
【対象業種一覧】

大 中 小 細

43 道路旅客運送業

431

4311 一般乗合旅客自動車運送業 乗合バス

432

4321 一般乗用旅客自動車運送業 ハイヤー、タクシー、福祉タクシー

433

4331 一般貸切旅客自動車運送業 貸切バス

439 その他の道路旅客運送業

4391 特定旅客自動車運送業 自動車により有償で特定の旅客を運送

4399 他に分類されない道路旅客運送業 人力車、自転車などの軽車両によって旅客を運送

56

561 百貨店、総合スーパー

5611 百貨店、総合スーパー 百貨店、デパート、総合スーパー

569 その他の各種商品小売業（従業者50人未満）

5699 その他の各種商品小売業（従業者50人未満） ミニスーパー、よろず屋

57

571 呉服・服地・寝具小売業

5711 呉服、服地小売業 呉服店

5712 寝具小売業 寝具類を小売

572 男子服小売業

5721 男子服小売業 既製・注文を問わず男子服を小売

573 婦人・子供服小売業

5731 婦人服小売業 既製・注文を問わず婦人服を小売

5732 子供服小売業 既製・注文を問わず子供服を小売

574 靴・履物小売業

5741 靴小売業 各種の靴類を小売

5742 履物小売業 げた、草履、スリッパ、サンダル

579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業

5791 かばん・袋物小売業 かばん、トランク、ハンドバッグ、袋物

5792 下着類小売業 補整着、下着、Ｔシャツ

5793 洋品雑貨・小間物小売業 化粧道具、シャツ、帽子、ネクタイ、タオル

5799 他に分類されない織物・衣服・身の回り品小売業 傘、ステッキ、白衣

58

581 各種食料品小売業

5811 各種食料品小売業 各種食料品店、食料雑貨店

582 野菜・果実小売業

5821 野菜小売業 八百屋

5822 果実小売業 果物屋

583 食肉小売業

5831 食肉小売業（卵、鳥肉を除く） 肉屋

5832 卵・鳥肉小売業 卵、鳥肉

584 鮮魚小売業

5841 鮮魚小売業 魚屋

585 酒小売業

5851 酒小売業 酒屋

586 菓子・パン小売業

5861 菓子小売業（製造小売） 菓子類、あめ類を製造して小売

5862 菓子小売業（製造小売でないもの） 菓子類、あめ類を小売

5863 パン小売業（製造小売） パン類を製造して小売

5864 パン小売業（製造小売でないもの） パン類を小売

589 その他の飲食料品小売業

小

売

業

各種商品小売業

織物・衣服・身の回り品小売業

飲食料品小売業

※鹿児島市内で対象業種を営んている中小企業者・個人事業者が対象となります。

分類・業種コード
名称 具体例等

運

輸

業

一般乗合旅客自動車運送業

一般乗用旅客自動車運送業

一般貸切旅客自動車運送業
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【対象業種一覧】

大 中 小 細

※鹿児島市内で対象業種を営んている中小企業者・個人事業者が対象となります。

分類・業種コード
名称 具体例等

5891 コンビニエンスストア（飲食料品を中心とするもの） コンビニエンスストア

