
３．交流採用

【民間企業から国の機関に採用】





３．交流採用【 民間企業から国の機関に採用 】（７１７人）
　　①　平成30年に採用された職員（２４３人）
　　　ア．退職型（５人）

交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

　
外務省 三菱商事株式会社 H30.1.1

～
263 H31.12.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　
厚生労働省 30.9.14 日本マイクロソフト株式会社 H30.1.1

～
264 H32.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

30.10.10

〔職務内容〕
　同上 ①

　
文部科学省 株式会社日立製作所 H30.4.1

～
265 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

任　　期

　日本産品輸出促進，日本企
業支援等に関する官民連携業
務の企画立案及び実績とりま
とめ等に関する業務

　総合商社

政策統括官付情報化担当参事
官室情報システム専門官

Windows Device Sales
Executive

　社会保障分野における情報
政策の企画・立案及び情報化
の推進に係る技術的支援業務

　ソフトウエアおよびクラウ
ドサービス、デバイスの営
業・マーケティング

経済局政策課官民連携推進室
課長補佐（併任）経済局政策
課課長補佐

三菱商事マシナリ株式会社コ
ンプレッサ部営業第三チーム
リーダー

研究振興局参事官付専門官 日立研究所企画室研究戦略ユ
ニット主任研究員

　情報科学技術に係る研究開
発事業の推進、執行のうち拠
点支援に係る事務、科学技
術・学術審議会研究計画・評
価分科会情報科学技術委員会
等に係る国内外の調整や交渉
や関係府省及び政府機関との
連絡・調整等

政策統括官付情報化担当参事
官室情報システム専門官
（命）データヘルス改革推進
本部員

番号
交流採用職員の占める官職

交流元企業を退職した日の直
前に占めていた地位

・社会保障分野における情報
政策の企画・立案及び情報化
の推進に係る技術的支援業務
・データヘルス改革の将来像
の作成、将来像を実現するた
めの工程表の策定に関する技
術的支援

政策統括官付情報化担当参事
官室情報システム専門官（併
任）医政局研究開発振興課医
療技術情報推進室長補佐
（命）データヘルス改革推進
本部員

　電気機械器具の製造及び販
売、通信並びに電子機械器具
の製造及び販売
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

　
資源エネルギー庁 H30.6.15

～
266 H31.6.14

コンサルタント
〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 H30.7.1

～
267 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

（備考２）「任期」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。

　　　イ．雇用継続型（２３８人）

交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

　
総務省 四国電力株式会社 H30.1.1

～
268 H31.12.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
スポーツ庁 株式会社アシックス H30.1.1

～
269 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

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主
査

四国計測工業株式会社製造事
業本部電力事業部通信システ
ム部給電装置課主任（情報通
信部通信計画グループ主任）

任　　期

　各種スポーツ用品等の製造
及び販売

交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

　容量市場等の市場設計に係
る企画・調査等の業務

　各種業界企業の企業戦略立
案、Ｍ＆Ａ支援、オペレー
ション改善などの戦略コンサ
ルティング業務

Senior Associate

○下水道管理の広域化・共同
化に関する企画・調整業務
○下水道管理の広域化・共同
化を実施・検討している地方
公共団体等への対応
○下水道と関連のある新たな
ビジネスの創出に向けた検討

　コンサルティングサービス

ＰｗＣアドバイザリー合同会
社水管理・国土保全局下水道部

下水道企画課管理企画指導室
地域支援係長

　電気通信事業に関する技術
的制度の企画に関する国内外
の技術動向等調査に係る業務

　電気事業、電気通信事業、
熱供給に関する事業など

国際課国際交流係長 アシックスジャパン株式会社
ブランドマーケティング統括
部マーケティング部イベント
マーケティングチーム（グ
ローバル人事総務統括部人事
部長付）

　諸外国とのスポーツ交流に
係る企画・立案及び援助・助
言等に関すること。

番号

マッキンゼー・アンド・カン
パニー・インコーポレイテッ
ド・ジャパン

電力・ガス事業部電力基盤整
備課整備計画係

（備考１）「番号」欄の※印は女性。

番号
交流採用職員の占める官職

交流元企業を退職した日の直
前に占めていた地位

任　　期
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
厚生労働省 30.3.1 共和ピー・アール株式会社 H30.1.1

～
270 H32.12.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 30.7.25 三井化学株式会社 H30.1.1

～
271 H31.12.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

②

　
経済産業省 株式会社ローソン H30.1.1

～
272 H31.12.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ③

　
国土交通省 株式会社ＡＮＡ　Ｃａｒｇｏ H30.1.1

～
273 H31.12.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　主に新規物質の環境への影
響調査・対策、大気汚染及び
水質汚濁等の産業公害の防止
対策並びに廃棄物に関する対
策の促進に関する政策の企画
立案及び関係機関との調整に
関する業務

　ヘルスケア事業、モビリ
ティ事業、フード＆パッケー
ジング事業、基盤素材事業

商務情報政策局情報経済課企
画三係長

ラストワンマイル事業本部デ
ジタルコマース運営部マネ
ジャー（同）

　企業間データ流通の更なる
促進に向けた制度整備のため
の企業ニーズの発掘や関連政
策の企画・立案及び運営など
に関する業務

　コンビニエンスストア
「ローソン」のフランチャイ
ズチェーン展開

総合政策局国際物流課主査 オペレーション企画部オペ
レーション企画課（オペレー
ション企画部オペレーション
企画課付）

　ASEAN諸国等との２国間・
多国間政策対話等の開催、新
興国物流パイロット事業及び
物流人材育成事業の実施に向
けた企画立案業務

　エアラインセールス事業、
ウェアハウスオペレーション
事業、ソリューション事業

大臣官房総務課分かりやすい
広報指導室総括コミュニケー
ション専門官（併任）大臣官
房総務課分かりやすい広報指
導室長

・パンフレット等、一般に発
出する文書を分かりやすく修
正する業務、その他、厚生労
働省の情報発信を分かりやす
く、かつ、正確に伝わるもの
にする等の企画立案及び支援
業務
・分かりやすい広報指導室で
行っている業務の総括

大臣官房総務課分かりやすい
広報指導室コミュニケーショ
ン専門官

ＰＲ業務部マネージャー（管
理部付マネージャー）

・厚生労働省が広く一般に向
けて出す文書（報道発表資
料、リーフレットなど）を分
かりやすく修正すること。
・厚生労働省の情報発信
(ウェブサイトの構成・デザ
インやSNSでの情報発信を含
む) を分かりやすく、かつ、
正確に伝わるようにするため
の支援を行うこと　など

　メディアリレーションズを
中心とした広報活動の支援、
代行、コンサルティング

産業技術環境局環境指導室新
規物質環境影響専門職

ＲＣ・品質保証部化学品安全
センター（同）

産業技術環境局資源循環経済
課環境管理推進室新規物質環
境影響専門職
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
国土交通省 H30.1.1

～
274 H31.12.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
厚生労働省 H30.3.1

～
275 H33.2.28

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
特許庁 30.4.1 旭化成株式会社 H30.3.1

～
276 H31.2.28

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

①

コミュニケーションサービス
本部課長（コミュニケーショ
ンサービス本部付・課長）

・厚生労働省が広く一般に向
けて出す文書（報道発表資
料、リーフレットなど）を分
かりやすく修正すること。
・厚生労働省の情報発信
(ウェブサイトの構成・デザ
インやSNSでの情報発信を含
む)を分かりやすく、かつ、
正確に伝わるようにするため
の支援を行うこと　など

　メディアリレーションズを
中心とした広報活動の支援、
代行、コンサルティング

株式会社ブレインズ・カンパ
ニー

総務部国際協力課国際情報専
門官（併任）総務部国際協力
課地域協力室（併任）総務部
国際政策課多国間政策室（併
任）総務部国際政策課多国間
政策室第二班韓国係長

リノヴェックスマンション事
業部渋谷店主任（管理部管理
課主任）

株式会社インテリックス空間
設計土地・建設産業局不動産市場

整備課不動産投資市場整備室
小規模不動産特定共同事業係
長

研究・開発本部知的財産部
（同）

　工業所有権分野における経
済連携、国際機構、主要先進
国、新興国・開発途上国に関
する情報収集・分析。収集・
分析した情報の施策や会合対
処方針等への反映。

　マテリアル、住宅、ヘルス
ケア領域等の製造、研究、販
売

大臣官房総務課分かりやすい
広報指導室コミュニケーショ
ン専門官

総務部国際協力課国際情報専
門官（併任）総務部国際協力
課地域協力室（併任）総務部
国際政策課多国間政策室

①小規模不動産特定共同事業
者の新規及び更新（５年ご
と）の登録申請について、資
本金、資格者等の要件に関す
る審査、②登録業者の情報を
開示するデータベースの管
理、登録業者の情報の更新
等、③小規模不動産特定共同
事業者からの照会に対する対
応

　リノベーション（内装工事
業）・デザイン・コーディ
ネート
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
国土交通省 国際興業株式会社 H30.3.1

～
277 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
金融庁 30.7.17 日本生命保険相互会社 H30.3.25

～
278 H32.3.24

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

②

総合政策局リスク分析総括課
課長補佐（併任）監督局総務
課課付（併任）監督局銀行第
一課課付

総務企画局政策課課長補佐
（併任）総務企画局政策課グ
ローバルプルーデンス室室長
補佐（併任）監督局総務課課
付

運用リスク管理室課長補佐
（人材開発部）

・金融庁の所掌する金融行政
に影響を与える可能性のある
海外当局の規制等に対する動
向調査や、各種マーケット動
向のモニタリング業務
・銀行（３メガバンクグルー
プ）のリスクに関連する情報
の収集及び分析、並びにその
結果を踏まえた政策対応につ
いて、マクロプルーデンスを
実施する観点から、必要な企
画、立案及びその実施

総合政策局環境政策課長補佐 経営企画部事業戦略第二課係
長（総務部業務支援室付）

　生命保険業

　環境の保全（良好な環境の
創出を含む。）に関する基本
的な政策に関する業務のう
ち、環境基本計画、環境白書
等の省内取りまとめ、再生可
能エネルギー、水素関係政策
の省内取りまとめ、創蓄省エ
ネルギー化の支援に関する業
務。

　一般乗合、貸切、乗用旅客
自動車運送業、自動車教習
所、外車販売
　油圧機器、各種建設機械、
自動車部品、建築資材、機
器、製品等の輸出入及び販売
　不動産売買、賃貸、管理及
び宅地開発、旅行業法に基づ
く旅行業　等
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
内閣府 H30.4.1

～
279 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
内閣府 株式会社日建設計 H30.4.1

～
280 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

　
内閣府 学校法人跡見学園 H30.4.1

～
281 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

内閣府②

※ 総務省②

アソシエイト（同）

（１）PPP/PFI（コンセッ
ションを含む。）に関する手
続（実施方針や事業契約、リ
スク分担等の作成）について
の法務面での指導・助言
（２）PPP/PFI（コンセッ
ションを含む。）における
ファイナンススキームや各種
契約等についての法務面での
指導・助言
（３）PFI法におけるリスク
分担や手続きの簡素化等に関
するガイドラインの改定に向
けた調査・分析
（４）PFI推進機構による出
融資に当たっての法務面での
指導・助言

　法律事務及びそれに付帯、
または密接に関連する業務

　内閣府経済社会総合研究所
において、上席主任研究官と
して、経済学、経済政策、統
計学等の知見を活かし、各種
研究プロジェクト等に対して
助言を行う。
　また、総務省統計委員会担
当室長（政策統括官（統計基
準担当）付）として、統計委
員会の運営等を担う。

　教育基本法及び学校教育法
に従い、学校教育を行う

官民連携・ボランティア担当
主査（政策統括官(防災担当)
付参事官(普及啓発・連携担
当)付）

プロジェクト開発部門パブ
リックアセットラボ兼グロー
バルマーケティング部門グ
ローバルＰＲ部（プロジェク
ト開発部門代表付）

　防災に関する普及啓発及び
連携の推進に関する基本的な
政策に関する事項の企画及び
立案に係る職務を行う。

　建築の企画・設計監理、都
市・地域計画および これら
に関連する調査・ 企画コン
サルタント業務

経済社会総合研究所上席主任
研究官（併任）総務省政策統
括官（統計基準担当）付統計
委員会担当室長

跡見学園女子大学マネジメン
ト学部マネジメント学科准教
授（同）

政策企画専門職（政策統括官
（経済社会システム担当）付
参事官（総括担当）付）（併
任）内閣府本府民間資金等活
用事業推進室主査（併任）地
方創生推進事務局参事官（総
括担当）付主査（併任）内閣
府本府地方創生推進室主査

渥美坂井法律事務所弁護士法
人
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
警察庁 株式会社日立システムズ H30.4.1

～
282 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
警察庁 H30.4.1

～
283 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

　
①

　
金融庁 住友商事株式会社 H30.4.1

～
284 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
金融庁 30.7.17 H30.4.1

～
285 H32.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

②

　情報システムの設計、開
発、保守及び運営管理等

第一公共事業本部シニア・エ
キスパート（同）

総合政策局秘書課課長補佐
（併任）総合政策局総合政策
課サイバーセキュリティ対策
企画調整室室付（併任）総合
政策局リスク分析総括課課付

生活安全局情報技術犯罪対策
課係長(併任)長官官房総務課
(併任)情報通信局情報管理課
(併任)情報通信局情報技術解
析課

サイバーセキュリティリサー
チセンタ　サイバーセキュリ
ティ対応グループ担当（同）

　情報技術の利用に伴う犯
罪、事故その他の事案に係る
市民生活の安全と平穏に関す
ること及び情報技術の利用に
伴う犯罪の予防に関すること
等の事務に従事。

事業金融部長付（事業金融部
参事）

　国際的な金融規制に関する
原則や基準の設定等に係る協
議、調整に関する事務

　総合商社

総務企画局総務課課長補佐
（併任）総務企画局政策課サ
イバーセキュリティ対策企画
調整室室付

株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ情報通信局情報管理課係長

（併任）情報通信局情報技術
解析課（併任）長官官房総務
課（併任）生活安全局情報技
術犯罪対策課

第二金融事業本部第三バンキ
ング事業部プロジェクト統括
部バンキング担当 課長代理
（金融事業推進部企画部人事
総務担当関連企業グループ主
任）

・金融庁ネットワークシステ
ムの更改等に関する業務
・金融分野のサイバーセキュ
リティ向上に関する企画・立
案業務への参画

　システムインテグレーショ
ン事業、ネットワークシステ
ムサービス事業等

　システム更新に係るプロ
ジェクト管理全般及びシステ
ム運用管理の効率化に関する
検討に従事。

　システムインテグレーショ
ン事業、ネットワークシステ
ムサービス事業等

総務企画局総務課課長補佐
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
金融庁 30.7.17 住友生命保険相互会社 H30.4.1

～
286 H32.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

②

　
総務省 30.7.20 全日本空輸株式会社 H30.4.1

～
287 H32.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

①

　
総務省 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 H30.4.1

～
288 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

総合政策局リスク分析総括課
課長補佐（併任）監督局総務
課課付（併任）監督局銀行第
一課課付

・金融庁の所掌する金融行政
に影響を与える可能性のある
海外当局の規制等に対する動
向調査や、各種マーケット動
向のモニタリング業務
・銀行（３メガバンクグルー
プ）のリスクに関連する情報
の収集及び分析、並びにその
結果を踏まえた政策対応につ
いて、マクロプルーデンスを
実施する観点から、必要な企
画、立案及びその実施

　生命保険業

情報流通行政局サイバーセ
キュリティ課主査

整備センター業務推進部経理
チーム（人事部付休職）

・サイバーセキュリティの確
保に関する制度の推進
・サイバーセキュリティ対策
に係る国際関係業務
・サイバーセキュリティに係
る調査、普及啓発　等

　定期航空運送事業、不定期
航空運送事業、航空機使用事
業、その他附帯事業

主査（サイバーセキュリティ
統括官付参事官付）

総務企画局政策課課長補佐
（併任）総務企画局政策課グ
ローバルプルーデンス室室長
補佐（併任）監督局総務課課
付

財務部融資運用室副長（調査
広報部副長）

情報流通行政局郵政行政部貯
金保険課保険管理係長

ホールセール企画部（人事部
スタッフ）

・簡易生命保険管理業務に関
する業務
・郵政事業のうち保険募集及
び所属保険会社等の事務の代
行に係るものに関する業務
・郵便局の活用による地域住
民の利便の増進に関する事務
のうち生命保険業の代理業務
に係るものに関する業務　等

　証券業

- 78 -



交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
総務省 ＫＤＤＩ株式会社 H30.4.1

～
289 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

　

⑥

　
外務省 H30.4.1

～
290 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
外務省 全日本空輸株式会社 H30.4.1

～
291 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ⑪

　
外務省 H30.4.1

～
292 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ②

アジア大洋州局中国・モンゴ
ル第二課

人材戦略室人事部付ＡＮＡ付
エアポートサービス株式会社
出向（人材戦略室人事部付）

　日中経済・ビジネス関係強
化、台湾を含む中国経済、二
国間経済関係の情報収集・分
析等に関する業務

　定期航空運送事業、不定期
航空運送事業、航空機使用事
業、その他附帯事業

東京新都心支店主任（公務第
一部付主任）

・情報通信政策に資する調査
研究、このうち特に人工知能
（AI）について情報通信政策
研究所長の下で組織する会議
体において検討が進められて
いる事項に関する調査研究
・情報通信に関連する経済調
査等

　電気通信事業

ＩＣＴコンサルティング本部
企画部門主査（ヒューマンリ
ソース部人事･人材開発部門
主査）

　情報防護対策に必要な情報
システムのセキュリティ確保
及び情報リテラシーの維持・
向上に関する政策調整、情報
防護対策に関する各種調査お
よび秘密保全関連業務

　電気通信事業等

大臣官房総務課情報防護対策
室課長補佐

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社

　損害保険業　日ブルネイ間の人物・文化
交流事業、日本語普及事業等
の広報文化に関する業務の
他、ブルネイ経済、金融事情
の調査、分析及び情報収集等

在ブルネイ日本国大使館二等
書記官

東京海上日動火災保険株式会
社

情報通信政策研究所調査研究
部主任研究官

技術企画本部技術開発戦略部
渉外グループ（技術企画本部
技術開発戦略部マネー
ジャー）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
外務省 H30.4.1

～
293 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
外務省 豊田通商株式会社 H30.4.1

～
294 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　
財務省 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 H30.4.1

～
295 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
文部科学省 H30.4.1

～
296 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

国際協力本部（事務総長付主
幹）

　ジャパン・ハウスの創設・
運営および「日本文化季間」
の広報関連業務、日本企業等
の海外展開支援の強化に関す
る業務

　総合経済団体

在英国日本国大使館一等書記
官

一般社団法人日本経済団体連
合会

　総合商社

理財局国有財産業務課業務第
三係長（併任）理財局国有財
産調整課

不動産営業第２部調査役補
（人事部付）

　イラクにおける経済・エネ
ルギー等に関する情報収集・
分析、日系企業支援および対
イラク復興支援等に関する業
務

　普通財産の減額売払、減額
貸付及び定期借地貸付に関す
る企画及び立案並びに事務の
統一に関すること、普通財産
の売払及び貸付を活用した地
域における国有財産の最適利
用に関すること等

　信託銀行業

原子力事業部原子力技術部部
長付（同）

　原子力の平和利用分野に係
る国際的な研究開発、人材育
成プロジェクトの企画・実施
等

　エネルギー事業関連の製
品・システム・サービスの開
発・製造・販売

東芝エネルギーシステムズ株
式会社研究開発局環境エネルギー課

核融合開発室室長補佐（併
任）研究開発局研究開発戦略
官（核融合・原子力国際協力
担当）付（併任）研究開発局
開発企画課核不拡散科学技術
推進室

在イラク日本国大使館一等書
記官（併任）在ヨルダン日本
国大使館

機械・エネルギー・プラント
プロジェクト本部プラント・
プロジェクト部第一グループ
（コーポレート部門人事総務
部付）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
スポーツ庁 大塚製薬株式会社 H30.4.1

～
297 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
スポーツ庁 H30.4.1

～
298 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
スポーツ庁 美津濃株式会社 H30.4.1

～
299 H30.10.10

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
スポーツ庁 味の素株式会社 H30.4.1

～
300 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
スポーツ庁 H30.4.1

～
301 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

　障害者スポーツの各種大会
の開催支援等を通じた障害者
スポーツの振興に関すること

　損害保険業

競技スポーツ課整備係長 総合企画室経営企画担当（総
合企画室上級専任職）

　国際競技力の向上に向けた
選手強化活動拠点の整備に関
すること

　スポーツ品の製造、卸、小
売業

株式会社ＪＴＢビジネストラ
ベルソリューションズ参事官（地域振興担当）付専

門職

健康スポーツ課事業係長（併
任）健康スポーツ課スポーツ
安全係長

ニュートラシューティカルズ
事業部販売促進部課長（業務
管理部）

　スポーツを通じた健康増進
及びスポーツ活動中の事故防
止に係る企画・立案・調査等
に関すること

　医薬品・臨床検査・医療機
器・食料品・化粧品の製造、
販売、輸出及び輸入

東京本部東京南支店蒲田支社
支社長代理（人事部課長代
理）

三井住友海上火災保険株式会
社健康スポーツ課障害者スポー

ツ振興室専門職

　スポーツによる地域振興に
係る企画及び立案並びに援助
及び助言に関すること

　BTM（Business Travel
Management）事業 & ITソ
リューション（国内及び海外
出張に関するコンサルティン
グ、国内及び海外航空券・乗
車券類の販売インセンティブ
ツアー等企業内グループ旅行
の企画手配など）

競技スポーツ課スポーツ科学
係長

グループ調達センター原料グ
ループ（人事部人財開発グ
ループ）

　スポーツ科学を活用した競
技力の向上施策に係る企画・
立案等に関すること

　食品及びアミノ酸関連製品
の製造販売

株式会社ＪＴＢ人事部ＪＴＢ
ユニバーシティ運営事務局人
財育成担当マネージャー（人
事総務部人事総務課担当課
長）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
スポーツ庁 ぴあ株式会社 H30.4.1

～
302 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
厚生労働省 H30.4.1

～
303 事務局業務部職員（同） H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

　
厚生労働省 株式会社島津製作所 H30.4.1

～
304 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
厚生労働省 住友生命保険相互会社 H30.4.1

～
305 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

① 災害の被害状況及び対応
状況の取りまとめに関するこ
と　②健康危機管理情報及び
当該情報に係る対応について
の情報交換、評価分析に関す
ること　③原因が明らかでな
い公衆衛生上重大な危害が生
じ、又は生じる恐れがある緊
急の事態への対処に関する事
務 ④国内外の健康危機管理
に関する情報の収集、提供等
の調整に関すること　⑤健康
危機管理に係る訓練の実施・
評価に関すること　⑥その
他、所掌事務に係る災害対策
に関する事務全般に関するこ
と

　臨床工学技士の職業倫理の
高揚、学術技能の研鑽及び資
質の向上
　生命維持管理装置をはじめ
とする機器に支えられた医
療・福祉の信頼性の向上

健康局がん・疾病対策課長補
佐

経営戦略室ヘルスケア事業戦
略ユニットマネージャー（人
事部マネージャー）

参事官（民間スポーツ担当）
付経営改善係

　スポーツ団体の経営改善に
対する指導及び助言等に関す
ること

　音楽・スポーツ・演劇・映
画・各種イベント等のチケッ
ト販売等

公益社団法人日本臨床工学技
士会大臣官房厚生科学課健康危機

管理・災害対策室主査

１ 課の所掌する行政の総合
的企画及び調査・調整に関す
ること
２ 課の所掌する法令等の制
定、改廃及び解釈に関するこ
と

　分析・計測機器、医用機
器、航空機器、産業機器の開
発、製造、販売

健康局がん・疾病対策課主査 契約審査部契約企画室主任
（調査広報部主任）

１ 課の所掌する行政の総合
的企画及び調査・調整に関す
ること
２ 課の所掌する法令等の制
定、改廃及び解釈に関するこ
と

　生命保険業

ライブ・エンタテインメント
第三グループ（人事法務局
付）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
厚生労働省 株式会社クボタ H30.4.1

～
306 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
厚生労働省 H30.4.1

～
307 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
厚生労働省 株式会社ＩＨＩ H30.4.1

～
308 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
厚生労働省 綜合警備保障株式会社 H30.4.1

～
309 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　東日本大震災により被害を
受けた地域で水道未復旧地域
との調整、福島県、現地連絡
協議会との調整、災害復旧費
に関する事務などの業務を担
う。

　総合エンジニアリング事業

労働基準局安全衛生部労働衛
生課産業保健支援室長補佐

航空宇宙事業本部相馬事業所
総務部（本社人事部人事グ
ループ）

・ストレスチェック制度に関
する周知広報、制度への疑義
及び見直し対応
・「健康情報の取扱いに関す
る検討会」の運営
・労働者健康安全機構本部、
産業保健総合支援センター及
びその地域窓口（地域産業保
健センター）における産業保
健活動総合支援事業（補助
金）の運営

　航空機エンジン、発電用ボ
イラ、ＬＮＧタンク、ターボ
チャージャ等の製造

医薬・生活衛生局水道課長補
佐

パイプシステム事業ユニット
鉄管研究部第３グループ長
（パイプシステム事業部付）

　水道事業等の創設、変更認
可等にかかる高度な判断を必
要とする業務、水道事業の第
三者委託に関する調整及び水
道事業体に対する技術的な調
査の企画・集計・分析等に関
する業務

　機械器具製造業

環境本部アクア事業部パイプ
ライン技術部技術室経営ス
タッフ（課長）（環境本部
付）

医薬・生活衛生局水道課復興
第二係長

ＪＦＥエンジニアリング株式
会社

子ども家庭局保育課主査 営業推進部常駐･綜管営業室
常駐･綜管営業企画課（営業
推進部付）

　保育対策の総合企画・他の
連絡調整に関すること、国会
関係事務など

　警備の請負とその保障業務
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
厚生労働省 H30.4.1

～
310 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ③

　
厚生労働省 富士フイルム株式会社 H30.4.1

～
311 H30.8.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　
厚生労働省 日本生命保険相互会社 H30.4.1

～
312 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　
厚生労働省 30.9.10 日本生命保険相互会社 H30.4.1

～
313 H32.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

⑤

　
農林水産省 株式会社日本旅行 H30.4.1

～
314 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

社会・援護局障害保健福祉部
精神・障害保健課主査

ＳＧホールディングス株式会
社

保険局調査課医療費解析官 法人商品開発室課長補佐兼団
体年金部（法人営業企画部市
場開発室所属）

・医療費供給面のマクロ統計
の解析に関すること
・医療費供給面のミクロ統計
の解析に関すること

　生命保険業

政策統括官付情報化担当参事
官室主査

商品開発部副主任（営業企画
部所属）

１.法令の制定、改廃、解
釈、運用及び関係法令との調
整に関すること。
２.公益法人の指導監督に関
すること。
３.課の重要事項に係る企画
調整に関すること。

　グループ経営戦略策定・管
理並びにそれらに付随する業
務

老健局振興課長補佐 メディカルシステム事業部
モダリティソリューション部
（一般）（同）

　地域包括ケアや介護支援専
門員を含めその他在宅サービ
ス関係の企画立案等に関する
こと

　イメージングソリューショ
ン分野、インフォメーション
ソリューション分野における
研究開発・製造・販売業務

政策統括官付情報化担当参事
官室主査（命）データヘルス
改革推進本部員

経理部チーフ（人事部付チー
フ）

・情報政策の法制に関する総
合的企画及び連絡調整に関す
ること
・情報政策に関する個人情報
保護法制に関すること
・その他、情報政策に関する
法制に関すること

　生命保険業

食料産業局食文化・市場開拓
課課長補佐（業務指導班担
当）

経営管理部新事業室主任
（同）

　外食・中食産業の発達、改
善及び調整に関すること

　旅行業
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
農林水産省 株式会社秋田銀行 H30.4.1

～
315 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
農林水産省 シダックス株式会社 H30.4.1

～
316 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
農林水産省 H30.4.1

～
317 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
水産庁 マルハニチロ株式会社 H30.4.1

～
318 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　
経済産業省 株式会社インテック H30.4.1

～
319 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　食品循環資源の再生利用等
に関する企画、連絡調整、知
識の普及及び指導

　給食事業、売店コンビニエ
ンス事業、レストランカラオ
ケ事業、車両運行管理事業等

茨城南支店法人支社支社長代
理（企画開発部長席付課長代
理）

　財務諸表をはじめとする各
種行政庁提出書類の内容の適
否の確認、指導等

　損害保険業

経営局金融調整課経営専門職
損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

食料産業局輸出促進課戦略実
行班戦略実行第３係長

角館支店（営業本部地域サ
ポート部）

　輸出戦略実行委員会に関す
る事務、日本食海外普及功労
者表彰事業の実施

　銀行業

食料産業局バイオマス循環資
源課食品リサイクル指導第２
係長

人事部採用研修課（人事部）

　経済産業省の情報化を図る
ため、個別業務等の情報シス
テムに係る企画、開発および
運用管理へのサポート、担当
課室との連絡調整等に関する
業務。
　また、省内各課からのＩＴ
に係る相談に応じ、ツール開
発・提供やシステム開発の提
案等の業務を行う。

　情報化戦略の立案、システ
ムの企画、開発等

資源管理部国際課国際専門官 株式会社マルハニチロ北日本
商品開発課長（人事部付課長
役）

　海外漁業協力に関する専門
の事項についての企画、調査
及び分析に関する事務等

　水産物の加工、販売等

大臣官房情報システム厚生課
情報システム室情報システム
調査官

公共ソリューション事業本部
収入保険プロジェクトチーム
主事（サブリーダー）（人事
部付）

- 85 -



交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
経済産業省 H30.4.1

～
320 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 株式会社日本政策投資銀行 H30.4.1

～
321 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 株式会社東邦銀行 H30.4.1

～
322 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

電力・ガス取引監視等委員会
事務局ネットワーク事業監視
課料金係長（併任）電力・ガ
ス取引監視等委員会事務局
ネットワーク事業監視課ネッ
トワーク事業企画係長（併
任）電力・ガス取引監視等委
員会事務局ネットワーク事業
制度企画室付

企業金融第５部副調査役
（同）

　我が国電力・ガス市場や託
送料金制度における課題の発
掘・分析、関係機関との調
整、政策立案のための実務作
業等

　政府系金融機関

東北経済産業局地域経済部製
造産業課機械産業係長

仙台東支店次長（総務部付）

北陸本部富山支店富山第二支
社支店長代理（人事部課長代
理）

　サービス、マネジメントシ
ステム等の分野における国際
標準化活動の推進として国内
関係者を集めた検討体制の構
築、国際会議に向けた対応方
針の決定、予算措置による規
格開発支援や活動費支援等を
実施。あわせて、同分野にお
けるJISの制定、認証制度の
構築に関する業務等を行う。

　損害保険業

三井住友海上火災保険株式会
社産業技術環境局国際標準課工

業標準専門職

・東北地域内における機械産
業の現状調査や課題解決のた
めの検討
・福島イノベーションコース
ト構想の実現のための支援
・中小ものづくり産業の技術
力向上・販路拡大のための対
応
・地域未来投資促進法に基づ
く地域経済牽引企業等への支
援制度周知、案件発掘
・地域中核支援事業による機
械産業のネットワーク化構築
支援

　銀行業
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
経済産業省 株式会社仙台銀行 H30.4.1

～
323 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 株式会社群馬銀行 H30.4.1

～
324 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
経済産業省 東京東信用金庫 H30.4.1

～
325 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　

①

・事業承継・世代交代集中支
援事業に関する業務
・中小企業再生支援・事業引
継ぎ支援事業に関する業務
・経営承継円滑化法における
金融支援に関する業務

　銀行業

・地域の中小企業、大学、研
究機関や産業支援機関と連携
しながら地域主導型クラス
ターの推進を図る。施策の活
用や事業化戦略の立案などを
支援する。
・地域の特性を活かした成長
性の高い新たな分野に政策資
源を集中投入していけるよう
環境整備を行う。

　信用金庫業

関東経済産業局地域経済部産
業技術革新課技術企画第一係
長

富岡支店融資係（人事部付）

　中小企業や大学等が有機的
に連携しイノベーションを創
出する仕組み（産学官連携）
を推進する。技術シーズ創出
と事業化をつなぎ、イノベー
ションを生み出すための環境
整備を行う。

　銀行業

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（併任）関東経済産業局地
域経済部地域未来投資促進室
付

葛飾支店営業課主事（人事部
付）

東北経済産業局産業部中小企
業課事業承継支援係長

地元企業応援部推進室（総務
部付）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
経済産業省 川崎信用金庫 H30.4.1

～
326 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
経済産業省 株式会社八千代銀行 H30.4.1

～
327 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 武陽ガス株式会社 H30.4.1

～
328 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

渋谷支店兼青山通支店営業係
（人事部所属）

関東経済産業局産業部経営支
援課地域資源企業化支援専門
官

総務部総務課（同）

　中小企業等による産地の技
術や農林水産品等の地域の特
徴ある資源（地域資源）を活
用した創意ある取り組みを支
援し、促進する。

　ガス業（都市ガス及び簡易
ガス事業、ＬＰガス供給販
売、ガス器具販売、ガス配管
工事など）

　中小企業ものづくり高度化
法に基づく「特定研究開発等
計画」の認定に係る外部委員
会開催事務、及び、その計画
認定を受けた中小企業者等が
産学官等で連携（共同体）し
実施するものづくり基盤技術
の高度化に資する研究開発、
試作開発及び販路開拓等に対
する戦略的基盤技術高度化支
援事業の実施事業の支援、
フォローアップ等。

　銀行業

関東経済産業局地域経済部次
世代・情報産業課ヘルスケア
産業室ヘルスケア産業第二係
長

渡田支店係長（業務部調査
役）

　中小企業等によるヘルスケ
ア産業分野への展開又は当該
分野での高度化を図り、競争
力を強化するため、課題や
ニーズの発掘やものづくり企
業とのマッチング等をはじめ
とする幅広い支援を推進す
る。

　信用金庫業

関東経済産業局産業部製造産
業課ものづくり基盤技術専門
官
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
経済産業省 伊丹産業株式会社 H30.4.1

～
329 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 30.7.1 株式会社四国銀行 H30.4.1

～
330 H32.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　企業の工業所有権の取得促
進のため、特許料減免措置の
周知等を行うとともに、企業
経営における工業所有権等の
活用に関する普及・啓発のた
めのセミナー等を行う。また
各市町村の地方創生の取組み
に関し、「しごとづくり」、
「まちづくり」等のニーズへ
の対応を行う。

　銀行業

四国経済産業局地域経済部産
業技術課工業所有権活用専門
官（併任）四国経済産業局地
域経済部産業技術課知的財産
室知的財産係長（併任）四国
経済産業局総務企画部企画課
地方創生支援室地方創生専門
官（併任）四国経済産業局総
務企画部調査課付

・企業の工業所有権の取得促
進のため、特許料減免措置の
周知等を行うとともに、企業
経営における工業所有権等の
活用に関する普及・啓発のた
めのセミナー等を行う。また
各市町村の地方創生の取組み
に関し、「しごとづくり」、
「まちづくり」等のニーズへ
の対応を行う。
・地域経済産業調査に係る業
務

中部近畿産業保安監督部近畿
支部電力安全課産業保安職
（併任）中部近畿産業保安監
督部近畿支部電力安全課電気
事業用係

保安部係員（同）

　電力安全課における、
（１）事業用電気工作物に係
る工事、維持及び運用に関す
ること（他の係の所掌に属す
るものを除く。）、（２）ダ
ム水路主任技術者の資格に関
すること、（３）一般用電気
工作物に関する調査業務の監
督に関すること、（４）電気
事故防止対策に関すること
（他の係の所掌に属するもの
を除く。）、（５）電気保安
通信設備に関すること。

　ガスの製造、供給、販売等

四国経済産業局地域経済部産
業技術課工業所有権活用専門
官（併任）四国経済産業局地
域経済部産業技術課知的財産
室知的財産係長（併任）四国
経済産業局総務企画部企画課
地方創生支援室地方創生専門
官

人事部（人事部付）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
経済産業省 株式会社阿波銀行 H30.4.1

～
331 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 株式会社レクザム H30.4.1

～
332 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
経済産業省 西部瓦斯株式会社 H30.4.1

～
333 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ②

　環境ビジネスの振興や公害
防止対策の推進、循環型社会
形成に向けた取組みの推進に
向けた調査や環境配慮製品を
消費者等にＰＲするセミナー
等を行う。また、再生可能エ
ネルギーや水素等新たなエネ
ルギー源の利活用の推進等に
関する調査を行う。

　各種エレクトロニクス製品
等製造・販売

九州産業保安監督部電力安全
課産業保安職（併任）九州産
業保安監督部電力安全課発電
係長

総合企画室技術企画室環境企
画グループ係長（係長）

　発電用新エネルギー施設を
除く（１）発電用施設の工
事、維持及び運用に関するこ
と、（２）発電用施設に係る
電気事故防止対策に関するこ
と、（３）発電用施設の設置
に関し、その周辺地域の環境
保全に係る調査に関すること
等の業務

　ガスの製造、供給、販売等

　商店街振興及び中心市街地
の活性化に関する計画作り支
援や補助金の執行を行うとと
もに、サービス業の生産性向
上のための支援施策説明会の
実施、観光関連産業活性化の
ための調査を行う。また、各
市町村の地方創生の取組みに
関し、「しごとづくり」、
「まちづくり」等のニーズへ
の対応を行う。

　銀行業

四国経済産業局資源エネル
ギー環境部資源エネルギー環
境課環境係長（併任）四国経
済産業局総務企画部参事官
（資源エネルギー企画担当）
付

技術開発部（技術開発部付）

四国経済産業局産業部商業・
流通・サービス産業課商業振
興係長（併任）四国経済産業
局産業部商業・流通・サービ
ス産業課サービス産業係長
（併任）四国経済産業局総務
企画部企画課地方創生支援室
地方創生専門官

経営統括部（経営統括部付）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
資源エネルギー庁 マツダ株式会社 H30.4.1

～
334 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
資源エネルギー庁 本田技研工業株式会社 H30.4.1

～
335 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
資源エネルギー庁 東京瓦斯株式会社 H30.4.1

～
336 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　

③

　
中小企業庁 H30.4.1

～
337 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　分散型エネルギーリソース
の活用に係る新たな政策の企
画立案及び部局内外の関係者
との調整業務を担当

　ガスの製造、供給、販売等

業務第二部部長代理（人事部
付部長代理）

　我が国の中小企業の足下の
動向について調査・分析を行
うとともに、これまでの我が
国の中小企業の構造変化を踏
まえつつ、中長期的に取り組
むべき中小企業政策の検討に
資する調査・分析を行う業務

　中小企業の設立に際して発
行される株式の引受け・保有
及び中小企業の発行する増資
新株等の引受け・保有並びに
投資先企業に対する経営又は
技術の指導

事業環境部企画課経営力向上
係長（併任）事業環境部企画
課調査室調査係長

東京中小企業投資育成株式会
社

資源・燃料部石油・天然ガス
課資源外交係長

商品本部商品企画部（同）

　我が国企業による石油及び
可燃性天然ガスの開発及び資
源国との国際協力、国際交流
及び国際戦略の企画立案に関
する事務。

　輸送用機械器具の製造及び
販売

資源・燃料部鉱物資源課鉱物
資源確保二係長

四輪事業本部購買本部購買一
部艤装課チーフ（人事・コー
ポレートガバナンス本部人事
部（出向・派遣）経済産業
省）

　鉱種毎のサプライチェーン
の実態を踏まえた鉱物資源安
定供給戦略の策定、資源外
交・資源国協力に係る企画・
調査等の業務

　二輪事業、四輪事業、金融
事業、汎用事業及びその他の
事業

省エネルギー・新エネルギー
部新エネルギーシステム課企
画調整係長

都市エネルギー事業部法人営
業第二グループ指導職（エネ
ルギー企画部計画グループ指
導職）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
中小企業庁 のと共栄信用金庫 H30.4.1

～
338 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
中小企業庁 西武信用金庫 H30.4.1

～
339 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 西日本建設業保証株式会社 H30.4.1

～
340 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑥

　
国土交通省 三井住友信託銀行株式会社 H30.4.1

～
341 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑧

総合政策局物流政策課ターミ
ナル係長

本店営業第五部主任（人事部
付）

　物流効率化の推進に関する
施策の企画・立案、貨物自動
車ターミナル事業に係る許認
可及び事業の監査に関するこ
と、物流分野における新技術
の活用に対応したターミナル
施設のあり方に関する施策の
企画・立案

　信託銀行業

・小規模事業者支援法に基づ
く経営発達支援計画の認定及
び関連業務
・小規模企業振興基本計画の
改定及び小規模事業者支援法
改正検討
・小規模企業振興のための予
算関連業務
・その他、小規模企業振興政
策の企画立案業務

　信用金庫業

経営支援部創業・新事業促進
課創業支援専門官

事業強化支援部事業強化支援
担当（同）

　創業支援分野において、法
律、税、財政投融資等の政策
手法を活用しつつ、中小企業
の創業・起業を促進するため
の業務に従事する。また、地
方の経済産業局や市区町村、
商工会・商工会議所とも密接
に連携を行う。

　信用金庫業

大臣官房地方課公共工事契約
指導室契約管理係長

兵庫支店係長（東京支店付係
長待遇）

・電子契約システムの運用保
守等に関する業務
・統合版工事契約管理システ
ムの開発に関する業務
・国土交通省発注工事・コン
サルの契約実績のとりまとめ
業務
・行政文書開示請求に関する
業務

　公共工事前払金保証事業、
契約保証事業等

経営支援部小規模企業振興課
小規模企業振興二係長

主任（羽咋支店主任）（総合
戦略部長代理）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
国土交通省 味の素物流株式会社 H30.4.1

～
342 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 全日本空輸株式会社 H30.4.1

～
343 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ⑫

　
国土交通省 H30.4.1

～
344 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 積水化学工業株式会社 H30.4.1

～
345 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

土地・建設産業局建設市場整
備課調整係長

中四国セキスイハイム工業株
式会社技術部製品技術グルー
プ（住宅カンパニー）

　中小・中堅建設企業に対す
る支援（地域建設産業活性化
支援事業の実施）
　建設産業の魅力を発信する
広報
　税制改正要望への対応

　住宅分野、管工機材分野、
車両・ＩＴ・メディカル分野
における設備、材料等の製
造・加工・販売、建築物の設
計、施工、請負等

総合政策局物流政策課企画室
主査

冷凍食品事業部企画管理グ
ループ（人事部一般職）

　物流の平準化・標準化に向
けた調査及び施策の企画・立
案、物流分野における新技術
の活用に向けた調査及び施策
の企画・立案、物流関連の統
計の整備等に関する企画・立
案

