼付･引伸･仕上･修整などの業務に従事するもの､新聞･雑誌などの出

版物に用いるためのニュース･事件･人物などの撮影､映画･テレビ用撮影機の操作に従事するものをい
う｡ 
× (1)写真･映画のネガ･ポジ･プリントを処理する作業に従事するものを除く｡[725] 

(2)映写機を操作するものを除く｡[729] 
(3)X 線写真の撮影･写真処理を行うものを除く｡[101,519]  

185-10 営業写真家 
185-20 カメラマン 
21 商業カメラマン 
22 報道カメラマン 

185-30 映画カメラマン 
31 動画カメラマン 

185-40 テレビカメラマン 
185-98 写真家助手  

× 診療放射線技師[101-10]、レントゲン技工(非破壊検査)[519-53]、写真工[725-10]、 
写真現像･焼付工[725-10]、映写技師[729-10] 
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19 音楽家､舞台芸術家 

音楽･演劇などの芸術作品の創作､および演奏･上演など芸術作品の再現に従事するものをいう｡ 
× (1)個人教授所において､音楽･演劇などについて教養･学習のための指導に従事するものを除く｡ 
  〔20 その他の専門的職業〕 

(2)文芸作品の創作に従事するものを除く｡〔17 文芸家､記者､編集者〕 
(3)学校において､音楽･演劇などについて学生･生徒の教育に従事するものを除く｡〔15 教育の職業〕 

 

191 音楽家 
作曲､演奏の指揮､演奏､歌唱に従事するものをいう｡  

191-10 作曲家 
191-20 指揮者 
191-30 演奏家 
191-40 歌手 
191-50 邦楽師  

× 音楽評論家[171-30]、音楽個人教師[202-20] 
 

192 舞踊家 
舞い･踊り･振りによって感情と意志を表現する演技者をいう｡  

192-10 日本舞踊家 
192-20 洋舞踊家 
192-99 他に分類されない舞踊家  

× 舞踊個人教師[202-20]、エアロビクスダンスインストラクター[202-30] 
 

193 俳優 
演劇･テレビ･映画などにおける演技者をいう｡  

193-10 舞台俳優 
11 歌舞伎俳優 
12 能師･狂言師 

193-20 テレビ･映画俳優 
193-30 声優 
193-99 他に分類されない俳優  

× 漫才師[195-20]、コメディアン[195-50] 
 

194 プロデューサー､演出家 
演劇･テレビ番組･映画などの企画･制作に従事するもの(プロデューサー)､脚本に基づく演技指導､セッ

ト･照明･音楽･擬音などの総合的な監督に従事するもの(演出家)をいう。  
194-10 プロデューサー 
194-20 演出家 
21 舞台演出家 
22 映画監督 

194-99 他に分類されないプロデューサー､演出家  
× 
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195 演芸家 
講談･浪曲･落語･漫才･奇術･曲芸などの演技者をいう｡  

195-10 講談師､浪曲師 
195-20 落語家､漫才師 
195-30 奇術師 
195-40 人形使い 
195-50 コメディアン 
195-60 曲芸師 
195-99 他に分類されない演芸家  

× 
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20 その他の専門的職業 

カウンセラー･個人教師･職業スポーツ家など 12～19 に分類されない専門的な職務に従事するものを
いう｡ 
 

201 カウンセラー 
学校･事業所･公共職業安定所などにおいて､学生･生徒･社員･求職者､その他のクライアントの抱える

個人的な問題､選職･適応上の問題点を把握し､助言･指導･援助する業務に従事するものをいう｡ 
事務所を設け報酬を得て､個人の抱える日常生活上の問題を把握し､助言･指導･援助する業務に従事す

るものを含む｡ 
× (1)法律･経営に関する相談に従事するものを除く｡[13,14] 

(2)社会福祉施設等において類似の業務に従事するものを除く｡[121]  
201-10 カウンセラー 
11 学生カウンセラー 
12 職場カウンセラー 
13 職業相談員  

× 経営コンサルタント[149-XX] 
 

202 個人教師 
学校教育の補習指導､および茶道･生花･書道･囲碁･音楽･舞踊･スポーツなどの個人教授に従事するも

のをいう｡ 
× 学校教育法に基づく学校､事業体に付属する教育施設､職業について一定の資格(免許)を必要とする

ものの養成施設､矯正施設､職業訓練施設において教育に従事するものを除く｡[151～157,159]  
202-10 学習個人教師 
202-20 技芸個人教師 
202-30 スポーツ個人教師 
202-99 他に分類されない個人教師  

× プロ棋士[209-99] 
 

203 職業スポーツ家 
野球･相撲･ボクシング･ゴルフなどの競技または試合に報酬を受けて参加し､運動競技を行うもの､お

よび競技に直接関連する業務に従事するものをいう｡ 
× スポーツの個人的教授･指導にもっぱら従事するものを除く｡[202]  

203-10 競技者 
203-20 監督･コーチ 
203-30 スポーツ審判員 
203-99 他に分類されない職業スポーツ家  

× 調教師[209-50]、床山[353-99]、きゅう務員[432-50]、グランド整備員[809-39] 
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204 監督的専門公務員 
国･地方公共団体の監督機関において､高度な専門的･技術的知識に基づき法規の定める監督･調査・審

査･監査などの業務に従事するものをいう｡  
204-10 監督的専門公務員 
11 労働基準監督官 
12 船員労務官 
13 鉱務監督官 
14 建築調査員 
16 特許審査官 
17 国税調査官 
18 電波監視官  

× 麻薬取締官[419-10]、郵政監察官[419-99]、漁業監督官[419-99]、狩猟取締官[419-99]、 
入国警備官[429-20] 

 

205 行政書士､土地家屋調査士､不動産鑑定士 
行政書士･土地家屋調査士･不動産鑑定士の資格を有し､他人の求めに応じて､官公署に提出する書類そ

の他権利義務または事実証明に関する書類作成の業務に従事するもの(行政書士)､不動産の表示に関する
登記のため土地･家屋の調査･測量･申請などの業務に従事するもの(土地家屋調査士)､不動産の鑑定評価
の業務に従事するもの(不動産鑑定士)をいう｡  

205-10 行政書士 
205-20 土地家屋調査士 
205-30 不動産鑑定士  

× 不動産管理士[209-99] 
 

209 他に分類されない専門的職業 
アナウンサー･通訳･調律師など 201～205 に含まれない専門的な職業に従事するものをいう｡  

209-10 ラジオ･テレビアナウンサー 
209-20 通訳 
209-30 調律師 
209-40 照明家 
209-50 調教師 
209-60 司書 
209-70 社会教育主事 
209-99 他に分類されないその他の専門的職業  

× カスタマーエンジニア[034-21]、声優[193-30]、通訳ガイド[391-20]、ピアノ調整工[719-10] 
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B 管理的職業 

事業経営の方針の決定､経営方針に基づく執行計画の樹立､作業の監督･統制など､もっぱら経営体の全
般または課(課相当を含む)以上の内部組織の経営管理に従事するものをいう｡ 
国･地方公共団体の各機関の公選された公務員を含む｡ 

× (1)経営の管理のほか､それ以外の作業にも直接従事する事業主･支配人･管理職員を除く｡ 
  〔事務的職業以外のそれぞれ該当する職業〕 

(2)校長･病院長･診療所長･検事総長･検事長･検事正を除く｡〔A専門的･技術的職業〕 
(3)自衛官･警察官･海上保安官･消防官を除く｡〔F保安の職業〕 

 

21 管理的公務員 

議会議員として立法関係の業務に従事するもの､国または地方公共団体における課(課相当を含む)以上
の業務を管理･監督するものをいう｡ 
× 公団･公庫･営団などの独立行政法人･特殊法人において管理的業務に従事するものを除く｡ 
 〔22 会社･団体の役員、23 会社･団体の管理職員〕 
 
211 議会議員 
国会または地方議会の議員として､国民または地域住民を代表して､法律案･条例案･予算案などの審

議･採決を行う業務に従事するものをいう｡  
211-10 国会議員 
211-20 地方公共団体議会議員  

× 
 
212 管理的国家公務員 
国の機関またはそれの課以上の業務を管理･監督するものをいう｡  

212-10 中央省庁幹部 
11 事務次官 
12 中央省庁の局部長 
13 中央省庁の課長 

212-20 地方支分部局幹部 
21 地方支分部局の長 
22 地方支分部局の課長 

212-30 国家行政委員会委員  
× 
 
213 管理的地方公務員 
地方公共団体の機関またはそれの課以上の業務を管理･監督するものをいう｡  

213-10 地方公共団体の三役 
11 知事･市町村長 
12 副知事・副市町村長 

213-20 地方公共団体の幹部 
21 地方公共団体の局部長 
22 地方公共団体の課長 

213-30 地方公共団体出先機関の幹部 
31 地方公共団体出先機関の長 
32 地方公共団体出先機関の課長 

213-40 地方行政委員会委員  
× 
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22 会社･団体の役員 

会社･独立行政法人･特殊法人･公益法人･組合など､法人･団体の業務の方針決定･執行･監査の業務に従
事するものをいう｡ 
 

221 会社役員 
株式会社･有限会社･合名会社･合資会社の事業の運営に関する重要事項の決定､業務の執行･監査の業

務に従事するものをいう｡ 
保険業法によって設立された相互会社の役員を含む｡ 

× 特別立法によって設立された株式会杜の役員を除く｡[222]  
221-10 会社社長･会長 
221-20 会社重役  

× 
 

222 独立行政法人･特殊法人の役員 
独立行政法人･特殊法人の業務運営に関する重要事項の決定､業務の執行･監査の業務に従事するもの

をいう｡  
222-10 独立行政法人の役員 
222-20 特殊法人の役員  

× 
 

229 その他の法人･団体の役員 
公益法人･組合など 221 および 222 に含まれない法人･団体の業務の方針決定･執行･監査の業務に従事

するものをいう｡  
229-10 公益法人役員 
229-20 経営者団体役員 
229-30 労働組合役員 
229-99 他に分類されない法人･団体の役員  

× 
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23 会社・団体の管理職員 

会社･独立行政法人･特殊法人･公益法人･組合などの法人･団体における課(課相当を含む)以上の業務を
管理･監督するものをいう｡ 
 

231 会社の管理職員 
会社において課以上の内部組織の業務を管理･監督するものをいう｡ 

× (1)会社役員を除く｡[221] 
(2)特殊会社の管理職員を除く｡[232]  

231-10 会社の管理職員 
11 本社部課長 
12 支店･工場等の長 
13 支店･工場等の部課長  

× 
 

232 独立行政法人･特殊法人の管理職員 
独立行政法人･特殊法人において課以上の内部組織の業務を管理･監督するものをいう｡ 

× 独立行政法人･特殊法人の役員を除く｡[222]  
232-10 独立行政法人の管理職員 
232-20 特殊法人の管理職員  

× 
 

239 その他の法人･団体の管理職員 
公益法人･組合など 231 および 232 に含まれない法人･団体において課以上の内部組織の業務を管理･

監督するものをいう｡ 
× その他の法人･団体の役員を除く｡[229]  

239-10 その他の法人･団体の管理職員  
× 
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24 その他の管理的職業 

21～23 に含まれない管理的な業務に従事するものをいう｡ 
 

241 その他の管理的職業 
個人が営む事業に関してもっぱら経営･管理の業務に従事するものおよび他に分類されない管理の業

務に従事するものをいう｡ 
× 小売店主･卸売店主･飲食店主･旅館主であって自らも経営管理以外の業務に従事するものを除く｡

[321～323,376]  
241-10 個人経営者･管理者 
241-99 他に分類されないその他の管理的職業  

× 
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C 事務的職業 

一般的な知識･経験に基づいて､人事･文書･企画･調査･会計などの業務､生産関連･営業販売･運輸･通信
に関する事務､および事務用機器の操作に従事するものをいう｡ 
集金などの外勤事務を含む｡ 

× (1)高度に専門的な性質の業務に従事するものを除く｡〔A専門的･技術的職業〕 
(2)事業経営の方針決定や組織の管理･統制の責任を負う課長(課長相当職を含む)以上の職務にあるも
のを除く｡〔B管理的職業〕 

 

25 一般事務の職業 

人事･文書･広報･企画･調査･受付･秘書などの業務､および特定の型に限定されない事務に従事するも
のをいう｡ 
 

251 総務事務員 
人事･文書･広報･庶務･給与･厚生･労務などの業務に従事するものをいう｡  

251-10 総務事務員 
11 人事係事務員 
12 文書係事務員 
13 広報係事務員  

× 会社総務課長(本社)[231-11]、工場総務課長[231-13]、調査事務員[252-20]、総務課事務補佐員[255-97] 
 

252 企画･調査事務員 
所管業務の企画･立案､および調査の企画･分析に関する業務に従事するものをいう｡  

252-10 企画事務員 
11 商品企画事務員 
12 資材計画係事務員 
13 教育･研修企画事務員 

252-20 調査事務員  
× 司書[209-60] 
 

253 受付･案内事務員 
受付･案内･応接などの業務に従事するものをいう｡ 

× 飲食物の給仕､接客の仕事にもっぱら従事するものを除く｡[371～374]  
253-10 受付･案内事務員  

× 飲食物給仕人[371-10]、旅館･ホテル案内係[372-11] 
 

254 秘書 
議会議員､会社社長･重役など高度に専門的･管理的な職業に従事するものに対して内外との連絡､文書

作成､日程調整などの日常的な業務を補助するものをいう｡  
254-10 秘書  

× 
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255 一般事務員 
特定の型に限定されない各種の事務､および事務の補助業務に従事するものをいう｡  

255-10 一般事務員 
255-97 事務補助員  

× 
 

259 その他の一般事務の職業 
251～255 に含まれない事務の業務に従事するものをいう｡  

259-10 法律行政事務員 
11 戸籍事務員 
12 登記事務員 
13 特許書記 
14 著作権係事務員 

259-20 医療事務員 
259-30 船舶パーサー 
259-99 他に分類されない一般事務の職業  

× 航空旅客係[301-22]、航空運行管理事務員[302-40]、航空客室乗務員[372-21] 
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26 会計事務の職業 

現金･小切手･手形類の受払い･会計帳簿の記帳・整理、徴税、原価計算などの会計の業務に従事するも
のをいう｡ 
 

261 現金出納事務員 
現金･小切手･手形類の受払い･現金出納簿の記帳などの業務に従事するものをいう。  

261-10 現金出納事務員 
11 レジ係 
12 支払出納事務員  

× 預貯金係員[262-11]、小売店販売員[324-20] 
 

262 金融機関窓口事務員 
金融機関の窓口において､現金･小切手･為替･振替などの受払いの業務に従事するものをいう｡  

262-10 金融機関窓口事務員 
11 預貯金係員  

× 貸付融資係事務員[281-42]、消費者金融係事務員[281-42] 
 

263 予算・経理事務員 
予算の計画、会計帳簿の記帳､決算､会計監査などの業務に従事するものをいう｡  

263-10 予算係事務員 
263-20 会計経理事務員 
21 経理事務員 
22 用度係事務員 

263-30 会計監査係員  
× 公認会計士[141-10]、税理士[141-30] 
 

269 その他の会計事務の職業 
261～263 に含まれない会計事務に従事するものをいう。  

269-10 徴収事務員 
11 関税徴収係員 
12 徴税係員 
13 社会保険料徴収係員 
14 料金係事務員 

269-20 原価計算事務員  
× 集金人[291-10]、有料道路料金収受係員[301-11] 
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27 生産関連事務の職業 

生産や工事の進行に伴う資材･製品･労務に関する事務､資材･製品の出荷･受荷に関する事務に従事す
るものをいう｡ 
 

271 生産現場事務員 
工場などの生産現場において､生産･工程管理､記録､工務､労務､資材などに関する事務に従事するもの

をいう｡ 
× 賃金･給与の計算･支給事務にもっぱら従事するものを除く｡[251]  

271-10 生産現場事務員 
11 工程管理事務員 
12 工場事務員  

× 
 

272 出荷･受荷係事務員 
資材･製品などの受入･検品･保管･発送に関する事務に従事するものをいう｡  

272-10 受入係員 
11 クリーニング注文受入事務員 
12 写真 DPE 注文受入事務員 

272-20 検収･検品係員 
272-30 保管･管理係員 
272-40 出荷･発送係員 
41 船積出荷係員  

× 配車事務員[302-23] 
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28 営業･販売関連事務の職業 

商品･サービスの販売活動を支援し､契約の締結に必要な事務手続き､信用調査､苦情処理などの業務に
従事するものをいう｡ 
 

281 営業･販売事務員 
商品の仕入､販売契約の作成､顧客の信用調査､事故の調査､苦情処理､販売後のサービスなどの業務に

従事するものをいう｡ 
× もっぱら仕入先･顧客を訪問することによって取引上の勧誘･交渉･受注などの業務に従事するもの

を除く｡[327,332,335]  
281-10 仕入係事務員 
281-20 販売係事務員 
21 信用調査係員 
22 サービス係事務員 

281-30 貿易係事務員 
281-40 金融･保険事務員 
41 貸付調査係事務員 
42 貸付融資係事務員 
43 証券係事務員 
44 保険調査員 
45 損害査定係事務員 
46 保険金支払係事務員 

281-99 他に分類されない営業･販売事務員  
× 商品仕入外交員[327-10]、商品販売外交員[327-20]、製造受注外交員[327-30]、保険営業員[332-12]、 

サービス外交員[335-10] 
 

289 その他の営業･販売関連事務の職業 
テレフォンアポインター･通信販売受付事務員など 281 に含まれない営業･販売関連の事務に従事する

ものをいう｡  
289-10 テレフォンアポインター 
289-20 通信販売受付事務員 
289-99 他に分類されない営業･販売関連事務の職業  

× 
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29 外勤事務の職業 

テレビ･電気･ガス･水道･新聞･保険などの料金または掛金の集金､電気･ガス･水道などのメーターの検
針などの外勤事務に従事するものをいう｡ 
 

291 集金人 
テレビ･電気･ガス･水道･新聞などの料金､または購買代金･保険料などの掛金の集金の業務に従事する

ものをいう｡ 
× 販売の促進､商品の配達の業務に従事するものを除く｡[327,332,335]  

291-10 集金人  
× 新聞拡張員[327-23]、保険営業員[332-12]、新聞配達員[794-21]、ルートセールス員[794-23] 
 

299 その他の外勤事務の職業 
各戸を回って､電気･ガス･水道などのメーターを検針する仕事など 291 に含まれない外勤事務に従事

するものをいう｡  
299-10 検針員 
11 電気メーター検針員 
12 ガスメーター検針員 
13 水道メーター検針員 

299-99 他に分類されない外勤事務の職業  
× 
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30 運輸･通信事務の職業 

運輸交通機関における出札･改札､小荷物･貨物の受渡手続などの業務､通信機関における郵便･電信に
関する事務に従事するものをいう｡ 
 

301 旅客･貨物係事務員 
駅･自動車発着所･桟橋･空港･荷扱所などの運輸機関において､出札･改札､旅客の案内､小荷物･貨物の

受渡手続などの業務に従事するものをいう｡  
301-10 運輸出改札係 
11 有料道路料金収受係員 

301-20 旅客係 
21 鉄道旅客係 
22 航空旅客係 

301-30 貨物受付事務員 
31 小荷物係  

× 航空客室乗務員[372-21]、車掌[491-XX] 
 
302 運行管理事務員 
車両･自動車･船舶･航空機などの管理､運転･運行計画の作成､運転指令､配車･配船などに関する事務に

従事するものをいう｡  
302-10 鉄道運行管理事務員 
11 鉄道運転計画事務員 

302-20 道路運行管理事務員 
21 貨物運送事務員 
22 旅客自動車運行事務員 
23 配車事務員 

302-30 船舶運航管理事務員 
31 配船･運航計画事務員 

302-40 航空運行管理事務員 
41 航空ディスパッチャー  

× 航空客室乗務員[372-21]、航空管制官[509-10] 
 
303 郵便･通信事務員 
郵便局において､郵便物の引受､印紙･切手･はがきなどの販売などの窓口業務､郵便物の処理作業に従

事するものをいう｡ 
電報の受付業務に従事するものを含む｡  

303-10 郵便･通信窓口事務員 
11 特殊郵便係員 
12 小包係員 

303-20 郵便･通信内務事務員 
21 区分整理係員 
22 継送係員  

× 郵便貯金窓口事務員[262-11]、簡易保険契約事務員[281-40]、郵便配達員[504-12] 
 
309 その他の運輸･通信事務の職業 
301～303 に含まれない運輸･通信の事務に従事するものをいう。  

309-10 その他の運輸･通信事務の職業  
× 郵政監察官[419-99] 
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31 事務用機器操作の職業 

タイプライター･ワードプロセッサ･電子計算機などの事務用機械の操作および速記などの業務に従事
するものをいう｡ 
 

311 速記者､タイピスト､ワードプロセッサ操作員 
会議･座談会などにおける発言を速記または録音し､これを文書に整理記録するもの､タイプライター

またはワードプロセッサにより文書を作成する作業に従事するものをいう｡  
311-10 速記者 
311-20 タイピスト 
21 和文タイピスト 
22 欧文タイピスト 

311-30 ワードプロセッサ操作員  
× キーパンチャー[312-10] 
 

312 キーパンチャー 
電子計算機へのデータ入力､記録内容の検査の作業に従事するものをいう｡  

312-10 キーパンチャー  
× プログラマー[062-10] 
 

313 電子計算機オペレーター 
電子計算機またはこれとオンラインで作動する機器の操作に従事するものをいう｡  

313-10 電子計算機オペレーター  
× プログラマー[062-10]、ＯＡ機器インストラクター[209-99] 
 

319 その他の事務用機器操作の職業 
311～313 に含まれない事務用機器の操作に従事するものをいう｡  

319-10 その他の事務用機器操作の職業  
× 
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D 販売の職業 

有体的商品･不動産･有価証券などの売買､売買の仲立･取次･代理などの仕事､保険の代理･募集の仕事､
サービスなどに関する取引上の勧誘･交渉･受注など売買･売買類似の仕事に従事するものをいう｡ 
× (1)販売にともなう接客サービスに従事するものを除く｡〔Eサービスの職業〕 

(2)もっぱら事業の経営ならびに管理的な仕事に従事するものを除く｡〔B管理的職業〕 
 

32 商品販売の職業 

有体的商品の仕入･販売などの仕事に従事するものをいう｡ 
 

321 小売店主･支配人 
小売店を経営管理し､自ら商品の仕入･販売などの仕事に従事するものをいう｡ 

× 行商･呼売･屋台店で商品の販売に従事するものを除く｡[325]  
321-10 小売店主 
321-20 小売店支配人 
21 コンビニエンスストア支配人 
22 ガソリンスタンド支配人  