5892 牛乳小売業 牛乳

5893 飲料小売業（別掲を除く） 清涼飲料、ミネラルウォーター、茶類飲料

5894 茶類小売業 茶、コーヒー、ココア、麦茶、紅茶

5895 料理品小売業 惣菜屋

5896 米殻類小売業 米麦、雑穀、豆類

5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 豆腐、こんにゃく、納豆、漬物などの加工品

5898 乾物小売業 水産物及び農産物の乾物

5899 他に分類されない飲食料品小売業 氷、乾めん類、缶詰、乳製品

59

591 自動車小売業

5911 自動車（新車）小売業 自動車（新車）

5912 中古自動車小売業 中古自動車

5913 自動車部分品・附属品小売業 自動車タイヤ、カーアクセサリー、カーエアコン

5914 二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む） 二輪自動車部分品・附属品含む

592 自転車小売業

5921 自転車小売業 自転車店

593 機械器具小売業（自動車、自転車を除く）

5931 電気機械器具小売業（中古品を除く） テレビ、冷蔵庫、洗濯機

5932 電気事務機械器具小売業（中古品を除く） パーソナルコンピュータ、プリンタ、データ保存用CD・DVD

5933 中古電気製品小売業 中古テレビ、中古冷蔵庫、中古洗濯機

5939 その他の機械器具小売業 ガス器具、ミシン・編機・同部分品等

60

601 家具・建具・畳小売業

6011 家具小売業 家庭用家具

6012 建具小売業 ふすま、障子、その他の建具

6013 畳小売業 畳、ござ、花むしろ類

6014 宗教用具小売業 仏具、神具

602 じゅう器小売業

6021 金物小売業 金物店

6022 荒物小売業 ほうき、ざる、日用雑貨（荒物を主とするもの）

6023 陶磁器・ガラス器小売業 陶磁器、ガラス器

6029 他に分類されないじゅう器小売業 他に分類されないじゅう器

603 医薬品・化粧品小売業

6031 ドラッグストア ドラッグストア

6032 医薬品小売業（調剤薬局を除く） 薬局、薬店

6033 調剤薬局 医療用医薬品を調剤し、販売又は授与

6034 化粧品小売業 化粧品店

604 農耕用品小売業

6041 農耕用機械器具小売業 農業用機械器具

6042 苗・種子小売業 苗及び種子（栽培して販売するものは除く）

6043 肥料・飼料小売業 肥料、農薬、飼料

605 燃料小売業

6051 ガソリンスタンド ガソリンスタンド、給油所

6052 燃料小売業（ガソリンスタンドを除く） 薪炭、練炭、石炭

606 書籍・文房具小売業

6061 書籍・雑誌小売業（古本を除く） 書店

6062 古本小売業 古本屋

6063 新聞小売業 新聞販売店

6064 紙・文房具小売業 紙、紙製品、文房具

607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

小

売

業

機械器具小売業

その他の小売業
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※鹿児島市内で対象業種を営んている中小企業者・個人事業者が対象となります。