　貨物自動車運送業

総合政策局海外プロジェクト
推進課（併任）国際統括室

ＡＮＡ成田エアポートサービ
ス株式会社旅客サービス部第
二課（人事部付休職）

　国土交通省及び政府の主要
施策を踏まえ、交通分野に係
るインフラ輸出に関する各種
会合・協議の当省意見反映作
業等のとりまとめ

　定期航空運送事業、不定期
航空運送事業、航空機使用事
業、その他附帯事業

技術本部ハードウェアグルー
プ（管理本部総務部）

さくらインターネット株式会
社総合政策局行政情報化推進課

企画第２係長（併任）総合政
策局情報政策本部

　国土交通本省ＬＡＮシステ
ムに関する業務
　国土交通本省テレワークシ
ステムに関する業務

・インターネットへの接続
サービスの提供、サーバの設
置及び管理業務、各種情報提
供サービス業務、コンサル
ティング
・電気通信事業法に基づく電
気通信事業
・コンピュータソフトウェア
の企画、開発及び販売

- 93 -



交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
国土交通省 信金中央金庫 H30.4.1

～
346 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 株式会社島津製作所 H30.4.1

～
347 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 三菱地所株式会社 H30.4.1

～
348 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 東日本旅客鉄道株式会社 H30.4.1

～
349 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑨

　
国土交通省 株式会社パスコ H30.4.1

～
350 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

水管理・国土保全局河川計画
課経済係長

中央事業部営業一部東京支店
営業二課（事業推進本部事業
推進部）

○水害統計調査に関すること
○「各種資産評価単価及びデ
フレーター」の更新に関する
こと
○河川現況調査に関すること

　測量、情報システム開発、
建設コンサルタント

都市局まちづくり推進課企画
専門官

法人営業推進部次長（業務Ｇ
担当）（地域・中小企業研究
所付国土交通省出向審議役待
遇）

・都市再生の推進に関する施
策に関する事務の総括
・まちづくりに関する民間事
業者に対する支援に関する事
務の総括　等

　金融業

都市局まちづくり推進課官民
連携推進室官民連携推進係長

常盤橋開発部（人事部付）

　官民連携まちづくりの推進
に関する先進事例の収集及び
横展開の推進

　総合不動産業

都市局街路交通施設課駐車場
係長

東北工事事務所（復興推進）
課員（建設工事部課員）

　駐車場整備に関する長期計
画策定、指導、調整等に関す
ること

　旅客鉄道事業、貨物鉄道事
業、旅客自動車運送事業、旅
行業、電気通信事業、電気供
給事業、設備工事業等

都市局まちづくり推進課都市
開発金融支援室まち再生係長

基盤技術研究所電子・イオン
ユニット電子グループ主任
（人事部主任）

・都市再生に関する都市開発
金融支援室関連施策について
の連絡調整
・地方都市における都市再生
等に係る助言等

　分析・計測機器、医用機
器、航空機器、産業機器の開
発、製造、販売
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
国土交通省 株式会社三井住友銀行 H30.4.1

～
351 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑩

　
国土交通省 東日本旅客鉄道株式会社 H30.4.1

～
352 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑩

　
国土交通省 タイムズ２４株式会社 H30.4.1

～
353 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 H30.4.1

～
354 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

・住宅建設の実績及び見通
し、住宅資金の調査に関する
こと
・「安心Ｒ住宅」制度の企画
及び調整に関すること
・住宅取得の円滑化に係る調
査、企画及び調整に関するこ
と
・住居費に関する調査及び住
宅の家賃制度に関する企画並
びに調査に関すること

　コンビニエンスストア事業
運営

住宅局住宅政策課住宅経済係
長

株式会社セブン－イレブン・
ジャパン

水管理・国土保全局下水道部
下水道企画課官民連携推進係

神田法人営業第三部（本店）

○下水道分野におけるＰＰＰ
／ＰＦＩの推進に関する企
画・調整業務
○ＰＰＰ／ＰＦＩ事業を実
施・検討している地方公共団
体等への対応

　銀行業

道路局企画課道路経済調査室
一般職員

東京工事事務所（東海道）課
員（建設工事部課員）

　道路に関する経済調査及び
これに関連する基礎調査に関
すること。

　旅客鉄道事業、貨物鉄道事
業、旅客自動車運送事業、旅
行業、電気通信事業、電気供
給事業、設備工事業等

道路局企画課評価室アカウン
タビリティ係長

経営企画部付課長代理（同）

　道路の整備等に関する施策
の分析及び事業における広
報・アカウンタビリティ等に
係る事項並びにこれらに関連
する基礎調査

　駐車場事業、カーシェアリ
ング事業

銀座地区オペレーション
フィールドカウンセラー（リ
クルートフィールドカウンセ
ラー）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
国土交通省 H30.4.1

～
355 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 明治安田生命保険相互会社 H30.4.1

～
356 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 住友林業株式会社 H30.4.1

～
357 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　

③

　
国土交通省 ＹＫＫ ＡＰ株式会社 H30.4.1

～
358 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 ミサワホーム株式会社 H30.4.1

～
359 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

住宅局住宅生産課調査･技術
振興係長

開発本部技術開発部技術企画
室（企画調査室係長）

　長期優良住宅制度に関する
企画立案、住宅・建築物の技
術高度化に関する企画立案

　窓、サッシ及びその他の建
築建材の製造、販売

住宅局建築指導課課長補佐 技術部構造技術課主幹（技術
部構造技術課）

　木造建築物に係る基準の運
用に関すること、木造建築物
に係る新技術・新工法の技術
開発・調査に関すること

　建物及び構築物の部材の製
造及び販売、建築、土木、外
構、造園その他工事の設計、
請負、施工及び監理等

営業本部勤務（地域創生室）
（総務人事部）

・住生活サービス産業の振興
に必要な環境の整備に関する
こと
・住教育の推進に関する企画
立案

　建築物・電力設備のコンサ
ルティング、企画、設計、保
守、維持管理等

住宅局安心居住推進課長補佐 コンプライアンス統括部主席
スタッフ（人事部（出向））

・住宅セーフティネット制度
に関すること。
・家賃債務保証に関するこ
と。
・高齢者の居住支援に関する
こと。

　生命保険業

住宅局建築指導課バリアフ
リー推進係長

住宅事業本部千葉支店生産Ｇ
主任（人事部）

住宅局住宅政策課住生活サー
ビス産業振興係長

株式会社ＮＴＴファシリ
ティーズ

　バリアフリー関係法令の施
行及び運用、建築物に係るバ
リアフリーに関する基準の収
集整理等、建築物の所有者等
に対するバリアフリー化に関
する普及啓発に関すること

　山林の経営、木材・建材の
売買、注文住宅の建築等
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
国土交通省 株式会社日建設計 H30.4.1

～
360 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 積水ハウス株式会社 H30.4.1

～
361 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 旭化成ホームズ株式会社 H30.4.1

～
362 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 株式会社東栄住宅 H30.4.1

～
363 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

・住宅品確法・住宅瑕疵担保
履行法の施行に関すること
・住宅紛争処理の支援等の住
宅紛争処理制度の運用に関す
ること
・民法改正法を踏まえた住宅
瑕疵担保に係る紛争実務にお
ける対応に関すること

　戸建住宅、集合住宅の受
注、販売、設計、施工管理

住宅局住宅政策課長補佐（併
任）住宅局総務課国際室

事業開発本部営業一部主任
（総務部付主任）

・住宅・建築分野全体におけ
る国際関係政策に関する企
画・立案・調整
・住宅・建築分野全体の海外
展開に関する企画・立案・調
整
・政府間の国際会議等におけ
る住宅・建築分野に関する他
国等との交渉・調整　等

　戸建住宅分譲事業、マン
ション分譲事業、建築請負事
業、不動産賃貸事業

住宅局建築指導課長補佐 設計部門佐藤設計グループ土
屋設計部スタッフ（設計部門
代表付）

　建築物に関する基準等の企
画に関する業務

　建築の企画・設計監理、都
市・地域計画および これら
に関連する調査・ 企画コン
サルタント業務

住宅局建築指導課国際係長
（併任）住宅局総務課国際室

総合住宅研究所構造・防災研
究開発グループ課長（総合住
宅研究所課長）

　諸外国の建築基準等に関す
る調査企画、建築基準等に関
する国際協力、国際会議等に
関すること。

　建築物の設計、施工、請負
及び監理等

住宅局住宅生産課住宅消費者
支援係長

マーケティング本部企画部
（新規事業推進本部企画開発
部）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
国土交通省 株式会社アキュラホーム H30.4.1

～
364 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 相鉄不動産株式会社 H30.4.1

～
365 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 大同生命保険株式会社 H30.4.1

～
366 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 H30.4.1

～
367 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

ネットビジネス統括本部プロ
ダクトデザインユニット分譲
マンションネットプロダクト
デザイングループ（企画統括
室付）

株式会社リクルート住まいカ
ンパニー住宅局住宅生産課建築環境企

画室環境企画係長

・建築物省エネ法の施行に関
すること
・建築物省エネ法の制度見直
しに関すること
・低炭素建築物の普及の促進
に関すること

　住宅領域に関わる商品、
サービスの提供

住宅局住宅生産課企画生産係
長

株式会社アキュラホーム東京
中央東京西支店八王子第二営
業所所長（総務人事部課長）

　住宅の性能を表示する制度
（住宅性能表示制度）に関す
る企画立案、既存住宅の表示
制度に関する普及に関するこ
と、その他住宅生産に関する
制度に係る企画立案等

　建設業

住宅局安心居住推進課安心居
住係長

開発計画部開発企画センター
主査（業務管理部総務・人事
センター主査）

・居住支援協議会及び居住支
援法人の活動支援に関するこ
と。
・住宅確保要配慮者の入居実
態の調査・支援に関するこ
と。
・高齢者・住宅確保要配慮者
向け賃貸住宅の整備事業に関
すること。

　不動産事業

住宅局住宅生産課住宅瑕疵担
保対策室調査係長

商品部商品開発課係長（人事
総務部付係長）

・住宅瑕疵担保保険制度等の
見直しの検討に関すること。
・住宅瑕疵担保責任保険法人
の指導・監督に関すること。
・建築物省エネ法の改正のあ
り方の検討に関すること。

　生命保険業
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
国土交通省 株式会社京三製作所 H30.4.1

～
368 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 阪急電鉄株式会社 H30.4.1

～
369 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 近畿日本鉄道株式会社 H30.4.1

～
370 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　

①

　
国土交通省 H30.4.1

～
371 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑫

鉄道局技術企画課技術開発室
（係員）

名古屋統括部施設部工務課事
務員（企画統括部技術管理部
付）

　鉄道の技術開発に係る調
査・研究並びに他省庁との連
絡・調整に関する業務

　鉄道事業及びその他付帯事
業

自動車営業推進部特命課長
（企画開発部長席付）

・自動運転に係る公道等実証
実験の計画策定に関する関係
者との調整及び当該計画の進
捗管理。
・自動運転技術の開発・普及
促進に係る施策検討に関する
関係部局との調整。

　損害保険業

鉄道局国際課国際協力室国際
協力係長

開発センター主任（人事部長
付）

　海外の鉄道に係る人材育成
の支援等国際協力に関する業
務。

　鉄道信号システム、交通管
理システム、電力変換システ
ム等、電気・電子機器の設
計、製造、販売

鉄道局国際課係員 都市交通事業本部運輸部神戸
線運輸課人事係（阪急阪神
ホールディングス株式会社人
事総務室人事部付）

・国際関係事務に関する基本
的な政策及び計画の取りまと
めに関すること
・鉄道等に関する国際機関及
び外国の行政機関等との連絡
及び調整に関すること
・外国における鉄道政策及び
鉄道事情に関する調査及び資
料の収集に関すること

　鉄道事業等

自動車局技術政策課専門官
損害保険ジャパン日本興亜株
式会社
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
国土交通省 H30.4.1

～
372 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 H30.4.1

～
373 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑮

　
国土交通省 株式会社愛媛銀行 H30.4.1

～
374 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 有人宇宙システム株式会社 H30.4.1

～
375 H33.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

航空局安全部航空機安全課航
空機技術審査室主幹設計審査
官（併任）航空局安全部航空
機安全課航空機技術審査セン
ター

　自動車アセスメント（自動
車の衝突安全性能や自動ブ
レーキの性能などを評価し、
公表するもの）の企画立案、
実施。
　安全装置が装着された自動
車の普及促進策の企画立案、
実施。

　損害保険業

船舶営業部営業第二課課長代
理（海上業務部課長代理）

　船舶事故による損害の賠償
を保障する制度に関する業務

　損害保険業

海事局船舶産業課企画調整係
（一般職員）

八幡浜支店一般（人事教育部
付出向）

　船舶投融資制度の現状把握
及び投融資施策の立案

　銀行業

海事局安全政策課事故保障対
策係長

東京海上日動火災保険株式会
社

有人宇宙技術部技術グループ
主幹（経営企画・営業部付主
幹）

　航空機技術審査センターに
おける主幹設計審査官業務
　三菱航空機(株)が開発中で
ある国産ジェット旅客機
（MRJ）設計の安全基準・環
境基準への適合証明（型式証
明）に関わる事務。

・国際宇宙ステーションにお
けるJEM（日本実験棟“きぼ
う”）の運用・利用支援業務
・安全開発保証
・衛星利用（地球観測衛星、
通信衛星、測位衛星）
・民間による宇宙利用の促進

自動車保険部部付スタッフ主
任（経営企画部経営調査室主
任）

自動車局技術政策課主査
あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社

- 100 -



交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
国土交通省 有人宇宙システム株式会社 H30.4.1

～
376 H33.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 H30.4.1

～
377 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 京浜急行電鉄株式会社 H30.4.1

～
378 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 三井住友建設株式会社 H30.4.1

～
379 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　交通事業、不動産事業、レ
ジャー・サービス事業、流通
事業等

近畿地方整備局企画部企画課
事業評価係長

中部支店土木部主任（大阪支
店土木部主任）

・近畿地方整備局内の事業評
価のとりまとめ、各部への指
導・助言、事業評価監視委員
会委員との調整等
・近畿地方整備局内の広報関
係業務の企画・立案　等

株式会社ＪＴＢグローバル
マーケティング＆トラベル
付、春秋航空日本株式会社営
業企画本部長（総務部総務
課）

航空局国際航空課専門官
株式会社ＪＴＢグローバル
マーケティング＆トラベル

　建設事業：土木・建築・プ
レストレストコンクリート工
事の設計・施工及びこれらに
関する事業
　開発事業：不動産の売買、
賃貸及び管理に関する事業

＜国際航空施策に係る業務全
般＞
　航空の国際協定等に関する
国際航空交渉に係る各種調査
等

　訪日インバウンド旅行営業

航空局航空ネットワーク部首
都圏空港課主査

鉄道本部運転車両部運転課主
査（人事部主査）

　羽田空港の機能強化に関す
る自治体・住民との調整、住
民説明会の資料作成等

航空局安全部航空機安全課航
空機技術審査室主幹設計審査
官（併任）航空局安全部航空
機安全課航空機技術審査セン
ター

経営企画・営業部付主任（経
営企画・営業部付主幹）

　航空機技術審査センターに
おける主幹設計審査官業務
　三菱航空機(株)が開発中で
ある国産ジェット旅客機
（MRJ）設計の安全基準・環
境基準への適合証明（型式証
明）に関わる事務。

・国際宇宙ステーションにお
けるJEM（日本実験棟“きぼ
う”）の運用・利用支援業務
・安全開発保証
・衛星利用（地球観測衛星、
通信衛星、測位衛星）
・民間による宇宙利用の促進
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
国土交通省 株式会社鴻池組 H30.4.1

～
380 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 株式会社北洋銀行 H30.4.1

～
381 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑥

　
国土交通省 京阪電気鉄道株式会社 H30.4.1

～
382 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑤

　
観光庁 H30.4.1

～
383 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
観光庁 H30.4.1

～
384 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　住宅宿泊事業及び住宅宿泊
仲介業の調整に関する業務

　損害保険業

公務部営業第三課課長代理
（同）

　住宅宿泊事業及び住宅宿泊
仲介業に関する制度の企画・
立案業務

　損害保険業

観光産業課民泊企画係長（併
任）観光産業課民泊業務適正
化指導室

三井住友海上火災保険株式会
社

近畿地方整備局道路部道路構
造保全官

東京本店土木企画部企画課課
長代理（本社付）

　近畿地方整備局管内の自治
体におけるインフラメンテナ
ンス推進に係る業務

　建設事業：土木・建築・プ
レストレストコンクリート工
事の設計・施工及びこれらに
関する事業
　開発事業：不動産の売買、
賃貸及び管理に関する事業

北海道開発局港湾空港部港湾
計画課開発専門職

北十五条支店主査（地域産業
支援部主査）

１ 北海道産品の海外輸出促
進に関する業務
２ 企業・物流関連情報に関
する業務
３ 統計情報等管理に関する
業務

　銀行業

関東運輸局鉄道部技術第一課
土木第一係長

工務部技術課（土木担当）係
長（人事部係長）

観光産業課調整係長（併任）
観光産業課民泊業務適正化指
導室

東京海上日動火災保険株式会
社

　鉄道土木施設に係る許認可
事務、施設完成検査業務等

　鉄道事業等

宮崎支店営業課 課長代理
（公務開発部課長代理）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
観光庁 H30.4.1

～
385 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ②

　
海上保安庁 ＥＳＲＩジャパン株式会社 H30.4.1

～
386 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
環境省 綜合警備保障株式会社 H30.4.1

～
387 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
原子力規制庁 株式会社竹中工務店 H30.4.1

～
388 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

大阪北支店梅田支社（企画開
発部長席付）

　住宅宿泊事業及び住宅宿泊
仲介業に係るシステムの運用
に関する業務

　損害保険業

海洋情報部海洋情報課海洋空
間情報室海洋空間情報官

コンサルティンググループ
（第３）（総務経理グループ
員）

　海洋状況表示システムの整
備と運用にかかる技術支援業
務

　GISソフトウェアの輸出
入、販売、開発、および関連
するサービスの提供

環境再生・資源循環局総務課
リサイクル推進室（小電リサ
イクル係）

総務部法務室法務課（総務部
付）

観光産業課システム係長（併
任）観光産業課民泊業務適正
化指導室

損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

　小型家電リサイクル制度の
見直しに関する点検、制度設
計業務等

　警備の請負とその保障業務

長官官房地震・津波研究部門
技術研究調査官

エンジニアリング本部原子力
火力部門技術１グループ（エ
ンジニアリング本部（社長室
付））

　原子力規制委員会における
安全研究の基本方針による安
全研究の目的のうち
１　技術基盤の構築・維持
将来の規制活動に役立つ新た
な知見の創出、原子力規制等
における高度な専門性を有す
る人材の確保及び育成等の技
術基盤の構築・維持
２　規制活動に必要な一般的
な手段の整備
安全評価に使用する解析コー
ド、緊急時モニタリング技術
等の委員会が規制活動を遂行
するに当たり必要となる一般
的な手段の整備

　建築工事及び土木工事に関
する請負、設計及び監理
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
金融庁 30.7.17 株式会社日立製作所 H30.5.1

総合政策局秘書課課長補佐 ～
389 H32.4.30

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

①

　
金融庁 30.7.17 株式会社日立製作所 H30.5.1

～
390 H32.4.30

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

②

　
外務省 H30.5.1

～
391 H32.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
農林水産省 株式会社伊藤園 H30.5.1

～
392 H32.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

総務企画局総務課課長補佐 金融第一システム事業部事業
推進本部プロジェクトマネジ
メント推進部技師（同）

　金融庁の情報システムの整
備及び管理に関すること

　電気機械器具の製造及び販
売、通信並びに電子機械器具
の製造及び販売

検査局総務課金融証券検査官
（併任）監督局総務課仮想通
貨モニタリングチームモニタ
リング管理官

金融第一システム事業部事業
推進本部システム統括部部員
（同）

　仮想通貨交換業者を含む金
融機関のシステムリスク管理
態勢の整備・確立に関する検
査業務
　仮想通貨交換業者に対する
システムリスクモニタリング
に係る必要な企画、立案及び
その実施

　電気機械器具の製造及び販
売、通信並びに電子機械器具
の製造及び販売

茨城支店茨城南支社（公務第
一部付副主任）

　ジャパン・ハウスの設立お
よび運営に関連した対外発
信・広報活動、文化交流・人
的交流にかかる業務

　損害保険業

食料産業局輸出促進課地域戦
略班地域戦略第３係長

品質管理二部第一課（人事部
付）

在ロサンゼルス日本国総領事
館副領事

東京海上日動火災保険株式会
社

　国・地域別の輸出戦略の実
行及び検証、外国の市場及び
関係事業者等の情報収集、輸
出案件の形成、課題解決に向
けた調整の実施。

　茶葉（リーフ）・飲料（ド
リンク）の製造・販売

総合政策局リスク分析総括課
金融証券検査官（併任）監督
局総務課
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

番号 任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

　
経済産業省 新日鐵住金株式会社 H30.5.1

～
393 H32.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 株式会社ＩＨＩ H30.5.1

～
394 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑥

　
経済産業省 株式会社明電舎 H30.5.1

～
395 H32.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 H30.5.1

～
396 H32.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

経済産業政策局産業構造課企
画二係長

一般財団法人企業活力研究所
出向企画研究部主任研究員
（人事労政部主査）

　平成３０年度に策定される
ことが見込まれる成長戦略を
踏まえ、第四次産業革命が経
済に与える影響や、企業の社
会保障負担を考慮しつつ、中
長期的な産業構造の変化を分
析し、経済政策ビジョンの策
定に関与する業務。

　鉄鋼事業、エンジニアリン
グ事業等

通商政策局アジア大洋州課ア
セアン二係長

資源・エネルギー・環境事業
領域原動機プラントＳＢＵ営
業部海外営業グループ（同）

　日本とＡＳＥＡＮ諸国との
経済・ビジネス関係の構築に
向けた諸施策の企画・調整・
調査等に関する業務。

　航空機エンジン、発電用ボ
イラ、ＬＮＧタンク、ターボ
チャージャ等の製造

貿易経済協力局技術・人材協
力課係員

経営企画グループ管理部管理
課兼務事業開発部及び海外戦
略グループ北米戦略プロジェ
クト（経営企画グループ管理
部管理課）

　海外産業人材の育成に関す
る調査・政策立案・実施等の
業務

　電気機械器具およびその他
の機械器具の製造、販売、据
付工事ならびに保守・点検
サービス

サプライチェーンインテリ
ジェンス室サプライチェーン
インテリジェンス課主任（開
発管理室）

　研究開発型ベンチャーのエ
コシステム構築に係る企画業
務、既存の予算事業及び委託
調査事業等の進捗管理　等。

　主に持株会社としてのグ
ループ会社（傘下の半導体機
器、印刷関連機器、フラット
パネルディスプレイ機器事業
等を展開する会社群）の経営
管理業務等

産業技術環境局技術振興・大
学連携推進課研究開発専門職
(併任) 産業技術環境局技術
振興・大学連携推進課振興係
長

株式会社ＳＣＲＥＥＮホール
ディングス
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
経済産業省 H30.5.1

～
397 H32.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 東日本旅客鉄道株式会社 H30.5.1

～
398 H32.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 京都信用金庫 H30.5.1

～
399 H31.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ③

　2020年ドバイ国際博覧会に
おける日本館の企画立案に関
する業務。

　個人旅行業、団体旅行業、
その他（国内、海外の団体旅
行並びに個人旅行商品の企画
販売、海外航空券の販売事
業）

商務情報政策局産業保安グ
ループ電力安全課一般用電気
工作物係長（併任）商務情報
政策局産業保安グループ電力
安全課電力技術基準係長

横浜支社横浜電力技術セン
ター電気技術主任（電気ネッ
トワーク部電力管理グループ
課員）

①一般用電気工作物（小出力
発電設備に限る。）の保安に
関する事務の調整に関するこ
と、②一般用電気工作物（小
出力発電設備に限る。）の技
術基準に関すること、③一般
用電気工作物その他電気に関
する事故の調査及び防止対策
に関すること等の業務

　旅客鉄道事業、貨物鉄道事
業、旅客自動車運送事業、旅
行業、電気通信事業、電気供
給事業、設備工事業等

近畿経済産業局地域経済部産
業技術課ものづくり基盤技術
専門官

人事部付主任（同）

　中小ものづくり高度化法に
基づく研究開発支援、優れた
ものづくり技術を有する中小
企業の発掘、販路開拓支援等
事業化までの支援等に関する
業務

　信用金庫法に基づく金融業
務

ＫＮＴ－ＣＴホールディング
ス株式会社スポーツ事業部専
任課長（管理部専任課長）

商務情報政策局クールジャパ
ン政策課国際博覧会専門職
（併任）商務情報政策局クー
ルジャパン政策課博覧会推進
室長補佐

株式会社近畿日本ツーリスト
コーポレートビジネス
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
経済産業省 東日本旅客鉄道株式会社 H30.5.1

～
400 H32.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
経済産業省 H30.5.1

～
401 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

関東東北産業保安監督部東北
支部電力安全課産業保安職
(併任)関東東北産業保安監督
部東北支部電力安全課電力技
術係長

エネルギー管理センター信濃
川発電所運転グループ電気技
術主任（エネルギー管理セン
ター課員）

　電力安全課における、⑴電
気事業用電気工作物の工事、
維持及び運用に関すること
（発電用施設に係るものを除
く。）、⑵電気事業用電気工
作物の保安に関すること、⑶
一般用電気工作物に関する調
査業務の監督に関すること、
⑷電気事故防止対策に関する
こと、⑸電力保安通信設備に
関すること、⑹電気設備に関
する技術基準に関すること。

　旅客鉄道事業、貨物鉄道事
業、旅客自動車運送事業、旅
行業、電気通信事業、電気供
給事業、設備工事業等

マニュアル一部取説グルー
プ・チームリーダー（マニュ
アル一部付）

(1)電気事業用電気工作物
（発電用施設を除く。）の工
事、維持、運用に関すること
(2)水力発電所（90万kW未
満）、火力発電所（90万kW未
満）、太陽電池発電所、風力
発電所の電気設備の工事、維
持、運用に関すること
(3)一般電気事業者等が実施
又は委託して実施している一
般用電気工作物（一般家庭、
商店等）の調査に関すること
(4)電気工作物、電気設備の
電気事故防止対策に関するこ
と
(5)ＰＣＢ使用電気使用製品
の使用・廃止届に関すること
等の業務を所掌する

　各種油圧応用機器・製品等
製造・販売

中国四国産業保安監督部四国
支部電力安全課産業保安職
（併任）中国四国産業保安監
督部四国支部電力安全課事業
用施設係長

株式会社タダノエンジニアリ
ング
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
国土交通省 セコム株式会社 H30.5.1

～
402 H32.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 全日本空輸株式会社 H30.5.1

～
403 H32.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ⑬

　
国土交通省 H30.5.1

～
404 H32.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　国土交通省が所掌する国の
危機管理に関する業務
・オリンピック、パラリン
ピック、サミット等に向けた
公共交通に係るテロ対策
・ミサイル発射、核実験、テ
ロ発生時等の非常対応　等

　警備の請負とその保障業務

総合政策局安心生活政策課主
査

客室センター客室乗務第三部
乗務第八課（人事部付）

　国土交通省の所掌事務に係
るバリアフリー関係施策の企
画・立案及び省内外との連絡
調整業務、事業者の接遇向上
に関する調査事業及び観光地
のバリアフリー評価指標の普
及促進に関する調査事業等

　定期航空運送事業、不定期
航空運送事業、航空機使用事
業、その他附帯事業

営業統括本部官庁ソリュー
ション営業本部第二営業部主
任（営業統括本部官庁ソ
リューション営業本部第二営
業部）

　空港経営改革に係る政策の
企画・立案及び調査業務

　ネットワークをコアとする
ＩＣＴシステムに関する企
画・コンサルティングや設
計・構築などの提供、および
日本全国にわたるサポート
サービス拠点による２４時間
３６５日対応の保守・運用、
監視サービスならびにアウト
ソーシングサービスの提供。

航空局航空ネットワーク部航
空ネットワーク企画課空港経
営改革推進室主査

ＮＥＣネッツエスアイ株式会
社

株式会社ワンダードリーム人
事グループ出向中（人事部
付）

大臣官房危機管理官付主査
（併任）大臣官房危機管理室

- 108 -



交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
環境省 H30.5.1

～
405 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
環境省 北陸電力株式会社 H30.5.1

～
406 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
スポーツ庁 学校法人浪商学園 H30.5.7

～
407 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 ＪＸ金属株式会社 H30.5.15

～
408 H32.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 H30.5.16

～
409 H32.5.15

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

参事官（地域振興担当）付専
門職

法人事務局総務部係長（同）

福島地方環境事務所環境再
生・廃棄物対策部環境再生課
事業管理専門官

原電エンジニアリング株式会
社

　公立のスポーツ施設の補助
等に関すること。

　幼稚園、中学校、高等学
校、大学の運営

通商政策局総務課企画調査一
係長（併任）通商政策局欧州
課付

人事部（同）

　通商政策横断的な業務に関
することに加え、英国を始め
とする欧州二国間通商・産業
協力案件等のとりまとめや、
ロシアとの経済協力を始めと
する業務を担当。

　非鉄金属資源の開発・採
掘、非鉄金属製品（銅、金、
銀等）の製造・販売、薄膜材
料品・精密圧延品・精密加工
品の製造・販売　等

ライフ東砂店水産チーフ（首
都圏人事部付（課長代理待
遇））

　クレジットカード業界や
Fintech企業との連携による
キャッシュレスの推進に関連
する業務等を担当。

　スーパーマーケットチェー
ン「ライフ」を運営・展開す
る食品小売業

商務情報政策局消費・流通政
策課企画二係長

株式会社ライフコーポレー
ション

東海支社運用部運転Ⅰグルー
プ（福島事業センター環境保
全ユニット付）

　原子力発電所の事故により
放出された、放射性物質によ
る環境の汚染への対処に関す
る業務。

　原子力発電付帯設備の保
守・設計施工・運営・サービ
ス・技術解析、ＩＴソリュー
ション、発電所理解促進サ
ポート等に係る事業

福島地方環境事務所中間貯蔵
部調査設計課中間貯蔵施設調
査専門官

志賀原子力発電所発電部放射
線安全課（原子力部付環境省
出向）

　原子力発電所の事故により
放出された、放射性物質によ
る環境の汚染への対処に関す
る業務。

　電気事業、熱供給事業、ガ
ス供給事業、電気通信事業等
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
会計検査院 株式会社ミロク情報サービス H30.6.1

～
410 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
内閣府 H30.6.1

～
411 H32.5.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
外務省 キヤノン株式会社 H30.6.1

～
412 H33.5.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
外務省 H30.6.1

～
413 H32.5.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　情報システムに関する事務 　税理士・公認会計士事務所
及びその顧問先企業向けの業
務用パッケージソフトウェア
の開発・販売。汎用サーバ・
パソコンの販売、サプライ用
品の販売や保守サービスの提
供

Ｒ＆Ｄ・品質保証本部品質保
証部主査（Ｒ＆Ｄ・品質保証
本部勤務）

　食品安全委員会が行う食品
健康影響評価をはじめとする
食品の安全に関するリスクコ
ミュニケーションの企画立
案。

　小麦粉の製造及び販売他

在サンパウロ日本国総領事館
副領事

企画本部事業開発企画推進課
（人事本部人事統括センター
人事部付（海外））

株式会社日清製粉グループ本
社食品安全委員会事務局情報・

勧告広報課リスクコミュニ
ケーション専門官

　ジャパン・ハウスの運営に
関連したビジネス分野での二
国間経済関係促進、在サンパ
ウロ総領事館管轄地域の経済
情勢情報収集・分析および日
本企業支援、対日理解促進等
に関わる業務

　複合機、プリンター、カメ
ラ、半導体露光装置の製造

エンジニアリング本部ボイラ
技術総括部ボイラ戦略部開
発・デジタル推進課主席技師
（エンジニアリング本部ボイ
ラ技術総括部ボイラ戦略部開
発・デジタル推進課主席（休
派））

　エネルギー安全保障（再生
可能エネルギー等）に関わる
政策立案、エネルギー関連国
際機関活動、国内外情勢の情
報収集等に関する業務

　ガスタービンコンバインド
サイクル、石炭ガス化複合等
各種発電プラントの設計、製
作

経済局経済安全保障課課長補
佐

三菱日立パワーシステムズ株
式会社

事務総長官房上席情報システ
ム調査官付副長（情報システ
ム調査官）

経営管理本部部付理事部長
（同）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
農林水産省 株式会社鹿児島銀行 H30.6.1
経営局金融調整課経営専門職 融資部調査役（人事部付） ～

414 〔職務内容〕 〔事業内容〕 H31.3.31
　

①

　
経済産業省 H30.6.1

～
415 H32.5.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 マツダ株式会社 H30.6.1

～
416 H32.5.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 東日本建設業保証株式会社 H30.6.1

～
417 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑥

コンプライアンス部法務・コ
ンプライアンス推進グループ
課長代理（課長代理（人財開
発部付））

　国内の予防・健康管理サー
ビス等のヘルスケア産業の育
成に関する業務

　生命保険業

土地・建設産業局国際課長補
佐（併任）土地・建設産業局
国際課建設産業海外ビジネス
推進室建設産業海外ビジネス
推進官

生産管理・物流本部ＣＳ部品
部調達在庫・供給管理グルー
プアシスタントマネージャー
（生産管理・物流本部アシス
タントマネージャー）

　我が国建設企業の国際展開
支援業務に関する企画立案、
調整及び実施や国際交渉を行
うことで、我が国企業が海外
進出しやすいビジネス環境を
整備する。

　輸送用機械器具の製造及び
販売

水管理・国土保全局下水道部
下水道企画課管理企画指導室
課長補佐

業務部課長代理（総務部課長
代理）

商務情報政策局ヘルスケア産
業課医療・介護・健康等関連
サービス創出二係長

損保ジャパン日本興亜ひまわ
り生命保険株式会社

○下水道事業の経営改善に関
する企画・調整業務、地方自
治体への支援
○下水道施設の維持管理に関
する企画・調整業務

　公共工事の前払金保証、契
約保証

　農協系統金融機関、特に信
用農業協同組合連合会（以下
「信連」という。）や農業協
同組合（以下「農協」とい
う。）の指導・監督等に必要
となる、
① 信連や農協の経営や財務
等の各種報告
② 信連の業務改定等に係る
案件毎の改定内容
③ 農協の業務の在り方に係
る検討に必要な資料
等の分析、調査等を行う業
務。

　銀行業
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
経済産業省 日本生命保険相互会社 H30.6.15

～
418 H32.6.14

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
公正取引委員会 株式会社ＮＴＴドコモ H30.7.1
官房国際課国際機関係長 法務部主査（同） ～

419 〔職務内容〕 〔事業内容〕 H32.6.30

※ ②

　
金融庁 H30.7.1

～
420 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
外務省 全日本空輸株式会社 H30.7.1

～
421 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑫

　国際機関に係る事務の総括
に関すること。
　国際機関に係る会議への参
加に関すること。
　経済連携協定その他の国際
約束及び国際協力に関する覚
書に関すること。

　通信事業、スマートライフ
事業、その他事業

金融ソリューション事業本部
コンサルティング統括セン
ター部（金融ソリューション
事業本部コンサルティング統
括センター部）

　金融機関の経営の健全性を
判断するための基準に係る施
策の企画・立案及び推進に関
する業務

　情報システムに関する企
画、設計、開発、管理等

欧州局西欧課 人材戦略室人事部付ＡＮＡ付
エアポートサービス株式会社
出向（人材戦略室人事部付）

　西欧諸国（主としてエスト
ニア、デンマーク及びフィン
ランド）の政治経済事情及び
我が国との関係に関する情報
収集・調査研究および二国間
関係にかかわる諸案件業務

　定期航空運送事業、不定期
航空運送事業、航空機使用事
業、その他附帯事業

監督局総務課課長補佐
新日鉄住金ソリューションズ
株式会社

経済産業政策局産業構造課経
済社会政策室調整二係長（併
任）経済産業政策局産業構造
課付

営業企画部ヘルスケア事業開
発Ｔ副主任（営業企画部副主
任）

　中長期的な産業構造・就業
構造の在り方について分析
し、経済政策ビジョンの策定
に関与するに当たって、少子
高齢化という足元の状況や企
業負担を踏まえた持続可能な
社会保障について、調査・分
析、企画立案を行う。

　生命保険業
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
財務省 野村證券株式会社 H30.7.1

～
422 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑨

　
財務省 明治安田生命保険相互会社 H30.7.1

～
423 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
財務省 日本相互証券株式会社 H30.7.1

～
424 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
財務省 大和証券株式会社 H30.7.1

～
425 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ⑥

　
文部科学省 H30.7.1

～
426 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　海外投資家に対する国債の
投資情報の提供に関する企
画、立案及びその実施並びに
国債に関する海外投資家の需
要動向等の調査に関すること

　生命保険業

理財局国債業務課調査主任
（流通市場係）

　国債に係る金利スワップ取
引及び国債流通市場の分析等
を担当

　証券業

理財局国債業務課市場分析官
（併任）理財局国債企画課

金融市場調査部次長（人事部
付次長）

　国債市場の動向その他の国
債の発行、償還及び利払の実
施に影響を及ぼす事項につい
ての調査及び分析に関する事
務

　証券業

磯子エンジニアリングセン
ター原子力先端システム設計
部グループ（先端システム設
計第三担当）主務 兼 原子力
事業部新技術応用プロジェク
ト部グループ（プロジェクト
第三部担当）主務（先端シス
テム設計部部長附）

　先端医科学や放射線医学分
野に係る研究プロジェクトの
企画・実施等

　エネルギー事業関連の製
品・システム・サービスの開
発・製造・販売

研究振興局ライフサイエンス
課専門官（併任）研究振興局
研究振興戦略官（先端医科学
研究・放射線医学担当）付専
門官（併任）研究振興局ライ
フサイエンス課がん研究推進
係長

東芝エネルギーシステムズ株
式会社

国債トレーディング一部第一
課課長代理（総務部人事課
付）

大臣官房政策金融課課長補佐 業務企画部業務四課（本社勤
務）

　株式会社日本政策金融公庫
等政策金融に関する総合的又
は基本的な政策の企画及び立
案、政策金融に関する関係省
庁と民間金融機関との意見交
換並びに所管する機関の監督
等に関すること

　証券業

理財局国債企画課国債政策情
報室海外投資家係長

調査部調査グループ主任ス
タッフ（主任スタッフ）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
スポーツ庁 キヤノン株式会社 H30.7.1

～
427 H33.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
厚生労働省 三井住友信託銀行株式会社 H30.7.1

～
428 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
厚生労働省 明治安田生命保険相互会社 H30.7.1

～
429 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 第一生命保険株式会社 H30.7.1

～
430 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 アニコム損害保険株式会社 H30.7.1

～
431 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会の開
催及びオリンピック・パラリ
ンピック・ムーブメントの推
進に係る専門的・技術的な連
絡調整及び助言に関するこ
と。

　複合機、プリンター、カメ
ラ、半導体露光装置の製造

社会・援護局福祉基盤課長補
佐

年金企画部業務管理グループ
業務チーム調査役（同）

　社会福祉法人制度等に関す
る法令の制定、改廃、解釈、
運用及び関係法令との調整等
に関すること。

　信託銀行業

年金局総務課課長補佐 運用企画部アセットマネジメ
ント開発Ｇ主任スタッフ（主
任スタッフ）

　公的年金制度の総合的な企
画・立案等。また、局内外の
関係者との調整、審議会等の
資料作成、審議会委員等への
事前説明、国会対応等の業務

　生命保険業

大臣官房情報システム厚生課
情報システム室情報システム
調査官

マネジャー（同）

　経済産業省の情報化を図る
ため、省内のバックオフィス
ＩＴ化による業務効率化実現
にかかる情報システムに関す
る企画・開発、運用管理、調
整等に関する技術的支援

　生命保険業

大臣官房参事官付業態別係長
（併任）大臣官房調査統計グ
ループサービス動態統計室付

ＩＴ部システム運用課（人事
部付課長代理）

　商業動態統計調査の見直し
に係る検討、試験調査結果等
による検証など当該統計調査
の企画及び実施に関する業務

　損害保険業

オリンピック・パラリンピッ
ク課専門職

渉外本部渉外センター渉外部
渉外課（人事部付）

- 114 -



交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
経済産業省 株式会社大和総研 H30.7.1

～
432 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 三菱電機株式会社 H30.7.1

～
433 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

　
経済産業省 株式会社日立製作所 H30.7.1

～
434 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　
経済産業省 旭硝子株式会社 H30.7.1

～
435 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑤

経済産業政策局調査課分析一
係長

経済調査部主任（同）

　マクロ経済動向（ＧＤＰ、
消費、設備投資や貿易等の動
向）及び経済政策に関する調
査・分析業務。

　経済・社会に関する調査・
研究、提言及びコンサルティ
ング、システムインテグレー
ション

通商政策局経済連携課経済連
携一係長

原子力・医療システム事業部
先端・医療システム部海外医
療システム課（原子力システ
ム計画部企画課）

　現在交渉中の各経済連携協
定に係る電子商取引分野・
サービス分野等の交渉方針の
立案、省内外の調整を行う。

　電気機械器具の製造・販売

通商政策局欧州課ロシア二係
長（併任）通商政策局ロシ
ア・中央アジア・コーカサス
室付

研究開発グループテクノロ
ジーイノベーション統括本部
システムイノベーションセン
タシステム生産性研究部シス
Ｐ５ユニット研究員（研究開
発グループ技術戦略室技術統
括センタ員）

　日露経済協力の推進に関す
る事業の進捗管理や課題の調
査等、政策の推進等に関する
業務

　電気機械器具の製造及び販
売、通信並びに電子機械器具
の製造及び販売

産業技術環境局基準認証政策
課工業標準専門職（併任）産
業技術環境局基準認証政策課
国際協力係長（併任）産業技
術環境局基準認証政策課基準
認証経済連携室付

　アジア諸国等を中心に、国
際標準化、基準認証制度を活
用した政策立案、国際会議対
応等。

　各種ガラス等の製造及び販
売

技術本部知的財産部戦略的標
準化グループ主幹（技術本部
知的財産部）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
経済産業省 株式会社本田技術研究所 H30.7.1

～
436 H33.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 富士電機株式会社 H30.7.1

～
437 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 キヤノン株式会社 H30.7.1

～
438 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　自動運転、電動車、鉄道等
の分野における国際標準化活
動の推進として国内関係者を
集めた検討体制の構築、国際
会議に向けた対応方針の決
定、予算措置による規格開発
支援や活動費支援等を実施。
あわせて、同分野における
JISの制定、認証制度の構築
に関する業務等を行う。