× 小売店主(もっぱら経営･管理に従事するもの)[241-10]、露店商[325-31] 
 
322 卸売店主･支配人 
卸売店を経営管理し､自ら商品の仕入･販売などの仕事に従事するものをいう｡ 

× 商品販売の代理･仲立の仕事に従事するものを除く｡[339]  
322-10 卸売店主 
322-20 卸売店支配人  

× 卸売店主(もっぱら経営･管理に従事するもの)[241-10]、商品仲立人[339-10] 
 
323 飲食店主･支配人 
飲食店(屋台店を除く)を経営管理し､自ら食品の仕入･飲食物の調理･接客などの仕事に従事するものを

いう｡  
323-10 飲食店主 
323-20 飲食店支配人 
21 食堂支配人 
22 喫茶店支配人 
23 酒場支配人  

× 飲食店主(もっぱら経営･管理に従事するもの)[241-10]、屋台飲食店主[325-32] 
 
324 販売店員 
店舗(移動店舗を除く)で商品の販売の仕事に従事するものをいう｡ 
商品の販売に付随して商品の配列･注文取りまたは配達を行うものを含む｡ 

× 代金の受け取りの仕事にもっぱら従事するものを除く｡[261]  
324-10 百貨店･スーパー販売店員 
324-20 小売店販売員 
21 衣服･身の回り品販売店員 
22 飲食料品販売店員 
23 書籍･文房具販売店員 
24 自動車販売店員 
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25 医薬品･化粧品販売店員 
26 電気機器販売店員 

324-30 コンビニエンスストア店員 
324-40 駅構内売店販売員 
324-50 ガソリンスタンド販売員 
324-60 商品実演販売員 
61 マネキン 

324-70 卸売販売員  
× レジ係[261-11]、移動販売員[325-20]、娯楽場出･改札係[375-21]、商品配達員[794-20] 
 
325 商品訪間･移動販売員 
商品を携行して他人を訪問し勧誘･販売する仕事､呼売りして商品を販売する仕事､屋台店などの移動

性店舗で商品･飲食物を販売する仕事に従事するものをいう｡  
325-10 商品訪問販売員 
325-20 移動販売員 
21 呼売販売員 
22 娯楽場立売販売員 
23 列車内販売員 

325-30 露店販売員 
31 露店商 
32 屋台飲食物販売員  

× 商品販売外交員[327-20]、街頭宝くじ販売員[339-31] 
 
326 再生資源回収･卸売従事者 
古紙･金属スクラップ･ガラスびんなどの再生資源の回収･買入･販売の仕事に従事するものをいう｡  

326-10 再生資源回収人 
11 古紙回収人 

326-20 再生資源仲買人 
326-30 再生資源卸売人 
31 古紙卸売人 
32 金属スクラップ卸売人 
33 ガラスびん卸売人  

× 廃品選別整理工[809-24] 
 
327 商品仕入･販売外交員 
他人を訪問し､商品の仕入･販売･製造に関する取引上の勧誘･交渉･受注などの仕事に従事するものを

いう｡ 
× (1)不動産･保険･有価証券･サービスの提供などに関する勧誘･交渉･受注の仕事に従事するものを除

く｡[331,332,333,335] 
(2)他人を訪問することなく､電話等の通信手段により勧誘･売買の仕事に従事するものを除く｡[289]  

327-10 商品仕入外交員 
327-20 商品販売外交員 
21 小売外交員 
22 卸売外交員 
23 新聞拡張員 

327-30 製造受注外交員 
31 印刷営業員  

× テレフォンアポインター[289-10]、商品訪問販売員[325-10]、保険営業員[332-12]、 
証券外交員[333-10]、サービス外交員[335-10]、金融外交員[335-11]、ルートセールス員[794-23] 
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33 販売類似の職業 

他人の間に立った売買の取次･あっ旋の仕事､他人のための売買の代理の仕事､不動産･有価証券の売買､
金融･保険の勧誘､および他に分類されない販売類似の仕事に従事するものをいう｡ 
 

331 不動産仲介･売買人 
土地･建物の売買･貸借･交換の代理･仲介の仕事に従事するものをいう｡  

331-10 不動産仲介･売買人  
× 
 

332 保険募集人 
生命･火災･自動車･傷害･その他の保険の契約の締結･保険料の収納などの代理または媒介の仕事､他人

を訪問するなどして保険契約の募集の仕事に従事するものをいう｡ 
郵便局の保険募集業務に従事するものを含む｡ 

× 保険仲立人として保険契約者のために保険契約の媒介の仕事に従事するものを除く｡[339]  
332-10 保険募集人 
11 保険代理店主 
12 保険営業員  

× 保険料集金人[291-10]、保険仲立人[339-20] 
 

333 有価証券売買仲立人､金融仲立人 
公債･社債･出資証券･株券などの売買､売買の媒介･取次･代理､売買取引の委託の媒介･取次･代理･引受

などの仕事に従事するもの(有価証券売買仲立人)､金融の代理･取次などの仕事に従事するもの(金融仲立
人)をいう｡  

333-10 有価証券売買仲立人 
333-20 金融仲立人  

× 
 
334 質屋店主･店員 
質置主と質入物件との関係の確認･担保物件の鑑定･質入契約の締結･金銭の貸付･質物の保管などの仕

事に従事するものをいう｡  
334-10 質屋店主 
334-20 質屋店員  

× 
 
335 サービス外交員 
他人を訪問し､サービスの提供などに関する勧誘･交渉･受注などの仕事に従事するものをいう｡ 

× 商品･保険に関する勧誘･交渉などの仕事に従事するものを除く｡[327,332]  
335-10 サービス外交員 
11 貯蓄勧誘員 
12 旅行外交員 
13 運輸外交員 
14 広告外交員 
15 会員勧誘外交員  

× 商品販売外交員[327-20]、保険営業員[332-12] 
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339 その他の販売類似の職業 
331～335 に含まれない販売類似の職業に従事するものをいう｡  

339-10 商品仲立人 
339-20 保険仲立人 
339-30 宝くじ等販売人 
31 宝くじ販売人 
32 車券･馬券･舟券販売人 

339-40 サービス取次人 
41 クリーニング取次人 
42 DPE 取次人 

339-50 競売人 
339-99 他に分類されない販売類似の職業  

× 娯楽場出･改札係[375-21] 
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E サービスの職業 

個人の家庭における家事･介護サービス､理容･美容･クリーニング･調理･接客･娯楽など個人に対する
サービス､居住施設･ビルなどの管理サービスおよび他に分類されないサービスの仕事に従事するものを
いう｡ 
 

34 家庭生活支援サービスの職業 

個人の家庭において､生活を支援するため､調理･育児･洗たく(濯)･掃除･介護などのサービスの仕事に
従事するものをいう｡ 
× 技能的･専門的な仕事に従事するものを除く｡〔それぞれに対応する分類項目〕 
 

341 家政婦(夫)､家事手伝 
個人などの求めに応じて､個人家庭において､調理･洗たく､介護を要する者に対する入浴･食事介助な

どの仕事に従事するものをいう｡ 
× (1)看護師の資格を持ち､個人家庭に派出されて､看護業務に従事するものを除く｡[093] 

(2)個人家庭以外の場所に派出されて､病人の看護などの業務に従事するものを除く｡[093,399] 
(3)調理､洗たく､掃除､子守などの単一の仕事のみに従事するものを除く｡[349]  

341-10 家政婦(夫) 
341-20 家事手伝  

× 派出看護師[093-10]、洗たく人(個人家庭)[349-10]、ベビーシッター[349-10] 
 

342 ホームヘルパー 
在宅看護サービス提供団体の指示により､介護を要する個人の家庭を訪問し､入浴･排泄･食事などの介

護サービスの仕事に従事するものをいう｡  
342-10 ホームヘルパー  

× 家政婦(夫)[341-10] 
 

349 その他の家庭生活支援サービスの職業 
341 および 342 に含まれない家庭生活支援サービスの仕事に従事するものをいう｡  

349-10 その他の家庭生活支援サービスの職業  
× 
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35 生活衛生サービスの職業 

理容･美容･その他個人の身体･被服に対する衛生サービスの仕事に従事するものをいう｡ 
 

351 理容師 
理容師の免許を有し､頭髪の刈込み･顔そり･洗髪･アイロンかけなどの理容サービスの仕事に従事する

ものをいう｡  
351-10 理容師  

× 美容師[352-10] 
 

352 美容師 
美容師の免許を有し､パーマネントウエーブ･結髪･化粧･かつら結上げ･美顔などの美容サービスの仕

事に従事するものをいう｡ 
 

352-10 美容師 
 
× 理容師[351-10]、トリマー[399-60]、人形着付師[712-20] 
 

353 着付師､エステティシャン 
着付け･全身美容などの美容サービスの仕事に従事するものをいう｡  

353-10 衣装着付師 
353-20 エステティシャン 
353-99 他に分類されない着付師､エステティシャン  

× 美容師[352-10] 
 

354 浴場従事者 
浴場･温泉･蒸ぶろ･サウナぶろなどにおいて､番台業務･脱衣場の整頓･洗い場の清掃･かま(釜)の焚き付

け･しこみ湯の調節･洗い湯の調節などの作業に従事するものをいう｡ 
× もっぱらボイラーの操作に従事するものを除く｡[731]  

354-10 浴場従事者 
11 浴場主  

× ボイラーオペレーター[731-10] 
 

355 クリーニング工 
被服類の洗たく･仕上･整理の作業に従事するものをいう｡ 

× (1)個人家庭における洗たくに従事するものを除く｡[349] 
(2)受付･受注･取次･配達･荷分けの作業にもっぱら従事するものを除く｡[272,335,339,794,809]  

355-10 クリーニング工 
11 ドライクリーニング工 
12 洗たく工 
13 しみ抜き工 
14 クリーニング仕上工 
15 洗たく整理工  

× クリーニング注文受入事務員[272-11]、洗たく人(個人家庭)[349-10]、クリーニング外交員[335-10]、 
クリーニング取次人[339-41]、クリーニング配達員[794-10]、洗たく物荷分け工[809-23] 
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356 洗張工 
被服類の洗張･湯のしの作業に従事するものをいう｡  

356-10 洗張工 
11 湯通し工 
12 湯のし工  

× 着物丸洗工[355-10] 
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36 飲食物調理の職業 

一般家庭以外の場所において､献立の作成､飲食物の調理･調酒の仕事に従事するものをいう｡ 
× 飲食料品の製造の作業に従事するものを除く｡〔62 食料品製造の職業,63 飲料･たばこ製造の職業〕 
 

361 調理人 
飲食店･旅館･工場･学校･病院など一般家庭以外の場所において､献立の作成､飲食物の調理の仕事に従

事するものをいう｡ 
調理師の資格を持たないものを含む｡ 

× (1)自ら飲食店を経営･管理し､かつ調理の仕事に従事するものを除く｡[323] 
(2)バーテンダーを除く｡[362]  

361-10 日本料理調理人 
11 すし職人 

361-20 西洋料理調理人 
361-30 中華料理調理人 
361-40 給食調理人 
361-98 調理人見習 
361-99 他に分類されない調理人  

× 栄養士[111-10]、飲食店主[323-10]、バーテンダー[362-10]、惣菜類調製工[629-20] 
 

362 バーテンダー 
バー･キャバレー･ナイトクラブなど客に飲食させる場所において、主として、酒または酒類と酒類以

外の飲料を混合･調整して､客の飲用に供する調酒の仕事に従事するものをいう｡  
362-10 バーテンダー  

× ソムリエ[371-13] 
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37 接客･給仕の職業 

旅館･ホテル､飲食店､乗物､娯楽場などにおいて客の案内､身の回りの世話､給仕･接待などのサービス
の仕事に従事するものをいう｡ 
 

371 飲食物給仕人 
食堂･喫茶店･旅館･ホテル･料理店･レストラン･船舶･列車などにおいて､食卓の用意･給仕などのサー

ビスの仕事に従事するものをいう  
371-10 飲食物給仕人 
11 配ぜん(膳)人 
12 ウエイター･ウエイトレス 
13 ソムリエ  

× 航空客室乗務員[372-21]、接客社交係[373-10] 
 

372 身の回り世話従事者 
旅館･ホテル･航空機･船舶などにおいて､客の身の回りの用務､部屋の清掃などのサービスの仕事に従

事するものをいう｡ 
× (1)車掌を除く｡[491] 

(2)ホテルでフロント業務にもっぱら従事するものを除く｡[253]  
372-10 旅館･ホテル接客係 
11 旅館･ホテル案内係 
12 旅館･ホテル客室係 
13 旅館･ホテルサービス係 

372-20 乗物客室給仕人 
21 航空客室乗務員 
22 船室係  

× ホテルフロント係[253-10]、航空旅客係[301-22]、接客社交係[373-10]、鉄道車掌[491-10] 
 

373 接客社交係 
バー･キャバレー･クラブなどで客の接待をして飲食させるなどの接客サービスの仕事に従事するもの

をいう｡  
373-10 接客社交係  

× 
 

374 芸者 
料亭･旅館などで芸ぎ(妓)として客の接待をして飲食させるなどの接客サービスの仕事に従事するもの

をいう｡  
374-10 芸者 
11 舞妓  

× 
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375 娯楽場等の接客員 
映画館･劇場･パチンコ店･野球場･遊園地･博物館などにおいて､整理券･入場券の発売･改札､客の案内､

場内の整理､その他客に対するサービスの仕事に従事するものをいう｡  
375-10 娯楽場等支配人 
375-20 娯楽場等接客係 
21 娯楽場出･改札係 
22 座席案内係 
23 娯楽場放送係 
24 遊戯施設係 
25 貸遊具係 
26 スポーツ･クラブハウス係 
27 キャディ  

× 娯楽場立売販売員[325-22]、プレイガイド窓口販売人[339-30]、車券･馬券･舟券販売人[339-32] 
 

376 旅館主･支配人 
旅館･ホテルを経営し､自ら接客サービスなどの仕事に従事するもの､営業の全部または一部について

従業員を指揮監督し､自ら接客サービスなどの仕事に従事するものをいう。  
376-10 旅館主･支配人  

× 旅館経営者(雇あり業主)[241-10] 
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38 居住施設･ビル等の管理の職業 

集合住宅･下宿･寄宿舎･ビル･駐車場などの管理の仕事に従事するものをいう｡ 
 

381 マンション･アパート･下宿管理人 
分譲･賃貸の集合住宅､貸家､下宿などの居住施設で管理の仕事に従事するものをいう｡ 

 
381-10 住宅施設管理人 
381-20 下宿管理人 

 
× 駐車場管理人[384-11]、警備員[423-10] 
 

382 寄宿舎･寮管理人 
事業所･学校の寄宿舎･寮の管理､寄宿舎･寮の利用者に対する生活上の指導､寄宿舎･寮生活に生じる雑

用､健康･衛生上などの世話に従事するものをいう｡ 
× (1)掃除･炊事にもっぱら従事するものを除く｡[349,801] 

(2)社会福祉施設の寮母･寮父を除く｡[124]  
382-10 寄宿舎･寮管理人 
11 寄宿舎世話係  

× 社会福祉施設寮母･寮父[124-10]、宿舎掃除作業者[801-10] 
 

383 ビル管理人 
事務用および事業用ビル(マンション･アパートなどの居住施設を除く)で管理の仕事に従事するものを

いう｡  
383-10 ビル管理人  

× ビル内清掃作業員[801-11] 
 

384 駐車場･駐輪場管理人 
駐車場･駐輪場で管理の仕事に従事するものをいう｡  

384-10 駐車場･駐輪場管理人 
11 駐車場管理人 
12 駐輪場管理人  

× 
 

389 その他の居住施設･ビル等の管理の職業 
別荘など 381～384 に含まれない居住施設･ビルなどの管理の仕事に従事するものをいう｡  

389-10 別荘管理人 
389-99 他に分類されない居住施設･ビル等の管理の職業  

× 
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39 その他のサービスの職業 

旅行ガイド･物品の預かり･賃貸･広告宣伝など 34～38 に含まれないサービスの仕事に従事するものを
いう｡ 
 

391 添乗員､観光案内人 
旅行に同行し､旅程の管理などの仕事に従事するもの(添乗員)､客に付添い､旅行に関する案内の仕事に

従事するもの(観光案内人)をいう｡ 
× (1)旅行代理店･旅行案内所などにおいて、旅行に関する説明・宣伝に従事するものを除く｡[281,399] 

(2)バスガイドを除く｡[491]  
391-10 添乗員 
391-20 観光案内人  

× 旅行相談係員[281-20]、旅行案内係(旅行案内所)[399-99]、バスガイド[491-21] 
 

392 物品一時預り人 
客の手荷物･身の回り品の一時預りの仕事に従事するものをいう｡  

392-10 物品一時預り人  
× 
 

393 物品賃貸人 
物品などの賃貸の仕事に従事するものをいう｡ 

× 娯楽場において､娯楽用品の賃貸の仕事に従事するものを除く｡[375]  
393-10 物品賃貸人  

× 貸遊具係[375-25] 
 

394 広告宣伝員 
流行衣裳を着て宣伝するもの､広告ビラ配布･街頭広告･宣伝放送などの広告宣伝の業務に従事するも

のをいう｡ 
× 実演販売の仕事に従事するものを除く｡[324]  

394-10 広告宣伝員 
11 ファッションモデル 
12 ビラ配り人  

× ハウスマヌカン[324-21]、マネキン[324-61] 
 

395 葬儀師 
葬儀の準備･手配などの業務に従事するものをいう｡  

395-10 葬儀師  
× 
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399 他に分類されないサービスの職業 
391～395 に含まれないその他のサービスの職業に従事するものをいう｡  

399-10 ポーター 
399-20 美術モデル 
399-30 便利屋 
399-40 靴みがき人 
399-50 エレベーター係 
399-60 トリマー 
399-70 易者､祈とう師 
399-80 野犬捕獲員 
399-99 他に分類されないその他のサービスの職業  

× ファッションモデル[394-11] 
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F 保安の職業 

国家の防衛､社会･個人･財産の保護､法と秩序の維持などの仕事に従事するものをいう｡ 
自衛官･警察官･海上保安官･消防官の身分を有し､医療･教育･管理･事務の仕事などのように､他の分類

項目に該当する仕事に従事するものを含む｡ 
 

40 自衛官 

国家の防衛を任務とする自衛隊の隊務に従事するものをいう｡ 
防衛庁本庁などの自衛官および防衛大学校･防衛医科大学校の学生を含む｡ 

 

401 陸上自衛官 
陸上自衛隊の隊務に従事するものをいう｡  

401-10 陸上自衛官  
× 
 

402 海上自衛官 
海上自衛隊の隊務に従事するものをいう｡  

402-10 海上自衛官  
× 
 

403 航空自衛官 
航空自衛隊の隊務に従事するものをいう｡  

403-10 航空自衛官  
× 
 

404 防衛大学校･防衛医科大学校学生 
防衛大学校･防衛医科大学校の学生であるものをいう｡  

404-10 防衛大学校･防衛医科大学校学生  
× 
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41 司法警察職員 

個人の生命･身体･財産の保護､公共の安全･秩序の維持など司法警察権を行使する業務に従事するもの
をいう｡ 
 

411 警察官 
個人の生命･身体･財産の保護､犯罪の予防･鎮圧･捜査､被疑者の逮捕､交通の取締り､その他公共の安

全･秩序の維持などの警察業務に従事するものをいう｡  
411-10 警察官  

× 国家公安委員[212-30]、地方公安委員[213-40] 
 

412 海上保安官 
海上における犯罪の予防･鎮圧･捜査､被疑者の逮捕､海難救助､その他海上の安全確保に関する業務に

従事するものをいう｡  
412-10 海上保安官  

× 
 

419 その他の司法警察職員 
麻薬取締官など 411 および 412 に含まれない主として司法警察権を行使する業務に従事するものをい

う｡ 
× 職場の安全衛生､労働条件等の監督の業務に従事するものを除く｡[204]  

419-10 麻薬取締官 
419-99 他に分類されない司法警察職員  

× 労働基準監督官[204-11]、船員労務官[204-12]、鉱務監督官[204-13] 
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42 その他の保安の職業 

刑務官､消防官､警備員など 40 および 41 に含まれない保安の業務に従事するものをいう｡ 
 

421 刑務官 
刑務所･拘置所の被収容者の監視､作業の指揮監督､刑務所･拘置所内の保安の維持､被収容者の処遇な

どの業務に従事するものをいう｡  
421-10 刑務官  

× 
 

422 消防官 
火災の予防･警戒･鎮圧､洪水･火事･地震などによる被害の軽減､人命の救出､傷病者の緊急搬送などの

業務に従事するものをいう｡  
422-10 消防官 
11 消防士 
12 救急隊員  

× 救急車運転者(消防官でないもの)[479-10] 
 

423 警備員 
工場･病院･学校･事務所その他公私の施設において､火災･破損･盗難の予防､突発事故･不法侵入の防止

など､財産の保護または構内秩序の維持に関する警備取締りの業務に従事するものをいう｡ 
× 刑務官を除く｡[421]  

423-10 警備員 
11 守衛 
12 夜警員 
13 法廷警備員 
14 国会衛視  

× 看守[421-10]、山林監視員[449-30]、漁場監視員[459-10] 
 

429 他に分類されない保安の職業 
道路管理員･入国警備官など 421～423 に含まれないその他の保安の職業に従事するものをいう｡  

429-10 道路管理員 
429-20 入国警備官 
429-99 他に分類されないその他の保安の職業  

× 鉱山保安員[759-50]、鉄道線路保安員[782-10] 
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G 農林漁業の職業 

農作物の栽培･収穫の作業､養蚕､家畜･家きん･その他の動物の飼育の作業､林木の育成･伐採･搬出の作
業､水産動植物の捕獲･採取･養殖の作業､およびその他の農林漁業類似の作業ならびにこれらに関連する
作業に従事するものをいう｡ 
 

43 農業の職業 

農作物の栽培･収穫､蚕の飼育､収繭､蚕種の製造､家畜･家きん･その他の動物(水産動物を除く)の飼育､
および農業類似の作業ならびにこれらに関連する作業に従事するものをいう｡ 
 

431 農耕･養蚕作業者 
穀物･野菜･果樹･その他の作物の栽培･収穫などの作業、蚕の飼育、収繭、蚕種の製造の作業に従事す

るものをいう｡  
431-10 稲作作業者 
431-20 畑作作業者 
431-30 園芸作業者 
31 果樹栽培者 
32 花き栽培者 
33 植木栽培者 
34 きのこ栽培者 