分類・業種コード
名称 具体例等

6071 スポーツ用品小売業 スポーツ用品店、ゴルフショップ

6072 がん具・娯楽用品小売業 おもちゃ屋、ゲーム機販売店

6073 楽器小売業 楽器、レコード

608 写真機・時計・眼鏡小売業

6081 写真機・写真材料小売業 写真機、写真材料

6082 時計・眼鏡・光学機械小売業 時計、眼鏡、コンタクトレンズ

609 他に分類されない小売業 古物商

6091 ホームセンター ホームセンター

6092 たばこ・喫煙具専門小売業 たばこ、喫煙具

6093 花・植木小売業 花、植木

6094 建築材料小売業 木材、セメント、板ガラス

6095 ジュエリー製品小売業 金・銀加工製品、宝石類

6096 ペット・ペット用品小売業 ペットショップ

6097 骨とう品小売業 骨とう品

6098 中古品小売業（骨とう品を除く） 中古衣服、古道具、古家具

6099 他に分類されないその他の小売業 他に分類されないその他の商品

70

704 自動車賃貸業

7041 自動車賃貸業 レンタカー

705 スポーツ・娯楽用品賃貸業

7051 スポーツ・娯楽用品賃貸業 スポーツ用品、娯楽用品

709 その他の物品賃貸業

7091 映画・演劇用品賃貸業 映画・演劇用品

7092 音楽・映像記録物賃貸業（別掲を除く） レンタルビデオ

7093 貸衣しょう業（別掲を除く） 冠婚葬祭用、パーティ用などの衣しょう

7099 他に分類されない物品賃貸業 医療・福祉用具、貸ふとん、貸本、貸楽器

74 技術サービス業（他に分類されないもの）

741 獣医業

7411 獣医業 動物病院、ペットクリニック

746 写真業

7461 写真業（商業写真業を除く） 写真撮影業、写真館

7462 商業写真業 宣伝写真業、広告写真業

75

751 旅館、ホテル

7511 旅館、ホテル シティホテル、ビジネスホテル、旅館

752 簡易宿所

7521 簡易宿泊所 簡易宿泊所、ベッドハウス

759 その他の宿泊業

7599 他に分類されない宿泊業 他に分類されない宿泊所等

76

761 食堂、レストラン（専門料理店を除く）

7611 食堂、レストラン（専門料理店を除く） 大衆食堂、定食屋、ファミリーレストラン

762 専門料理店

7621 日本料理店 日本料理店（そば、うどん、すしを除く）

7622 料亭 料亭

7623 中華料理店 中華料理店

7624 ラーメン店 ラーメン店

7625 焼肉店 焼肉店

7629 その他の専門料理店 西洋料理店、スパゲティ店、カレー料理店

763 そば・うどん店

7631 そば・うどん店 そば屋、うどん店
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※鹿児島市内で対象業種を営んている中小企業者・個人事業者が対象となります。

分類・業種コード
名称 具体例等

764 すし店

7641 すし店 すし屋（持ち帰り専門店除く）

765 酒場、ビヤホール

7651 酒場、ビヤホール 大衆酒場、居酒屋、ダイニングバー、ビヤホール

766 バー、キャバレー、ナイトクラブ

7661 バー、キャバレー、ナイトクラブ バー、スナック、キャバレー、ナイトクラブ、パブ、ダーツバー

767 喫茶店

7671 喫茶店 喫茶店、フルーツパーラー、珈琲店、カフェ

769 その他の飲食店

7691 ハンバーガー店 ハンバーガー店

7692 お好み焼・焼きそば・たこ焼店 お好み焼・焼きそば・たこ焼店（持ち帰り専門店除く）

7699 他に分類されない飲食店 その場で飲食させるものに限る

77 持ち帰り・配達飲食サービス業

771 持ち帰り飲食サービス業

7711 持ち帰り飲食サービス業 移動販売（調理を行うもの）

772 配達飲食サービス業

7721 配達飲食サービス業 仕出し料理・弁当屋、給食センター

78

782 理容業

7821 理容業 理容店、理髪店

783 美容業

7831 美容業 美容室、美容院、ビューティサロン

784 一般公衆浴場業

7841 一般公衆浴場業 銭湯（温泉浴場除く）

785 その他の公衆浴場業

7851 その他の公衆浴場業 温泉浴場、サウナ、健康ランド、スーパー銭湯

789 その他の理容・美容・浴場業

7891 洗張・染物業 洗張、染物

7892 エステティック業 エステティックサロン、美顔術業、美容脱毛業

7893 リラクゼーション業（手技を用いるもの） 手技を用いて心身の緊張を弛緩させるための施術

7894 ネイルサービス業 ネイルサロン、マニキュア

7899 他に分類されない理容・美容・浴場業 他に分類されない理容・美容・浴場業

79

791 旅行業

7911 旅行業（旅行業者代理業を除く） 第一種旅行業、第二種旅行業、第三種旅行業

7912 旅行業者代理業 旅行業者代理業

792 家事サービス業

7921 家事サービス業（住込みのもの） 住込みのお手伝い

7922 家事サービス業（住込みでないもの） 家政婦、住込みでないお手伝い

793 衣服裁縫修理業

7931 衣服裁縫修理業 衣服の裁縫・修理（個人持ちの材料）

794 物品預り業

7941 物品預り業 一時的に物品を預かる事業（倉庫保管は除く）

796 冠婚葬祭業

7961 葬儀業 葬儀屋、斎場、葬儀会館

7962 結婚式場業 結婚式場

799 他に分類されない生活関連サービス業

7991 食品賃加工業 穀類の賃加工

7992 結婚相談業、結婚式場紹介業 結婚相談所（営利目的）、結婚紹介

7993 写真プリント、現像・焼付業 写真プリント・現像

7999 他に分類されないその他の生活関連サービス業 観光案内、靴磨き、運転代行、ペット美容室
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※鹿児島市内で対象業種を営んている中小企業者・個人事業者が対象となります。

