
平 成 ３０ 年

官 民 人 事 交 流 に 関 す る 年 次 報 告

人 事 院





(1) 国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成１１年法律第２２４号）（以

下「官民人事交流法」という。）に基づく官民人事交流制度は、人事交流を通じ

て官民の相互理解を深めるとともに、双方の組織の活性化と人材の育成を図る

ことを目的として、人事院からの意見の申出に基づき、平成１２年３月２１日

から導入された。

(2) 官民人事交流法第２３条第２項により、官民人事交流制度の透明性を確保す

るため、人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、①前年に交流派遣職員であっ

た者が同年に占めていた派遣先企業における地位及び当該交流派遣職員がその

交流派遣に係る書類の提出の時に占めていた官職、②３年前から前年までの間

に交流派遣後職務に復帰した職員が前年に占めていた官職及び当該職員が当該

復帰の日の直前に派遣先企業において占めていた地位、③前年に交流採用職員

であった者が同年に占めていた官職及び当該交流採用職員がその交流採用をさ

れた日の直前に交流元企業において占めていた地位等について報告しなければ

ならないこととされている。

(3) 本報告は、これに従い、平成３０年における交流派遣及び交流採用の状況を

とりまとめたものである。

平成３０年に交流派遣職員であった者は１２０人

交流採用職員であった者は７１７人となっている。

平成２８年１月１日から平成３０年１２月３１日までの間に交流派遣後職務

に復帰した職員は１４２人となっている。

平成３０年に交流派遣された者は１５府省 ３７人（前年比 ３人減少）

交流採用された者は２２府省２４３人（前年比１７人増加）

（うち雇用継続型は２２府省２３８人）となっている。

平成３０年１２月３１日現在で

交流派遣されている者は１７府省 ８１人（前年比 ３人減少）

交流採用されている者は２５府省５００人（前年比１９人増加）

となっている。（資料１参照）

(4) 本報告の内容は、すべて人事院のホームページに掲載する。

人事院は、今後とも公務の公正性を確保しつつ官民人事交流の適正な活用が図ら

れるよう、この制度の周知・説明等に努めていきたい。
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１　平成３０年に交流派遣職員及び交流採用職員であった者の状況

　  ○ 交流派遣　１２０人

  　○ 交流採用  ７１７人

 （単位：人）

Ⅰ　資料（平成３０年の官民人事交流）

２　平成２８年から平成３０年までの間に交流派遣後職務に復帰した職員の状況

交流派遣後職務
に復帰した年

平成２８年

平成２９年

計

人数

52

50

142

平成３０年 40
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３　平成３０年に開始した交流派遣及び交流採用の状況

　①　府省別状況
  　○ 交 流 派 遣

1
1
1
1
1
5
2
1
1
8
2
6
1
5
1

37

  　○ 交 流 採 用

1
6
2
2

10
10
12
8
4
9

20
6
1

51
5
2
5

77
4
1
4
3

243

公 正 取 引 委 員 会

(5)
注（ ）内は、退職型の交流採用者数で、内数

(1)

農 林 水 産 省

経 済 産 業 省

内 閣 府

特 許 庁

警 察 庁

水 産 庁

海 上 保 安 庁

原 子 力 規 制 庁

金 融 庁
総 務 省

人　数府　  省

(1)

(1)

文 部 科 学 省

(1)

国 土 交 通 省

計

計

資 源 エ ネ ル ギ ー 庁
特 許 庁
中 小 企 業 庁
国 土 交 通 省
観 光 庁

財 務 省

ス ポ ー ツ 庁
厚 生 労 働 省

環 境 省

総 務 省

人　数

厚 生 労 働 省
農 林 水 産 省

外 務 省

経 済 産 業 省

府　  省
会 計 検 査 院
内 閣 官 房

金 融 庁

内 閣 府
公 正 取 引 委 員 会
警 察 庁

財 務 省
文 部 科 学 省

会 計 検 査 院

原 子 力 規 制 庁

(1)
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　②　業種別状況
　 （単位：人）

交流派遣 交流採用
9 68

10 52
6 37
6 25
4 24
1 12
1 8

8
5
2
1
1

37 243

　③　期間別・任期別状況

  　○ 交流派遣 　 （単位：人）
期間 ２年超 ２年未満 総数
人数 1 7 37

  　○ 交流採用 　 （単位：人）
任期 ２年超 ２年未満 総数
人数 14 22 243

　④　本省・地方支分部局別状況

  　○ 交流派遣 　 （単位：人）
組織
人数

  　○ 交流採用 　 （単位：人）
組織
人数

不動産業,物品賃貸業

業種 計
77
62
43
31

金融業,保険業 

8

28
13

製造業 

建設業
卸売業,小売業

サービス業
運輸業,郵便業 

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

29

２年

25

4

農業,林業 

医療、福祉
漁業

2

280

総数

9

5

243
総数

宿泊業,飲食サービス業

教育,学習支援業

計

本省
218

地方支分部局

２年

207

37

1
1

(注) 「業種」欄の分類は、日本標準産業分類（平成25年10月改訂）に
より、サービス業は、「学術研究,専門・技術サービス業」、「生活関
連サービス業,娯楽業」及び「サービス業（他に分類されないもの）」
である。

本省
33

地方支分部局
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　⑤　男女別状況

  　○ 交流派遣 　 （単位：人）
性別 男性 総数
人数 32 37

  　○ 交流採用 　 （単位：人）
性別 男性 総数
人数 217 243

　⑥　年齢別状況

  　○ 交流派遣 　 （単位：人）
年齢 ２０歳台 ４０歳台
人数 5 17

　　　                                                   最年少者は２８歳、最年長者は４８歳

  　○ 交流採用 　 （単位：人）
年齢 ２０歳台 ４０歳台
人数 43 60

　　　最年少者は２４歳、最年長者は６２歳

      注　年齢は交流開始時のもの

女性
5

女性
26

３０歳台
15

５０歳以上

５０歳以上

総数
37

総数
243

0

12
３０歳台

128
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１．交流派遣

【国の機関から民間企業に派遣】





１．交流派遣【 国の機関から民間企業に派遣 】（１２０人）
　　①　平成30年に派遣した職員（３７人）

交流派遣した日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

株式会社ニコン 内閣官房 H30.1.1
～

1 H31.12.31
〔業務内容〕

②

株式会社日本人材機構 金融庁 H30.2.1
創生事業本部アソシエイト ～

2 〔業務内容〕 H32.1.31

②

東日本旅客鉄道株式会社 内閣府 H30.4.1
営業部副課長 ～

3 〔業務内容〕 H32.3.31

⑤

警察庁 H30.4.1
～

4 H33.3.31

〔業務内容〕

①

派遣期間

カスタムプロダクツ事業部等
主事研究員

内閣情報調査室内閣衛星情報
センター技術部主任開発官付
（併任)内閣情報調査室内閣
衛星情報センター技術部企画
課

　特殊光学機器の開発・設計
に関する業務
　光学機器全般の画像処理技
術に係る研究・開発に関する
業務

監督局総務課

　地域の中堅・中小企業に対
するコンサルティング業務、
経営（サポート）人材等の
マッチング業務等

大臣官房政策評価広報課広報
専門官

　鉄道の利用促進に関わる宣
伝の計画及び実施、観光キャ
ンペーンの展開、イベントの
企画・実施　等

（備考１）「番号」欄の※印は女性。
（備考２）「派遣期間」欄の○数字は、各府省と当該民間企業との間の連続交流の回数。
（備考３）「書類の提出の時」に公務外の出向先で勤務していた者などについては、交流派遣実施直前に占め
ていた官職及びその出向先等を記載。

Ⅱ　官民人事交流の状況

番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社 東京都警察情報通信部情報技

術解析課課長補佐情報セキュリティ部サイバー
セキュリティ部門主査

　エヌ・ティ・ティ・コミュ
ニケーションズ株式会社並び
にエヌ・ティ・ティ・コミュ
ニケーションズグループのサ
イバーセキュリティの強化に
関する業務の実施
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交流派遣した日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

派遣期間番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

株式会社群馬銀行 経済産業省 H30.4.1
～

5 H32.3.31
〔業務内容〕

②

ＫＤＤＩ株式会社 特許庁 H30.4.1
～

6 H32.3.31

〔業務内容〕

①

川崎重工業株式会社 国土交通省 H30.4.1
～

7 H32.3.31
〔業務内容〕

③

株式会社商船三井 国土交通省 H30.4.16
～

8 H32.4.15
〔業務内容〕

①

技術統括本部技術企画本部知
的財産室マネージャー（管理
職）

審判部上級審判官（第８部
門）（併任）審査第二部審査
官（自動制御（流体制御））
（併任）審査第二部流体制御
技術担当室長　KDDI株式会社及びグループ

会社の新規サービスに関する
特許クリアランス
　KDDI株式会社及びグループ
会社の新規サービスに関する
発明発掘
　KDDI株式会社及びグループ
会社への知財に関する啓発活
動
　グループ会社の知財活動の
サポート（体制構築支援を含
む）
　知財紛争・訴訟への対応
（技術的範囲の属否判断、無
効化のための文献調査など）

水素チェーン開発センター担
当部長

自動車局環境政策課次世代自
動車推進官

　水素チェーンプロジェクト
推進の個別業務について、そ
のプロジェクトメンバーとし
て、業務を担当

技術部計画グループマネー
ジャー

コンサルティング営業部推進
役

関東経済産業局地域経済部次
世代産業課長補佐（併任）関
東経済産業局地域経済部次世
代産業課航空宇宙産業室長補
佐

　企業への課題解決型営業に
関わる営業店支援。行員との
帯同訪問による個別企業への
コンサルティング活動や各種
セミナー、行員向け勉強会の
企画運営等。

海事局検査測度課船舶検査官

　環境関係規制対応（SOx・
NOx・バラスト）、GHG調査・
対応、国内・国外造船所調
査・把握、新造船・修繕船造
船所視察
　船舶維新NEXTプロジェクト
（関連要素技術研究　LNG燃
料船開発　等）
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交流派遣した日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

派遣期間番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

東京東信用金庫 経済産業省 H30.5.1
～

9 H32.3.31
〔業務内容〕

①

株式会社豊田自動織機 経済産業省 H30.5.1
～

10 H32.3.31
〔業務内容〕

③

株式会社日立製作所 金融庁 H30.7.1
～

11 H32.6.30

〔業務内容〕
　セキュリティ関連業務 ⑤

金融庁 H30.7.1
～

12 金融事業推進部課長代理 H32.6.30
〔業務内容〕

③

株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ 総務企画局総務課情報化統括

室情報セキュリティ対策推進
係長（併任）総務企画局政策
課サイバーセキュリティ対策
企画調整室

・外部機関/コミュニティと
連携したFintech周りを含め
たセキュリティ動向把握・情
報連携
・社内および金融領域におけ
るセキュリティガバナンスの
ための施策推進
・金融系システムの提案、開
発業務におけるセキュリティ
技術支援

　技術・開発本部において、
新事業創出のための開発テー
マ企画から新規事業化までを
一貫して強力に推進、サポー
トする体制を構築する等の業
務。

金融ビジネスユニット金融第
一システム事業部事業推進本
部システム統括部第３Ｇ主任

総務企画局総務課情報化統括
室情報化技術係長（併任）総
務企画局政策課

お客様サポート部中小企業応
援センター担当調査役

関東経済産業局産業部流通・
サービス産業課中心市街地活
性化専門官（併任）関東経済
産業局産業部流通・サービス
産業課クリエイティブ・コン
テンツ産業室産業支援係長

　地域活性化活動として、地
域事業者向けのセミナー開催
や経営課題を有する事業者へ
の個別訪問、金庫が有する
ネットワークを活用した支援
の企画・立案・実施に係る業
務等。

技術・開発本部R&D統括部企
画管理室企画G嘱託

中部経済産業局産業部製造産
業課総括係長（併任）中部経
済産業局産業部製造産業課航
空工場検査官（併任）中部経
済産業局産業部製造産業課化
学兵器等規制対策官（併任）
中部経済産業局地域経済部地
域経済課消費税転嫁対策室転
嫁対策調査官
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交流派遣した日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

派遣期間番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

日本生命保険相互会社 厚生労働省 H30.7.1
～

13 H32.6.30

〔業務内容〕

③

国土交通省 H30.7.1
～

14 H32.6.30

〔業務内容〕

⑧

阪神国際港湾株式会社 30.8.31 国土交通省 H30.7.1
調査部調査課長 ～

15 H32.6.30
〔業務内容〕 〔業務内容〕

　同左

※ ⑥

首都圏新都市鉄道株式会社 国土交通省 H30.7.8
～

16 H32.7.7
〔業務内容〕

　

⑧

株式会社経営共創基盤 金融庁 H30.7.17
～

17 H31.7.16
〔業務内容〕

③

ＩＧＰＩカンパニーアソシエ
イトマネジャー

総務企画局総務課課長補佐
（併任）総務企画局組織戦略
監理官室

　経営コンサルティング、財
務アドバイザリー、投資業務
等

　企業商品業務部において、
企業向け保険商品の開発管
理、保険引受リスク管理、保
有再保険政策等に関する業務
等を行う。

港湾局技術企画課付

「注」30.6.30まで京都府企
画理事付参事・海外港湾との事業連携に係

る企画、調整業務
・コンテナターミナルのIT化
等自動化推進の企画、調整業
務等

東京海上日動火災保険株式会
社 国土政策局国土情報課地理空

間情報活用推進官（併任）政
策統括官付

経営企画部参与兼経営企画部
長

総合政策局海洋政策課長補佐

　公共交通政策に係る調査・
分析業務や新たな事業開発等
に係る事業企画業務及び経営
企画部の総括

ホールセール部門団体年金部
調査役 「退職給付コンサル
ティング担当部長」

保険局調査課長補佐（併任）
政策統括官付情報化担当参事
官室（命）ＩＣＴ利活用推進
チーム員

・企業年金に関する財政検
証、再計算、制度変更等によ
る掛金及び諸数値の計算等の
数理業務
・会計基準等に基づく退職給
付債務・費用の計算等の数理
業務
・退職金・年金制度設計、年
金財政等に関するコンサル
ティング業務　など

企業商品業務部課長代理（担
当者クラス）

調査部調査課長兼海外事業課
長
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交流派遣した日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

派遣期間番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

株式会社経営共創基盤 財務省 H30.7.17
～

18 H31.7.16
〔業務内容〕

①

経済産業省 H30.7.22
～

19 秘書部課長 H32.7.21
〔業務内容〕

②

富士フイルム株式会社 厚生労働省 H30.7.23
ヘルスケア事業推進室一般 ～

20 〔業務内容〕 H32.7.22

④

東レ株式会社 厚生労働省 H30.7.31
～

21 H32.7.30
〔業務内容〕

⑤

公正取引委員会 H30.8.1
～

22 H32.7.31

〔業務内容〕

※ ①

健康局健康課主査（併任）健
康局健康課予防接種室（併
任）健康局健康課地域保健室
（併任）健康局健康課保健指
導室

　当社ヘルスケア事業拡大に
向けたブラジルへの医療アウ
トバウンドのための事業計画
立案・推進

ＣＳＲ推進室主席部員（部
（室）長代理）

職業安定局雇用保険課調査官

　東レおよび東レグループの
短・中・長期ＣＳＲ経営戦略
の企画・推進に関して、ＣＳ
Ｒ推進室長を補佐しながら、
社内外のキーマンとなって対
応する。（具体的な業務：全
社会議開催、ＣＳＲ活動計画
の策定、各ラインＣＳＲ活動
フォロー、支援等の事務局業
務。）

オペレーション本部オペレー
ションサポート部担当

　経営カウンセリング・コン
サルティング業務  （現場業
務のフォロー・バックアップ
業務含む）

株式会社セブン－イレブン・
ジャパン 事務総局審査局第五審査係員

ＩＧＰＩカンパニーアソシエ
イトマネジャー

国際局開発機関課課長補佐

　経営コンサルティング、財
務アドバイザリー、投資業務
等

　国内における新規事業の開
拓に関すること、国内におけ
る需要の喚起に関すること、
海外における税・規制等に関
する外国政府との交渉に関す
ること、健康経営の推進に関
すること

サントリーホールディングス
株式会社 中小企業庁長官官房総務課長

補佐（企画担当）（併任）経
済産業政策局総務課付
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交流派遣した日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

派遣期間番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

ヤフー株式会社 総務省 H30.8.1
～

23 H32.7.31
〔業務内容〕

②

みずほ証券株式会社 総務省 H30.8.1
～

24 H32.7.31

〔業務内容〕

①

株式会社ＩＨＩ 厚生労働省 H30.8.1
～

25 H32.7.31
〔業務内容〕

③

日本航空株式会社 厚生労働省 H30.8.1
～

26 H32.7.31
〔業務内容〕

※ ②

人財戦略部人財戦略グループ
マネジャー

雇用環境・均等局総務課労働
紛争処理業務室長（併任）雇
用環境・均等局総務課雇用環
境・均等監察官・人材の多様化推進に関する

総括補佐業務
・ワークスタイル変革推進に
関する総括補佐業務
・定年後の働き方検討に関す
る総括補佐業務
・人材戦略施策の社内外への
発信に関する研究

CEO政策企画本部政策企画部
シニアスペシャリスト

情報流通行政局情報通信政策
課課長補佐（併任）情報通信
政策研究所調査研究部

・インターネットガバナンス
等企業政策課題に関連する諸
プロジェクトの支援業務
・検索サービス、ネット
ショッピングその他事業に関
わる施策の企画・立案、関係
先等の交渉等

金融公共本部／フィナンシャ
ルソリューション部ディレク
ター

情報流通行政局郵政行政部郵
便課国際企画室長

　検討が進められている空港
等の分野におけるコンセッ
ション案件において、海外ア
ドバイザー対応、案件分析・
情報収集及び入札提案書作成
等のアドバイザリー業務を行
う

人事部労働安全グループ主査
（課長職相当）

労働基準局安全衛生部労働衛
生課電離放射線労働者健康対
策室中央放射線管理専門官
（併任）労働基準局安全衛生
部労働衛生課電離放射線労働
者健康対策室作業計画審査官

　全社安全衛生管理の企画・
立案及び各地区における総務
部・工場の行う安全衛生管理
の指導・援助・調整、建設工
事安全衛生に関する企画・立
案・調整、従業員の健康管理
及び健康の維持増進に関する
基本政策の企画・立案等。
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交流派遣した日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