　オートバイ、自動車、航空
機、汎用製品の研究開発

産業技術環境局国際電気標準
課工業標準専門職

技術開発本部先端技術研究所
システム技術研究センター高
度アルゴリズム研究部システ
ム解析Ｇｒ（システム技術研
究センター付）

　スマートマニュファクチャ
リングに関する国際標準化・
普及基盤構築を担当し、委託
事業の執行管理のほか、省内
関係部局（製造産業局等）や
関係団体（産業技術総合研究
所等）との調整業務を行う。

　製造業

製造産業局化学物質管理課国
際係長

環境統括センター（人事部
付）

　化学物質管理政策の国際業
務。具体的には下記のとお
り。
・我が国の化学物質管理制度
のアウトリーチ業務（特にア
ジア地域。二国間に加え、
AMEICCや必要に応じてAPECの
場を活用。）
・化学物質管理制度に関する
条約等対応業務（ストックホ
ルム条約、ロッテルダム条約
対応）

　複合機、プリンター、カメ
ラ、半導体露光装置の製造

産業技術環境局国際標準課工
業標準専門職（併任）産業技
術環境局国際標準課機械係長

四輪Ｒ＆Ｄセンター第5技術
開発室第2ブロック（本田技
研工業株式会社人事・コーポ
レートガバナンス本部人事部
付（出向派遣）経済産業省）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
経済産業省 株式会社インテック H30.7.1

～
439 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　
経済産業省 株式会社愛知銀行 H30.7.1

～
440 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 株式会社大垣共立銀行 H30.7.1

～
441 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 日立建機株式会社 H30.7.1

～
442 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

中部経済産業局産業部製造産
業課ファインセラミックス専
門職（併任）中部経済産業局
産業部製造産業課自動車関連
産業室技術係長

岡崎支店（人事部付）

　ファインセラミックスに関
する専門的な事務を処理する
こと。
　製造産業課所掌事務のうち
自動車産業及び自動車関連産
業に関する技術の向上に関す
ること。

　銀行業

土地・建設産業局地価調査課
企画係長

日立建機日本株式会社営業本
部販売企画部販売店サポート
グループ主任（経営管理統括
本部人財本部総務部員）

・地価公示と不動産鑑定評価
の制度・法令に関すること
・政策関係の窓口業務

　建設機械・運搬機械及び環
境関連製品等の製造・販売・
レンタル・アフターサービス

東北経済産業局地域経済部製
造産業課長補佐

仙台センター営業第一課主任
（仙台センター付）

・製造産業に関するものの輸
出、輸入、生産、及び消費の
増進、改善及び調整に関する
こと。
・企業の新規、成長分野への
展開又は既存分野での高度化
及び競争力の強化に関するこ
と。

　情報化戦略の立案、システ
ムの企画、開発等

中部経済産業局地域経済部次
世代産業課企画係長

港支店（経営管理部付）

　次世代産業であるＩｏＴ、
ＡＩ等の情報関連分野など新
たな分野における企業間の連
携支援や企業育成を図る業
務。

　銀行業
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
国土交通省 アットホーム株式会社 H30.7.1

～
443 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 住友不動産株式会社 H30.7.1

～
444 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 株式会社新生銀行 H30.7.1

～
445 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 三井住友信託銀行株式会社 H30.7.1
道路局総務課企画係長 梅田支店主任（人事部付） ～

446 〔職務内容〕 〔事業内容〕 H32.6.30

⑨

　
国土交通省 日本通運株式会社 H30.7.1

～
447 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　民間都市開発推進機構のメ
ザニン支援業務に係る財務省
への予算要求、執行等に係る
事務、民間都市開発推進機構
の指導・監督等に係る事務
等

　銀行業

・政府の成長戦略、経済対策
等に関する省内及び局内調整
・コンセッション等の道路事
業のPPP/PFIの推進に係る企
画・調査・調整
・道の駅等の地域活性化に関
する施策の企画・調査・調整

　信託銀行業

航空局航空ネットワーク部国
際航空課専門官

航空事業支店国際貨物部複合
輸送サービス課係長（同）

　国際航空施策に係る業務全
般、並びに各種調査・調整業
務 等。

　自動車輸送、鉄道利用輸
送、海上輸送、船舶利用輸
送、航空利用輸送、倉庫、旅
行、通関、重量品・プラント
輸送・建設、特殊輸送、情報
処理解析等の物流事業全般

土地・建設産業局不動産業課
長補佐

本社営業部企画営業第一グ
ループ専任職（業務推進部専
任職）

　遊休不動産の流通・活用促
進策の検討、実行等に関する
事務

　不動産情報サービス業

都市局まちづくり推進課都市
戦略係長

・都市再生をはじめとする都
市戦略に関する施策について
の連絡調整
・地方都市における戦略的な
都市づくりに係る助言等

　総合不動産業

都市局まちづくり推進課都市
開発金融支援室民間都市再生
係長

法人企画部（同）

ビル事業本部企画管理部商品
企画課（管理本部人事部部
員）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
観光庁 株式会社ぐるなび H30.7.1

～
448 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
環境省 荏原環境プラント株式会社 H30.7.1

～
449 H33.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
公正取引委員会 H30.8.1

～
450 H32.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
金融庁 野村證券株式会社 H30.8.1

～
451 H32.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　独占禁止政策に係る事業活
動（独占的状態に係るものを
除く。）の調査に関すること
（企業取引課及び相談指導室
の所掌に属するものを除
く。）

　コンビニエンスストア事業
運営

総合政策局秘書課情報セキュ
リティ分析専門官（併任）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
室付

野村ホールディングス株式会
社（ＩＴ統括部）（本社勤
務）

・金融庁における情報セキュ
リティ対策強化に係る業務
（研修の実施、規定の整備
等）
・金融庁ＬＡＮシステム更新
に係る業務（特に情報セキュ
リティ対策）
・金融分野に係るサイバーセ
キュリティに関する議論への
参画

　証券業

経済取引局取引部取引企画課
取引調査室調査第二係長

株式会社セブン－イレブン・
ジャパン

国際観光課専門官（併任）参
事官付

企画部門リーダー（管理本部
人事部門付）

　ＵＮＷＴＯ（国連世界観光
機関）との日本での国際シン
ポジウムや国際会議の運営
や、ＵＮＷＴＯを通じた二国
間バイ会談の表敬対応や調整
等

　パソコン・携帯電話・ス
マートフォン等による飲食店
のインターネット検索サービ
スその他関連する事業

環境再生・資源循環局環境再
生事業担当参事官付災害廃棄
物対策室室長補佐（広域災害
計画担当）

中部支店（本社管理本部総
務・人事課付）

　災害廃棄物対策に係る関係
省庁等との調整、地方自治体
等に対する技術的・法制的支
援、災害対策に関する取組の
普及・啓発等

　環境衛生施設、公害防止プ
ラント、発電施設及びこれら
の施設の維持、設計並びに管
理、施工等

オペレーション本部西東京
ゾーン情報担当（同）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
金融庁 アクセンチュア株式会社 H30.8.1

～
452 H32.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
総務省 ソニー株式会社 H30.8.1

～
453 H32.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
総務省 株式会社ケイ・オプティコム H30.8.1

～
454 H32.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
総務省 日本電信電話株式会社 H30.8.1

～
455 H32.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

・ＩＣＴ（情報通信技術）分
野の総合的な政策の企画・立
案に関すること
・ＩＣＴ分野の重要政策
（IoT総合戦略等）の企画・
立案に関すること　等

　電気通信事業、有線一般放
送事業、小売電気事業、電気
通信および有線一般放送に関
する設備の設計、設置、販
売、割賦販売、賃貸および保
守、運用  等

参事官補佐（サイバーセキュ
リティ統括官付参事官付）

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社ヒュー
マンリソース部主査（ＮＴＴ
セキュリティ・ジャパン株式
会社出向）（技術企画部門セ
キュリティ戦略担当付休職）

・サイバーセキュリティ対策
に係る国際関係業務
・サイバーセキュリティに係
る普及啓発　等

　ＮＴＴ東西の株式保有、電
気通信技術に関する研究等

監督局金融証券検査官（併
任）監督局証券課課付（併
任）証券取引等監視委員会事
務局証券検査官

金融サービス本部アクセン
チュアファイナンス&リスク
サービスシニアコンサルタン
ト（金融サービス本部アクセ
ンチュアファイナンス&リス
クサービス）

①証券会社等に関する財務
データ・リスク情報の分析
②証券会社等のリスク管理手
法・リスク管理態勢の分析
③上記を踏まえた検査・監督
の支援　等

　総合コンサルティング業

　情報通信分野の技術革新を
推進するための以下の業務
・研究開発の企画・立案及び
プロジェクトの推進・評価に
関する業務
・研究開発成果の社会への展
開に関する業務　等

　電子・電気機械器具の製
造、販売等

情報流通行政局情報通信政策
課主査

コンシューマ事業戦略グルー
プコンシューマプロダクト
チーム（総務グループ）

Ｒ＆Ｄセンター要素技術開発
部門コネクティビティ技術開
発部ワイヤレス技術２課
（同）

国際戦略局技術政策課イノ
ベーション推進官
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
外務省 H30.8.1

～
456 H32.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
財務省 株式会社みずほ銀行 H30.8.1

～
457 H32.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
財務省 第一生命保険株式会社 H30.8.1
国際局地域協力課調査係長 人事部（関連事業部付） ～

458 〔職務内容〕 〔事業内容〕 H32.7.31

③

　
文部科学省 H30.8.1

～
459 H33.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 東京センチュリー株式会社 H30.8.1

～
460 H32.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　宇宙機器、防衛機器等の設
計、製造、販売及び航空備品
の製造、販売など

　アメリカ合衆国およびその
属地並びにカナダに関し、経
済に関する外交政策に関する
こと。同地域に関し、経済に
関する政務の処理に関するこ
と。

　グループ経営戦略策定・管
理並びにそれらに付随する業
務

国際局調査課調査第一係長心
得

経済産業政策局産業創造課産
業革新調整・予算係長

リース営業統括部企画グルー
プ担当課長（人事部担当課
長）

　産業革新機構及び地域経済
活性化支援機構の適切な運営
の支援等及び産業革新やベン
チャー支援に関する調査及び
企画立案に関する業務。

　金融サービス（リース、レ
ンタル、割賦販売、ファイナ
ンス、海外進出企業向けサー
ビス等）

　外国為替並びに国際通貨制
度及びその安定に関する政策
の基礎となる事項の調査及び
研究に関すること

　銀行業

　外国の外国為替並びに国際
通貨制度及びその安定に係る
地域協力に関する調査及び研
究に関すること

　生命保険業

宇宙航空研究開発機構宇宙科
学研究所出向（基幹職）

　科学技術・学術審議会研究
計画・評価分科会宇宙開発利
用部会の事務局業務として、
調査審議を行うための会議資
料の準備及び会議の運営業務

研究開発局宇宙開発利用課課
長補佐

甲府支店（グローバル人事業
務部付）

北米局北米第二課主査（米国
班）

ＳＧホールディングス株式会
社

株式会社ＩＨＩエアロスペー
ス

人事部人事・教育推進課
（同）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
経済産業省 旭化成株式会社 H30.8.1

～
461 H32.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 公益社団法人関西経済連合会 H30.8.1

～
462 H32.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
中小企業庁 富士ゼロックス株式会社 H30.8.1

～
463 H32.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

　
国土交通省 一般財団法人日本海事協会 H30.8.1

～
464 H32.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ③

人事部人事グループ人事企画
（ダイバーシティ）担当　兼
共通計画グループICT担当
（休職扱い）

　中小企業庁のデジタル化に
向けた全体計画の策定支援・
調整・進捗管理、庁内デジタ
ルガバメント関連プロジェク
トに関する庁内担当課室への
助言

　ドキュメントソリューショ
ン事業（オフィスプロダクト
＆プリンター事業、プロダク
ションサービス事業、および
ソリューション＆サービス事
業等）

航空局総務課政策企画調査室
環境企画係長

開発本部機関開発部主事
（同）

　地球温暖化対策として国内
ルール策定に伴う各種調整、
国際ルールとしてICAOや
UNFCCC（気候変動に関する国
際連合枠組条約）での国際会
議の各種調整、当該国際ルー
ルの国内ルール化に向けた国
内法制定作業に係る補助業務

・船級及び船舶の設備登
録、・船舶の検査、・材料、
舶用機器、艤装品等の検
査、・安全管理システム及び
船舶保安システムの審査登録
等

産業技術環境局研究開発課エ
ネルギー・環境イノベーショ
ン戦略室技術係長

研究・開発本部クリーンエネ
ルギープロジェクトエネル
ギーシステム開発部主査（課
長）（研究・開発本部クリー
ンエネルギープロジェクトエ
ネルギーシステム開発部）

　クリーンエネルギー技術に
関する国際連携推進事業の実
施、及びCO2削減に資する技
術の課題を議論・抽出する研
究会での調査・運営、技術戦
略等に関する業務

　マテリアル、住宅、ヘルス
ケア領域等の製造、研究、販
売

労働政策部主任（産業部付主
任）

　関西に存在する航空機関連
企業や産業支援機関を連携さ
せてプラットフォーム化し高
い技術を持つ中堅中小企業の
航空機産業の参入を促して市
場の拡大を図るための調査、
セミナー開催、施策の情報提
供等

　経済問題の調査研究、政府
その他関係機関への建議、地
域振興・産業振興に係る
プロジェクト推進

長官官房政策企画官（併任）
長官官房デジタル・トランス
フォーメーション企画調整官

近畿経済産業局産業部製造産
業課部素材産業係長（併任）
近畿経済産業局産業部製造産
業課機械産業第二係長
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
財務省 三井住友信託銀行株式会社 H30.8.6

～
465 H32.8.5

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　
経済産業省 京セラ株式会社 H30.8.19

～
466 H32.8.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
経済産業省 株式会社みずほ銀行 H30.9.1

～
467 H32.8.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 千代田化工建設株式会社 H30.9.1

～
468 H32.8.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

大臣官房企画官（併任）理財
局国有財産企画課（併任）理
財局国有財産調整課（併任）
理財局国有財産業務課

通商政策局経済連携課地域連
携三係長

株式会社みずほフィナンシャ
ルグループアセットマネジメ
ント業務部付調査役アセット
マネジメントＯｎｅ株式会社
取締役会室（グローバル人事
業務部付調査役）

　物品関税分野を中心に、
RCEP等を始めとする各国・地
域との経済連携協定の交渉に
関連する業務に携わる。

　銀行業

通商政策局中東アフリカ課ア
フリカ室北アフリカ一係長

成長戦略本部営業開発部
（同）

　北アフリカを中心とした経
済・金融情勢等の分析、日本
との経済・ビジネス関係の構
築に向けた諸施策の企画・調
整・調査等に関する業務

　総合プラントエンジニアリ
ング業

　普通財産の管理処分手法及
び行政財産の有効活用手法に
関すること並びに国有財産の
管理処分に係る内部統制に関
すること

　信託銀行業

産業技術環境局国際電気標準
課課長補佐（電子担当）

研究開発本部部品研究開発統
括部中央研究所研究開発推進
部（人事部労務課員）

　グリーンセンサ・ネット
ワークシステムセンサ及びプ
ラットフォームのインターフ
ェース等に関する国際標準化
を担当し、委託事業の執行管
理を行うほか、省内関係部局
（製造産業局等）や関係団体
（（一財）マイクロマシンセ
ンター等）との調整業務を行
う。

　ファインセラミック部品、
電子デバイス、ソーラーエネ
ルギーを利用した機器、通信
機器、情報機器などの製造、
販売並びに研究

不動産営業第五部次長（業務
部付）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
資源エネルギー庁 H30.9.1

～
469 H32.8.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ③

　
国土交通省 株式会社みずほ銀行 H30.9.1

～
470 H32.8.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑤

　
国土交通省 日本信号株式会社 H30.9.1

～
471 H32.8.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 ＥＹ新日本有限責任監査法人 H30.9.1

～
472 H32.8.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

鉄道局国際課プロジェクト支
援係長

・我が国鉄道システムの海外
展開に向けた外国の行政機関
等との連絡及び調整に関する
こと
・我が国鉄道システムの海外
展開に向けた我が国行政機関
及び民間事業者等との連絡及
び調整に関すること
・外国における鉄道政策及び
鉄道事情等に関する調査及び
資料の収集に関すること

　監査・保証業務、財務会計
アドバイザリーサービス等

　建築物・電力設備のコンサ
ルティング、企画、設計、保
守、維持管理等

鉄道局鉄道事業課課長補佐 企業戦略第二部調査役（グ
ローバル人事業務部付調査
役）

・ＪＲ北海道による中期経営
計画・長期経営ビジョン等の
策定、当該計画のＰＤＣＡサ
イクルの確立、当該計画の達
成状況に係る検証等に関する
こと
・ＪＲ北海道の事業再生に向
けた抜本方策（他社への事業
譲渡、合併等）に関すること
・上記案件に伴う関係省庁、
関係自治体等との連絡及び調
整に関すること

　銀行業

鉄道局国際課専門官 安全信頼創造センター安全研
究室課長（人事部付）

　鉄道局の所掌に属する国際
関係事務に関する基本的な政
策の企画及び立案に関する業
務。

　鉄道信号保安システム、道
路交通安全システム等の製
造・販売

　需要家側に設置されるエネ
ルギー設備等の制御によるエ
ネルギーの需給の管理に関す
る政策に関する業務

第４事業部第２１グループシ
ニアコンサルタント（第４事
業部シニア）

スマートエネルギービジネス
本部システムエンジニアリン
グ部（ソリューション本部企
画部）

株式会社ＮＴＴファシリ
ティーズ省エネルギー・新エネルギー

部新エネルギーシステム課需
給管理係長（併任）省エネル
ギー・新エネルギー部政策課
熱電併給推進室付
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
内閣府 株式会社大和総研 H30.10.1

～
473 H32.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
外務省 ＫＤＤＩ株式会社 H30.10.1

～
474 H32.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
厚生労働省 日本通運株式会社 H30.10.1

～
475 H32.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ⑤

政策統括官（経済社会システ
ム担当）付参事官（社会基盤
担当）付参事官補佐（併任）
政策統括官（経済社会システ
ム担当）付参事官（共助社会
づくり担当）付参事官補佐

金融調査部次長（同）

・経済財政政策のうち社会基
盤のインセンティブ改革等に
関する企画立案・調査研究
・共助社会づくりの推進に必
要な社会的ファイナンスの活
用等に関する企画立案・調査
研究

　経済・社会に関する調査・
研究、提言及びコンサルティ
ング、システムインテグレー
ション

大臣官房広報文化外交戦略課
ＩＴ広報室主査

コミュニケーション本部デジ
タルマーケティング部（ソ
リューション営業本部）

・外務省ソーシャルメディア
等インターネットを通じた日
本の外交政策等に関する広報
戦略の企画・立案
・ソーシャルメディア発信の
運用・管理に関する業務及び
関係先との調整
・外務省内及び在外公館にお
けるソーシャルメディア発信
の支援に関する業務

　電気通信事業

○労働政策審議会 (労働政策
基本部会)に関する厚生労働
省窓口としての委員等との連
絡・調整等の業務。
○「働き方の未来2035：一人
ひとりが輝くために」懇談会
等に関する厚生労働省窓口と
しての省内外関係部局との連
絡・調整等の業務等

　自動車輸送、鉄道利用輸
送、海上輸送、船舶利用輸
送、航空利用輸送、倉庫、旅
行、通関、重量品・プラント
輸送・建設、特殊輸送、情報
処理解析等の物流事業全般

政策統括官（総合政策担当）
付労働政策担当参事官室調整
第五係長

埼玉支店（総務・労働部）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
経済産業省 株式会社東京証券取引所 H30.10.1

～
476 H32.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ②

　
経済産業省 H30.10.1

～
477 H32.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
経済産業省 H30.10.1

～
478 H32.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

三井住友海上火災保険株式会
社貿易経済協力局通商金融課資

金協力室調査係

株式会社リクルートライフス
タイル商務情報政策局情報経済課企

画二係長 ネットビジネス本部Air事業
ユニットセールスディベロッ
プメント部セールスプランニ
ンググループグループマネ
ジャー（同）

　J-Startup関連の支援（量
産化設計・試作支援も含む）
を中心に、Connected
Industries の推進、AI関連
施策の構築に関わること、そ
の他当課の政策の企画立案に
関すること。

　旅行領域、飲食領域、美容
領域、ヘルスケア領域、通販
サービス、その他日常消費領
域に関わるカスタマーの行動
支援およびクライアントの業
務支援・決済

経済産業政策局産業資金課調
査係長（併任）経済産業政策
局企業行動課企業会計室付

日本取引所自主規制法人上場
審査部部員（総合管理室（人
事担当）付）

　ESG/SDGs経営やコーポレー
トガバナンスも含めたインベ
ストメント・チェーンのあり
方に関する調査・分析をはじ
めとする産業金融に関する調
査、分析及び政策の企画立案
に関する業務

　取引所金融商品市場の開設

中部損害サポート部主任（人
事部主任）

　インフラ輸出を促進するた
めの調査業務を行う。具体的
には、新興国等におけるイン
フラ関係・借款関係の制度調
査、経済社会情勢・政治情勢
の調査等を行う。

　損害保険業
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
中小企業庁 株式会社千葉銀行 H30.10.1

～
479 H32.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 株式会社北海道銀行 H30.10.1

～
480 H32.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　
国土交通省 森ビル株式会社 H30.10.1

～
481 H32.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 山九株式会社 H30.10.1

～
482 H32.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑥

都市政策企画室（都市政策企
画室付）

事業環境部金融課調査・国際
係長

本店企業サポート部係長（本
店人材育成部係長）

① 東日本大震災被災地域の
復興事業再生支援
② 経営者保証ＧＬの普及促
進
③ 金融サービスの電子化へ
の中小企業の円滑適用支援
④ 国際業務
⑤ 上記業務に関わらず金融
実務全般に関するアドバイス

　銀行業

総合政策局社会資本整備政策
課官民連携政策係長

本店営業部主任（本部付主
任）

　国・都道府県・市町村の公
共設備・施設等の整備・運営
事業に関する官民連携につい
ての企画・推進・支援業務

　普通銀行業務（地方銀行）

総合政策局社会資本整備政策
課社会資本整備調整係長

・社会資本の老朽化対策の推
進に係る業務
・戦略的な社会資本整備の推
進業務

　総合ディベロッパー
　都市再開発事業、不動産賃
貸・管理事業、文化・芸術・
タウンマネジメント事業

総合政策局国際物流課主査 国際物流推進部アジアアカウ
ントグループマネージャー
（ロジスティクス・ソリュー
ション事業本部国際・港運事
業部国際物流推進部付）

　日中韓大臣会合によるシー
ムレスな物流の実現に向けた
交渉、NEAL-NET（北東アジア
物流情報サービスネットワー
ク）の拡大に向けた交渉、日
本企業のシベリア鉄道の貨物
輸送利用の促進のための交渉

　物流サービス、機工サービ
ス及び工場構内サービス他
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
国土交通省 株式会社日立製作所 H30.10.1

～
483 H32.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑫

　
国土交通省 株式会社東芝 H30.10.1

～
484 H32.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 日本電信電話株式会社 H30.10.1

～
485 H32.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 株式会社ＬＩＸＩＬ H30.10.1

～
486 H32.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 株式会社竹中工務店 H30.10.1

～
487 H32.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

総合政策局国際政策課国際市
場整備推進官（併任）国際統
括室

水ビジネスユニット営業統括
本部国際営業本部部長代理
（同）

　社会資本整備分野における
我が国事業者の海外展開支援
策に関する企画及び立案並び
に外国の行政機関等との調整
に関する事務

　電気機械器具の製造及び販
売、通信並びに電子機械器具
の製造及び販売

　地理空間情報の活用の推進
に係る企画立案・実施等に関
する事務

　ＮＴＴ東西の株式保有、電
気通信技術に関する研究等

総合政策局情報政策課企画第
一係長（併任）総合政策局情
報政策本部

人事・総務部産業政策渉外室
室長附（同）

　公共交通分野におけるオー
プンデータ化の推進に関する
業務

　電気機械器具製造業　等

国土政策局国土情報課課長補
佐（併任）政策統括官付

株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ社会基盤ソリューショ
ン事業本部課長代理（研究企
画部門担当課長（プロデュー
ス担当））

ビル事業部エンジニアリング
営業部業務改善グループ主査
（主査）

　中古住宅を中心とする不動
産流通市場の活性化に係る環
境整備に関する事務

　建材・設備機器の製造・販
売およびその関連サービス

都市局都市計画課都市機能誘
導調整室集約都市企画係長

九州支店生産統括部工務（本
社社長室付）

・集約型都市構造化の促進に
関する政策の調整に関するこ
と
・公的不動産の有効活用の推
進に関すること

　建築工事及び土木工事に関
する請負、設計及び監理

土地・建設産業局不動産業課
流通市場活性化係長
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
国土交通省 三井ホーム株式会社 H30.10.1

～
488 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 東芝エレベータ株式会社 H30.10.1

～
489 H32.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　

①

　
国土交通省 株式会社アール・アイ・エー H30.10.1

～
490 H32.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 丸紅エアロスペース株式会社 H30.10.1

～
491 H32.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 全日本空輸株式会社 H30.10.1

～
492 H33.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑭

　建築基準法中の昇降機等及
び遊戯施設に係る基準の運用
実態の把握、技術開発及び調
査に関すること。

　昇降機の開発・設計、販
売、製造、据付、保守、修
理・改造ビル管理、建築物の
設計・施工・管理

住宅局市街地建築課マンショ
ン政策室技術係長

東京支社設計四部主任（総務
部付主任）

・国内、諸外国におけるＬＣ
Ｃ、ビジネスジェットの実態
調査
・ビジネスジェットの振興に
係る各種調整及び企画・立案
の補助業務

　既存住宅の検査・評価技術
開発、既存住宅に係る住宅性
能表示制度の基準見直し等

　建築工事の設計・施工監
理・施工請負、不動産の販売
等

住宅局住宅生産課既存住宅検
査・評価係長

広報部（広報部付）

　航空機の販売、内燃機関・
航空機搭載機器の販売等

航空局安全部航空機安全課主
幹設計審査官（併任）航空局
安全部航空機安全課航空機技
術審査センター

整備センター機体事業室（人
財戦略室人事部付休職）

　航空機技術審査センターに
おける主幹設計審査官業務
　開発中である国産ジェット
旅客機（MRJ）設計の安全基
準・環境基準への適合証明
（型式証明）に関わる事務。

　定期航空運送事業、不定期
航空運送事業、航空機使用事
業、その他附帯事業

　建築設計

住宅局建築指導課動力係長 技術本部開発部機械開発担当
（同）

　耐震性不足の老朽マンショ
ンの再生に係る技術的ガイド
ラインの策定、普及、相談体
制の整備等に関する業務

航空局総務課政策企画調査室
調査第二係

第三営業本部航空機ビジネス
ユニット主任（第二営業本部
長付）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
原子力規制庁 H30.10.1

～
493 H32.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
原子力規制庁 株式会社千代田テクノル H30.10.1

～
494 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　

※ ①

　
特許庁 株式会社きらぼし銀行 H30.10.9

～
495 H32.10.8

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
内閣府 ハウス食品株式会社 H30.11.1

～
496 H32.10.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　中小企業知財金融促進事
業、中小企業等に対する各種
支援策に関する業務

　銀行業

ＳＧホールディングス株式会
社長官官房総務課情報システム

専門職（併任）長官官房総務
課情報システム室室員（併
任）長官官房サイバーセキュ
リティ対策チーム員

長官官房放射線規制部門付
（併任）長官官房放射線規制
部門放射線規制専門職

原子力技術開発部原子力技術
課主務補（管理本部付主務
補）

ＳＧシステム株式会社ＳＩ第
３事業部インフラ基盤系ユ
ニット（人事部付アソシエイ
ト）

　原子力規制委員会の基盤
ネットワークシステムの更
改、運用、情報セキュリティ
対策に関する業務及びサイ
バーセキュリティに関係する
最新知見の収集・分析、検討
業務。

　グループ経営戦略策定・管
理並びにそれらに付随する業
務

食品安全委員会事務局情報・
勧告広報課情報第１係長

ハウス食品グループ本社株式
会社研究開発本部基礎研究部
１グループ長（人事総務部長
付）

　食品の安全性の確保に関す
る情報の収集及び分析の企画
立案

　食品製造加工

　放射線防護に係る安全研究
の推進及び放射線障害防止法
に係る新知見の取り入れ等に
係る調査業務

　放射線防護用品の販売、個
人線量測定サービス

総務部普及支援課支援企画班
係員

板橋支店融資担当・法人担当
（人事部所属）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
総務省 株式会社みずほ銀行 H30.11.1

～
497 H32.10.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
総務省 H30.11.1

～
498 H32.10.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ③

　
厚生労働省 大塚製薬株式会社 H30.11.1

～
499 H32.10.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ②

　
厚生労働省 みずほ情報総研株式会社 H30.11.1
保険局保険課長補佐 課長（マネージャー） ～

500 〔職務内容〕 〔事業内容〕 H32.10.31

①

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニ
ケーションズ

（１）「医療保険者向け中間
サーバ」に関する関係省庁・
関係機関との調整等
（２）上記にかかる予算執
行、申請・承認手続、会議招
集、ベンダーとの調整等

　コンサルティング、システ
ムインテグレーション、アウ
トソーシング

　情報通信分野における海外
展開の支援に関する業務
　情報通信分野における海外
展開戦略の策定及び推進に関
する業務
　情報通信分野における海外
展開に必要な支援、関連する
政策の企画立案に関する業務
　情報通信分野における海外
展開の推進に係る外国政府と
の協議等に関する業務　等

　銀行業

医薬・生活衛生局食品基準審
査課残留農薬等基準審査室基
準策定専門官

　食品中に残留する農薬、飼
料添加物及び動物用医薬品の
規格基準の設定に関する業務

　医薬品・臨床検査・医療機
器・食料品・化粧品の製造、
販売、輸出及び輸入

情報流通行政局情報通信政策
課情報通信経済室主査

医薬営業本部眼科皮膚科営業
部アシスタントプロダクトマ
ネージャー（業務管理部係
長）

システムソリューション本部
アプリケーション事業部シス
テム五部開発一課（管理部）

　情報通信白書に関すること
及びその他情報通信に関する
経済に関する総合的な研究及
び調査に関すること。

　情報及び通信サービス事業

国際戦略局国際政策課係員 小舟町支店（グローバル人事
業務部付）
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
厚生労働省 H30.11.1

～
501 H32.10.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 南海電気鉄道株式会社 H30.11.1

～
502 H32.10.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 日本航空株式会社 H30.11.1

～
503 H32.10.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
金融庁 三井住友信託銀行株式会社 H30.12.1

～
504 H32.11.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

総合政策局リスク分析総括課
課長補佐

マーケット戦略投資ビジネス
ユニット金利為替チーム調査
役（業務部付調査役）

　金融システムに係るリスク
の状況を把握するための国内
外の金融市場及び経済情勢に
関する情報収集及び分析

　信託銀行業

　日ＥＵ鉄道の相互承認に関
する業務

　鉄道事業、開発関連及び付
帯事業、開発事業、流通事
業、土地建物賃貸事業、遊園
事業

長野日本ソフトウエア株式会
社

航空局交通管制部交通管制企
画課主査

運航企画部計画グループアシ
スタントマネジャー（運航部
付アシスタントマネジャー）

　航空保安業務の高度化に資
する新たな航空交通に関する
システムに係る技術の開発及
び普及に関する企画及び立案
並びに調整に関する事務
　無人航空機の航空管制業務
に対応必要な情報収集に関す
る事務
　オリパラ開催に向けた制限
区域の設定に関する調整事務

　航空運送事業等

鉄道局技術企画課車両基準協
定係長

鉄道営業本部工務部工務課
（工務部付）

第２システム部・副参事（人
事部付・副参事）

　医療保険分野のシステム開
発におけるシステムの仕様及
びシステムの運用方法等の検
討に関する支援並びに関係者
との調整に関する補助等

　情報通信技術をベースとし
た、コンサルティング系ビジ
ネス、ソリューション系ビジ
ネス、Ｗｅｂ/Ｏｐｅｎ系ビ
ジネス、及びアウトソーシン
グ系ビジネス

保険局医療介護連携政策課保
険データ企画室長補佐
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交流採用された日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期
交流採用職員の占める官職 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（任期中に就く地位）

番号

　
総務省 株式会社ＮＴＴドコモ H30.12.1

～
505 H32.11.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

国際戦略局国際政策課主査 企画調整室主査（兼務）ネッ
トワーク部主査（経営企画部
主査）

・情報社会の構築に向けた
ルールの在り方に関する国際
的な議論への参加（対処方針
の作成、関係者との調整等の
事前準備、及び事後処理等）
・二国間及び多国間の国際交
渉への参加（対処方針の作
成、関係者との調整等の事前
準備、及び事後処理等
・諸外国の情報通信分野の制
度等の調査

　通信事業、スマートライフ
事業、その他事業
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　　②　平成29年に採用された職員（２２４人）
　　　ア．退職型（３人）

平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

　
経済産業省 H29.4.1

～
506 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
外務省 三菱商事株式会社 H29.9.1

～
507 H31.8.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 三菱商事株式会社 H29.11.1

～
508 H31.10.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

任　　期

ＰｗＣコンサルティング合同
会社
電力・ガスシステム改革支援
室シニアアソシエイト

電力・ガス取引監視等委員会
事務局取引監視課卸取引調査
一係長

　経営コンサルティングサー
ビス等

在オーストラリア日本国大使
館三等書記官

コーポレートスタッフ部門
業務部

　卸取引市場における取引状
況の調査・分析、一般電気事
業者による「自主的取組」の
評価、海外における卸市場の
活性化のための「制度的措
置」の調査・分析など。

　日オーストラリア経済関
係、オーストラリアの貿易政
策に関する情報収集・分析お
よび日本企業支援等に関する
業務

　総合商社

土地・建設産業局不動産市場
整備課不動産投資市場整備室
投資顧問業係長

株式会社ダイヤモンド・リア
ルティ・マネジメントアクイ
ジション本部 投資戦略部主
任

　不動産投資顧問業の登録に
係る事務（事前相談、申請受
付、審査、管理等）、登録内
容の情報開示など投資家保護
等のための登録制度の運用、
一般不動産投資顧問業（助言
業務のみ）や総合不動産投資
顧問業（助言のほか投資一任
業務も行う）の育成等の取組
を行う。

　総合商社

番号
交流採用職員の占める官職

交流元企業を退職した日の直
前に占めていた地位
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　　　イ．雇用継続型（２２１人）

平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

　
消費者庁 ライオン株式会社 H29.1.1

～
509 H30.12.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
厚生労働省 H29.1.1

～
510 H30.12.31

盛岡支社主任（人事部付）
〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

　
経済産業省 株式会社レクザム H29.1.1

～
511 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 東日本旅客鉄道株式会社 H29.1.16

～
512 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑤

職業能力開発指導官（併任）
人材開発統括官付人材開発政
策担当参事官室

・労働市場インフラの整備状
況調査に関すること
・「ものづくり基盤技術の振
興施策」に関すること
・民間教育訓練機関の訓練の
質の保証及び向上に関するこ
と
・「能力開発基本調査」に関
すること

　生命保険業

中国四国産業保安監督部四国
支部保安課産業保安職（併
任）中国四国産業保安監督部
四国支部保安課消費機器係長
（併任）商務情報政策局保安
課業務改革推進室付

ＥソリューションＢＵ技術開
発部（ＥソリューションＢＵ
技術開発部付）

消費者調査課政策企画専門職 研究開発本部環境・安全性評
価センター副主任研究員
（同）

任　　期番号

　消費者の利益の擁護及び増
進に係る業務のうち、物価、
エネルギーその他消費生活に
関する調査・分析や、消費者
白書の執筆、消費者問題に関
する分析・研究の実施

　製造業　ハミガキ、ハブラ
シ、石けん、洗剤、ヘアケ
ア・スキンケア製品、クッキ
ング用品、薬品、海外現地会
社への輸出

交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　各種エレクトロニクス製品
等製造・販売

都市局市街地整備課企画専門
官

上信越工事事務所開発調査室
副課長（建設工事部主席）

　四国地域の産業保安の確保
等に関する業務

　土地区画整理事業の円滑な
執行の確保のための対策につ
いての調査、企画及び立案、
調整並びに指導に関すること
等

　旅客鉄道事業、貨物鉄道事
業、旅客自動車運送事業、旅
行業、電気通信事業、電気供
給事業、設備工事業等

アメリカンファミリーライフ
アシュアランスカンパニーオ
ブコロンバス
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
総務省 株式会社日立製作所 H29.2.1

～
513 H31.1.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 住友電気工業株式会社 H29.2.1

～
514 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 株式会社商船三井 H29.2.1

～
515 H31.1.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
外務省 H29.3.1

～
516 H31.2.28

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　海運業等

国際戦略局技術政策課専門職 ＩＣＴ事業統括本部サービス
プラットフォーム事業本部Ｉ
ｏＴ・クラウドサービス事業
部ＩｏＴ開発本部共通技術Ｇ
技師（ＩＣＴ事業統括本部
サービスプラットフォーム事
業本部　ＩｏＴ・クラウド
サービス事業部ＩｏＴ開発本
部共通技術Ｇグループ員）

　情報通信に関わる先端的な
技術開発や技術の社会展開の
推進方策等の企画・立案等業
務

　電気機械器具の製造及び販
売、通信並びに電子機械器具
の製造及び販売

海洋・ＬＮＧプロジェクト部
海洋第二グループアシスタン
トマネージャー（海洋・ＬＮ
Ｇプロジェクト部付）

産業技術環境局国際標準課工
業標準専門職

　新素材、航空、物流、船舶
に係る標準化（ＪＩＳ／ＩＳ
Ｏ）の企画立案及びその実施
に関する業務
　新素材、航空、物流、船舶
分野に関する規格の普及促進
業務

　自動車関連事業、情報通信
関連事業、エレクトロニクス
関連事業、環境エネルギー関
連事業、産業素材関連事業

在ハンガリー日本国大使館二
等書記官

海事局船舶産業課中小造船係
長

・ハンガリー経済情勢に関す
る情報収集・分析、報告業務
・日系企業等への支援業務

　システムインテグレーショ
ン事業、ネットワークシステ
ムサービス事業等

第二公共事業本部主任（公
共・社会基盤事業推進部シニ
ア・エキスパート）

株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

　造船等に関する企画立案、
調整業務に関すること、造船
に係る国際協力等に関するこ
と　等

研究開発本部研究企画業務部
企画部大阪企画グループ主査
（研究企画業務部主査）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
厚生労働省 30.7.31 株式会社ファインデックス H29.3.1

～
517 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

①

　
国土交通省 大成建設株式会社 H29.3.1

～
518 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　
外務省 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 H29.3.10

～
519 H31.3.9

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
中小企業庁 株式会社愛媛銀行 H29.3.15

～
520 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

在ニューヨーク日本国総領事
館副領事

　米国の財政経済動向にかか
る情報収集・調査分析等

土地・建設産業局総務課主査 国際支店管理部経理室主任
（管理本部人事部付）

保険局医療介護連携政策課保
険システム高度化推進室企画
調整係

東日本病院ソリューション部
一般社員（同）

　医療保険制度における医療
保険者の中間サーバのシステ
ム開発に関する要件定義、基
本設計等の分析業務及び関係
者との調整等に関する支援、
助言業務

　システム事業

　銀行業

　中小企業の国際化に係る調
査、中小企業の国際化支援策
の企画立案、各国中小企業金
融制度の比較、各国ビジネス
環境の調査、企業ニーズの収
集等業務。また、国際協力の
観点から、ＡＳＥＡＮ、ＡＰ
ＥＣ、ＯＥＣＤ等での日本の
中小企業政策の共有、普及等
の業務。

　銀行業

　土地政策、不動産業行政、
建設業行政などの局内経済政
策のとりまとめ、局内調整等

　総合建設業

金融市場部調査役兼市場営業
部調査役（米州金融市場部出
向休職）

事業環境部企画課国際協力係
長（併任）事業環境部企画課
国際協力室付

新大阪支店主任（人事教育部
付出向）

保険局医療介護連携政策課保
険データ企画室企画調整係
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
内閣府 三菱地所株式会社 H29.4.1

～
521 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
内閣府 H29.4.1

～
522 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
内閣府 株式会社琉球銀行 H29.4.1

～
523 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
警察庁 日本電信電話株式会社 H29.4.1

～
524 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

三井住友海上火災保険株式会
社

沖縄総合事務局経済産業部中
小企業課企画支援係係員（併
任）沖縄総合事務局経済産業
部商務通商課国際室

大宮支店（人事部付）

　中小企業の育成及び発展を
図るための基本となる方策の
企画及び立案、中小企業の経
営方法の改善及び経営の向
上・安定に関する業務、中小
企業の新たな事業の創出に関
する事務、中小企業の海外展
開支援等

　銀行業

長官官房総務課係長（併任）
生活安全局情報技術犯罪対策
課（併任）情報通信局情報技
術解析課

技術企画部門セキュリティ戦
略担当担当課長（同）

　サイバー空間の脅威に対す
る対処能力及び対処に係る組
織基盤の強化に関する企画、
立案及び調整等の事務に従事
する。

　ＮＴＴ東西の株式保有、電
気通信技術に関する研究等

　公的不動産を活用したＰＰ
Ｐ／ＰＦＩ事業の推進に向け
た施策の推進等

　総合不動産業

　防災に関する普及啓発及び
連携の推進に関する基本的な
政策に関する事項の企画及び
立案

　損害保険業

参事官補佐（政策統括官（経
済社会システム担当）付参事
官（総括担当）付）（併任）
内閣府本府民間資金等活用事
業推進室参事官補佐（併任）
地方創生推進事務局参事官
（総括担当）付参事官補佐
（併任）内閣府本府地方創生
推進室参事官補佐

新事業創造部副主事（人事部
付）

東京企業第二本部航空運輸産
業部営業第二課課長（人事部
課長）

政策統括官（防災担当）付参
事官（普及啓発・連携担当）
付参事官補佐（企業等事業継
続担当）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
警察庁 株式会社ラック H29.4.1

～
525 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
消費者庁 第一生命保険株式会社 H29.4.1

～
526 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
総務省 セコム株式会社 H29.4.1

～
527 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
総務省 日本ユニシス株式会社 H29.4.1