431-40 工芸作物栽培作業者 
41 茶栽培者 
42 たばこ栽培者 
43 い草栽培者 

431-50 養蚕作業者 
51 蚕飼育者 
52 蚕種製造作業者 

431-60 ハウス野菜栽培者 
431-99 他に分類されない農耕･養蚕作業者  

× 
 

432 養畜作業者 
家畜の飼育･繁殖･せん毛･搾乳などの作業､家きんの飼育･ふ卵などの作業およびこれらに類似の作業

に従事するものをいう｡ 
愛がん用動物の飼育､動物園･サーカス･病院･研究室などにおける動物の飼育の作業に従事するものを

含む｡ 
× 動物を調教･訓練する作業に従事するものを除く｡[209]  

432-10 肉牛･乳牛飼育作業者 
432-20 養豚作業者 
432-30 養鶏作業者 
432-40 動物飼育係 
41 愛がん用動物飼育作業者 
42 動物園飼育係 

432-50 きゅう務員 
432-60 養蜂作業者 
432-99 他に分類されない養畜作業者  

× 家畜人工授精師[022-11]、ひな鑑別員[022-31]、調教師[209-50]、トリマー[399-60] 
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433 植木職､造園師 
植木の植込･手入などの作業に従事するもの(植木職)､庭園の築造などの作業に従事するもの(造園師)を

いう｡ 
× (1)庭園の設計にもっぱら従事するものを除く｡[052] 

(2)盆栽作りの作業にもっぱら従事するものを除く｡[431]  
433-10 植木職 
433-20 造園師 
433-98 植木職･造園師見習  

× 庭園設計技術者[052-99]、植木栽培者[431-33]、造園土木工[781-10] 
 

439 その他の農業の職業 
431～433 に含まれない農業および農業類似の作業に従事するものをいう｡  

439-10 装てい(蹄)師 
439-20 農業用水管理者 
439-99 他に分類されない農業の職業  

× 耕作用トラクタ運転手[431-99] 
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44 林業の職業 

林木の育成･伐採･搬出･処分などの作業および山林における製炭･製薪の作業に従事するものをいう｡ 
 

441 育林作業者 
地ごしらえ､山林苗木の植付け､下刈り､枝打などの育林作業に従事するものをいう｡  

441-10 地ごしらえ作業者 
441-20 植林作業者 
441-30 下刈作業者 
441-40 枝打作業者 
441-99 他に分類されない育林作業者  

× 山林病害虫防除作業者[449-40] 
 

442 伐木･造材作業者 
伐木の作業および測尺･枝払･皮はぎなどの造材の作業に従事するものをいう｡ 

× (1)製材作業に従事するものを除く｡[661] 
(2)薪炭材の伐採作業に従事するものを除く｡[444]  

442-10 伐木作業者 
442-20 造材作業者  

× 炭材伐採作業者[444-10]、製材工[661-XX] 
 

443 集材･運材作業者 
伐採された原木を集める作業および山元土場まで搬出する作業に従事するものをいう｡ 

× 集材機などの荷役機械および索道･原動機などの操作に従事するものを除く｡[732,739]  
443-10 集材作業者 
443-20 運材作業者  

× 集材機械操作員[739-99]、木材運搬作業者(運送業)[792-10] 
 

444 製炭･製薪作業者 
炭がまの築設･製炭原木の伐採･かま詰め･焼上げ･俵詰めなどの作業および製薪原木の伐採･割り･結束

などの作業に従事するものをいう｡  
444-10 製炭作業者 
444-20 製薪作業者  

× 
 

449 その他の林業の職業 
441～444 に含まれない林業および林業類似の作業に従事するものをいう｡  

449-10 特用林産物採取作業者 
449-20 狩猟者 
449-30 山林監視員 
449-40 山林病害虫防除作業者 
449-99 他に分類されない林業の職業  

× 狩猟取締官[419-99] 
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45 漁業の職業 

河川･湖沼･海洋などの水域において､自然繁殖している水産動植物を採捕する作業､人工的に水産動植
物を育成･収穫する作業､およびその他の漁業･漁業類似の作業､これらの延長作業としての簡単な加工作
業に従事するものをいう｡ 
 
451 漁労作業者 
海面･海中および内水面において水産物を採捕する作業に従事するものをいう｡ 
漁船に乗組んで漁労作業に従事する甲板部員･機関部員を含む｡  

451-10 海面漁労作業者 
11 漁労長 
12 漁船甲板員 

451-20 内水面漁労作業者 
21 川魚漁師 

451-30 潜水漁師  
× 水産あま(海女･海士)[453-30]、遊漁船船頭[499-21]、潜水作業者[779-10] 
 
452 漁労船の船長･航海士･機関長･機関士 
漁労船の運用･航海､船体の保全､機関の運転･保全などの作業に従事するものをいう｡ 

× 母船､工船､漁獲物運搬船､漁業調査船､漁業練習船などにおいてこれらの作業に従事するものを除く｡
[481～483]  

452-10 漁労船船長 
452-20 漁労船航海士 
452-30 漁労船機関長 
452-40 漁労船機関士  

× 漁労船司ちゅう員[361-99]、漁労船無線通信士[501-12] 
 
453 海藻･貝類採取作業者 
天然の海藻･貝類を採取する作業に従事するものをいう｡  

453-10 藻類採取作業者 
453-20 貝類採取作業者 
453-30 水産あま(海女･海士)  

× 観光あま(海女･海士)[195-99] 
 
454 水産養殖作業者 
海水･淡水において､水産動植物を養殖･収穫する作業に従事するものをいう｡  

454-10 魚類養殖作業者 
454-20 貝類養殖作業者 
454-30 真珠養殖作業者 
454-40 のり養殖作業者 
454-99 他に分類されない水産養殖作業者  

× 
 
459 その他の漁業の職業 
451～454 に含まれない漁業･漁業類似の作業およびこれらに関連する作業に従事するものをいう｡  

459-10 漁場監視員 
459-99 他に分類されない漁業の職業  

× 漁業監督官[419-99] 
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H 運輸･通信の職業 

機関車・電車・自動車・船舶・航空機の運転・操縦、通信機の操作､およびその他の関連する作業に従
事するものをいう｡ 
 

46 鉄道運転の職業 

鉄道・軌道の電気機関車・ディーゼル機関車・蒸気機関車・電車・気動車の運転・操作に従事するも
のをいう｡ 
 

461 鉄道機関士 
電気・ディーゼル・蒸気機関車の運転に従事するものをいう｡  

461-10 電気機関士 
461-20 ディーゼル機関士 
461-30 蒸気機関士 
461-98 鉄道機関士見習  

× 
 

462 電車･気動車運転士 
電車･気動車の運転に従事するものをいう｡  

462-10 電車運転士 
462-20 気動車運転士 
462-98 電車･気動車運転士見習  

× 遊園地電車運転員[375-24]、ロープウェイ運転員[739-31] 
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47 自動車運転の職業 

バス・乗用自動車・貨物自動車などの各種自動車の運転に従事するものをいう｡ 
 

471 バス運転者 
路線バス･貸切バス･自家用バスの運転に従事するものをいう｡  

471-10 バス運転者 
11 路線バス運転者 
12 貸切バス運転者 
13 自家用バス運転者  

× 
 

472 乗用自動車運転者 
乗用自動車の運転に従事するものをいう｡  

472-10 乗用自動車運転者 
11 自家用乗用自動車運転者 
12 営業用乗用自動車運転者  

× 
 

473 貨物自動車運転者 
貨物運送用の自動車の運転に従事するものをいう｡  

473-10 貨物自動車運転者 
11 トラック運転者 
12 トレーラートラック運転者 
13 コンクリートミキサー車運転者 
14 ダンプカー運転者 
15 タンクローリー運転者  

× フォークリフト運転者[499-10]、宅配便配達員[794-10]、商品配達員[794-20] 
 

479 その他の自動車運転の職業 
バス･乗用自動車･貨物自動車以外の自動車の運転に従事するものをいう｡ 

× 消防官の身分を有する消防･救急自動車の運転者を除く｡[422]  
479-10 その他の自動車運転の職業  

× 
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48 船舶･航空機運転の職業 

船舶(漁労船を除く)･航空機の機関の保全整備･運転､水先案内などに従事するものをいう｡ 
 

481 船長(漁労船を除く) 
漁労船を除く各種船舶に船長として乗組み､船内所属員を指揮監督し､各部との連絡調整､船舶の安全

維持､能率的な運航､その他その船舶に属する一切の業務を統括するものをいう｡  
481-10 貨客船船長 
481-20 作業船船長 
21 しゅんせつ船船長 
22 タグボート船船長 

481-99 他に分類されない船長  
× 船舶事務長[259-30]、自衛艦艦長[402-10]、巡視船船長(海上保安庁)[412-10]、消防船船長[422-10] 
 

482 航海士･運航士(漁労船を除く)､水先人 
漁労船を除く各種船舶に航海士として乗組み､甲板部員を指揮監督して航海業務を掌握し､航海当直に

立って操船上の責任を負うとともに､荷役の主管､船内規律の保持､甲板部員の人事管理などの業務に従
事するもの(航海士)､近代化船に運航士として乗組み､航海士または機関士の行う船舶の運航に関する業
務のうち､甲板部および機関部の職員の航海当直を併せ行う業務に従事するもの(運航士)､特定の港湾水
域に出入りする船舶に水先人として乗組み､本船船員､引船を指示して船舶を安全に誘導し､離着岸･投び
ょう(錨)･けい留させる作業に従事するもの(水先人)をいう。  

482-10 航海士 
482-20 運航士 
482-30 水先人  

× 操舵手[493-10]、小型船舶運転者[499-20] 
 

483 船舶機関長･機関士(漁労船を除く) 
漁労船を除く船舶に機関長または機関士として乗組み､機関の運転･整備､燃料･かん(缶)水の受領､潤滑

油･般用品の受払･保管､属具の整備､その他機関部に属する作業に従事するものをいう｡  
483-10 船舶機関長 
483-20 船舶機関士  

× 船舶機関員[494-10]、操機長[494-10] 
 

484 航空機操縦士 
航空機に機長･副操縦士として乗組み､航空機の操縦､位置･針路の測定､航法上の資料の算出を行うも

のをいう｡  
484-10 航空機操縦士  

× 航空自衛官[403-10] 
 

485 航空機関士 
航空機に機関士として乗組み､発動機･機体の整備･点検･取扱いの作業に従事するものをいう｡  

485-10 航空機機関士  
× 航空機整備工[593-40] 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

運
輸
通
信
 

  
 

 446

49 その他の運輸の職業 

列車･電車･バスの車掌業務､操車･信号･連結の作業､船舶の甲板作業･機関作業､その他 46～48 に含ま
れない運輸の作業に従事するものをいう｡ 
 

491 車掌 
列車･電車･バスなどに乗務し､発車の合図､ドアの開閉､車内の秩序保持､検札､乗車券の販売などの作

業に従事するものをいう｡  
491-10 鉄道車掌 
11 旅客車掌 
12 貨物車掌 

491-20 バス車掌 
21 観光バス車掌  

× 観光案内人[391-20] 
 
492 駅構内係､信号係 
鉄道の駅構内･操車場において､列車の組成､車両の入換､車両の解放連結の際の連結器等の解除などの

作業に従事するもの(駅構内係)､信号機の操作などの作業に従事するもの(信号係)をいう｡  
492-10 駅構内係 
11 操車係 
12 連結手 

492-20 信号係  
× 船舶信号手[493-10] 
 
493 甲板員 
船舶に乗組み､船舶のけい(繋)離･見張､貨物の積卸準備･看視､船体の手入･掃除､操だ(舵)､信号などの作

業に従事するものをいう｡ 
× 漁労に従事する甲板員を除く｡[451]  

493-10 甲板員  
× 船室係[372-22]、漁船甲板員[451-12] 
 
494 船舶機関員 
船舶に乗組み､舶用機関各部の点検･調整･注油､給水ポンプの取扱いなどの舶用機関の操作に従事する

ものをいう｡  
494-10 船舶機関員  

× 船舶機関士[483-20] 
 
499 他に分類されない運輸の職業 
フォークリフト運転者､小型船舶運転者など 491～494 に含まれないその他の運輸の作業に従事するも

のをいう｡  
499-10 フォークリフト運転者 
499-20 小型船舶運転者 
21 遊漁船船頭 

499-30 車両点検係 
499-99 他に分類されないその他の運輸の職業  

× 航空関係無線通信士[501-11]、船舶関係無線通信士[501-12]、航空管制官[509-10] 
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50 通信の職業 

無線通信設備･有線通信設備の操作､電話交換作業､郵便･電報の集配作業に従事するものをいう｡ 
 
501 無線通信員､無線技術員 
無線通信設備(無線通信･無線電話･その他電波を送受信するための電気的設備)の通信操作･技術操作を

行うものをいう｡  
501-10 無線通信士 
11 航空関係無線通信士 
12 船舶関係無線通信士 

501-20 無線技術士 
21 ラジオ･テレビ放送技術員 
22 写真電送員 
23 中継技術員 

501-30 特殊無線技士 
501-99 他に分類されない無線通信員､無線技術員  

× テレビジョンミキサー[509-99]、ラジオミキサー[509-99] 
 
502 有線通信員 
有線通信設備(線条その他の導体を利用して､電磁的方法により､符号､音響または映像を送受信するた

めの電気的設備)の通信操作･技術操作を行うものをいう｡  
502-10 有線通信操作員 
502-20 有線技術員 
21 有線放送技術員  

× 電話交換手[503-10] 
 
503 電話交換手 
有線･無線電話の呼出･交換･取次･案内の作業に従事するものをいう｡  

503-10 電話交換手 
11 国際電話オペレーター 
12 構内電話交換手 
13 案内台交換手  

× 
 
504 郵便集配員､電報配達員 
郵便物の集配作業に従事するもの(郵便集配員)､電報の配達作業に従事するもの(電報配達員)をいう｡  

504-10 郵便集配員 
11 郵便取集員 
12 郵便配達員 

504-20 電報配達員  
× 簡易保険集金人[291-10]、郵便貯金勧誘員[335-11] 
 
509 その他の通信の職業 
501～504 に含まれない通信の作業に従事するものをいう。  

509-10 航空管制官 
509-99 他に分類されない通信の職業  

× 電波監視官[204-18]、ラジオ･テレビアナウンサー[209-10] 
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I 生産工程･労務の職業 

機械･器具･手道具などを用いて原材料を加工しまたは組立てる作業､生産機械･装置の操作を行う作業､
建設機械･定置機関･定置機械の操作･運転の作業､発電･変電などにおける機械･装置の操作･保全の作業､
鉱物の探査･試掘･採掘･選鉱などの作業､建設工事の作業および他に分類されない技能的作業、生産工程
の作業ならびに運搬･清掃などの労務的作業に従事するものをいう｡ 
この仕事は､工程に関する包括的な知識､手芸的器用さ､機械･装置の操作的能力､肉体的努力などを必

要とするが､反復的､限定的に行われる作業が主である｡ 
労働者の監督､仕様書に基づく作業手順の決定､作業の割当て､作業の仕方の指導･検査､生産記録の作

成などに従事する職長､班長､組長､現場監督などの役付工も監督または実施する仕事の種類によって一
般労働者と同様にそれぞれの項目に分類される｡ 
 

I-1 製造･制作の職業 

 

51 金属材料製造の職業 

鉱石･スクラップなどから金属を製錬または精錬する作業､金属を鋳造･鍛造･圧延･熱処理･伸線･引抜
きなどして金属材料を製造する作業に従事するものをいう｡ 
 

511 製銑工､製鋼工 
高炉･電気炉を用いて､銑鉄･合金鉄を製造するため､原料の装入･炉況の監視､出さい(滓)･除さい(滓)･出

銑､熱風炉操作などの作業､転炉･各種電気炉を用いて銑鉄･溶融銑鉄･鉄鋼くずなどから鋼･特殊鋼を製造
する作業､キュポラ(溶銑炉)･各種電気炉を用いて鋳物用鉄を溶融する作業に従事するものをいう｡  

511-10 製銑工 
11 炉前工(高炉) 
12 樋管理工(高炉) 
13 鋳銑機工 

511-20 製鋼工 
21 溶銑予備処理工 
22 転炉工 
23 電気炉工(製鋼) 
24 取べ(鍋)精錬工 
25 造塊工 
26 連続鋳造工(製鋼) 
27 連鋳精整工 

511-30 鋳物用鉄溶融工 
31 キュポラ工(鋳物) 
32 電気炉工(鋳物) 

511-99 他に分類されない製銑工､製鋼工  
× 非鉄金属溶融炉工[512-10]、鉱石焼結工[519-11]、ペレット工[519-12]、炉修工[772-43] 
 
 
 
 
 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

技
能
・
労
務

 

  

  

  
 

 449

512 非鉄金属製錬工 
溶錬炉･電気炉､浸出槽･電解槽などを用いて原鉱石･スクラップから非鉄金属を製造するため､また粗

製非鉄金属を再溶融･精製して精製非鉄金属を製造するため､原料の装入･炉の操作･製錬の監視･浸出浄
液の管理･電解液の調整･電極の操作･汲出し､粗製金属板の電極からのはく(剥)離･電解槽の処理･再溶融
炉の操作､鋳込造塊の作業などに従事するものをいう｡  

512-10 非鉄金属溶融炉工 
512-20 非鉄金属浸出･浄液工 
512-30 非鉄金属電解工 
512-40 銅製錬工(電解法を除く) 
512-50 貴金属製錬工 
512-60 半導体材料精錬工(多結晶シリコンなど) 
512-70 金属ウラン製錬工 
512-80 非鉄金属鋳込造塊工 
512-99 他に分類されない非鉄金属製錬工  

× 金属焙焼工[519-11]、アルミナ製造工[521-13] 
 

513 鋳物工 
木型･金型を用いて､鋳物用溶融金属を鋳込む砂型･中子を作る作業､これを組立て鋳型を作る作業､鋳

型に溶融金属を注入する作業に従事するものをいう｡ 
× (1)型ばらし､鋳物バリ取りの作業にもっぱら従事するものを除く｡[519] 

(2)ダイカスト鋳造作業､遠心鋳造機運転の作業に従事するものを除く｡[559]  
513-10 調砂工 
513-20 中子工 
513-30 鋳型工 
31 手込造型工 
32 機械込造型工 

513-40 鋳込工 
513-99 他に分類されない鋳物工  

× 鋳物用鉄溶融工[511-30]、鋳物仕上工[519-30]、ダイカスト工[559-99]、鋳物木型工[663-20] 
 

514 鍛造工 
鍛造用機械ハンマ･プレスなどを用いて金属素材を圧縮･打撃して種々の形状に鍛錬･成形加工する作

業に従事するものをいう｡ 
火床係を含む｡ 

× (1)鍛接管製造の作業に従事するものを除く｡[516] 
(2)刀かじを除く｡[183]  

514-10 鍛造操炉工 
514-20 自由鍛造工 
21 鍛造プレス工 
22 鍛造ハンマ工 

514-30 型鍛造工 
31 型鍛造プレス工 
32 型鍛造ハンマ工 

514-40 手かじ(鍛冶)工 
41 工具かじ工 

514-98 鍛造工助手 
514-99 他に分類されない鍛造工  

× 刀かじ[183-10]、鍛接管工[516-43] 
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515 金属熱処理工 
金属を加熱･冷却することにより､焼なまし･焼ならし･焼入れ･焼戻し･浸炭･窒化などを行い､金属に一

定の性質を与える作業に従事するものをいう｡ 
熱処理品の準備(運搬のみに従事するものを除く)､後処理に従事するものを含む｡  

515-10 金属熱処理工 
11 焼なまし･焼ならし工 
12 焼入焼戻し工(高周波･浸炭を除く) 
13 高周波焼入焼戻し工 
14 浸炭焼入焼戻し工 
15 窒化･軟窒化工  

× 鍛造操炉工[514-10]、圧延加熱炉工[516-10] 
 

516 圧延工 
金属の塊･板･棒などを熱間･冷間で､ロール圧延機にかけて､板･条･棒を製造するため､圧延機の操作･

加工材料の取扱い･金属加熱炉の操作･ロールの矯正整備の作業､押出し･引抜き･溶接などによる金属管
の製作･精整の作業に従事するもの(熱間･冷間･溶融を問わない)をいう｡ 
製管機械に連続する溶接･つぎめ削り･のこ(鋸)断の作業､溶融金属の押出しによる製管の溶融作業に従

事するものを含む｡ 
× 伸線作業､単独に行われる切断作業に従事するものを除く｡[517，559]  

516-10 圧延加熱炉工 
516-20 熱間圧延工 
21 条鋼圧延工(線材､形鋼､棒鋼) 
22 鋼板圧延工(厚板､熱延) 
23 シームレス鋼管工(中径､小径) 

516-30 冷間圧延工 
31 電磁鋼板工 
32 ステンレス鋼板工 
33 表面処理鋼板工 
34 展延工(非鉄金属箔) 

516-40 溶接鋼管工 
41 大径管工(スパイラル、ＵＯ管) 
42 電縫管工 
43 鍛接管工 

516-50 圧延仕上工 
516-60 圧延ロール整備工 
516-99 他に分類されない圧延工  

× 金属管鋳造工[513-40]、伸線工[517-10]、金属切断工(刃物によるもの)[559-50] 
 

517 伸線工 
金属ダイス･ダイヤモンドダイスの孔を通して金属線を引く作業､巻取る作業に従事するものをいう｡ 
線素材の前処理の作業に従事するものを含む｡ 

× 線素材の熱処理､金属線の防せい(錆)の作業に従事するものを除く｡[515,556]  
517-10 伸線工  

× 金属熱処理工[515-10]、防錆処理工[556-99] 
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519 その他の金属材料製造の職業 
鉱石の焼結､鋳物の砂落とし･仕上､粉末冶金製品の製造､その他 511～517 に含まれない金属材料製造

の作業に従事するものをいう｡  
519-10 金属材料原料工 
11 鉱石焼結工 
12 ペレット工 

519-20 スクラップ整理工 
21 スクラップ切断工 
22 スクラップ･ヤード工 

519-30 鋳物仕上工 
31 鋳物型ばらし工 
32 ショット･ブラスト工 
33 鋳物はつり工 
34 鋳物切断･補修工 

519-40 粉末冶金製品製造工 
41 粉末冶金成形工 
42 粉末冶金焼結工 

519-50 金属材料製造検査工 
51 原材料試験検査工 
52 中間製品検査工 
53 非破壊検査員 

519-99 他に分類されない金属材料製造の職業  
× 
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52 化学製品製造の職業 

化学薬品･化学繊維･加工油脂製品(食用油脂を除く)･医薬品･化粧品などの化学製品の製造･処理の作業
に従事するものをいう｡ 
 

521 基礎的化学製品製造オペレーター 
化学薬品･化学染料･火薬･合成樹脂その他のプラスチック･化学肥料などを製造するため､原料の計量･

仕込装入･分解･酸化･還元･合成･縮合･重合･蒸留･蒸発･濃縮･ろ(濾)過･混合･ねっか(捏和)･かくはん(撹
拌)･結晶･圧縮･液化･ばい(焙)焼･か焼などを、各種の装置の操作、コントロール室の機器装置の監視･調
整を通じて行う作業に従事するものをいう｡ 
× 医薬品･塗料･農薬･香料などの製造の作業に従事するものを除く｡[525,529]  