派遣期間番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

農林水産省 H30.8.1
～

27 企業商品業務部担当課長 H32.7.31
〔業務内容〕

①

株式会社東京証券取引所 経済産業省 H30.8.1
上場推進部調査役 ～

28 〔業務内容〕 H32.7.31

※ ①

株式会社日本人材機構 経済産業省 H30.8.1
創生事業本部マネージャー ～

29 〔業務内容〕 H32.7.31

①

日本生命保険相互会社 厚生労働省 H30.8.10
～

30 H32.7.31
〔業務内容〕

④

厚生労働省 H30.8.10
～

31 企業商品業務部担当課長 H32.6.30
〔業務内容〕

⑤

ホールセール部門法人営業企
画部法人営業開発室調査役

大臣官房人事課長補佐

　企業向けヘルスケア関連
サービスに係る販売手法開
発、営業支援の実施　など

　企業向け保険商品の開発管
理、保険引受リスク管理、保
有、再保険政策等に関する業
務等を行う。

　企業商品業務部において、
企業向け保険商品の開発管
理、保険引受リスク管理、保
有、再保険政策等に関する業
務等を行う。

経済産業政策局産業資金課付

　ＥＴＦ（上場投資信託）な
どの新たな上場商品の企画・
立案、上場促進に関する業務
及び国内外の未上場会社の上
場促進に関する業務。また、
実務担当者として証券会社、
資産運用会社、機関投資家、
監査法人等からの情報収集及
び調整なども行う。

資源エネルギー庁電力・ガス
事業部原子力政策課原子力国
際協力推進室国際協力二係長
（併任）内閣府主査（政策統
括官（科学技術・イノベー
ション担当）付参事官（原子
力担当）付）（併任）内閣府
原子力政策担当室室員

　地域の中堅・中小企業に対
するコンサルティング業務、
経営（サポート）人材等の
マッチング業務等。

東京海上日動火災保険株式会
社 生産局農産部地域作物課課長

補佐（企画班担当）（併任）
政策統括官付

東京海上日動火災保険株式会
社 大臣官房付（併任）大臣官房

厚生科学課

「注」30.7.30まで大臣官房
厚生科学課健康危機管理・災
害対策室長（命）東日本大震
災厚生労働省復興対策本部事
務局次長
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交流派遣した日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

派遣期間番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

株式会社日立製作所 文部科学省 H30.9.1
～

32 H32.8.31
〔業務内容〕

①

日本通運株式会社 厚生労働省 H30.9.1
本社業務部調査役 ～

33 〔業務内容〕 H32.8.31

④

農林水産省 H30.9.1
～

34 H32.8.31

〔業務内容〕

※ ①

株式会社竹中工務店 原子力規制庁 H30.10.1
技術研究所構造部門研究員 ～

35 〔業務内容〕 H32.9.30

①

サントリー食品インターナ
ショナル株式会社 食料産業局食品流通課市場企

画班企画調整係長ジャパン事業本部開発生産推
進部メンバー

　開発生産推進部において、
国内飲料ビジネスのサプライ
チェーンマネジメント、特に
自社工場・委託先の製品製造
計画策定業務ならびに中期の
飲料生産戦略の策定業務を行
う

長官官房安全技術管理官（地
震・津波担当）付技術研究調
査官　設計レベルを超えるような

地震荷重に対するRC構造物等
の応答・耐力に関する技術的
知見について調査・研究を行
う。
　主な実施項目を以下に示
す。
1) RC構造部材の構造実験や
振動試験による応答性状の把
握および耐力評価
2) RC構造等と支持地盤の地
震連成解析の適用性に関する
評価

研究開発グループ技術戦略室
シニアストラテジースタッフ

大臣官房総務課企画官（併
任）大臣官房総務課副長

　社会課題解決型のビジネス
創出に向けた、アジェンダの
セッティング、ルール形成、
社会実装の一連の活動のリー
ドおよびグローバルなエコシ
ステム構築の牽引

大臣官房付（併任）労働基準
局労働関係法課

「注」30.7.30まで労働基準
局監督課調査官（併任）労働
基準局労働関係法課

　運送事業における業務運営
の適正化および生産性向上に
寄与する業務、またその他関
連する業務
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交流派遣した日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

派遣期間番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

株式会社日本人材機構 金融庁 H30.11.1
創生事業本部マネージャー ～

36 〔業務内容〕 H32.6.30

③

三優監査法人 会計検査院 H30.12.16
～

37 H32.12.15
〔業務内容〕

②

業務本部監査部門東京事務所
シニアスタッフ

第２局防衛検査第１課原価検
査室調査官補

総合政策局秘書課課長補佐

　地域の中堅・中小企業に対
するコンサルティング業務、
経営（サポート）人材等の
マッチング業務等および経営
企画に関する業務等

　契約締結会社（クライアン
ト）の会計監査業務

- 13 -



　　②　平成29年に派遣した職員（４０人）

平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

株式会社ミロク情報サービス 30.8.1 会計検査院 H29.4.1
経営管理部主査 ～

38 H31.3.31
〔業務内容〕 〔業務内容〕

①

内閣官房 H29.4.1
～

39 技術部門 H31.3.31
〔業務内容〕

※ ①

厚生労働省 H29.4.1
～

40 人事部企画グループ課長補佐 H31.3.31
〔業務内容〕

※ ④

ヤマハ発動機株式会社 30.8.1 厚生労働省 H29.4.1
～

41 H31.3.31
〔業務内容〕 〔業務内容〕

①

派遣期間番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

第５局上席調査官（情報通信
担当）付調査官

　財務戦略に関わる資料・決
算関連資料などの作成。価格
交渉や納期交渉、発注、品質
管理などのコントロール業
務。各管理部署が円滑に機能
するように組織横断的な業務
プロセスの構築など、間接部
門として業務オペレーション
の改善に向けた施策を行う。

　サイバーセキュリティ領域
における最新技術及び海外に
おける情報収集を行い、国内
の安全・安心を提供するサー
ビス業務を行う。

株式会社サイバーディフェン
ス研究所 内閣情報調査室内閣情報分析

官付内閣情報分析専門官

あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社

　人事諸制度に係る調査・研
究・企画・立案、就業規則・
労働協約・三六協定その他人
事に係る諸規定の制定・改
廃、人件費計画など

人事総務本部人事部企画グ
ループ主管

人事総務本部人事部労政グ
ループ主管

経営管理本部及び内部監査室
主査

(1)労働安全衛生に係る教
育・企画並びに現場指導を通
した安全衛生活動の推進
(2)従業員の身体的健康の維
持増進及びメンタルヘルスに
関する施策の企画・立案
(3)従業員の就労に係る施策
の企画・立案

　財務戦略に関わる資料・決
算関連資料などの作成。価格
交渉や納期交渉、発注、品質
管理などのコントロール業
務。各管理部署が円滑に機能
するように組織横断的な業務
プロセスの構築など、間接部
門として業務オペレーション
の改善に向けた施策及び内部
監査業務を行う。

長野労働局労働基準部長

(1)労働安全衛生に係る教
育・企画並びに現場指導を通
した安全衛生活動の推進
(2)従業員の身体的健康の維
持増進及びメンタルヘルスに
関する施策の企画・立案
(3)従業員の働き方改革に係
る施策の企画・立案

健康局難病対策課長補佐（併
任）健康局難病対策課移植医
療対策推進室

- 14 -



平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

派遣期間番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

物林株式会社 林野庁 H29.4.1
～

42 H31.3.31
〔業務内容〕

④

住友林業株式会社 林野庁 H29.4.3
～

43 H31.3.31
〔業務内容〕

⑤

株式会社北洋銀行 経済産業省 H29.4.1
地域産業支援部主任調査役 ～

44 〔業務内容〕 H31.3.31

③

東日本旅客鉄道株式会社 国土交通省 H29.4.1
建設工事部次長 ～

45 〔業務内容〕 H31.3.31

⑨

＜山林部林業企画グループに
おける林業の関連する業務全
般＞
　林業による地域活性化コン
サルタント業務、苗木生産事
業ならびに林業機械利用拡大
に関する業務、ＩＣＴ、Ｉｏ
Ｔを活用した林業情報、ロ
ボット技術に関する業務等、
他

森林整備部計画課森林保険企
画官（併任）人事院人材局試
験専門官（首席試験専門官
付）・取扱い商品の販路開拓と新

商品のニーズ調査等に関する
業務
・市場調査並びに研究開発に
必要な諸資料、各種情報の収
集に関する業務

資源環境本部山林部林業企画
Ｇ経営総合職層（Ｅ１）

国産材戦略室プロジェクトマ
ネージャー

森林整備部研究指導課国際研
究連絡調整官（併任）森林整
備部森林利用課

北海道経済産業局総務企画部
総務課総括係長（併任）北海
道経済産業局総務企画部総務
課秘書係長（併任）北海道経
済産業局総務企画部総務課庶
務係長

・ものづくり産業支援：もの
づくり産業の活性化に向けた
取り組みや道内の優れた技
術・製品を有する企業の商談
会開催等の業務
・新事業展開・ベンチャー企
業支援：企業活性化のための
技術の高度化や新分野進出等
の支援業務

　連続立体交差化工事及び駅
改良、周辺基盤整備等のプロ
ジェクトの推進並びに社員育
成等

中部地方整備局道路部道路調
査官
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

派遣期間番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

阪神国際港湾株式会社 国土交通省 H29.4.1
調査部調査課長 ～

46 〔業務内容〕 H30.6.30

⑤

博多港ふ頭株式会社 国土交通省 H29.4.1
事業企画部次長 ～

47 〔業務内容〕 H31.3.31

②

株式会社道銀地域総合研究所 国土交通省 H29.4.1
経済調査部上席研究員 ～

48 〔業務内容〕 H31.3.31

①

全日本空輸株式会社 環境省 H29.4.1
株式会社ＡＮＡ総合研究所 ～

49 H31.3.31

〔業務内容〕

①

株式会社日本旅行 農林水産省 H29.4.17
経営管理部新規事業室主任 ～

50 〔業務内容〕 H31.3.31

※ ①

・環境を軸とした地方創生・
観光事業の企画・運営、調査
研究業務
・業務の推進役としてプロ
ジェクトマネジメント

（全日本空輸株式会社）
人財戦略室人事部付株式会社
ＡＮＡ総合研究所出向
(株式会社ＡＮＡ総合研究
所）
「元気な日本」創生事業部研
究員

北海道開発局事業振興部建設
産業課建設業係長

関東農政局農村振興部設計課
課長補佐（調整）

自然環境局国立公園課公園計
画専門官

九州地方整備局港湾空港部港
湾空港防災・危機管理課沿岸
安全係長

・コンテナターミナルのあり
方の企画、調整業務
・コンテナターミナル高度化
利用の企画、調整業務　等

近畿地方整備局港湾空港部港
湾事業企画課企画調整係長

　コンテナターミナルの管理
運営に係る総合調整など

１.北海道内・国内の経済予
測調査並びに各種調査報告の
作成
２.地域経済の構造問題解析
業務
３.成長期待分野の調査分析

　新規事業（農業関連ビジネ
ス等）に関する需要発掘、提
案、調整、推進等。
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

派遣期間番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

コニカミノルタ株式会社 30.4.1 総務省 H29.6.2
経営戦略室担当部長 社長室担当部長 ～

51 〔業務内容〕 〔業務内容〕 H31.7.31
　同左

①

株式会社デンソー 金融庁 H29.7.1
経理部社員 ～

52 〔業務内容〕 H31.6.30

※ ③

東急不動産株式会社 金融庁 H29.7.1
～

53 H31.6.30

〔業務内容〕

※ ②

株式会社十六銀行 経済産業省 H29.7.1
愛知営業本部課長代理 ～

54 〔業務内容〕 H31.6.30

①

　企業の販路拡大や新規事業
進出、資金面からの効率化な
ど、専門的かつ高度な法人ソ
リューションを通じて顧客お
よび営業部店の支援を実施す
る。行内のみならず、必要に
応じて行政機関、教育機関及
び民間のコンサルティング機
関とも連携するなど、地域経
済のあらゆるノウハウを活用
しながら、顧客に提案を行
う。

中部経済産業局地域経済部国
際課総括係長（併任）中部経
済産業局地域経済部国際課国
際交流室調整係長

都市事業ユニット渋谷プロ
ジェクト推進本部渋谷プロ
ジェクト推進第一部社員

　トランスフォーム（課題解
決型デジタルカンパニーへの
転換）に向けた経営戦略・事
業戦略の構築。市場・競合ト
レンドの大きな変化や世間動
向（ＩＣＴ、デジタル化）を
捉え、新たな事業領域やビジ
ネスモデルを見出し、その肝
となるテーマを関連部署と一
体となって創出・推進する。

・渋谷エリアにおけるオフィ
ス系・商業系不動産の新規開
発・建設計画に関する業務
・都市再開発・建替型事業に
関する業務

・株式会社デンソー及び国内
外グループ会社の個別事業投
資に関する資金計画立案
・同社連結・単独事業計画立
案・実施状況管理・ＩＲ等に
つき、関係部署と連携して業
務全般を推進

総務企画局企画課

総合通信基盤局付

「注」29.3.31まで文部科学
省生涯学習政策局情報教育課
長

総務企画局政策課政策評価開
発係長（併任）総務企画局政
策課地方調整係長
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

派遣期間番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

岐阜信用金庫 経済産業省 H29.7.1
業務推進部地域支援課代理 ～

55 〔業務内容〕 H31.6.30

①

国土交通省 H29.7.1
～

56 営業企画部課長代理 H31.6.30
〔業務内容〕

⑦

住友林業株式会社 環境省 H29.7.1
～

57 H31.6.30
〔業務内容〕

③

株式会社日立製作所 金融庁 H29.7.10
～

58 H31.7.9
〔業務内容〕

④

株式会社東京証券取引所 金融庁 H29.7.10
情報サービス部調査役 ～

59 〔業務内容〕 H31.7.9

※ ⑮

東京海上日動火災保険株式会
社

　証券取引所が提供する情報
サービス（相場情報、上場会
社のコーポレートアクション
情報、株価指数情報など）の
利用促進、新規サービスの企
画立案に関する業務。実務担
当者として機関投資家、情報
ベンダー、証券会社等からの
情報収集及び調整なども行
う。

中部経済産業局資源エネル
ギー環境部燃料課石油製品品
質管理検査官（併任）中部経
済産業局資源エネルギー環境
部燃料課揮発油販売業係長

　地方創生に関し、地公体等
との連携協定に基づく個別事
業への参画・推進、地域密着
型金融の推進、ＣＳＲ・地域
貢献活動事業の企画・運営、
顧客組織活動の企画・運営。

　営業企画部において、次世
代自動車タスクフォースに参
画し、自動運転等に関連する
業務等を担う。

生物多様性センター専門調査
官

総務企画局企業開示課公認会
計士企画係長

　鉄道事業における財務戦略
立案・推進業務、鉄道事業に
おける会計関連業務

　海外の「森作り」業務、国
内外での森林管理に関する業
務、山林火災対策に関する業
務、生物多様性に関する業
務、その他環境、山林に関す
る業務

資源環境本部海外資源部経営
総合職層（Ｅ１)

自動車局環境政策課長補佐

監督局証券課国際業務係長

鉄道ビジネスユニット財務本
部経理部主任
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

派遣期間番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

株式会社東京証券取引所 金融庁 H29.7.10
上場推進部調査役 ～

60 〔業務内容〕 H31.7.9

⑯

東レ株式会社 厚生労働省 H29.7.11
～

61 H30.7.30
〔業務内容〕

※ ④

有限責任監査法人トーマツ 金融庁 H29.7.16
～

62 H30.6.30

〔業務内容〕

②

東京瓦斯株式会社 総務省 H29.8.1
導管企画部導管企画部長付 ～

63 〔業務内容〕 H31.7.31

③

　東京ガスグループの主要経
営課題であるガススマート
メーター導入に関する取組の
状況を一元的に把握するとと
もに、ガススマートメーター
の主要構成要素であるメー
ター、通信、センターシステ
ムに関する検討を行う。

ＣＳＲ推進室主任部員（担当
課長）

アドバイザリー事業本部 イ
ンダストリー事業部　ＦＳＩ
ＦＩＧコンサルティング
シニアスタッフ

・金融機関向けアドバイザ
リー業務全般
・銀行、証券会社、保険会社
に対する、各種内部管理（リ
スク管理、コンプライアン
ス、内部監査）態勢構築・高
度化支援（外部評価・検証及
び高度化アドバイサリー）、
海外進出支援等

　ＥＴＦなどの新たな上場商
品の企画・立案、上場促進に
関する業務及び国内外の未上
場会社の上場促進に関する業
務。実務担当者として証券会
社、資産運用会社、機関投資
家、監査法人等からの情報収
集及び調整なども行う。

　東レおよび東レグループの
短・中・長期ＣＳＲ経営戦略
の企画・推進に関して、ＣＳ
Ｒ推進室長を補佐しながら、
社内外のキーマンとなって対
応する。
（業務例：全社会議開催、Ｃ
ＳＲ活動計画の策定、各ライ
ンＣＳＲ活動フォロー、支援
等の事務局業務。）

情報通信国際戦略局付

「注」29.7.31まで国立研究
開発法人情報通信研究機構に
おいて研究休職

証券取引等監視委員会事務局
証券調査官

監督局証券課コングロマリッ
ト係長（併任）監督局総務課

大臣官房付

「注」29.7.10まで内閣官房
働き方改革実現推進室企画官
（併任）内閣事務官（内閣官
房副長官補付）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

派遣期間番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

本田技研工業株式会社 30.4.1 総務省 H29.8.1
～

64 H31.7.31

〔業務内容〕 〔業務内容〕
　同左

②

阪和興業株式会社 林野庁 H29.8.1
～

65 H31.7.31
〔業務内容〕

②

王子木材緑化株式会社 林野庁 H29.8.1
営業本部林業部課長 ～

66 〔業務内容〕 H31.7.31

②

日本電産株式会社 特許庁 H29.8.1
知的財産部ＰＲ２（部長） ～

67 〔業務内容〕 H31.7.31

②

木材部国際開発課総合Ａ職群
相当

森林整備部森林利用課企画班
企画係長

　国内外の森林所有者、森林
組合、林業事業体、販売先と
の間で山林や立木評価、仕入
販売戦略を立案し、実務担当
者の中心となり業務を遂行す
る。

国有林野部経営企画課付

「注」29.7.31まで農林水産
省食料産業局輸出促進課海外
輸入規制対策専門官

審査第三部上席総括審査官
（電気化学担当）（併任）審
査第三部電気化学技術担当室
長

・知財教育・啓蒙活動、知財
担当者のスキルズインベント
リー策定、運用
・グローバル知財戦略の検
討、立案、実行
・経営戦略や製品の企画立案
への貢献等

・国内社有林の適正な管理と
有効活用のための対策の立案
・社有林経営に資する林業、
木材流通事業強化のための民
間市場における情報収集と具
体的戦略の構築等

総合通信基盤局電波部電波政
策課企画官

ＩＴ本部コネクテッド開発部
サービス開発課プロジェクト
リーダー

ビジネス開発統括部テレマ
ティクス部戦略企画課プロ
ジェクトリーダー

・通信利活用による安心安全
なモビリティー社会の実現に
向けたシステムの開発と実用
化
・準天頂衛星利活用による東
南アジア地域のビジネス展開
検討と実証実験推進
　上記内容のプロジェクト
リーダー
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