～
528 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　生命保険業

　情報通信分野における標準
化活動に関する以下の業務
・各国情報通信主管庁、関係
事業者等との連絡・調整
・民間フォーラム等における
標準化活動の支援 等

　警備の請負とその保障業務

・郵便事業の高度化のための
外国政府との協力関係の構
築・推進に関する業務
・各種照会に関する総括業務
・「経協インフラ戦略会議」
等の関連会議に関する連絡調
整業務　等

情報流通行政局郵政行政部郵
便課国際企画室専門職

　情報技術の利用に伴う犯
罪、事故その他の事案に係る
市民生活の安全と平穏に関す
ること及び情報技術の利用に
伴う犯罪の予防に関すること
等の事務に従事する。

　セキュリティソリューショ
ンサービス、システムインテ
グレーションサービス、情報
システム関連商品の販売およ
びサービス

　コンピュータシステムの販
売、ＩＴソリューション、コ
ンサルティングサービス等

消費者調査課政策企画専門職 事務企画部事務サービス統括
グループ業務リーダー（関連
事業部付）

生活安全局情報技術犯罪対策
課課長補佐（併任）長官官房
総務課付（併任）情報通信局
情報技術解析課付

ＩＴプロフェッショナル統括
本部サイバーセキュリティ事
業部サービスマネジメント部
長（同）

国際戦略局通信規格課国際係
長

本社技術開発本部開発セン
ターソフトウェア開発１グ
ループ（本社人事部付）

　物価の基本政策、公共料金
の調査等消費者行政関連業務

インダストリサービス戦略ビ
ジネス推進部　担当マネー
ジャー（人事部）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
外務省 株式会社みずほ銀行 H29.4.1

～
529 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
外務省 株式会社ＩＨＩ H29.4.1

～
530 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
文部科学省 H29.4.1

～
531 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　
厚生労働省 H29.4.1

～
532 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

㉔

　
厚生労働省 学校法人聖路加国際大学 H29.4.1

～
533 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ②

　バーレーン経済情勢の情報
収集・分析、二国間経済関係
等の経済関係及び日本文化紹
介、留学生交流等の広報文化
に関する業務

　航空機エンジン、発電用ボ
イラ、ＬＮＧタンク、ターボ
チャージャ等の製造

　銀行業

東京海上日動火災保険株式会
社

　オマーンにおける経済情
勢、経済政策に関する情報収
集・分析、二国間経済関係
（財政・金融分野等）に関す
る連絡・調整業務等

札幌支店営業第二課課長代理
（公務第二部副参事）

科学技術・学術政策局人材政
策課人材政策推進室専門職

在バーレーン日本国大使館二
等書記官

原子力セクター管理部企画・
予算グループ（資源・エネル
ギー・環境事業領域原子力Ｓ
ＢＵ管理部企画・予算グルー
プ）

在オマーン日本国大使館二等
書記官

法人マーケティング部 医
療・特定法人チーム（グロー
バルコーポレート業務部付調
査役）

　科学技術分野の研究者及び
技術者に関する基本的な政策
の企画・立案業務
　研究者及び技術者の養成及
び資質の向上に関する施策の
企画・立案業務

　損害保険業

聖路加国際病院集中治療室配
属（聖路加国際病院看護管理
室配属）

東京海上日動火災保険株式会
社医政局総務課長補佐
旅行業営業部開発グループ課
長代理（公務開発部課長代
理）

　保健医療行政に関する企
画・立案及び調整等

医政局看護課看護サービス推
進室看護研修推進係長

　新人看護師研修事業など、
新人看護師が就職後に行う研
修事業を担当

　教育、研究、診療業

　損害保険業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
厚生労働省 社会福祉法人恩賜財団済生会 H29.4.1

～
534 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
厚生労働省 30.9.14 コニカミノルタ株式会社 H29.4.1

～
535 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
厚生労働省 久光製薬株式会社 H29.4.1

～
536 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　医薬品、医薬部外品、医療
機器等の製造、販売および輸
出入

　保健医療データを目的別に
収集し医療機関や個人が利用
できるプラットフォームにつ
いての技術的検討、医療等Ｉ
Ｄを発行管理するシステムの
設計・開発（病院情報システ
ム等の改修含む）の管理支
援、システムベンダー業界団
体との技術的調整

　複合機（ＭＦＰ）、プリン
ター、印刷用機器、ヘルスケ
ア用機器、産業用・医用計測
機器、産業用インクジェット
ヘッド、テキスタイルプリン
ターなどの開発・製造・販
売、並びにそれらの関連消耗
品、ソリューション・サービ
ス　等

研究開発本部開発企画部　開
発推進１課（人事部部長付）

済生会横浜市東部病院看護師
（済生会横浜市東部病院看護
部付）

医政局研究開発振興課医療技
術情報推進室情報推進官
（命）データヘルス改革推進
本部員

・保健医療データを目的別に
収集し医療機関や個人が利用
できるプラットフォームにつ
いての技術的検討、医療等Ｉ
Ｄを発行管理するシステムの
設計・開発（病院情報システ
ム等の改修含む）の管理支
援、システムベンダー業界団
体との技術的調整
・データヘルス改革の将来像
の作成、将来像を実現するた
めの工程表の策定に関する技
術的支援

医政局研究開発振興課医療技
術情報推進室情報推進官

ヘルスケア事業本部販売統括
部販売企画グループ課長（管
理職）

健康局難病対策課主査（併
任）労働基準局安全衛生部労
働衛生課治療と仕事の両立支
援室

医政局看護課

　保健師、助産師、看護師及
び准看護師の確保対策事業や
各種統計調査の業務を担当

　医療機関及び介護老人保健
施設の経営等

　難病対策に関する総合的な
企画調整、所管法令の改廃・
解釈など。
（併任）省内関係局で構成す
る治療と仕事の両立支援室に
おいて、難病の治療と仕事の
両立支援に関する業務実施の
ための資料作成、関係者との
打合せ及び施策への反映。
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
厚生労働省 メタウォーター株式会社 H29.4.1

～
537 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
厚生労働省 H29.4.1

～
538 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ②

　
厚生労働省 H29.4.1

～
539 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

㉕

　
厚生労働省 30.7.31 H29.4.1

～
540 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

①

医薬・生活衛生局水道課長補
佐（併任）医薬・生活衛生局
水道課水道計画指導室

公益財団法人水道技術研究セ
ンター浄水技術部主任研究員
（経営企画本部人事総務企画
室人事企画部付）

　東日本大震災による水道施
設の復興に関する業務及び水
道技術の国際協力に関する業
務

　上下水・再生水処理、海水
淡水化等の水環境分野の各種
装置類、施設用電気設備等製
造販売、各種プラントの設
計・施工・請負

　健康保険制度の企画及び立
案に関すること並びにデータ
ヘルス事業の総合的な調整業
務に関すること

　生命保険業

・労働災害防止計画に基づく
施策のＰＤＣＡ管理、次期計
画の作成の検討
・安全衛生優良企業公表制度
の運営
・安全衛生分野に係る国際業
務の取りまとめ

九州営業支援部熊本生保支社
主任（人事総務部人事グルー
プ課長代理）

保険局保険課企画法令第一係
（併任）保険局医療介護連携
政策課データヘルス・医療費
適正化対策推進室

東京中央支店課長代理（公務
開発部課長代理）

　認知症施策等に関する企
画・立案及び調整等

　損害保険業

保険局保険課企画法令第一係
（併任）保険局医療介護連携
政策課医療費適正化対策推進
室

東京海上日動あんしん生命保
険株式会社

人事部チーフ（人事部付チー
フ）

東京海上日動火災保険株式会
社老健局総務課認知症施策推進

室主査

　グループ経営戦略策定・管
理並びにそれに付随する業務

ＳＧホールディングス株式会
社労働基準局安全衛生部計画課

調整係長

 - 142 -



平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
厚生労働省 株式会社ｇｅｎｅ H29.4.1

～
541 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

　
厚生労働省 株式会社三井住友銀行 H29.4.1

～
542 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
厚生労働省 株式会社アイネス H29.4.1

～
543 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
厚生労働省 日本赤十字社 H29.4.1

～
544 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
厚生労働省 埼玉縣信用金庫 H29.4.1

～
545 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

埼玉労働局労働基準部監督課
統計調査係長

資金証券国際部資金運用グ
ループ主任（人事部付主任）

保険局医療課長補佐 赤坂法人営業部与信グループ
部長代理補（法人戦略部特定
マーケティンググループ部長
代理補）

政策統括官（統計・情報政策
担当）付サイバーセキュリ
ティ担当参事官室

ＩＴソリューション本部 運
用サービス第三部 第四課員
（同）

　社会保険診療報酬に関する
政策の企画及び立案や、診療
報酬改定作業に関する業務等

　銀行業

　賃金等に係る労働統計の実
施計画の策定及びその実施、
賃金関係の業務資料の作成。
これらの業務の改善及び向上
のための適切な見直しを行う
こと。

　信用金庫業

　サイバーセキュリティに関
する最新の技術動向の情報収
集、インシデント発生時の初
動対応、初動対応を踏まえた
対策及び運用方針の検討、そ
の他サイバーセキュリティ対
策の実施に関する専門的事項
等

事業局救護・福祉部主事（総
務局人事部付）

　社会保障に関する教育や広
報など、社会保障に関する重
点施策に関すること

　国内災害救護、医療事業、
血液事業など

　社会保険診療報酬と介護報
酬の調整並びに診療報酬及び
基金等の総合的な企画調整に
関する業務

　医療・福祉関係者へのセミ
ナー出版事業
　医療保険及び介護保険法に
基づく訪問看護事業
　介護保険法に基づく通所介
護事業

保険局医療介護連携政策課主
査

チーフリーダー（同）

　情報処理・通信サービス、
ソフトウェア開発サービス
　システム提供サービス、そ
の他システム関連サービス

政策統括官付社会保障担当参
事官室主査

 - 143 -



平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
厚生労働省 日本生命保険相互会社 H29.4.1

～
546 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
農林水産省 クミアイ化学工業株式会社 H29.4.1

～
547 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
農林水産省 山崎製パン株式会社 H29.4.1

～
548 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
農林水産省 株式会社博報堂 H29.4.1

～
549 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ③

　
農林水産省 H29.4.1

～
550 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

食料産業局食品流通課食品
サービス第１班情報係長

営業統括本部業務部管理課
（同）

消費・安全局植物防疫課国内
防除第２班国内防除第５係長

営業本部企画普及部（総務部
付）

　国内における植物の病害虫
防除に関する業務。

　農薬の製造・販売

　損害保険業

　新規就農の促進、農業労働
力の確保等に関する施策の企
画立案及び推進

　広告、セールスプロモー
ション及びパブリックリレー
ションズ業務

大阪労働局雇用環境・均等部
企画課一般職員（企画係）

本社監査部副主任（本社人材
開発部付副主任）

　卸売業の合理化、卸売業を
営む中小企業の育成及び発展
等に関する業務

　パン等の製造及び販売

経営局就農・女性課経営専門
職

テーマビジネス開発局付アカ
ウントプロデュース職（同）

　労働局が行う各種広報の企
画に関する業務、各種審議会
の運営に関する業務、及び、
関係団体や関係行政機関等と
の連携・調整などに関する業
務。

　生命保険業

九州本部九州損害サポート第
一部沖縄保険金お支払セン
ター所長代理（公務開発部
（休職農林水産省出向）課長
代理）

三井住友海上火災保険株式会
社経営局金融調整課経営専門職

　農業を営む法人に対して出
資を行う株式会社・投資組合
の管理・監督、地銀、信金等
農協系統金融機関以外の金融
機関に対する農業融資の啓
蒙・普及
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
農林水産省 キリン株式会社 H29.4.1

～
551 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
林野庁 住友林業株式会社 H29.4.1

～
552 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑤

　
経済産業省 三井住友信託銀行株式会社 H29.4.1

～
553 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 株式会社リクルートキャリア H29.4.1

～
554 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

　インベストメント・チェー
ンのあり方に関する調査・分
析をはじめとする産業金融に
関する調査、分析及び政策の
企画立案に関する業務

　信託銀行業

産業技術環境局技術振興・大
学連携推進課大学連携推進室
係員

　「理工系人材育成に関する
産学官円卓会議」及びその下
部の人材需給ＷＧの開催と
「理工系人材育成に関する産
学官行動計画」に係る調整業
務、中長期インターンシップ
事業の普及・拡大に係る業
務、大学発ベンチャーに係る
実態調査事業等

　社員募集領域における人材
採用広告事業／斡旋事業／選
考支援事業

メディア営業本部新卒メディ
ア営業統括部営業企画部営業
企画Ｇ（就職みらい研究所所
属メンバー）

国有林野部経営企画課生物多
様性保全班保全対策係長

資源環境本部山林部林業企画
Ｇマネージャー（資源環境本
部山林部）

　農林水産業等に関する試験
及び研究の企画及び立案にお
ける産学官連携に係る連絡・
調整等。

農林水産技術会議事務局研究
専門官

Ｒ＆Ｄ本部ものづくり人材開
発センターセンター長（人事
総務部人事担当）

　国内綜合飲料事業の事業管
理及び専門サービスの提供

　国有林の生物多様性保全等
の業務

　山林の経営、木材・建材の
売買、注文住宅の建築等

経済産業政策局産業資金課調
整二係長（併任）経済産業政
策局企業行動課企業会計室付

枚方支店主任（業務部付主
任）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 大阪瓦斯株式会社 H29.4.1

～
555 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 H29.4.1

～
556 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
経済産業省 株式会社三井住友銀行 H29.4.1

～
557 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 凸版印刷株式会社 H29.4.1

～
558 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 株式会社北洋銀行 H29.4.1

～
559 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

・地球温暖化対策、気候変動
への適応策等に係る企画立
案・総合調整
・上記に関する関連業務

　ガスの製造、供給、販売等

産業技術環境局環境政策課長
補佐（振興・国際担当）（併
任）産業技術環境局環境政策
課環境経済室付

人事部(国立研究開発法人新
エネルギー・産業技術総合開
発機構へ出向)（東京支社課
長）

損害保険ジャパン日本興亜株
式会社商務情報政策局総務課調整一

係長 名古屋企業営業部課長代理
（企画開発部課長代理）

　ＩｏＴ・サイバーセキュリ
ティなど情報政策全体の企
画、予算立案

　損害保険業

商務情報政策局情報産業課

　ＩＴ・エレクトロニクス産
業の財務分析やＩｏＴ関連政
策の企画立案等に関する業務

　銀行業

船橋エリア（公共・金融法人
部の部員）

北海道経済産業局地域経済部
情報・サービス政策課情報化
推進係長

商務情報政策局コンテンツ産
業課長補佐（国際担当）

情報コミュニケーション事業
本部ビジネスイノベーション
推進本部部長代理（情報コ
ミュニケーション事業本部
ソーシャルビジネスセンター
ソーシャルビジネス開発部担
当部長代理）

　我が国のコンテンツ産業を
巡る海賊版対策等の国際案件
及びコンテンツ関連技術の発
展に伴う新ビジネスの創出に
ついての調査・分析、政策の
企画立案を行う

　「印刷テクノロジー」を
ベースに「情報コミュニケー
ション事業分野」、「生活・
産業事業分野」および「エレ
クトロニクス事業分野」の３
分野にわたり幅広い事業活動
を展開している。

札幌西支店主査（地域産業支
援部付）

　北海道の様々な分野の中小
企業における情報化を推進す
るとともに、道内各地域の情
報化の振興に関する業務

　銀行業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 株式会社北海道銀行 H29.4.1

～
560 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 30.4.1 株式会社足利銀行 H29.4.1

～
561 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
経済産業省 埼玉縣信用金庫 H29.4.1

～
562 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
経済産業省 30.4.1 株式会社第四銀行 H29.4.1

～
563 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

関東経済産業局地域経済部次
世代・情報産業課情報産業係
長

　中小企業等のIoT、ロボッ
ト等の利用促進に関する環境
整備に向けた企画立案を行い
推進する

北海道経済産業局地域経済部
製造産業課機械産業係長

篠路支店主任（本部付主任）

　地域経済の基盤産業である
農林水産業と商・工業等が産
業間の壁を越えて連携し、両
者の強みである経営資源を活
かした新商品の開発や販路開
拓等の取り組みを支援する。

　信用金庫業

　地域の情報収集や局内への
情報発信を行い、地方創生へ
の取組を行う自治体等や地域
の支援機関・局内関係課と連
携しながら、地域の成長の芽
となるようなプロジェクトの
発掘・組成等を行う。

　銀行業

関東経済産業局産業部経営支
援課経営支援係長

北草加支店融資係代理（人事
部付代理）

関東経済産業局地域経済部地
域振興課地域活性化調整官
（併任）関東経済産業局地域
経済部地域未来投資促進室付

　地域の情報収集や局内への
情報発信を行い、地方創生へ
の取組を行う自治体等や地域
の支援機関・局内関係課と連
携しながら、地域の成長の芽
となるようなプロジェクトの
発掘・組成等を行う。さらに
地域未来投資促進法における
自治体の「基本計画」、「地
域経済牽引事業計画」、「連
携支援計画」の策定支援等を
行う。

関東経済産業局地域経済部地
域振興課地域活性化調整官

春日部支店得意先グループ係
長（人事部付）

　エネルギー・温暖化対策の
普及・啓発を行うとともに、
Ｊ－クレジット制度について
自治体等と連携して推進す
る。さらに、我が国のエネル
ギー施策について周知を図る
ため中小企業等に対して広報
を実施する。

　銀行業

関東経済産業局資源エネル
ギー環境部資源エネルギー環
境課総合エネルギー広報室総
合エネルギー広報係長

出来島支店法人渉外係（人事
部付）

　北海道の機械産業を中心と
するものづくり中小企業にお
ける技術の高度化や販路拡大
等の経営支援に関する業務

　普通銀行業務（地方銀行）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 30.4.1 株式会社百十四銀行 H29.4.1

～
564 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 株式会社レオパレス２１ H29.4.1

～
565 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
資源エネルギー庁 東邦瓦斯株式会社 H29.4.1

～
566 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
資源エネルギー庁 三井化学株式会社 H29.4.1

～
567 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

本店営業部主任（人事部付出
向主任待遇）

　省エネ取組の促進に向けた
支援と規制に係る業務

　ガスの製造、供給、販売等

　海外企業とのビジネスマッ
チング、グローバル人材の育
成・活用促進、中小企業の海
外展開支援など海外との経済
交流の促進を図るための企
画・立案等を実施。

　アパート・マンション・住
宅等の建築・賃貸管理及び販
売、リゾート施設の開発・運
営、ホテル事業、介護事業

九州経済産業局国際部国際課
総括係

賃貸事業部西日本第２法人営
業部福岡支店ソリューション
営業２－１課（西日本第２法
人営業部福岡支店ソリュー
ション営業課付）

四国経済産業局産業部中小企
業課新事業促進室地域資源企
業化支援専門官（併任）四国
経済産業局総務企画部企画課
地方創生支援室地方創生専門
官

　中小企業の地域産業資源を
活用した事業活動の促進に関
する業務。地方創生に関する
業務。（※中小企業には、農
林水産業を含まない。）

①国際原油市場の動向の分
析・把握
②中東産油国との関係強化

　機能化学品事業、機能樹脂
事業、ウレタン事業、石化事
業、基礎化学品事業、フィル
ム・シート事業

　中小企業の地域産業資源を
活用した事業活動の促進に関
する業務。地方創生に関する
業務。（※中小企業には、農
林水産業を含む。）

　普通銀行業

資源・燃料部政策課政策企画
一係長

オレフィンＧ主席部員（経営
企画部）

省エネルギー・新エネルギー
部省エネルギー課技術二係長

都市エネルギー営業部所属
（東京支社所属）

四国経済産業局産業部中小企
業課新事業促進室地域資源企
業化支援専門官（併任）四国
経済産業局総務企画部参事官
（農林水産業成長産業化支援
担当）付（併任）四国経済産
業局総務企画部企画課地方創
生支援室地方創生専門官
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
特許庁 本田技研工業株式会社 H29.4.1

～
568 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 綜合警備保障株式会社 H29.4.1

～
569 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 関西電力株式会社 H29.4.1

～
570 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

国土交通省⑩

内閣府①

　
国土交通省 株式会社ＡＩＲＤＯ H29.4.1

～
571 H30.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　交通に関連する防災全般に
関する業務

総務部国際協力課国際情報専
門官（併任）総務部国際協力
課地域協力室

管理本部知的財産部二輪事業
知財室商品知財ブロック
（同）

　工業所有権分野における経
済連携、国際機構、主要先進
国、新興国・開発途上国に関
する情報収集・分析。収集・
分析した情報の施策や会合対
処方針等への反映。

　二輪事業、四輪事業、金融
事業、汎用事業及びその他の
事業

セキュリティサービス第一部
警備運用企画課主任（セキュ
リティサービス第一部付）

大臣官房運輸安全監理官付災
害対策係長（併任）大臣官房
参事官付

　警備の請負とその保障業務

　規制・制度改革関連の省内
調整・とりまとめなど、基本
的な政策の企画立案
　社会保障の安定財源の確保
等を図る税制の抜本的な改革
を行うための消費税法の一部
を改正する等の法律（平成24
年法律第68号）第7条第1号ホ
　上記の相談に関する事務

　電気事業等

　国土交通省の所掌事務に係
る交通に関連するバリアフ
リー関係施策の企画・立案及
び省内外との連絡調整業務

総合政策局安心生活政策課主
査

運送本部客室部客室業務グ
ループ（総務部付）

総合政策局政策課調査係長
（併任）内閣府大臣官房消費
税価格転嫁等相談対応室国土
交通省分室室員

お客さま本部大阪北営業部九
条営業所ビジネス営業係長
（東京支社附）

　定期航空運送事業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 H29.4.1

～
572 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑬

　
国土交通省 30.7.1 株式会社みずほ銀行 H29.4.1

～
573 H30.10.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

※ ④

　
国土交通省 新日鐵住金株式会社 H29.4.1

～
574 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ③

　
国土交通省 東急バス株式会社 H29.4.1

～
575 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　損害保険業

経営企画室経営統括部企画課
長（総務・人事部付）

建材事業部建材開発技術部橋
梁開発技術室（人事労政部）

・途上国への技術協力の推進
に関すること。
・気候変動・防災対策に係る
国際協力の推進に関するこ
と。
・技術開発・技術移転の推進
に関すること。

　鉄鋼事業、エンジニアリン
グ事業等

総合政策局社会資本整備政策
課（併任）総合政策局政策課

恵比寿支店（グローバル人事
業務部付）

鹿児島支店営業課主任（公務
開発部課長代理）

東京海上日動火災保険株式会
社総合政策局環境政策課国土環

境第一係長

総合政策局官民連携政策課
（併任）総合政策局政策課

総合政策局公共交通政策部交
通計画課専門官

　国土交通省の所掌事務に係
る交通機関の整備に関する基
本的な政策の企画及び立案並
びに当該政策を実施するため
に必要な国土交通省の所掌事
務の総括に関すること。
　都市交通その他の地域的な
交通に関する基本的な計画及
び地域における交通調整に関
すること。

　自動車運送業、不動産賃貸
業等

　交通関連公共施設に関する
概況についての調査・研究業
務及び交通関連公共施設整備
等における民間資金の活用等
官民連携（ＰＰＰ）について
の企画・研究業務等

　銀行業

総合政策局海外プロジェクト
推進課国際協力第一係（併
任）国際統括室

　社会資本整備分野における
環境政策（地球温暖化、生物
多様性等）の総括・調整業務
など
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 関西電力株式会社 H29.4.1

～
576 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑪

　
国土交通省 30.7.1 株式会社谷澤総合鑑定所 H29.4.1

～
577 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左 　不動産鑑定評価業務

③

　
国土交通省 三井住友信託銀行株式会社 H29.4.1

～
578 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑦

　
国土交通省 株式会社東京証券取引所 H29.4.1

～
579 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　取引所金融商品市場の開設

土地・建設産業局不動産市場
整備課経営管理係長

ＩＴ開発部（総合管理室（人
事担当）付）

土地・建設産業局地価調査課
地価公示室鑑定官

土地・建設産業局国際課国際
企画係長

お客さま本部エンジニアリン
グ営業部門エンジニアリング
グループ（東京支社事務課）

　信託銀行業

　地価の調査、公示に関する
事務。

不動産営業第四部第５課主務
（人事部付）

土地・建設産業局地価調査課
鑑定官（併任）土地・建設産
業局地価公示室

土地・建設産業局不動産業課
流通企画係長

　改正宅地建物取引業法の施
行に向けた準備、媒介業務に
関する相談対応、中古住宅取
引時の価格評価ツールの整
備・普及、関係者間の調整な
ど、中古住宅をはじめとする
不動産取引の円滑化・透明性
向上に向けた環境整備等を行
う。

　不動産市場の国際化とアウ
トバウンド・インバウンド投
資拡大の推進、わが国不動産
企業の海外展開促進等のた
め、官民連携した支援体制の
確立、内外の不動産情報の収
集・発信の強化、新興国にお
ける関連制度・手続きの整備
支援等

　電気事業等

東京本社東京鑑定本部鑑定２
部（同）

　不動産市場整備課の予算、
政策等のとりまとめ等の総
括、耐震・環境不動産形成促
進事業の推進等の業務を行
う。
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 住友商事株式会社 H29.4.1

～
580 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 東京急行電鉄株式会社 H29.4.1

～
581 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　
国土交通省 みずほ信託銀行株式会社 H29.4.1

～
582 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

・不動産市場に関する各種情
報の収集、分析及び提供に関
すること
・不動産市場の透明性向上に
向けた情報の収集・提供に関
すること
・不動産市場の活性化に向け
た新たな企画・立案に関する
こと

　総合商社

都市局総務課国際室課長補佐

　都市開発の海外展開に関す
ること、シティセールスに関
すること、二国間関係の構
築・検討、国際関係業務に関
する都市局内の取りまとめ

　鉄道事業等

・観光まちづくりや医療福祉
と連携したまちづくり等の局
横断的なテーマに関する新制
度の企画・調整
・まちづくり活動の担い手の
あり方検討会等における検討
のための資料作成、とりまと
め等
・先進的まちづくりに関する
シティコンペ等の企画・調整
・コンパクトシティに関する
総合的な政策の企画立案、省
内等の調整

　信託銀行業

土地・建設産業局不動産市場
整備課情報分析係長

メディア・生活関連事業部門
生活資材・不動産本部 住
宅・都市事業部長付（メディ
ア・生活関連事業部門 生活
資材・不動産本部 住宅・都
市事業部参事）

都市局都市政策課都市再構築
政策室再構築政策企画係長

不動産営業第五部営業第１
チーム（人事部付）

国際事業部都市開発部開発二
課課長補佐（国際事業部事業
計画部総括課課長補佐）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 東海旅客鉄道株式会社 H29.4.1

～
583 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 三井不動産株式会社 H29.4.1

～
584 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　
国土交通省 株式会社竹中土木 H29.4.1

～
585 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 株式会社日立製作所 H29.4.1

～
586 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑪

　水資源開発基本計画その他
の水の需給に関する総合的か
つ基本的な計画の企画及び立
案並びに推進に関する業務

　電気機械器具の製造及び販
売、通信並びに電子機械器具
の製造及び販売

水管理・国土保全局水資源部
水資源計画課総合水資源管理
戦略室主査（併任）水管理・
国土保全局水資源部水資源政
策課地下水対策室

三井不動産レジデンシャル株
式会社都市開発事業企画部事
業企画グループ主事（人事部
付）

・都市計画制度に係る連絡調
整
・コンパクトシティ政策に係
る連絡調整
・都市計画手続きに係る助言
等

　総合不動産業

産業・水業務統括本部技術開
発本部水環境システム部企画
員（産業・水業務統括本部技
術開発本部松戸開発センタ水
環境システム部員）

　総合建設業

都市局都市計画課開発企画係
長

　都市整備に関する技術開発
の推進、沿道環境の整備保全
方策に関する調査・調整、都
市整備に関する海外への技術
協力に関する業務

　東海道新幹線及び東海地方
の在来線における鉄道事業、
鉄道車両等の製造、各種設備
の保守・検査・修繕、その他
関連事業

・河川行政に係る施策の企画
立案及び関係部局との調整業
務
・「社会資本整備重点計画」
等の重点政策の策定及び関係
部局との調整業務
・地方財政措置要望の取りま
とめ及び関係部局との調整業
務

水管理・国土保全局総務課調
査係長

東京本店工事部生産事務グ
ループ配属一般職（管理本部
人事部付）

都市局都市計画課都市計画調
査室技術企画・環境保全係長
（併任）都市局総務課国際室

中央新幹線推進本部企画推進
部係長（総合技術本部技術企
画部主任）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 旭硝子株式会社 H29.4.1

～
587 H30.12.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 H29.4.1

～
588 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　
国土交通省 西部瓦斯株式会社 H29.4.1

～
589 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 H29.4.1

～
590 技術部主任（同） H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　建築基準法の建築設備に係
る基準の制定・運用、建築設
備の技術開発・調査等

　住宅性能評価、住宅瑕疵担
保責任保険、その他検査

住宅局住宅生産課建築環境企
画室非住宅省エネルギー対策
係長

熊本支社営業部都市開発グ
ループ係長（人事労政部係
長）

・建築物のエネルギー消費性
能の向上に関する法律に基づ
く登録建築物エネルギー消費
性能判定機関に対する指導、
監督等に関すること
・建築物のエネルギー消費性
能の向上に関する法律に基づ
く大規模非住宅建築物に対す
る基準適合義務に関する企画
立案、調整に関すること

　ガスの製造、供給、販売等

ハウスプラス住宅保証株式会
社住宅局建築指導課設備係長

・住宅瑕疵担保履行制度の企
画立案及び施行に関すること
・保証金の供託制度の運用等
に関すること
・弁護士会との連携による紛
争処理体制の整備等に関する
こと
・中古住宅の流通及びリ
フォームの促進に関すること

　損害保険業

三井住友海上火災保険株式会
社住宅局住宅生産課住宅瑕疵担

保対策室課長補佐 営業事務部課長（人事部課
長）

・住生活関連サービス産業の
育成、振興に関すること
・住宅着工等の動向・分析に
関すること

　各種ガラス等の製造及び販
売

住宅局住宅政策課住生活サー
ビス産業振興官

AGCフラットガラス・フィリ
ピン株式会社　兼　ビルディ
ング・産業ガラスカンパニー
アジア事業本部主幹（ビル
ディング・産業ガラスカンパ
ニーアジア事業本部主幹）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 フジテック株式会社 H29.4.1

～
591 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 野村不動産株式会社 H29.4.1

～
592 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 30.4.1 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 H29.4.1

～
593 H31.3.31

〔職務内容〕 （職務内容） 〔事業内容〕
　同左

※ ⑤

　
国土交通省 一般財団法人日本海事協会 H29.4.1

～
594 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 株式会社トクヤマ H29.4.1

～
595 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

海事局海洋・環境政策課技術
企画室専門官

機関部副技師（同）

　エレベータ、エスカレー
タ、動く歩道、新交通システ
ムなどの研究開発・製造・販
売・据付・保守

住宅局建築指導課建築物防災
対策室耐震化推進係長

グローバル事業本部商品開発
本部機器開発部（同）

・マンション管理に関する施
策の企画立案に関すること。
・マンション管理に係る調査
研究に関すること。
・長期修繕、高経年マンショ
ンの診断、耐用等の管理に関
すること。
・専門家を活用した管理制度
に係る企画立案、運用等に関
すること。

　総合不動産業

鉄道局国際課国際協力室係員

　住宅・建築物の耐震化に関
する企画及び総合調整、耐震
改修の促進に係る地方公共団
体との調整等

住宅局市街地建築課マンショ
ン政策室課長補佐

人事部人事課マネージャー
（人事部付マネージャー）

港湾局海岸・防災課沿岸域管
理係長

生産技術部門施設グループ主
任（同）

　港湾の防災に係る政策の立
案及び施策に係る業務

　化成品、セメント、電子材
料等の製造、販売等

鉄道局国際課国際協力室ファ
イナンス係長

ストラクチャードファイナン
ス部（ストラクチャードファ
イナンス部付）

　船舶のＩｏＴ、ビッグデー
タ化に関する政策の企画立
案・調整業務、船舶の省エネ
ルギー化・省ＣＯ2化に関す
る政策の企画立案・調整業務

・船級及び船舶の設備の登
録、・船舶の検査、・材料、
舶用機器、艤装品等の検
査、・安全管理システム及び
船舶保安システムの審査登録
等

　我が国鉄道システムの国際
展開の促進及び国際競争力の
強化に関する企画立案及び施
策の推進に係る事務に関する
こと

　銀行業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 30.4.1 H29.4.1

～
596 H31.3.31

〔職務内容〕 （職務内容） 〔事業内容〕
　同左

⑭

　
国土交通省 30.4.1 東日本旅客鉄道株式会社 H29.4.1

～
597 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑦

　
国土交通省 株式会社北海道銀行 H29.4.1

～
598 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 東京モノレール株式会社 H29.4.1

～
599 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　
観光庁 スカイマーク株式会社 H29.4.1

～
600 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

　無人航空機の安全利用の環
境整備のため、有人機と無人
機や無人機同士の衝突防止対
策、航空法で定める飛行制限
に関する企画・立案業務を実
施。

　損害保険業

東京海上日動火災保険株式会
社
埼玉中央支店越谷支社支社長
代理（公務開発部課長代理）

航空局安全部安全企画課企画
第四係長

航空局安全部安全企画課企画
第三係長

北陸地方整備局信濃川下流河
川事務所調査設計課一般職員

エネルギー管理センター企画
課課員（エネルギー管理セン
ター総務課課員）

　河川の調査に関すること、
河川の計画（信濃川水系河川
整備計画）に関すること、工
事の調査・設計に関するこ
と、出水対応に関すること。

　旅客鉄道事業、貨物鉄道事
業、旅客自動車運送事業、旅
行業、電気通信事業、電気供
給事業、設備工事業等

近畿運輸局鉄道部技術課電気
係長

技術・企画部（電気）部員
（総務部付（指導監督職））

　鉄道施設に係る安全確保、
検査・監査及び保守管理等に
関する業務

　モノレール運行の鉄道事業
等

北海道開発局開発監理部開発
連携推進課開発計画専門官

札幌駅北口支店主任（本部付
主任）

　北海道において増加する外
国人ドライブ観光を活かし
た、地域間・季節間の旅行需
要の平準化のための社会実験
等に関連する業務

　普通銀行業務（地方銀行）

北陸地方整備局河川部河川計
画課一般職員

　河川・ダムの調査・計画に
関すること

観光戦略課 総務人事部人事課（総務人事
部付け）

　観光立国推進基本計画、観
光立国実現に向けたアクショ
ン・プログラム及び交通政策
審議会観光分科会に係る業務

　定期航空運送事業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
観光庁 H29.4.1

～
601 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
環境省 株式会社クボタ H29.4.1

～
602 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
環境省 全日本空輸株式会社 H29.4.1

～
603 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
環境省 30.4.1 日本原燃株式会社 H29.4.1

～
604 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

福島地方環境事務所環境再
生・廃棄物対策部環境再生課
事業管理専門官

　同左 1.ウランの濃縮
2.原子力発電所等から生ずる
使用済燃料の再処理
3.前記2.に関する海外再処理
に伴う回収核燃料物質および
廃棄物の一時保管
4.低レベル放射性廃棄物の埋
設
5.混合酸化物燃料の製造
6.ウラン、低レベル放射性廃
棄物および使用済燃料等の輸
送
7.前各号に付帯関連する事業

㈱ＡＮＡケータリングサービ
ス出向（人財戦略室人事部
付）

環境再生・資源循環局特定廃
棄物対策担当参事官室参事官
補佐

福島地方環境事務所除染対策
第一課事業管理専門官

再処理事業部放射線管理部放
射線安全課主任（同）

　原子力発電所の事故により
放出された、放射性物質によ
る環境の汚染への対処に関す
る業務。

新宿第三事業部（新宿第三事
業部法人営業マネージャー）

　訪日外国人旅行者の促進に
係る企画・立案業務

　旅行業等

水処理システム技術部（同）

株式会社ＪＴＢコーポレート
セールス国際観光課主査

・国立公園の魅力向上、エコ
ツーリズムの推進、自然ふれ
あい体験の推進、ジオパーク
との連携等の自然観光資源の
活用に関する業務
・温泉に係る事業の推進、利
用の推進に関する業務

　定期航空運送事業、不定期
航空運送事業、航空機使用事
業、その他附帯事業

　指定廃棄物等の焼却処理事
業に係る技術的事項の検討、
処理施設の仕様等の検討、指
定廃棄物（浄水発生土等）の
技術開発に関する情報収集、
保管状況の把握、関係自治体
等との調整等

　機械器具製造業

自然環境局国立公園課国立公
園利用推進室ジオパーク推進
係長（併任）自然環境局自然
環境整備課（温泉地保護利用
推進室）主査
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
環境省 30.4.1 電源開発株式会社 H29.4.1

～
605 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
環境省 30.4.1 四国電力株式会社 H29.4.1

～
606 H31.2.28

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
環境省 30.4.1 中国電力株式会社 H29.4.1

～
607 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
環境省 30.4.1 中部電力株式会社 H29.4.10

～
608 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
環境省 30.4.1 株式会社テクノ中部 H29.4.1

～
609 H32.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

福島地方環境事務所除染対策
第一課事業管理専門官

電源事業本部島根原子力本部
島根原子力発電所技術部（放
射線管理担当）主任（東京支
社環境省出向）

福島地方環境事務所除染対策
第一課事業管理専門官

原子力本部伊方発電所安全管
理部施設防護課副長（同）

　同左

福島地方環境事務所環境再
生・廃棄物対策部環境再生課
事業管理専門官

　原子力発電所の事故により
放出された、放射性物質によ
る環境の汚染への対処に関す
る業務。

　電気事業、総合エネルギー
供給事業

　同左

本店電力ネットワークカンパ
ニー工務技術センター土木建
築課主任（東京支社付）

　原子力発電所の事故により
放出された、放射性物質によ
る環境汚染への対処に関する
業務。

　電気事業等

　電気事業（電力会社への電
力卸売、発電所の建設・保守
等）

　原子力発電所の事故により
放出された、放射性物質によ
る環境の汚染への対処に関す
る業務。

　電気事業、電気通信事業、
熱供給に関する事業など

　電気事業等

福島地方環境事務所除染対策
第一課事業管理専門官

　原子力発電所の事故により
放出された、放射性物質によ
る環境の汚染への対処に関す
る業務。

福島地方環境事務所除染対策
第一課事業管理専門官

原子力技術部上席課長（原子
力業務部付（上席課長））

　原子力発電所の事故により
放出された、放射性物質によ
る環境の汚染への対処に関す
る業務。

　同左

福島地方環境事務所環境再
生・廃棄物対策部仮置場対策
課搬出調整担当専門官

　同左

福島地方環境事務所環境再
生・廃棄物対策部環境再生課
事業管理専門官

福島地方環境事務所環境再
生・廃棄物対策部環境再生課
事業管理専門官

福島地方環境事務所中間貯蔵
施設等整備事務所輸送課中間
貯蔵施設輸送システム管理専
門官

原子力事業本部原子力部ス
タッフ副長（同）

　同左

福島地方環境事務所中間貯蔵
部輸送課中間貯蔵施設輸送シ
ステム管理専門官
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
環境省 30.4.1 北海道電力株式会社 H29.4.1

～
610 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

③

　
農林水産省 三菱ケミカル株式会社 H29.4.25

～
611 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
総務省 三菱電機株式会社 H29.5.1

～
612 H31.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
総務省 三井住友信託銀行株式会社 H29.5.1

～
613 H31.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

福島地方環境事務所中間貯蔵
部用地補償第一課用地補償専
門官（併任）福島地方環境事
務所中間貯蔵部用地補償第二
課

農林水産技術会議事務局研究
推進課企画班企画第２係長

環境・生活ソリューション部
門インフラ・アグリマテリア
ルズ本部アグリソリューショ
ン事業部植物工場部員（同）

国際戦略局国際経済課係員 大森支店財務相談課主務（人
事部付）

　中南米に向けた日本の情報
通信技術の国際展開支援に関
する業務

　信託銀行業

　欧州先進国等のＩＣＴ分野
に係る情報収集、政策調整等
に関する業務

　電気機械器具の製造・販売

　農林水産業等に関する試験
及び研究の基本的な計画のう
ち、それらの推進を図るため
の方策に係るものの企画、立
案及び推進並びに成果の評価
に関すること

　化学工業製品等の製品の製
造・販売

国際戦略局国際経済課主査 通信システム事業部キャリア
営業部第二課（同）

　原子力発電所の事故により
放出された、放射性物質によ
る環境の汚染への対処に関す
る業務。

　電気事業等

福島地方環境事務所中間貯蔵
施設等整備事務所用地補償第
一課用地補償専門官（併任）
福島地方環境事務所中間貯蔵
施設等整備事務所用地補償第
二課

札幌統括電力センター用地グ
ループ（工務部付環境省出
向）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
総務省 株式会社みずほ銀行 H29.5.1

～
614 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

　
厚生労働省 株式会社伊藤園 H29.5.1

～
615 H31.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
経済産業省 三島信用金庫 H29.5.1

～
616 H31.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 セコム株式会社 H29.5.1

～
617 H31.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

情報流通行政局郵政行政部郵
便課国際企画室主査

コーポレート・インスティ
テューショナル業務部調査役
（グローバル人事業務部付調
査役）

　新卒者に対する就職支援に
関すること。若年者の雇用機
会拡大や就職支援業務に関す
ること。（新卒者の求人申込
の受理、学生等若年者の職業
指導及び就職支援に係る各種
セミナー等の開催、会社説明
会・就職面接会等の開催な
ど）

　茶葉及び飲料の製造、販売

・郵便事業の高度化のための
特定の外国政府との協力関係
の構築・推進に関する業務
・郵便業務の適正な運営にか
かる関係省庁との連絡・調整
等

　銀行業

関東経済産業局産業部中小企
業課振興係長

大岡支店代理（人材開発部人
事課付）

東京労働局新宿公共職業安定
所東京新卒応援ハローワーク
係員

能力開発部採用課（人事部
付）

　国土交通省の交通に関連す
る防災、安全の確保に関する
業務

　警備の請負とその保障業務

　中小企業や大学、試験機関
等が連携体を組み、柔軟にお
互いの強み、技術・ノウハウ
の摺り合わせを通じてお互い
を相互補完しながら高付加価
値の製品・サービス等を創出
することを支援する。

　信用金庫業

大臣官房運輸安全監理官付安
全防災係長（併任）大臣官房
参事官付

セコムトラストシステムズ株
式会社営業開発本部ｅ-革新
営業部（出向）（本部人事部
付）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 株式会社日通総合研究所 H29.5.1