521-10 基礎的化学製品製造オペレーター 
11 石油化学製品製造オペレーター 
12 有機薬品製造オペレーター 
13 無機材料製造オペレーター 
14 化学肥料製造オペレーター 
15 汎用樹脂製造オペレーター  

× 医薬品製造工[525-10]、塗料製造工[529-40]、農薬製造工[529-50]、香料製造工[529-99] 
 

522 石油精製オペレーター 
揮発油･灯油･軽油･重油･潤滑油･液化石油ガスなどを製造するため､原油の蒸留･不純物の除去処理な

どを､各種の装置の操作､コントロール室の機器装置の監視･調整ならびにパイプ系統の制御を通じて行
う作業およびその他の石油精製に関連する作業に従事するものをいう｡  

522-10 燃料製造オペレーター 
11 燃料油製造オペレーター 
12 LP ガス製造オペレーター 

522-20 潤滑油製造オペレーター 
522-30 石油タンクオペレーター 
522-99 他に分類されない石油精製オペレーター  

× パラフィン製造工[529-99] 
 

523 化学繊維工 
レーヨン･アセテート･ナイロン･ポリエステル･アクリルなどの化学繊維(ガラス繊維･鉱さい繊維･岩

綿･石綿を除く)の製造の作業に従事するものをいう｡ 
× 化学繊維原料の製造作業､原繊維の再操作業に従事するものを除く｡[521,649]  

523-10 原液調整工 
523-20 化学繊維紡糸工 
523-30 化学繊維後処理工 
31 化学繊維精練･漂白工  

× 再繰工[649-21] 
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524 石けん･洗剤･油脂製品製造オペレーター 
石けん(鹸)･硬化油･脂肪酸などの加工油脂製品の製造のため､原料油脂の硬化･触媒調整･脱臭･練り合

わせ･分解･けん化･塩析･乾燥･添香･かくはん(撹拌)･放出･切断･型打ちなどを､各種の装置の操作､コント
ロール室の機器装置の監視･調整を通じて行う作業に従事するものをいう｡ 
× マーガリンなどの食用油脂製品の製造作業に従事するものを除く｡[615]  

524-10 石けん製造オペレーター 
524-20 合成洗剤製造オペレーター 
524-30 油脂製品製造オペレーター 
31 硬化油製造オペレーター 
32 脂肪酸製造オペレーター 
33 グリセリン製造オペレーター  

× シャンプー製造工[525-30]、歯みがき製造工[525-30]、採油工[615-20]、食用油脂製品製造工[615-40]、 
マーガリン製造工[615-41] 

 

525 医薬品･化粧品製造工 
医薬品･化粧品の製造作業に従事するものをいう｡ 

× 包装作業にもっぱら従事するものを除く｡[728]  
525-10 医薬品製造工 
11 製剤工 
12 医薬品仕上工 

525-20 抗生物質種母培養工 
525-30 化粧品類製造工  

× 化粧石けん製造工[524-10]、香料製造工[529-99]、化粧品包装工[728-XX] 
 

529 その他の化学製品製造の職業 
化学製品製造原料の粉砕､製塩装置の操作､塗料の調合､その他 521～525 に含まれない化学製品製造の

作業に従事するものをいう｡  
529-10 化学製品原料粉砕工 
529-20 製塩工 
529-30 感光剤材料製造工 
31 フィルム製造工 
32 感光紙製造工 

529-40 塗料･絵具･インキ製造工 
529-50 農薬･殺虫剤製造工 
529-60 化学製品検査工 
529-99 他に分類されない化学製品製造の職業  

× 香水製造工[525-30] 
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53 窯業製品製造の職業 

ガラス･ガラス製品､れんが･かわら､陶磁器､セメント･セメント製品など窯業製品の原料処理･成形･生
仕上･焼成･仕上などの作業に従事するものをいう｡ 
 

531 窯業原料工 
ガラス･れんが･かわら･陶磁器などの原料土石の粉砕･計量･水ひ(簸)･混合･練り･溶融などの作業に従

事するものをいう｡ 
× ファインセラミックス･セメント製造のため､機械装置による原料の乾燥･調合･粉砕の作業に従事す

るものを除く｡[535,537]  
531-10 原料工 
11 原石粉砕工 
12 原料調合工 
13 原料か焼工 

531-20 ガラス溶融炉工 
531-30 窯業土練工 
31 陶磁器土練工 
32 れんが･かわら類土練工 

531-40 シャモット工 
531-99 他に分類されない窯業原料工  

× 金属シリコン精錬工[512-60]、アルミナ製造工[521-13] 
 

532 ガラス製品製造工 
溶融ガラスを成形して､板ガラス･瓶･食器･管･球などを製造する作業､ガラス繊維製造の作業､ガラス

の細工加工･研磨･つや(艶)出し･つや消し･銀引き･カッティング･はり合わせの作業に従事するものをい
う｡ 
ガラス熱処理設備を操作する作業に従事するものを含む｡  

532-10 ガラス成形工 
11 板ガラス成形工 
12 製びん工 
13 吹きガラス成形工 
14 ガラスプレス成形工 
15 ガラス管成形工 

532-20 ガラス繊維製造工 
532-30 ガラス熱加工工 
31 バーナー加工工 
32 ガラス火切･口焼工 

532-40 ガラスカッティング工 
41 ガラスカット工 
42 ガラス研磨工 

532-50 鏡銀引き工 
532-60 ガラス熱処理工 
61 ガラス徐冷工 

532-99 他に分類されないガラス製品製造工  
× レンズ研磨工[604-12] 
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533 施ゆう工､ほうろうがけ工 
ゆう(釉)薬原料の粉砕､ゆう薬の混合･調合､ゆう薬かけの作業に従事するもの(施ゆう工)､ほうろう(琺

瑯)液の調合､ほうろうかけ･焼つけ･仕上げの作業に従事するもの(ほうろうがけ工)をいう｡  
533-10 ゆう薬工 
11 ゆう薬原料調合工 
12 フリット工 

533-20 ゆう薬かけ工 
21 施ゆう機工 
22 施ゆう仕上工 

533-30 ほうろう焼入･仕上工  
× 七宝ゆう薬差工[539-20] 
 

534 れんが･かわら類製造工 
普通れんが･耐火れんが･粘土がわら(瓦)･パイプ･土管類を作るため､あら(粗)地･成形･乾燥･かま入れ･

焼成･取出しの作業に従事するものをいう｡  
534-10 れんが･かわら類成形工 
11 れんが･かわら類プレス成形工 
12 れんが･かわら類押出成形工 

534-20 れんが･かわら類乾燥工 
534-30 れんが･かわら類焼成工 
31 れんが･かわら類炉出入工 

534-99 他に分類されないれんが･かわら類製造工  
× コンクリートパイプ製造工[538-14]、セメント瓦製造工[538-99] 
 

535 陶磁器製造工､ファインセラミック製品製造工 
ろくろ機･プレス機の操作または泥しょう(漿)の流し込みによる陶磁器の成形作業､旋盤･へら･こてに

よる生型･乾燥型の加工･仕上･組立の作業およびかま入れ･焼成･焼付･取出しの作業に従事するもの(陶
磁器製造工)､天然原料から得られない物理的･化学的特性を持つファインセラミック製品を製造するた
め､合成または精錬された純度の高いアルミナ･けい(珪)素などの原料を調合･混合･成形･養生･焼成する
作業に従事するもの(ファインセラミック製品製造工)をいう｡ 
タイルの製造作業に従事するものを含む｡ 

× 半導体製品の製造の作業にもっぱら従事するものを除く｡[585]  
535-10 陶磁器製造工 
11 陶磁器成形工 
12 陶磁器研磨工 
13 陶磁器レース加工工 
14 陶磁器焼成工 

535-20 ファインセラミック製品製造工 
535-98 陶磁器製造工見習  

× 陶芸家[183-10]、ゆう薬かけ工[533-20]、陶磁器絵付工[536-XX] 
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536 窯業絵付工 
陶磁器･ガラスなどの絵かき･線びき･彩色･転写絵付の作業に従事するものをいう｡  

536-10 陶磁器画工 
536-20 転写絵付工 
536-30 陶磁器吹付工 
536-40 絵付線引き工 
536-50 盛絵付工 
536-98 窯業絵付工見習  

× 七宝線付工[539-20] 
 

537 セメント生産オペレーター 
セメントを製造するため､原料の乾燥･調合･粉砕､キルンヘの原料装入､焼成､クリンカーの冷却･粉砕

などを､各種の装置の操作､コントロール室の機械装置の監視･調整を通じて行う作業に従事するものを
いう｡  

537-10 セメント生産オペレーター  
× コンクリートブロック製造工[538-11]、セメント袋詰工[728-20] 
 

538 セメント製品製造工 
セメント製のブロック･かわら(瓦)･スレート･管などを製造するため､セメント･砂･じゃりの混合･成

形･仕上･乾燥の作業に従事するものをいう｡ 
建設用生コンクリートの製造作業に従事するものを含む｡  

538-10 コンクリート製品製造工 
11 コンクリートブロック製造工 
12 コンクリートパネル製造工 
13 セメントスレート製造工 
14 コンクリートパイプ製造工 

538-20 生コンクリート製造工 
538-99 他に分類されないセメント製品製造工  

× 
 

539 その他の窯業製品製造の職業 
石灰･石こう製品の製造､七宝の製作､るつぼ･研磨用材の製造､その他 531～538 に含まれない窯業製品

製造の作業に従事するものをいう｡  
539-10 石灰･石こう製品製造工 
11 生石灰･消石灰生産オペレーター 
12 ドロマイト生産オペレーター 
13 焼石こう製造工 
14 石こう製品製造工 

539-20 七宝工 
539-30 るつぼ製造工 
539-40 研磨用材製造工 
539-50 窯業製品検査工 
51 ガラス製品検査工 
52 れんが･かわら類検査工 
53 陶磁器検査工 

539-99 他に分類されない窯業製品製造の職業  
× 
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54 土石製品製造の職業 

石の加工･細工その他土石製品製造の作業に従事するものをいう｡ 
× 窯業の原料処理の作業に従事するものを除く｡〔53 窯業製品製造の職業〕 
 

541 石工 
石工用機械または手道具を用いて､石材の切断･表面研磨･像刻み･碑文彫りの作業､石塔･石材･うす(臼)

などの加工製作の作業に従事するものをいう｡ 
石積作業に従事するものを含む｡  

541-10 石割工 
541-20 石切工 
21 石工旋盤工 

541-30 石研磨工 
31 機械研磨工 

541-40 石彫工 
541-50 墨出し工 
541-60 石積工 
541-98 石工見習  

× 石細工工[549-10]、すずり製作工[549-10]、石切出作業者[752-10] 
 

549 その他の土石製品製造の職業 
石細工品の製作､その他 541 に含まれない土石製品製造の作業に従事するものをいう｡  

549-10 石細工工 
549-99 他に分類されない土石製品製造の職業  

× 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

技
能
・
労
務

  
 
 

 458

55 金属加工の職業 

機械または手道具を用いて金属材料を加工する作業に従事するものをいう｡ 
 

551 金属工作機械工 
各種の汎用金属工作機械･数値制御金属工作機械を用いて､金属材料を切削加工する作業に従事するも

のをいう｡ 
金属材料にプラスチック材などを結合させた材料の切削加工に従事するものを含む｡  

551-10 汎用金属工作機械工 
11 旋盤工 
12 ボール盤工 
13 中ぐり盤工 
14 フライス盤工 
15 歯切盤工 
16 研削盤工･仕上機械工 

551-20 数値制御金属工作機械工(特殊加工機を除く) 
21 NC 旋盤工 
22 NC ボール盤工 
23 NC 中ぐり盤工 
24 NC フライス盤工 
25 NC 研削盤工 
26 マシニングセンターオペレーター 

551-30 金属特殊加工機工 
31 放電加工機工 
32 電子ビーム加工機工 
33 レーザー加工機工 
34 電解加工機工 

551-99 他に分類されない金属工作機械工  
× 可搬研磨工(ポータブル研磨)[557-10]、電子ビーム溶接工[561-99]、丸のこ盤工[559-50]、 

木工旋盤工[663-11]、プラスチック旋盤工[693-31]、プラスチックバフみがき工[693-41] 
 

552 金属プレス工 
プレス機械を用いて金属板を冷間で打抜き､曲げ､絞って一定の形に成形する作業に従事するものをい

う｡ 
刻印の作業に従事するものを含む｡ 

× 打貫機による穴の打抜きの作業および打抜き型･曲げ型･絞り型をプレス機に取付･調整する作業に
もっぱら従事するものを除く｡[559]  

552-10 プレス成形工 
11 打抜プレス工 
12 曲プレス工 
13 絞プレス工 
14 プレス刻印工 

552-20 数値制御プレス機械工 
552-99 他に分類されない金属プレス工  

× クリーニングプレス工[355-14]、鍛造プレス工[514-21]、金型取付工[559-60]、打貫工[559-99]、 
プラスチックプレス工[693-13] 
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553 鉄工､製かん(缶)工 
鉄塔･橋りょう(梁)･煙突･鉄骨･ボイラー･圧力容器･タンク(鉄槽)などの製作･組立のための現図の展開･

型板取･鋼板け(罫)がき･穴あけ･ぎょう(撓)鉄･組立･びょう(鋲)打ち･てんげき(填隙)･はつりの作業に従事
するものをいう｡ 
× 現図展開･型板取の作業､鋼板けがきの作業､はつりの作業にもっぱら従事するものを除く｡

[727,559,557]  
553-10 鉄工 
11 建築鉄工 
12 機械鉄工 
13 造船鉄工 
14 橋りょう鉄工 
15 装飾鉄工 

553-20 製かん工 
21 ボイラー組立工 
22 圧力容器組立工 

553-99 他に分類されない鉄工､製かん(缶)工  
× ドラムかん製造工[554-10]、金属はつり工[557-24]、原図型取工[727-30]、鉄筋工[763-XX] 
 

554 板金工 
金切はさみ･つち(槌)･簡単な切断機･曲ロール機などを用いて､金属薄板の切断･曲げ･絞り･成形の作業

および加工された金属薄板の組合せ､ハンダ･硬ろう･電気溶接･ガス溶接による接着･仕上の作業に従事
するものをいう｡ 
× ハンダ付･電気溶接･ガス溶接･現図展開･型板取りの作業にもっぱら従事するものを除く｡

[559,561,562,727]  
554-10 板金工 
11 建築板金工 
12 工場板金工 
13 自動車板金工  

× 板金プレス工[552-10]、自動車修理工[592-10] 
 

555 金属彫刻工 
各種の手工具･機械または化学的腐しょく(蝕)技術によって金属に模様･文字･目盛･けい(罫)線･像を彫

刻･切削加工する作業に従事するものをいう｡ 
× 美術品の創作および貴金属の彫刻に従事するものを除く｡[181,716]  

555-10 彫金工 
11 かざり職 
12 金型彫刻工 

555-20 機械彫刻工 
555-30 腐しょく彫刻工 
31 なっ(捺)染ロール彫刻工 

555-99 他に分類されない金属彫刻工  
× 美術彫刻家[181-10]、貴金属彫刻工[716-10] 
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556 めっき工 
電気めっき､化学めっき､溶融めっき､溶射めっき､真空･気相めっきなどのめっき作業に従事するもの

をいう｡ 
アルマイト加工､非鉄金属無機物で表面を覆う被膜防せい(錆)(着色を含む)処理､めっき前の研磨･脱脂･

酸洗い､めっき後の水洗い･熱湯洗浄･仕上研磨の作業に従事するものを含む｡ 
× 機械的除脂･除せい･研磨･つや(艶)出し･カバー掛けなどにもっぱら従事するものを除く｡[551,557]  

556-10 電気めっき工 
556-20 化学めっき工 
556-30 溶融めっき工 
556-40 溶射工 
556-50 真空･気相めっき工 
556-60 陽極処理工 
556-70 化成処理工 
556-99 他に分類されないめっき工  

× 金属研磨工[557-XX] 
 

557 金属研磨工 
可搬グラインダー･と石･やすり･たがねなどを用いて､金属材料･半製品･製品の疵取り､研磨､切削加工､

すり(摺)合せ､ラッピングなどの作業に従事するものをいう｡ 
× 研削盤･仕上機械による研磨作業に従事するものを除く｡[551]  

557-10 金属材料･製品研磨工 
11 工具研磨工 
12 刃物とぎ工 

557-20 金属手仕上工 
21 のこ目立職 
22 金属やすり掛け工 
23 金属きさげ工 
24 金属はつり工  

× 鋳物はつり工[519-33]、研磨盤工[551-16]、バフ盤工[551-16]、工具製造工[559-22] 
 

558 金属線製品･くぎ･ばね製造工 
機械または手道具で網･かご(籠)･クリップ･ラス･針･ピンなどの金属線製品･くぎ類の製造作業､冷間成

形によるばねの成形作業に従事するものをいう｡ 
針･ピン･くぎ類の材料の切断･穴あけ･成形･研磨の作業に従事するものを含む｡ 

× 熱間成形によるばねの製造の作業に従事するものを除く｡[514]  
558-10 金属線製品製造工 
11 ワイヤーロープ製造工 
12 有刺鉄線製造工 
13 金網編工 
14 針製造工 
15 ピン製造工 

558-20 くぎ類製造工 
558-30 ばね製造工  

× 火造りばね工[514-20] 
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559 その他の金属加工の職業 
家具･建具･刃物･工具などの金属製品の製造､けがき､その他 551～558 に含まれない金属加工の作業に

従事するものをいう｡  
559-10 金属製家具･建具製造工 
11 金属製家具製造工 
12 金属製建具製造工 

559-20 金属製品製造工(一貫作業によるもの) 
21 刃物製造工 
22 工具製造工(刃物を除く) 
23 金具製造工 

559-30 けがき工 
559-40 ろう付工､はんだ付工 
559-50 金属切断工(刃物によるもの) 
559-60 金型取付工 
559-70 金属加工･金属製品検査工 
559-99 他に分類されない金属加工の職業  

× 
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56 金属溶接･溶断の職業 

電熱･電撃･ガスの炎などを利用して金属を接合･切断する作業に従事するものをいう｡ 
× 刃物または放電加工機などの金属工作機械を用いて金属を切断する作業に従事するものを除く｡ 
 〔55 金属加工の職業〕 
 

561 電気溶接工 
アーク(電弧)溶接･抵抗溶接などの電熱･電撃を利用して､金属を接合する作業に従事するものをいう｡  

561-10 アーク溶接工 
11 被膜アーク溶接工 

561-20 抵抗溶接工 
21 スポット溶接工 

561-30 自動電気溶接機運転工 
561-40 溶接ロボット運転工 
561-99 他に分類されない電気溶接工  

× 電縫管工[516-42]、放電加工機工[551-31]、ろう付工･はんだ付工[559-40] 
 

562 ガス溶接工､ガス切断工 
酸素アセチレンガス･酸素･水素･石炭ガス･プロパンガスなどの炎で､金属を接合または焼き切る作業

に従事するものをいう｡  
562-10 ガス溶接工 
11 酸素アセチレンガス溶接工 

562-20 ガス切断工 
21 アセチレンガス切断工 
22 大型バーナー工 
23 自動ガス切断機運転工  

× ワイヤカット放電加工工[551-31]、金属切断工(刃物によるもの)[559-50] 
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57 一般機械器具組立･修理の職業 

原動機･工作機械･農業用機械･建設機械･繊維機械などの各種の機械器具(電気機械器具､輸送用機械器
具､計量計測機器･光学機械器具を除く)の組立･調整･修理の作業に従事するものをいう｡ 
 

571 一般機械器具組立工 
原動機･工作機械･農業用機械･建設機械･繊維機械などの各種の機械器具(電気機械器具､輸送用機械器

具､計量計測機器･光学機械器具を除く)の部品組立･組付け､総組立､すえ(据)付け､調整の作業に従事する
ものをいう｡  

571-10 原動機組立工 
11 エンジン組立･調整工 
12 タービン組立･調整工 

571-20 金属加工機械組立工 
21 金属工作機械組立･調整工 

571-30 産業用機械組立工 
31 農業用機械組立･調整工 
32 建設機械組立･調整工 
33 繊維機械組立･調整工 
34 印刷機械組立･調整工 

571-40 機械部品組立工 
41 ベアリング組立工 
42 変速機組立工 
43 軸継手組立工 
44 バルブ組立工 
45 チェーン組立工 

571-99 他に分類されない一般機械器具組立工  
× ボイラー組立工[553-21]、レーザー応用加工機器組立工[586-40] 
 

572 一般機械器具修理工 
原動機･工作機械･農業用機械･建設機械･繊維機械などの各種の機械器具(電気機械器具､輸送用機械器

具､計量計測機器･光学機械器具を除く)の部品修理･総修理･保全･検査の作業に従事するものをいう｡ 
× 金属部品の切削加工にもっぱら従事するものを除く｡[551]  

572-10 機械修理工 
11 動力機械保全･修理工 
12 油圧機械保全･修理工 

572-20 機械検査工 
21 動力機械検査工 
22 油圧機械検査工 

572-99 他に分類されない一般機械器具修理工  
× 
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58 電気機械器具組立･修理の職業 

発電機､電動機､変圧器､配電盤､電気通信機械器具､電球､電子管､半導体製品､電子応用機械器具､民生
用電子･電気機械器具などの電気機械器具および部品の組立･調整･修理の作業､電線の被覆作業に従事す
るものをいう｡ 
× (1)電気計器の組立･調整･修理の作業に従事するものを除く｡ 
  〔60 計量計測機器･光学機械器具組立･修理の職業〕 

(2)産業用電気機械･装置の据付作業に従事するものを除く｡〔74 電気作業者〕 
 

581 電気機械組立工･修理工 
発電機･電動機などの回転電気機械､変圧器･配電盤などの配電･制御装置の部品組立･総組立･調整･修

理の作業に従事するものをいう｡ 
× 電子機器用部品の組立に従事するものを除く｡[589]  