派遣期間番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

株式会社経営共創基盤 経済産業省 H29.8.31
～

68 H31.8.30
〔業務内容〕

①

株式会社ベネフィット・ワン 厚生労働省 H29.9.1
～

69 H31.8.31

〔業務内容〕

③

綜合警備保障株式会社 厚生労働省 H29.9.1
～

70 H31.8.31
〔業務内容〕

④

株式会社日立製作所 厚生労働省 H29.9.1
～

71 H31.8.31

〔業務内容〕

③

大臣官房付（併任）雇用環
境・均等局

「注」29.7.17まで、大臣官
房総務課広報室長① 「企業年金制度再構築プ

ロジェクト」への参画
　当社グループ企業年金制度
(確定給付企業年金制度及び
確定拠出企業年金制度)の再
構築及び現行制度からの移行
に関する企画立案・労使交
渉・グループ各社における移
行支援 等
② 「雇用・改革プロジェク
ト」への参画
　５～10年後を見据えた、日
本における人財マネジメント
転換の方針・基本的考え方の
整理と、関連諸制度の改訂に
関するグランドデザイン検討

大臣官房総務課企画官（併
任）政策統括官付労働政策担
当参事官室（併任）職業安定
局総務課

ＩＧＰＩカンパニーアソシエ
イト

大臣官房秘書課付

「注」29.6.21まで平成27年
度行政官長期在外研究員とし
てカリフォルニア大学サン
ディエゴ校（米国）において
研究に従事

　企業及び事業の発展段階に
おける経営支援を実現するた
め、経営、財務、投資業務等
に対する支援に関連する業務

　経営戦略、会社組織全般に
関する業務を主に担当すると
ともに、戦略事業部門などの
プロジェクトへの参画。

東日本営業部　ヒューマン
キャピタル研究所ゼネラルマ
ネージャー（部長相当）

経営企画部本社担当部長兼本
社室長

人財統括本部人事勤労本部
雇用・処遇改革プロジェクト
部長代理

大臣官房人事課長補佐

「注」29.8.31まで復興庁統
括官付参事官付参事官補佐

　福利厚生全般に関する情報
収集・調査・研究をはじめ、
大手・中小企業に向けた啓蒙
活動（セミナーの企画や運
営・出版等）。
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

派遣期間番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

株式会社ヤクルト本社 30.4.1 厚生労働省 H29.9.1
広報室 ＣＳＲ推進室主事 広報室ＣＳＲ推進室室長 ～

72 〔業務内容〕 〔業務内容〕 H31.8.31

③

株式会社博報堂 農林水産省 H29.10.1
～

73 H31.9.30
〔業務内容〕

③

花王株式会社 特許庁 H29.10.1
ブランド法務部主任 ～

74 〔業務内容〕 H31.9.30

②

横浜川崎国際港湾株式会社 国土交通省 H29.10.16
企画部長 ～

75 〔業務内容〕 H31.10.15

③

審査業務部審査官（併任）審
査業務部商標課長補佐（企画
調査班長）（併任）審査業務
部商標課企画調査班統計係長
（併任）総務部秘書課職員相
談室（併任）総務部総務課苦
情処理室（併任）審査業務部
審査業務課審査業務企画室
（併任）特許庁情報化推進本
部

　国内外における自社商標・
意匠の取得戦略の立案、他社
商標・意匠の調査分析、自社
商標・意匠権の維持保全業
務、自社商標適正使用の推
進、不当表示防止業務など

四国地方整備局港湾空港部港
湾空港企画官

・横浜港、川崎港の大規模整
備及び再編成などの事業の推
進に関すること
・施設の維持管理計画に関す
る総合調整に関すること
・国などの関係機関等との連
絡調整に関すること

政策統括官付企画官（併任）
経営局保険課付

　企業、団体などのＰＲ関連
業務（新商品などの広報計
画、メディアリレーション活
動、発表会・ＰＲイベントの
実施、企業広報コンサルティ
ング、メディアトレーニング
など）

ＭＤ戦略センターＰＲ戦略局
ＰＲ職スーパーバイザー

　広報室全体の運営及び業務
管理面において、室長のサ
ポートを行うとともに、ＣＳ
Ｒ推進室の長として、室の具
体的な目標設定や後継者・室
員の育成など、組織運営に関
するマネジメント業務を行
う。

大臣官房人事課長補佐（併
任）社会・援護局総務課

　広報室内のＣＳＲ推進室の
管理職の一人として、室全体
の運営および業務管理を行
い、広報室長と兼務している
ＣＳＲ推進室長をサポートす
る。
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

派遣期間番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

会計検査院 H29.12.2
～

76 H31.12.1

〔業務内容〕

②

大川信用金庫 経済産業省 H29.12.2
～

77 H31.12.1
〔業務内容〕

①

営業推進部経営支援課課長代
理

九州経済産業局産業部消費経
済課消費経済係長

・支援先の経営上の諸問題の
明確化、その他原因究明、改
善計画の策定・実施、結果
チェック等、取引先の経営支
援及び経営指導に関する事
項。
・支援先の信用諸情報の収集
保管に関する事項。

ビジネスパートナーグループ
一般従業員

　法人向けリモートアクセス
サービスであるCACHATTOの販
売・代理店教育、販売促進の
ための企画業務・法務業務、
その他付随する業務

e-Janネットワークス株式会
社 第３局国土交通検査第５課調

査官補
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　　③　平成28年に派遣した職員（３７人）

平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

三優監査法人 会計検査院 H28.2.15
～

78 H30.6.30
〔業務内容〕

①

東日本旅客鉄道株式会社 内閣府 H28.4.1
広報部副課長 男女共同参画局総務課係長 ～

79 〔業務内容〕 H30.3.31

※ ④

株式会社野村総合研究所 金融庁 H28.4.1
～

80 H30.3.31
（株式会社野村総合研究所）

〔業務内容〕

①

株式会社八十二銀行 経済産業省 H28.4.1
法人部アソシエイト３ ～

81 〔業務内容〕 H30.3.31

①

川崎重工業株式会社 国土交通省 H28.4.1
～

82 H30.3.31
〔業務内容〕

②

番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

派遣期間

　水素チェーンプロジェクト
推進の個別業務について、そ
のプロジェクトメンバーとし
て業務を担当

　中小企業を中心としたコン
サルティング営業の企画・運
営等本部業務

関東経済産業局東京通商事務
所業務課輸出管理専門職（併
任）関東経済産業局産業部国
際課貿易振興係長

自動車局環境政策課次世代自
動車推進官

　広報関係事務の総合企画、
報道、部内外広報、社員育成
等

水素チェーン開発センター担
当部長

　セキュリティ人材育成事業
に関する支援業務、セキュリ
ティコンサルティングサービ
スに関する支援業務、セキュ
リティソリューションサービ
スに関する支援業務　等

本社勤務ＮＲＩセキュアテク
ノロジーズ株式会社出向

エヌ・アール・アイ・セキュ
アテクノロジーズ株式会社

業務本部東京事務所シニアス
タッフ

第３局国土交通検査第５課調
査官補

　契約締結会社（クライアン
ト）の会計監査業務

検査局総務課（併任）検査局
総務課システムモニタリング
チーム（併任）監督局総務課

（ＮＲＩセキュアテクノロ
ジーズ株式会社）
サイバーセキュリティサービ
ス事業本部サイバーセキュリ
ティ事業推進部特別専門職
コンサルタント
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

派遣期間

京都信用金庫 経済産業省 H28.5.1
企業成長推進部主任 ～

83 〔業務内容〕 H30.4.30

③

金融庁 H28.7.1
～

84 H30.6.30

〔業務内容〕

②

日東電工株式会社 金融庁 H28.7.1
～

85 H30.6.30
〔業務内容〕

※ ②

株式会社東京証券取引所 金融庁 H28.7.1
上場部調査役 ～

86 〔業務内容〕 H30.6.30

⑭

株式会社日立製作所 金融庁 H28.7.1
～

87 H30.6.30

〔業務内容〕

②

　付加価値営業による企業成
長の推進、臨店指導及び企業
金融担当者の指導育成、産学
公連携事業の企画・運営、制
度融資等事業性融資商品の企
画立案、企業金融部門の営業
推進及び業績管理

近畿経済産業局産業部中小企
業課小規模企業係長（併任）
近畿経済産業局産業部中小企
業課中小企業相談官

金融事業推進部技術戦略推進
部プロジェクトサポート担当
主任

経営戦略統括部門経理財務統
括部財務部資金管理グループ

総務企画局政策課

　金融機関（業界）における
セキュリティ対策等に関連す
る業務

　財務諸表の作成、年次業績
報告、資金繰り管理、現金・
送金・銀行口座・為替予約等
に関する業務

総務企画局企画課保険企画室
保険企画係長心得

　上場会社の適時開示に関す
る支援・助言、上場会社の企
業実態等の調査分析、会社情
報の収集整理などの業務

金融ビジネスユニット金融シ
ステム事業部事業推進本部シ
ステム統括部ＣＳＩＲＴ主任

監督局銀行第二課バーゼルⅡ
実施係長

総務企画局総務課

・金融システムに求められる
システム要件を踏まえた金融
システム構築ガイドラインの
作成
・ガイドラインの社内普及推
進等を実施する業務

株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

派遣期間

株式会社ラック 総務省 H28.7.1
情報流通行政局付 ～

88 H31.6.30
〔業務内容〕

②

日本ユニシス株式会社 30.4.1 総務省 H28.7.1
～

89 H30.6.30
〔業務内容〕 〔業務内容〕

　同左

③

シスコシステムズ合同会社 総務省 H28.7.1
～

90 H30.6.30
〔業務内容〕

②

厚生労働省 H28.7.1
大臣官房会計課長補佐 ～

91 企業商品業務部担当課長 H30.7.31
〔業務内容〕

④

日本通運株式会社 厚生労働省 H28.7.1
本社業務部調査役 職業安定局雇用保険課調査官 ～

92 〔業務内容〕 H30.6.30

③

「注」 28.6.30まで文部科学
省研究開発局宇宙開発利用課
宇宙開発連携協力推進官

・研究テーマの企画・統制
・サイバーセキュリティの研
究
・サイバーセキュリティの研
究成果を活用した事業化企画
支援

情報通信国際戦略局技術政策
課課長補佐（研究休職：国立
研究開発法人情報通信研究機
構耐災害ＩＣＴ研究セン
ター）

　先端技術の研究開発及び要
素技術実用化のための調査、
技術開発・獲得、知財化、事
業化に向けた技術移転に関す
る業務

情報流通行政局総務課課長補
佐

「注」 28.6.30まで内閣官房
内閣サイバーセキュリティセ
ンター

　コンプライアンスの徹底な
どを中心としたＣＳＲ経営の
推進強化及びその他関連する
業務

東京海上日動火災保険株式会
社

　企業向け保険商品の開発管
理、保険引受リスク管理、保
有、再保険政策等に関する業
務等を行う。

パブリックセクター政策推進
部シニアアドバイザー

　国内外の情報通信政策に関
する情報収集、国内政策関係
者への自社業務に関わる啓蒙
活動、国内外事業環境の分析
及び新規事業の企画と実施を
営業部門、海外関係部門と連
携して行う。

総合技術研究所未来環境室上
席研究員

総合技術研究所生命科学室上
席研究員

サイバー・グリッド・ジャパ
ン担当部長
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

派遣期間

厚生労働省 H28.7.1
年金局数理課長補佐 ～

93 リテール商品業務部課長代理 H30.6.30
〔業務内容〕

②

キリン株式会社 厚生労働省 H28.7.1
人事総務部人事担当経営職 年金局事業企画課企画調整官 ～

94 〔業務内容〕 H31.6.30

②

みずほ信託銀行株式会社 厚生労働省 H28.7.1
～

95 H31.6.30
〔業務内容〕

①

林野庁 H28.7.1
～

96 企業商品業務部担当課長 H30.6.30
〔業務内容〕

①

年金局事業管理課調査室長補
佐（併任）年金局事業管理課
調査室調査分析専門官

林政部林政課課長補佐（総
括）

　リテール市場向け保険商品
（火災保険、第三分野保険
（傷害保険、医療保険等））
等に関する商品開発、商品管
理、マーケットに関する調
査・研究及び販売手法等の立
案・実行・管理業務

損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

「注」 28.6.30まで日本年金
機構に勤務

１.シニア制度設計
・職務開発を含めたシニア層
の活躍推進の在り方を社内や
他社事例の情報収集を通じて
検討・方向性を決定・実現す
るための雇用体系・制度体系
の在り方（＝方向性）を検
討・決定
２.女性社員の就労継続支援
・「転勤」「長時間労働」と
いう視点を踏まえた女性社員
の就労継続支援への取組

年金業務部参事役（兼務）年
金研究所参事役

東京海上日動火災保険株式会
社

　企業向け保険商品の開発管
理、保険引受リスク管理、保
有、再保険政策等に関する業
務等を行う。

　年金・資産運用・資産管理
の統括業務。営業推進施策の
立案、営業支援、説明会等の
企画、年金・資産運用に係る
新商品・新業務の開発。信託
協会関連業務
　年金制度に関する調査研
究、機関紙発行等
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

派遣期間

国際原子力開発株式会社 経済産業省 H28.7.1
企画調査部部長 大臣官房秘書課付 ～

97 〔業務内容〕 H30.6.30

④

株式会社日本取引所グループ 経済産業省 H28.7.1
大臣官房秘書課付 ～

98 H30.6.30
〔業務内容〕

①

株式会社荘内銀行 経済産業省 H28.7.1
～

99 H30.6.30
〔業務内容〕

③

阪神国際港湾株式会社 国土交通省 H28.7.1
調査部調査部長 ～

100 〔業務内容〕 H31.6.30

④

ヤフー株式会社 総務省 H28.7.4
～

101 H30.7.3

〔業務内容〕

※ ①

（１）阪神港の将来計画策定
に向けた調査業務等
（２）海外港湾との連携調査
（３）集荷事業に関する補助
業務

コーポレート統括本部総合企
画室（兼務）コーポレート統
括本部政策企画本部シニアス
ペシャリスト

「注」 28.6.30まで内閣官房
内閣サイバーセキュリティセ
ンターセンター（併任）内閣
官房副長官補付

東北経済産業局総務企画部会
計課給与係長

経営企画部経営企画グループ
部長代理

総合企画部新規事業推進担当
調査役

　原子力発電新規導入国にお
ける原子力発電プロジェクト
の受注に向けた提案、調査、
附帯又は関連する業務

「注」 28.6.30まで中小企業
庁事業環境部金融課企画二係
長（併任）中小企業庁事業環
境部事業環境専門官

　フィンテック分野に関する
情報収集と評価、事業化検
討、ＪＰＸグループ内のイノ
ベーション推進等

港湾局海洋・環境課特定離島
港湾利用調整官（併任）港湾
局産業港湾課クルーズ振興室

　利益計画の策定に係る協
議、新たな顧客創造とアライ
アンス強化、法人営業体制改
革に関する協議立案、営業各
部・営業店とのコミュニケー
ションによる課題抽出等

・インターネットガバナンス
等企業政策課題に関連する諸
プロジェクトの支援業務
・検索サービス、ネット
ショッピングその他事業に関
わる施策の企画・立案、関係
先等の交渉等

情報通信国際戦略局情報通信
政策課課長補佐
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

派遣期間

首都圏新都市鉄道株式会社 国土交通省 H28.7.8
～

102 H30.7.7
〔業務内容〕

⑦

日本テレビ放送網株式会社 総務省 H28.7.15
情報通信国際戦略局付 ～

103 H30.3.31
〔業務内容〕

③

株式会社野村総合研究所 総務省 H28.8.1
未来創発センター主席研究員 情報通信国際戦略局付 ～

104 〔業務内容〕 H30.7.19

③

日本生命保険相互会社 厚生労働省 H28.8.1
～

105 H30.7.31
〔業務内容〕

②

株式会社ＩＨＩ 厚生労働省 H28.8.1
～

106 H30.7.31
〔業務内容〕

②

・電波産業会（ＡＲＩＢ）、
ＩＴＵ－Ｒなど標準化活動へ
の参画。
・業界先端状況の調査分析。
・４Ｋ/８Ｋ等、最新技術の
国内外動向調査。

　ＩＣＴ、ＩｏＴ、個人情報
活用政策及び民間企業におけ
る戦略に関する調査、分析

「注」 28.6.30まで放送大学
学園放送部メディア・衛星企
画室長

技術統括局技術開発部専門副
部長（管理職資格）

労働基準局安全衛生部労働衛
生課電離放射線労働者健康対
策室中央放射線管理専門官

　全社安全衛生管理の企画・
立案及び各地区における総務
部・工場の行う安全衛生管理
の指導・援助・調整、建設工
事安全衛生に関する企画・立
案・調整、従業員の健康管理
及び健康の維持増進に関する
基本政策の企画・立案　等

人事部労働安全グループ主査
（課長職相当）

法人営業企画部法人営業開発
室調査役

　社長からの特命事項（公共
交通政策に係る調査・分析業
務や新たな事業開発等に係る
事業企画業務など）及び経営
企画部の総括

「注」 28.6.30まで金融庁総
務企画局参事官（併任）総務
企画局郵便保険監督参事官

　ヘルスケア事業のビジネス
開発および推進に関する企
画・立案・実施等

大臣官房厚生科学課長補佐
（併任）大臣官房厚生科学課
科学技術調整官（併任）大臣
官房国際課（併任）大臣官房
厚生科学課健康危機管理・災
害対策室健康危機管理調整官

近畿運輸局交通政策部長（併
任）近畿運輸局観光部（併
任）大阪航空局近畿地域空港
振興調整官

経営企画部参与兼経営企画部
長
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

派遣期間

農林水産省 H28.8.1
～

107 品質戦略部メンバー H30.7.31
〔業務内容〕

※ ⑥

経済産業省 H28.9.1
～

108 H31.6.30

〔業務内容〕

①

国土交通省 H28.9.1
～

109 H30.6.30

〔業務内容〕

⑥

富士フイルム株式会社 厚生労働省 H28.9.1
ヘルスケア事業推進室担当者 ～

110 〔業務内容〕 H30.7.31

③

京浜急行電鉄株式会社 30.3.16 総務省 H28.10.1
グループ戦略室専任課長 グループ戦略室担当課長 ～

111 〔業務内容〕 〔業務内容〕 H30.7.31
　同左

③

・最新のＩＴ技術を活用した
新事業の創出と実行（お客様
の利便性向上、収入を得られ
る事業、インバウンドに寄与
する事業の創出）
・外部機関等とのＩＴ関連の
連携（大学等における実証実
験等に関する調整、推進）

総合通信基盤局電波部電波政
策課課長補佐（併任）情報通
信国際戦略局情報通信政策課

①ヘルス事業全般（主に機能
性化粧品、サプリメント）の
新製品開発支援（企画・マー
ケティング・事業探索等）
②海外市場調査、販売チャン
ネルに関する調査と海外販売
戦略立案への助言