～
618 H31.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 株式会社ＪＴＢ北海道 H29.5.1

～
619 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 H29.5.1

～
620 H31.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 30.7.25 オリックス株式会社 H29.5.15

～
621 H31.5.14

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

②

　
経済産業省 旭硝子株式会社 H29.5.21

～
622 H31.5.20

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

通商政策局中東アフリカ課ア
フガニスタン・イラク・イラ
ン一係長

経済産業政策局産業創造課新
規事業創造推進室新事業特例
制度一係長

総合政策局物流政策課企画室
主査

Advanced Technology Unit
（Administration Unit）

　物流における諸課題の解決
に向けた総合的な取組み、特
にモーダルシフト（トラック
から環境に優しい輸送機関
（鉄道、海運）への転換）へ
の推進に関する調査・企画・
立案等

　流通・物流・交通、物流技
術、人材育成、情報システム
等に関する調査・研究

　無人航空機の安全推進に関
する業務、安全確保のための
ルールの導入に関する事務等

　システムインテグレーショ
ン事業、ネットワークシステ
ムサービス事業等

航空局航空ネットワーク部航
空ネットワーク企画課空港経
営改革推進室専門官

営業部仕入企画課グループ
リーダー（総務部）

　空港経営改革に係る政策の
企画・立案及び調査業務

　旅行業

経済産業政策局産業構造課新
事業開拓制度推進室企業実証
特例制度一係長

法務・渉外部渉外チーム（グ
ループ人事部付）

第一公共事業本部課長代理
（第一公共事業本部シニア・
エキスパート付け）

　産業競争力強化法に基づく
企業実証特例制度・グレー
ゾーン解消制度の執行業務
（事業者からの申請相談、規
制官庁との調整業務）、当該
制度の見直し。

　多角的金融サービス業

株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ航空局安全部運航安全課主査

　アフガニスタン・イラク・
イランの経済情勢、企業動向
等の分析、日本とのビジネス
関係構築に向けた施策の企
画・調査・調整等の業務及び
中東地域全体の関連施策への
貢献

　各種ガラス等の製造及び販
売

経理・財務部財務グループ財
務資金チーム主席（経理・財
務部）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
金融庁 30.7.17 株式会社日本総合研究所 H29.6.1

～
623 H31.5.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

③

　
金融庁 30.7.17 H29.6.1

～
624 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

②

　
金融庁 30.7.17 株式会社東京海上研究所 H29.6.1

～
625 H31.5.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

④

　
総務省 株式会社ＪＶＣケンウッド H29.6.1

～
626 H31.5.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

総合政策局リスク分析総括課
調査主任

総務企画局政策課調査主任
（併任）総務企画局政策課マ
クロ分析室主査

調査部研究員（同）

主任研究員（業務企画部副参
事）

・金融庁の所掌する金融行政
に影響を与える可能性のある
海外当局の規制に関する動向
調査等
・マクロプルーデンスに関す
る情報収集及び分析並びに金
融セクターに関するデータ・
リスク情報の分析等

　システムインテグレーショ
ン、経済調査・研究・政策提
言、事業・経営戦略研究等

・グローバルな金融システム
上重要な金融機関（G-
SIFIs）に対するモニタリン
グ業務に係る政策の企画及び
立案並びに推進
・上記に伴う金融システムの
リスクに係る必要な情報の収
集

　保険事業等に関する調査・
研究の受託

監督局総務課課長補佐（併
任）監督局銀行第一課課付
（併任）総合政策局リスク分
析総括課課付

研究員（同）

　金融機関及び金融システム
に係るリスクに関連する情報
の収集及び分析、並びにその
結果を踏まえた政策対応の企
画及び立案並びに推進に関す
る業務

　調査・研究・コンサルティ
ング

株式会社明治安田生活福祉研
究所監督局総務課課長補佐（併

任）監督局銀行第一課課付
（併任）検査局総務課課付
（併任）総務企画局政策課グ
ローバルプルーデンス室室長
補佐

国際戦略局技術政策課研究推
進室専門職

無線システム事業部プロダク
ト開発統括部第1ソフトウェ
ア開発部第三設計グループ
（人事部付）

監督局総務課課長補佐（併
任）監督局銀行第一課課付
（併任）検査局総務課課付

監督局総務課課長補佐（併
任）監督局銀行第一課課付
（併任）総合政策局リスク分
析総括課課付

　ユニバーサルコミュニケー
ション分野の研究開発の企
画・立案及びプロジェクトの
推進・評価に関する業務等

　カーエレクトロニクス事
業、光学＆オーディオ事業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 豊田通商株式会社 H29.6.1

～
627 H31.5.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 関彰商事株式会社 H29.6.1

～
628 H31.5.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 株式会社博報堂 H29.6.1

～
629 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

　
国土交通省 株式会社ＳＵＢＡＲＵ H29.6.1

～
630 H31.5.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　総合商社（エネルギー関
連、自動車関連、ＩＴ関連、
生活環境設備関連　等）

　サブサハラ諸国の経済情
勢、企業動向等の分析、日本
とのビジネス関係構築に向け
た施策の企画・調査・調整等
の業務及びアフリカ地域全体
の関連施策への貢献

　総合商社

大臣官房広報課専門官（併
任）大臣官房広報戦略室広報
戦略企画官

出版・コンテンツビジネス局
クール･ジャパン推進部　ビ
ジネスディベロップメント
ディレクター（同）

通商政策局中東アフリカ課ア
フリカ室サブサハラ一係長

エネルギー貿易部石炭グルー
プ主任（人事総務部休職）

関東経済産業局資源エネル
ギー環境部省エネルギー対策
課

グリーンエネルギー部グリー
ンエネルギーグループ（人事
部付）

　中小企業をはじめとした全
ての事業者の省エネルギー推
進を図るため、省エネ施策や
「エネルギーの使用の合理化
等に関する法律」の周知等を
行う。

航空局安全部安全企画課主査 航空宇宙カンパニー技術開発
センター固定翼機設計部　７
７７Ｘ設計（航空宇宙カンパ
ニー総務部人事課付）

　国土交通省の広報改革を推
進するための具体的施策の企
画・立案、各局に対する積極
広報の助言等

　広告、セールスプロモー
ション及びパブリックリレー
ションズ業務

　無人航空機の安全利用の環
境整備のため、無人航空機の
安全性能の評価手法確立に関
する技術的支援

　自動車ならびに部品の製
造、修理および販売。航空
機、宇宙関連機器ならびにそ
の部品の製造、販売および修
理。発動機、特殊車両等の製
造、販売および修理
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 京都信用金庫 H29.6.19

～
631 H30.6.18

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 H29.6.24

～
632 H31.6.23

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
総務省 株式会社ジュピターテレコム H29.7.1

～
633 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
総務省 H29.7.1

～
634 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑤

　
外務省 H29.7.1

～
635 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ③

・生活に身近な分野における
IoT/ICT利活用の推進とその
利用環境整備に関する業務

　損害保険業

東京海上日動火災保険株式会
社情報流通行政局情報流通振興

課主査

　ベトナム経済事情、二国間
経済関係等にかかる情報収
集・分析および日ベトナム双
方の企業支援等に関する業務

　損害保険業

在ベトナム日本国大使館二等
書記官

損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

総合政策局海洋政策課主査

海外事業企画部長席付課長代
理（同）

ＳＧホールディングス株式会
社
内部監査部アシスタントマ
ネージャー（人事部付アシス
タントマネージャー）

　海洋の開発及び利用に関す
る基本的な政策に関すること

　グループ経営戦略策定・管
理並びにそれに付随する業務

　情報通信分野の技術革新を
促進するための以下の業務
・研究開発プロジェクトの企
画・立案に要する技術動向に
関する調査業務等
・国立研究開発法人の業績評
価の実施等に関する調査業務
等

　有線テレビジョン放送事業
及び電気通信事業

国際戦略局技術政策課専門職 法人営業第一部 マネー
ジャー（人事部付）

名古屋営業第二部 営業第二
課（情報産業部主任）

　信用金庫法に基づく金融業
務

商務情報政策局サービス政策
課調査専門官

茨木支店営業（企業金融担
当）課長（茨木支店課長）

　サービス産業の活性化及び
生産性向上に関する調査及び
政策立案等の業務のうち、特
に金融を活用した地域サービ
ス活性化に係る調査業務。
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
外務省 株式会社商船三井 H29.7.1

～
636 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
財務省 H29.7.1

～
637 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑤

　
財務省 日本生命保険相互会社 H29.7.1

～
638 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑥

　
財務省 H29.7.1

～
639 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
財務省 H29.7.1

～
640 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　損害保険業

広域法人部法人第二課課長代
理（業務企画部副参事）

　内外財政経済に関する調査
及び研究並びに資料及び情報
の収集及び提供等に関するこ
と

　損害保険業

　海外の財政経済一般に関す
る調査及び研究並びに資料及
び情報の収集及び提供に関す
ること

経営企画部業務企画チーム課
長代理（経営企画部（休職財
務省出向）課長代理）

大臣官房総合政策課課長補佐 財務企画部課長補佐（人材開
発部）

　生命保険業

主計局調査課課長補佐

　パナマ経済情勢分析、二国
間経済関係、パナマ運河、国
際機関関連業務及び日パナマ
双方の企業支援等に関する業
務

　海運業等

東京海上日動火災保険株式会
社大臣官房総合政策課課長補佐

三井住友海上火災保険株式会
社

　財政に関する政策の基礎と
なる事項並びに内外財政の制
度及び運営の調査及び研究、
財政運営の長期的な方針及び
見通し等に関すること

在パナマ日本国大使館二等書
記官

石炭船部 石炭第二グループ
兼 エネルギー営業戦略室
（人事部付けアシスタントマ
ネージャー）

三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社理財局国債企画課課長補佐

　諸外国の国債市場等の動向
分析及び日本国債の発行や流
通市場に与える影響について
調査・分析、諸外国の国債制
度の調査並びに債務分析に関
する業務

　証券業

金融市場部国債課（本社勤務
（出向）（財務省出向））
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
財務省 三井住友信託銀行株式会社 H29.7.1

～
641 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
財務省 住友商事株式会社 H29.7.1

～
642 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
財務省 株式会社りそな銀行 H29.7.1

～
643 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
財務省 株式会社三井住友銀行 H29.7.1

～
644 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ⑨

　
財務省 H29.7.1

～
645 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

名古屋支店（人材サービス部
付）

国際局地域協力課地域協力企
画官

　地域協力課の所掌事務のう
ち重要な専門的事項について
の企画及び立案に関すること

国際局調査課国際資金係長 マーケット金融ビジネスユ
ニット調査役（業務部付）

　日米経済対話等の二国間協
議に関する企画、立案及び事
務の調整等

　総合商社

金融事務管理部長付（東京）
兼住友商事フィナンシャルマ
ネジメント株式会社事務従事
（金融事務管理部参事）

調査部主任（調査部長席付）

国際局開発政策課調整係長

　公的信用供与に係る海外投
融資及び輸出信用供与につい
ての国際的調整に係る事務に
関する企画及び立案等に関す
ること

　銀行業

損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

リテールマーケティング部
（本店）

　本邦からの海外投融資のう
ち経済開発に係るものの実施
状況の調査等に関すること

　損害保険業

国際局開発政策課経済協力調
査係長（併任）国際局国際機
構課

国際局地域協力課国際調整室
調整第二係長

　各国財務当局との交渉や連
絡の窓口を務めるとともに、
各国の経済財政状況の調査・
分析を行う

　銀行業

　信託銀行業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
財務省 筑後信用金庫 H29.7.1

業務部課長（総務部付） ～
646 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
厚生労働省 30.7.31 日本システムウエア株式会社 H29.7.1

～
647 H32.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

①

　
厚生労働省 30.2.13 株式会社リクルートジョブズ H29.7.1

～
648 H31.6.30

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

30.6.1

〔職務内容〕 ①

①

営業統括部人事教育グループ
社員（人事部）

福岡財務支局経済調査課調査
官

　ＩＴソリューション、プロ
ダクトソリューション

・労働経済白書の作成及び取
りまとめに当たっての省内の
連絡・調整
・月例経済報告、経済見通
し、経済財政白書に係る省内
窓口としての連絡・調整等

　アルバイト、パート、派遣
社員、正社員等多様な雇用領
域における人材採用に関する
総合サービス業務

　医療保険者と医療機関等と
の間で連携されるシステムの
構築に関する技術的支援業務

政策統括官（総合政策担当）
付労働政策担当参事官室企画
第一係長（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

・労働経済白書の作成及び取
りまとめに当たっての省内の
連絡・調整
・月例経済報告、経済見通
し、経済財政白書に係る省内
窓口としての連絡・調整等
・ICT利活用推進チームの一
員として、厚生労働行政各分
野におけるICT利活用推進に
関する検討における助言等

・労働経済白書の作成及び取
りまとめに当たっての省内の
連絡・調整
・月例経済報告、経済見通
し、経済財政白書に係る省内
窓口としての連絡・調整等
・ICT利活用推進チームの一
員として、厚生労働行政各分
野におけるICT利活用推進に
関する検討における助言等
（勤務時間に関するデータの
利活用を含む。）

システム開発部サブリーダ職
（同）

保険局医療介護連携政策課保
険システム高度化推進室主査

政策統括官（総合政策担当）
付労働政策担当参事官室企画
第一係長

　地方経済に関する調査、地
方経済に関する調査統計に基
づく総合的な研究及び分析等
に関すること

　信用金庫業

保険局医療介護連携政策課保
険データ企画室主査

政策統括官（総合政策担当）
付労働政策担当参事官室企画
第一係長（併任）大臣官房人
事課（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
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
農林水産省 西日本電信電話株式会社 H29.7.1

～
649 H32.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
農林水産省 株式会社愛媛銀行 H29.7.1

～
650 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　６次産業化についての企画 　銀行業 ③

　
経済産業省 H29.7.1

～
651 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ④

　
経済産業省 アイシン精機株式会社 H29.7.1

～
652 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 アズビル株式会社 H29.7.1

～
653 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　民間企業における「働き方
改革」・「ダイバーシティ」
の実行支援及びそれに関連す
る施策の企画・立案に関する
業務

大臣官房広報評価課情報シス
テム整備班システム整備第２
係長

　損害保険業

　鉱工業の科学技術に関する
研究開発課題の整理・検討及
び研究開発プロジェクトの実
施に関する業務

　日本電信電話株式会社等に
関する法律に基づく、西日本
地域における地域電気通信業
務、地域電気通信業務に附帯
する業務（附帯業務）等

企画開発部リーダー（企画開
発部長席付リーダー）

　製造業

産業技術環境局国際電気標準
課長補佐（情報担当）

技術標準部技術標準グループ
課長代理（技術標準部（課長
代理））

　製造業

損害保険ジャパン日本興亜株
式会社経済産業政策局産業構造課経

済社会政策室長

丸亀支店渉外課長（人事教育
部付副調査役）

食料産業局産業連携課企画班
企画係長

　電気・電子・情報分野にお
ける国際標準化等に関する技
術的支援業務

株式会社エヌ・ティ・ティネ
オメイトＩＴビジネス本部プ
ラットフォームサービス推進
部（西日本電信電話株式会社
ビジネス営業本部クラウドソ
リューション部付）

　農林水産省における行政情
報化に関する情報システムに
係る企画、調整等の業務

産業技術環境局研究開発課研
究開発専門職（併任）産業技
術環境局研究開発課産業技術
プロジェクト推進室付

ライフ＆アメニティ技術部担
当員（休職扱い）

 - 168 -



平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 アズビル株式会社 H29.7.1

～
654 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
経済産業省 帝人株式会社 H29.7.1

～
655 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑥

　
経済産業省 H29.7.1

～
656 人事部（人事部付） H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 花王株式会社 H29.7.1

～
657 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　製造業

ＳＧホールディングス株式会
社

総務部大阪総務グループ（人
事部）

ＳＣＭ部門ＳＣＭ戦略企画セ
ンター情報担当（ＳＣＭ部門
ＳＣＭ戦略企画センター）

　産業機械分野の通商交渉に
関する情報収集、整理及び分
析業務

　化学繊維等の製造、加工及
び売買等

商務情報政策局消費・流通政
策課国際物流一係長（併任）
商務情報政策局物流企画室付

技術開発本部センシングデバ
イス技術部バイオ・オプトグ
ループ課長代理（技術開発本
部センシングデバイス技術部
（課長代理））

　重要な素材技術の技術動
向・市場動向分析業務
　産業競争力上重要な技術の
最新動向に関する分析に関す
る業務
　重要な技術の産業基盤把握
に関する業務

　物流の効率化に関する事業
の実施や我が国企業の海外展
開に際しての物流面での課題
の調査等、物流に関する政策
の推進等に関する業務

　ビューティケア（スキンケ
ア・ヘアケア）やヒューマン
ヘルスケア（食品等）製品の
研究開発。ファンデーション
やスキンクリーム、化粧水、
乳液、洗顔料等の化粧品の製
造。

　卸売業及び小売業に関する
海外の諸規制や業慣行につい
ての調査や各国政府との二国
間対話の実施等、卸売業及び
小売業の海外展開の推進等に
関する業務

　グループ経営戦略策定・管
理並びにそれに付随する業務

製造産業局素材産業課技術統
括専門職（併任）製造産業局
製造産業技術戦略室付

製造産業局産業機械課通商係
長

商務情報政策局消費・流通政
策課
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 岐阜信用金庫 H29.7.1

～
658 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 30.4.1 西尾信用金庫 H29.7.1

～
659 H31.6.30

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

③

　
経済産業省 株式会社十六銀行 H29.7.1

～
660 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 尾西信用金庫 H29.7.1

～
661 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

中部経済産業局産業部経営支
援課経営支援係長

　中小ものづくり高度化法に
基づき、特定ものづくり基盤
技術の向上につながる研究開
発やその事業化に向けた取り
組みに対する支援業務。

中部経済産業局地域経済部地
域振興課産業立地係長

本店営業部副調査役（人事部
付副調査役）

中部経済産業局地域経済部産
業技術課ものづくり基盤技術
専門官

　国際関係事務の総括、通商
経済上の国際協力、海外事業
活動、外国投資家の事業活動
等に関する業務。

　銀行業

中部経済産業局地域経済部地
域経済課地域振興室産業立地
係長

成長戦略部　代理（人事部
付）

中部経済産業局地域経済部国
際課国際係長（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

地域業務支援部推進役（人事
部付）

　企業立地等による地域産業
集積の促進、自治体等と連携
した地域振興の推進や広域プ
ロジェクトへの支援、工場立
地法の適正な指導・執行等に
係る業務。

　信用金庫業

　信用金庫業

　信用金庫業

　中小企業の経営方法の改
善、技術の向上、経営の向上
に関する業務。中小企業の新
たな事業活動の促進に関する
法律の施行に関する業務。

天白支店支店長代理（人事部
付）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
資源エネルギー庁 H29.7.1

～
662 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 大和ハウス工業株式会社 H29.7.1

～
663 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 西武信用金庫 H29.7.1

～
664 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 H29.7.1

～
665 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 住友不動産株式会社 H29.7.1

～
666 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　コンビニエンスストア事業
運営

　空き地等に関する施策の今
後の方向性と具体的施策の検
討に関する事務

土地・建設産業局不動産市場
整備課不動産投資市場整備室
不動産特定共同事業係長

中野北口支店　事業コーディ
ネート担当（同）

土地・建設産業局企画課政策
第二係長

東京本社東京都市開発部開発
部開発グループ主任（人事部
付）

　建築事業、都市開発事業、
その他（海外事業、環境エネ
ルギー事業、農業事業等）

株式会社セブン－イレブン・
ジャパン省エネルギー・新エネルギー

部新エネルギーシステム課分
散型エネルギーシステム推進
係長

企画本部戦略企画部（同）

　熱エネルギーの需要家間融
通や未利用熱の活用など、地
域の特性を活かした地産地消
型の分散型エネルギーシステ
ムの構築を推進するための政
策の企画立案等

　不動産特定共同事業に関す
ること。

　信用金庫業

土地・建設産業局建設市場整
備課主査

　中小・中堅建設企業に対す
る支援（建設産業生産性向上
支援事業の実施）、戦略的広
報（担い手確保のための建設
業の広報等）、税制改正（建
設産業の振興に資する各種税
制）の業務を行う。

　公共工事前払金保証事業、
契約保証事業

都市局まちづくり推進課都市
戦略係長

管理本部人事部主任（同）

業務部課長代理（東京支店付
課長代理）

・都市再生をはじめとする都
市戦略に関する施策について
の連絡調整
・地方都市における戦略的な
都市づくりに係る助言等

北海道建設業信用保証株式会
社

　総合不動産業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 30.4.1 株式会社りそな銀行 H29.7.1

～
667 H31.6.30

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

①

　
国土交通省 中部電力株式会社 H29.7.1

～
668 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 東日本旅客鉄道株式会社 H29.7.1

～
669 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑧

　
国土交通省 株式会社三井住友銀行 H29.7.1

～
670 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑧

　
国土交通省 大日本印刷株式会社 H29.7.1

～
671 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　住宅事業建築主の新築する
一戸建ての住宅のエネルギー
消費性能の一層の向上のため
に必要な住宅の基準に係る企
画立案、調整に関すること

　電気事業等

鉄道局国際課主査 鉄道事業本部サービス品質改
革部（国際事業本部課員）

自動車局旅客課主査 千葉法人営業部（本店調査役
補）

　海外鉄道プロジェクトの海
外展開に関する調査及び資料
の収集

　旅客鉄道事業、貨物鉄道事
業、旅客自動車運送事業、旅
行業、電気通信事業、電気供
給事業、設備工事業等

住宅局住宅生産課建築環境企
画室住宅省エネルギー対策係
長

岡崎支店営業部法人営業グ
ループ（東京支社付）

　独立行政法人住宅金融支援
機構に関する法令業務、税制
業務及び評価業務等並びに住
宅ローンの現状に関する調査
業務。

　銀行業

住宅局総務課民間事業支援調
整室金融業務係

神楽坂支店（人材サービス部
付）

　「明日の日本を支える観光
ビジョン」に掲げられた航空
分野の取組の実施や、東京オ
リンピック・パラリンピック
競技大会開催期間中に予測さ
れる課題対応の施策推進に係
る局内調整やとりまとめ

　総合印刷業

・貸切バス事業許可の更新制
の導入に係る助言・指導
・バス・タクシーの生産性向
上の促進のための施策に関す
る助言・指導等

　銀行業

航空局総務課政策企画調査室
企画第二係長

ＡＢセンターコミュニケー
ション開発本部デジタルサイ
ネージ事業開発ユニットビジ
ネス企画開発部（ＡＢセン
ター休職）

住宅局総務課民間事業支援調
整室金融業務係長
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
海上保安庁 一般財団法人日本海事協会 H29.7.1

～
672 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 ＪＦＥスチール株式会社 H29.7.15

～
673 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 富士フイルム株式会社 H29.7.15

～
674 H31.7.14

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
経済産業省 積水ハウス株式会社 H29.7.15

～
675 H31.7.14

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
外務省 千代田化工建設株式会社 H29.7.18

～
676 H31.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ④

　医療機器分野における国内
外での標準化等に係る技術的
支援に関する業務

　イメージングソリューショ
ン分野、インフォメーション
ソリューション分野における
研究開発・製造・販売業務

・船級及び船舶の設備登録
・船舶の検査　・材料、舶用
機器、艤装品等の検査　・安
全管理システム及び船舶保安
システムの審査登録　等

　鉄鋼分野における国内外で
の標準化等に係る技術的支援
に関する業務

　鉄鋼事業

産業技術環境局国際標準課工
業標準専門職

西日本製鉄所品質保証室主任
部員（品質保証部付）

装備技術部船舶課船舶工務官 船舶管理システム部主管（人
事部付）

　船舶の建造等及び維持の基
本設計並びに工事の仕様及び
監督に関すること
　船舶の建造等及び維持に関
する技術的事項の調査及び研
究に関すること

在アラブ首長国連邦日本国大
使館二等書記官

業務本部調達ユニット（同）

　主としてアラブ首長国連邦
における経済情勢、経済政策
等に関する情報収集・分析、
エネルギー、環境分野等の二
国間経済協力や経済交流に関
する業務。

　総合プラントエンジニアリ
ング業

製造産業局素材産業課競争環
境整備係長

開発部鉄骨商品開発室主任
（同）

産業技術環境局国際標準課工
業標準専門職

Ｒ＆Ｄ統括本部　医薬品・ヘ
ルスケア研究所（Ｒ＆Ｄ統括
本部　医薬品・ヘルスケア研
究所）

　素材産業の競争力強化に関
する事業の実施や課題の調査
等、政策の推進等に関する業
務

　建築物の設計、施工、請負
及び監理等
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
金融庁 30.7.17 りそな総合研究所株式会社 H29.8.1

～
677 H31.7.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

①

　
総務省 野村證券株式会社 H29.8.1

～
678 H31.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
スポーツ庁 30.4.1 近畿日本ツーリスト株式会社 H29.8.1

～
679 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

※ ②

　
経済産業省 パナソニック株式会社 H29.8.1

～
680 H31.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑤

企画市場局総務課調査室制度
調査第二係長（併任）総合政
策局総合政策課国際金融セン
ター係長

経営管理部（経営管理部付）

産業技術環境局国際電気標準
課工業標準専門職

情報流通行政局郵政行政部貯
金保険課主査

京都支店ファイナンシャル・
コンサルティング二課（本社
勤務）

総務企画局企画課調査室制度
調査第二係長（併任）総務企
画局政策課国際金融センター
係長

　諸外国における金融制度及
びその運営に関する調査、東
京の国際金融センター化に向
けた金融庁の関連施策
（FinTechの推進、活力ある
資本市場の実現）の基礎とな
る事項の調査・分析

　企業診断、組織人事、事業
再生、事業承継、Ｍ＆Ａなど
のコンサルティングおよび各
種セミナーの開催、経営情報
サービスの提供

・国際送金業務等の条約、国
際的取決め等に関する業務
・郵便貯金管理業務及び簡易
生命保険管理業務に関する業
務
・独立行政法人郵便貯金・簡
易生命保険管理機構の組織及
び運営に関する業務等

　証券業

オリンピック・パラリンピッ
ク課企画調整係長

先端研究本部主任研究員（全
社ＣＴＯ室技術渉外部技術政
策課主務）

　２０２０年東京オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会
の開催に係る関係団体との連
絡調整、オリンピック・パラ
リンピックムーブメントの推
進に関する企画・立案等

　旅行業等

　電気・電子・情報分野にお
ける国際標準化等に関する調
査等の業務

　部品から家庭用電子機器、
電化製品、ＦＡ機器、情報通
信機器、及び住宅関連機器等
に至るまでの生産、販売、
サービスを行う総合エレクト
ロニクスメーカー

オリンピック・パラリンピッ
ク課企画調整係主任

ＫＮＴ－ＣＴホールディング
ス株式会社　海外旅行部　東
日本海外航空仕入センターア
メリカ方面オペレーション担
当（人事部付）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 30.4.1 H29.8.1

～
681 H31.7.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

②

　
国土交通省 パナホーム株式会社 H29.8.1

～
682 H31.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
環境省 30.4.1 関電プラント株式会社 H29.8.1

～
683 H30.7.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

①

　
外務省 株式会社三井住友銀行 H29.8.14

～
684 H31.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

土地・建設産業局国際課国際
調整第二係長

技術革新統括本部システム技
術本部生産技術部企画担当
シニア・エキスパート（株式
会社ＮＴＴデータ・チャイ
ナ・アウトソーシングへ出
向）（事業戦略室シニア・エ
キスパート）

商務情報政策局情報産業課ソ
フトウェア一係長

商務情報政策局情報産業課ソ
フトウェア係長

　主としてサウジアラビアに
おける経済情勢、経済政策に
関する情報収集・分析、二国
間経済関係及び日系企業支援
に関する業務

　銀行業

　我が国の中堅・中小建設企
業の海外進出支援業務等を担
当

　戸建住宅・賃貸集合住宅な
どの建築、リフォーム工事請
負、施工等

　原子力発電所の事故により
放出された、放射性物質によ
る環境の汚染への対処に関す
る業務。

　火力・原子力発電所及び各
種プラント設備の設計・建
設・据付・メンテナンス事業

福島地方環境事務所環境再
生・廃棄物対策部環境再生課
住民帰還対策室放射線量管理
専門官

株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

　情報処理サービス業の技術
動向の調査・健全な取引環境
の整備、ＡＩ白書の策定及び
先進技術の普及啓発

　システムインテグレーショ
ン事業、ネットワークシステ
ムサービス事業等

在サウジアラビア日本国大使
館二等書記官

欧州営業第一部部長代理(ヨ
ハネスブルグ)（欧州統括部
調査役）

福島地方環境事務所除染対策
第二課市町村除染推進室搬出
調整担当専門官

原子力統括部営業グループ
チーフマネジャー（原子力統
括部付）

分譲事業推進部事業開発グ
ループリーダー（分譲事業推
進部事業開発グループ）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 株式会社ＩＨＩ H29.8.15

～
685 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑤

　
消費者庁 大塚製薬株式会社 H29.8.21

～
686 H31.8.20

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
総務省 大日本印刷株式会社 H29.9.1

～
687 H31.8.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ③

　
経済産業省 H29.9.1

～
688 人事部（人事部付） H31.8.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　総合印刷業

　研究開発型ベンチャーに関
する現状・課題の調査・分析
や予算事業の設計等、エコシ
ステム構築に係る企画業務

　航空機エンジン、発電用ボ
イラ、ＬＮＧタンク、ターボ
チャージャ等の製造

　徳島県内において実施する
子供の事故防止に関するモデ
ル事業の策定・実施の支援等

　医薬品・臨床検査・医療機
器・食料品・化粧品の製造、
販売、輸出及び輸入

消費者安全課政策企画専門職
（併任）消費者行政新未来創
造オフィス担当室室員

総務部テレホンサービスセン
ター センター長（関連事業
部付）

産業技術環境局技術振興・大
学連携推進課研究開発専門職
（併任）産業技術環境局技術
振興・大学連携推進課法人係
長

技術開発本部生産技術セン
ター溶接技術部溶接基礎グ
ループ主査（同）

　主にＥＰＡ（経済連携協
定）のうち、原産地規則・関
税分野に関する企画・調整業
務

　グループ経営戦略策定・管
理並びにそれに付随する業務

情報流通行政局情報流通振興
課情報流通高度化推進室企画
係長

ＡＢセンターマーケティング
本部マーケティング戦略ユ
ニット市場調査部社会環境調
査グループ（ＡＢセンター休
職）

ＳＧホールディングス株式会
社通商政策局経済連携課経済連

携二係長

・テレワークの普及・展開に
かかる施策の企画・立案
・テレワークにかかる技術動
向・政策動向等の調査検討
・テレワークにかかる普及啓
発
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 30.4.1 日立化成株式会社 H29.9.1

～
689 H31.8.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

③

　
国土交通省 森ビル株式会社 H29.9.1

～
690 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 積水化学工業株式会社 H29.9.1

～
691 H31.8.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 株式会社山梨中央銀行 H29.9.1

～
692 H31.8.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

製造産業局自動車課電池係長
（併任）製造産業局自動車課
電池・次世代技術・ＩＴＳ推
進室付

開発統括本部新事業開発セン
タ研究員（同）

製造産業局自動車課電池係長
（併任）製造産業局自動車課
ＩＴＳ・自動走行推進室付

　住宅分野、管工機材分野、
車両・ＩＴ・メディカル分野
における設備、材料等の製
造・加工・販売、建築物の設
計、施工、請負等

　国土交通政策研究所で実施
する業務のうち、主として観
光や交通分野の調査研究業務
への従事

　銀行業

　既存住宅ストックに係わる
住宅生産関連の諸制度の運用
に関すること

　車載用電池などの次世代の
自動車の動力源に関する業務
のうち、自動走行技術の高度
化についての調査・分析業務
及び自動走行の安全評価に係
る業務

　機能材料、先端部品・シス
テムの製造・販売等

住宅局住宅生産課ストック活
用係長

住宅カンパニー商品開発部住
宅開発部ハイム開発室外装グ
ループ（住宅カンパニー商品
開発部住宅開発部ハイム開発
室）

国土交通政策研究所研究官 営業統括部公務・地方創生室
一般行員（同）

都市局市街地整備課街区再編
係長

都市開発本部計画企画部都市
計画２部（同）

　中心市街地活性化関連土地
区画整理事業の調査及び企画
等に関すること

　総合ディベロッパー
　都市再開発事業、不動産賃
貸・管理事業、文化・芸術・
タウンマネジメント事業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 株式会社構造計画研究所 H29.9.15

～
693 H31.9.14

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 ＹＫＫ株式会社 H29.9.17

～
694 H31.9.16

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
警察庁 東海旅客鉄道株式会社 H29.10.1
長官官房総務課課付 人事部人事課主任（同） ～

695 〔職務内容〕 〔事業内容〕 H31.6.30

①

　
金融庁 30.7.17 みずほ情報総研株式会社 H29.10.1

～
696 H31.9.30

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

②

総合政策局総合政策課研究官
（併任）監督局総務課課付

　模倣品対策における日本企
業の課題の把握と解決に向け
た外国政府に対する各種要
請・協力事業の推進に関する
職務。

　ファスニング・建材・ファ
スニング加工機械及び建材加
工機械等の製造・販売

製造産業局産業機械課技術統
括専門職（併任）製造産業局
模倣品対策室付

法務・知的財産部法務・コン
プライアンスグループ（法
務・知的財産部法務担当）

総務企画局政策課研究官（併
任） 監督局総務課課付

勘定系第２事業部第２部シス
テムエンジニア（銀行システ
ム業務総括部企画担当）

電力・ガス取引監視等委員会
事務局取引監視課卸取引企画
二係長（併任）電力・ガス取
引監視等委員会事務局取引監
視課卸取引監視専門官

耐震技術部施設耐震室室長
（耐震技術部技術担当）

　卸電力取引市場における取
引状況の調査・分析、旧一般
電気事業者による自主的取組
の評価、市場監視システムの
構築・改良、電力市場シミュ
レーションモデルの構築等の
技術的支援。

　エンジニアリングコンサル
ティング、システムソリュー
ション、プロダクツサービス

　警察行政に関する各種企
画・立案等の事務に従事す
る。

　東海道新幹線及び東海地方
の在来線における鉄道事業、
鉄道車両等の製造、各種設備
の保守・検査・修繕、その他
関連事業

・金融分野におけるサイバー
セキュリティ対策向上に向け
た諸問題の調査・研究
・モニタリングラインと連携
したサイバーセキュリティ関
連及び決済システム関連に関
する金融機関の取組み状況等
を把握するための調査等業務

　コンサルティング、システ
ムインテグレーション、アウ
トソーシング
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
総務省 九州電力株式会社 H29.10.1

～
697 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
外務省 H29.10.1

～
698 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　
外務省 株式会社三井住友銀行 H29.10.1

～
699 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ③

　
外務省 マツダ株式会社 H29.10.1

～
700 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

　ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉、ＷＴ
Ｏ交渉及び投資関連協定の
サービス貿易分野に関わる企
画立案及び調整・調査分析業
務の補佐

　損害保険業

　輸送用機械器具の製造及び
販売

ストラクチャードファイナン
ス営業部部長代理補（アジア
投資銀行営業部調査役補）

在パラグアイ日本国大使館二
等書記官

カスタマーサービス本部用品
企画推進グループ（人事室
付）

在マレーシア日本国大使館
二等書記官

送配電カンパニー通信・土木
建築部通信技術グループ主任
（テクニカルソリューション
統括本部情報通信本部・主
任）

　経済協力開発機構（OECD）
の情報通信分野に関する国際
交渉、国際会議に関係する業
務

　電気事業等

　マレーシアにおける経済情
勢、産業政策に関する情報収
集・分析、二国間経済関係及
び日マレーシア経済関連団
体・企業支援等に関わる業務

　銀行業

長野支店長野法人支社支社長
代理（調査部付課長代理）

損害保険ジャパン日本興亜株
式会社経済局国際貿易課サービス貿

易室（併任）経済局経済連携
課

　パラグアイ経済情勢・動向
等の情報収集・分析、日パラ
グアイ経済・経済協力関係、
直接投資推進、ビジネス環境
整備関係および日本パラグア
イ企業支援等に関する業務

国際戦略局国際経済課多国間
経済室ＯＥＣＤ係長

 - 179 -



平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
外務省 野村證券株式会社 H29.10.1

～
701 H30.12.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
文部科学省 三菱重工業株式会社 H29.10.1

～
702 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
スポーツ庁 株式会社日本総合研究所 H29.10.1

～
703 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 スズキ株式会社 H29.10.1

～
704 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　２０２５年国際博覧会誘致
活動および博覧会関連業務全
般（博覧会国際事務局、ＢＩ
Ｅ加盟国各国大使館、フラン
ス政府機関・団体等との連絡
調整など）

大臣官房情報システム厚生課
情報システム室情報システム
調査官

デジタルエンジニアリング部
デジタル技術課（同）

　経済産業省の電子政府構築
を推進するため、省内におけ
る各種情報システムの適切な
開発・調達・運用のための指
導・助言・調整。重要システ
ム開発における進捗管理等の
業務。

　国際深海科学掘削計画（Ｉ
ＯＤＰ）やユネスコ政府間海
洋科学委員会（ＩＯＣ）等に
係る国内外の調整や交渉等に
関する業務

　エネルギー・環境、機械・
設備システム、交通・輸送、
防衛・宇宙

　証券業

在フランス日本国大使館
二等書記官

経営企画部 兼 野村ホール
ディングス株式会社経営企画
部（本社勤務）

・スポーツ施設におけるＰＰ
Ｐ／ＰＦＩ（公共施設等運営
権方式の導入など）の推進に
あたってのメリットや課題等
の整理、スポーツ施設全般の
運営に関する先進事例や収支
構造等についての情報収集等
の専門的・技術的調査
・スポーツ施設におけるＰＰ
Ｐ／ＰＦＩの推進に向けた手
引きや事例集等の作成、説明
会の開催等による地方公共団
体への指導・助言

　システムインテグレーショ
ン、経済調査・研究・政策提
言、事業・経営戦略研究等

研究開発局海洋地球課専門職 インダストリー＆社会基盤ド
メイン船舶・海洋事業部船
舶・海洋技術部構造設計グ
ループ（同）

参事官（地域振興担当）付専
門職

リサーチ・コンサルティング
部門コンサルタント（同）

　二輪車・四輪車・船外機・
電動車両・産業機器の開発、
製造、販売
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 H29.10.1

～
705 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 株式会社りそな銀行 H29.10.1

～
706 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
経済産業省 株式会社北陸銀行 H29.10.1

～
707 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
中小企業庁 H29.10.1

～
708 H30.10.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

中部経済産業局産業部流通・
サービス産業課商業振興室中
心市街地活性化専門官（併
任）中部経済産業局産業部流
通・サービス産業課コンテン
ツ産業支援係長（併任）中部
経済産業局産業部流通・サー
ビス産業課商業振興室商業係
長

　中小企業・小規模事業者の
創業支援、新事業展開、海外
展開支援のうち、特に創業支
援、新事業展開の分野におい
て、主に人材供給・育成の観
点で中小企業・小規模事業者
の振興に資する業務に従事す
る。

　アセスメント、トレーニン
グ、コンサルティングの手法
をかけあわせて、経営・人事
課題の解決の支援を行う

株式会社リクルートマネジメ
ントソリューションズ経営支援部創業・新事業促進

課販路開拓係長 ソリューション統括部ビジネ
スフロンティア部ソリュー
ショングループ（経営企画部
所属）

貿易経済協力局通商金融課資
金協力室企画一係長（併任）
貿易経済協力局貿易振興課イ
ンフラ・システム輸出五係長

ストラクチャードファイナン
ス部調査役（ストラクチャー
ドファイナンス部）

　中心市街地における市街地
の整備改善及び商業等の活性
化の一体的推進に係る施策の
推進に関する業務。

　銀行業

製造産業局産業機械課素形材
製造機器二係長（併任）製造
産業局総務課調査二係長（併
任）製造産業局ものづくり政
策審議室付

　中小製造業のデジタル化支
援に向けた調査及び分析業
務、「ものづくり白書」の執
筆・作成業務、「ものづくり
日本大賞」関係業務

　銀行業

大阪営業第一部（人材サービ
ス部付）

市場金融部主任（地域創生部
付（主任待遇））

　銀行業

　通商金融や資金協力に関す
る調査・政策立案・統計分析
等の業務
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 九州電力株式会社 H29.10.1

～
709 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 30.7.1 株式会社三井住友銀行 H29.10.1

～
710 H31.9.30

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

⑨

　
国土交通省 30.4.1 野村不動産株式会社 H29.10.1

～
711 H30.6.30

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

④

　
国土交通省 東急不動産株式会社 H29.10.1

～
712 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

住宅局住宅総合整備課賃貸住
宅対策室課長補佐

総合政策局政策課政策調査室
調査分析係長

総合政策局社会資本整備政策
課金融企画係

テクニカルソリューション統
括本部土木建築本部原子力グ
ループ（土木建築本部付）

門真守口エリア部員（公共・
金融法人部部員）

都市局都市計画課集約都市企
画係長

住宅事業本部住宅営業二部営
業一課課長代理（人事部付課
長代理）

　総合不動産業

都市局都市計画課都市機能誘
導調整室集約都市企画係長

・PPP/PFIにおける民間資金
調達手法の課題検討に関する
業務
・PPP/PFIにおける民間資金
調達手法の拡充に向けた基盤
整備に関する業務
・PPP/PFIにおける民間資金
調達の促進に向けた情報発信
に関する業務

　銀行業

・集約型都市構造化の促進に
関する政策の企画立案に関す
ること
・公的不動産の有効活用の推
進に関すること

　総合不動産業

総合政策局官民連携政策課金
融企画係

　電気事業等

・DIY型賃貸者の普及促進に
関すること
・住宅ストックの有効活用に
向けた支援に関すること
・住宅確保要配慮者向けの賃
貸住宅の供給方策についての
調査に関すること

住宅事業ユニット首都圏住宅
事業本部住宅ソリューション
部課長（人事部）

・国土交通白書の作成、他省
庁の白書・社会資本整備関係
の長期計画についての調整
・社会資本整備に係る効果等
の経済分析等
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 株式会社日本設計 H29.10.1

～
713 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 西日本旅客鉄道株式会社 H29.10.1

～
714 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 日本空港ビルデング株式会社 H29.10.1

