
技能職(中高年齢）職務分類表の例示 20220503（総務部メルマガ） 

AI 人工知能・ ICT 産業などの基盤となる職務の様 

様々な IT 機器やロボットでは不能な作業が主体の様 

 

 分類 職 務 内 容 職 務 の 例 所要適性 

１  

身 体

作業 

比較的大きなものを

持ち上げて、運ぶその

他を取り扱う身体動

作が主体の様。 

梱包、積降し、倉庫作業、清掃、

土木作業、造園、青果市場作業、

運搬、芝生整備、樹木管理、林

業作業、廃棄物処理 

物理的力量があり、全

身動作に耐え得る体

力と持久力が必要。 

２  

手 腕

作業 

比較的簡易で定型反

射的な手腕作業が主

体。簡易な道具を用

い、手続きに従って材

料を加工する様。 

金属熱処理、裁断、製本、食品

加工、調理補助、洗濯、機械部

品組み付け、塗装下地工、箱詰、

袋詰、捺印工、ラベル貼り、洗

い場、アイロン工、充填工 

ある程度の手腕の器

用さ、知覚運動機能が

あること。作業の指示

に対する理解力が求

められる。 

３  

簡 易

機 械

操作 

段取りや操作の簡単

な機械装置を操作し

材料加工。精度の高い

調整や複雑な判断を

要しない程度の定型

反復的な運転とか、監

視作業が主体の様。 

ボール盤工、金属プレス工、紙

器製造、プラスチック製品成

型、パン製造、製菓、缶詰製造、

スポット溶接、研磨工、紡績工、

ミシン縫製、織布工、染色工、

製缶工、金属かしめ工 

ある程度の手腕の器

用さ、知覚運動機能が

あること。 

根気強く作業に集中

できる精神作動の操

作機能が求められる。 

４  

組 立

作業 

指先を使い比較的小

さな物の加工、組立、

ハンダ付け、縫合など

の作業が主体の様。 

所定の手順による定

型的な作業で流れ作

業が多い。 

高品質の電気機械組立、高品質

の工学機器組立、家具の製造組

立、玩具製造組立、その他各種

高品質器具の組立 

（まだまだ自動組立製造装置

が開発されていないか、高品質

な製品分野の微妙動作職務） 

指先の器用さ、両手や

目と手の共応、作業速

度、形を知覚する能力

が比較的優れている

こと。⾧時間に渡り注

意を集中できる精神

作動の操作機能。 

５  

技 能

的 な

作業 

機械器具を用いる比

較的大きな物の加工、

及び建設・設備工事に

関する補助的作業が

主体の様。用具、資材、

手順などの知識が必

要な技能的作業。 

溶接、板金、金型工、タイル工、

建築ブロック工、配管工、塗装、

内装、左官工、フライス盤工、

鍵盤工、型枠工、鉄筋工、鉄骨

組立、印刷工、営繕係 

 

（工場ライン製造方式の完成

指先の器用さ、両手や

目と手の共応の他に、

やや高度な知覚動作

機能が必要。 

集中力があり、不意の

事態も対処できる安

定した精神作動機能。 



や出荷では不能な加工や設置

の職務） 

技能習得に対する意

欲的姿勢が望まれる。 

６ 機 械

設 備

装 置

の 運

転 や

保 守

管理 

工場やビル等の電気

機械設備等が正常に

機能するように計器

類を監視し調節する。 

構内を巡回し、各設備

を点検し記録を取り

保守管理をする。 

ビル施設管理技術者、ボイラー

マン、配電設備保守員、自働機

械運転員、監視員 

（エネルギー供給～消費や廃

棄に至るまで一連の連続作動

システムを安定安全に自動化

できない機械設備装置の職務） 

ある程度の判断力、知

覚の正確さ、器用さが

必要。 

変化を好まない継続

志向や負担を好まな

い志向の人物向き。 

７  

車 両

等 の

運転 

自動車等を運転して、

人が貨物を輸送。 

事故防止のために周

囲環境にも注意を払

うことが必要な様。 

タクシー運転手、乗用自動車運

転手、物品配送員、フォークリ

フト運転、ドローンの運転、 

様々な建設機械の運転 

ある程度の判断力、知

覚の正確さ、空間判断

力、手腕の器用さが必

要。不測事態への対処

や柔軟性が望まれる。 

 