老健局老人保健課企画法令係
長

サントリーホールディングス
株式会社

・サントリーグループ全体の
品質マネジメント及び品質カ
ルチャーの醸成
・新たな品質戦略課題の探
索・策定・推進

土地・建設産業局不動産業課
不動産業政策調整官（併任）
住宅局住宅取得給付措置推進
室

企業商品業務部担当課長
（リーダークラス）

　主に東南アジア、加えてイ
ンド、アフリカ等の海外諸地
域におけるコンテナＤＣやク
ラウド等の自社技術を活用し
た事業開発の推進

株式会社インターネットイニ
シアティブ
グローバル事業本部グローバ
ル事業開発部担当課長

通商政策局中東アフリカ課長
補佐（併任）大臣官房秘書課
経済産業審議官付

東京海上日動火災保険株式会
社

　企業商品業務部において、
企業向け保険商品の開発管
理、保険引受リスク管理、保
有再保険政策等に関する業務
等

生産局農産部技術普及課ス
マート農業推進班スマート農
業調整係長
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

派遣期間

株式会社東北新社 30.8.1 総務省 H28.11.1
～

112 H31.6.30

〔業務内容〕 〔業務内容〕
　同左

③

本田技研工業株式会社 30.8.1 特許庁 H28.11.1
～

113 H31.3.31

〔業務内容〕
　同左

①

国土交通省 H28.12.15
～

114 事業推進本部審議役 H30.6.30
〔業務内容〕

①

総合通信基盤局電波部電波政
策課課長補佐

　関連のＢＳ・ＣＳチャンネ
ルに関する配信プロジェクト
の推進業務

デジタルメディア事業部付事
業戦略部専任副部長

審査第三部審査官（有機化学
（農薬・染料））

１、グローバル知財・模倣品
対策（訴訟対応、税関水際対
策など）
２、開発現場での知財創出施
策（知財ポートフォーリオの
作成強化、環境分野等の競争
力分析など）

（１）近年急増中の外航ク
ルーズ船寄港を通した観光活
性化による地域振興や、離島
観光、クルーズ、海水浴、海
上・海中遊覧等海洋環境・資
源を活用した観光に係る調
査、研究及び計画
（２）「みなとオアシス」を
はじめとする新たな観光拠点
を活用したＤＭＯの形成支援
及び普及啓蒙の他、クルーズ
振興、農水産物の販売に関わ
る港湾関連団体等との連携強
化による新たな観光事業の研
究

公益社団法人日本観光振興協
会 港湾局技術企画課長補佐（併

任）総合政策局政策課（併
任）総合政策局参事官付

知的財産・標準化統括部四輪
事業知的財産部第一知財課主
任

知的財産・標準化統括部二
輪・パワープロダクツ事業知
的財産部戦略企画課主任

デジタルメディア事業部企画
開発センターコミュニティ開
発部UI/UX開発（専任副部
長）
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　　④　平成27年に派遣した職員（４人）

平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

株式会社北洋銀行 国土交通省 H27.4.1
地域産業支援部主任調査役 ～

115 〔業務内容〕 H30.3.31

③

株式会社豊田自動織機 経済産業省 H27.5.1
～

116 H30.3.31

〔業務内容〕

②

株式会社経営共創基盤 金融庁 H27.7.13
総務企画局総務課課付 ～

117 H30.7.12
〔業務内容〕

②

株式会社日本人材機構 金融庁 H27.12.7
創生事業本部ディレクター 総務企画局付 ～

118 〔業務内容〕 H30.6.30

①

　地域の中堅・中小企業に対
するコンサルティング業務、
経営（サポート）人材等の
マッチング業務等

　経営コンサルティング、財
務アドバイザリー、投資業務
等

「注」 27.7.6まで平成25年
度行政官長期在外研究員とし
てロンドン大学（連合王国）
において研究に従事

「注」 27.12.6まで株式会社
地域経済活性化支援機構に勤
務

番号
派遣先企業における地位

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等

派遣期間

　北海道の地域産業育成・活
性化に関する業務
１．観光関連業務：道内の観
光産業の支援・育成
２．農業・フードビジネス関
連業務：食産業育成、北海道
フード特区に関する業務
３．ものづくり関連業務：道
内の機械・工業産業の支援・
育成

ＩＧＰＩカンパニーアソシエ
イト

中部経済産業局地域経済部国
際課総括係長（併任）中部経
済産業局地域経済部国際課輸
出管理専門職（併任）中部経
済産業局地域経済部国際課国
際交流室調整係長

北海道開発局小樽開発建設部
築港課開発専門職（併任）北
海道開発局港湾空港部港湾計
画課

技術・開発本部Ｒ＆Ｄ統括部
企画管理室企画グループ
嘱託

　新事業創出のための開発
テーマ企画から新規事業化ま
でを一貫して強力に推進、サ
ポートする体制を構築する等
の業務。具体的には、関連す
る市場と技術情報に関する調
査、情報ネットワークの構
築、情報蓄積の仕組み構築、
情報分析と手法の検討、環境
変化が及ぼす影響予測等に関
わる業務
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　　⑤　平成26年に派遣した職員（２人）

平成30年1月1日 平成30年に変更が
における地位 あった場合の地位

スズキ株式会社 特許庁 H26.4.1
～

119 H30.3.31
〔業務内容〕

②

経済産業省 H26.10.15
～

120 秘書部部長 H30.7.21
〔業務内容〕

①
　国内外における社長業務の
フォロー

サントリーホールディングス
株式会社 通商政策局南西アジア室長

番号

・特許・ノウハウを含む知的
財産情報の活用
・知的財産に関する運用体制
の整備
・技術提携に関する交渉

派遣期間
派遣先企業における地位

審査第四部主任上席審査官
（情報記録）

法務・知財本部知的財産部戦
略担当部長

交流派遣職員がその交流
派遣に係る第7条第2項の
規定による書類の提出の
時に占めていた官職等
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２．交流派遣

【国の機関から民間企業に派遣】

から復帰した職員の状況





２．交流派遣【 国の機関から民間企業に派遣 】から復帰した職員の状況（１４２人 ）
　　①　平成30年に復帰した職員（４０人）

スズキ株式会社 H30.4.1 ～ H26.4.1
～

121 H30.4.1 ～ H30.3.31
〔業務内容〕

H30.4.1 ～

②

H30.7.22 ～ H30.7.24 H26.10.15
～

122 秘書部部長 H30.7.22 ～ H30.7.21
〔業務内容〕

H30.7.22 ～ H30.7.24

H30.7.22 ～

H30.7.25 ～

H30.7.25 ～

①

株式会社北洋銀行 H30.4.1 ～ H27.4.1
地域産業支援部主任調査役 ～

123 〔業務内容〕 H30.3.31

③

（備考１）「番号」欄の※印は女性。
（備考２）「派遣期間」欄の○数字は、各府省と当該民間企業との間の連続交流の回数。

（ア）国土交通省北海道開発局
開発監理部開発計画課上席開発
計画専門官

派遣期間

・特許・ノウハウを含む知的
財産情報の活用
・知的財産に関する運用体制
の整備
・技術提携に関する交渉

サントリーホールディングス
株式会社

　国内外における社長業務の
フォロー

　北海道の地域産業育成・活
性化に関する業務
１．観光関連業務：道内の観
光産業の支援・育成
２．農業・フードビジネス関
連業務：食産業育成、北海道
フード特区に関する業務
３．ものづくり関連業務：道
内の機械・工業産業の支援・
育成

（備考３）②及び③中、平成29年及び28年に復帰した職員で平成29年以前に退職した者については、過去の年
次報告で報告済みのもの（「平成30年に占めていた官職等」欄は「なし」と表記。）。

法務・知財本部知的財産部戦
略担当部長

（ア）特許庁審判部上級審判官
（第２６部門）

（ウ）（併任）特許庁審査第四
部応用デバイス技術担当室長

（イ）（併任）特許庁審査第四
部審査官

（ア）経済産業省経済産業政策
局参事官
（イ）（命）地域・公的サービ
ス産業化総括
（ウ）（併任）経済産業省大臣
官房付
（エ）（併任）経済産業省商務
情報政策局商務・サービスグ
ループ付

（オ）経済産業省大臣官房参事
官
（カ）（併任）経済産業省大臣
官房２０２５年国際博覧会推進
事務局次長

番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等
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派遣期間番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等

株式会社豊田自動織機 H30.4.1 ～ H27.5.1
～

124 H30.3.31
〔業務内容〕 H30.4.1 ～

H30.4.1 ～

H30.4.1 ～

H30.5.1 ～

H30.5.1 ～

H30.10.1 ～

H30.10.1 ～

H30.10.1 ～

②

株式会社経営共創基盤 （ア）金融庁総務企画局付 H30.7.13 ～ H30.7.16 H27.7.13
H30.7.17 ～ ～

125 H30.7.12
〔業務内容〕 H30.11.30 ～

②

株式会社日本人材機構 H30.7.1 ～ H30.7.16 H27.12.7
創生事業本部ディレクター ～

126 〔業務内容〕 H30.7.17 ～ H30.6.30

H30.7.17 ～

①

（ウ）（併任）金融庁監督局総
務課

ＩＧＰＩカンパニーアソシエ
イト

　経営コンサルティング、財
務アドバイザリー、投資業務
等

（ク）（併任）経済産業省中部
経済産業局産業部経営支援課中
小企業相談官

（イ）金融庁総合政策局リスク
分析総括課課長補佐

（ア）金融庁監督局総務課課長
補佐
（イ）金融庁監督局銀行第二課
課長補佐

（ア）経済産業省中部経済産業
局産業部経営支援課中小企業海
外展開支援係長

技術・開発本部Ｒ＆Ｄ統括部
企画管理室企画グループ嘱託

　新事業創出のための開発
テーマ企画から新規事業化ま
でを一貫して強力に推進、サ
ポートする体制を構築する等
の業務。具体的には、関連す
る市場と技術情報に関する調
査、情報ネットワークの構
築、情報蓄積の仕組み構築、
情報分析と手法の検討、環境
変化が及ぼす影響予測等に関
わる業務

（イ）（併任）経済産業省中部
経済産業局産業部経営支援課創
業支援係長

（ウ）（併任）経済産業省中部
経済産業局産業部経営支援課新
事業支援室調整係長

（エ）（併任）経済産業省中部
経済産業局産業部経営支援課新
事業支援室振興係長

（オ）（併任）経済産業省中部
経済産業局産業部経営支援課総
括係長

（カ）（併任）経済産業省中部
経済産業局産業部産業振興課経
営力向上室

（キ）（併任）経済産業省中部
経済産業局産業部経営支援課計
画係長

（ケ）（併任）経済産業省中部
経済産業局産業部経営支援課新
事業支援室企画係長

（ウ）（併任）金融庁総合政策
局総合政策課

　地域の中堅・中小企業に対
するコンサルティング業務、
経営（サポート）人材等の
マッチング業務等
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派遣期間番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等

H30.1.1 ～ H30.4.30 H28.1.1
～

127 H29.12.31
H30.1.1 ～ H30.3.31

〔業務内容〕

H30.1.1 ～ H30.4.30

H30.1.1 ～ H30.4.30

H30.5.1 ～

H30.5.1 ～

H30.5.1 ～ H30.7.24

H30.5.1 ～

H30.5.1 ～

H30.7.25 ～

①

三優監査法人 H30.7.1 ～ H28.2.15
～

128 H30.6.30
〔業務内容〕

①

東日本旅客鉄道株式会社 H30.4.1 ～ H28.4.1
広報部副課長 ～

129 〔業務内容〕 H30.3.31

※ ④

　広報関係事務の総合企画、
報道、部内外広報、社員育成
等

（ケ）（併任）経済産業省中国
経済産業局産業部中小企業課消
費税転嫁対策室転嫁対策調査官

（コ）（併任）経済産業省中国
経済産業局産業部産業振興課中
小企業金融検査室信用保証検査
官

（ア）会計検査院第２局厚生労
働検査第１課調査官

（ア）内閣府大臣官房政府広報
室広報専門官

業務本部東京事務所シニアス
タッフ

株式会社山口フィナンシャル
グループ
出向（もみじ銀行地域振興部
副調査役）

　補助金・助成制度等の顧客
提案営業、産学官連携・事業
化支援等の推進、地域資源活
用・新事業創出等の企画、等

（ク）（併任）経済産業省中国
経済産業局地域経済部地域経済
課消費税転嫁対策室転嫁対策調
査官

（オ）経済産業省中国経済産業
局産業部中小企業課支援体制係
長

（カ）（併任）経済産業省中国
経済産業局産業部中小企業課小
規模企業係長

（キ）（併任）経済産業省中国
経済産業局産業部中小企業課信
用保証検査官

（イ）（併任）経済産業省中国
経済産業局総務企画部企画調査
課調査室地域経済係長

（ア）経済産業省中国経済産業
局総務企画部企画調査課地方創
生専門官

（ウ）（併任）経済産業省中国
経済産業局総務企画部企画調査
課調査室統計解析係長

（エ）（併任）経済産業省中国
経済産業局総務企画部企画調査
課調査室産業連関係長

　契約締結会社（クライアン
ト）の会計監査業務
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派遣期間番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等

株式会社野村総合研究所 H30.4.1 ～ H30.7.16 H28.4.1
～

130 H30.3.31
（株式会社野村総合研究所）

H30.4.1 ～ H30.7.16

H30.4.1 ～ H30.7.16

H30.4.1 ～ H30.7.16

H30.4.1 ～
〔業務内容〕

H30.7.17 ～

H30.7.17 ～

H30.9.5 ～
①

株式会社八十二銀行 H30.4.1 ～ H28.4.1
法人部アソシエイト３ ～

131 〔業務内容〕 H30.3.31
H30.4.1 ～

H30.7.25 ～

①

川崎重工業株式会社 H30.4.1 ～ H28.4.1
～

132 H30.3.31
〔業務内容〕

②

京都信用金庫 H30.5.1 ～ H28.5.1
企業成長推進部主任 ～

133 〔業務内容〕 H30.4.30
H30.7.1 ～

③

（ウ）（併任）経済産業省関東
経済産業局産業部産業振興課中
小企業金融検査室信用保証検査
官

（ア）金融庁総務企画局政策課
サイバーセキュリティ対策企画
調整室サイバーセキュリティ対
策第二係長

（イ）（併任）金融庁検査局総
務課金融証券検査官

エヌ・アール・アイ・セキュ
アテクノロジーズ株式会社

本社勤務ＮＲＩセキュアテク
ノロジーズ株式会社出向
（ＮＲＩセキュアテクノロ
ジーズ株式会社）
サイバーセキュリティサービ
ス事業本部サイバーセキュリ
ティ事業推進部特別専門職
コンサルタント

　セキュリティ人材育成事業
に関する支援業務、セキュリ
ティコンサルティングサービ
スに関する支援業務、セキュ
リティソリューションサービ
スに関する支援業務　等

（ク）（併任）金融庁総合政策
局秘書課

（エ）（併任）金融庁総務企画
局総務課
（オ）（併任）内閣事務官（内
閣官房内閣サイバーセキュリ
ティセンター）

（カ）金融庁総合政策局総合政
策課サイバーセキュリティ対策
企画調整室サイバーセキュリ
ティ対策第二係長

水素チェーン開発センター担
当部長

　水素チェーンプロジェクト
推進の個別業務について、そ
のプロジェクトメンバーとし
て業務を担当

　付加価値営業による企業成
長の推進、臨店指導及び企業
金融担当者の指導育成、産学
公連携事業の企画・運営、制
度融資等事業性融資商品の企
画立案、企業金融部門の営業
推進及び業績管理

（ア）海上保安庁装備技術部船
舶課上席船舶工務官

（ア）経済産業省近畿経済産業
局地域経済部地域経済課産業人
材企画係長

（ウ）（併任）金融庁検査局総
務課システムモニタリングチー
ム

（ア）経済産業省関東経済産業
局産業部中小企業金融課金融係
長

（イ）（併任）経済産業省大臣
官房福島復興推進グループ総合
調整室付

（イ）（併任）経済産業省関東
経済産業局産業部中小企業金融
課信用保証係長

（キ）（併任）金融庁総合政策
局リスク分析総括課

　中小企業を中心としたコン
サルティング営業の企画・運
営等本部業務
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派遣期間番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等

H30.7.1 ～ H30.7.16 H28.7.1
～

134 H30.6.30
H30.7.1 ～ H30.7.16

〔業務内容〕 H30.7.17 ～

H30.7.17 ～

H30.7.17 ～

H30.7.17 ～
②

日東電工株式会社 H30.7.1 ～ H30.7.16 H28.7.1
～

135 H30.7.17 ～ H30.6.30
〔業務内容〕

※ ②

株式会社東京証券取引所 H30.7.1 ～ H30.7.16 H28.7.1
上場部調査役 ～

136 〔業務内容〕 H30.7.17 ～ H30.6.30

H30.7.17 ～

⑭

株式会社日立製作所 （ア）金融庁監督局総務課課付 H30.7.1 ～ H30.7.16 H28.7.1
H30.7.17 ～ ～

137 H30.6.30
H30.7.17 ～

〔業務内容〕

②

日本ユニシス株式会社 （ア）総務省国際戦略局付 H30.7.1 ～ H30.7.31 H28.7.1
H30.8.1 ～ ～

138 H30.6.30
〔業務内容〕 H30.8.1 ～

③

（ウ）金融庁総合政策局秘書課
情報化統括室情報セキュリティ
対策推進係長心得

（エ）（併任）金融庁総合政策
局総務課広報企画係長心得

　上場会社の適時開示に関す
る支援・助言、上場会社の企
業実態等の調査分析、会社情
報の収集整理などの業務

株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ
金融事業推進部技術戦略推進
部プロジェクトサポート担当
主任

・金融システムに求められる
システム要件を踏まえた金融
システム構築ガイドラインの
作成
・ガイドラインの社内普及推
進等を実施する業務

経営戦略統括部門経理財務統
括部財務部資金管理グループ

　財務諸表の作成、年次業績
報告、資金繰り管理、現金・
送金・銀行口座・為替予約等
に関する業務

（カ）（併任）金融庁総合政策
局リスク分析総括課

金融ビジネスユニット金融シ
ステム事業部事業推進本部シ
ステム統括部ＣＳＩＲＴ主任

　金融機関（業界）における
セキュリティ対策等に関連す
る業務

総合技術研究所未来環境室上
席研究員

　先端技術の研究開発及び要
素技術実用化のための調査、
技術開発・獲得、知財化、事
業化に向けた技術移転に関す
る業務

（イ）総務省国際戦略局国際経
済課企画官
（ウ）（併任）総務省国際戦略
局国際協力課

（ア） 金融庁総務企画局総務
課情報化統括室情報セキュリ
ティ対策推進係長心得

（イ）（併任）金融庁総務企画
局政策課

（オ）（併任）金融庁総合政策
局総合政策課サイバーセキュリ
ティ対策企画調整室

（ア）金融庁公認会計士・監査
審査会事務局総務試験室
（イ）金融庁公認会計士・監査
審査会事務局総務試験室総務係
長心得

（ア）金融庁総務企画局総務課
課付
（イ）金融庁総合政策局秘書課
専門官
（ウ）（併任）金融庁総合政策
局秘書課人事第三係長

（イ）金融庁総合政策局リスク
分析総括課金融証券検査官
（ウ）（併任）金融庁監督局総
務課
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派遣期間番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等