～
715 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 H29.10.1

～
716 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑪

　
国土交通省 ポラス株式会社 H29.10.1

～
717 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

住宅局建築指導課建築物防災
対策室課長補佐

リノベーション設計部職員
（コーポレート管理部職員）

　建築物の定期調査制度に関
する企画及び総合調整等に関
すること。

経営企画部秘書室主任（同）関東地方整備局建政部住宅整
備課住宅ストック活用係長

航空局総務課政策企画調査室

　国際航空施策に係る業務全
般（空港インフラ国際展開の
推進、航空分野の国際問題へ
の対応、航空協定に関する諸
業務への対応等）

・国際関係事務に関する基本
的な政策及び計画の取りまと
めに関すること
・鉄道等に関する国際機関及
び外国の行政機関等との連絡
及び調整に関すること
・外国における鉄道政策及び
鉄道事情に関する調査及び資
料の収集に関すること

　旅客鉄道事業等

　旅客ターミナルビル等の建
設・管理運営

鉄道局国際課国際係長 鉄道本部車両部企画課（車両
部付）

　羽田空港国際線地区のPFI
事業に関する業務および、羽
田空港における空港機能強化
に関する自治体調整等の補佐
業務

航空局航空ネットワーク部首
都圏空港課 一般職員（併
任）航空局航空ネットワーク
部首都圏空港課東京国際空港
企画室

　建築、造園、土木及び関連
する設備、構造等についての
企画、設計､工事監理等

　公的賃貸住宅の供給・管理
等に関する業務、空き家対策
に関する業務

　ポラスグループの経営戦略
並びに統括運営業務

旅客ターミナル運営本部免税
事業部商品管理課（企画管理
本部総務・人事部付）

山口支店徳山支社（企画開発
部長席付副長勤務）

　損害保険業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
観光庁 H29.10.1

～
718 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

　
経済産業省 アクセンチュア株式会社 H29.10.10

～
719 H30.10.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ②

　
総務省 ＫＤＤＩ株式会社 H29.11.1

～
720 H31.10.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑤

　
総務省 九州電力株式会社 H29.11.1

～
721 H31.10.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

電力・ガス取引監視等委員会
事務局取引監視課小売取引企
画一係長（併任）電力・ガス
取引監視等委員会事務局取引
制度企画室付

総合通信基盤局電波部電波政
策課主査

送配電カンパニー　通信・土
木建築部通信技術グループ
(テクニカルソリューション
統括本部情報通信本部・主
任)

　新たな観光資源としてのコ
ンテンツの開発、及び新たな
観光需要の創出に係る企画・
立案業務

　空港旅客サービス業務、グ
ランドハンドリング業務、運
航支援業務、航空機貨物取扱
業務、旅客自動車運送業務及
びその他附帯業務等

業務室業務部一般社員（業務
室業務部付）

ＡＮＡエアポートサービス株
式会社観光地域振興部観光資源課

（併任）観光地域振興部観光
資源課新コンテンツ開発推進
室

情報流通行政局情報通信作品
振興課主査

新規ビジネス推進本部エン
ターテイメントビジネス推進
部(渉外・コミュニケーショ
ン統括本部渉外・広報本部渉
外部課長補佐)

素材・エネルギー本部　コン
サルタント(同左)

　電力卸取引市場の活性化策
の企画・立案、旧一般電気事
業者に更なる自主的取組を促
す等の交渉・調整に伴う実務
作業等。

　総合コンサルティング業

・放送と連携したコンテンツ
の製作・流通の促進に関する
業務
・上記に関連するシステムの
国際展開の促進・情報発信に
関する業務
・放送コンテンツを多様な手
段で視聴者に届けることを可
能とする流通プラットフォー
ムの検討に関する業務

　電気通信事業

　電波利用料による研究開発
等の評価に関する会合の運営
及び研究開発等の評価に関す
る事務

　電気事業等
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 株式会社ＩＨＩ H29.11.1

～
722 H31.10.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
総務省 株式会社ラック H29.12.1

～
723 H31.11.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
厚生労働省 日本航空株式会社 H29.12.1

～
724 H31.11.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
厚生労働省 三井化学株式会社 H29.12.1

～
725 H31.11.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

労働基準局賃金課賃金・退職
金制度専門官

上海浦東空港所(人財本部人
財戦略部主任)

・働き方の多様化に対応した
賃金制度等に係る企画・立案
に関する業務
・働きやすい環境の整備等を
図る観点からの、各種手当の
見直しに関する業務

　航空運送事業等

老健局高齢者支援課長補佐 合成化学品研究所有機合成Ｇ
Ｋ－ＰＪ専任、ＧＬ付（主席
部員）

　厚生労働行政における介護
ロボットの開発・普及の推進
にかかる職務。

　機能化学品事業、機能樹脂
事業、ウレタン事業、石化事
業、基礎化学品事業、フィル
ム・シート事業

国際戦略局通信規格課専門職 ITプロフェッショナル統括本
部ITサービス事業部ITサービ
ス第三部 第三グループプロ
ジェクトマネージャー(ITプ
ロフェッショナル統括本部
付)

・国際電気通信連合、アジ
ア・太平洋電気通信標準化機
関などとの連絡・調整
・国際的な民間フォーラムに
おける次世代ブラウザの標準
化等に関する動向調査等

　セキュリティソリューショ
ンサービス、システムインテ
グレーションサービス、情報
システム関連商品の販売およ
びサービス

総合政策局政策課政策調査室
課長補佐

株式会社ＩＨＩインフラシス
テム開発部研究開発２課主査
(社会基盤・海洋事業領域 企
画管理部 管理グループ主査)

・国土交通白書の作成、他省
庁の白書・社会資本整備関係
の長期計画についての調整
・社会資本整備に係る効果等
の経済分析等

　航空機エンジン、発電用ボ
イラ、ＬＮＧタンク、ターボ
チャージャ等の製造
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 大川信用金庫 H29.12.2

～
726 H31.12.1

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
資源エネルギー庁 清水建設株式会社 H29.12.1

～
727 H31.11.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 H29.12.1

～
728 人事部付(同) H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 株式会社竹中工務店 H29.12.1

～
729 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ③

・APECなど多国間（マルチ）
経済連携の一環として、我が
国の「質の高いインフラ」を
推進するための方策の企画立
案・調整
・ロシア等における都市環境
問題解決のための政策対話に
係る企画立案・調整

　建築工事及び土木工事に関
する請負、設計及び監理

　水素利用の拡大に係る政策
の企画立案等に関する業務

　総合建設業

　インフラシステム輸出の促
進のため、トップセールスの
企画・立案・調整や、新興国
における日系企業の事業環境
整備等を行う

　グループ各社の経営管理及
びそれに附帯する業務

九州経済産業局産業部中小企
業課中小企業経営支援室ふる
さと名物支援専門官（併任）
九州経済産業局産業部中小企
業課中小企業経営支援室連携
推進第一係長

営業推進部経営支援課係長
(総務部付)

　中小企業の商品・サービス
の開発や販路開拓の支援、地
域産品が持つ素材や技術等を
活かした戦略策定、海外販路
開拓等の支援

　信用金庫業

建築総本部営業本部開発推進
室ＣＲＥソリューション推進
部(人事部付)

総合政策局国際政策課経済連
携係長（併任）国際統括室

開発計画本部４グループ(開
発計画本部（社長室付）)

スターツコーポレーション株
式会社総合政策局政策課長補佐（併

任）総合政策局国際政策課

省エネルギー・新エネルギー
部新エネルギーシステム課水
素エネルギー利用推進二係長
（併任）省エネルギー・新エ
ネルギー部新エネルギーシス
テム課水素・燃料電池戦略室
付
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　　③　平成28年に採用された職員（２０４人）
　　　ア．退職型（３人）

平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

　
原子力規制庁 H28.1.1

～
730 H30.12.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 H28.5.1

～
731 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
厚生労働省 H28.9.1

～
732 H30.8.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　原子力規制委員会の基盤
ネットワークシステムの運
用、情報セキュリティ対策に
関する業務及びサイバーセ
キュリティに関係する最新知
見の収集・分析

　ネットワークを構築するた
めの機器や、ネットワーク制
御のための基盤システム、運
用サービス、組込み製品など
に関する事業

水管理・国土保全局下水道部
下水道企画課管理企画指導室
地域支援係長

ＰｗＣアドバイザリー合同会
社
ＰｗＣコンサルティング合同
会社フィナンシャルサービス
部シニアアソシエイト

・下水道管理の広域連携に関
する企画・調整業務
・下水道管理の広域連携を実
施・検討している地方公共団
体等への対応

　コンサルティングサービス

年金局資金運用課長補佐（併
任）年金局企業年金・個人年
金課

１　財務書類の監査及び証明
２　財務書類の調整又は財務
に関する調査、立案若しくは
相談

①年金積立金管理運用独立行
政法人(GPIF)改革関連法案に
基づく、ガバナンス体制の詳
細設計及び関連法令、内規の
整備等に関する業務
②被用者年金一元化に基づ
き、被用者年金全体の運用状
況報告書の取りまとめ及び公
表に関する業務
③年金財政検証に関する業務
④企業年金のガバナンス向上
に関する業務
⑤その他、年金資産の運用に
関する業務

ＰｗＣあらた有限責任監査法
人

番号
交流採用職員の占める官職

交流元企業を退職した日の直
前に占めていた地位

任　　期

日本電気通信システム株式会
社
ネットワークソリューション
事業本部ネットワークソ
リューション事業部

長官官房総務課情報システム
専門職（併任）長官官房サイ
バーセキュリティ対策チーム
員

マネージャー
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　　　イ．雇用継続型（２０１人）

平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

金融庁 日本ユニシス株式会社 H28.1.1
～

733 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

金融庁 H28.1.1
～

734 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

外務省 H28.1.1
～

735 H30.12.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

任　　期

・政府共通ネットワーク等の
整備に関する政府内での検討
に係る業務
・金融庁における情報セキュ
リティ対策強化に係る業務
（研修の実施等）
・金融庁ＬＡＮシステム更新
に係る業務
・サイバーセキュリティに関
する議論
・Fintechの今後の在り方に
関する企画・立案に係る業務

　システムインテグレーショ
ン事業、ネットワークシステ
ムサービス事業等

大臣官房文化交流・海外広報
課人物交流室

　スポーツの国際交流及びス
ポーツ外交強化に向けた政策
推進等に関する業務

公益財団法人日本サッカー協
会
事務局技術部（事務局付部
員）

　サッカー、フットサル、
ビーチサッカー等の強化、普
及等

総務企画局総務課課長補佐
（併任）総務企画局政策課課
付

金融システム第一本部金融ソ
リューション部三室（人事
部）

・金融庁の情報システムの整
備及び管理に関すること
・Fintechの今後の在り方に
関する企画・立案に係る業務

　コンピュータシステムの販
売、ＩＴソリューション、コ
ンサルティングサービス等

番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

第二金融事業本部企画部グ
ループ事業推進担当主任（株
式会社エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所出向）（金
融事業推進部企画部人事総務
担当関連企業グループ主任）

株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ総務企画局総務課課長補佐

（併任）総務企画局政策課サ
イバーセキュリティ対策企画
調整室室付
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

国土交通省 西日本建設業保証株式会社 H28.1.1
～

736 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑤

国土交通省 川崎重工業株式会社 H28.1.1
～

737 H30.12.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
環境省 富士テレコム株式会社 H28.1.1

～
738 H32.12.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　公共工事前払金保証事業、
契約保証事業等

航空局安全部運航安全課航空
事業安全監査室整備監査第三
係長（併任）航空局安全部航
空事業安全室

大臣官房総務課環境情報室情
報企画係長

　ＩＴを活用した環境行政推
進策の企画・立案・推進、電
子申請システムの整備及び管
理及びＩＴを活用した業務・
システム改革のうち電子化等
に関する業務

　各種コンピュータ、ネット
ワーク機器販売、ソフトウェ
ア開発及び保守業務

第二システム統括部公共シス
テム部第一システム課主任
（同）

　航空機の整備に係る航空運
送事業及び航空機使用事業に
関する業務の監査に関する事
務

　航空機、飛翔体、宇宙関連
機器及び各種シミュレーター
の生産、修理等

土地・建設産業局建設市場整
備課労働資材対策室監理係長
（併任）土地・建設産業局建
設業法令遵守推進室

東京支店代理（東京支店付代
理待遇）

　外国人建設就労者受入事業
に関する企画・立案、特定監
理団体・適正管理計画の認
定、特定管理団体・受入建設
企業の指導監督、建設業に係
る技能実習制度の運用支援な
ど建設業に係る外国人研修、
技能実習制度に関する企画・
立案に関する業務及び建設業
者の法令違反に関する情報の
収集及び管理などに関する業
務

航空宇宙カンパニー技術本部
民間航空機設計部７８７設計
一課（航空宇宙カンパニー技
術本部民間航空機設計部付
け）

 - 189 -



平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

任　　期

　
総務省 H28.2.1

～
739 H30.11.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ③

　
厚生労働省 水ｉｎｇ株式会社 H28.2.1

～
740 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 ＡＮＡセールス株式会社 H28.2.1

～
741 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　電気通信事業等

グローバル事業推進部営業推
進部門（ヒューマンリソース
部）

　国土交通省及び政府の主要
政策を踏まえ、交通分野に係
るインフラ輸出に関する各種
会合・協議の当省意見反映作
業等の取りまとめ

　旅行業、航空運送代理業及
び旅行積立商品の販売及び旅
行券の発行等

総合政策局海外プロジェクト
推進課主査（併任）国際統括
室

海外旅行商品部第一商品課一
般社員（総務人事部付休職）

医薬・生活衛生局水道課長補
佐

プラントエンジニアリング本
部副参事（同）

　水道事業等の創設、変更認
可等に係る高度な判断を必要
とする業務、水道事業の第３
者委託に関する調整及び水道
事業体に対する技術的な調査
の企画・集計・分析等に関す
る業務

　環境衛生施設、公害防止プ
ラント、発電施設及びこれら
の施設の維持、設計並びに管
理、施工等

国際戦略局国際政策課主査

　情報通信分野における国際
交渉、国際機関における協議
等の国際会議に関係する業務
・情報社会の構築に向けた
ルールの在り方に関する国際
的な議論への参加（対処方針
の作成、関係者との調整等の
事前準備、及び事後処理を含
む）。
・二国間及び多国間の国際交
渉への参加（対処方針の作
成、関係者との調整等の事前
準備、及び事後処理を含
む）。
・諸外国の情報通信分野の制
度等の調査

エヌ・ティ・ティ･コミュニ
ケーションズ株式会社
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

経済産業省 株式会社ＬＩＸＩＬグループ H28.2.26
～

742 H31.5.25

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

外務省 H28.3.1
～

743 ＭＩＣＥ事業部（総務部） H31.2.28
〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
スポーツ庁 株式会社サニーサイドアップ H28.3.1

～
744 H32.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
資源エネルギー庁 本田技研工業株式会社 H28.3.1

～
745 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

産業技術環境局国際標準課工
業標準専門職

Ｒ＆Ｄ本部生活価値研究所人
間生活研究グループリーダー
（渉外部）

　高齢化社会対応（システム
標準化）、生活及び安全・安
心分野（高齢者・福祉関連機
器等）における国際標準化に
係る企画立案、ＩＳＯ等の国
際会議への出席、ＪＩＳ化に
係る企画立案、ＪＩＳの制
定・改正事務、工業標準化調
査研究等に関する業務

　鉱種毎のサプライチェーン
の実態を踏まえた鉱物資源安
定供給戦略の策定、資源外
交・資源国協力に係る企画・
調査等の業務

　二輪事業、四輪事業、金融
事業、汎用事業及びその他の
事業

　邦人援護、邦人安全対策及
び行政サービス等の領事関係
業務

株式会社ＪＴＢグローバル
マーケティング＆トラベル

　訪日インバウンド旅行営業

資源・燃料部鉱物資源課鉱物
資源確保二係長

SCM統括部生販計画室グロー
バル企画BLチーフ（四輪事業
本部生産統括部SCM統括部生
販計画室グローバル企画ブ
ロック）

在上海日本国総領事館領事

政策課スポーツ広報戦略専門
官

スポーツプロモーションカン
パニースポーツプロモーショ
ン部部長兼2020戦略室室長
（スポーツプロモーションカ
ンパニースポーツプロモー
ション部付）

　スポーツに関する戦略的な
広報に係る企画及び立案に関
すること

　企業のＰＲ・広報支援業
務、スポーツ選手のマネジメ
ント、イベント企画等

  住生活関連事業・都市環境
関連事業を営む会社の持株事
業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
金融庁 日本生命保険相互会社 H28.3.25

～
746 H30.3.24

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　生命保険業

①

　
内閣府 H28.4.1

～
747 アソシエイト（同） H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

政策企画専門職（政策統括官
（経済社会システム担当）付
参事官（総括担当）付）（併
任）内閣府本府民間資金等活
用事業推進室主査（併任）地
方創生推進事務局参事官（総
括担当）付主査（併任）内閣
府本府地方創生推進室主査

・金融庁の所掌する金融行政
に影響を与える可能性のある
海外当局の規制等に対する動
向調査や各種マーケット動向
のモニタリング業務
・金融機関及び金融システム
に係るリスクに関連する情報
の収集及び分析、並びにその
結果を踏まえた政策対応の企
画及び立案並びに推進に関す
る業務

総務企画局政策課課長補佐
（併任）監督局総務課課付
（併任）総務企画局政策課グ
ローバルプルーデンス室室長
補佐

（１）PPP/PFI（コンセッ
ションを含む。）に関する手
続（実施方針や事業契約、リ
スク分担等の作成）について
の法務面での指導・助言
（２）PPP/PFI（コンセッ
ションを含む。）における
ファイナンススキームや各種
契約等についての法務面での
指導・助言
（３）PFI法におけるリスク
分担や手続きの簡素化等に関
するガイドラインの改定に向
けた調査・分析
（４）PFI推進機構による出
融資に当たっての法務面での
指導・助言

　法律事務及びそれに付帯、
または密接に関連する業務

渥美坂井法律事務所弁護士法
人

資金証券部課長補佐（人事部
人材開発室）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
内閣府 学校法人跡見学園 H28.4.1

～
748 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

内閣府①

総務省①

　
宮内庁 沖電気工業株式会社 H28.4.1

～
749 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
公正取引委員会 H28.4.1

～
750 H30.2.17

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
金融庁 住友商事株式会社 H28.4.1
総務企画局総務課課長補佐 財務部長付（財務部参事） ～

751 〔職務内容〕 〔事業内容〕 H30.3.31
　総合商社

②

経済社会総合研究所上席主任
研究官（併任）総務省統計委
員会担当室長（政策統括官
付）

女子大学マネジメント学部教
授（同）

審査局管理企画課審査専門官

　独占禁止法違反事件の立入
検査に係る電子証拠の収集対
象、収集方法、必要機材等に
係る計画の立案及び収集した
電子機器・電磁的記録の保
全・解析・整理、業務遂行上
必要となる電子証拠に係る知
識・技術を習得するための内
部研修の実施など

　最先端の情報システム，情
報セキュリティに関する技術
的動向の情報収集。予算要
求・調達仕様書作成時等にお
ける技術的観点からの助言
等。ＣＳＩＲＴ構成員として
インシデント発生時の初動対
応。　他

金融システム事業部ＳＥ第一
部マネージャ（人事部蕨総務
第一チーム）

　電子通信・情報処理・ソフ
トウェアの製造・販売及びこ
れらに関するシステムの構
築・保守等

　Ｍ＆Ａトランザクション、
コーポレートファイナンシャ
ルアドバイザリー、企業再生
支援、企業価値評価、不正調
査・係争サポート、知的財産
アドバイザリー等

デロイト トーマツ ファイナ
ンシャルアドバイザリー合同
会社

フォレンジック アナリスト
(人事預かりアナリスト)

長官官房秘書課調査企画室情
報技術専門官

　国際的な金融規制に関する
原則や基準の設定等に係る協
議、調整に関する事務

・経済学、経済政策、統計学
等の知見を活かし、各種研究
プロジェクト等に対して助言
を行う
・統計委員会の事務局である
統計委員会担当室の事務を掌
理する

　教育基本法及び学校教育法
に従い、学校教育を行う
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
金融庁 住友生命保険相互会社 H28.4.1

～
752 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　生命保険業

①

　
金融庁 30.7.17 第一生命保険株式会社 H28.4.1

～
753 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左 　生命保険業

①

　
消費者庁 H28.4.1

～
754 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

総務企画局政策課課長補佐
（併任）監督局総務課課付
（併任）総務企画局政策課グ
ローバルプルーデンス室室長
補佐

あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社
東京火災新種損害サービス部
担当課長（経営企画部担当課
長）

運用審査部運用審査室副長
（調査広報部副長）

総務企画局政策課課長補佐
（併任）監督局総務課課付
（併任）総務企画局政策課マ
クロ分析室室長補佐

・金融庁の所掌する金融行政
に影響を与える可能性のある
海外当局の規制等に対する動
向調査や各種マーケット動向
のモニタリング業務
・金融機関及び金融システム
に係るリスクに関連する情報
の収集及び分析、並びにその
結果を踏まえた政策対応の企
画及び立案並びに推進に関す
る業務

総合政策局リスク分析総括課
課長補佐（併任）監督局総務
課課付

　消費者の利益の擁護及び増
進に係る業務のうち、消費者
事故情報の分析、原因究明、
分析、被害の発生・拡大防止
に関する業務等消費者行政に
関する業務

・金融庁の所掌する金融行政
に影響を与える可能性のある
海外当局の規制等に対する動
向調査や各種マーケット動向
のモニタリング業務
・金融機関及び金融システム
に係るリスクに関連する情報
の収集及び分析、並びにその
結果を踏まえた政策対応の企
画及び立案並びに推進に関す
る業務

株式部マネジャー（マネ
ジャー）

　損害保険業

消費者安全課政策企画専門官
（併任）消費者安全課事故調
査室
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
外務省 清水建設株式会社 H28.4.1

～
755 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
財務省 三井住友信託銀行株式会社 H28.4.1

～
756 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
スポーツ庁 綜合警備保障株式会社 H28.4.1

～
757 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
スポーツ庁 ぴあ株式会社 H28.4.1

～
758 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
厚生労働省 富士フイルム株式会社 H28.4.1

～
759 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　地域における国有財産の最
適利用に関する情報のとりま
とめ及び独立行政法人が保有
する政府からの出資又は支出
に係る不要財産の国庫納付に
関する必要な調整を行うこと
等

  信託銀行業

健康局がん・疾病対策課長補
佐

ヘルスケア事業推進室（一
般）（同）

在リトアニア日本国大使館二
等書記官

コーポレート企画室産業政策
渉外部海外渉外グループ（人
事部付）

　総合建設業

理財局国有財産調整課国有財
産有効活用室地域連携係長心
得（併任）理財局国有財産業
務課

　音楽・スポーツ・演劇・映
画・各種イベント等のチケッ
ト販売等

　オリンピック・パラリン
ピック競技種目に係る選手強
化活動の実施に関すること

　警備の請負とその保障業務

　リトアニア並びにバルト地
域ほか欧州経済に関する情報
の収集・分析及び二国間経済
関係に関する業務の他、対日
理解促進に関する業務

　イメージングソリューショ
ン分野、インフォメーション
ソリューション分野における
研究開発・製造・販売業務

　健康局がん・疾病対策課に
関する所掌（がん、その他悪
性新生物対策及び健康増進事
業に関する基本的な政策の企
画、立案及び調整等）に関す
る業務

　総合型地域スポーツクラブ
等の経営改善に対する指導及
び助言に関すること

競技スポーツ課推進第一係長
（併任）推進第二係長

教育・訓練部教育・訓練課
（教育・訓練部付）

参事官（民間スポーツ担当）
付経営改善係長

マネジャー（ＨＲ創造局付）

不動産ソリューション部調査
役（業務部付）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
厚生労働省 綜合警備保障株式会社 H28.4.1

～
760 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ③

　
厚生労働省 株式会社日立製作所 H28.4.1

～
761 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
厚生労働省 株式会社ＩＨＩ H28.4.1

～
762 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
厚生労働省 一般社団法人臼杵市医師会 H28.4.1

～
763 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

老健局総務課課長補佐

労働基準局安全衛生部労働衛
生課産業保健支援室長補佐

　航空機エンジン、発電用ボ
イラ、ＬＮＧタンク、ターボ
チャージャ等の製造

地域包括支援センターコスモ
ス管理者（係長）（事務局付
出向・課長待遇）

  市町村が行う地域包括ケア
システム構築の支援施策の企
画立案業務のうち、専門的事
項に関すること

　病院、検診センター、介護
老人保健施設、訪問看護、地
域包括支援センター、居宅介
護支援事業、訪問介護の事業
運営

・ストレスチェック制度に関
する周知広報、制度への疑義
及び見直し対応
・「産業医の在り方に関する
検討会」、「定期健康診断の
在り方に関する検討会」の運
営
・治療と職業生活の両立支援
対策に関する疾患別手引の取
りまとめ

医薬・生活衛生局水道課復興
第二係長

インフラシステム社水･環境
ソリューション事業部社会シ
ステム本部東部システム技術
部員（同）

　電気機械器具の製造及び販
売、通信並びに電子機械器具
の製造及び販売

  東日本大震災により被害を
受けた地域で水道未復旧地域
との調整、福島県、現地連絡
協議会との調整、災害復旧費
に関する事務などの業務を担
う

呉事業所総務部（本社人事部
人事グループ）

医薬・生活衛生局生活衛生・
食品安全企画課主査（併任）
医薬・生活衛生局生活衛生・
食品安全企画課国際食品室

経営企画部（経営企画部付）

　生活衛生・食品安全部の所
掌する事務（食品、食品添加
物、残留農薬等の規格基準の
策定や食品製造施設の衛生的
な管理、輸入食品を含めた流
通食品の安全確保のための監
視指導等）の総合企画及び調
整等

　警備の請負とその保障業務
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
農林水産省 株式会社秋田銀行 H28.4.1

～
764 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
農林水産省 江崎グリコ株式会社 H28.4.1

～
765 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
農林水産省 シダックス株式会社 H28.4.1

～
766 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
農林水産省 H28.4.1

～
767 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
水産庁 マルハニチロ株式会社 H28.4.1

～
768 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

北九州支店八幡支社支社長代
理（企画開発部長席付（課長
代理））

　水産加工業に関する専門の
事項についての企画、連絡調
整及び指導に関する事務等

　水産物の加工、販売等

首都圏菓子統括支店量販第二
支店（グループ渉外部付）

　海外で日本食文化を普及す
る料理人等の人材育成の推進

　６次産業化の推進、人材養
成等に係る企画

食料産業局食文化・市場開拓
課〔食文化企画班人材育成推
進係〕

食料産業局食文化・市場開拓
課〔和食保護企画班和食保護
調整係〕

車両サービス事業本部車両東
京支店（大新東株式会社出
向）（人事部）

　ユネスコへの定期報告に向
けた保護措置のモニタリング
への支援、関係省庁及び保護
措置団体との調整

食料産業局産業連携課連携推
進第２班人材養成係長

　新規就農の促進に関する業
務

　損害保険業

経営局就農・女性課経営専門
職

　給食事業、売店コンビニエ
ンス事業、レストランカラオ
ケ事業、車両運行管理事業等

　菓子・アイスクリーム・食
品の製造及び販売業

損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

漁政部加工流通課水産加工専
門官

アイシア株式会社品質管理課
長（マルハニチロ株式会社人
事部付出向 副部長役）

営業本部地域サポート部
（同）

　銀行業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 30.11.1 H28.4.1

～
769 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

経済産業省①

内閣官房①

　
経済産業省 大和証券株式会社 H28.4.1

～
770 H30.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
経済産業省 株式会社商工組合中央金庫 H28.4.1

～
771 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 株式会社ＩＨＩ H28.4.1

～
772 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

経済産業政策局産業構造課企
画二係長

商務情報政策局サイバーセ
キュリティ課国際サイバーセ
キュリティ企画官（併任）商
務情報政策局サイバーセキュ
リティ課サイバーセキュリ
ティ技術戦略企画調査官

　情報セキュリティの技術に
関する調査及び施策の企画立
案（経済産業省の所管以外の
重要インフラや政府機関を含
む。）

人事部書記（人事部職員）

　日本とＡＳＥＡＮ諸国との
経済・ビジネス関係の構築に
向けた諸施策の企画・調整・
調査等に関する業務

　航空機エンジン、発電用ボ
イラ、ＬＮＧタンク、ターボ
チャージャ等の製造

エネルギー・プラントセク
ター営業・マーケティングセ
ンター国内営業部課長代理
（同）

商務情報政策局サイバーセ
キュリティ課国際サイバーセ
キュリティ企画官（併任）商
務情報政策局サイバーセキュ
リティ課サイバーセキュリ
ティ技術戦略企画調査官（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）

投資戦略部ストラテジー課上
席課長代理（人事部付上席課
長代理）

　工業統計やＧＳＶ（グロー
バル・バリューチェーン）等
のデータ分析に基づき、我が
国や世界の産業構造の変革等
を分析を行い、中長期的な我
が国産業の変革の方向性を検
討

  証券業

通商政策局アジア大洋州課ア
セアン五係長

　工業統計やＧＳＶ（グロー
バル・バリューチェーン）等
のデータ分析に基づき、我が
国や世界の産業構造の変革等
の分析を行い、中長期的な我
が国産業の変革の方向性を検
討

経済産業政策局産業構造課産
業分析係長

　情報セキュリティの技術に
関する調査及び施策の企画立
案

　情報通信業

株式会社インターネットイニ
シアティブ
サービスオペレーション本部
セキュリティ情報統括室シニ
アエンジニア（セキュリティ
情報統括室付職員）

　中小企業等協同組合、中小
規模の事業者を構成員とする
団体等に対する金融の円滑化
に必要な事業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 大日本印刷株式会社 H28.4.1

～
773 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
経済産業省 株式会社八十二銀行 H28.4.1

～
774 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 30.7.1 株式会社香川銀行 H28.4.1

～
775 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

  総合印刷業・２０１７年に、カザフスタ
ンのアスタナで開催される国
際博覧会への日本館出展をは
じめとする日本政府の参加に
関する業務
・２０１７年以降の万博参加
に関する業務の補助を担任す
る

関東経済産業局産業部経営支
援課地域資源企業化支援専門
官

商務情報政策局クールジャパ
ン政策課国際博覧会推進係長
（併任）商務情報政策局クー
ルジャパン政策課博覧会推進
室付（併任）大臣官房2025年
国際博覧会推進事務局付

  中小企業等が行う産地の技
術、農林水産品、観光資源と
いった地域の特徴ある産業資
源を活用した創意ある取り組
みを推進し、それを核とした
新商品の開発・事業化に対す
る支援や新たな取り組みの掘
り起こし、地域資源の価値向
上に対する支援等を行う。

　銀行業

個人資産部（人事研修部付）四国経済産業局総務企画部企
画課企画調査係長（併任）四
国経済産業局総務企画部企画
課地方創生支援室地方創生専
門官

包装事業部企画本部リサーチ
＆プランニング戦略室ヒュー
マンリサーチチーム（ＡＢ
チーム休職）

・地域開発に係る総合的な政
策の企画及び立案に関する業
務
・地方創生に関する業務

　銀行業

直江津支店アソシエイト３
（人事部）

四国経済産業局総務企画部企
画課企画調査係長（併任）四
国経済産業局総務企画部企画
課地方創生支援室地方創生専
門官（併任）四国経済産業局
総務企画部調査課付

・地域開発に係る総合的な政
策の企画及び立案に関する業
務
・地方創生に関する業務
・地域経済産業調査に係る業
務
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 株式会社阿波銀行 H28.4.1

～
776 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 株式会社四国銀行 H28.4.1

～
777 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

四国経済産業局地域経済部次
世代産業課産学官連携推進係
長（併任）四国経済産業局総
務企画部参事官（中核企業支
援担当）付（併任）四国経済
産業局地域経済部地域経済課
新規事業室調査官（併任）四
国経済産業局総務企画部企画
課地方創生支援室地方創生専
門官

四国経済産業局地域経済部産
業技術課工業所有権活用専門
官（併任）四国経済産業局地
域経済部産業技術課知的財産
室調査官（併任）四国経済産
業局総務企画部企画課地方創
生支援室地方創生専門官

人事部調査役（同）

・工業所有権の取得及び活用
に関する支援に関する業務
・地方創生に関する業務（自
治体の総合戦略策定や交付金
申請に係る支援業務）

　銀行業

・四国地域の産学官連携の推
進に関する業務
・四国地域の中核企業の発
掘、育成に関する業務
・中小企業の新たな事業活動
の促進に関する法律の施行、
新規事業の支援に関する業務
・地方創生に関する業務（自
治体の総合戦略策定や交付金
申請に係る支援業務）

　銀行業

経営統括部付（同）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 伊丹産業株式会社 H28.4.1

～
778 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 西部瓦斯株式会社 H28.4.1

～
779 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

資源エネルギー庁 東京瓦斯株式会社 H28.4.1
～

780 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

  電力安全課において、①事
業用電気工作物に係る工事、
維持及び運用に関すること
（発電用火力施設、太陽電池
及び風力等の新エネルギーに
係る発電用施設及び自家用電
気工作物を除く。）、②ダム
水路主任技術者の資格に関す
ること、③一般用電気工作物
に関する調査業務の監督に関
すること、④電気事故防止対
策に関すること、⑤電気保安
通信設備に関すること　等

省エネルギー・新エネルギー
部新エネルギーシステム課企
画調整係長

九州産業保安監督部電力安全
課産業保安職（併任）九州産
業保安監督部電力安全課発電
係長

ひびきエル・エヌ・ジー株式
会社係長（副課長）

都市エネルギー事業部法人営
業第一グループ指導職（エネ
ルギー企画部エネルギー計画
グループ指導職）

　省エネルギー・新エネル
ギー部新エネルギーシステム
課における企画・調整業務を
担当

　ガスの製造、供給、販売等

　ガスの製造、供給、販売等

　ガスの製造、供給、販売等　発電用新エネルギー施設を
除く①発電用施設の工事、維
持及び運用に関すること、②
発電用施設に係る電気事故防
止対策に関すること、③発電
用施設の設置に際し、その周
辺地域の環境保全に係る調査
に関すること等の業務

中部近畿産業保安監督部近畿
支部電力安全課産業保安職
（併任）中部近畿産業保安監
督部近畿支部電力安全課電気
事業用係長

ガス事業部係長（同）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

資源エネルギー庁 アズビル株式会社 H28.4.1
～

781 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

資源エネルギー庁 マツダ株式会社 H28.4.1
～

782 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

中小企業庁 H28.4.1
～

783 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

長官官房総務課付（併任）長
官官房政策調整専門官（併
任）事業環境部企画課調査室
付

東京中小企業投資育成株式会
社

パワートレイン企画部（パ
ワートレイン開発本部パワー
トレイン企画部）

　我が国企業による石油及び
可燃性天然ガスの開発及び資
源国との国際協力、国際交流
及び国際戦略の企画立案に関
する事務

　輸送用機械器具の製造及び
販売

　省エネ支援ビジネスの拡大
に向けた支援と規制に係る業
務

　製造業

資源・燃料部石油・天然ガス
課資源外交係長

ビルシステムカンパニー環境
ファシリティソリューション
本部環境ソリューション企画
部企画グループ主任（ビルシ
ステムカンパニー環境ファシ
リティソリューション本部環
境ソリューション企画部付）

省エネルギー・新エネルギー
部省エネルギー課技術一係長
（併任）省エネルギー・新エ
ネルギー部省エネルギー課企
画調整二係長

・中小企業・小規模事業者の
段階的な成長に資する新たな
支援を検討するため、法律を
はじめとする制度整備の必要
性や、資金供給や人事育成な
どの支援ツールの検討、庁内
外の関係者との連携、調整等
の業務
・これまでの我が国の中小企
業の構造変化を踏まえつつ、
中長期的に取り組むべき中小
企業政策の検討に資する調
査・分析を行う業務

　中小企業の設立に際して発
行される株式の引受け・保有
及び中小企業の発行する増資
新株等の引受け・保有並びに
投資先企業に対する経営又は
技術の指導

業務第五部部長代理（人事部
付部長代理）

 - 202 -



平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

中小企業庁 多摩信用金庫 H28.4.1
～

784 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 H28.4.1

～
785 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑩

　
国土交通省 H28.4.1

～
786 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

国土交通省④

内閣府①

　
国土交通省 ＹＫＫ ＡＰ株式会社 H28.4.1

～
787 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　マンション建替え事例の収
集・調査・課題分析、マン
ション建替制度・予算・税制
等に関する普及啓発・相談対
応等

住宅局市街地建築課マンショ
ン政策室市街地再生係長

　運輸事業者の安全管理体制
の構築・改善の実施状況を確
認して評価・助言を行う運輸
安全マネジメント評価の実施
等

大臣官房運輸安全監理官付運
輸安全調査官

　創業支援分野において、法
律、補助金、財投等広い政策
手法を活用しつつ、中小企業
の創業を促進するための業務
に従事する。また、地方自治
体や関係支援機関とも密接に
連携を行う。

損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

　信用金庫業

経営支援部創業・新事業促進
課創業支援専門官

価値創造事業部法人支援担当
調査役（係長待遇）（人事部
付）

損保ジャパン日本興亜リスク
マネジメント㈱自動車コンサ
ルティング開発部長（企業商
品業務部付リーダー）

　損害保険業

総合政策局安心生活政策課調
査第一係長

ビル東京支社さいたま支店営
業部（企画調査室係長）

　高齢者、障害者、子ども及
び妊産婦が安心して生活する
ために必要な利便性、安全性
の向上に関する基本的な政策
の企画及び立案、並びに、当
該政策を実施するために必要
な国土交通省の所掌事務の総
括

　住宅・オフィスの賃貸仲
介・売買仲介、不動産に関す
る総合的コンサルティング業
務等

　窓、サッシ及びその他の建
築建材の製造、販売

株式会社ケン・コーポレー
ション
リスクマネジメント部主任
（人事部主査）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 味の素物流株式会社 H28.4.1

～
788 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 H28.4.1

～
789 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 東日本建設業保証株式会社 H28.4.1

～
790 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑤

　
国土交通省 東京瓦斯株式会社 H28.4.1

～
791 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ⑤

　官民の連携によるまちづく
りの推進を図る活動の指導及
び助成に関する業務等

都市局まちづくり推進課官民
連携推進室官民連携調整係長

　物流における諸課題の解決
に向けた総合的な取組み、特
に、荷主企業と物流企業の
パートナーシップによる物流
効率化の推進に関する調査、
企画、立案、調整等

・建設経済に関する分析業務
・所管統計の見直しに関する
企画立案業務
・総務省統計基準部局との調
整業務

　住宅領域に関わる商品、
サービスの提供

都市エネルギー事業部法人営
業第一グループ指導職（エネ
ルギー企画部エネルギー計画
グループ指導職）

総合政策局情報政策課建設経
済統計調査室ストック統計係
員

・中小・中堅建設企業に対す
る支援（地域建設産業活性化
支援事業の実施）
・建設産業の魅力を発信する
広報
・税制改正要望への対応

　公共工事の前払金保証、契
約保証

総合政策局物流政策課企画室
主査

営業統括本部事業推進部分譲
マンション事業推進Ｇ（企画
統括室付）

土地・建設産業局建設市場整
備課調整係長

業務部係長（総務部課長代
理）

　貨物自動車運送業

株式会社リクルート住まいカ
ンパニー

　ガスの製造、供給、販売等

人事部人事グループ課長（味
の素株式会社出向中）（人事
部人事グループ課長）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 株式会社パスコ H28.4.1

～
792 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 株式会社大林組 H28.4.1

～
793 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 株式会社三井住友銀行 H28.4.1

～
794 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑦

　
国土交通省 大成建設株式会社 H28.4.1

～
795 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

水管理・国土保全局河川計画
課経済係長

・下水道分野におけるＰＰＰ
／ＰＦＩの推進に関する企
画・調整業務
・ＰＰＰ／ＰＦＩ事業を実施
している自治体等への対応業
務

水管理・国土保全局下水道部
下水道企画課管理企画指導室
官民連携推進係長

中央事業部技術センター（基
幹業務部人材開発グループ）

道路局環境安全課計画係長

　総合建設業

　防災計画の総合調整、防災
対策の調査計画に関する事務
等

　総合建設業

・水害統計調査に関すること
・「各種資産評価単価及びデ
フレーター」の更新に関する
こと
・河川現況調査に関すること

　測量、情報システム開発、
建設コンサルタント

水管理・国土保全局防災課災
害対策室調査計画係長

本社土木本部生産技術本部設
計第三部設計第二課副課長
（本社土木本部営業推進第一
部副課長）

・道路分野の地球温暖化対策
に関する省内及び局内調整
・道路空間のオープン化
（オープンカフェや占用制度
等）に係る調査・制度改正
・道路に係るＬＥＤ、電気自
動車充電施設、木材利用の全
国実態把握のとりまとめ

  銀行業

ストラクチャードファイナン
ス営業部部員（非役職者）
（同）

土木本部企画室課長代理（土
木営業本部営業部課長代理）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 H28.4.1

～
796 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 三井ホーム株式会社 H28.4.1

～
797 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ②

　
国土交通省 住友林業株式会社 H28.4.1

～
798 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

住宅局住宅生産課住宅消費者
支援係長

・住宅建設の実績及び見通
し、住宅資金の調査に関する
こと
・住宅取得の円滑化に係る調
査、企画及び調整に関するこ
と
・住居費に関する調査及び住
宅の家賃制度に関する企画並
びに研究に関すること

住宅局住宅生産課企画生産係
長

  建築工事の設計・施工監
理・施工請負、不動産の販売
等

埼玉支店埼玉西営業所主査
（人事部付）

ネットビジネス統括部ネット
ビジネス企画開発部AE・プ
ラットフォームグループ（企
画統括室付）

・住宅品確法・住宅瑕疵担保
履行法の施行に関すること
・住宅紛争処理の支援等の住
宅紛争処理制度の運用に関す
ること
・民法改正法案を踏まえた住
宅瑕疵担保に係る紛争実務に
おける対応に関すること

・住宅の性能を表示する制度
（住宅性能表示制度）に関す
る企画立案
・長期優良住宅制度に関する
企画立案
・その他住宅生産に関する制
度に係る企画立案等

株式会社リクルート住まいカ
ンパニー

　住宅領域に関わる商品、
サービスの提供

住宅局住宅政策課住宅経済係
長

　山林の経営、木材・建材の
売買、注文住宅の建築等

総務部法務グループ（人事
部）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 H28.4.1

～
799 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 大阪瓦斯株式会社 H28.4.1

～
800 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 積水ハウス株式会社 H28.4.1
住宅局建築指導課長補佐 技術部課長（同） ～

801 〔職務内容〕 〔事業内容〕 H30.3.31

②

　
国土交通省 ミサワホーム株式会社 H28.4.1

～
802 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　木造住宅その他の木造建築
物に係る新工法及び施工技術
に関する調査、施工に関する
技能向上及び人材育成並びに
振興に関する企画立案