分類・業種コード
名称 具体例等

80

801 映画館

8011 映画館 映画館、ミニ・シアター

802 興行場（別掲を除く）、興行団

8021 劇場 劇場を持つ・賃貸する興行団

8022 興行場 娯楽を提供する事業所及び興行場を持つ興行団

8023 劇団 劇団、歌劇団、俳優業（フリー）

8024 楽団、舞踏団 楽団、バンド、舞踏団

8025 演芸・スポーツ等興行団 落語、見世物、曲芸

803 競輪・競馬等の競走場、競技団

8031 競輪場 競輪の娯楽を提供する事業所

8032 競馬場 競馬の娯楽を提供する事業所

8033 自動車・モータボートの競走場 競走の娯楽を提供する競走場

8034 競輪競技団 競輪を施行又は開催する事業所

8035 競馬競技団 競馬を施行又は開催する事業所

8036 自動車・モータボートの競技団 競走の施行及び実施をする事業所

804 スポーツ施設提供業

8041 スポーツ施設提供業（別掲を除く） 陸上競技場、卓球場、プール、スケート場

8042 体育館 体育館

8043 ゴルフ場 ゴルフ場

8044 ゴルフ練習場 ゴルフ練習場

8045 ボウリング場 ボウリング場

8046 テニス場 テニス場

8047 バッティング・テニス練習場 バッティングセンター、テニス練習場

8048 フィットネスクラブ フィットネスクラブ、フィットネスジム

805 公園、遊園地

8051 公園 公園、庭園

8052 遊園地（テーマパークを除く） 遊園地

8053 テーマパーク テーマパーク

806 遊戯場

8061 ビリヤード場 ビリヤード場

8062 囲碁・将棋所 碁会所、将棋集会所

8063 マージャンクラブ マージャンクラブ、マージャン荘

8064 パチンコホール パチンコ、パチスロ

8065 ゲームセンター ゲームセンター

8069 その他の遊戯場 ビンゴゲーム場、射的場

809 その他の娯楽業

8091 ダンスホール ダンスホール、ダンスホール賃貸業

8092 マリーナ業 マリーナ業、ヨットハーバー

8093 遊漁船業 遊漁船業、釣船業

8094 芸ぎ業 芸ぎなどの娯楽を提供する職業的個人

8095 カラオケボックス業 カラオケボックス

8096 娯楽に附帯するサービス業 プレイガイド、場外馬（車・舟）券場

8099 他に分類されない娯楽業 ネットカフェ、漫画喫茶、釣堀、ダイビングサービス、ライブハウス

81

811 幼稚園

8111 幼稚園 幼稚園、幼稚園型認定こども園

812 小学校

8121 小学校 小学校

813 中学校

8131 中学校 中学校
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大 中 小 細

※鹿児島市内で対象業種を営んている中小企業者・個人事業者が対象となります。

分類・業種コード
名称 具体例等

814 高等学校、中等教育学校

8141 高等学校 高等学校

8142 中等教育学校 中等教育学校

815 特別支援学校

8151 特別支援学校 特別支援学校

816 高等教育機関

8161 大学 大学

8162 短期大学 短期大学

8163 高等専門学校 高等専門学校

817 専修学校、各種学校

8171 専修学校 専修学校、専門学校

8172 各種学校 理容・美容学校、自動車教習所

818 学校教育支援機関

8181 学校教育支援機関 学校教育の支援活動を行う事業所

819 幼保連携型認定こども園

8191 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園

82

821 社会教育

8213 博物館、美術館 博物館、美術館、歴史民俗資料館、郷土資料館

8214 動物園、植物園、水族館 動物園、植物園、水族館

8215 青少年教育施設 青少年教育活動を行う事業所

8219 その他の社会教育 他に分類されない社会教育を行う事業所

822 職業・教育支援施設

8221 職員教育施設・支援業 社員教育受託業

8222 職業訓練施設 職業能力開発促進センター

8229 その他の職業・教育支援施設 他に分類されない職業・教育支援施設を営む事業所

823 学習塾

8231 学習塾 各種学校でない学習塾・進学塾・予備校

824 教養・技能教授業

8241 音楽教授業 音楽教室、ピアノ教授所、歌謡教室、カラオケ教室

8242 書道教授業 書道教室

8243 生花・茶道教授業 生け花・茶道・華道教室、茶道教授所

8244 そろばん教授業 そろばん教室

8245 外国語会話教授業 英会話教室

8246 スポーツ・健康教授業 スイミングスクール、ヨガ教室、テニス教室、体操教室