シスコシステムズ合同会社 H30.7.1 ～ H30.7.8 H28.7.1
～

139 H30.7.9 ～ H30.6.30
〔業務内容〕

②

H30.8.1 H28.7.1
～

140 企業商品業務部担当課長 H30.8.1 H30.7.31
〔業務内容〕

④

日本通運株式会社 （ア）厚生労働省大臣官房付 H30.7.1 ～ H30.7.30 H28.7.1
本社業務部調査役 H30.7.31 ～ ～

141 〔業務内容〕 H30.6.30

③

H30.7.1 ～ H28.7.1
～

142 リテール商品業務部課長代理 H30.6.30
〔業務内容〕

②

H30.7.1 ～ H30.7.26 H28.7.1
～

143 企業商品業務部担当課長 H30.7.27 ～ H30.6.30
〔業務内容〕

①

　国内外の情報通信政策に関
する情報収集、国内政策関係
者への自社業務に関わる啓蒙
活動、国内外事業環境の分析
及び新規事業の企画と実施を
営業部門、海外関係部門と連
携して行う。

東京海上日動火災保険株式会
社

　企業向け保険商品の開発管
理、保険引受リスク管理、保
有、再保険政策等に関する業
務等を行う。

（ア）総務省国際戦略局国際政
策課課長補佐

（イ）退職（社会保険診療報酬
支払基金へ）

（ア）厚生労働省大臣官房人事
課長補佐

パブリックセクター政策推進
部シニアアドバイザー

　コンプライアンスの徹底な
どを中心としたＣＳＲ経営の
推進強化及びその他関連する
業務

損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

　リテール市場向け保険商品
（火災保険、第三分野保険
（傷害保険、医療保険等））
等に関する商品開発、商品管
理、マーケットに関する調
査・研究及び販売手法等の立
案・実行・管理業務

東京海上日動火災保険株式会
社

（ア）厚生労働省年金局数理課
長補佐

（ア）農林水産省大臣官房秘書
課付
（イ）農林水産省食料産業局食
品製造課基準認証室長

　企業向け保険商品の開発管
理、保険引受リスク管理、保
有、再保険政策等に関する業
務等を行う。

（イ）総務省国際戦略局国際政
策課課長補佐（国際機関派遣：
アジア・太平洋電気通信共同
体）

（イ）厚生労働省労働基準局労
働関係法課長
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派遣期間番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等

国際原子力開発株式会社 H30.7.1 ～ H30.7.6 H28.7.1
企画調査部部長 ～

144 〔業務内容〕 （イ）退職（愛知県へ） H30.7.6 H30.6.30

④

株式会社日本取引所グループ H30.7.1 ～ H30.7.31 H28.7.1
～

145 H30.6.30
〔業務内容〕 H30.8.1 ～

H30.8.1 ～

H30.8.1 ～
①

株式会社荘内銀行 H30.7.1 ～ H28.7.1
～

146 H30.6.30
〔業務内容〕 H30.7.1 ～

H30.7.1 ～

H30.7.1 ～

③

ヤフー株式会社 H30.7.4 ～ H30.7.19 H28.7.4
～

147 H30.7.20 ～ H30.7.3

〔業務内容〕

※ ①

総合企画部新規事業推進担当
調査役

　フィンテック分野に関する
情報収集と評価、事業化検
討、ＪＰＸグループ内のイノ
ベーション推進等

（ア）資源エネルギー庁電力・
ガス事業部原子力政策課原子力
国際協力推進室付

（イ）資源エネルギー庁電力・
ガス事業部原子力政策課原子力
国際協力推進室国際協力二係長

（ウ）（併任）内閣府政策統括
官（科学技術・イノベーション
担当）付参事官（原子力担当）
付主査

（エ）（併任）内閣府原子力政
策担当室室員

（ア）経済産業省大臣官房秘書
課付

　原子力発電新規導入国にお
ける原子力発電プロジェクト
の受注に向けた提案、調査、
附帯又は関連する業務

経営企画部経営企画グループ
部長代理

　利益計画の策定に係る協
議、新たな顧客創造とアライ
アンス強化、法人営業体制改
革に関する協議立案、営業各
部・営業店とのコミュニケー
ションによる課題抽出等

コーポレート統括本部総合企
画室（兼務）コーポレート統
括本部政策企画本部シニアス
ペシャリスト

（ア）総務省情報流通行政局情
報通信政策課課長補佐
（イ）総務省情報流通行政局情
報流通振興課情報流通高度化推
進室長

（ア）経済産業省東北経済産業
局地域経済部地域経済課総括係
長

（イ）（併任）経済産業省東北
経済産業局地域経済部地域経済
課競争環境整備室企画調査係長

（ウ）（併任）経済産業省東北
経済産業局地域経済部地域経済
課消費税転嫁対策室消費税転嫁
対策係長

（エ）（併任）経済産業省東北
経済産業局地域経済部地域未来
投資促進室地域未来投資促進係
長

・インターネットガバナンス
等企業政策課題に関連する諸
プロジェクトの支援業務
・検索サービス、ネット
ショッピングその他事業に関
わる施策の企画・立案、関係
先等の交渉等

- 41 -



派遣期間番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等

首都圏新都市鉄道株式会社 （ア）国土交通省大臣官房付 H30.7.8 ～ H30.7.30 H28.7.8
H30.7.31 ～ ～

148 H30.7.7
〔業務内容〕

⑦

日本テレビ放送網株式会社 H30.4.1 ～ H28.7.15
～

149 H30.3.31
〔業務内容〕

③

株式会社野村総合研究所 H30.7.20 ～ H28.8.1
未来創発センター主席研究員 ～

150 〔業務内容〕 H30.7.19

③

日本生命保険相互会社 H30.8.1 H28.8.1
～

151 （イ）退職（日本年金機構へ） H30.8.1 H30.7.31
〔業務内容〕

②

株式会社ＩＨＩ H30.8.1 ～ H28.8.1
～

152 H30.8.1 ～ H30.7.31
〔業務内容〕

②

　全社安全衛生管理の企画・
立案及び各地区における総務
部・工場の行う安全衛生管理
の指導・援助・調整、建設工
事安全衛生に関する企画・立
案・調整、従業員の健康管理
及び健康の維持増進に関する
基本政策の企画・立案　等

　社長からの特命事項（公共
交通政策に係る調査・分析業
務や新たな事業開発等に係る
事業企画業務など）及び経営
企画部の総括

技術統括局技術開発部専門副
部長（管理職資格）

・電波産業会（ＡＲＩＢ）、
ＩＴＵ－Ｒなど標準化活動へ
の参画。
・業界先端状況の調査分析。
・４Ｋ/８Ｋ等、最新技術の
国内外動向調査。

（ア）総務省九州総合通信局無
線通信部長

経営企画部参与兼経営企画部
長

人事部労働安全グループ主査
（課長職相当）

　ＩＣＴ、ＩｏＴ、個人情報
活用政策及び民間企業におけ
る戦略に関する調査、分析

法人営業企画部法人営業開発
室調査役

（ア）厚生労働省大臣官房人事
課長補佐

（ア）厚生労働省上席職業能力
検定官
（イ）（併任）人材開発統括官
付能力評価担当参事官室

　ヘルスケア事業のビジネス
開発および推進に関する企
画・立案・実施等

（ア）総務省電気通信紛争処理
委員会事務局参事官

（イ）海上保安庁第四管区海上
保安本部次長
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派遣期間番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等

H30.8.1 ～ H30.8.25 H28.8.1
～

153 品質戦略部メンバー H30.8.26 ～ H30.7.31
〔業務内容〕

※ ⑥

H30.7.1 ～ H28.9.1
～

154 H30.7.1 ～ H30.7.22 H30.6.30

〔業務内容〕 H30.8.1 ～

⑥

富士フイルム株式会社 H30.8.1 ～ H28.9.1
ヘルスケア事業推進室担当者 ～

155 〔業務内容〕 H30.8.1 ～ H30.7.31

③

京浜急行電鉄株式会社 H30.8.1 ～ H28.10.1
グループ戦略室専任課長 ～

156 〔業務内容〕 H30.7.31

③

サントリーホールディングス
株式会社

（ア）総務省国際戦略局技術政
策課企画官

①ヘルス事業全般（主に機能
性化粧品、サプリメント）の
新製品開発支援（企画・マー
ケティング・事業探索等）
②海外市場調査、販売チャン
ネルに関する調査と海外販売
戦略立案への助言

・サントリーグループ全体の
品質マネジメント及び品質カ
ルチャーの醸成
・新たな品質戦略課題の探
索・策定・推進

（イ）農林水産省食料産業局食
品流通課総務班総括係長

（ア）農林水産省食料産業局食
品流通課付

・最新のＩＴ技術を活用した
新事業の創出と実行（お客様
の利便性向上、収入を得られ
る事業、インバウンドに寄与
する事業の創出）
・外部機関等とのＩＴ関連の
連携（大学等における実証実
験等に関する調整、推進）

東京海上日動火災保険株式会
社
企業商品業務部担当課長
（リーダークラス）

　企業商品業務部において、
企業向け保険商品の開発管
理、保険引受リスク管理、保
有再保険政策等に関する業務
等

（ア）国土交通省都市局都市政
策課都市政策企画官
（イ）（併任）国土交通省都市
局まちづくり推進課

（ア）厚生労働省政策統括官付
情報化担当参事官室企画係長
（イ）（併任）厚生労働省政策
統括官付サイバーセキュリティ
担当参事官室

（ウ）（併任）国土交通省都市
局都市安全課都市防災対策企画
室
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派遣期間番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等

H30.7.1 ～ H28.12.15
～

157 事業推進本部審議役 H30.7.1 ～ H30.6.30
〔業務内容〕

（ウ）（併任）観光庁 H30.7.1 ～
H30.7.30 ～

H30.7.30 ～

H30.7.30 ～

①

阪神国際港湾株式会社 H30.7.1 ～ H29.4.1
調査部調査課長 ～

158 〔業務内容〕 H30.6.30
H30.7.1 ～

⑤

東レ株式会社 H30.7.31 ～ H29.7.11
～

159 H30.7.30
〔業務内容〕

※ ④

（エ）（併任）内閣事務官（内
閣官房副長官補付）
（オ）（命）内閣官房特定複合
観光施設区域整備推進室室員
（カ）（併任）特定複合観光施
設区域整備推進本部事務局局員

・コンテナターミナルのあり
方の企画、調整業務
・コンテナターミナル高度化
利用の企画、調整業務　等

ＣＳＲ推進室主任部員（担当
課長）

　東レおよび東レグループの
短・中・長期ＣＳＲ経営戦略
の企画・推進に関して、ＣＳ
Ｒ推進室長を補佐しながら、
社内外のキーマンとなって対
応する。
（業務例：全社会議開催、Ｃ
ＳＲ活動計画の策定、各ライ
ンＣＳＲ活動フォロー、支援
等の事務局業務。）

公益社団法人日本観光振興協
会

（１）近年急増中の外航ク
ルーズ船寄港を通した観光活
性化による地域振興や、離島
観光、クルーズ、海水浴、海
上・海中遊覧等海洋環境・資
源を活用した観光に係る調
査、研究及び計画
（２）「みなとオアシス」を
はじめとする新たな観光拠点
を活用したＤＭＯの形成支援
及び普及啓蒙の他、クルーズ
振興、農水産物の販売に関わ
る港湾関連団体等との連携強
化による新たな観光事業の研
究

（イ）（併任）国土交通省港湾
局

（ア）厚生労働省大臣官房人事
課調査官

（ア）国土交通省大臣官房総務
課企画調整官

（ア）国土交通省近畿地方整備
局神戸港湾事務所先任建設管理
官

（イ）（併任）近畿地方整備局
港湾空港部港湾空港整備・補償
課
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派遣期間番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等

有限責任監査法人トーマツ H30.7.1 ～ H30.7.16 H29.7.16
～

160 H30.7.1 ～ H30.7.16 H30.6.30

H30.7.17 ～
〔業務内容〕

H30.7.17 ～

②

アドバイザリー事業本部 イ
ンダストリー事業部　ＦＳＩ
ＦＩＧコンサルティング
シニアスタッフ

・金融機関向けアドバイザ
リー業務全般
・銀行、証券会社、保険会社
に対する、各種内部管理（リ
スク管理、コンプライアン
ス、内部監査）態勢構築・高
度化支援（外部評価・検証及
び高度化アドバイサリー）、
海外進出支援等

（ウ）金融庁企画市場局企業開
示課企業会計第一係長
（エ）（併任）金融庁企画市場
局企業開示課企業会計第四係長

（ア） 金融庁総務企画局企業
開示課企業会計第一係長
（イ）（併任）金融庁総務企画
局企業開示課企業会計第三係長
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　　②　平成29年に復帰した職員（５０人）

住友林業株式会社 H29.7.14 ～ H26.6.1
～

161 H29.3.31
〔業務内容〕 H29.10.24 ～

H30.5.1 ～
※ ②

東急不動産株式会社 H29.11.1 ～ H30.9.30 H26.7.14
～

162 H29.10.31
〔業務内容〕 H30.1.1 ～ H30.7.30

H30.7.25 ～

H30.10.1 ～

H30.10.1 ～

①

本田技研工業株式会社 H29.7.18 ～ H30.7.30 H26.8.1
～

163 H30.7.31 ～ H29.7.17
〔業務内容〕

①

東京瓦斯株式会社 H29.9.1 ～ H26.8.1
～

164 H29.5.14
〔業務内容〕

②

（オ）（併任）中小企業庁経営
支援部小規模企業振興課長補佐
（企画調整担当）

（ア）国土交通省総合政策局行
政情報化推進課長
（イ）総務省情報流通行政局郵
政行政部信書便事業課長

導管ネットワーク本部導管企
画部導管企画部長付

　東京ガスグループの主要経
営課題であるスマートエネル
ギーネットワークに関する取
組の状況や今後の戦略を一元
的に把握するとともに、変化
の激しいスマート化の動向に
即応しつつ、新たなビジネス
モデルの企画・開発を行う。

（ア）総務省国際戦略局宇宙通
信政策課衛星開発推進官

・WiFiでつながるモビリ
ティー社会の実現に向けたシ
ステムの開発と実用化
・V-Lowマルチメディア放送
の実現に向けた施策の策定
　上記内容のプロジェクト
リーダー

番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等 派遣期間

ウェルネス事業ヘルスケア事
業本部課長補佐

　シニア層のニーズに応えた
医療、介護、生活支援、ヘル
スケアの総合サービス体制の
構築やフィットネス・リゾー
ト施設・シニア住宅等の事業
リソースによる健康増進プロ
グラムの検討

（ウ）（併任）環境省大臣官房
秘書課

（ア）中小企業庁経営支援部小
規模企業振興課小規模企業専門
官
（イ）（併任）経済産業省経済
産業政策局総務課付
（ウ）（併任）中小企業庁長官
官房デジタル・トランスフォー
メーション室付

（ア）環境省自然環境局自然環
境計画課生物多様性戦略推進室
室長補佐
（イ）（併任）環境省自然環境
局自然環境計画課生物多様性主
流化室室長補佐

（エ）中小企業庁経営支援部小
規模企業振興課長補佐（小規模
企業共済担当）

資源環境本部海外資源部ス
タッフ職層（Ｓ４）

　緑化環境商品グループにお
いて、環境緑化事業、エコア
セット事業の促進に関する業
務

ビジネス開発統括部テレマ
ティクス部主幹
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等 派遣期間

学校法人聖マリア学園 H26.9.1
～

165 H29.3.31
〔業務内容〕

①

住友林業株式会社 H29.10.1 ～ H26.10.1
～

166 H29.3.31
〔業務内容〕

※ ④

王子木材緑化株式会社 H29.8.1 ～ H26.11.1
国内営業本部林業部副部長 ～

167 〔業務内容〕 H29.7.31

①

株式会社リコー H29.1.15 ～ H27.1.15
～

168 H29.1.15 ～ H29.1.14
〔業務内容〕

H29.1.15 ～

③

（ウ）（併任）総務省行政管理
局公共サービス改革推進室企画
官

（ア）林野庁森林整備部計画課
施工企画調整室長

（ア）林野庁林政部木材利用課
課長補佐（合法伐採木材利用推
進班担当）

（ア）なし（29.7.31経済産業
省退職）

・国内社有林の適正な管理と
有効活用のための対策の立案
・社有林経営に資する林業、
木材流通事業強化のための民
間市場における情報収集と具
体的戦略の構築等

（ア）内閣府経済社会総合研究
所主任研究官
（イ）（併任）総務省官民競争
入札等監理委員会事務局

リコー経済社会研究所経済分
野主任研究員（管理職相当）

　内外のマクロ経済（内外経
済動向、金融資本市場、労働
市場等）を調査･分析し、経
済動向及び経済の構造的変化
が産業･企業に及ぼす影響を
研究する。主席研究員を補佐
し、研究を推進し、研究成果
をあげる。
　また、研究成果をもとに、
リコートップマネジメントへ
の情報提供ならびに課題提起
を実施する。

山林環境本部山林部スタッフ
職層（Ｓ４）

聖光学院中学校・高等学校校
長室校長補佐

　校長を補佐し、新たな教育
活動の企画・立案と実行を行
う。具体的には、本校と企
業、大学、地域の様々な団体
等との連携を進め、キャリア
教育の充実・推進や、課題解
決型の授業の実施など、今後
グローバル化・多様化が一層
進展することに対応したカリ
キュラムの実現を担当する。
この一環として、英語教員と
して授業も併せて担当する。

　林業による地域活性化コン
サルタント業務、苗木生産事
業拡大業務、林業機械利用拡
大業務、国内林業の経営改善
に関する業務、その他林業の
関連する業務全般
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等 派遣期間