581-10 発電機組立･調整工 
11 発電機巻線工 
12 産業用発電機組立工 
13 民生用発電機組立工 

581-20 電動機組立･調整工 
21 電動機巻線工 
22 産業用電動機組立工 
23 民生用電動機組立工 
24 マイクロモーター組立工 

581-30 変圧器･変流器･変成器組立･調整工 
31 トランス巻線工 
32 変圧器組立工 
33 変流器･変成器組立工 

581-40 配電盤･制御板組立･調整工 
41 配電盤組立工 
42 制御板組立工 
43 ディストリビュータ組立工 

581-50 開閉制御機器組立工 
51 ブレーカー組立工 
52 スイッチ組立工 

581-60 電気機械部品組立工 
61 整流子組立工 
62 整流器組立工 
63 コンデンサー組立工 

581-70 電気機械修理工 
71 発電機･電動機修理工 
72 配電･制御装置修理工  

× 変圧器組立工(電子機器用)[589-41]、電子機器用コンデンサー製造工[589-43] 
 

582 電気通信機械器具組立工･修理工 
無線･有線通信機器､ビデオ･音響機器の総組立･調整･修理の作業に従事するものをいう。 

× (1)電気通信機械器具の部品組立･束線の作業にもっぱら従事するものを除く｡[588,589] 
(2)電気通信設備の据付･保守の作業に従事するものを除く｡[745]  

582-10 電気通信機器組立工 
11 無線通信機器組立工 
12 有線通信機器組立工 

582-20 ビデオ･音響機器組立工 
21 VTR･テープレコーダー組立工 
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22 ラジオ･音響機器組立工 
23 テレビ･画像端末機組立工 

582-30 電気通信機器調整工 
582-40 ビデオ･音響機器調整工 
582-50 電気通信機械器具修理工 
582-99 他に分類されない電気通信機械器具組立工･修理工  

× テレビ修理工(販売店･サービス店)[587-31]、束線工(ワイヤー･ハーネス工)[588-10]、 
テレビアンテナ製造工[589-40]、ビデオカメラ組立工[603-30]、通信装置据付･保守工[745-20] 

 

583 電球･電子管組立工 
白熱電球･蛍光ランプ･ブラウン管･X 線管･マグネトロンなどの電子管の部品の組立加工･総組立･排

気･ガス封入の作業に従事するものをいう。 
× ガラス部品の成形･加工の作業､口金の成形､ベークライド製品の成形の作業に従事するものを除く｡

[532,552,693]  
583-10 電球･電子管自動組立操作員 
583-20 電球･電子管製造工 
21 電球･電子管組立工 
22 電球･電子管排気･封止工 
23 電球･電子管仕上工 

583-30 電球･電子管部品組立工  
× ガラス管成形工[532-15]、口金プレス工[552-10] 
 

584 被覆電線製造工 
電線の撚線作業､ゴム･プラスチック･紙･布･糸などの絶縁体による押出被覆･紙巻き･編組の作業､被

鉛･がい(鎧)装の作業に従事するものをいう｡ 
× 電線の伸線の作業､電線の塗装の作業にもっぱら従事するものを除く｡[517,723]  

584-10 撚線工 
584-20 被覆工 
21 ゴム線製造工 
22 ビニール･ポリエチレン線製造工 
23 紙巻線製造工 

584-30 撚合わせ工 
584-40 がい(鎧)装工 
41 鋼帯がい装工 
42 鉄線がい装工 
43 被鉛工 
44 編組工  

× 伸線工[517-10]、電線めっき工[556-XX]、エナメル被覆工[723-30] 
 

585 半導体製品製造工 
半導体材料を物理的･化学的に処理･加工し､個別半導体製品および半導体集積回路を製造する作業に

従事するものをいう｡ 
× 半導体のウエハーの製造に従事するものを除く｡[535]  

585-10 半導体チップ製造工 
585-20 半導体ダイシング工 
585-30 半導体組立工 
31 半導体マウント工 
32 ワイヤーボンディング工 
33 エンキャプ工 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

技
能
・
労
務

  
 
 

 466

585-40 半導体封止工 
585-50 半導体外装処理工 
585-99 他に分類されない半導体製品製造工  

× 半導体ウエハー製造工[535-20]、プリント基板組立工[589-45] 
 

586 電子応用機械器具組立工 
集積回路等を応用する電子応用機器の組立加工･総組立･調整の作業に従事するものをいう｡ 

× (1)電子機器用部品の組立の作業、束線の作業にもっぱら従事するものを除く｡[588,589] 
(2)電子管､半導体の製造にもっぱら従事するものを除く｡[583,585]  

586-10 電子計算機組立･調整工 
586-20 X 線応用装置組立･調整工 
586-30 医療用電子機器組立･調整工 
586-40 レーザー応用加工機器組立･調整工 
586-50 電子複写機組立･調整工 
586-60 ファクシミリ組立･調整工 
586-99 他に分類されない電子応用機械器具組立工  

× 電子ビーム溶接機組立工[571-20]、高周波ミシン組立工[571-30]、電子レンジ組立工[587-11]、 
電子式計測器組立工[601-10] 

 

587 民生用電子･電気機械器具組立工･修理工 
電熱器具･照明器具･電動器具などの民生用電子･電気機械器具(ラジオ･テレビなどを除く)の組立･調

整･修理の作業に従事するものをいう｡ 
販売店･サービス店において民生用電子･電気機械器具を取付･修理する作業に従事するものを含む｡  

587-10 電熱･照明器具組立工 
11 電熱機器組立工 
12 照明器具組立工 

587-20 電動機応用製品組立工 
21 電気冷蔵庫組立工 
22 電気洗濯機組立工 
23 電気掃除機組立工 
24 扇風機･換気扇組立工 
25 空調機組立工 

587-30 民生用電子･電気機械器具修理工 
31 家庭用電気製品修理工(販売店･サービス店) 

587-99 他に分類されない民生用電子･電気機械器具組立工･修理工  
× ラジオ組立工[582-22]、テレビジョン組立工[582-23]、電子･電気楽器組立工[719-10] 
 

588 束線工 
電気機械器具の配線用線材をあらかじめ規定の寸法に裁断し､束ねてテーピング･チュービングする作

業にもっぱら従事するものをいう｡ 
束線されたものにコネクタなどを取付ける付帯作業に従事するものを含む｡  

588-10 束線工(ワイヤー･ハーネス工) 
11 電気通信機束線工 
12 電子応用機器束線工 
13 輸送用機器束線工  

× 
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589 その他の電気機械器具組立･修理の職業 
581～588 に含まれない電気機械器具の組立･修理の作業に従事するものをいう｡  

589-10 乾電池･蓄電池製造工 
11 乾電池製造工 
12 蓄電池製造工 

589-20 記録媒体製造工 
21 磁気テープ製造工 
22 磁気ディスク製造工 
23 光ディスク製造工 
24 磁気･IC カード製造工 

589-30 内燃機関電装品組立工 
31 イグニッション･コイル組立工 
32 点火プラグ組立工 

589-40 電子機器部品製造工 
41 電子機器用コイル･トランス製造工 
42 電子機器用抵抗器製造工 
43 電子機器用コンデンサー製造工 
44 振動子組立工 
45 プリント基板組立工 
46 電子機構部品組立工 
47 音響部品組立工 

589-50 特殊電子部品製造工 
51 液晶表示部品製造工 
52 圧電素子製造工 
53 フェライト製品製造工 

589-60 電気機械器具保守員 
61 電子計算機保守員 
62 複写機保守員 
63 ファクシミリ保守員 
64 電子計算機周辺機器保守員 

589-70 電気機械器具検査工 
71 発電機･電動機検査工 
72 配電･制御装置検査工 
73 電気通信機械器具検査工 
74 電子応用機器検査工 
75 民生用電子･電気機械器具検査工 
76 電子部品検査工 

589-99 他に分類されない電気機械器具組立･修理の職業  
× 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

技
能
・
労
務

  
 
 

 468

59 輸送用機械器具組立･修理の職業 

自動車･航空機･鉄道車両･自転車･船舶などの輸送用機械器具またはその部分品の組立･整備･修理の作
業に従事するものをいう｡ 
 

591 自動車組立工 
自動車(特殊自動車･二輪自動車を含む)の部品(エンジン･電装品･計器を除く)･車体(ボディ)･車台(シャ

シー)の組立作業､車体･車台にエンジン･電装品･計器類を据付･ぎ(艤)装する作業にもっぱら従事するも
のをいう｡ 
× プレス作業･板金作業･溶接作業にもっぱら従事するものを除く｡[552,554,561]  

591-10 自動車部品組立工 
591-20 自動車車体･車台組立工 
591-30 自動車ぎ装組立工  

× 金属プレス工[552-XX]、溶接ロボット運転工[561-40]、自動車エンジン組立工[571-11]、 
カーステレオ組立工[582-22]、点火プラグ組立工[589-32]、自動車用計器組立工[601-10]、 
自動車内張工[721-23]、自動車塗装工[723-30] 

 

592 自動車整備工 
自動車(特殊自動車･自動二輸車を含む)のエンジン･車体･車台･電装品などの点検･整備･修理の作業に

従事するものをいう｡  
592-10 自動車整備工 
11 自動車エンジン整備工 
12 自動車電装品整備工 
13 自動車タイヤ整備工  

× 自動車板金工[554-13 ]、自動車解体工[559-99 ] 
 

593 航空機組立工･整備工 
航空機(ヘリコプター･グライダー･飛行船を含む)の機体部品(エンジン･電装品･計器を除く)の組立作業､

エンジン･計器類を据付け･取付けて総組立する作業､航空機のぎ(艤)装･整備･修理の作業に従事するもの
をいう｡  

593-10 航空機部品組立工 
593-20 航空機総組立工 
21 航空機エンジン取付工 

593-30 航空機ぎ装工 
593-40 航空機整備工 
41 航空機工場整備工  

× 航空機エンジン組立工[571-11]、航空計器組立工[601-10]、航空機内張工[721-22]、 
航空機配線工[746-13] 
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594 鉄道車両組立工･修理工 
鉄道･軌道の機関車･客貨車(ケーブルカー･ロープウェーを含む)の台車･車体の組立作業､機械器具･電

装品などの取付け作業､車両の修理･整備の作業に従事するものをいう｡  
594-10 車両機械組立工 
594-20 車両組立工 
21 鉄道車両台車組立工 
22 鉄道車両車体組立工 

594-30 車両ぎ装工 
31 鉄道車両機器取付工 

594-40 車両修理工 
41 鉄道車両台車･車体修理工 
42 鉄道車両機械修理工  

× 旅客車内張工[721-24]、鉄道車両配線工[746-12]、鉄道車両配管工[776-10] 
 

595 自転車組立工･修理工 
完成部分品を用いて自転車の総組立または修理の作業に従事するものをいう｡ 

× 自転車の部品の組立の作業に従事するものを除く｡[571]  
595-10 自転車組立工 
595-20 自転車修理工  

× 自転車部品組立工[571-99] 
 

596 船舶ぎ装工 
甲板部のぎ装､舶用機関などを取付ける機関部のぎ装､操舵装置･通信機･計器類などを取付ける電気部

のぎ装および通風装置などを取付ける居住部のぎ装の作業に従事するものをいう｡  
596-10 船舶ぎ装工 
11 甲板部ぎ装工 
12 機関部ぎ装工 
13 電気部ぎ装工 
14 居住部ぎ装工  

× 造船鉄工[553-13]、船大工[665-10]、船舶内張工[721-21]、船体塗装工[723-30]、船舶配線工[746-11] 
 

599 その他の輸送用機械器具組立･修理の職業 
591～596 に含まれない輸送用機械器具の組立･修理の作業に従事するものをいう｡  

599-10 船舶修理工 
599-20 輸送用機械器具検査工 
21 自動車検査工 
22 航空機検査工 
23 鉄道車両検査工 
24 自転車検査工 
25 船舶検査工 

599-99 他に分類されない輸送用機械器具組立･修理の職業  
× 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

技
能
・
労
務

  
 
 

 470

60 計量計測機器･光学機械器具組立･修理の職業 

計量計測機器･時計･光学機械器具の組立･調整･修理の作業およびレンズ･プリズムなどの研磨･調整･
コーティング･はり合わせの作業に従事するものをいう｡ 
 

601 計量計測機器組立工･修理工 
電気計測器･計量器･測定器またはその部分品の組立･調整･修理の作業に従事するものをいう｡ 

× 電気時計､光学利用の計測機器の組立･修理の作業に従事するものを除く｡[602,603]  
601-10 電気計測器組立工 
11 電気メータ組立工 

601-20 計量器･測定器組立工 
21 度量衡器組立工 
22 温度計組立工 
23 圧力計組立工 
24 流量計組立工 

601-30 計量計測機器調整･修理工 
601-99 他に分類されない計量計測機器組立工･修理工  

× 電気時計組立･調整工[602-10]、光学計測機器組立工[603-20] 
 

602 時計組立工･修理工 
時計およびメトロノーム･タイムレコーダーなどの類似の機械器具を組立･調整･修理する作業に従事

するものをいう｡ 
× 時計および類似機器の部分品･付属品の製造に従事するものを除く｡[551]  

602-10 時計組立･調整工 
11 ムーブメント組立工 
12 外装組立工 

602-20 時計類似機器組立･調整工 
602-30 時計･時計類似機器修理工  

× 時計歯車工[551-15]、水晶発振子組立工[589-44]、液晶表示部品製造工[589-51] 
 

603 光学機械器具組立工･修理工 
双眼鏡･望遠鏡･顕微鏡などの眼鏡(がんきょう)､光測定器･測距機･光分析機などの光学利用の計測器､

カメラ･映写機などの光学機械の部分組立･総組立･調整･修理の作業に従事するものをいう｡ 
× 近視眼用･遠視眼用などのメガネの組立･調整の作業に従事するものを除く｡[609]  

603-10 眼鏡組立工 
11 双眼鏡組立工 
12 望遠鏡組立工 
13 顕微鏡組立工 

603-20 光学計測機器組立工 
603-30 光学機械組立工 
31 カメラ組立工 
32 映写機組立工 

603-40 光学機械器具調整工 
41 焦点調整工 

603-50 光学機械器具修理工 
51 カメラ修理工  

× 電子顕微鏡組立工[586-99]、メガネ調整･加工工[609-10] 
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604 レンズ研磨工･調整工 
レンズ･プリズムの荒ずり･砂かけ･研磨･ふき(拭)上げ･心取りの作業に従事するものをいう｡ 

× レンズ･プリズムのプレス成形作業に従事するものを除く｡[532]  
604-10 光学レンズ工 
11 レンズ荒ずり工 
12 レンズ研磨工 
13 レンズ心取工 

604-20 レンズ表面処理加工工 
604-30 レンズ接合工  

× ガラスプレス成形工[532-14] 
 

609 その他の計量計測機器･光学機械器具組立･修理の職業 
601～604 に含まれない計量計測機器･時計･光学機械器具の組立･修理の作業に従事するものをいう｡  

609-10 メガネ調整･加工工 
609-20 計量計測機器･光学機械器具検査工 
21 計量計測機器検査工 
22 時計検査工 
23 光学機械器具検査工 
24 レンズ検査工 

609-99 他に分類されない計量計測機器･光学機械器具組立･修理の職業  
× 検眼師[119-99] 
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61 精穀･製粉･調味食品製造の職業 

精穀･製粉の作業､調味料･食品油脂などの製造作業に従事するものをいう｡ 
× (1)塩･化学調味料を製造する作業に従事するものを除く｡〔52 化学製品製造の職業〕 

(2)製品を包装する作業にもっぱら従事するものを除く｡〔72 その他の製造･制作の職業〕 
 
611 精穀工 
米･麦･雑穀を精穀する作業に従事するものをいう｡  

611-10 精穀工 
11 精米工 
12 精麦工  

× 
 
612 製粉工 
穀類･豆類･いも類などから穀粉･でん(澱)粉･コーンスターチなどを製造するため､原料の粉砕･沈でん･

水洗い･圧搾･ろ(濾)過･乾燥などの作業に従事するものをいう｡  
612-10 製粉工 
11 小麦粉製造工 
12 でん粉製造工 
13 コーンスターチ製造工  

× 粉わさび製造工[619-14]、魚粉製造工[627-99] 
 
613 製糖工 
甘しょ(蔗)から糖分の圧搾･糖液の濃縮･結晶により粗糖を製造する作業､粗糖を洗糖･溶解･脱色･ろ(濾)

過､再結晶などにより精製する作業､精糖から角砂糖を製造する作業､糖液から氷砂糖･液糖を製造する作
業およびてん(甜)菜からてん菜糖を製造する作業に従事するものをいう｡  

613-10 粗糖製造工 
613-20 精糖工 
613-30 角砂糖製造工 
613-40 氷砂糖･液糖製造工 
613-50 てん菜糖製造工 
613-99 他に分類されない製糖工  

× 水あめ製造工[619-99] 
 

614 味そ･しよう油製造工 
味そ･しょう油を製造するため､原料の計量･浸せき(漬)･蒸熱･こうじ(麹)造り･食塩溶解･混合･仕込･熟

成･調整･こし(漉)機操作･汲み出し･揚げぶね(槽)･圧搾･火入れなどの作業に従事するものをいう｡  
614-10 味そ製造工 
11 味そ原料工 
12 味そこうじ工 
13 味そ仕込工 

614-20 しょう油製造工 
21 しょう油原料工 
22 しょう油こうじ工 
23 しょう油仕込工 
24 しょう油圧搾工 
25 しょう油精製工  

× たい味噌製造工[619-99] 
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615 動植物油脂製造工 
動植物油脂を製造するため､前処理･圧搾･抽出･煮沸･蒸留などの採油作業､脱酸･脱色･脱臭などの精製

作業およびマーガリンなどの食用油脂製品製造の作業に従事するものをいう｡  
615-10 油脂前処理工 
615-20 採油工 
21 搾油工 
22 抽油工 
23 蒸油工 

615-30 食用油脂精製工 
615-40 食用油脂製品製造工 
41 マーガリン製造工 

615-99 他に分類されない動植物油脂製造工  
× 石けん製造オペレーター[524-10]、油脂製品製造オペレーター[524-30]、バター製造工[625-40] 
 

619 その他の精穀･製粉･調味食品製造の職業 
調味料･酵母･配合飼料を製造する作業､その他 611～615 に含まれない精穀･製粉･調味食品製造の作業

に従事するものをいう｡  
619-10 調味料製造工(他に分類されないもの) 
11 酢製造工 
12 ソース製造工 
13 マヨネーズ製造工 
14 香辛料製造工 
15 ジャム製造工 

619-20 酵母･こうじ製造工(他に分類されないもの) 
21 イースト製造工 

619-30 配合飼料製造工 
619-99 他に分類されない精穀･製粉･調味食品製造の職業  

× 製塩工[529-20]、味そこうじ工[614-12]、しょう油こうじ工[614-22]、清酒こうじ工[632-15] 
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62 食料品製造の職業(精穀･製粉･調味食品製造の職業を除く) 

めん類･パン･菓子･豆腐･こんにゃく･ふ(麩)･乳･乳製品･精肉･肉製品の製造､かん詰･びん詰などの保存
食料品の製造､水産物の処理加工､その他 61 に含まれない食料品製造の作業に従事するものをいう｡ 
× 農耕･漁労の作業に従事しながらその延長作業として簡単な加工作業に従事するものを除く｡ 
 〔43 農業の職業､45 漁業の職業〕 
 

621 めん類製造工 
うどん･冷麦･そうめん･そば･中華そば･マカロニ･スパゲッティ･はるさめ･ワンタンの皮･シューマイ

の皮などのめん類を製造するため､原料の仕込み･かくはん(攪拌)･延展･切断･乾燥･仕上げなどの作業に
従事するものをいう｡ 
× 飲食店における製めんの作業､めん類の調理の作業に従事するものを除く｡[323,361]  

621-10 製めん工 
11 製めん機械工 

621-20 即席めん類製造工 
621-30 はるさめ製造工 
621-40 ワンタン･シューマイ皮製造工 
621-99 他に分類されないめん類製造工  

× そば屋店主[323-10]、めん類調理人[361-99] 
 

622 パン･菓子製造工 
パン･菓子を製造するため､原料の計量･ミキシング･生地づくり･成形･焼成･蒸煮･かま(窯)操作･仕上

げ･スライス･冷却･切断などの作業に従事するものをいう｡ 
× 菓子パンに詰めるジャム･クリームなどの製造作業にもっぱら従事するものを除く｡[619,625]  

622-10 パン･焼菓子製造工 
11 パン生地仕込工 
12 パン･焼菓子成形工 
13 パン･焼菓子焼成工 

622-20 洋生菓子製造工 
21 洋生菓子仕込工 
22 洋生菓子仕上工 

622-30 和生菓子製造工 
31 製あん工 
32 和生菓子仕上工 

622-40 和干菓子製造工 
41 せんべい製造工 
42 おこし･あられ製造工 
43 らくがん製造工 
44 豆菓子製造工 

622-50 あめ･キャンデー製造工 
622-60 チョコレート製造工 
622-70 チューインガム製造工 
622-99 他に分類されないパン･菓子製造工  

× ピーナッツバター製造工[619-10]、ジャム製造工[619-15]、イースト製造工[619-21]、 
水あめ製造工[619-99]、クリーム製造工(乳製品製造)[625-99]、アイスキャンデー製造工[629-99] 
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623 豆腐･こんにゃく･ふ製造工 
豆腐を製造するため､大豆の浸漬磨砕･豆汁の蒸煮･豆乳の絞り･凝固剤の添加･成形などの作業､豆腐の

揚げ･焼きなどの加工作業､こんにゃく･ふ(麩)･湯葉の製造作業に従事するものをいう｡  
623-10 豆腐･同加工食品製造工 
11 豆腐製造工 
12 充てん(填)豆腐製造工 
13 油揚･生揚製造工 
14 がんもどき製造工 
15 凍豆腐製造工 

623-20 こんにゃく製造工 
623-30 ふ製造工 
623-40 湯葉製造工  

× こんにゃく粉製造工[612-10]、寒天製造工[627-60]、納豆製造工[629-99] 
 
624 かん詰･びん詰･レトルト食品製造工 
かん詰･びん詰･レトルト食品製造のため､原料の調理､調理された原料の充てん･調味液の注入･密封･

加熱殺菌･冷却などの作業に従事するものをいう｡ 
× 乳･乳製品､飲料のかん詰･びん詰の作業に従事するものを除く｡[625,632,633,634]  

624-10 かん詰･びん詰･レトルト食品調理工 
11 水産調理工 
12 果実調理工 
13 野菜調理工 
14 食肉調理工 

624-20 かん詰･びん詰工 
21 食品充てん工 
22 密封工 

624-30 殺菌加熱工 
624-99 他に分類されないかん詰･びん詰･レトルト食品製造工  

× 牛乳瓶詰工[625-10]、清酒瓶詰工[632-10]、ビール瓶詰工[633-10]、ジュース製造工[634-10] 
 