 

  職 務 内 容 職 務 の 例 所要適性 

８  

介護

等の

サー

ビス 

病人や障害者とか、寝

たきり老人の身辺の

世話とか、生活上の要

件を、補助するとか代

行したりする。 

介護ヘルパー、看護助手、患者

付添人、ホームヘルパー、ハウ

スキーパー、老人介護施設作

業、介護アテンドサービス(平成 13

年 3 月までの旧労働省認定の介護サ

ービス技能審査) 

一定の判断力や普通

以上の体力を必要。 

対人奉仕的な興味や

高い共感性と、温厚で

機転が利く性格を要

す。 

９  

販売

サー

ビス 

商品の販売やサービ

スの提供など、対人的

作業が主体の様。 

商品の包装や運搬そ

して製造直売もある。 

販売店員、外食業店員、レジ係、

営業部員、商店雑務員、レジャ

ー施設・遊技場従業員、ゴルフ

場キャディ、ホテル旅館従業

員、ガソリンスタンド従業員 

一定の言語能力と知

覚の正確さが必要。対

人奉仕的な興味や外

交的な性格、⾧時間立

ち作業に耐えられる

程度の体力を要す。 

10  

警備

巡視 

各種施設での災害や

突発事故、不法侵入な

どを防ぐための来所

者チェック、施設の巡

回、火の気や設備を点

検する。 

緊急事態発生の場合

警備員、ガードマン、守衛、宿

直員、住宅マンション管理人、

リゾート施設管理人、イベント

などの雑踏誘導員、作業現場監

視員、建設現場誘導員、車両交

通誘導員、駐車場管理人、駐輪

場管理人、踏切警手、高価格貴

判断力と知覚の正確

さが必要。歩行や⾧時

間の立ち作業に耐え

られる運動機能や持

久力が必要。 

不意の事故に対処出

来る柔軟性。心身機敏



には、即座に関係者へ

の連絡をする。 

重品警備、要人保護警備、事故

や犯罪の防止コンサルタント 

性を要す場合もある。 

 

 

11  

簡易

事務

検査 

商品を分類整理した

り伝票などを見て照

合したりする。 

数字や文字を記録す

るとか、簡単な事務用

機器を操作する。 

伝票整理、検品、選別仕分け、

フロア person 、お使い仕事、

受付案内、事務所雑務、商品整

理、配車係、新聞配達、資材在

庫管理、スーパー店舗品出し、

入場受け入れ、出荷配送 

ある程度の書記的知

覚が必要。 

変化を好まない継続

志向や負担を好まな

い志向の人物向きで

はある。 

12  

計数

事務 

製品の生産数や在庫

数を数え台帳に記載

し、金銭の受け渡しを

するなど比較的簡易

な数量処理を行う。 

検数、検針、有料道路料金等の

収受、集金、倉庫入出庫管理、

商品出入管理、生産現場事務、

値札付け係 

(POS system は非効率経費損) 

ある程度の書記的知

覚や計算能力を要す。 

データ・文字・数字の

処理に興味があるこ

とは望ましい。 

 

13 

 

一般

事務 

各種文章を読解し、事

務処理をするとか資

料を作成する。 

関係者と直接あるい

は電話にて応対する。 

総務事務員、人事労務事務員、

教育研修事務員、文書係事務

員、渉外担当事務員、ホテルフ

ロント係、秘書 

(メールでは不充分な応対職) 

普通程度の判断力、言

語能力、書記的知覚が

必要。ある程度の協調

性や柔軟性が求めら

れることもある。 

 

 

  職 務 内 容 職 務 の 例 所用適性 

14  

相談

助言 

指導 

・経済や法律などの専

門的知識を基に様々

な相談に応じる。 

 