ＪＦＥスチール株式会社 （ア）文部科学省大臣官房付 H29.4.1 ～ H27.4.1
スチール研究所副所長(理事) H29.4.1 ～ ～

169 〔業務内容〕 H29.3.31

H29.4.1 ～

H29.4.1 ～ H30.1.31

H30.2.1 ～

①

ミドリ安全株式会社 H29.4.1 ～ H27.4.1
～

170 H29.3.31
〔業務内容〕 　

③

H29.4.1 ～ H27.4.1
～

171 人事部企画グループ主任 H29.4.1 ～ H29.3.31
〔業務内容〕

H29.4.1 ～

H29.4.1 ～

H29.4.1 ～

H29.4.1 ～
③

三菱樹脂株式会社 H29.4.1 ～ H27.4.1
～

172 H29.3.31

〔業務内容〕

②

（ウ）（命）内閣官房健康・医
療戦略室次長

（イ）（併任）内閣事務官（内
閣官房内閣審議官（内閣官房副
長官補付））

（ア）農林水産省農村振興局農
村政策部農村環境課農村環境対
策室長

（ア）厚生労働省医薬・生活衛
生局総務課長補佐
（イ）（併任）厚生労働省医
薬・生活衛生局総務課医薬品副
作用被害対策室

（オ）（併任）厚生労働省医
薬・生活衛生局医療機器審査管
理課

（ウ）（併任）厚生労働省医
薬・生活衛生局医薬品審査管理
課

（エ）（併任）厚生労働省医
薬・生活衛生局医薬品審査管理
課化学物質安全対策室

（エ）（併任）内閣府事務官
（内閣府本府国立研究開発法人
日本医療研究開発機構担当室室
長）
（オ）（併任）内閣府本府日本
医療研究開発機構・医療情報基
盤担当室室長

　研究所の「研究・技術開
発」に係わる管理運営、及び
大学等との連携協力

執行役員
部長（安全衛生相談室担当）

　労働安全衛生に係る教育、
現場指導等を通した安全衛生
の啓発及び指導の活動

あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社

　人事諸制度に係る調査・研
究・企画・立案、就業規則・
労働協約・三六協定その他人
事に係る諸規定の制定・改
廃、人件費計画など

（カ）（併任）厚生労働省医
薬・生活衛生局血液対策課

（ア）農林水産省消費・安全局
農産安全管理課課長補佐（農薬
指導班担当）

総合研究所セクター・基盤研
究センターアグリ機能研究室
課長代理職相当

　アグリ・メディカル分野を
中心としたビジネス展開の構
築及び次世代のアグリビジネ
スの探索
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等 派遣期間

株式会社フォレストック H29.4.1 ～ H27.4.1
～

173 H29.4.1 ～ H29.1.31

〔業務内容〕

①

物林株式会社 H29.1.1 ～ H27.4.1
～

174 H29.1.1 ～ H28.12.31
〔業務内容〕

H30.4.1 ～

③

阪和興業株式会社 H29.8.1 ～ H27.4.1
～

175 H29.7.31
〔業務内容〕

①

株式会社電通 H29.4.1 ～ H30.3.31 H27.4.1
～

176 H29.3.31
H30.4.1 ～ H30.7.30

〔業務内容〕
H30.7.31 ～

※ ①

（ア）農林水産省大臣官房政策
課調査官

（イ）（併任）林野庁東北森林
管理局仙台森林管理署

（イ）（併任）林野庁林政部木
材産業課付
（ウ）（併任）林野庁国有林野
部経営企画課付

（ア）林野庁林政部木材利用課
企画調整班企画調整係長

（ア）林野庁東北森林管理局計
画保全部治山課災害対策専門官

・取扱い商品の販路開拓と新
商品の調査研究、開発推進に
関する業務
・市場調査並びに研究開発に
必要な諸資料、各種情報の収
集に関する業務

経営企画部プロジェクトマ
ネージャー

　国内外の森林所有者、森林
組合、林業事業体、販売先と
の間で山林や立木評価、仕入
販売戦略を立案し、実務担当
者の中心となり業務を遂行す
る

ビジネス・クリエーション・
センター2020プロジェクト・
デザイン室中村ビジネス開
発・推進グループ嘱託

　2020年に向けた社会課題・
事業課題に対するソリュー
ションの開発と推進を行う

　フォレストック認定制度の
運営実務、森林認定等に関す
る新プログラムの企画・設
計・立案、本認定制度のＰＲ
等営業活動、そのほか他のグ
ループとの連携業務全般

（ア）農林水産省農林水産技術
会議事務局研究調整課課長補佐
（総括班担当）

木材部国際開発課総合Ａ職群
相当

森林認定事業グループ執行役
員・チームリーダー（部長相
当職）

（イ）農林水産省農林水産技術
会議事務局研究調整課課長補佐
（総括）

（ウ）農林水産省農林水産技術
会議事務局研究推進課産学連携
室長
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等 派遣期間

株式会社北洋銀行 H29.4.1 ～ H27.4.1
～

177 H29.3.31
〔業務内容〕 H29.4.1 ～ 　

H29.12.22 ～

　
 ②

武陽ガス株式会社 H29.4.1 ～ H30.3.31 H27.4.1
営業部部長 ～

178 〔業務内容〕 H29.4.1 ～ H30.3.31 H29.3.31

H29.4.1 ～ H30.3.31

H29.12.22 ～ H30.3.31

H30.4.1 ～

H30.4.1 ～

H30.4.1 ～

H30.7.25 ～

②

花王株式会社 H29.4.1 ～ H27.4.1
ブランド法務部主任 ～

179 〔業務内容〕 H29.7.1 ～ H29.3.31

①

東日本旅客鉄道株式会社 H29.4.1 ～ H27.4.1
建設工事部次長 ～

180 〔業務内容〕 H29.3.31

⑦

　総合エネルギー企業として
の発展の方向性を検討するに
あたり、地域経済全体の動向
を踏まえて今後の企業戦略策
定及び都市ガス、簡易ガス及
びＬＰガスの安全・安定供給
及び需要拡大に向けた営業戦
略の策定、ガスをご利用のお
客様（家庭用・業務用・官公
庁用）への対応。ガス機器の
受発注・販売・修理、リ
フォーム、保安対応（定期保
安点検・経年内管入替等）、
ガス料金の調定、お客様窓口
対応等の統括管理業務。

　国内外における自社商標・
意匠の取得戦略の立案、他社
商標・意匠の調査分析、自社
商標・意匠権の維持保全業
務、自社商標適正使用の推
進、不当表示防止業務など

（ア）経済産業省関東経済産業
局総務企画部総務課長
（イ）（併任）経済産業省関東
経済産業局総務企画部総務課広
報・情報システム室長

地域産業支援部ものづくり・
新事業推進室主任調査役

・ものづくり産業支援：もの
づくり産業の活性化に向けた
取り組みや道内の優れた技
術・製品を有する企業の商談
会開催等の業務
・新事業展開・ベンチャー企
業支援：企業活性化のための
高度化や新分野進出等の支援
業務

（イ）（併任）経済産業省北海
道経済産業局総務企画部企画調
査課長補佐

（オ）中小企業庁長官官房企画
官（国際担当）

（ア）特許庁審査業務部審査官
（国際商標登録出願）

　連続立体交差化工事及び駅
改良・周辺基盤整備等のプロ
ジェクトの推進並びに社員育
成

（ウ）（併任）経済産業省関東
経済産業局総務企画部総務課情
報公開・政策評価室長

（エ）（併任）経済産業省関東
経済産業局地域経済部地域未来
投資促進室長補佐

（ア）経済産業省北海道経済産
業局総務企画部企画調査課地方
創生専門官

（カ）（併任）中小企業庁長官
官房広報相談室長
（キ）（併任）内閣府大臣官房
消費税価格転嫁等相談対応室中
小企業庁分室室員

（ク）（併任）中小企業庁長官
官房デジタル・トランスフォー
メーション室付

（イ）（併任）特許庁審査業務
部商標課長補佐（審査推進企画
班長）

（ア）国土交通省中部地方整備
局名古屋国道事務所長

（ウ）（併任）経済産業省北海
道経済産業局総務企画部地域未
来促進室付
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等 派遣期間

京浜急行電鉄株式会社 H29.4.1 ～ H27.4.1
～

181 H29.3.31
〔業務内容〕

②

住友ゴム工業株式会社 H29.4.1 ～ H30.3.31 H27.4.1
ブリュッセル事務所主査 ～

182 〔業務内容〕 H29.3.31
H29.4.1 ～ H30.3.31

H30.4.1 ～
③

阪神国際港湾株式会社 H29.4.1 ～ H27.4.1
調査部調査課長 ～

183 〔業務内容〕 H29.3.31

③

東日本旅客鉄道株式会社 （ア）国土交通省大臣官房付 H29.4.1 ～ H27.4.1
建設工事部次長 H29.4.1 ～ ～

184 〔業務内容〕 H29.3.31
H29.4.1 ～

⑧

博多港ふ頭株式会社 H29.4.1 ～ H27.4.1
事業企画部次長 ～

185 〔業務内容〕 H29.3.31

①

北海道電力株式会社 H29.4.1 ～ H30.3.31 H27.4.1
～

186 H29.3.31
〔業務内容〕 H30.4.1 ～

③

（ア）国土交通省鉄道局鉄道事
業課

（ア）国土交通省関東地方整備
局港湾空港部地域港湾空港調整
官

（イ）（併任）国土交通省港湾
局国際コンテナ戦略港湾政策推
進室

（ア）国土交通省近畿地方整備
局港湾空港部クルーズ振興・港
湾物流企画室長

（イ）（併任）内閣事務官（内
閣官房副長官補付企画官）

・空港線利用促進に係る業務
・沿線旅客誘致に係る業務

　コンテナターミナルの管理
運営に係る総合調整など

（ウ）（命）内閣官房国土強靱
化推進室企画官

（ア）国土交通省九州地方整備
局港湾空港部港湾管理課長

（ア）国土交通省北海道開発局
小樽開発建設部道路計画課道路
計画専門官

（ウ）国土交通省港湾局計画課
長補佐

鉄道本部計画営業部企画課事
務員

（イ）国土交通省北海道開発局
留萌開発建設部羽幌道路事務所
工務課事業専門官

　港湾に於ける製品の設計支
援、技術開発に関わる外国政
府の部局、大学及び設計会
社、建設会社との交渉並びに
関係の構築と情報収集

・コンテナターミナルのあり
方の企画、調整業務
・コンテナターミナル高度化
利用の企画、調整業務

発電本部土木部電源開発グ
ループ担当職（主任クラス）

　新規発電所に関する調査、
計画、設計業務などについ
て、担当部署の長（グループ
リーダー）を補佐しながら業
務を遂行すること

　三陸沿岸線区の復旧にあ
たっての留意・検討事項の整
理、国や自治体との河川協議
等の際の技術的検討並びに社
員育成
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等 派遣期間

東京港埠頭株式会社 H29.4.1 ～ H30.3.31 H27.4.1
技術部技術調整担当部長 ～

187 〔業務内容〕 H29.4.1 ～ H30.3.31 H29.3.31

H30.3.31
③

株式会社博報堂 H29.4.1 ～ H30.9.30 H27.4.10
～

188 H29.3.31
H30.10.1 ～

〔業務内容〕

※ ②

東急不動産株式会社 H29.7.10 ～ H30.7.16 H27.7.1
～

189 H29.7.10 ～ H30.7.16 H29.6.30

〔業務内容〕
H30.7.17 ～

①

株式会社デンソー H29.7.1 ～ H27.7.1
経理部社員 ～

190 〔業務内容〕 H29.6.30

②

株式会社東京証券取引所 H29.7.10 ～ H30.7.16 H27.7.10
上場推進部調査役 ～

191 〔業務内容〕 H29.7.10 ～ H30.7.16 H29.7.9

H30.7.17 ～

⑫

（ウ）退職（中部国際空港株式
会社へ）

　港湾施設の整備、管理運営
等に関する技術的検討業務等

（ア）国土交通省中部運輸局交
通政策部長
（イ）（併任）国土交通省大阪
航空局中部地域空港振興調整官

（ア）農林水産省食料産業局食
文化・市場開拓課業務指導班外
食係長

ショッパーリテールマーケ
ティング局買物研究所ストラ
テジックプランニングスー
パーバイザー

（ア）金融庁監督局総務課協同
組織金融室信用金庫第一係長

（ア）財務省関東財務局理財部
証券監査官

（イ）農林水産省大臣官房広報
評価課広報企画班広報企画第１
係長

・株式会社デンソー及び国内
外グループ会社の個別事業投
資に関する資金計画立案
・株式会社デンソー連結・単
独事業計画立案・実施状況管
理・IR等につき、関係部署と
連携して業務全般を推進

　ＥＴＦなどの新たな上場商
品の企画・立案、上場促進に
関する業務及び国内外の未上
場会社の上場促進に関する業
務。実務担当者として証券会
社、資産運用会社、機関投資
家、監査法人等からの情報収
集及び調整なども行う。

（ウ）金融庁企画市場局総務課
総括係長

（ア）金融庁総務企画局市場課
総務係長

（イ）（併任）金融庁監督局総
務課協同組織金融室合併等促
進・システム分析係長

・渋谷エリアにおけるオフィ
ス系・商業系不動産の新規開
発・建設計画に関する業務
・都市再開発・建替型事業に
関する業務

１．ショッパーの買物行動リ
サーチ・分析
２．ショッパーインサイトに
基づくコミュニケーション・
プロモーションプラン策定
３．ショッパーインサイトに
基づく商品開発推進

（ウ） 金融庁監督局銀行第一
課モニタリング第二係長

都市事業ユニット渋谷プロ
ジェクト推進本部渋谷プロ
ジェクト推進第一部社員

（イ）（併任）金融庁総務企画
局政策課金融サービス利用者相
談室

- 52 -



番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等 派遣期間

有限責任監査法人トーマツ H29.10.3 ～ H30.4.26 H27.7.16
～

192 H30.4.27 ～ H30.7.16 H29.7.15

H30.4.27 ～ H30.7.16
〔業務内容〕

H30.7.17 ～

H30.7.17 ～

H30.7.17 ～

※ ①

株式会社東京証券取引所 H29.6.23 ～ H30.7.16 H27.7.24
情報サービス部部員 ～

193 〔業務内容〕 H28.12.31
H30.7.17 ～

※ ⑬

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 （ア）総務省北陸総合通信局長 H29.7.11 ～ H30.7.25 H27.8.1
（イ）総務省大臣官房付 H30.7.26 ～

194 H30.7.26 H29.7.10
〔業務内容〕

①

（ア）金融庁総務企画局付（国
際機関派遣：証券監督者国際機
構）

（ウ）退職（独立行政法人郵便
貯金・簡易生命保険管理機構
へ）

（カ）（併任）金融庁監督局銀
行第二課

（イ）金融庁総合政策局付（国
際機関派遣：証券監督者国際機
構）

　証券取引所が提供する情報
サービス（相場情報、上場会
社のコーポレートアクション
情報、株価指数情報など）の
利用促進、新規サービスの企
画立案に関する業務。実務担
当者として機関投資家、情報
ベンダー、証券会社等からの
情報収集及び調整なども行
う。

産業調査部嘱託（主席研究
員）

・産業調査及び法人顧客への
事業戦略提案の支援に関する
業務
・財務戦略に係る提案の支援
に関する業務
・法人顧客に提示する提案書
及び資料等の作成のための基
礎調査等に関する業務

アドバイザリー事業本部イン
ダストリー事業部ＦＳＩ Ｆ
ＩＧコンサルティングシニア
スタッフ

・金融機関向けアドバイザ
リー業務全般
・銀行、証券会社、保険会社
に対する、各種内部管理（リ
スク管理、コンプライアン
ス、内部監査）態勢構築・高
度化支援、国際・国内規制対
応支援、海外進出支援等

（ア）金融庁総務企画局総務課
課付
（イ）金融庁検査局総務課金融
証券検査官
（ウ）（併任）金融庁総務企画
局政策課主査
（エ）金融庁総合政策局リスク
分析総括課金融証券検査官
（オ）（併任）金融庁監督局銀
行第一課
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等 派遣期間

東武鉄道株式会社 H29.7.18 ～ H30.7.19 H27.8.1
～

195 H30.7.20 ～ H29.7.17
（東武鉄道株式会社）

〔業務内容〕
（東武鉄道株式会社）

①

綜合警備保障株式会社 H29.7.1 ～ H30.7.31 H27.8.1
～

196 H30.8.1 ～ H29.6.30
〔業務内容〕

③

東武タワースカイツリー株式
会社

（東武タワースカイツリー株
式会社）
電波塔事業本部副本部長兼賃
貸管理部長

・東武鉄道及びグループ会社
のＩＣＴ戦略に関する業務
・東武鉄道及びグループ会社
の新規事業の企画、立案に関
する業務
・その他特命事項の調査、研
究、立案に関する業務

（東武タワースカイツリー株
式会社）
・電波塔を活用した新規利用
案件の開発、営業に関する業
務
・放送・通信事業者である電
波塔入居者との協議、交渉、
調整に関する業務
・電波塔定例会議の運営に関
する業務
・電波の安全性に関する技術
協議に関する業務
・その他特命事項の調査、研
究、企画、立案に関する業務

（ア）総務省情報流通行政局情
報流通振興課課長補佐
（イ）総務省国際戦略局国際経
済課多国間経済室課長補佐

経営企画部兼営業企画部本社
課長代理

　会社組織及び機構に係わる
計画の立案、事業及び商品に
係わる計画の立案、営業活動
に係わる市場調査に関する業
務を主に担当するとともに、
新たな商品、サービス、事業
の創造などの業務にも適宜参
画

経営企画本部経営企画部　参
事役

（ア）総務省情報流通行政局情
報流通振興課企画官
（イ）総務省サイバーセキュリ
ティ統括官付参事官
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等 派遣期間

株式会社ベネフィット・ワン H29.7.11 ～ H27.8.1

～

197 H29.7.11 ～ H29.7.10

〔業務内容〕
H29.8.17 ～

②

株式会社ニコン H30.1.1 ～ H27.9.1
～

198 H29.8.31
〔業務内容〕 H30.1.1 ～

①

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 H29.9.1 ～ H30.7.18 H27.9.1
法人企画部次長（特命） ～

199 〔業務内容〕 （イ）金融庁総務企画局参事官 H30.7.19 ～ H29.7.10
H30.7.19 ～

①

株式会社電通 H29.7.18 ～ H30.7.19 H27.9.1
～

200 H30.7.20 ～ H29.3.31

〔業務内容〕

③

綜合警備保障株式会社 H29.7.11 ～ H27.9.1
～

201 H29.6.30
〔業務内容〕

③

（イ）総務省情報流通行政局衛
星・地域放送課地域放送推進室
長

　福利厚生全般に関する情報
収集・調査・研究をはじめ、
大手・中小企業に向けた啓蒙
活動（セミナーの企画や運
営・出版等）

（ア）内閣官房内閣情報調査室
内閣衛星情報センター技術部主
任開発官付

（ウ）（併任）内閣事務官（内
閣官房副長官補付）

経営企画部本社次長（兼）本
社室長

　経営戦略、会社組織全般に
関する業務を主に担当すると
ともに、戦略事業部門などの
プロジェクトへの参画

　法人向けビジネスに関わる
戦略立案及び施策遂行に当た
り、企画・審査・調査等を広
範に渡り指揮・統括する。

ビジネス・クリエーション・
センタービジネス推進室専門
領域プロデュース２部嘱託
（プランニング・ディレク
ター）

　2020年に向けたヘルスケア
及びその関連領域である教
育、食・農、生活関連領域で
の新たなビジネス開発プロ
デュース

（ウ）（併任）金融庁監督局郵
便保険監督参事官

（ア）厚生労働省雇用環境・均
等局有期・短時間労働課長

（ア）内閣府事務官（男女共同
参画局推進課長）

（イ）（併任）内閣府男女共同
参画局仕事と生活の調和推進室
参事官

営業企画部ヒューマンキャピ
タル研究所ゼネラルマネー
ジャー(部長相当)