625 乳･乳製品製造工 
飲用乳･粉乳･練乳･バター･チーズなどの乳製品を製造するため､原料の清浄化･均質化･殺菌･濃縮･噴

霧･冷却･予温･クリーム分離･クリーム殺菌･クリーム発酵･かくはん(攪拌)､加塩練圧･加温･菌培養･薬品
添加･凝固脱水･発酵･型詰圧搾･熟成などの作業に従事するものをいう｡  

625-10 飲用乳製造工 
625-20 粉乳製造工 
625-30 練乳製造工 
625-40 バター製造工 
625-50 チーズ製造工 
625-60 乳酸発酵製品製造工 
625-70 アイスクリーム製造工 
625-99 他に分類されない乳･乳製品製造工  

× マーガリン製造工[615-41]、ピーナッツバター製造工[619-10] 
 
626 食肉加工品製造工 
鳥獣肉から精肉･ハム･ベーコン･ソーセージ･つくだ(佃)煮･くん(燻)製･塩づけなどを製造する作業に従

事するものをいう｡ 
× 鳥獣肉のかん詰･びん詰の製造および魚肉製品の製造に従事するものを除く｡[624,627]  

626-10 精肉工 
626-20 ハム･ベーコン･ソーセージ製造工 
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21 仕込工(鳥獣肉製品) 
22 カッター工(肉製品) 
23 肉詰工(ハム･ソーセージ製造) 
24 くん煙工(肉製品) 
25 ボイル工(ハム･ベーコン･ソーセージ製造) 

626-99 他に分類されない食肉加工品製造工  
× 食肉調理工(缶詰製造)[624-14]、魚肉ソーセージ製造工[627-40] 
 
627 水産物加工工 
魚･貝･も(藻)類の調理･乾燥･くん(燻)製･つけ(漬)込･煮熟の作業､水産ねり物を製造するため､原料の選

別･調理･磨砕･仕込･成形･蒸し･煮込･焼き･揚げの作業に従事するものをいう｡ 
× (1)水産物の採捕に従事しながらその延長作業として天日乾燥･煮干などの簡単な加工作業に従事す

るものを除く｡[451,453,454] 
(2)水産物のかん詰･びん詰の製造作業に従事するものを除く｡[624]  

627-10 かつお節類製造工 
627-20 魚介くん製製造工 
627-30 魚介干物製造工 
627-40 水産ねり物製造工 
41 水産ねり物原料選別工 
42 水産ねり物原料調理工 
43 水産ねり物すりつぶし工 
44 水産ねり物成形工 
45 水産ねり物蒸上工 
46 水産ねり物焼上工 

627-50 こんぶ加工工 
627-60 寒天製造工 
61 天然寒天製造工 
62 工業寒天製造工 

627-70 つくだ煮製造工 
627-99 他に分類されない水産物加工工  

× 魚介調理工(缶詰製造)[624-11]、牛肉つくだ煮製造工[626-99]、昆布茶製造工[639-10] 
 
628 野菜つけ物工 
植物性のつけ(漬)物を作るため､原料の洗浄･細切･脱塩･圧搾脱水･つけ込などの作業に従事するものを

いう｡ 
× つけ物菓子の製造､鳥獣肉･水産物のつけ物の製造作業に従事するものを除く｡[622,626,627]  

628-10 野菜つけ物工  
× つけ物菓子製造工[622-99]、肉類つけ物工[626-99]、水産物漬物工[627-99] 
 
629 その他の食料品製造の職業 
低温･保存食品の製造､惣菜類の調製､その他 621～628 に含まれない食料品製造の作業に従事するもの

をいう｡  
629-10 低温･保存食品製造工 
11 冷凍加工食品製造工 

629-20 惣菜類調製工 
21 弁当調製工 

629-30 食料品検査工 
629-99 他に分類されない食料品製造の職業  

× 調理人[361-XX] 
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63 飲料･たばこ製造の職業 

茶･酒類･清涼飲料を製造する作業およびたばこを製造する作業に従事するものをいう｡ 
粉末飲料を製造する作業に従事するものを含む｡ 

× 乳･乳酸飲料を製造する作業に従事するものを除く｡ 
 〔62 食料品製造の職業(精穀･製粉･調味食品製造の職業を除く)〕 
 

631 製茶工 
緑茶を製造するため､生茶葉の蒸し･もみ･乾燥などの作業､荒茶のごうくみ(合組)･火入れ･摩擦･選別･

ほう(焙)じなどの作業に従事するものをいう｡まっ(抹)茶･ひき(碾)茶の製造作業に従事するものを含む｡  
631-10 製茶工 
11 荒茶製造工 
12 仕上茶製造工  

× 昆布茶製造工[639-10]、インスタントコーヒー製造工[639-11]、麦茶製造工[639-99] 
 

632 清酒製造工 
清酒製造のため､精米･浸せき(漬)･蒸米･こうじ(麹)造り･酒母造り･もろみ(醪)造り･酒しぼり･おり(滓)引

き･ろ(濾)過･火入れ･貯酒･充てんなどの作業に従事するものをいう｡ 
× 選びん･びん洗いの作業にもっぱら従事するものを除く｡[809]  

632-10 清酒製造工 
11 杜氏 
12 清酒こうじ造り主任 
13 酒母造り主任 
14 清酒もろみ造り主任 
15 清酒製造作業員  

× 洗瓶工[809-14] 
 

633 酒類製造工(清酒を除く) 
ビール醸造のため､大麦の浸麦･発芽･乾燥･粉砕･仕込･発酵･貯酒･ろ(濾)過・充てんの作業､果実酒製造

のため､原料の粉砕･圧搾･発酵･貯酒･混合･充てんなどの作業および蒸留酒･混成酒製造の作業に従事す
るものをいう｡ 
× 選びん･びん洗いの作業にもっぱら従事するものを除く｡[809]  

633-10 ビール製造工 
11 製麦工 
12 ビール醸造工 

633-20 果実酒製造工 
21 果実酒仕込工 
22 果実酒発酵工 
23 果実酒ろ過工 

633-30 ウイスキー製造工 
31 ブレンド工 

633-40 焼ちゅう製造工 
41 焼ちゅう蒸留工 

633-99 他に分類されない酒類製造工  
× 洗瓶工[809-14] 
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634 清涼飲料製造工 
ジュース･サイダー･コーラ･コーヒー飲料､ミネラルウォーター､茶系飲料などの清涼飲料･し好飲料を

製造するため､原料の溶解･抽出･煮沸･冷却･ろ(濾)過･分離･調合･殺菌･充てんの作業に従事するものをい
う｡ 
× 洗びん･検びんの作業にもっぱら従事するものを除く｡[809]  

634-10 清涼飲料製造工  
× 乳酸菌飲料製造工[625-60]、粉末ジュース製造工[639-12]、洗瓶工[809-14] 
 

635 たばこ製造工 
たばこ製造のため､葉たばこ原料の処理､ケース詰､ケース詰原料の調和･加香･裁刻･乾燥､巻上機･包装

機の操作などの作業に従事するものをいう｡  
635-10 たばこ原料処理工 
635-20 たばこ原料加工工 
635-30 製品たばこ製造工 
635-99 他に分類されないたばこ製造工  

× 
 

639 その他の飲料･たばこ製造の職業 
粉末飲料の製造の作業､その他 631～635 に含まれない飲料･たばこ製造の作業に従事するものをいう｡  

639-10 粉末飲料製造工 
11 インスタントコーヒー製造工 
12 粉末ジュース製造工 

639-20 飲料検査工 
639-99 他に分類されない飲料･たばこ製造の職業  

× たばこ検査工[635-99] 
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64 紡織の職業 

綿･毛･化学繊維(短繊維)などの各種原繊維を紡いで糸にする作業､糸を織り･編みなどして布･ニット･
レース･つな･あみなどを製造する作業に従事するものをいう｡ 
糸･糸製品を精練･漂白･染色する作業に従事するものを含む｡ 

× 化学繊維の製造作業に従事するものを除く｡〔52 化学製品製造の職業〕 
 

641 粗紡工､精紡工 
綿･毛･紡毛･麻･化学繊維(短繊維)の紡績工程中､原繊維の混合･打綿･打毛･りゅう(梳)毛･練条の作業お

よび始紡･間紡･練紡･精紡などの紡糸作業に従事するものをいう｡ 
台持ち･玉揚げの作業に従事するものを含む｡ 

× 機械の保全･修理の作業､管の運搬の作業にもっぱら従事するものを除く｡[572,649]  
641-10 混打綿工 
641-20 せつりゅう(櫛梳)工 
21 コーマー工 

641-30 練条工 
641-40 粗紡工 
641-50 精紡工 
641-60 ガラ紡工  

× 化学繊維紡糸工[523-20]、ガラス繊維製造工[532-20]、紡績機械保全工[572-11]、 
トップ工[649-13]、管運搬工(紡績､織物製造)[649-99] 

 

642 合糸工､ねん糸工､加工糸工 
合糸機を用いて単糸または糸を合わせて軽くよりをかける作業に従事するもの(合糸工)､ねん(撚)糸機

を用いてねん糸を作る作業に従事するもの(ねん糸工)､化学繊維の加工糸を作る作業に従事するもの(加
工糸工)をいう｡ 
× 機械の保全･修理の作業､管の運搬の作業にもっぱら従事するものを除く｡[572,649]  

642-10 合糸工 
642-20 ねん糸工 
642-30 合ねん糸工 
642-40 加工糸工  

× 撚糸機保全工[572-11]、糸巻工[649-14]、管糸運搬工[649-99] 
 

643 織機準備工 
たて(経)糸を巻いた糸巻を枠にかけ､糸を整経ビームに巻き､または整経ビームからチギリに巻取る作

業､ビームに巻かれたたて糸をそうこう(綜絖)に引通し､織機のおさ(筬)に通す作業､たて(経)継ぎし､紋型
板を取付け､織機の具合を調整する作業に従事するものをいう｡  

643-10 整経工 
643-20 管巻工 
643-30 へ(経)通工 
31 経継ぎ工 
32 タイイングマシン工 

643-40 はた(機)ごしらえ工  
× 織機保全工[572-11] 
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644 織布工 
広織物･小幅物･帯地･はかま(袴)地･ネクタイ地･帆布地･ホース地･敷物などを製造するため､織機を用

いて布を織る作業に従事するものをいう｡  
644-10 織布工  

× 織機保全工[572-11]、整経工[643-10]、フェルト製造工[649-51] 
 

645 精練･漂白工 
糸または織布の洗浄･精練･漂白･つや(艶)付け･のり(糊)付け(のりの調整･乾燥を含む)の作業に従事する

ものをいう｡ 
× 化学繊維の漂白･洗浄･乾燥の作業に従事するものを除く｡[523]  

645-10 精練･漂白工 
11 精練工 
12 漂白工 
13 漂白仕上工  

× 化学繊維精練･漂白工[523-31] 
 

646 染色･仕上工 
染料の調合の作業､毛･糸･布･ニットの浸染･機械なっ(捺)染･プリント･手なっ染･色留め(蒸し)型置きの

作業､のり(糊)作りの作業､樹脂加工などの仕上げ作業に従事するものをいう｡ 
× 草･つる(蔓)･紙･革などの染色の作業に従事するものを除く｡[667,679,701]  

646-10 染物職 
11 友禅染工 
12 染替工 
13 ろう染工 
14 はく染工 
15 絞り染工 

646-20 浸染工 
21 わた染工 
22 糸染工 
23 織物染工 
24 ニット染工 

646-30 なっ染工 
31 スクリーンなっ染工 
32 型置工 

646-40 調色工 
646-50 蒸熱･水洗工 
646-99 他に分類されない染色･仕上工  

× わら染工[667-30]、い染工[667-50]、紙染工[679-21]、染色用型紙彫刻工[679-22]、製革染色工[701-32] 
 

647 編物工､編立工 
編機または編棒を用いて編物(編レースを含む)を作る作業に従事するもの(編物工)､編立機･くつ下編機

などを用いてニット生地･製品の編立をする作業に従事するもの(編立工)をいう｡ 
編立生地の修理の作業に従事するものを含む｡ 

× 編立機の保全･修理の作業にもっぱら従事するものを除く。[572]  
647-10 ニット生地編立工 
647-20 ニット製品編立工 
21 くつ下編工 

647-30 機械レース編工 
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31 レース刺しゅう工 
647-40 編機準備工 
647-50 手編工  

× 編立機保全工[572-11]、刺しゅう工[654-XX] 
 

648 つな･あみ製造工 
つな･あみ･なわ･ひもをよる作業､編む作業に従事するものをいう｡ 

× 針金･わら･紙などをよる作業、編む作業に従事するものを除く。[558,667,675]  
648-10 つな製造工 
648-20 あみ製造工 
648-30 なわ製造工 
648-40 ひも製造工  

× ワイヤーロープ製造工[558-11]、金網編工[558-13]、わらなわ製造工[667-30]、紙ひも製造工[675-20] 
 

649 その他の紡織の職業 
製糸の作業､揚返･かせ取の作業､起毛･せん(剪)毛の作業､製綿の作業､その他 641～648 に含まれない紡

織の作業に従事するものをいう｡  
649-10 製糸工 
11 製糸前処理工 
12 紡績前処理工 
13 トップ･ケーク保全工 
14 糸巻工 

649-20 揚返工､かせ取工 
21 揚返工 
22 かせ取工 

649-30 織布後処理工 
31 脱水工 
32 起毛工 
33 せん毛工 
34 ガス焼工 
35 整反工 

649-40 製綿･綿打直工 
649-50 フェルト･不織布製造工 
51 フェルト製造工 
52 不織布製造工 

649-60 紡織検査仕上工 
61 糸検査仕上工 
62 織布検査仕上工 
63 ニット生地検査仕上工 
64 レース検査仕上工 

649-99 他に分類されない紡織の職業  
× 
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65 衣服･繊維製品製造の職業 

衣服･帽子･その他の繊維製品および類似品を製造するため､布地の裁断･加工･縫製などの作業に従事
するものをいう｡ 
毛皮･なめし革の衣服を裁断･縫製する作業に従事するものを含む｡ 

× 布製袋物を製造する作業に従事するものを除く｡〔71 装身具等身の回り品製造の職業〕 
 

651 婦人･子供服仕立職 
婦人･子供服を仕立または修理するため､意匠考案･採寸･型紙作り･型入れ･裁断･縫製などの作業に主

として一貫して従事するものをいう｡ 
× 和服の仕立作業に従事するものを除く｡[653]  

651-10 婦人･子供服注文仕立職 
651-20 婦人･子供既製服仕立工 
651-30 婦人服修理工 
651-98 洋裁見習  

× 服飾デザイナー[184-40]、和服仕立職[653-10]、婦人･子供服縫製工[655-11]、生地裁断工[656-XX]、 
毛皮製婦人コート仕立工[659-30] 

 

652 紳士服仕立職 
紳士服を仕立または修理するため､意匠考案･採寸･型紙作り･型入れ･裁断･縫製などの作業に主として

一貫して従事するものをいう｡  
652-10 紳士服注文仕立職 
652-20 紳士既製服仕立工 
652-30 紳士服修理工 
652-98 紳士服仕立見習  

× 男子和服仕立職[653-10]、紳士服縫製工[655-12]、生地裁断工[656-XX]、革製ブレザー仕立工[659-30] 
 

653 和服仕立職 
長着･羽織･じゅばん(襦袢)･帯･はかま(袴)･和装コート･歌舞伎衣装･能衣装･けさ(袈裟)などの縫製の作

業に従事するものをいう｡  
653-10 和服仕立職 
11 長着･羽織仕立職 
12 はかま仕立職 
13 帯仕立職 

653-98 和裁見習  
× 寝具仕立工[659-50] 
 

654 刺しゅう工 
機械または手道具で布地に刺しゅうする作業に従事するものをいう｡ 

× レース編みの作業に従事するものを除く｡[647]  
654-10 機械刺しゅう工 
654-20 手刺しゅう工 
654-30 刺しゅう補修工  

× レース刺しゅう工[647-31]、手編工[647-50] 
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655 ミシン縫製工 
ミシンを用いて布地の接続･穴かがり･ボタンづけ･縁かがりなどの縫製作業に従事するものをいう｡ 

× 帽子･袋物のミシン縫製作業に従事するものを除く｡[659,711]  
655-10 衣服ミシン縫製工 
11 婦人･子供服縫製工 
12 紳士服縫製工 
13 シャツ･下着縫製工 
14 ニット縫製工 

655-20 衣服以外のミシン縫製工 
21 キルティング縫製工 
22 織布ミシン縫工 

655-30 特殊ミシン縫製工  
× 革靴縫製工[702-10]、革縫製工[709-30]、かばん･袋物縫製工[711-12] 
 

656 裁断工 
衣服･繊維製品を製造するため､布地の型入れ･裁断の作業に従事するものをいう｡  

656-10 機械裁断工 
11 生地引伸工 
12 型入れ工 

656-20 手裁断工  
× 毛皮裁断工(衣服)[659-30]、紙裁断工[679-10]、かばん･袋物裁断工[711-11] 
 

659 その他の衣服･繊維製品製造の職業 
衣服の型紙作り､布製帽子の製造､毛皮･なめし革製衣服の仕立､繊維製品の仕上､その他 651～656 に含

まれない衣服･繊維製品の製造の作業に従事するものをいう｡  
659-10 パタンナー 
659-20 帽子製造工 
21 製帽工 
22 帽子飾付工 

659-30 皮革製衣服仕立工 
659-40 カンバス製品製造工 
659-50 寝具仕立工 
659-60 繊維製品仕上工 
61 繊維製品プレス工 
62 繊維製品手仕上工 

659-70 繊維製品検査工 
659-99 他に分類されない衣服･繊維製品製造の職業  

× 服飾デザイナー[184-40]、フェルト帽体工[649-50]、麦わら帽体工[667-41]、革縫製工[709-30]、 
革製帽子製造工[709-99]、ファスナー製造工(材質を問わず)[719-99] 
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66 木･竹･草･つる製品製造の職業 

板･角材などを製材する作業､木材チップ･合板を製造する作業､木･竹･草･つるおよびこれらの類似品
を材料として加工し､各種の製品を製造する作業に従事するものをいう｡ 
× いすなどの内張りの作業に従事するものを除く｡〔72 その他の製造･制作の職業〕 
 
661 製材工､チップ製造工 
機械のこ(鋸)を用いて原木または木材から木取りする作業､板材･角材･割材を作る作業に従事するもの

(製材工)､木材チップを製造するため､原木の皮はぎ･切削､木材チップの選別の作業に従事するもの(チッ
プ製造工)をいう｡  

661-10 原木切断工 
661-20 鋸機械工 
661-30 チップ製造工 
31 チッパー工 
32 チップ選別工 

661-99 他に分類されない製材工､チップ製造工  
× 木挽工[442-10]、造材作業者[442-20]、かわはぎ作業者(造材)[442-20]、パルプ工[671-10] 
 
662 合板工 
原木からはぎ取り機で単板にはぎ取る作業､単板ののり(糊)付･はり合せ･圧着･乾燥･仕上の作業､木質

ボードの製作の作業に従事するものをいう｡  
662-10 合板製作工 
11 単板製作工 
12 調板工 
13 合板プレス工 

662-20 木質ボード製造工 
21 蒸煮解繊工 
22 削片工 
23 プレス工 

662-99 他に分類されない合板工  
× 合板検査工[669-52] 
 
663 木工､木彫工 
手道具または木工旋盤･木工フライス盤･かんな(鉋)盤などの木工用加工機械を用いて木材を切削加工

する作業､鋳物用木型､帽子･くつ(靴)･菓子などの木型を製作する作業に従事するもの(木工)､木材料に文
字･絵･像などを彫り刻む作業に従事するもの(木彫工)をいう｡ 
× のこぎり(鋸)だけを使用する作業､指物･家具･建具の製作に従事するものを除く｡[661,664]  

663-10 機械木工 
11 木工旋盤工 
12 木工フライス盤工 
13 穴あけ木工 
14 木工研磨工 

663-20 木型木工 
663-30 木彫工 
31 人形彫職 
32 木版製作工 
33 将棋彫駒製作工 

663-99 他に分類されない木工､木彫工  
× 彫刻家[181-10]、鋸機械工[661-20]、家具木工[664-20]、建具木工[664-30]、額縁製造工(木製)[664-99]、 

船体組立木工[665-10]、印判工[717-10] 
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664 木製家具･建具製造工 
小箱･針箱･たんす(箪笥)･鏡台･机･いすなどの指物･家具または戸･障子などの建具を作るため､木工用

手道具･木工機械などを用いて木材の加工･組立の作業に従事するものをいう｡ 
× 金属･とう(籐)･き(杞)柳の家具を作る作業に従事するものを除く｡[559,667]  

664-10 指物職 
11 神仏具指物職 

664-20 木製家具製造工 
21 家具組立工 
22 家具金具取付工 

664-30 木製建具製造工 
664-98 木製家具･建具製造工見習 
664-99 他に分類されない木製家具･建具製造工  

× 金属製家具製造工[559-11]、とう製家具製造工[667-11]、いす張工[721-11]、襖貼職[722-10]、 
家具塗装工[723-20] 

 

665 船大工 
和船･ボート･ヨットなどの木船を製作･修理するため､設計図による現図展開､用材の切削加工､組立､

水止めの作業に従事するものをいう｡ 
× 用材の切削加工の作業､現図展開の作業にもっぱら従事するものを除く｡[663,727]  

665-10 船大工 
11 ボート製造工 
12 ヨット製造工 
13 船修理工  

× 船材切さく工[663-10]、造船現図工[727-22] 
 

666 竹細工工 
竹製品を製作するため､竹材の加工･編み･組みなどの作業に従事するものをいう｡  

666-10 竹骨製造工 
11 せんす骨製造工 
12 うちわ骨製造工 
13 ちょうちん骨製造工 
14 和がさ骨製造工 

666-20 竹かご･ざる製造工 
666-30 竹すだれ製造工 
666-99 他に分類されない竹細工工  

× 釣竿(グラスファイバー製)製造工[699-99]、ほうき製作工(竹製以外のもの)[714-10]、 
竹刀製作工[719-45] 
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667 とう･き柳･草･つる製品製造工 
とう(籐)･き(杞)柳､草･茎･つる(蔓)などの製品を製作するため､材料の加工･編み･組みなどの作業に従事

するものをいう｡  
667-10 とう製品製造工 
11 とう製家具製造工 

667-20 き柳製品製造工 
21 き柳行李製造工 

667-30 稲わら製品製造工 
31 畳床製造工 

667-40 表わら製品製造工 
41 表わら帽体工 

667-50 い草製品製造工 
51 畳表製造工 
52 花むしろ製造工 

667-99 他に分類されないとう･き柳･草･つる製品製造工  
× 竹ぼうき製造工[666-99]、ほうき製作工[714-10] 
 