住宅局住宅生産課木造住宅振
興室課長補佐

　建物及び構築物の部材の製
造及び販売、建築、土木、外
構、造園その他工事の設計、
請負、施工及び監理等

住宅局建築指導課長補佐 商品開発本部技術部性能技術
課主任（商品開発本部技術部
性能技術課）

　建築基準法に関する資料収
集、調査及び分析並びに建築
基準法に係る地方公共団体等
との連絡調整など、建築物に
関する基準に係る企画立案に
関する業務

住宅局住宅生産課建築環境企
画室課長補佐

　諸外国の建築基準等に関す
る調査企画、建築基準等に関
する国際協力、建築基準に関
する国際会議等に関すること

　建築物の設計、施工、請負
及び監理等

　ガスの製造、供給、販売等

エネルギー事業部都市圏エネ
ルギー営業部営業第１チーム
（人事部）

・建築物の省エネルギー対策
の企画立案、調整等に関する
業務
・建築物の省エネルギー対策
の普及促進方策の企画立案、
調整、実施に関する業務

  建築物・電力設備のコンサ
ルティング、企画、設計、保
守、維持管理等

株式会社ＮＴＴファシリ
ティーズ
九州支店サービス事業部建
築・ＦＭ事業部（建築事業部
門建築デザイン担当）（Ｇ
reenＩＴy ＰＴ勤務（企画・
開発担当国土交通省住宅
局））
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 パナホーム株式会社 H28.4.1

～
803 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 住友林業株式会社 H28.4.1

～
804 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 日本信号株式会社 H28.4.1

～
805 H30.8.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 三菱電機株式会社 H28.4.1

～
806 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ②

　鉄道局の所掌に属する国際
関係業務に関する基本的な政
策の企画及び立案に関する業
務

・建築物等の基準に関する企
画立案、資料収集、調査、分
析
・社会資本整備審議会建築分
科会の事務局としての資料作
成

鉄道局国際課主査 伊丹製作所資材部調達第二課
（社会システム海外事業部社
会システム海外計画部企画
課）

・海外鉄道プロジェクトに関
するプロジェクト形成支援の
企画及び立案
・海外鉄道プロジェクトに関
するプロジェクト形成支援に
関する調査及び資料の収集

　電気機械器具の製造・販売

技術部技術グループリーダー
（技術部技術グループ）

住宅局建築指導課バリアフ
リー推進係長

住宅事業本部技術商品開発部
主任（人事部）

鉄道局国際課専門官 国際・ＣＢＴＣ設計部係長
（人事部付）

　山林の経営、木材・建材の
売買、注文住宅の建築等

・建築物のバリアフリーに関
する基準に係る資料収集、調
査、分析
・バリアフリー法の施工等に
係る地方公共団体との連絡調
整
・建築物の所有者等に対する
バリアフリー化に関する普及
啓発　他

住宅局建築指導課企画係長

　鉄道信号保安システム、道
路交通安全システム等の製
造・販売

　戸建住宅・賃貸集合住宅な
どの建築、リフォーム工事請
負、施工等
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 阪急電鉄株式会社 H28.4.1

～
807 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 株式会社京三製作所 H28.4.1

～
808 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 H28.4.1

～
809 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 ＪＦＥスチール株式会社 H28.4.1

～
810 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　海外の鉄道に係る人材育成
の支援等国際協力に関する業
務

　空港建設及び運営の海外展
開、海外展開に係る会議及び
国際会議の企画・運営等

航空局航空ネットワーク部空
港技術課専門官（併任）航空
局総務課政策企画調査室

　国際航空施策に係る業務全
般、並びに各航空会社の財務
業績分析及び研究に関する業
務

航空局航空ネットワーク部国
際航空課専門官

海外事業推進部主任（人事部
長付）

　鉄道信号システム、交通管
理システム、電力変換システ
ム等、電気・電子機器の設
計、製造、販売

・国際関係事務に関する基本
的な政策及び計画のとりまと
めに関すること
・鉄道等に関する国際機関及
び外国の行政機関等との連絡
及び調整に関すること
・外国における鉄道政策及び
鉄道事情に関する調査及び資
料の収集に関すること

　鉄道事業等

住友商事株式会社交通・イン
フラ事業部交通プロジェクト
第一課課長代理（人事部付）

鉄道局国際課主査

鉄道局国際課国際協力室国際
協力係長

総務部・株式会社ＪＴＢ首都
圏出向東日本海外旅行仕入販
売部（総務部）

株式会社ＪＴＢコーポレート
セールス

建材センター建材開発部土木
技術室主任部員（建材セン
ター建材開発部付）

　旅行業等

　鉄鋼事業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 京浜急行バス株式会社 H28.4.1

～
811 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 関西エアポート株式会社 H28.4.1

～
812 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 関西エアポート株式会社 H28.4.1

～
813 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 H28.4.1

～
814 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 株式会社大林組 H28.4.1

～
815 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

航空局航空ネットワーク部首
都圏空港課主査

　羽田空港の機能強化に関す
る地元調整及び羽田空港に関
する航空機騒音対策・地域振
興対策に関する企画立案業
務、これに伴う関係自治体及
び関係省庁等の担当者との調
整業務

航空局安全部安全企画課主査 新関西国際空港㈱安全推進室
保安企画グループグループメ
ンバー（総務人事部付）

　安全企画課の所掌に属する
国際関係事務に関する特定の
事項について国際機関等との
連絡調整事務

エンジン整備センター技術開
発グループ（総務部）

　関西国際空港及び大阪国際
空港の運営業務、管理受託業
務等

近畿地方整備局企画部広域計
画課長補佐

・国土形成計画関係
・都市交通調査関係
・地域活性化関係　等

　総合建設業

新名神木津川橋工事事務所工
事長（大阪本店土木事業部工
事第一部担当課長）

　航空機の機体点検整備及び
運航整備における整備・改
造、航空機用原動機及び原動
機部品の整備、航空機用装備
品及び部品の整備

航空局安全部安全企画課航空
保安対策室主査

新関西国際空港㈱総務人事部
人事グループ（総務人事部
付）

　国際民間航空機関（ICAO）
における航空保安に関する標
準・指針の改正作業　等

・航空機技術審査センターに
おける主幹設計審査官業務
・開発中である国際ジェット
旅客機（MRJ）設計の安全基
準・環境基準への適合証明
（型式証明）に関わる事務

　関西国際空港及び大阪国際
空港の運営業務、管理受託業
務等

航空局安全部航空機安全課主
幹設計審査官（併任）航空局
安全部航空機安全課航空機技
術審査センター

株式会社ＪＡＬエンジニアリ
ング

運輸部営業課主席事務員（総
務部人事企画課主席事務員）

　一般乗合旅客自動車運送事
業、一般貸切旅客自動車運送
事業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 株式会社ＵＲリンケージ H28.4.1

～
816 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 大成建設株式会社 H28.4.1

～
817 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
観光庁 日本航空株式会社 H28.4.1

～
818 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
観光庁 30.7.1 株式会社プリンスホテル H28.4.1

～
819 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

②

　
観光庁 株式会社大丸松坂屋百貨店 H28.4.1

～
820 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

近畿地方整備局道路部道路計
画第一課計画第三係長

・近畿地方整備局内の道路事
業のとりまとめ
・近畿地方整備局内の道路関
係の広報関係業務
・近畿地方整備局内の道路関
係の埋蔵文化財関係業務　等

　国際観光の振興に関する政
策の企画及び立案業務

　百貨店業

　国際会議やインセンティブ
ツアー等の誘致の促進に係る
企画業務

国際観光課ＭＩＣＥ推進室主
査

　「明日の日本を支える観光
ビジョン構想会議」、観光立
国実現に向けたアクション・
プログラム及び交通政策審議
会観光分科会に係る業務

　土木・建築コンサルティン
グ事業

　航空運送事業等

本社営業部主任（本社人事部
付主任）

本社自主事業統括部紳士雑貨
東地区（東京店）バイヤー
（人事部付）

国際観光課主査

国際観光課主査（併任）国際
観光課ＭＩＣＥ推進室

　ホテル事業等

関西支店土木部技術部技術室
（関西支店土木部付）

観光戦略課主査 東京支店法人センター法人販
売第１部第４グループ（経営
戦略部付主任）

　総合建設業

・都市再生整備計画事業関係
業務（都市機能立地支援事
業、都市再構築前略事業、中
心市街地活性化計画等）
・都市再生緊急整備地域関係
業務（国際競争拠点整備事業
うめ北２期等）
に係る業務

近畿地方整備局建政部都市整
備課都市再生係長

西日本支社都市整備本部総合
支援第一部支援業務課主任
（西日本支社都市整備本部都
市整備企画部業務調整課主
任）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
環境省 H28.4.1

～
821 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
環境省 住友林業株式会社 H28.4.1

つくば研究所（人事部） ～
822 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
環境省 関西電力株式会社 H28.4.1

～
823 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
環境省 H28.4.1

～
824 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

・土壌環境基準及び土壌汚染
対策法の特定有害物質の基準
の見直し
・土壌中の有害物質の摂取に
よる健康影響に関する科学的
知見の充実に関すること等

自然環境局自然環境計画課生
物多様性戦略推進室生物多様
性保全係

　原子力発電所の事故により
放出された放射性物質による
環境の汚染への対処に関する
業務。特に、除染工事の計
画、積算、発注、工事管理、
精算等に関する業務。

福島地方環境事務所除染対策
第一課事業管理専門官

　生物多様性条約ほか、生物
多様性保全に係る取り組みに
関する業務

　山林の経営、木材・建材の
売買、注文住宅の建築等

福島地方環境事務所除染対策
第一課事業管理専門官

奈良電力部吉野電力所課長
（東京支社附）

　原子力発電所の事故により
放出された放射性物質による
環境の汚染への対処に関する
業務。特に、除染工事の計
画、積算、発注、工事管理、
精算等に関する業務

　電気事業等

東海支社放射線管理部放管グ
ループ（東海支社放射線管理
部付）

　環境保全に関する普及啓発
事業、調査研究、環境分析・
試験及び環境アセスメント等
の事業

一般財団法人九州環境管理協
会水・大気環境局土壌環境課基

準係長 調査分析部分析技術課主任
（同）

　原子力発電付帯設備の保
守・設計施工・運営・サービ
ス・技術解析、ＩＴソリュー
ション、発電所理解促進サ
ポート等に係る事業

原電エンジニアリング株式会
社
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
環境省 30.4.1 H28.4.1

～
825 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

①

　
外務省 豊田通商株式会社 H28.4.11

～
826 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
内閣府 日本赤十字社 H28.5.1

～
827 H31.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
外務省 出光興産株式会社 H28.5.1

～
828 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

福島地方環境事務所環境再
生・廃棄物対策部放射能汚染
廃棄物対策課

　イラクにおける経済・エネ
ルギー等に関する情報収集・
分析、二国間経済・ビジネス
関係強化、対イラク復興支援
等に関する業務

在イラク日本国大使館二等書
記官（併任）在ヨルダン日本
国大使館二等書記官

　原子力発電所の事故により
放出された放射性物質による
環境の汚染への対処に関する
業務。特に、廃棄物処理の推
進に係る企画・立案、調整等
に関する業務。

機械・エネルギー・プラント
プロジェクト本部プラント・
プロジェクト第一部中東グ
ループ（コーポレート本部人
事部付）

　石油精製並びに油脂・石油
化学製品の製造、販売、石
油、石炭、地熱その他鉱物資
源の調査、開発並びに採取、
農業薬品、農業用資材並びに
化学薬品製造、電子機能材料
の開発、製造など

　総合エンジニアリング事業

福島地方環境事務所放射能汚
染廃棄物対策第一課 東北支店都市環境営業室（都

市環境本部付）

　国内災害救護、医療事業、
血液事業など

ガス事業室ＬＮＧ事業課
（同）

北米局北米第二課

  総合商社

総務局組織推進部ユース・ボ
ランティア組織基盤強化対策
室主査（総務局人事部付）

　被災者の応急救助に関する
ことのうち、地方公共団体と
の連絡・調整に関すること、
義援金に関すること及び避難
住民等の救援に関すること

災害救助・救援支援専門職
(政策統括官(防災担当)付参
事官(被災者行政担当)付)

　米国及びカナダのエネル
ギー政策、エネルギー事情の
調査・研究及び日本企業の海
外展開推進、支援等に関する
業務

ＪＦＥエンジニアリング株式
会社
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
外務省 H28.5.1

～
829 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

　
厚生労働省 H28.5.1

～
830 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

　
農林水産省 株式会社伊藤園 H28.5.1

～
831 H30.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
経済産業省 H28.5.1

～
832 H30.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

生産局農産部地域作物課地域
作物第２班地域特産係長(併
任)生産局農産部園芸作物課
付

　イノベーション推進政策
（オープンイノベーションの
推進、研究開発型ベンチャー
の育成等支援、研究開発税制
など）の企画立案・執行に関
する業務

　主に持ち株会社としてのグ
ループ会社（傘下の半導体機
器、印刷関連機器、フラット
パネルディスプレイ機器事業
等を展開する会社群）の経営
管理業務等

株式会社大和総研ビジネス・
イノベーション

　地域特産農産物（いぐさ・
畳表）の生産・流通、消費の
増進等に関する業務

　茶葉（リーフ）・飲料（ド
リンク）の製造・販売

政策統括官付情報化担当参事
官室主査

　社会保障分野における情報
政策の企画・立案及び情報化
の推進に係る業務

　日ブルネイ間の人物・文化
交流事業、日本語普及事業等
の広報文化に関する業務の
他、ブルネイ経済、金融情勢
に関する情報収集・分析

　損害保険業

産業技術環境局技術振興・大
学連携推進課研究開発専門職
（併任）産業技術環境局技術
振興・大学連携推進課振興係
長

品質管理二部（人事部付）

株式会社ＳＣＲＥＥＮホール
ディングス

損害サービス業務部企画グ
ループ課長代理（公務第一部
副参事）

東京海上日動火災保険株式会
社在ブルネイ日本国大使館一等

書記官

開発管理室管理一課副主事
（同）

  システムコンサルティン
グ、システムインテグレー
ション

コンサルティング企画部課長
代理（コンサルティング企画
部付課長代理）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 三菱重工業株式会社 H28.5.1

～
833 H30.5.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 オリックス株式会社 H28.5.1

～
834 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 東日本旅客鉄道株式会社 H28.5.1

～
835 H30.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 京都信用金庫 H28.5.1

～
836 H30.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　クレジット取引等に関し、
取引健全化や消費者保護の観
点からの施策の企画立案、事
業者監督、法令の執行に関す
る業務
　内閣官房内閣サイバーセ
キュリティーセンターが保有
する情報の受領及びクレジッ
トカード会社等がサイバー攻
撃を受けた際の内閣官房への
情報共有等に関する業務

　環境技術における革新的技
術の調査・研究開発に関する
業務やエネルギー・環境イノ
ベーション戦略に係る業務等

近畿経済産業局地域経済部産
業技術課ものづくり基盤技術
専門官（併任）近畿経済産業
局地域経済部産業技術課もの
づくり産業支援室調査官

　電気設備の保安確保のため
の「技術基準」に関する企画
立案、技術調査、法令整備に
係る業務

産業技術環境局研究開発課エ
ネルギー・環境イノベーショ
ン戦略室技術係長

横浜支社横浜電力技術セン
ター電気技術主任（電気ネッ
トワーク部付）

商務情報政策局商取引監督課
消費者信用係長（併任）内閣
事務官（内閣官房内閣サイ
バーセキュリティーセン
ター）

法務・渉外部法務チーム（人
事部付）

　多角的金融サービス業

商務情報政策局電力安全課電
力技術基準係長

　旅客鉄道事業、貨物鉄道事
業、旅客自動車運送事業、旅
行業、電気通信事業、電気供
給事業、設備工事業等

　信用金庫法に基づく金融業
務

企業成長推進部代理（同）

　中小ものづくり高度化法に
基づく研究開発支援、優れた
ものづくり技術を有する中小
企業の発掘、販路開拓支援等
事業化までの支援等に関する
業務

　エネルギー・環境、機械・
設備システム、交通・輸送、
防衛・宇宙

エンジニアリング本部エンジ
ニアリング総括部基本計画部
化学プラント開発グループ主
任（同）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

任　　期

　
特許庁 朝日信用金庫 H28.5.1

～
837 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 綜合警備保障株式会社 H28.5.1

～
838 H30.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 H28.5.1

～
839 H30.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　協同組織金融業　中小企業知財金融促進事
業、中小企業等に対する各種
支援策に関する業務

　国土交通省が所掌する国の
危機管理に関する業務
・オリンピック、パラリン
ピック、サミット等に向けた
公共交通に係るテロ対策
・ミサイル発射、核実験、テ
ロ発生時等の非常対応　等

大臣官房危機管理官付主査
（併任）大臣官房危機管理室

人事部人事企画課係長（人事
部付）

　警備の請負とその保障業務

総務部普及支援課支援企画班
支援企画第二係長

湯島支店営業係（同）

品質保証部品質管理部第一品
質管理グループマネジャー
（同）

　ナビゲーションビジネス
(国内・海外ナビゲーション
事業等）、コンテンツビジネ
ス（国内地図データ販売、多
言語日本地図データ販売
等）、地図ソリューションビ
ジネス（個人・法人向けサー
ビス等）　他

インクリメント・ピー株式会
社

　地理空間情報の活用の推進
に係る企画立案・実施等に関
する事務

国土政策局国土情報課ＧＩＳ
第二係長（併任）政策統括官
付
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 水ｉｎｇ株式会社 H28.5.1

～
840 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

内閣官房①

国土交通省①

　
国土交通省 株式会社ジャムコ H28.5.1

～
841 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
観光庁 H28.5.1

～
842 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　観光産業を営む者の連携に
よる観光の振興に関する企
画・立案に係る業務

　損害保険業

　環境衛生施設、公害防止プ
ラント、発電施設の維持及び
管理、各種建設工事、水質・
大気等の検査・測定分析、自
然環境調査・解析評価、工業
廃水等各種汚水・汚染土壌収
集・運搬・処理、一般廃棄物
等の収集・運搬・処理、総合
リース、警備等

・新たな水資源政策に対応し
た法制・計画の体系整理・企
画立案
・流域毎の関係者が連携し
て、水循環に関する施策を推
進するための流域水循環協議
会の設置・運営支援、協議会
における流域水循環計画の策
定支援
・気候変動に伴う危機的な渇
水への対応検討
・水循環基本計画に基づく水
循環に関する施策の企画・立
案及び推進
・水循環白書（法定白書）の
策定に関する業務

水インフラ事業本部副参事
（同）

大阪金融公務部第二課（企画
開発部長席付課長代理）

観光産業課主査（観光産業課
民泊業務適正化指導室併任）

損害保険ジャパン日本興亜株
式会社

　航空機内装品の製造、航空
機機器の製造、航空機の整
備・改造等

水管理・国土保全局水資源部
水資源政策課長補佐（併任）
水資源計画課（併任）内閣官
房副長官補付（命）内閣官房
水循環政策本部事務局局員

航空局安全部運航安全課航空
事業安全監査室ＬＣＣ整備監
査第一係長（併任）航空局安
全部航空事業安全室

航空機整備カンパニー部品整
備工場技術グループ（航空機
整備カンパニー籍出向）

　航空機の整備に係る航空運
送事業及び航空機使用事業に
関する業務の監査に関する事
務
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
総務省 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 H28.5.23

～
843 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
金融庁 H28.6.1

～
844 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
厚生労働省 H28.6.1

～
845 H30.5.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 マツダ株式会社 H28.6.1

～
846 H30.5.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

監督局総務課課長補佐

・建設産業の国際展開支援事
業に関する企画立案、調整、
及び実施
・国際交渉への参加、成果の
普及・促進
・途上国政府に対するセミ
ナー実施等の国際協力　等
・我が国の建設企業が海外進
出しやすいビジネス環境の整
備や中堅・中小建設企業をは
じめとしたビジネス機会の創
出支援

　情報システムに関する企
画、設計、開発、管理等

保険局保険課課長補佐

　健康保険制度の企画及び立
案に関する業務並びに個人番
号制度導入に伴う関係者等と
の調整業務

　システムインテグレーショ
ン事業、ネットワークシステ
ムサービス事業等

ＩＴソリューション本部部品
調達/供給システムチーム
チーム長（ＩＴソリューショ
ン本部本部付主幹）

第二公共事業本部課長（シニ
ア・スペシャリスト）

新日鉄住金ソリューションズ
株式会社
金融ソリューション事業本部
コンサルティング統括セン
ター部（同）

情報流通行政局郵政行政部貯
金保険課保険管理係長

・簡易生命保険管理業務に関
する業務
・郵政事業のうち保険募集及
び所属保険会社等の事務の代
行に係るものに関する業務
・郵便局の活用による地域住
民の利便の増進に関する事務
のうち生命保険業の代理業務
に係るものに関する業務　等

　証券業

資金部資金課（人事部スタッ
フ）

　輸送用機械器具の製造及び
販売

　金融機関の経営の健全性を
判断するための基準に係る施
策の企画・立案及び推進に関
する業務

土地・建設産業局国際課長補
佐（併任）土地・建設産業局
国際課建設産業海外ビジネス
推進室建設産業海外ビジネス
推進官

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
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
環境省 H28.6.1

～
847 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
原子力規制庁 H28.6.1

～
848 H30.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

財務省 株式会社東京金融取引所 H28.6.13
～

849 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

公正取引委員会 株式会社ＮＴＴドコモ H28.7.1
～

850 H30.6.30
〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

経済取引局取引部企業取引課
企画第二係長

　環境ビジネス促進方策のた
めの基礎調査とそれに基づく
普及策の企画・立案及び情報
発信に関する業務

大臣官房政策金融課地震保険
監査官（併任）大臣官房政策
金融課課長補佐

長官官房放射線規制部門制度
係長 環境整備部環境技術課課員

（総務部付（係員級））

　放射線審議会のあり方、放
射線防護に係る安全研究の推
進、新知見の取り入れ等の検
討

　アイソトープ・放射線の利
用技術・安全管理に関する研
究連絡及び知識・技術の普及
活動
　アイソトープ・放射性医薬
品の供給及びアイソトープ廃
棄物の集荷・処理

損害保険ジャパン日本興亜株
式会社
関西第一業務部特命課長（Ｃ
ＳＲ室長席付特命課長）

経営企画部担当社員（法務部
担当社員）

・独占禁止法第２条第９項第
６号ホに係る不公正な取引方
法の指定に関すること。
・独占禁止法第２条第９項第
５号及び第６号ホに係る不公
正な取引方法に関する指針の
作成に関すること。
・下請法に関する指針の作成
及び解釈の統一に関するこ
と。
・課内の所掌事務に係る都道
府県との連絡調整に関するこ
と。

大臣官房環境経済課課長補佐
（環境ビジネス担当）

　株式会社日本政策金融公庫
等政策金融に関する総合的又
は基本的な政策の企画及び立
案等に関すること

　損害保険業

経営企画室主任（総務部総
務・人事室付）

公益社団法人日本アイソトー
プ協会

　通信事業、スマートライフ
事業、その他事業

　金融商品市場の開設・提供
等

 - 219 -



平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

金融庁 株式会社東京金融取引所 H28.7.1
～

851 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑥

総務省 30.7.20 H28.7.1
～

852 H30.7.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

②

外務省 株式会社ＩＨＩ H28.7.1
～

853 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

財務省 株式会社大和総研 H28.7.1
～

854 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑤

在エチオピア日本国大使館一
等書記官

・総務省における情報セキュ
リティ対策に係る国際関係業
務
・情報セキュリティ基準の調
査検討
・情報セキュリティに係る普
及啓発　等を担当

証券取引等監視委員会事務局
証券検査官（証券会社等モニ
タリング第２チーム）

　証券検査業務

株式会社ＩＨＩインフラシス
テム（橋梁技術部管理課）に
出向中（社会基盤セクター事
業統括部企画管理グループ）

清算決済部清算決済グループ
長代理（総務部総務・人事室
付）

情報流通行政局サイバーセ
キュリティ課課長補佐

参事官補佐（サイバーセキュ
リティ統括官付参事官付） グローバル事業本部ビジネス

サポート部企画部事業企画担
当シニアグレード３（グルー
プ経営企画本部経営企画統括
部企画調整担当シニア・スペ
シャリスト）

エコノミック・インテリジェ
ンス・チーム課長代理（エコ
ノミック・インテリジェン
ス・チーム付課長代理）

　エチオピア経済情勢の情報
収集・分析、二国間経済関係
及び日エチオピア双方の企業
支援等に関する業務

　航空機エンジン、発電用ボ
イラ、ＬＮＧタンク、ターボ
チャージャ等の製造

主計局調査課調査第六係長

　財政計画及び国の財政事情
の分析並びにこれらに関連す
る事項についての調査及び資
料の収集整理に関すること

　金融商品市場の開設・提供
等

　経済・社会に関する調査・
研究、提言及びコンサルティ
ング、システムインテグレー
ション

株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ

　システムインテグレーショ
ン事業、ネットワークシステ
ムサービス事業等
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

財務省 日本生命保険相互会社 H28.7.1
～

855 H30.6.30
〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑤

財務省 日本相互証券株式会社 H28.7.1
～

856 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

財務省 野村證券株式会社 H28.7.1
～

857 H30.6.30
〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑧

厚生労働省 株式会社協和企画 H28.7.1
～

858 H31.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

厚生労働省 三井住友信託銀行株式会社 H28.7.1
～

859 H30.6.30
〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

理財局国債企画課国債政策情
報室海外投資家係長

　海外投資家に対する国債の
投資情報の提供に関する企
画、立案及び実施並びに国債
に関する海外投資家の需要動
向等の調査に関すること

マーケティング戦略室マーケ
ティング戦略担当（コーポ
レート局業務担当）

社会・援護局福祉基盤課福祉
人材確保対策室主査

人事部人材開発室課長補佐
（人材開発室）

  信託銀行業　社会福祉に関する事業の業
務に必要な知識及び技術を有
する人材の確保などに関する
企画及び立案並びに調整に関
すること

  生命保険業

健康局結核感染症課新型イン
フルエンザ対策推進室主査
（併任）健康局結核感染症課

　国債に係る金利スワップ取
引及び国債流通市場の分析等
を担当

横浜駅西口支店財務相談室主
任（年金企画部付）

理財局国債業務課市場分析官
（併任）理財局国債企画課

  証券業

理財局国債業務課調査主任
（流通市場係）

金融市場マーケティング部課
長代理（本社勤務）

　国債市場等の動向分析及び
国債発行、流通市場で生起す
る様々な事態の予想等の業務
を担当

  証券業

短期国債トレーディング部利
付国債課課長代理（経営企画
部人事課付）

・新型インフルエンザ対策に
係る情報収集・分析、広報施
策に関する企画・立案業務
・感染症全般（新型インフル
エンザを除く）における広報
戦略の推進、広報施策に関す
る企画・立案業務

　医療専門の総合広告業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

厚生労働省 明治安田生命保険相互会社 H28.7.1
～

860 H30.6.30
〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

経済産業省 H28.7.1
～

861 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

経済産業省 株式会社東京証券取引所 H28.7.1
～

862 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

経済産業省 株式会社荘内銀行 H28.7.1
～

863 H30.6.30
〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　インベストメント・チェー
ンのあり方に関する調査・分
析をはじめとする産業金融に
関する調査、分析及び政策の
企画立案に関する業務

経済産業政策局産業資金課調
査係長（併任）経済産業政策
局企業行動課企業会計室付

東北経済産業局産業部経営支
援課経営力向上計画係長

　マクロ経済動向（ＧＤＰ、
消費、設備投資や貿易等の動
向）及び経済政策に関する調
査・分析業務

　公的年金制度の総合的な企
画・立案等。また、局内外の
関係者との調整、審議会等の
資料作成、審議会委員等への
事前説明、国会対応等の業
務。

経済産業政策局調査課分析一
係長

　銀行業

　生命保険業

長井支店得意先課課長代理
（人事部付）

１．中小企業の経営力向上に
関すること。
２．中小企業等経営強化法の
施行に関すること（経営力向
上に関することに限る。）。

年金局総務課課長補佐

日本取引所自主規制法人上場
審査部出向（総合管理室（人
事担当）付）

特別勘定運用部特別勘定運用
Ｇ（主任スタッフ）

　取引所金融商品市場の開設

  システムコンサルティン
グ、システムインテグレー
ション

株式会社大和総研ビジネス・
イノベーション
企業システム開発第三部上席
課長代理（コンサルティング
企画部付上席課長代理）

 - 222 -



平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

資源エネルギー庁 株式会社ＩＨＩ H28.7.1
～

864 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

中小企業庁 株式会社三井住友銀行 H28.7.1
～

865 H30.9.30
〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

国土交通省 アットホーム株式会社 H28.7.1
～

866 H30.6.30
〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

国土交通省 株式会社ＬＩＸＩＬグループ H28.7.1
～

867 H30.9.30
〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

国土交通省 株式会社新生銀行 H28.7.1
～

868 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

・中小企業金融の実態把握及
び中小企業金融の高度化に係
る調査に関すること
・中小企業金融の国際化に関
すること

長官官房国際課国際資源エネ
ルギー専門官

エネルギー・プラントセク
ターボイラプラント事業部営
業部海外営業グループ主査
（同）

  東南アジア地域を中心に、
二国間及び多国間の枠組みを
活用しつつ、資源・エネル
ギーの安定供給確保、エネル
ギー産業の国際展開等を推進
する。

　航空機エンジン、発電用ボ
イラ、ＬＮＧタンク、ターボ
チャージャ等の製造

土地・建設産業局不動産業課
長補佐

　都市再生特別措置法に基づ
く民間都市再生事業計画の認
定に係る事務（特に事業計
画、収支計画の審査等）、民
都機構のメザニン支援業務に
係る財務省への予算要求、執
行等に係る事務、民間都市開
発推進機構の指導・監督等に
係る事務　等

　銀行業

ヘルスケアファイナンス部部
長代理（法人企画部部長代
理）

　銀行業

大宮営業所所長（業務推進部
専任職）

土地・建設産業局不動産業課
流通市場活性化係長

渉外部主任（同）

  住生活関連事業・都市環境
関連事業を営む会社の持株事
業

事業環境部金融課調査・国際
係長

　不動産情報サービス業

都市局まちづくり推進課都市
開発金融支援室民間都市再生
係長

　中古住宅を中心とする不動
産流通市場の活性化に係る環
境整備に関する事務

　中古住宅を中心とする不動
産流通市場の活性化に係る環
境整備に関する事務

エリア企業部部員（エリア企
業部（出向））
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

国土交通省 三井住友信託銀行株式会社 H28.7.1
道路局総務課企画係長 高松支店主務（人事部付） ～

869 〔職務内容〕 〔事業内容〕 H30.6.30

⑥

国土交通省 西日本鉄道株式会社 H28.7.1
～

870 H30.6.30
〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

国土交通省 清水建設株式会社 H28.7.1
～

871 H30.3.31
〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

観光庁 30.4.1 日本空港ビルデング株式会社 H28.7.1
～

872 H30.6.30

〔職務内容〕 （職務内容） 〔事業内容〕
　同左

③

観光庁 30.1.1 株式会社秋田銀行 H28.7.1
～

873 H30.6.30

〔職務内容〕 （職務内容） 〔事業内容〕
　同左 　銀行業

①

航空局航空ネットワーク部国
際航空課条約係長

観光地域振興部観光地域振興
課主査（併任）観光地域振興
部ＤＭＯ支援室

　地域の振興に資する観光の
振興に関する企画業務

　事業評価のとりまとめ、事
業効果の広報の企画・立案、
埋蔵文化財発掘調査等の調整

近畿地方整備局豊岡河川国道
事務所調査第二課調査係長

国際線事業部国際線施設課
（管理本部総務・人事部）

観光地域振興部観光地域振興
課主査

大町支店主任（営業本部地域
サポート部調査役）

　総合建設業

　国際航空施策に係る業務全
般、並びに各航空会社の財務
業績分析及び研究に関する業
務

　観光立国を総合的かつ計画
的に推進するための海外プロ
モーション事業の企画・立
案・実施業務を担当する

・政府の成長戦略、経済対策
等に関する省内及び局内調整
・コンセッション等の道路事
業のPPP/PFIの推進に係る企
画・調査・調整
・道の駅等の地域活性化に関
する施策の企画・調査・調整

　信託銀行業

　鉄道及び自動車による運送
事業、海上運送事業、利用運
送事業、航空運送、代理店業
等

国際観光課外客誘致室主査
（国際観光課アジア市場推進
室併任）

まちづくり・交通企画部（東
京事務所）

国際観光課アジア市場推進室
アジア第五係長

  旅客ターミナルビル等の建
設・管理運営

関西支店土木部（人事部付）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

農林水産省 マルハニチロ株式会社 H28.7.15
～

874 H31.3.31
〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

経済産業省 川崎信用金庫 H28.7.16
～

875 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　信用金庫業

②

総務省 大日本印刷株式会社 H28.7.21
～

876 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

経済産業省 旭硝子株式会社 H28.7.21
～

877 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

・国際電気通信連合、アジ
ア・太平洋電気通信標準化機
関などとの連絡・調整
・民間フォーラム等における
標準化活動の支援　等

　食品流通部門の構造改善の
促進、食品流通部門に係る金
融上の措置、中心市街地の活
性化に関すること

情報イノベーション事業部Ｃ
＆Ｉセンターマーケティン
グ・決済プラットフォーム本
部モバイルサービス部第２グ
ループ（情報イノベーション
事業部）

国際戦略局通信規格課専門職

　漁業、養殖、水産物の輸出
入、加工、販売等

食料産業局食品流通課課長補
佐（流通構造改善班担当）

関東経済産業局地域経済部産
業技術課工業所有権活用専門
官（併任）地域経済部産業技
術課特許室

　工業所有権及びこれに類す
るものの保護及び利用に関す
ること

産業技術環境局基準認証政策
課工業標準専門職（併任）産
業技術環境局基準認証政策課
国際協力係長（併任）産業技
術環境局基準認証政策課基準
認証経済連携室付

　アジア諸国等を中心に、国
際標準化、基準認証制度を活
用した政策立案、国際会議対
応等

技術本部生産技術部基盤技術
グループ制御システムチーム
（技術本部生産技術部）

　総合印刷業

人事部付課長役（同）

　各種ガラス等の製造及び販
売

業務部調整役（同）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

金融庁 30.7.17 野村證券株式会社 H28.8.1
～

878 H30.7.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

①

金融庁 30.7.17 アクセンチュア株式会社 H28.8.1
～

879 H30.7.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

①

総務省 ソニー株式会社 H28.8.1
～

880 H30.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

総合政策局秘書課課長補佐
（併任）総合政策局総合政策
課サイバーセキュリティ対策
企画調整室室付（併任）総合
政策局リスク分析総括課課付

国際戦略局技術政策課イノ
ベーション推進官

コネクティビティ技術開発
部･ブロードキャスト技術1課
（同）

金融サービス本部アクセン
チュアファイナンス＆リスク
サービスコンサルタント
（同）

①証券会社等に関する財務
データ・リスク情報の分析
②証券会社等のリスク管理手
法・リスク管理態勢の分析
③上記を踏まえた検査・監督
の支援等

　総合コンサルティング業

検査局総務課金融証券検査官
（併任）監督局総務課課付
（併任）監督局銀行第一課課
付（併任）監督局証券課証券
モニタリング分析官（併任）
証券取引等監視委員会事務局
証券検査官

　情報通信分野の技術革新を
促進するための以下の業務
・研究開発の企画・立案及び
プロジェクトの推進・評価に
関する業務
・研究開発成果の社会への展
開に関する業務
等

　電子・電気機械器具の製
造、販売等

監督局金融証券検査官（併
任）監督局証券課課付（併
任）証券取引等監視委員会事
務局証券検査官

・金融庁における情報セキュ
リティ対策強化に係る業務
（研修の実施等）
・金融庁LANシステム更新に
係る業務（特に情報セキュリ
ティ対策）
・金融分野に係るサイバーセ
キュリティに関する議論
・Fintechの今後の在り方に
関する議論への参画

総務企画局総務課課長補佐
（併任）総務企画局政策課サ
イバーセキュリティ対策企画
調整室室付

野村ホールディングス株式会
社(IT統括部）出向基幹職
（本社勤務）

　証券業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

財務省 みずほ証券株式会社 H28.8.1
～

881 H30.7.31
〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

財務省 第一生命保険株式会社 H28.8.1
～

882 H30.7.31
〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 古河電気工業株式会社 H28.8.1

～
883 H31.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 30.7.25 H28.8.1

～
884 H30.7.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

②

　
経済産業省 株式会社日立製作所 H28.8.1

～
885 H30.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　外国の外国為替並びに国際
通貨制度及びその安定に係る
地域協力に関する調査及び研
究に関すること

　産業革新機構及び地域経済
活性化支援機構の適切な運営
の支援等及び産業革新やベン
チャー支援に関する調査及び
企画立案に関する業務

　インフラ輸出を促進する観
点からのフィージビリティ・
スタディの実施や、円借款及
びJICA海外投融資の手続に関
する業務

経済産業政策局産業再生課産
業革新調整・予算係長

東京センチュリーリース株式
会社
営業統括部企画グループ担当
課長（人事部担当課長）

国際局調査課調査第一係長 コーポレートソリューション
部（人事グループ付）

　証券業

　非鉄金属製造業

　生命保険業

国際局地域協力課調査係長

　外国為替並びに国際通貨制
度及びその安定に関する政策
の基礎となる事項の調査及び
研究等に関すること

貿易経済協力局通商金融課資
金協力室調査係長

大臣官房情報システム厚生課
電子計算機専門職

　経済産業省の情報化を図る
ためＷｅｂシステムや電子申
請システム等の情報システム
に関する企画、立案、開発、
運用に関する事務の総括

  電気機械器具の製造及び販
売、通信並びに電子機械器具
の製造及び販売

古河インフォメーションテク
ノロジー株式会社標準推進統
括部品質保証部標準推進課
（情報システム部）

人事部アシスタントマネ
ジャー（関連事業部付）

鉄道ビジネスユニット営業統
括本部海外交通営業本部ビジ
ネス開発推進部リージョナル
セールスグループ主任（同）

経済産業政策局産業創造課産
業革新調整・予算係長

  賃貸事業、割賦販売事業、
営業貸付事業、その他の事業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 株式会社三井住友銀行 H28.8.1

～
886 H30.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 株式会社大垣共立銀行 H28.8.1

～
887 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 株式会社愛知銀行 H28.8.1

～
888 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 30.4.1 日本電信電話株式会社 H28.8.1

～
889 H30.9.30

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

①

中部経済産業局地域経済部次
世代産業課産業総括係

中部経済産業局産業部製造産
業課ファインセラミックス専
門職（併任）中部経済産業局
産業部製造産業課自動車関連
産業室技術係長

　ＮＴＴ東西の株式保有、電
気通信技術に関する研究等

商務情報政策局ヘルスケア産
業課国際係長（併任）商務情
報政策局ヘルスケア産業課国
際展開推進室付

　日本の医療・介護分野の機
器・サービスの国際展開の推
進等に関する業務

　銀行業

ストラクチャードファイナン
ス営業部部長代理補（同）

　次世代産業である航空機分
野、ヘルスケア分野、情報分
野の企業間の連携支援や企業
育成を図る業務

　銀行業

国土政策局国土情報課ＧＩＳ
第一係長（併任）政策統括官
付

中津川支店法人渉外係担当
（人事部付）

　地理空間情報の活用の推進
に係る企画立案・実施等に関
する事務

国土政策局国土情報課調整係
長（併任）政策統括官付

・ファインセラミックスに関
する専門的な事務を処理する
こと。
・製造産業課所掌事務のうち
自動車産業及び自動車関連産
業に関する事務に関する技術
の向上に関すること。

支店部営推企画課（人事部
付）

　銀行業

研究企画部門担当課長（プロ
デュース担当）（同）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

任　　期

　
経済産業省 京セラ株式会社 H28.8.19

～
890 H30.8.18

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
金融庁 30.7.17 H28.9.1

～
891 H31.8.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

30.9.1

〔職務内容〕

①

　
金融庁 綜合警備保障株式会社 H28.9.1

～
892 H30.8.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

産業技術環境局国際電気標準
課長補佐（電子担当）

　ファインセラミック部品、
電子デバイス、ソーラーエネ
ルギーを利用した機器、通信
機器、情報機器などの製造、
販売並びに研究

　電気・電子・情報分野にお
ける国際標準化等に関する調
査等の業務

研究開発本部システム研究開
発統括部インフォメーション
システム研究開発部第３開発
部第２開発課（総務人事本部
人事部労務課）

証券取引等監視委員会事務局
証券検査官（証券検査課）

開発企画部情報セキュリティ
サービス推進室（開発企画部
付）

　金融商品取引業者等に対す
る検査業務（主にシステムリ
スクに関する検査）

　警備の請負とその保障業務

・金融庁が所有する業務支援
統合システムの開発・運用に
関する業務
・Fintechの今後の在り方に
関する企画・立案に係る業務
・市場課が所管している店頭
デリバティブ取引情報報告・
蓄積システムの更改に関する
業務支援及び金融商品取引所
等の監督（金融商品取引所等
が運営するシステムに関する
部分に限る。）に関する業務
支援

・金融庁が所有する業務支援
統合システムの開発・運用に
関する業務
・Fintechの今後の在り方に
関する企画・立案に係る業務

ＮＥＣソリューションイノ
ベータ株式会社総務企画局総務課課長補佐

（併任）総務企画局政策課課
付

第三金融ソリューション事業
部上級プロフェッショナル
（同）

総合政策局秘書課課長補佐
（併任）総合政策局総合政策
課課付

総合政策局秘書課課長補佐
（併任）総合政策局総合政策
課課付（併任）企画市場局市
場課課付

　システムインテグレーショ
ン事業、サービス事業、基盤
ソフトウェア開発事業、機器
販売
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
総務省 株式会社ユアテック H28.9.1

～
893 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
財務省 株式会社三菱総合研究所 H28.9.1

～
894 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
資源エネルギー庁 H28.9.1

～
895 H30.8.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 三菱地所・サイモン株式会社 H28.9.1

～
896 H30.8.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 京浜急行電鉄株式会社 H28.9.5

～
897 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　建設業（電気工事、電気通
信工事、土木工事、建築工
事、管工事など）