カスタムプロダクツ事業部等
主任研究員

（ア）総務省自治行政局選挙部
政治資金課政党助成室長

・特殊光学機器の開発・設計
に関する業務
・光学機器全般の画像処理技
術に係る研究・開発に関する
業務

（イ）（併任)内閣官房内閣情
報調査室内閣衛星情報センター
技術部企画課

（ア）総務省情報流通行政局情
報通信政策課情報通信経済室長

- 55 -



番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等 派遣期間

H29.7.18 ～ H30.7.16 H27.9.16
～

202 H29.9.1 ～ H30.7.16 H29.7.15

（ウ）総務省大臣官房付 H30.7.17
〔業務内容〕 H30.7.17 ～

H30.7.17 ～

H30.7.17 ～
①

株式会社日立製作所 H29.12.1 ～ H27.10.1
～

203 H29.8.31
〔業務内容〕

②

東レ株式会社 H29.7.11 ～ H27.10.1
～

204 H29.7.10
〔業務内容〕

③

日本航空株式会社 H29.12.1 ～ H30.7.30 H27.10.1
～

205 H29.12.1 ～ H30.7.30 H29.11.30

〔業務内容〕 H30.2.1 ～

H30.3.26 ～ H30.7.30

H30.7.31 ～ H30.10.1

H30.10.2 ～
①

（イ）（併任）総務省国際戦略
局国際経済課

（ア）厚生労働省職業安定局需
給調整事業課長

人財戦略部人財戦略グループ
（兼）ワークスタイル変革推
進グループマネジャー

株式会社日立コンサルティン
グ
ビジネスコンサルティング本
部シニアマネージャー（管理
職級）

　製造、流通、サービス業を
中心としたビジネスコンサル
ティング及び事業戦略立案、
業務改革構想策定、業務改革
定着化等

営業統括本部地域戦略本部部
長代理

・ＡＰＡＣにおける注力すべ
き市場・業種・顧客・事業等
の戦略の立案と具体策の明確
化及び定期的な実行状況のモ
ニタリングによる成果の刈り
取り
・アジア・パシフィック総代
表の諸活動を日本側でサポー
トするチームの一員としての
活動

（ア）総務省大臣官房企画課企
画官

（オ）（命）内閣官房郵政民営
化推進室参事官

ＣＳＲ推進室主席部員（部
（室）長代理）

（ア）厚生労働省大臣官房付
（国際機関派遣：インドネシア
共和国国家社会保障審議会）

（エ）内閣官房内閣参事官（内
閣官房副長官補付）

（カ）（併任）郵政民営化委員
会事務局参事官

　ＣＳＲ経営戦略の企画・推
進（ＣＳＲ活動計画の策定、
各ラインＣＳＲ活動フォ
ロー、支援等の事務局業務）

（ア）厚生労働省大臣官房総務
課情報公開文書室長
（イ）（併任）厚生労働省大臣
官房総務課審理室長

・人材の多様性推進に関する
取り組み総括補佐業務
・人事施策の社内外への発信
や社員向けの啓発活動に関す
る研究
・ワークスタイル変革推進総
括補佐業務

（カ）厚生労働省大臣官房人事
課秘書官事務取扱

（ウ）（併任）厚生労働省政策
統括官付社会保障担当参事官室

（エ）（併任）厚生労働省大臣
官房会計課

（オ）厚生労働省大臣官房総務
課広報室長
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等 派遣期間

H29.12.2 ～ H30.11.21 H27.12.2
～

206 H30.11.22 ～ H29.12.1

〔業務内容〕

①

株式会社埼玉りそな銀行 H29.4.1 ～ H30.5.31 H28.4.1
法人部アドバイザー ～

207 〔業務内容〕 H29.4.1 ～ H30.3.31 H29.3.31

H29.4.1 ～ H30.5.31

H29.4.1 ～ H30.3.31

H29.12.22 ～

H30.4.1 ～ H30.5.31

H30.4.1 ～ H30.5.31

H30.6.1 ～

H30.6.1 ～

H30.6.21 ～
③

九州旅客鉄道株式会社 （ア）国土交通省大臣官房付 H29.4.1 ～ H28.4.1
H29.4.1 ～ ～

208 H29.3.31
〔業務内容〕 H29.4.1 ～

H29.4.1 ～

H29.9.15 ～

H29.9.15 ～
①

　企業への課題解決型営業に
関わる営業店支援を行う。ま
た、セミナーや行員向けの勉
強会などの企画運営及び個別
企業への行員との同行訪問を
通じた提案活動を行う。

総合企画本部経営企画部担当
部長

　ＪＲ九州グループの戦略策
定、グループ会社の経営改
善、新規事業の検討等

（イ）（併任）復興事務官（統
括官付）
（ウ）（併任）内閣府事務官
（参事官（総括担当）（政策統
括官（経済社会システム担当）
付））

（ア）経済産業省関東経済産業
局産業部産業振興課総括係長
（イ）（併任）経済産業省関東
経済産業局総務企画部総務課広
報・情報システム室

（エ）（併任）経済産業省関東
経済産業局産業部中小企業課消
費税転嫁対策室転嫁対策調査官

（エ）（併任）内閣府本府民間
資金等活用事業推進室参事官
（オ）（併任）地方創生推進事
務局参事官（総括担当）
（カ）（併任）内閣府本府地方
創生推進室参事官

（ウ）（併任）経済産業省関東
経済産業局地域経済部地域経済
課消費税転嫁対策室

（オ）（併任）経済産業省関東
経済産業局地域経済部地域未来
投資促進室付

（カ）（併任）経済産業省関東
経済産業局総務企画部政策評価
広報課付

（キ）（併任）経済産業省関東
経済産業局産業部適正取引推進
課消費税転嫁対策室転嫁対策調
査官

（ク）経済産業省関東経済産業
局地域経済部地域振興課産業ク
ラスター専門官

（ケ）（併任）経済産業省関東
経済産業局地域経済部地域振興
課長補佐

（コ）（併任）経済産業省経済
産業政策局地方調整室付

ビジネスパートナーグループ
一般社員

ｅ-Ｊａｎネットワークス株
式会社

（ア）会計検査院第５局上席調
査官（融資機関担当）付調査官
（イ）会計検査院第５局情報通
信検査課情報システム検査室調
査官

　法人向けリモートアクセス
サービスであるCACHATTOの販
売・代理店教育、販売促進の
ための企画業務・法務業務、
その他付随する業務
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

平成30年に占めていた官職等 派遣期間

株式会社日立製作所 （ア）金融庁総務企画局総務課 H29.7.10 ～ H30.7.16 H28.7.1
H30.7.17 ～ ～

209 H29.7.9
〔業務内容〕

※ ③

横浜川崎国際港湾株式会社 H29.10.16 ～ H28.7.1
企画部企画部長 ～

210 〔業務内容〕 H29.10.15

②

（ア）国土交通省中国地方整備
局広島港湾・空港整備事務所長

鉄道ビジネスユニット財務本
部部員

　鉄道事業における財務戦略
立案・推進業務、鉄道事業に
おける会計関連業務

・横浜、川崎港の大規模整備
及び再編成などの事業の推進
に関すること
・施設の維持管理計画に関す
る総合調整に関すること
・国などの関係機関等との連
絡調整に関すること

（イ）金融庁企画市場局市場課
電子取引情報蓄積係長心得
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　　③　平成28年に復帰した職員（５２人）

H29.4.1 ～ (H30.1.31) H25.4.1
～

211 事業部広域事業担当部長 H28.1.31
〔業務内容〕

②

シスコシステムズ合同会社 H29.9.1 ～ (H30.6.30) H25.7.1
～

212 H28.6.30
〔業務内容〕

①

全日本空輸株式会社 H28.7.10 ～ (H30.7.9) H25.7.10
～

213 H28.7.9
（全日本空輸株式会社） 　
　人事部付

〔業務内容〕

①

株式会社ラック H29.4.1 ～ (H30.6.30) H25.7.16
～

214 H28.6.30
〔業務内容〕

①

平成30年に占めていた官職等
（その復帰の日から起算して２年

を経過する日までに限る。）

（ア）金融庁総務企画局政策課
課長補佐

（ア）総務省北海道総合通信局
電波監理部長

（ア）総務省国際戦略局国際政
策課課長補佐（国際機関派遣：
国際電気通信連合）

（ア）国土交通省関東地方整備
局企画部技術企画官

派遣期間

政策・ＣＳＲ推進部マネー
ジャー

番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

（ＡＮＡホールディングス株
式会社）

　アジアマーケットに関わる
情報収集・分析業務及び新た
な事業機会に関する調査及び
検討等

出向（アジア戦略部兼グルー
プ経営戦略室事業推進部）

サイバー・グリッド・ジャパ
ン担当部長

・サイバーリスク、攻撃技
術、対策技術の研究テーマの
企画・統制に関する業務
・サイバーリスク、攻撃技
術、対策技術に関する教育訓
練に関する業務
・共同研究基本合意書に基づ
く共同研究に関する業務

ＡＮＡホールディングス株式
会社

　国内外の情報通信政策に関
する情報収集、国内政策関係
者への自社業務に関わる啓蒙
活動、国内外事業環境の分析
及び新規事業の企画と実施を
営業部門、海外関係部門と連
携して行う

株式会社建設資源広域利用セ
ンター

・港湾埋立事業と建設発生土
の需要と供給に係る広域的調
整
・港湾建設資源広域利用計画
に基づく首都圏各港から地方
港湾への建設発生土の海上移
送
・海上移送に伴う港湾管理者
等関係者との調整等

- 59 -



平成30年に占めていた官職等
（その復帰の日から起算して２年

を経過する日までに限る。）
派遣期間番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

株式会社ＮＴＴドコモ H29.9.1 ～ (H30.6.30) H25.8.1
～

215 H28.6.30
〔業務内容〕 H29.9.5 ～ (H30.6.30)

H29.11.20 ～ H30.3.31

H30.4.1 ～ (H30.6.30)

①

カヤバ工業株式会社 H28.8.1 ～ (H30.7.31) H25.8.1
技術本部知的財産部専門部長 ～

216 〔業務内容〕 H28.7.31

①

東日本旅客鉄道株式会社 H29.3.27 ～ (H30.3.31) H26.4.1
広報部主席 ～

217 〔業務内容〕 H28.3.31

③

ＥＹ総合研究所株式会社 H28.4.1 ～ (H30.3.31) H26.4.1
～

218 H28.3.31
〔業務内容〕

①

東京東信用金庫 H28.4.1 ～ (H30.3.31) H26.4.1
～

219 H28.3.31
〔業務内容〕

③

（ア）特許庁審査第一部先任上
席審査官（事務機器）

（ア）農林水産省大臣官房検
査・監察部長

（ア）経済産業省関東経済産業
局産業部消費経済課消費者取引
専門官

（ウ）（併任）内閣府技官（参
事官（基本政策担当）（政策統
括官（科学技術・イノベーショ
ン担当）付））

（エ）（併任）内閣府技官（参
事官（エビデンス担当）（政策
統括官（科学技術・イノベー
ション担当）付））

（イ）（併任）総務省国際戦略
局国際政策課

（ア）総務省情報公開・個人
情報保護審査会事務局審査専
門官

（ア）総務省国際戦略局技術政
策課オリンピック・パラリン
ピック技術革新研究官

お客様サポート部中小企業応
援センター担当調査役

　地域活性化活動として、地
域事業者向けのセミナー開催
や経営課題を有する事業者へ
の個別訪問、金庫が有する
ネットワークを活用した支援
の企画・立案・実施に係る業
務

Ｒ＆Ｄ戦略部研究開発推進担
当担当部長

・Ｒ＆Ｄ研究開発成果を社内
外へ訴求
・通信事業者団体の検討会へ
の参画
・国内外の研究開発・新技術
導入事例、アプリケーション
利用状況等の社内展開

　特許・ノウハウ等の知財情
報の社内活用を拡げ、更なる
知的財産の有効利用を図るた
めの社内外運用整備・体制整
備の企画立案と推進

　広報関係事務の総合企画、
報道、部内外広報、社員育成
等

未来社会・産業研究部主席研
究員

　農業分野に関する先進的な
ナレッジの発信と農業分野に
関する調査等
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

派遣期間
平成30年に占めていた官職等

（その復帰の日から起算して２年
を経過する日までに限る。）

株式会社第四銀行 H29.4.1 ～ (H30.3.31) H26.4.1
～

220 H28.3.31
〔業務内容〕 H29.5.1 ～ (H30.3.31) 　

H29.6.1 ～ (H30.3.31)

②

株式会社電通九州 H26.4.1
～

221 H28.3.31

〔業務内容〕

①

三菱地所株式会社 H26.4.1
丸の内開発部総合Ｎ職副主事 ～

222 〔業務内容〕 H28.3.30

③

東武鉄道株式会社 H26.4.1
～

223 H28.3.30
〔業務内容〕

②

京阪電気鉄道株式会社 H28.4.1 ～ (H30.3.31) H26.4.1
電気部技術課係長 ～

224 〔業務内容〕 H28.3.31

②

（ア）なし（29.3.31経済産業
省退職（飯塚市へ））

（ア）なし（28.3.31国土交通
省退職（独立行政法人鉄道建
設・運輸施設整備支援機構
へ））

・東武本線における商品の企
画、立案、調整及び販売に関
する業務
・東武本線における営業の案
内、誘致及び宣伝に関する業
務

コミュニケーションプランニ
ング局コミュニケーションプ
ランニング部マスター職

　通信販売をはじめとしたダ
イレクトビジネスに関する企
画及び制作の実施

　信通関係設計業務（新型Ａ
ＴＳ設置工事他）における、
設計実務及び社内外の関係部
署・機関との調整業務

　新潟県経済全体の活性化を
図るため、国の諸施策を活用
した企画立案及び施策実施に
当たり、チームリーダーを補
佐し、実務担当者の中心と
なって業務全般にわたる指揮
を行う

（ア）国土交通省関東運輸局鉄
道部安全指導課運転係長

（ア）なし（28.3.31国土交通
省退職（和歌山市へ））

（ア）（併任）経済産業省関東
経済産業局産業部中小企業金融
課長補佐

鉄道事業本部営業部営業推進
課課員

　主として保有を目的とする
社有不動産の再開発（丸の内
地区等における追加取得を伴
う開発を含む）に関する事項

コンサルティング推進部地方
創生推進ライン嘱託

（イ）（併任）経済産業省関東
経済産業局産業部中小企業金融
課再生支援係長
（ウ）経済産業省関東経済産業
局産業部中小企業金融課再生計
画専門官
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

派遣期間
平成30年に占めていた官職等

（その復帰の日から起算して２年
を経過する日までに限る。）

阪神電気鉄道株式会社 H29.4.1 ～ H30.3.31 H26.4.1
都市交通事業本部工務部 ～

225 一般職員 H30.3.31 H28.3.31
〔業務内容〕

①

H28.8.1 ～ (H30.7.31) H26.6.1
～

226 品質戦略部 H28.8.1 ～ (H30.7.31) H28.7.31
〔業務内容〕

⑤

国際原子力開発株式会社 H28.5.1 ～ (H30.4.30) H26.6.18
企画調査部部長 ～

227 〔業務内容〕 H28.4.30

③

三菱商事株式会社 H28.7.1 ～ (H30.6.30) H26.7.1
～

228 H28.7.1 ～ (H30.6.30) H28.6.30

〔業務内容〕

①

日東電工株式会社 H28.7.1 ～ (H30.6.30) H26.7.1
～

229 H28.7.1 ～ (H30.6.30) H28.6.30

〔業務内容〕

※ ①

（イ）退職

（ア）金融庁総務企画局企画課
課長補佐

（ア）防衛省地方協力局地方調
整課企画官

財務開発部ストラクチャード
ファイナンスチームアシスタ
ントマネージャー

　鉄道土木構造物の維持・管
理、新設・改良（計画、設
計、施工管理）、近接工事管
理等

（イ）（併任）農林水産省大臣
官房政策課付

（イ）（併任）金融庁総務企画
局政策課

（ア）金融庁監督局銀行第一課
銀行第二係長
（イ）（併任）金融庁監督局総
務課

・サントリーグループ全体の
品質保証戦略の企画立案と推
進
・品質保証戦略に基づく横断
的重要品質課題の関連部署と
の推進
・グループ内外の環境変化の
調査・評価
・グループ全体・各社に関わ
る品質リスク・危機管理のモ
ニタリング

　原子力発電新規導入国にお
ける原子力発電プロジェクト
の受注に向けた提案、附帯又
は関連する調査業務

サントリーホールディングス
株式会社

（ア）農林水産省生産局農産部
技術普及課生産専門官

（ア）国土交通省関東運輸局鉄
道部計画課

　財務諸表の作成、年次業績
報告、資金繰り管理、現金・
送金・銀行口座・為替予約等
に関する業務

経営戦略統括部門経理財務統
括部財務部資金管理グループ
係長

　インフラ案件・自動車案件
に関わるファイナンス関連業
務、及びその他の特命業務
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

派遣期間
平成30年に占めていた官職等

（その復帰の日から起算して２年
を経過する日までに限る。）

株式会社日立製作所 H29.7.10 ～ (H30.6.30) H26.7.1
～

230 H28.6.30
〔業務内容〕

①

H29.7.10 ～ (H30.6.30) H26.7.1
～

231 H28.6.30
H29.7.10 ～ (H30.6.30)

〔業務内容〕

①

株式会社日本取引所グループ H29.7.10 ～ (H30.6.30) H26.7.1
～

232 H29.7.10 ～ (H30.6.30) H28.6.30
〔業務内容〕

H29.7.10 ～ (H30.6.30)

H29.7.10 ～ (H30.6.30)

H29.7.10 ～ (H30.6.30)
※ ⑪

H29.8.14 ～ (H30.6.30) H26.7.1
～

233 個人商品業務部課長代理 H28.6.30
〔業務内容〕 H29.8.14 ～ (H30.6.30)

H29.8.14 ～ (H30.6.30)

H29.8.14 ～ (H30.6.30)