8249 その他の教育・技能教授業 囲碁・将棋教室、料理教室、ダンス教室、家庭教師、絵画教室

829 他に分類されな教育、学習支援業

8299 他に分類されない教育、学習支援業 料理学校、自動車教習所

83

831 病院

8311 一般病院 病院（精神病床のみでないもの）

8312 精神科病院 精神科病院

832 一般診療所

8321 有床診療所 医院、診療所

8322 無床診療所 医院、診療所

833 歯科診療所

8331 歯科診療所 歯科医院、歯科診療所

834 助産・看護業

8341 助産所 助産師業

8342 看護業 看護師業、訪問看護ステーション

835 療術業

教

育

、

学

習

支

援

業

その他の教育、学習支援業

医療業

医

療

、

福

祉
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【対象業種一覧】

大 中 小 細

※鹿児島市内で対象業種を営んている中小企業者・個人事業者が対象となります。

分類・業種コード
名称 具体例等

8351 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、柔道整復業

8359 その他の療術業 医業類似行為を業とする者がその業務を行う事業所

836 医療に附帯するサービス業

8361 歯科技工所 歯科技工業、歯科技工所

8369 その他の医療に附帯するサービス業 医療業に附帯するサービスを提供する事業所

85

853 児童福祉事業

8531 保育所 保育所、託児所、保育所型認定こども園

8539 その他の児童福祉事業 児童相談所、乳児院、児童発達支援センター

854 老人福祉・介護事業

8543 通所・短期入所介護事業 デイサービス、ショートステイ、小規模多機能

8544 訪問介護事業 訪問介護、訪問入浴、夜間対応型訪問介護

8549 その他の老人福祉・介護事業 他に分類されない老人福祉・介護事業を行う事業所

855 障害者福祉事業

8559 その他の障害者福祉事業 通所系・訪問系・短期入所に限る

92 その他の事業サービス業

929 他に分類されない事業サービス業

9291 ディスプレイ業 催事などの展示等を総合的に構成演出する業務を行う事業所

計 19 90 215

【対象外となる主な業種】

●第1次産業（農業、林業、漁業）及び第2次産業（鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業）に該当する業種

　（例）園芸サービス業、水産養殖業、建築リフォーム工事業、床・内装業、設備工事業、食料品製造業、繊維工業、印刷・製本業など

●第3次産業の中で、下記に該当する業種

　・電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業（道路旅客運送業を除く）、郵便業

　（例）映像・音声・文字情報制作業（ビデオ制作業、出版業）、道路貨物運送業、水運業、倉庫業、運送代理店、こん包業など

　・卸売業、小売業（無店舗小売業）、金融業、保険業

　（例）飲食料品卸売業、建築材料卸売業、自動車卸売業、通信販売・訪問販売小売業、質屋、保険媒介代理業、保険サービス業など

　・不動産業、物品賃貸業（各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業）

　（例）不動産取引業、不動産賃貸業・管理業（貸事務所業、土地賃貸業、貸家業、駐車場業、不動産管理業）など

　・学術研究、専門・技術サービス業（獣医業、写真業を除く）

　（例）デザイン業、著述・芸術家業、経営コンサルタント業、翻訳業、広告業、不動産鑑定業など

　・生活関連サービス業（洗濯業）、福祉（社会福祉・介護事業（入所系））、複合サービス事業

　（例）洗濯業、老人福祉・介護事業（入所系）、障害者福祉事業（入所系）、農林水産業協同組合、事業協同組合など

　・サービス業（他に分類されないもの）（ディスプレイ業を除く）

　（例）廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、ビルメンテナンス業、警備業など

【対象外となる法人】

●事業者からの会費等の収入を得て経営指導、厚生事業、共同販促等を行っている組合、経済団体等

医

療

、

福

祉

社会保険・社会福祉・介護事業

サ

ー

ビ

ス

業

（

そ

の

他

）

※ 総務省が定める「日本標準産業分類（平成25年10月改定）」を参考
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