669 その他の木･竹･草･つる製品製造の職業 
木製おけ･たる･曲物･げたなどの製造の作業､木材の薬品処理の作業､その他 661～667 に含まれない

木･竹･草･つる製品の製造作業に従事するものをいう｡  
669-10 木製おけ･たる･曲物製造工 
11 おけ･たる製造工 
12 曲物製造工 

669-20 げた製造工 
669-30 木材製品処理工 
31 木材防腐処理工 
32 木材防虫処理工 

669-40 木製運動用品製造工 
669-50 木･竹･草･つる製品検査工 
51 木材検査工 
52 合板検査工 

669-99 他に分類されない木･竹･草･つる製品製造の職業  
× 船大工[665-10]、バット製造工(野球バット:金属製)[719-40] 
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67 パルプ･紙･紙製品製造の職業 

木材･木材チップ･古紙･古繊維などからパルプを製造する作業､パルプ･その他の繊維から紙･板紙を製
造する作業および紙製品を製造する作業に従事するものをいう｡ 
 

671 パルプ工､紙料工 
パルプ原料木材の蒸解･磨砕･漂白･精選･こう(叩)解の作業､古紙･ぼろなどの原料の選別･離解･除塵･脱

墨･漂白の作業およびパルプ抄造機の運転･調整の作業に従事するもの(パルプ工)､紙製造における製紙原
料のこう解･配合･調薬･し(篩)別などの作業に従事するもの(紙料工)をいう｡  

671-10 パルプ工 
11 蒸解工 
12 パルプ磨砕工 
13 パルプ漂白工 
14 パルプ精選工 
15 パルプすき取工 

671-20 紙料工 
21 紙料溶解工 
22 紙料調整工 
23 紙料調薬工 
24 紙料漂白工  

× チップ製造工[661-30] 
 

672 紙すき工 
抄紙機械を運転･操作･調整し､または手すき(漉)道具を用いて各種の紙を製造する作業に従事するもの

をいう｡  
672-10 抄紙工 
672-20 抄紙仕上工 
672-30 紙手すき工 
672-98 紙手すき工見習  

× 段ボール製造工[673-10]、紙裁断工[679-10] 
 

673 加工紙製造工 
段ボールシート･塗工紙･防水紙･変性加工紙などの加工紙を製造する作業に従事するものをいう｡ 

× 感光紙原紙･感圧紙原紙などに感光剤などを塗布する作業に従事するものを除く｡[529]  
673-10 段ボール製造工 
673-20 塗工紙製造工 
21 アート紙製造工 
22 コート紙製造工 

673-30 防水紙製造工 
31 建築用防水紙製造工 
32 パラフィン紙製造工 

673-40 変性加工紙製造工 
41 バルカナイズドファイバー製造工 
42 硫酸紙製造工 

673-99 他に分類されない加工紙製造工  
× 感光紙製造工[529-32]、感圧紙製造工[529-99]、サンドペーパー製造工[539-40] 
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674 紙器製造工 
紙製の箱･皿･その他の容器､ファイバー製の管･コーンなどを製造する作業に従事するものをいう｡ 

× 封筒･小型紙袋の製造作業に従事するものおよび紙の裁断の作業にもっぱら従事するものを除く｡
[675,679]  

674-10 紙箱製造工 
11 機械製箱工 
12 紙箱手造り工 

674-20 大型紙袋製造工 
674-30 紙管筒製造工 
674-40 紙製食器製造工 
674-50 ファイバーチューブ･コーン製造工 
674-99 他に分類されない紙器製造工  

× 小型紙袋製造工[675-10]、紙裁断工[679-10] 
 

675 紙製品製造工 
紙袋(大型を除く)･封筒･紙ひも･水引･金封･荷札などの紙製品を製造する作業に従事するものをいう｡  

675-10 小型紙袋製造工 
11 封筒製造工 
12 角底紙袋製造工 
13 紙袋手ばり工 

675-20 紙ひも製造工 
675-30 水引製品製造工 
31 金封製造工 

675-99 他に分類されない紙製品製造工  
× セメント袋製造工[674-20] 
 

679 その他のパルプ･紙･紙製品製造の職業 
各種の機械･手道具を使用して紙を一定の大きさに裁断･型抜きする作業、紙･紙製品の仕上げ･検査の

作業､その他 671～675 に含まれないパルプ･紙･紙製品製造の作業に従事するものをいう｡  
679-10 紙裁断工 
11 紙機械だち工 
12 紙手だち工 
13 紙型抜き工 
14 製本裁断工 

679-20 紙加工工 
21 紙染工 
22 型紙彫刻工 

679-30 紙仕上工･検査工 
31 紙巻取工 
32 紙ミシン工 
33 紙検査工 
34 紙器検査工 
35 紙製品検査工 

679-99 他に分類されないパルプ･紙･紙製品製造の職業  
× 
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68 印刷･製本の職業 

製版･印刷(謄写印刷を含む)･製本などの作業に従事するものをいう｡ 
× 木版の製作作業に従事するものを除く｡〔66 木･竹･草･つる製品製造の職業〕 
 

681 文字組版作業員 
電算写植機･電子組版機などを使って､原稿を見ながら和洋の印刷活字を配列し､所定の大きさの版に

組む作業に従事するものをいう｡ 
× 入力用キーボード操作にもっぱら従事するものを除く｡[311]  

681-10 写真植字機オペレーター 
681-20 電算写植機オペレーター 
681-30 電子組版機オペレーター 
681-99 他に分類されない文字組版作業員  

× タイピスト[311-20]、ワードプロセッサ操作員[311-30]、電子計算機オペレーター[313-10] 
 

682 製版作業員 
感光金属薄版に写真を焼きつけて版を作る作業など､各種の方法で印刷用版を製作する作業に従事す

るものをいう｡ 
製版用フィルムの修正､焼付け､現像､試刷りの作業に従事するものを含む｡  

682-10 製版作業員(電子製版を除く) 
11 とっ(凸)版製版作業員 
12 オフセット製版作業員 
13 グラビア製版作業員 
14 スクリーン製版作業員 

682-20 製版カメラ作業員 
21 製版写真修正員 

682-30 版下製作作業員 
31 貼込作業員 

682-40 電子製版作業員 
41 カラースキャナーオペレーター 

682-99 他に分類されない製版作業員  
× 木版製作工[663-32] 
 

683 印刷作業員 
とっ(凸)版印刷機･平版印刷機･おう(凹)版印刷機･スクリーン印刷機などを用いて､紙･金属板､その他セ

ロハン･ビニールなどのシートに印刷する作業に従事するものをいう｡ 
× 電気回路を印刷する作業､布になっ染する作業､木材に印刷する作業､本の背表紙･革製品などにはく

(箔)押しする作業に従事するものを除く｡[585,589,646,689]  
683-10 とっ(凸)版印刷作業員 
683-20 オフセット印刷作業員 
683-30 グラビア印刷作業員 
683-40 スクリーン印刷作業員 
683-50 フォーム印刷作業員 
683-60 シール印刷作業員 
683-99 他に分類されない印刷作業員  

× ガラス印刷工[536-20]、集積回路印刷工[585-99]、プリント配線工[589-45]、なっ染工[646-30]、 
はく(箔)押し作業員[689-30]、木材刷込作業員[689-99] 
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684 製本作業員 
折りたたみ､ちょうあい(丁合)･とじ合わせ･背とじ･表紙はりなどの製本作業に従事するものをいう｡ 

× 製本裁断の作業､はく(箔)押し作業にもっぱら従事するものを除く｡[679,689]  
684-10 製本作業員 
11 折り作業員 
12 丁合作業員 
13 製本とじ作業員 
14 表紙製造作業員 
15 製本仕上作業員  

× 製本裁断工[679-14]、製本箔押作業員[689-30] 
 

689 その他の印刷･製本の職業 
印刷物の光沢加工､試刷の校正､はく(箔)押し､その他 681～684 に含まれない印刷･製本の作業に従事す

るものをいう｡  
689-10 印刷物光沢加工作業員 
11 印刷物コーティング加工作業員 
12 印刷物樹脂プレス加工作業員 
13 印刷物ラミネート加工作業員 

689-20 校正作業員 
689-30 はく押し作業員 
689-40 印刷･製本検査作業員 
689-99 他に分類されない印刷･製本の職業  

× 
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69 ゴム･プラスチック製品製造の職業 

ゴム原料の処理･ゴム製品の成形･ゴムの加硫などゴム製品(合成ゴム製品を含む)を製造する作業およ
びプラスチック製品を成形･加工する作業に従事するものをいう｡ 
 

691 原料ゴム加工工 
ゴムの洗浄･粉砕･素練り･混合･練り･圧延などの作業に従事するものをいう｡ 

× 合成ゴムを製造する作業に従事するものを除く｡[521]  
691-10 原料ゴム加工工 
11 原料ゴム前処理工 
12 原料ゴム薬品配合工 
13 原料ゴム練工 
14 原料ゴム混合工 
15 原料ゴム圧延工  

× ゴム製品成形工[692-10]、エボナイト成形工[692-10]、加硫工[692-30] 
 

692 ゴム製品製造工 
タイヤ･チューブ･ホース･ベルト･はき物･医療用品などのゴム製品(合成ゴム製品を含む)を製造するた

め､成形･加硫の作業に従事するものをいう｡  
692-10 ゴム製品成形工(タイヤ成形を除く) 
11 ゴム押出成形工 
12 ゴム浸せき(漬)成形工 
13 ライニング成形工 
14 アセンブル成形工 
15 ゴム形付工 

692-20 タイヤ成形工 
692-30 加硫工 
692-99 他に分類されないゴム製品製造工  

× ゴム裁断工[699-20]、ゴム接合工[699-30] 
 

693 プラスチック製品成形・加工工 
成形機または手作業によるプラスチックの射出･プレス･押出･吹込みなどの成形作業､プラスチックの

板･棒･管･フィルム･シートなどの切削･研磨･縫合･接合･裁断などの加工作業に従事するものをいう｡  
693-10 プラスチック成形工 
11 プラスチック手造り成形工 
12 プラスチック射出成形工 
13 プラスチック圧縮成形工 
14 プラスチック押出成形工 
15 プラスチック冷間成形工 
16 プラスチック熱成形工 
17 プラスチック発泡成形工 
18 プラスチックロール圧延工 

693-20 積層成形工 
21 プラスチックライニング工 

693-30 プラスチック切削機械工 
31 プラスチック旋盤工 
32 プラスチックボール盤工 

693-40 プラスチック研磨工 
41 プラスチックバフみがき工 
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693-50 プラスチック接合工 
51 高周波ウェルダー工 
52 高周波ミシン工 

693-60 プラスチック裁断工  
× ゴム接合工[699-30]、原料プラスチック処理工[699-40]、塩ビ樹脂かばん製造工[711-10] 
 

699 その他のゴム･プラスチック製品製造の職業 
ゴム･プラスチックの塗布､ゴムの切断･裁断･接合､プラスチック製品の原料処理､その他 691～693 に

含まれないゴム･プラスチック製品の製造作業に従事するものをいう｡ 
× プラスチックの切断･裁断･接合の作業に従事するものを除く｡[693]  

699-10 ゴム･プラスチック塗布工 
11 ゴム･プラスチック防水加工工 

699-20 ゴム裁断工 
21 ゴム切断工 
22 ゴム型抜工 

699-30 ゴム接合工 
31 ゴム焼付工 
32 ゴムはり工 

699-40 原料プラスチック処理工 
699-50 ゴム･プラスチック製品仕上工･検査工 
51 ゴム製品検査工 
52 プラスチック製品検査工 

699-99 他に分類されないゴム･プラスチック製品製造の職業  
× プラスチック接合工[693-50] 
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70 革･革製品製造の職業 

毛皮･なめし革を製造する作業および各種革製品を製造する作業に従事するものをいう｡ 
× 皮革製の衣服･袋物･運動具の製造作業に従事するものを除く｡ 
 〔65 衣服･繊維製品製造の職業、71 装身具等身の回り品製造の職業〕 
 

701 製革工 
毛皮･なめし革を製造するため､原皮･毛皮の水戻し､脱毛､裏ご(漉)し､なめし(鞣)､染め､乾燥､仕上げな

どの作業に従事するものをいう｡ 
× 合成皮革の製造の作業､皮はぎの作業に従事するものを除く｡[521,729]  

701-10 製革準備工 
11 原皮水戻し工 
12 製革脱毛工 
13 製革裏ごし工 

701-20 なめし工 
21 皮なめし工 
22 毛皮なめし工 

701-30 製革仕上工 
31 製革裏削工 
32 製革染色工 
33 製革つや出し工  

× 合成皮革製造工[521-10]、レザー(擬革)製造工[649-99]、獣皮剥工[729-99]、原皮塩蔵工[729-99] 
 

702 靴製造工･修理工 
革靴(ケミカルシューズを含む)を製造するため､採寸･裁断･縫製･底付け･かかと付けなどの作業に従事

するものをいう｡ 
革靴修理の作業､革･ビニール製のスリッパ･サンダルの製造の作業に従事するものを含む｡  

702-10 革靴製造工 
11 革靴採寸･裁断工 
12 革靴製甲工 
13 革靴底付工 
14 革靴仕上工 

702-20 革靴修理工 
702-30 革スリッパ製造工 
702-40 革サンダル製造工  

× 布地スリッパ製造工[659-99]、げた製造工[669-20]、ゴム靴底成形工[692-10] 
 

709 その他の革･革製品製造の職業 
革の裁断･打抜き･縫製､革具の加工､その他 701～702 に含まれない革･革製品製造の作業に従事するも

のをいう｡ 
× 衣服･靴･袋物･運動具の原料革の裁断･打抜き･縫製の作業に従事するものを除く｡[659,702,711,719]  

709-10 革裁断工 
709-20 革打抜き工 
709-30 革縫製工 
709-40 革具加工工 
41 革ベルト製造工 

709-50 革･革製品検査工 
51 毛皮選別工 
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52 靴検査工 
709-99 他に分類されない革･革製品製造の職業  

× 革裁断工(革製衣服製造)[659-30]、毛皮衣服縫製工[659-30]、皮革製品検査工(衣服)[659-30]、 
革裁断工(靴製造)[702-11]、革裁断工(袋物製造)[711-11]、運動具製造工[719-40]、 
皮革製品検査工(袋物)[719-70] 
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71 装身具等身の回り品製造の職業 

かばん類･がん具など 51～70 に含まれない装身具･身の回り品を製造する作業に従事するものをいう｡ 
 

711 かばん･袋物製造工 
各種の材料で､トランク･抱えかばん･ハンドバッグ･財布などのかばん･袋物類の製作､修理の作業に従

事するものをいう｡  
711-10 かばん･袋物製造工 
11 かばん･袋物裁断工 
12 かばん･袋物縫製工 
13 かばん･袋物組付･仕上工  

× かばん錠前製造工[559-99]、ファスナー製造工(材質を問わず)[719-99] 
 

712 がん具製造工 
各種の材料でがん具の組付･組立･仕上の作業に従事するものをいう｡ 

× (1)模型の製作作業に従事するものを除く｡[718] 
(2)部分品･付属品の組立･組付を必要としないがん具の製造作業に従事するものを除く｡[663,692]  

712-10 がん具組立工 
11 プラスチックがん具組立工 

712-20 人形製造工 
21 人形頭師 
22 人形胴付師 

712-30 がん具際物製造工 
712-40 児童用乗物製造工 
41 三輪車製造工 
42 乳母車製造工  

× 人形彫職[663-31]、ゴムがん具成形工[692-10]、乗物模型製作工[718-13]、人形彩色師[724-99] 
 

713 ちょうちん･うちわ製造工 
ちょうちん･うちわ･せんす･和傘の材料の組立･紙はりなどの作業に従事するものをいう｡ 

× ちょうちん･うちわ･せんす･和傘の骨を製造する作業に従事するものを除く｡[666]  
713-10 ちょうちん製作工 
713-20 うちわ製作工 
713-30 せんす製作工 
713-40 和傘製作工 
713-50 ぼんぼり製作工  

× 竹骨製造工[666-10]、和がさ･ちょうちん･うちわの絵付工[724-99] 
 

714 ほうき･ブラシ製造工 
ほうき･ブラシの材料の精選処理･植毛･刈毛･仕上の作業に従事するものをいう｡ 
はけ･たわし･棒ブラシの製造作業に従事するものを含む｡ 

× 竹ぼうき･筆の製造作業に従事するものを除く｡[666,719]  
714-10 ほうき製作工 
714-20 ブラシ製造工 
21 歯ブラシ製造工 
22 針金ブラシ製造工 
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23 はけ製造工 
714-30 たわし製造工  

× 竹ぼうき製造工[666-99]、毛筆製造工[719-33] 
 

715 漆器工 
漆器のき(素)地加工･漆塗り･とぎ出し･沈金･まき(蒔)絵の作業に従事するものをいう｡ 

× き(素)地作りの作業にもっぱら従事するものを除く｡[663,693]  
715-10 漆工 
11 漆器下地塗工 
12 すり漆工 
13 漆器つや上工 

715-20 漆器加飾工 
21 沈金師 
22 まき絵師 

715-98 漆器工見習  
× 檜き地工[663-10]、プラスチックき地工(成形)[693-30] 
 

716 貴金属･宝石･甲･角細工工 
金･銀･その他の貴金属の切削加工･成形･組立の作業､宝石類の研磨･加工･細工の作業､甲･角･貝類の細

工･加工の作業に従事するものをいう｡ 
代用品･模造品によって貴金属･宝石類と同種の製品を製作する作業､甲･角･貝類の模造品の細工･加工

の作業に従事するものを含む｡ 
× (1)水晶発振子の製造の作業に従事するものを除く｡[589] 

(2)ガラス･石・金属･木･竹の細工･加工の作業に従事するものを除く｡[532,549,555,663,666]  
716-10 貴金属細工加工工 
11 貴金属細工師 

716-20 宝石細工加工工 
21 ダイヤモンド細工工 
22 真珠加工工 
23 さんご加工工 
24 水晶研磨工 

716-30 甲･角･貝･きば細工工  
× 石細工工[549-10]、彫金工[555-10]、水晶発振子組立工[589-44]、木彫工[663-30]、竹細工工[666-XX]、 

水晶印判師[717-10] 
 

717 印判師 
印判を作るため､材料に文字などを刻む作業に従事するものをいう｡  

717-10 印判工 
11 印判彫刻師 

717-20 スタンプ製造工 
21 ゴム印彫刻工 

717-98 印判工見習  
× つげ印材製造工[663-10] 
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718 模型･模造品製作工 
金属･木材･竹･紙･プラスチック･布･合成繊維など各種の材料を使用して､各種の模型･マネキン人形･

かつら､その他の模造品の製作の作業に従事するものをいう｡  
718-10 模型製作工 
11 標本模型製作工 
12 食品模型製作工 
13 乗物模型製作工 
14 地理模型製作工 

718-20 小道具製作工 
718-30 マネキン人形製作工 
718-40 かつら･ヘアピース製作工 
718-99 他に分類されない模型･模造品製作工  

× 歯科技工士[105-10]、義肢装具士[119-10] 
 

719 その他の装身具等身の回り品製造の職業 
各種の材料を使用して楽器(電子･電気楽器を含む)･洋がさ･筆記用具･運動具などの組立･仕上の作業に

従事するもの､その他 711～718 に含まれない装身具等身の回り品製造の作業に従事するものをいう｡  
719-10 楽器製造工 
719-20 洋がさ製造工 
719-30 筆記用具製造工 
31 万年筆組立工 
32 鉛筆製造工 
33 毛筆製造工 

719-40 運動具製造工 
41 グローブ製造工 
42 ゴルフクラブ製造工 
43 スキー板製造工 
44 トレーニング器具製造工 
45 武道具製造工 

719-50 喫煙具製造工 
51 パイプ･きせる製造工 
52 ライター組立工 

719-60 マッチ製造工 
719-70 装身具等身の回り品検査工 
719-99 他に分類されない装身具等身の回り品製造の職業  

× 筆軸製造工[666-99]、木製運動用品製造工[669-40] 
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72 その他の製造･制作の職業 

内張･塗装･製図など 51～71 に含まれない製造･制作の作業に従事するものをいう｡ 
 

721 内張工 
いす･ソファーなどを製作するため､クッション材などの詰め･ばねの据付･表張材の張りなどの作業､

船舶･航空機･車両の内張り箇所の寸法取り･材料シートの裁断･室内のほろの取付などの作業に従事する
ものをいう｡  

721-10 家具類内張工 
11 いす張工 
12 内張詰物工 

721-20 乗物内張工 
21 船舶内張工 
22 航空機内張工 
23 自動車内張工 
24 旅客車内張工 

721-30 小箱おおい(被)工  
× 室内装飾工[777-30] 
 

722 表具師 
軸物･掛け軸･屏風･額などの表装･裏打ちの作業､ふすま(襖)･障子の紙はりの作業に従事するものをい

う｡  
722-10 表具師 
722-98 表具師見習  

× 壁装工[777-34] 
 

723 塗装工 
塗料の調整･き(素)地作り(パテ拾い･めどめ･さび落しなど)･下地塗り･水どき･中塗り･上塗りなどの作

業に従事するものをいう｡ 
はけ塗り･へら塗り･たんぽ塗り･吹付け･刷り込み･転写･まき(蒔)絵はりの作業に従事するものを含む｡ 

× 漆塗り･まき絵の作業に従事するものを除く｡[715]  
723-10 塗装前処理工 
11 塗料調合工 
12 下地塗工 

723-20 木工塗装工 
723-30 金属塗装工 
723-40 建築塗装工 
723-50 塗装仕上工 
51 塗装着色工 

723-98 塗装工見習 
723-99 他に分類されない塗装工  

× 漆塗工[715-10]、ペンキ画工[724-20]、モルタル塗工[774-10] 
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724 画工､看板制作工 
塗料･絵具類の調整、紙･板･カンバス･銅板などへの絵描き･文字書きなどの作業に従事するものをい

う｡  
724-10 画工 
11 印刷画工 
12 ポスター画工 
13 アニメーター 

724-20 看板制作工 
724-98 画工･看板制作工見習 
724-99 他に分類されない画工､看板制作工  

× 画家[182-10]、陶磁器画工[536-10]、まき絵師[715-22] 
 

725 写真工 
写真の現像･焼付け･引伸しの作業に従事するものをいう｡  

725-10 写真工  
× カメラマン[185-20]、印刷写真工[682-20] 
 

726 製図工､写図工 
建設工事･機械製作･造船･その他の目的のために､設計図･その他の図面作成の作業に従事するもの(製

図工)､現図写しの作業に従事するもの(写図工)をいう｡  
726-10 製図工 
11 CAD オペレーター 

726-20 写図工  
× 機械設計技術者[031-XX]、電気設計技術員[034-XX]、建築設計技術者[051-11]、写真工[725-10] 
 