①

（ア）金融庁証券取引等監視委
員会事務局市場分析審査課総務
係長
（イ）（併任）金融庁証券取引
等監視委員会事務局証券取引審
査官

（ウ）（併任）厚生労働省政策
統括官付参事官（人口動態・保
健社会統計担当）付社会統計室
長補佐

（イ）（併任）金融庁総務企画
局総務課秘書専門官
（ウ）（併任）内閣府大臣官房
総務課秘書専門職
（エ）（併任）内閣府大臣官房
総務課秘書室

（イ）（併任）厚生労働省大臣
官房厚生科学課科学技術調整官

第二金融事業本部第二バンキ
ング事業部ＢｅＳＴＡ企画担
当シニア・エキスパート

（オ）（命）内閣府大臣政務官
付

（ア）厚生労働省政策統括官付
参事官（企画調整担当）付審査
解析室長補佐

（ア）金融庁証券取引等監視委
員会事務局証券検査官

株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

　共同センターの新サービス
の企画、魅力度の向上にむけ
た戦略策定

株式会社東京証券取引所・上
場部調査役

　上場会社の適時開示に関す
る支援・助言、上場会社の企
業実態等の調査分析、会社情
報の収集整理などの業務

損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

（ア）金融庁総務企画局企業開
示課課長補佐鉄道ビジネスユニット財務本

部主任

　個人向け火災保険、第三分
野保険（傷害保険、医療保険
等）に関する商品開発、商品
管理、マーケットに関する調
査・研究及び販売手法等の立
案・実行・管理業務 （エ）（併任）厚生労働省医

薬・生活衛生局医薬品審査管理
課

・鉄道事業における財務戦略
立案・推進業務
・鉄道事業における会計関連
事務
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

派遣期間
平成30年に占めていた官職等

（その復帰の日から起算して２年
を経過する日までに限る。）

株式会社荘内銀行 H29.6.1 ～ H30.3.31 H26.7.1
～

234 H28.6.30
〔業務内容〕 H29.6.1 ～ H30.3.31

H30.4.1 ～ (H30.6.30)

H30.5.1 ～ (H30.6.30)

②

株式会社群馬銀行 H28.7.1 ～ H30.3.31 H26.7.1
法人部推進役 ～

235 〔業務内容〕 H28.7.1 ～ (H30.6.30) H28.6.30

H28.7.1 ～ H30.3.31

H29.12.22 ～ H30.3.31

H30.4.1 ～ (H30.6.30)

H30.4.1 ～ (H30.6.30)

H30.4.1 ～ (H30.6.30)

H30.4.1 ～ (H30.6.30)
①

日本電産株式会社 H28.7.1 ～ (H30.6.30) H26.7.1
知的財産部ＰＲ２（部長） ～

236 〔業務内容〕 H28.7.1 ～ (H30.6.30) H28.6.30

H30.4.1 ～ (H30.6.30)

①

H29.5.1 ～ (H30.6.30) H26.7.1
～

237 H29.5.1 ～ (H30.6.30) H28.6.30

〔業務内容〕 H29.5.1 ～ (H30.6.30)

H29.9.1 ～ (H30.6.30)
⑤

（ク）（命）内閣府地方創生推
進事務局首都圏地方連絡室員

（イ）（併任）特許庁審判部審
判官
（ウ）（併任）特許庁審判部審
判長（第５部門）

（エ）（併任）国土交通省大臣
官房広報戦略室広報戦略官

　大企業（国内外）分野の営
業支援、リスクマネジメント
などに関する業務

（ア）経済産業省東北経済産業
局地域経済部産業支援課次世代
産業室産業クラスター専門官

（ア）特許庁審判部審判長（第
４部門）

（イ）（併任）経済産業省東北
経済産業局地域経済部産業支援
課次世代産業室産学官連携推進
係長

（ウ）（併任）経済産業省関東
経済産業局産業部産業振興課付
（エ）（併任）経済産業省関東
経済産業局地域経済部地域未来
投資促進室付
（オ）経済産業省関東経済産業
局総務企画部企画調査課長
（カ）（併任）経済産業省関東
経済産業局地域経済部地域経済
課金融連携推進室付
（キ）（併任）内閣府地方創生
推進事務局

（エ）（併任）経済産業省東北
経済産業局総務企画部総務課研
修係長

（ア）経済産業省関東経済産業
局総務企画部参事官
（イ）（命）経済産業省関東経
済産業局観光・地域資源活用担
当

　利益計画の策定に係る協
議、新たな顧客創造とアライ
アンス強化、法人営業体制改
革に関する協議立案、営業各
部・営業店とのコミュニケー
ションによる課題抽出等

　企業への課題解決型営業に
関わる営業店支援を行う。ま
た、セミナーや行員向けの勉
強会などの企画運営及び個別
企業への行員との同行訪問を
通じた提案活動を行う。

（ア）国土交通省大臣官房総務
課企画官
（イ）（併任）国土交通省航空
局
（ウ）（併任）国土交通省大臣
官房企画官

企業営業開発部参事（リー
ダークラス）

東京海上日動火災保険株式会
社

・秘匿ノウハウの認定、報酬
及び外部流出防止策の構築
・日本電産グループ発明取扱
規程の見直しと報奨プログラ
ムの再構築
・知財を通じたグローバル戦
略の検討　他

経営企画部経営企画グループ
部長代理

（ウ）経済産業省東北経済産業
局総務企画部総務課人事係長
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

派遣期間
平成30年に占めていた官職等

（その復帰の日から起算して２年
を経過する日までに限る。）

株式会社野村総合研究所 （ア）総務省関東総合通信局長 H29.7.11 ～ (H30.3.31) H26.7.15
未来創発センター主席研究員 ～

238 〔業務内容〕 H28.3.31

②

株式会社日立製作所 （ア）総務省大臣官房付 H28.6.17 ～ (H30.6.16) H26.7.15
H28.6.17 ～ (H30.6.16) ～

239 H28.6.16
H28.6.17 ～ (H30.6.16)

〔業務内容〕
H28.6.17 ～ (H30.6.16)

②

日本ユニシス株式会社 H28.7.1 ～ (H30.6.30) H26.7.16
総合技術研究所上席研究員 ～

240 〔業務内容〕 H28.6.30

②

株式会社日本投資環境研究所 H26.7.22
調査部主任研究員 ～

241 〔業務内容〕 H28.3.31

①

（イ）（併任）内閣官房内閣参
事官（内閣官房副長官補付）

（ア）総務省関東総合通信局放
送部長

（ア）なし（29.7.10総務省退
職（国家公務員共済組合連合会
へ））

（エ）（併任）郵政民営化委員
会事務局参事官

（ウ）（命）内閣官房郵政民営
化推進室参事官

　社会インフラ分野を中心と
したスマート情報システムな
どの事業開発

社会イノベーション事業推進
本部新事業推進本部新事業開
発本部担当部長

　国内外のコーポレート・ガ
バナンスと株主の役割等に関
する調査研究。資本市場から
期待される上場会社の経営の
在り方について、各国の制度
分析や実証データの収集等に
基づいて研究を行う。

　中長期的な競争力の源泉と
なる先端技術の研究・開発、
及び日本ユニシスグループ活
動を補完する要素技術実用化
のための、「調査」、「技術
開発・獲得」、「知財化」、
「事業化に向けた技術移転」
推進

　日本経済の成熟化、経済社
会の急速なグローバル化の進
展などを踏まえ、日本並びに
アジアの新しい成長戦略のた
めの研究開発・政策研究・戦
略研究
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

派遣期間
平成30年に占めていた官職等

（その復帰の日から起算して２年
を経過する日までに限る。）

キリン株式会社 H29.7.7 ～ (H30.6.30) H26.7.22
～

242 H28.6.30
〔業務内容〕 　

②

株式会社日本総合研究所 H29.7.11 ～ (H30.6.16) H26.8.1
調査部理事 ～

243 〔業務内容〕 H28.6.16

内閣府大臣官房

①

新日鐵住金株式会社 （ア）金融庁総務企画局付 H28.8.1 ～ H30.7.16 H26.8.1
H28.8.1 ～ H30.7.16 ～

244 H28.7.31
H30.7.17 ～ (H30.7.31)

〔業務内容〕

①

日本テレビ放送網株式会社 H28.7.1 ～ H30.5.18 H26.8.1
～

245 H28.6.30
〔業務内容〕 H30.5.18

②

「注」 26.7.21まで内閣府政策統括官（経済財政分析担
当）

（ア）国土交通省総合政策局環
境政策課長

（ウ）金融庁企画市場局企業開
示課課長補佐

（ア）総務省総合通信基盤局電
気通信事業部電気通信技術シス
テム課認証分析官

（ア）内閣府経済社会総合研究
所長

（イ）退職（国立研究開発法人
宇宙航空研究開発機構へ）

［交流派遣の要請の時に占めていた官職］

「番号」欄243の交流は、指定職職員の交流派遣

　ＩＲ企画補佐、投資家対
応、Ｍ＆Ａプロジェクト担
当、中期財務戦略担当、企業
会計制度検討、広報ＩＲ連携

・ＣＳＲ視点での、企業の価
値を向上させるための企画及
び推進
・部門の年度・中期計画（戦
略課題・予算・要員等の計
画）の立案や推進
・震災復興支援の施策の企画
及び推進、ほかＣＳＲに関連
する業務

ＣＳＶ本部ＣＳＶ推進部経営
職

・電波産業会（ARIB）、ITU-
Rなど標準化活動への参画。
・業界先端状況の調査分析。
・4K/8K等、最新技術の国内
外動向調査。

技術統括局技術開発部専門部
次長（管理職資格）

（イ）（併任）復興庁統括官付
参事官付参事官補佐

財務部ＩＲ室主査（兼務）財
務部（兼務）総務部広報セン
ター

　内外の経済情勢分析を通じ
た景気判断、経済の見通し及
び中長期的な経済の展望作業
を行うとともに、現状または
将来の経済の状況に応じた政
策的対応について提言を行う
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

派遣期間
平成30年に占めていた官職等

（その復帰の日から起算して２年
を経過する日までに限る。）

東日本旅客鉄道株式会社 H29.7.11 ～ (H30.6.30) H26.8.1
～

246 H29.7.11 ～ (H30.6.30) H28.6.30
〔業務内容〕  

②

京浜急行電鉄株式会社 （ア）総務省大臣官房付 H29.7.24 ～ (H30.6.16) H26.8.1
グループ戦略室調査役 H29.7.24 ～ (H30.6.16) ～

247 ［業務内容］ H28.6.16

H29.7.24 ～ (H30.6.16)

②

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ H29.9.1 ～ (H30.6.30) H26.8.1
～

248 H28.6.30
〔業務内容〕

②

株式会社東北新社 H28.7.1 ～ (H30.6.30) H26.8.1
放送本部付副部長 ～

249 〔業務内容〕 H28.7.1 ～ (H30.6.30) H28.6.30

H28.7.1 ～ (H30.6.30)

②

株式会社東芝 H28.4.1 ～ (H30.1.15) H26.8.1
～

250 H28.4.1 ～ (H30.1.15) H28.1.15
〔業務内容〕

②

（ウ）（併任）総務省北陸総合
通信局防災対策推進室長

（イ）（併任）内閣官房内閣
サイバーセキュリティセン
ター企画官

（イ）（併任）総務省北陸総合
通信局総合通信相談所長

（ア）総務省大臣官房企画課企
画官
（イ）（併任）総務省大臣官房
企画課サイバーセキュリティ・
情報化推進室長

（ア）総務省情報流通行政局総
務課主査（行政官長期在外研究
員）

（ア）文部科学省科学技術・学
術政策局政策課専門官
（イ）（併任）内閣事務官（内
閣官房国家安全保障局）

（ア）総務省北陸総合通信局総
括調整官

　新規事業のプロジェクト管
理や策定、チャンネル営業に
てケーブル局営業及び、社内
の人材育成

　東芝グループ全体の技術戦
略の企画・推進業務（東芝グ
ループの技術戦略策定とトッ
プサポート、主要社外機関と
の連携推進、東芝グループの
産学連携の窓口　等）

・京浜急行電鉄及びグループ
全般にわたるＩＴ戦略の策定
及び推進・情報処理システム
に関する事項
・電子マネー事業に関する事
項

（ウ）（併任）内閣官房副長
官補付

研究開発統括部技術企画室主
務（課長補佐相当）

経営統括本部経営企画本部経
営企画部事業企画課係長

　ＫＡＤＯＫＡＷＡグループ
におけるデジタルコンテンツ
に関連するビジネスの事業構
築及び推進・運営

・鉄道業務変革やお客さま
サービス向上等を目的に、近
年技術進展の著しい情報通信
技術（ICT）の市場調査並び
に導入推進業務。
・自営通信のネットワークや
設備増強、その関連システム
構築プロジェクトの仕様策
定、工程管理等のPJ推進業
務。

鉄道事業本部電気ネットワー
ク部課長
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

派遣期間
平成30年に占めていた官職等

（その復帰の日から起算して２年
を経過する日までに限る。）

H29.7.11 ～ (H30.6.30) H26.8.1
～

251 H28.6.30

〔業務内容〕

③

日本生命保険相互会社 H29.7.11 ～ H30.7.31 H26.8.1
団体年金部調査役 ～

252 〔業務内容〕 H28.7.31
（イ）退職 H30.7.31 　

※ ①

株式会社ＩＨＩ H28.8.1 ～ H30.7.30 H26.8.1
～

253 H30.7.30 H28.7.31
〔業務内容〕

①

味の素株式会社 H29.7.10 ～ (H30.6.30) H26.8.1
～

254 H28.6.30
〔業務内容〕

③

（ア）厚生労働省労働基準局安
全衛生部化学物質対策課長補佐

（ア）厚生労働省医政局医療経
営支援課地域医療機能推進機構
管理室長

（ア）水産庁資源管理部管理課
長

東京海上日動火災保険株式会
社
企業商品業務部責任保険グ
ループリーダークラス

　企業商品業務部にて、企業
向け商品の開発管理、保険引
受リスク管理、保有、再保険
に関する業務

（ア）厚生労働省大臣官房参事
官（行政改革担当（年金）、
年金業務システム・監査担当）

（イ）退職（中央労働災害防止
協会へ）

家庭用事業部販売マーケティ
ンググループ専任部長

　家庭用事業部における販売
企画（地産地消企画や東北復
興支援企画等事業部を跨がる
販売企画の推進、エリア別市
場データ分析等）

　全社安全衛生管理の企画・
立案及び各地区における総務
部・工場の行う安全衛生管理
の指導・援助・調整、建設工
事安全衛生に関する企画・立
案・調整、従業員の健康管理
及び健康の維持増進に関する
基本政策の企画・立案　等

・団体年金及びそれに関連す
るコンサルティング手法の開
発、営業支援の実施、コンサ
ルティング業務等の実施等
（団体年金コンサルティング
グループ）
・運営管理業務に関する価
格・サービス・商品ライン
ナップに関する企画・立案
・開発、運営管理業務の実
施、商品提供会社としての取
扱商品の決定及び業務の実施
等（確定拠出年金業務グルー
プ）

人事部労働・安全グループ主
幹（部長職相当）
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

派遣期間
平成30年に占めていた官職等

（その復帰の日から起算して２年
を経過する日までに限る。）

H28.7.1 ～ (H30.6.30) H26.8.1
～

255 H28.6.30

〔業務内容〕

③

首都圏新都市鉄道株式会社 H28.6.21 ～ H30.3.31 H26.8.1
～

256 H28.6.21 ～ H30.3.31 H28.6.20
〔業務内容〕

H28.6.21 ～ H30.3.31

H28.6.21 ～ H30.3.31

H30.3.31
⑥

三菱地所株式会社 H29.8.7 ～ (H30.6.15) H26.8.1
ビル運営事業部総合Ｎ職主事 ～

257 〔業務内容〕 H28.6.15

④

日本通運株式会社 H28.7.1 ～ (H30.6.30) H26.9.1
本社業務部調査役 ～

258 〔業務内容〕 H28.6.30

②

富士フイルム株式会社 H29.4.1 ～ H30.7.30 H26.9.1
ヘルスケア事業推進室担当者 ～

259 〔業務内容〕 H30.7.31 ～ (H30.8.31) H28.8.31

②

（ア）国土交通省土地・建設産
業局建設市場整備課専門工事
業・建設関連業振興室長

（ア）国土交通省航空局安全部
安全企画課長
（イ）（併任）国土交通省総合
政策局情報政策本部サイバーセ
キュリティ・情報化推進官

　コンプライアンスの徹底な
どを中心としたCSR経営の推
進強化及びその他関連する業
務

（ウ）（併任）内閣事務官（内
閣官房副長官補付）

（ア）林野庁国有林野部管理課
長

経営企画部参与兼経営企画部
長

　大企業（国内外）分野の営
業支援、リスクマネジメント
業務

（ア）厚生労働省老健局高齢者
支援課長補佐

公務開発部担当課長兼企業営
業開発部参事（リーダークラ
ス）

（ア）厚生労働省社会・援護局
福祉基盤課長

①ヘルス事業全般の新製品開
発支援
②海外事業調査、販売チャン
ネルに関する調査と海外販売
戦略立案への助言

（エ）（命）内閣官房空港・港
湾水際危機管理チーム参事官
（オ）退職（独立行政法人海技
教育機構へ）

　社長からの特命事項（公共
交通政策に係る調査・分析業
務や新たな事業開発等に係る
事業企画業務など）及び経営
企画部の総括

　オフィスビルの保有事業及
び安全・品質管理に関する事
項

東京海上日動火災保険株式会
社

（イ）厚生労働省大臣官房人事
課大臣政務官秘書官事務取扱
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番号

交流派遣後職務に復帰
した職員が当該復帰の
日の直前に派遣先企業

において占めていた地位

派遣期間
平成30年に占めていた官職等

（その復帰の日から起算して２年
を経過する日までに限る。）

キリン株式会社 H29.7.11 ～ (H30.6.30) H26.9.1
～

260 H28.6.30
〔業務内容〕

①

東日本旅客鉄道株式会社 H26.10.1
～

261 H28.3.30
〔業務内容〕

⑥

株式会社リコー H27.4.1
～

262 H28.7.31

〔業務内容〕

③

人事部制度担当（多様性推進
室兼務）経営職

総合企画本部品川・大規模開
発部担当部長

１．シニア制度設計
・職務開発を含めたシニア層
の活躍推進の在り方を社内や
他社事例の情報収集を通じて
検討・方向性を決定・実現す
るための雇用体系・制度体系
の在り方、方向性を検討・決
定
２．女性社員の就労継続支援
・「転勤」「長時間労働」と
いう視点を踏まえた女性社員
の就労継続支援への取組

（ア）なし（28.3.31国土交通
省退職（宇都宮市へ））

　国内外の環境・資源・エネ
ルギーに関するマクロ情報・
ミクロ情報を分析し、その動
向が産業･企業分野に及ぼす
影響を研究する。中長期的視
点から、経済成長と低炭素社
会づくりの両立に重点をおい
たテーマの推進と実践的研究
を行う。

リコー経済社会研究所環境・
資源・エネルギー分野主任研
究員（管理職相当）

（ア）文部科学省高等教育局視
学官

（ア）なし（29.9.30環境省退
職）

　駅関連、都市開発関連プロ
ジェクトの推進、社員育成等
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