問題を的確に把握し、

助言・指導し、必要情

報を的確に提供する。 

経営コンサルタント、ある分野

の専門研究者、安全衛生コンサ

ルタント、社会保険労務士、中

小企業診断士、 

消費生活コンサルタント、 

（専門的な事務作業や手続き、

定型作業ではなく、未知の事態

や未来への対応対処を行う） 

普通以上の判断力、言

語能力、推理能力を必

要とする。 

物事の解説的な興味

やアドバイス的な性

格と、専門性思考での

情報提供志向の人物

に向きである。 

15  

専門

的な

福祉 

心理・福祉など専門的

知識や技法をもとに

各種の相談に応じる。

問題を的確に把握し

対応策を考え助言し、

カウンセラー、ケースワーカ

ー、ソーシャルワーカー、障害

者施設指導員、老人福祉施設指

導員、社会福祉施設指導介護

員、職場適合指導員、作業指導

普通以上の判断力、言

語能力、推理能力が必

要。 

対人奉仕的な興味や

高い共感性、そして専



必要情報の提供。 員、生活指導員 門性志向者に向く 

16  

教育

指導 

や 

教授 

各種の専門的知識や

技能を習得して、個人

や集団に対して教育指

導する。 

科学的根拠に重きを置

き、共感によって向上

心を育み、合意形成を

図ることで、自主自律

性の動きを培う。 

 

・学習塾講師、家庭教師、 

 

音楽教室講師、着物の着付け・

生花・茶道・書道の個人教授 

 

・自動車教習所指導員、その他

国家資格の受験者向けの講師 

 

絵画、音楽、詩といった芸術性

要素を有する習い事の教授 

指先の器用さ、両手や

目と手の共応、やや高

度な知覚運動機能を

要す。 

⾧期の学習・実務経験

が必要。積極的な興

味、高い共感性、指導

的な性格も要する。 

芸術的センスと能力

＋教育手法を要す 

17  

専門

的な

事務

判断 

の 

職務 

法律・規則などの専門

的な知識を習得し、事

務処理をするとか資

料を作成。関係者と直

接あるいは電話で応

対する。 

各種事業の企画立案

とか、管理職としての

部下の管理もある。 

税理士、経理事務、司法書士、

弁護士資格者、不動産鑑定士、

行政書士、 

会社役員、幼稚園園⾧、法人団

体役員、管理的事務員、 

(関連知識の豊富さで能力差) 

商品開発部員、売れ筋商品の仕

入れ係、雑誌や新聞編集者、損

保代理店業務取扱者 

普通以上の判断力、科

学的分析素養、言語能

力、洞察や推理能力が

必要となる。 

綿密性や持続力が求

められ、その道の専門

的経験を積み、専門性

志向・地位志向者向き 

 

※注１ 旧労働省が労働者派遣法立法前の、 “職務を作業分解”する前の段階で分析してい

た「中高年齢者向職務分類表」を基礎参考に、AI 人工知能・ ICT 産業などの基盤となる職

務について、今日的に見直し且つ、当分の間 IT 機器に組み込むことができない職務能力部

分を中心に作成している。当時の職務分類は、部分的労働力ではない労働能力全般の技術

的能力や技能的能力でもって商品価値を高める能力開発を志向していた。したがって、そ

こに IT 機器が労働による労働強度の軽減とか疲労が軽減され、そのことで価値増殖と機械

化の高額経費の線引きを行う“作業進捗プラン”の策定と予算配分に資することとなる。 

 

※注 2 科学技術に基づいての、 IT 技術を含む新製品の開発による技能職の消滅と、 

ここに挙げた技能職における IT 機器の効率利便性の活用は、インターネットとか ICT 機器

を活用していても、新発明には位置づけられない。 

 

※注 3 事業経営の課題 4 分野とは 

①収益性 ②生産性 ③労働意欲 ④効率性 であって、 

これらを阻害する ICT 機器の導入こそは、経費倒れ、そして ICT 産業革命の障害となる。 