727 現図工 
鉄塔･橋りょう(梁)などの鉄鋼構造物､車両などを製作するため､設計図から現図展開する作業および型

板取りする作業に従事するものをいう｡  
727-10 構造物現図工 
727-20 乗物現図工 
21 車両現図工 
22 造船現図工 
23 航空機現図工 

727-30 現図型取工 
31 鉄鋼現図型取工 

727-99 他に分類されない現図工  
× けがき工[559-30] 
 
728 包装工 
生産工程の延長として製品を保護･保存するため､各種の材料で包装する作業に従事するものをいう｡  

728-10 機械包装工 
728-20 箱詰･袋詰工 
728-99 他に分類されない包装工  

× こん包工[795-10] 
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729 他に分類されない製造･制作の職業 
721～728 に含まれないその他の製造･制作の作業に従事するものをいう｡ 

 
729-10 映写技士 
729-20 製氷工 
729-30 と(屠)畜作業員 
729-99 他に分類されないその他の製造･制作の職業 

 
× 映画カメラマン[185-30]、アイスキャンデー製造工[629-99] 
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I-2 定置機関･建設機械運転､電気作業の職業 

 

73 定置機関･機械および建設機械運転の職業 

ボイラー･クレーンなどの定置機関･機械および掘削機･整地機などの建設機械の点検･調整･操作･運転
の作業に従事するものをいう｡ 
× 定置機関･機械および建設機械の修理･保全に従事するものを除く｡ 
  〔57 一般機械器具組立･修理の職業〕 
 

731 ボイラーオペレーター 
蒸気ボイラーの点検･調整･操作･保守の作業に従事するものをいう｡ 

× ボイラー以外の浴場の給湯機および温水器の取扱い作業に従事するものを除く｡[354]  
731-10 ボイラーオペレーター 
731-98 ボイラーオペレーター見習  

× 浴場従事者[354-10]、船舶機関員[494-10] 
 

732 クレーン･巻上機運転工 
クレーン･巻上機･コンベアの点検･調整･運転の作業に従事するものをいう｡ 

× 索道･エレベーター･エスカレーターの操作･運転の作業に従事するものを除く｡[739]  
732-10 クレーン運転工 
732-20 巻上機運転工 
21 ホイスト運転工 
22 ウインチ運転工 

732-30 コンベア運転工  
× エレベーター係[399-50]、ケーブル機関運転工[739-30] 
 

733 ポンプ･ブロワー･コンプレッサー運転工 
ポンプ･ブロワー･コンプレッサーの点検･調整･運転の作業に従事するものをいう｡ 

× 圧縮ガスの製造の作業､冷凍機･冷凍装置の運転に従事するものを除く｡[521,739]  
733-10 ポンプ運転工 
733-20 空気移送装置運転工 
733-30 送風機運転工 
31 換気装置運転工 

733-40 コンプレッサー運転工  
× 冷凍機運転工[739-20] 
 

734 建設用機械運転工 
掘削機械･整地機械･舗装機械･しゅんせつ(浚渫)機械などの建設用機械の点検･調整･運転の作業に従事

するものをいう｡  
734-10 建設機械運転工 
11 掘削機械運転工 
12 整地機運転工 
13 くい(杭)打機運転工 

734-20 舗装機械運転工 
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21 アスファルト舗装機械運転工 
22 コンクリート舗装機械運転工 

734-30 しゅんせつ機械運転工  
× コンクリートミキサー車運転者[473-13]、フォークリフト運転者[499-10]、 

バッチャープラント運転工[538-20]、コンクリート打設機械運転工[739-99]、グラウト工[778-12] 
 

739 その他の定置機関･機械および建設機械運転の職業 
731～734 に含まれない定置機関･機械および建設機械の点検･調整･運転およびこれらに関連する作業

に従事するものをいう｡  
739-10 内燃機関運転工 
739-20 冷凍機運転工 
739-30 ケーブル機関運転工 
31 空中ケーブル機関運転工 
32 スキーリフト機関運転工 

739-40 玉掛工 
739-99 他に分類されない定置機関･機械および建設機械運転の職業  

× 
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74 電気作業者 

発電･送電･変電･配電の装置の操作･監視･点検･保守の作業､送電線･配電線･通信線の架設･保守の作業､
電気通信設備の据付･保守の作業､電灯･電気照明設備などの配線･保守の作業､電気照明装置･電気機械器
具の据付･保守などの作業に従事するものをいう｡ 
 

741 発電員､変電員 
発電所･変電所･電気動力室において､発電･送電･変電･配電の装置の操作･監視･点検･保守の作業に従

事するものをいう｡  
741-10 発電員 
11 水力発電員 
12 火力発電員 
13 原子力発電員 

741-20 送電員 
741-30 変電員 
741-40 配電員 
741-50 自家用電気係員  

× 
 

742 送電線架線工･敷設工 
送電線の架設･敷設･接続･保守の作業に従事するものをいう｡  

742-10 送電線架線工･敷設工 
11 送電線架線工 
12 地中送電線工  

× 電気配線工事作業者[746-10]、鉄道保線員[782-10] 
 

743 配電線架線工･敷設工 
配電線の架設･敷設･接続･保守の作業に従事するものをいう｡  

743-10 配電線架線工･敷設工 
11 配電線架線工 
12 地中配電線工  

× 電気配線工事作業者[746-10] 
 

744 通信線架線工･敷設工 
通信線の架設･敷設･接続･保守の作業に従事するものをいう｡ 

× 屋内の配線工事の作業に従事するものを除く｡[745]  
744-10 通信線架線工･敷設工 
11 屋外通信線架線工 
12 地下ケーブル配線工 
13 海底ケーブル敷設工  

× 電話機据付･保守工[745-32] 
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745 電気通信設備工 
送信機･受信機･中継装置･電話機･交換機の据付･保守の作業に従事するものをいう｡ 
屋内の配線工事の作業に従事するものを含む｡  

745-10 放送装置据付･保守工 
745-20 通信装置据付･保守工 
745-30 電話装置据付･保守工 
31 交換機据付･保守工 
32 電話機据付･保守工 
33 ファクシミリ据付･保守工  

× 
 

746 電気工事作業者 
電灯･電気照明設備などの配線工事･保守の作業､電気照明装置･電気機械装置の据付･調整･保守の作業

に従事するものをいう｡ 
× エレベーター･エスカレーターの組付作業に従事するものを除く｡[571]  

746-10 電気配線工事作業者 
11 船舶配線工 
12 鉄道車両配線工 
13 航空機配線工 

746-20 電気工事検査員 
746-30 産業用電気機械･装置据付工 
31 鉄道用電気装置据付保守員 

746-99 他に分類されない電気工事作業者  
× エレベーター組付工[571-99]、エスカレータ組付工[571-99]、輸送用機器束線工[588-13]、 

自動車配線工[591-30]、電話機据付･保守工[745-32] 
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I-3 採掘･建設･労務の職業 

 

75 採掘の職業 

地表･地下･海辺･海底･河床などにおいて各種鉱物を採掘･採取する作業､ダム･トンネルの掘削･掘進の
作業､井戸掘削の作業､およびこれに関連する作業に従事するものをいう｡ 
 

751 採鉱員 
採鉱場において､鉱物(原油･アスファルト･可燃性天然ガスを除く)を採取するため､坑道を掘進し､切羽

を開き､採掘する作業に従事するものをいう｡  
751-10 採鉱員  

× 石油採取工[755-31]、支柱員[759-10]、坑内運搬員[759-20]、発破員[759-40] 
 
 
752 石切出作業者 
採石場において､各種石材を切出すため､表土取り･さく岩･石切り･大割りなどの作業に従事するもの

をいう｡ 
 

752-10 石切出作業者 
11 採石大割作業者 
12 切出石工 

 
× 石切工[541-20]、庭石採取作業者[753-30] 
 

753 じゃり･砂･粘土採取作業者 
採取場において､じゃり･砂･粘土･庭石などを採取する作業に従事するものをいう｡ 
自らもじゃり採取作業に従事するじゃり採取船船長を含む｡ 

× 耐火粘土の採取の作業に従事するものを除く｡〔751]  
753-10 じゃり･砂採取作業者 
753-20 粘土採取作業者 
753-30 庭石採取作業者  

× 砂鉱採取員[751-10]、耐火粘土採取人[751-10] 
 

754 ダム･トンネル掘削作業者 
ダム･トンネルを作るため､さく(鑿)岩機械･器具を用いて､さく岩･掘進の作業に従事するものをいう｡ 

× 発破作業にもっぱら従事するものを除く｡[759]  
754-10 ダム･トンネル掘削作業者 
11 大型掘進機操作員  

× 支柱員[759-10]、発破員[759-40] 
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755 さく井工､石油･天然ガス採取工 
石油･天然ガス･温泉(熱水･蒸気)･水を採取するための井戸掘削の作業､地質構造を調査するための試す

い(錐)の作業､自噴するものの採油､坑井内にガスを圧入する採油､ポンプによる採油､ガス分離槽･付属圧
縮機などを運転して油とガスを分離する作業､これらを大タンクに送り込むなどの作業に従事するもの
をいう｡  

755-10 さく井工 
11 油井ドリラー工 
12 井戸さく井工 

755-20 試すい(錐)工 
755-30 石油･天然ガス採取工 
31 石油採取工 
32 天然ガス採取工 

755-99 他に分類されないさく井工､石油･天然ガス採取工  
× 
 

759 その他の採掘の職業 
坑道の保持強化の作業､坑内における資材･鉱物の運搬作業､選鉱の作業､岩石･鉱物などの発破作業､そ

の他 751～755 に含まれない採掘に関連する作業に従事するものをいう｡ 
建物などの爆破作業に従事するものを含む｡  

759-10 支柱員 
759-20 坑内運搬員 
759-30 選鉱員 
759-40 発破員 
759-50 坑内保守員 
759-60 鉱石検定員 
759-99 他に分類されない採掘の職業  

× 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

技
能
・
労
務

 

  

  

  
 

 507

76 建設躯体工事の職業 

型枠の組立作業､とび(鳶)･鉄筋組立の作業に従事するものをいう｡ 
× 鉄骨工事の作業に従事するものを除く｡〔55 金属加工の職業〕 
 

761 型枠大工 
木製および金属製の型枠を用いて､コンクリート流し込み用型枠および支柱の組立･取付･解体の作業

に従事するものをいう｡  
761-10 型枠大工 
11 型枠解体工  

× 左官職[774-10]、コンクリート作業員[781-13] 
 

762 とび工 
建物の足場組み･建て方･解体､くい(杭)打ち､重量物の運搬､家屋の移動などの作業に従事するものをい

う｡  
762-10 建築とび工 
11 鉄骨とび工 

762-20 取りこわし作業員 
762-98 とび工見習  

× 建築鉄工[553-11] 
 

763 鉄筋工 
鉄筋の下ごしらえ･組立･結束･切断･屈曲などの作業に従事するものをいう｡  

763-10 土木鉄筋工 
763-20 建築鉄筋工  

× 建築鉄工[553-11]、鉄骨とび工[762-11] 
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77 建設の職業(建設躯体工事の職業を除く) 

大工･ブロック積み･タイル張り･屋根ふき･左官･畳の仕立･配管の作業､その他 76 に含まれない建設の
作業に従事するものをいう｡ 
× 塗装､建設機械の運転､電気工事の作業に従事するものを除く｡ 
 〔72 その他の製造･制作の職業､73 定置機関･機械および建設機械の運転の職業､74 電気作業者〕 
 

771 大工 
家屋などの組立建築のため､現図書き･木取･墨付･刻み･造作加工･建て方･屋根野地下地造り･床張り･

壁下地作り･造作取付などの木工作業に従事するものをいう｡ 
× 足場作り･むね(棟)上げ･柱の組立の作業にもっぱら従事する建築とび工を除く｡[762]  

771-10 建築大工 
11 宮大工 

771-98 大工見習 
771-99 他に分類されない大工  

× 一級(二級)建築士[051-10]、木造建築士[051-10]、指物職[664-10]、家具大工[664-20]、 
木製建具製造工[664-30]、船大工[665-10]、型枠大工[761-10]、建築とび工[762-10] 

 

772 ブロック積工､タイル張工 
コンクリートブロック等を用いて､各種構築物の築造または修理のための積み上げ､目地詰めする作業

およびタイル･テラコッタ･石材等を壁･柱･床･浴槽などにセメントモルタル･接着剤等を用いて張付けま
たは目地詰めする作業に従事するものをいう｡ 
× ゴム･プラスチック･リノリウムの床張りの作業に従事するものを除く｡[777]  

772-10 ブロック積工 
772-20 タイル張工 
21 タイル床･壁張工 
22 モザイクタイル張工 

772-30 石張工 
772-40 れんが積工 
41 建築れんが積工 
42 築炉工 
43 炉修工 

772-98 ブロック積工･タイル張工見習  
× 石積工[541-60]、リノリウム床張工[777-32]、ゴム･プラスチック床張工[777-33] 
 

773 屋根ふき工 
屋根をふ(葺)くため､手もと作業･下ごしらえ･準備･ふきの作業に従事するものをいう｡ 

× 金属材による屋根ふきの作業､もっぱら面戸塗りの作業に従事するものを除く｡[554､774]  
773-10 かわらふき工 
773-20 スレートふき工 
773-98 屋根ふき工見習 
773-99 他に分類されない屋根ふき工  

× トタン屋根葺工[554-11]、面戸塗工[774-30] 
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774 左官 
土･モルタル･プラスタ･漆くい(喰)･人造石等の壁材料を用いて､壁塗り､擬石とぎ出し･みがき出しの作

業に従事するものをいう｡ 
× タイル張りの作業､コンクリート練りや充てん作業に従事するものを除く｡[772,781]  

774-10 左官職 
11 左官手元 
12 左官吹付工 

774-20 木舞工 
21 ラス張工 

774-30 屋根左官 
774-98 左官見習  

× タイル張工[772-20]、建築工事防水工[778-11]、コンクリート作業員[781-13] 
 

775 畳工 
畳床の仕立て･はめ込み､畳表の取り替え･裏返しの作業に従事するものをいう｡ 

× 畳床･畳表を製作する作業にもっぱら従事するものを除く｡[667]  
775-10 畳仕立工 
11 畳表替工 

775-98 畳工見習  
× 畳床製造工[667-31]、畳表製造工[667-51] 
 

776 配管工 
ガス管･蒸気管･水道管･通風管･輸送管の寸法取り･管曲げ･継手つけ･取付の作業に従事するものをい

う｡ 
ビニール管の配管作業に従事するものを含む｡ 

× 土管･コンクリート管の敷設作業､電線管の曲げ･取付の作業に従事するものを除く｡[743,744,781]  
776-10 配管工 
11 ガス配管工 
12 スチーム配管工 
13 水道配管工 
14 配管修理工 

776-98 配管工見習  
× 地中配電線工[743-12]、地下ケーブル配線工[744-12]、土管配管工[781-11]、 

コンクリート管敷設工[781-11] 
 

777 内装仕上工 
建物の内装工事を中心に､金属建具の取付作業､ガラスのはめ込作業､室内の床仕上げ･天井仕上げ､壁

装の作業に従事するものをいう｡ 
取替え･補修･改修作業に従事するものを含む｡  

777-10 金属建具取付工 
11 金属サッシ取付工 
12 シャッター取付工 
13 看板取付工 

777-20 建具ガラスはめ込工 
21 板ガラスはめ込工 
22 ステンドグラスはめ込工 

777-30 室内装飾工 
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31 じゅうたん張工 
32 リノリウム床張工 
33 ゴム･プラスチック床張工 
34 壁装工  

× 金属製建具製造工[559-12]、木製建具製造工[664-30]、乗物内張工[721-20] 
 

778 防水工 
アスファルト材､セメント材､合成樹脂材､高分子ルーフィング材､樹脂接着剤および防水シート等を塗

布､ちょう(貼)付､吹付､注入･充填して建築物･土木工作等の漏水防止･止水の作業に従事するものをいう｡  
778-10 防水工 
11 建築工事防水工 
12 土木工事防水工  

× モルタル塗工[774-10] 
 

779 その他の建設の職業 
潜水作業､熱絶縁作業､測量作業､その他 771～778 に含まれない建設の作業に従事するものをいう｡  

779-10 潜水作業者 
779-20 熱絶縁工 
779-30 測量作業員 
779-40 水道工事検査員 
41 水道検査員 
42 漏水調査員 

779-99 他に分類されない建設の職業  
× 
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78 土木の職業 

建設･土木工事現場における土砂の掘削などの作業､道路舗装作業および鉄道線路工事の作業に従事す
るものをいう｡ 
× ダムやトンネルの掘削の作業､建設機械の運転の作業に従事するものを除く｡ 
 〔75 その他の採掘の職業,73 定置機関･機械および建設機械の運転の職業〕 
 

781 土木作業者 
建設現場または土木工事現場で､土砂の掘削､根切り､埋め戻し､締め固め､コンクリートの練りや充て

ん､U 字溝･土管などの設置･埋設､道路の修築､アスファルト舗装･コンクリート舗装などの作業に従事す
るものをいう｡ 
× 石積みの作業､建設機械･舗装機械･コンクリート機械の運転に従事するものを除く｡[541,734,739]  

781-10 建設･土木作業員 
11 土管配管工 
12 護岸工事作業員 
13 コンクリート作業員 

781-20 舗装作業員 
21 アスファルト舗装工 
22 コンクリート舗装工 
23 道路付帯設備取付作業員 
24 道路区画線設置作業員 

781-99 他に分類されない土木作業者  
× 石積工[541-60]、建設機械運転工[734-10]、舗装機械運転工[734-20]、 

コンクリート打設機械運転工[739-99]、ダム･トンネル掘削作業者[754-10] 
 

782 鉄道線路工事作業者 
鉄道･軌道のレールの敷設･保線の作業に従事するものをいう｡  

782-10 保線工･軌道工 
782-20 軌条工 
782-30 軌道舗石作業員  

× 送電線架線工･敷設工[742-10]、通信線架線工･敷設工[744-10] 
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79 運搬労務の職業 

貨物の運搬･積み卸し･配達およびこん(梱)包の作業に従事するものをいう｡ 
 

791 船内･沿岸荷役作業者 
港湾において､船積貨物の船舶･はしけへの積込み､または船舶･はしけからの取卸しの作業､上屋など

の荷さばき場への搬入または上屋などの荷さばき場からの搬出および荷さばきの作業に従事するものを
いう｡ 
× フォークリフトの運転､ウインチの運転､陸上荷役の作業および倉庫での荷役作業にもっぱら従事す

るものを除く｡[499,732,792,793]  
791-10 船内･沿岸荷役作業者 
11 船内荷役作業者 
12 沿岸荷役作業者  

× フォークリフト運転者[499-10]、ウインチ運転工[732-22]、陸上荷役作業者[792-XX]、 
倉庫作業員[793-10] 

 

792 陸上荷役･運搬作業者 
運送店･駅･工場･事業場･住宅などで､貨物･資材･荷物の積み卸し､運搬の作業に従事するものをいう｡ 

× 運材の作業､手回品の運搬の作業に従事するものを除く｡[443,794]  
792-10 運搬作業員 
11 工場内運搬作業員 
12 市場内運搬作業員 
13 土建運搬作業員 
14 引越作業員 

792-20 積卸作業員 
21 トラック助手 
22 鉱石積込工(坑外)  

× 運材作業者[443-20]、貨物自動車運転者[473-10]、坑内運搬員[759-20]、倉庫作業員[793-10]、 
受託配送員[794-10] 

 

793 倉庫作業員 
倉庫において､貨物･資材の搬入･搬出､積み卸し､積直し､改梱･詰替えなどの作業に従事するものをい

う｡ 
× 倉庫において､検収･保管･管理の記録などの事務的な作業､倉庫の警備の業務に従事するものを除く｡

[272,423]  
793-10 倉庫作業員 
11 危険品倉庫作業員 
12 冷蔵倉庫作業員  

× 倉庫事務員[272-30]、倉庫警備員[423-10]、工場内運搬作業員[792-11] 
 

794 配達員 
荷物･商品などを所定の場所へ配達する作業､自動販売機に商品を補充し､料金を回収する作業に従事

するものをいう｡ 
× 自動車の運転にもっぱら従事するものを除く｡[473]  

794-10 受託配送員 
794-20 商品配達員 
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21 新聞配達員 
22 牛乳･乳酸発酵製品配達員 
23 ルートセールス員 
24 自動販売機商品補充員  

× 貨物自動車運転者[473-10]、郵便配達員[504-12] 
 

795 荷造工 
輸送の目的のため､品物の箱詰･袋詰(小袋詰を除く)･バンド掛け･くぎ打ちなどのこん(梱)包作業に従事

するものをいう｡ 
× 包装の作業に従事するものを除く｡[728]  

795-10 こん包工 
11 箱詰荷造工 
12 板わくこん包工 
13 袋詰こん包工 

795-20 荷造検査工 
795-99 他に分類されない荷造工  

× 包装工[728-XX] 
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80 その他の労務の職業 

建物･駅･道路･公園などの清掃の作業､官庁･学校･病院･会社などの雑務の作業および他に分類されな
い労務の作業に従事するものをいう｡ 
 

801 清掃員 
建物･道路･乗物･公園などの清掃､ごみの取集､防疫･消毒･害虫防除の作業に従事するものをいう｡ 

× 個人の家庭における掃除の仕事､機械設備の洗浄の作業に従事するものを除く｡[341,809]  
801-10 清掃作業員 
11 ビル内清掃作業員 
12 ガラス清掃作業員 
13 道路清掃作業員 
14 乗物内清掃作業員 

801-20 衛生作業員 
21 ごみ処理作業員 
22 し尿処理作業員 

801-30 消毒作業員 
31 防疫作業員 
32 害虫防除作業員 

801-99 他に分類されない清掃員  
× 家政婦(夫)[341-10]、家事手伝[341-20]、機械洗浄工[809-11]、グランド整備員[809-39] 
 

809 他に分類されない労務の職業 
機械･設備の洗浄､資材･製品などの選別･整理､官庁･学校･駅･病院･会社などの雑務および他に分類さ

れない労務の作業に従事するものをいう｡  
809-10 産業洗浄工 
11 機械洗浄工 
12 乗物洗浄工 
13 タンク洗浄工 
14 容器洗浄工 
15 上下水道管渠施設洗浄工 

809-20 選別工 
21 原材料選別工 
22 製品選別工 
23 洗たく物荷分け工 
24 廃品選別整理工 

809-30 雑務員 
31 用務員 
32 駅雑務員 
33 病院雑務者 
34 工場雑務者 
35 作業員宿舎雑務者 
36 旅館雑務者 
37 食堂雑務者 
38 公園･ゴルフ場整備員 
39 グランド整備員 

809-99 他に分類されないその他の労務の職業  
× 再生資源回収人[326-10] 
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