国際局地域協力課協力第二係
長

社会ＩＣＴ事業本部地域・公
共ＩＣＴグループ（研究員）

航空局航空ネットワーク部航
空ネットワーク企画課空港経
営改革推進室専門官

　外国為替並びに国際通貨制
度及びその安定に関する東南
アジア地域に関する地域協力
に関する企画及び立案等に関
すること

　シンクタンク・コンサル
ティングサービス、ＩＴサー
ビス

　居住環境の良好な住宅地の
供給に関する事業等の企画及
び立案並びに指導　等

　交通事業、不動産事業、レ
ジャー・サービス事業、流通
事業　等

経営企画部副部長（総務人事
部）

都市局市街地整備課宅地整備
係長

鉄道本部鉄道統括部事業統括
課課長補佐（人事部課長補
佐）

　空港経営改革に係る政策の
企画・立案及び調査業務

　日本国内におけるプレミア
ム・アウトレットの開発・所
有・運営

東北総合通信局情報通信部情
報通信振興課主任

情報通信本部情報通信部係長
（同）

ソーラービジネス本部システ
ムエンジニアリング部発電担
当（ソーラービジネス本部ビ
ジネス企画部）

　需要家側に設置されるエネ
ルギー設備等の制御によるエ
ネルギー需給の管理に関する
政策に関する業務

　建築物・電力設備のコンサ
ルティング、企画、設計、保
守、維持管理　等

株式会社ＮＴＴファシリ
ティーズ省エネルギー・新エネルギー

部新エネルギーシステム課需
給管理係長（併任）省エネル
ギー・新エネルギー部政策課
熱電併給推進室付

  地方公共団体の地域情報化
支援・ブロードバンドの整備
支援業務・情報通信基盤災害
復旧事業・被災地域情報化推
進事業による被災自治体への
支援業務
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
外務省 H28.9.15

～
898 H30.9.14

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
総務省 30.7.20 スカパーＪＳＡＴ株式会社 H28.10.1

～
899 H30.9.30

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

③

・総務省における情報セキュ
リティ対策に係る国際関係業
務
 ・情報セキュリティ基準の
調査検討
 ・情報セキュリティに係る
普及啓発　等を担当

技術運用部門衛星技術本部
サービス運用部回線運用チー
ム所属（経営管理部門経営戦
略本部人事部付）

情報流通行政局サイバーセ
キュリティ課主査

主査（サイバーセキュリティ
統括官付参事官付）

プラント営業統括本部営業第
３本部部員（経営管理本部人
事部付）

　イランにおける経済・金
融・エネルギー等に関する情
報収集・分析、日系企業等の
支援

　総合プラントエンジニアリ
ング業

東洋エンジニアリング株式会
社在イラン日本国大使館二等書

記官

　有料多チャンネル事業及び
衛星通信事業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

任　　期

　
厚生労働省 30.4.1 日本通運株式会社 H28.10.1

～
900 H30.9.30

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ④

　
経済産業省 株式会社ＮＴＴドコモ H28.10.1

～
901 H30.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　通信事業、スマートライフ
事業、その他事業

商務情報政策局情報経済課企
画四係長

　ＩｏＴ／ＡＩ／ＢＤを活用
した先進事例の開拓・育成に
関すること。
　ブロックチェーン等次世代
技術の評価・分析に関するこ
と。
　スマートコミュニティの国
内外への展開に関すること。
　その他情報経済課の政策の
企画立案に関すること。

メディカルＩＣＴ推進室（Ｉ
ｏＴビジネス部）

ＮＩＴＴＳＵグループユニ
バーシティ（総務・労働部）

・改正次世代育成支援対策推
進法に係る施行業務の取りま
とめ。
・労働政策審議会雇用均等分
科会等、各種会議の資料作
成、国会答弁作成。
・（併任）省内関係局で構成
する治療と仕事の両立支援室
において、不妊治療と仕事の
両立支援に関する業務実施の
ための資料作成、関係者との
打合せ及び施策への反映。

　自動車輸送、鉄道利用輸
送、海上輸送、船舶利用輸
送、航空利用輸送、倉庫、旅
行、通関、重量品・プラント
輸送・建設、特殊輸送、情報
処理解析等の物流事業全般

雇用環境・均等局職業生活両
立課働き方・休み方改善係長
（併任）労働基準局安全衛生
部労働衛生課治療と仕事の両
立支援室

雇用環境・均等局職業生活両
立課職場復帰・再就職支援係
長（併任）労働基準局安全衛
生部労働衛生課治療と仕事の
両立支援室

・労働時間等見直しガイドラ
イン（労働時間等設定改善指
針）の周知に関すること。
・働き方改革・夏の生活スタ
イル変革（ゆう活）の推進に
関すること。
・時季を捉えた年次有給休暇
取得促進の活用及び周知に関
すること。
・地域の特性を活かした休暇
取得促進のための環境整備事
業に関すること。
・働き方・休み方改善ポータ
ルサイトの活用及び周知に関
すること。
・特に配慮を必要とする労働
者に対する休暇制度の周知に
関すること。
・（併任）省内関係局で構成
する治療と仕事の両立支援室
において、不妊治療と仕事の
両立支援に関する業務実施の
ための資料作成、関係者との
打合せ及び施策への反映。
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 株式会社群馬銀行 H28.10.1

～
902 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
経済産業省 株式会社八千代銀行 H28.10.1

～
903 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 浜松信用金庫 H28.10.1

～
904 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　信用金庫業務（浜松市、磐
田市等静岡県西部地域を営業
エリアとし、預金、貸出、有
価証券投資等の業務や事業者
ニーズに応じた海外ビジネス
支援等を実施）

　中小企業等によるヘルスケ
ア産業分野への展開又は当該
分野での高度化を図り、競争
力を強化するため、課題や
ニーズの発掘を目的としたセ
ミナーの開催や医療機器メー
カーとものづくり企業との商
談会の実施、また医学系学会
との連携による医師と企業と
の出会いのきっかけづくり等
の幅広い支援を推進する。

　中小企業ものづくり高度化
法に基づく「特定研究開発等
計画」の認定、及びその計画
認定を受けた中小企業者等が
産学官等で連携（共同体）
し、ものづくり基盤技術の高
度化に資する研究開発、試作
開発及び販路開拓等に対する
戦略的基盤技術高度化支援事
業の執行業務。採択から生
産、事業終了後のフォロー
アップまで実施。

前橋東支店（人事部付休職）関東経済産業局地域経済部次
世代産業課ヘルスケア産業室
ヘルスケア産業第二係長

関東経済産業局産業部製造産
業課ものづくり基盤技術専門
官

関東経済産業局産業部中小企
業課課長補佐

地域活性課係長（係長）

　銀行業（渋谷、新宿、町
田、相模原エリアを中心に狭
域高密度、地域密着型の金融
サービス業務を実施。）

本店営業部営業係（人事部所
属）

　平成２８年７月に施行され
た中小企業等経営強化法にお
ける制度の周知を行い、中小
企業等の人材育成や設備投資
などによる経営力の向上を支
援する。同法に基づく「経営
力向上計画」の認定業務も実
施する。

　銀行業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 原燃輸送株式会社 H28.10.1

～
905 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 30.7.1 株式会社北海道銀行 H28.10.1

～
906 H30.9.30

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

②

　
国土交通省 山九株式会社 H28.10.1

～
907 H30.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

④

　
国土交通省 株式会社日立製作所 H28.10.1

～
908 H30.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑧

　電気機械器具の製造及び販
売、通信並びに電子機械器具
の製造及び販売

大臣官房運輸安全監理官付主
査（併任）大臣官房参事官付

輸送部（設備・輸送グルー
プ）アシスタントマネー
ジャー（同）

①事業者向けの放射性物質輸
送講習会に係るとりまとめ業
務
②放射性物質の輸送に係る各
省間及び省内における連絡調
整業務
③原子力防災関連の業務計
画、マニュアル等の改正とり
まとめ調整

・放射性物質等の陸上・海上
輸送並びにこれらに関する貨
物運送取扱事業等

総合政策局官民連携政策課企
画第二係長

南一条支店主任（本部付主
任）

　国・都道府県・市町村の公
共設備・施設等の整備・運営
事業に関する官民連携につい
ての企画・推進・支援業務

　普通銀行業務（地方銀行）

総合政策局国際政策課国際市
場整備推進官（併任）国際統
括室

　社会資本整備分野における
我が国事業者の海外展開支援
策に関する企画及び立案並び
に外国の行政機関等との調整
に関する事務

総合政策局物流政策課物流施
設企画係長

ロジスティクス・ソリュー
ション事業本部企画部システ
ム開発グループマネージャー
（ロジスティクス・ソリュー
ション事業本部企画部付）

　物流サービス、機工サービ
ス及び工場構内サービス　他

社会イノベーション事業推進
本部グローバル事業推進本部
国際プラットフォーム部部長
代理（社会イノベーション事
業推進本部グローバル事業推
進本部国際プラットフォーム
部付）

　物流施設の整備促進に資す
る支援制度並びに我が国の産
業競争力強化に向けた国際海
上物流システムの改善等に資
する企画・立案、これらに係
る関係省庁等との連絡調整、
取りまとめ等

総合政策局社会資本整備政策
課官民連携政策係長
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

任　　期

　
国土交通省 30.7.1 森ビル株式会社 H28.10.1

～
909 H30.9.30

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

①

　
国土交通省 東京建物株式会社 H28.10.1

～
910 H30.12.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 30.4.1 株式会社竹中工務店 H28.10.1

～
911 H30.9.30

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 株式会社東邦銀行 H28.10.1

～
912 H30.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

総合政策局参事官（社会資本
整備）付社会資本整備調整係
長

経営企画部（都市政策企画室
付）

・社会資本の老朽化対策の推
進に係る業務
・戦略的な社会資本整備の推
進業務

　総合ディベロッパー
都市再開発事業、不動産賃
貸・管理事業、文化・芸術・
タウンマネジメント事業

土地・建設産業局企画課政策
第一係長

ビルマネジメント第二部新宿
営業所主任（企画部詰）

　都市政策全体についての総
合的な企画・立案。
　特に、民間活力を活かした
まちづくりについての政策立
案業務。

　金融業（地方銀行）

　総合不動産業　人口減少・高齢化の進行等
が土地利用に与える影響の分
析及び効果的な方策の検討な
ど、土地に関する総合的かつ
基本的な政策の企画、立案、
推進に関する事務及び土地白
書の作成にあたっての土地利
用、土地取引、不動産市場等
の動向の調査・分析に関する
事務を担当。

北関東営業グループ（東京本
店営業部（社長室付）

　耐震環境不動産形成促進事
業に関すること。
　改正不動産特定共同事業法
の不動産流通税の特例措置に
関すること。

　建築工事及び土木工事に関
する請負、設計及び監理

土地・建設産業局不動産市場
整備課不動産投資市場整備室
不動産再生係長

都市局都市政策課都市再構築
政策室課長補佐

飯坂支店調査役（総務部付調
査役）

　耐震環境不動産形成促進事
業に関すること。
　改正不動産特定共同事業法
の不動産流通税の特例措置に
関すること。
　改正不動産特定共同事業法
に基づく小規模不動産特定共
同事業等に係る制度の普及・
啓発に関すること。
　観光・まちづくり部局との
連絡調整等。

土地・建設産業局不動産市場
整備課不動産投資市場整備室
地域不動産投資促進係長

総合政策局社会資本整備政策
課社会資本整備調整係長
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 パナソニック株式会社 H28.10.1

～
913 H30.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 大和ハウス工業株式会社 H28.10.1

～
914 H30.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ②

　
国土交通省 ポラス株式会社 H28.10.1

～
915 H30.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 株式会社日立製作所 H28.10.1

～
916 H30.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑨

　電気機械器具の製造及び販
売、通信並びに電子機械器具
の製造及び販売

　建築基準法中の昇降機等及
び遊戯施設に係る基準の制定
及び運用、技術開発及び調査
に関すること

東京本社住宅事業推進部スカ
イエ改善プロジェクト室（人
事部付）

　宅地の供給等に関する調査
等の企画、立案、資料作成等
に関すること

　建築事業、都市開発事業、
その他（海外事業、環境エネ
ルギー事業、農業事業等）

住宅局住宅生産課既存住宅検
査・評価係長

経営企画部秘書室主任（同）

　既存住宅の検査・評価技術
開発、既存住宅に係る住宅性
能表示制度の基準見直し等

　ポラスグループの経営戦略
並びに統括運営業務

住宅局建築指導課動力係長 株式会社日立ビルシステム水
戸生産本部リニューアル設計
部エスカレーター　設計グ
ループ技師（出向中）（グ
ローバル昇降機事業部グロー
バル開発本部エスカレーター
開発部技師）

住宅局住宅総合整備課住環境
整備室宅地企画係長

住宅局住宅総合整備課長補佐

　危険老朽空き家の適正な除
却・転用に関する枠組みの構
築に関する業務

　部品から家庭用電子機器、
電化製品、ＦＡ機器、情報通
信機器、及び住宅関連機器等
に至るまでの生産、販売、
サービスを行う総合エレクト
ロニクスメーカー

パナソニックＥＳテクノスト
ラクチャー株式会社　ビル
ダーサポートグループエリア
営業部中部地区部長（出向
中）（エコソリューションズ
社ハウジングシステム事業部
事業部長付主幹）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 株式会社アール・アイ・エー H28.10.1

～
917 H30.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 南海電気鉄道株式会社 H28.10.1

～
918 H30.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
国土交通省 H28.10.1

～
919 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
国土交通省 丸紅エアロスペース株式会社 H28.10.1

～
920 H30.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

　②

　
国土交通省 全日本空輸株式会社 H28.10.1

～
921 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑩

住宅局市街地建築課マンショ
ン政策室技術係長

設計１部主任（総務部付主
任）

　建築設計  耐震性不足の老朽マンショ
ンの再生に係る技術的ガイド
ラインの策定、普及、相談体
制の整備等に関する業務

鉄道局施設課環境対策室環境
対策係長

工務部工務課課員（工務部長
付）

  鉄道等の環境対策に関する
業務

　鉄道事業、開発関連及び付
帯事業、開発事業、流通事
業、土地建物賃貸事業、遊園
事業

総務部総務・秘書ユニットア
ソシエイト（同）

　グループ経営戦略策定・管
理及びそれに付随する業務

  自動車の使用における情報
化の推進に関する基本的な政
策の企画及び立案を担当

　航空機技術審査センターに
おける主幹設計審査官業務。
開発中である国産ジェット旅
客機（MRJ）設計の安全基
準・環境基準への適合証明
（型式証明）に関わる事務。

ＳＧホールディングス株式会
社自動車局自動車情報課情報企

画係長

・諸外国におけるＬＣＣ、ビ
ジネスジェットの実態調査
・ＬＣＣの振興に係る企画・
立案・各種調整
・ビジネスジェットの振興に
係る企画・立案・各種調整

航空局総務課政策企画調査室
調査第二係長

第一営業本部官需航空機ビジ
ネスユニット課長代理（第二
営業本部長付）

　航空機の販売、内燃機関・
航空機搭載機器の販売等

バニラ・エア株式会社出向中
（人財戦略室人事部付）

航空局安全部航空機安全課主
幹設計審査官（併任）航空局
安全部航空機安全課航空機技
術審査センター員

　定期航空運送事業、不定期
航空運送事業、航空機使用事
業、その他附帯事業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 全日本空輸株式会社 H28.10.1

～
922 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑪

　
海上保安庁 朝日航洋株式会社 H28.10.1

～
923 H31.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
原子力規制庁 H28.10.1

～
924 人事部付マネージャー（同） H30.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
外務省 株式会社三井住友銀行 H28.10.15

～
925 H31.11.11

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

航空局交通管制部交通管制企
画課企画調整係長

　定期航空運送事業、不定期
航空運送事業、航空機使用事
業、その他附帯事業

空間情報事業本部東京空情支
社技術センター計測技術部計
測グループ（空間情報事業本
部事業企画部付）

オペレーションマネジメント
センターオペレーションマネ
ジメント部ラインサポート
チーム（人事部付）

　航空事業、空間情報事業等

長官官房総務課情報システム
専門職（併任）長官官房サイ
バーセキュリティ対策チーム
員

　首都圏空港の新経路・新飛
行方式の導入に向けた詳細検
討及び技術的検証、首都圏空
港の処理能力向上等に資する
調査、新経路・新飛行方式の
導入に係る関係自治体等関係
者との調整、将来の技術進展
に対応した飛行方式等の情報
収集・調査等に係る業務。

　海上保安庁が実施している
航空レーザー測量に関する測
量の計画立案、測深機の運用
及び測深データの解析等の業
務。

海洋情報部海洋調査課海洋調
査官

　原子力規制委員会の基盤
ネットワークシステムの運
用、情報セキュリティ対策に
関する業務及びサイバーセ
キュリティに関係する最新知
見の収集・分析

　グループ経営戦略策定・管
理並びにそれらに付随する業
務

ＳＧホールディングス株式会
社

在アメリカ合衆国日本国大使
館三等書記官

経営企画部金融調査室業務環
境・戦略調査グループ（経営
企画部金融調査室付）

　米国における経済情勢，財
政・金融政策に関する情報収
集・分析、日米経済関係（財
政・金融分野等）に関する連
絡・調整業務等

　銀行業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
厚生労働省 大塚製薬株式会社 H28.10.21

～
926 H30.10.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

　
総務省 H28.11.1

～
927 H30.10.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ②

　
経済産業省 株式会社レクザム H28.11.1

～
928 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
内閣府 H28.12.1

～
929 調査部研究員（同） H30.11.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

　①

　各種エレクトロニクス製品
等製造・販売

　情報通信白書の作成に関す
ること及びその他情報通信に
関する経済に関する総合的な
研究及び調査に関すること

業務管理部課長（業務管理
部）

　食品中に残留する農薬、飼
料添加物及び動物用医薬品の
規格基準の設定に関する業務

　医薬品・臨床検査・医療機
器・食料品・化粧品の製造、
販売、輸出及び輸入

株式会社ＴＯＫＡＩコミュニ
ケーションズ
エンジニアリング本部アプリ
ケーション事業部システム一
部システム第二グループ（管
理部）

四国経済産業局資源エネル
ギー環境部資源エネルギー環
境課環境係長（併任）四国経
済産業局総務企画部参事官
（資源エネルギー企画担当）
付

　環境ビジネスの振興や公害
防止対策の推進、循環型社会
形成に向けた取組の推進に係
る企画・調査等の事務
　新たなエネルギー源の導入
などに向けた取組の推進等に
係る企画・調査等の事務

医薬・生活衛生局食品基準審
査課残留農薬等基準審査室基
準策定専門官

技術開発部（技術開発部付）

　情報及び通信サービス事業

政策企画専門職（政策統括官
（経済財政分析担当）付参事
官（総括担当）付）

　政策統括官（経済財政分析
担当）付参事官（総括担当）
付の業務のうち、主に景気の
総括的判断に関する事項の企
画及び立案並びに総合調整に
関すること、経済財政政策に
かかる調査及び分析に関する
こと、国内の経済動向の分析
に関すること等の職務

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサ
ルティング株式会社

　コンサルティング事業、政
策研究事業、国際事業、人材
開発事業、会員事業、マクロ
経済調査

情報流通行政局情報通信政策
課情報通信経済室主査
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
金融庁 30.7.17 三井住友信託銀行株式会社 H28.12.1

～
930 H30.11.30

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

　①

　
総務省 関西電力株式会社 H28.12.1

～
931 H30.7.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

　
国土交通省 株式会社日立製作所 H28.12.1

～
932 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑩

ＩＣＴ事業統括本部サービス
プラットフォーム事業本部Ｉ
ｏＴ・クラウドサービス事業
部エンジニアリングサービス
本部セキュリティソリュー
ション部第１Ｇ技師（ＩＣＴ
事業統括本部サービスプラッ
トフォーム事業本部ＩｏＴ・
クラウドサービス事業部エン
ジニアリングサービス本部セ
キュリティソリューション部
第１Ｇ員）

情報流通行政局情報通信政策
課主査

ＩＴ戦略室業務計画グループ
（東京支社事務課）

　総務省所管業務に係る以下
の職務
・ＩＣＴ（情報通信技術）分
野の総合的な政策の企画・立
案に関すること
・ＩＣＴ分野の国際競争力強
化戦略の企画・立案に関する
こと等

　電気事業、熱供給事業、電
気通信事業、ガス供給事業
等

総務企画局政策課課長補佐
（併任）総務企画局政策課マ
クロ分析室室長補佐

　信託銀行業・金融庁の所掌する金融行政
に影響を与える可能性のある
海外当局の規制に関する動向
調査等
・マクロプルーデンスに関す
る情報収集及び分析並びに金
融セクターに関するデータ・
リスク情報の分析等

マーケットメイクビジネスユ
ニット金利チーム調査役（業
務部付調査役）

総合政策局情報政策課サイ
バーセキュリティ対策室情報
危機管理第三係長（併任）総
合政策局情報政策本部

総合政策局リスク分析総括課
課長補佐

　電気機械器具の製造及び販
売、通信並びに電子機械器具
の製造及び販売

　国土交通省所管分野等の情
報セキュリティ対策に係る企
画・立案及び政府全体の情報
セキュリティ施策に係る関係
省庁との連絡調整・とりまと
め等
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
国土交通省 山九株式会社 H28.12.1

～
933 H30.11.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑤

関東地方整備局港湾空港部港
湾物流企画室国際物流係長

首都圏ＤＣ支店物流グループ
物流第２係（人事部）

　物流サービス、機工サービ
ス及び工場構内サービス　他

　港湾に関する物流の効率
化、円滑化及び適正化に関す
る企画及び立案並びに調整に
関すること
　港湾に関する地域の振興に
関する企画及び立案並びに調
整に関すること
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　　④　平成27年に採用された職員（４０人）

　　　イ．雇用継続型（４０人）

平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

　
警察庁 株式会社日立システムズ H27.4.1

～
934 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
外務省 H27.4.1

～
935 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　総合経済団体

※ ①

　
外務省 富士通株式会社 H27.4.1

～
936 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
経済産業省 株式会社インテック H27.4.1

～
937 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

任　　期

大臣官房情報システム厚生課
電子計算機専門職

　経済産業省の情報化を図る
ため、個別業務等に係る情報
システムに関する企画・開
発、運用管理、調整等に関す
る業務の統括

行政システム事業本部行政シ
ステム開発部プロジェクトマ
ネージャー（人事部付）

　情報化戦略の立案、システ
ムの企画、開発等

在ロサンゼルス日本国総領事
館副領事

生活安全局情報技術犯罪対策
課課長補佐

　情報技術の利用に伴う犯
罪、事故その他の事案に係る
市民生活の安全と平穏に関す
ること及び情報技術の利用に
伴う犯罪の予防に関すること
等の事務に従事する。

クラウドＩＣＴサービス事業
グループ事業戦略・開発本部
サイバーセキュリティリサー
チセンターサイバーセキュリ
ティ対応グループ技師（同）

一般社団法人日本経済団体連
合会
事務局国際協力本部（事務局
事務総長付）

　ジャパンハウスにおける広
報文化、日本企業等の海外展
開に関する業務

　通信システム、情報処理シ
ステム及び電子デバイスの製
造、販売等

　ジャパンハウスにおける情
報発信・広報、文化交流関連
業務

総務・リスクマネジメント統
括部総務部（同）

番号

在英国日本国大使官一等書記
官

交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　情報システムの設計、開
発、保守及び運営管理等
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
経済産業省 株式会社伊予銀行 H27.4.1

～
938 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　銀行業

③

国土交通省 H27.4.1
～

939 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　損害保険業

②

国土交通省 H27.4.1
～

940 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　損害保険業

⑫

国土交通省 株式会社愛媛銀行 H27.4.1
～

941 H30.3.31
〔職務内容〕 〔事業内容〕

　銀行業
①

三瓶支店主任（人事教育部付
出向主任）

　船舶投融資制度の現状把握
及び投融資施策の立案

西日本船舶営業部今治支社主
任（海上業務部課長代理）

あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社自動車局技術政策課主査

海事局安全政策課事故保障対
策係長

東京海上日動火災保険株式会
社

東京損害サービス部東京企業
第一サービスセンター課長補
佐（経営企画部経営調査室担
当課長）

　幼児専用車の安全対策等の
乗員保護対策を中心とした、
自動車安全対策の企画及び立
案。
　自動車安全対策に関する自
動車事故分析の実施等。

四国経済産業局地域経済部地
域経済課新規事業室振興係長
（併任）四国経済産業局総務
企画部参事官（中核企業支援
担当）付（併任）経済産業政
策局地方調整室付（併任）四
国経済産業局総務企画部企画
課地方創生支援室地方創生専
門官

ソリューション営業部（人事
部付）

・四国地域の中核企業の発
掘、育成に関する業務のほ
か、中小企業の新たな事業活
動の促進に関する法律の施
行、新規事業の支援に関する
業務
・地方公共団体が、地方版総
合戦略の策定を含め地域の地
方創生の取り組みを行うにあ
たり、その支援を行う業務
（地方創生コンシェルジュ）

　船舶事故による損害の賠償
を保障する制度に関する業務

海事局船舶産業課企画調整係
長
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

国土交通省 株式会社北洋銀行 H27.4.1
～

942 H30.3.31
〔職務内容〕 〔事業内容〕

　銀行業

⑤

国土交通省 京阪電気鉄道株式会社 H27.4.1
～

943 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　鉄道事業等

④

　
環境省 綜合警備保障株式会社 H27.4.1

～
944 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　警備の請負とその保障業務

②

　
環境省 荏原環境プラント株式会社 H27.4.1

～
945 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
環境省 30.4.1 株式会社奥村組 H27.4.1

～
946 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左 　総合建設業

①

　特定廃棄物の埋立処分事業
に係る計画策定、業務発注・
指導監督、業務管理運営、関
係者間調整等

西日本支社土木第２部湖北行
政事務センター一般廃棄物最
終処分場埋立地建設工事所長
（管理本部人事総務部付）

　災害廃棄物対策に係る関係
省庁等との調整、行動指針の
改定、地方自治体等に対する
技術的・法制的支援、災害対
策に関する取組の普及・啓発
等

宮の沢支店主査（地域産業支
援部調査役）

関東運輸局鉄道部技術第二課
車両係長

　鉄道車両に係る安全確保、
検査・監査及び保守管理等に
関する業務

１　北海道産品の海外輸出促
進に関する業務
２　企業・物流関連情報に関
する業務
３　統計情報等管理に関する
業務

営業本部プロジェクト営業企
画室海外事業グループ長（総
務・人事・法務部付）

福島地方環境事務所放射能汚
染廃棄物対策第二課廃棄物対
策官

北海道開発局港湾空港部港湾
計画課開発専門職

車両部技術課スタッフリー
ダー（経営統括室人事部ス
タッフリーダー付）

  環境衛生施設、公害防止プ
ラント、発電施設及びこれら
の施設の維持、設計並びに管
理、施工等

環境再生・資源循環局総務課
リサイクル推進室小電リサイ
クル係

　小型家電リサイクル法の予
算執行及び事業者の認定審査
等

経営企画部経営戦略室（経営
企画部付）

環境再生・資源循環局参事官
付参事官補佐（広域災害計画
担当）

福島地方環境事務所環境再
生・廃棄物対策部放射能汚染
廃棄物対策課最終処分場管理
室廃棄物対策官
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
外務省 日本電気株式会社 H27.5.1

～
947 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

※ ①

　
経済産業省 ヤフー株式会社 H27.5.1

～
948 H30.4.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
外務省 H27.6.1

～
949 H30.5.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　
外務省 キヤノン株式会社 H27.6.1

～
950 H30.8.16

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　電気通信機器等の製造・販
売等

パブリックビジネスユニット
ナショナルセキュリティ・ソ
リューション事業部（同）

　インターネット上の広告事
業、イーコマース事業、会員
サービス事業等

在サンパウロ日本国総領事館
副領事

ボイラ技術本部ボイラ開発部
主管技師（同）

　外務本省・在外公館間の秘
密保全対策や秘密保全関連機
器の配備計画に係る企画立案
及び世界各国における秘密保
全関連動向の情報収集・調査
に関する業務

三菱日立パワーシステムズ株
式会社経済局経済安全保障課課長補

佐

　エネルギー安全保障（再生
可能エネルギー等）に関わる
政策立案、エネルギー関連国
際機関活動、国内外情勢の情
報収集等に関する業務

　ガスタービンコンバインド
サイクル、石炭ガス化複合等
各種発電プラントの設計、製
作

大臣官房総務課情報防護対策
室課長補佐

映像事務機事業本部映像事務
機コーポレートシステム事業
部コーポレート商品化推進部
コーポレートシステム商品化
推進第三課（同）

　在サンパウロ総領事館管轄
地域の経済情勢情報収集・分
析及びジャパンハウス設立・
運営に関連した二国間経済関
係促進、対日理解促進に関す
る業務

  複合機、プリンター、カメ
ラ、半導体露光装置の製造

社長室カンパニー法務本部兼
社長室コーポレート政策企画
本部（社長室カンパニー法務
本部）

商務情報政策局情報経済課企
画二係長

　ビッグデータを分析・利活
用して新しいビジネスを創出
するための政策に関する企画
立案業務（関連する国内外の
動向等の調査・分析、課題抽
出、対応策の検討等）
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

　
環境省 30.4.1 日立造船株式会社 H27.6.1

～
951 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左

①

　
経済産業省 株式会社シーエーシー H27.7.1

～
952 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　情報システム関連サービス

経済産業省①

資源エネルギー庁①

中小企業庁①

　環境装置、プラント、機械
の設計、製作等

環境事業本部ソリューション
ビジネスユニット環境ソ
リューション第１技術部（環
境事業本部ソリューションビ
ジネスユニット環境ソリュー
ション第１技術部・休職）

　経済産業省（資源エネル
ギー庁、中小企業庁を含む）
の情報システムに対するサイ
バー攻撃への対処及び情報漏
えい対策、情報管理の高度化
に関する企画・立案並びに、
省内職員の情報セキュリティ
意識の向上に資する教育・訓
練の実施

サービスビジネスユニット医
療サービスビジネス部営業系
システム運用チーム仮想サー
バ環境運用チームリーダー
（経営統括本部人事部）

福島地方環境事務所環境再
生・廃棄物対策部放射能汚染
廃棄物対策課特定廃棄物処分
推進室廃棄物対策官

福島地方環境事務所放射能汚
染廃棄物対策第二課廃棄物対
策官

　特定廃棄物の埋立処分事業
に係る計画策定、業務発注・
指導監督、業務管理運営、関
係者間調整等

大臣官房情報システム厚生課
情報セキュリティ二係長（併
任）大臣官房情報システム厚
生課個人情報保護室付（併
任）大臣官房監察官付（併
任）資源エネルギー庁長官官
房総務課付（併任）中小企業
庁長官官房総務課付
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

経済産業省 帝人株式会社 H27.7.1
～

953 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑤

経済産業省 株式会社日立製作所 H27.7.1
～

954 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

経済産業省 富士電機株式会社 H27.7.1
～

955 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　製造業

①

  電気機械器具の製造及び販
売、通信並びに電子機械器具
の製造及び販売

技術開発本部知的財産セン
ター国際標準化推進部（国際
標準化推進部付）

　日中韓、RCEP等の交渉中の
EPA（経済連携協定）に関
し、産業界ニーズや交渉相手
国のスタンスの把握及び分
析、対処方針・条文テキスト
等の作成及び省内外関係者と
の調整、相手国政府との交
渉、報告・説明資料の作成及
び説明等の業務
　交渉中の日カナダEPA等の
取りまとめ業務。発効済の日
インド、日タイEPA等の関税
分野における業務。
　その他、課長、総括補佐及
び関税担当補佐等の指示によ
る業務

TEIJIN　POLYCARBONATE
CHINA　LTD.財務課長（人
事・総務本部人事総務部）

　化学繊維等の製造、加工及
び売買等

情報・通信システム社通信
ネットワーク事業部キャリア
ソリューション本部基幹ネッ
トワーク部第二グループ技師
（情報・通信システム社通信
ネットワーク事業部キャリア
ソリューション本部基幹ネッ
トワーク部員）

通商政策局欧州課経済統合二
係長（併任）通商政策局欧州
課調査係長

　ＥＵとの経済連携交渉の支
援、日ＥＵ規制協力、ＥＵの
経済産業動向分析、日ＥＵビ
ジネスラウンドテーブル対応
等に係る諸施策の企画・調
整・調査等業務

通商政策局経済連携課経済連
携六係長

産業技術環境局国際電気標準
課工業標準専門職

　電気・電子・情報分野にお
ける国際標準化等に関する調
査等の業務
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

国税庁 H27.9.1
～

956 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

経済産業省 石油資源開発株式会社 H27.9.1
～

957 H31.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

国土交通省 株式会社アキュラホーム H27.9.1
～

958 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　建設業

②

環境省 H27.9.1
～

959 補償技術課課長（本社課長） H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

ソリューション第二部ＥＲＰ
グループＥＲＰグループ長
（経営企画部付）

　コンピュータシステム開発
の受託、ソフトウェアの開
発・販売

住宅局住宅政策課調査係長

　公共事業に必要な用地取得
等に伴う物件等の調査及び補
償金算定業務

営業推進部営業推進課（事業
部経営推進チーム）Ｓ－２職
（総務人事部）

　地球温暖化問題に関する革
新的な技術開発（二酸化炭素
回収・貯留を含む）について
の企画･調整、地球温暖化問
題に関する科学的知見の分析
（ＩＰＣＣ等）に係る調整

　石油、天然ガス及びその他
エネルギー資源の探査、開
発、採取、売買

国内事業本部事業計画部貯留
層管理グループ（人事部付）

福島地方環境事務所中間貯蔵
施設等整備事務所用地補償第
一課用地補償専門官

　中間貯蔵施設整備用地に係
る用地取得等に係る調整業
務。特に、土地所有者等や関
係自治体との調整・説明等。

協和補償コンサルタント株式
会社

長官官房企画課課長補佐
（命）長官官房参事官付

　国税システムの機器リプ
レースやプログラム開発に係
るプロジェクト管理

産業技術環境局環境政策課地
球環境対策室国際協力事業係
長(併任)産業技術環境局環境
政策課地球環境連携室付

　住生活基本計画のフォロー
アップ、住宅事情に関する統
計調査の企画立案･調整、住
宅政策の企画立案に関する総
合調整等

第一生命情報システム株式会
社
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

任　　期

経済産業省 株式会社本田技術研究所 H27.9.14
～

960 H30.6.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

スポーツ庁 美津濃株式会社 H27.10.1
～

961 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

スポーツ庁 H27.10.1
～

962 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

スポーツ庁 大塚製薬株式会社 H27.10.1
～

963 H30.3.31
〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

スポーツ庁 株式会社アサツーディ・ケイ H27.10.1
～

964 H32.3.31
〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

四輪Ｒ＆Ｄセンター第５技術
開発室第３ブロック（同）

　自動車、鉄道及び機械安全
分野の国際標準化への企画立
案、国際会議へ出席、ＪＩＳ
の制定及び改正、国際標準開
発に関する工業標準化調査研
究等

　オートバイ、自動車、航空
機、汎用製品の研究開発

　ライフステージに応じた健
康・体力つくりに係る企画・
立案に関すること

健康スポーツ課専門職

競技スポーツ課支援第二係長

　国際競技大会の招致・開催
に係る関係省庁及び関係ス
ポーツ団体との連絡調整、国
際競技大会組織委員会の事業
計画等に関すること

産業技術環境局国際標準課工
業標準専門職（併任）産業技
術環境局国際標準課機械係長

ゴルフ事業部事業管理部経営
管理担当上級専任職（人事総
務部上級専任職）

コンタクトセンター企画部課
長（営推チーム）兼三井住友
海上あいおい生命保険㈱営業
推進部販売サポートグループ
（公務開発部課長）

　障害者スポーツ団体の安定
的な運営に向けた組織化に係
る企画・立案及び指導・助言
に関すること

　損害保険業

　パラリンピック競技種目に
係るスポーツ団体の選手強化
策に対する指導及び助言等に
関すること

シニア・アカウント・エグゼ
クティブ（同）

広報部課長補佐（業務管理部
課長補佐）

　医薬品、医療機器、食料
品、化粧品等の製造、販売等

　スポーツ品の製造、卸、小
売業

三井住友海上火災保険株式会
社

国際課国際競技大会招致推進
係長

健康スポーツ課障害者スポー
ツ振興室専門職

　広告業
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

スポーツ庁 キヤノン株式会社 H27.10.1
～

965 H30.6.30
〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

スポーツ庁 H27.10.1
～

966 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

スポーツ庁 株式会社プリンスホテル H27.10.1
～

967 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

厚生労働省 H27.10.1
～

968 公共本部マネージャー（同） H30.3.31
〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

国土交通省 三井住友信託銀行株式会社 H27.10.1
～

969 H30.3.31
〔職務内容〕 〔事業内容〕

⑤

  複合機、プリンター、カメ
ラ、半導体露光装置の製造

　２０２０オリンピック・パ
ラリンピック東京大会の開催
及びオリンピック・パラリン
ピックムーブメントの推進に
係る専門的・技術的な連絡調
整及び助言に関すること

株式会社日立コンサルティン
グ

総合政策局物流政策課ターミ
ナル係長

　製造業、流通業、医療系企
業におけるコンサルティング
業務

オリンピック・パラリンピッ
ク課専門職

渉外部課員（同）

本店営業第十部調査役（人事
部付）

  信託銀行業

　スポーツによる地域振興に
係る企画及び立案並びに援助
及び助言に関すること

　ホテル事業等

政策統括官付情報化担当参事
官室主査

　広告・プロモーション事業
等

ツーリズムコミュニケーショ
ン１局（総務局チーフプロ
デューサー）

　貨物自動車ターミナルを中
心とした荷主企業と物流企業
のパートナーシップによる物
流効率化の推進に関する調
査、企画、立案、調整等に関
する業務

箱根・伊豆マーケティング戦
略兼ＣＳ推進マネージャー
（人事部課長待遇）

　スポーツによる地域振興に
係る企画及び立案並びに援助
及び助言に関すること

株式会社ＪＴＢコミュニケー
ションズ参事官（地域振興担当）付専

門職

参事官（地域振興担当）付専
門職

　社会保障分野における情報
政策の企画・立案及び情報化
の推進に係る業務
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平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

国土交通省 鹿島建設株式会社 H27.10.1
～

970 H30.3.31
〔職務内容〕 〔事業内容〕

③

スポーツ庁 味の素株式会社 H27.11.1
～

971 H30.3.31
〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

経済産業省 千代田化工建設株式会社 H27.11.1
～

972 H30.5.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

　
環境省 共同ピーアール株式会社 H27.11.20

～
973 H32.10.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　広報・ピーアール業務等

①

　総合プラントエンジニアリ
ング業

近畿地方整備局企画部企画課
事業評価係長

関西支店土木部技術グループ
課長代理（関西支店付）

　近畿地方整備局内の事業評
価の局内調整、委員調整及び
とりまとめ

通商政策局中東アフリカ課ア
フリカ室北アフリカ一係長
（併任）通商政策局中東アフ
リカ課中東二係長

営業第２ユニット第４セク
ション営業担当（営業第２ユ
ニット）

競技スポーツ課スポーツ科学
係長

北海道味の素株式会社家庭用
部長（本社課長職）

　スポーツ科学を活用した競
技力の向上施策に係る企画・
立案に関すること

　食品及びアミノ酸関連製品
の製造販売

　中東・北アフリカ諸国等に
おける経済情勢の分析、日本
との経済関係構築に向けた諸
施策の企画・調整・調査等に
関する業務

大臣官房総務課環境情報室室
長補佐（情報普及）

ソリューション事業局局長
（管理本部人事チーム付）

　環境省図書館の管理・運
営、国立国会図書館との連絡
調整、環境情報（統計除く）
の整理及び提供、環境情報総
合データベースに関する業務

　総合建設業
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　　⑤　平成26年に採用された職員（５人）

　　　イ．雇用継続型（５人）

平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

環境省 30.4.1 日本原子力発電株式会社 H26.4.1
～

974 H31.3.31

〔職務内容〕 〔職務内容〕 〔事業内容〕
　同左 　電気事業等

①

国土交通省 H26.10.1
～

975 総務部総務課（同） H30.9.30

〔職務内容〕 〔事業内容〕

②

外務省 株式会社エイチ・アイ・エス H26.11.1
～

976 H30.1.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　旅行業

①

・航空機技術審査センターに
おける主幹設計審査官業務
・開発中である国際ジェット
旅客機（ＭＲＪ）設計の安全
基準・環境基準への適合証明
（型式証明）に関わる事務

　広報文化担当として、日本
文化の発信、日本事情の広
報、日本語教育の普及等を通
じ、スロベニアにおける対日
理解の促進を図る

H.I.S. International Tours
France S.A.R.L（HISパリ現
地法人）インバウンドマネー
ジャー（本社海外営業本部
付）

番号

福島地方環境事務所環境再
生・廃棄物対策部環境再生課
事業管理専門官

交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

任　　期

東海発電所廃止措置室廃止措
置工事グループ（主任）（廃
止措置プロジェクト推進室付
（主任待遇））

福島地方環境事務所除染対策
第一課事業管理専門官

　原子力発電所の事故により
放出された放射性物質による
環境の汚染への対処に関する
業務。特に、除染事業の推進
に係る企画・立案、調整等に
関する業務。

　航空機、航空機装備品等の
整備、修理及び改造等

ＡＮＡベースメンテナンステ
クニクス株式会社航空局安全部航空機安全課主

幹設計審査官（併任）航空局
安全部航空機安全課航空機技
術審査センター

在スロベニア日本国大使館一
等書記官

 - 252 -



平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

任　　期

経済産業省 H26.11.15
～

977 H30.3.31

〔職務内容〕 〔事業内容〕
　損害保険業

①

中小企業庁 のと共栄信用金庫 H26.12.15
～

978 H30.3.31
〔職務内容〕 〔事業内容〕

　信用金庫業

①

三井住友海上火災保険株式会
社産業技術環境局国際標準課工

業標準専門職 金融公務営業推進本部公務開
発部開発課課長代理（同）

　ＢＣＰ、エネルギ－マネジ
メントシステム、新たなＭＳ
Ｓ（マネジメント規格）、新
たな分野（ロボット等）にお
ける国際標準化、及び国内に
おけるそれら認定認証制度の
構築・維持、海外との相互承
認に関する業務

西部支店主任（渉外担当）
（総合戦略部主任）

・小規模事業者支援法の認定
及び関連業務
・小規模企業振興政策の企画
立案業務
・その他、小規模企業振興課
としての重要業務

経営支援部小規模企業振興課
小規模企業振興二係長
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　　⑥　平成25年に採用された職員（１人）
　　　イ．雇用継続型（１人）

平成30年1月1日 平成30年に変更が
における官職 あった場合の官職

厚生労働省 株式会社プラップジャパン H25.3.1
～

979 H30.2.28

〔職務内容〕 〔事業内容〕

①

　企業の広報活動の支援・コ
ンサルティング業務を中心と
したＰＲ事業

　厚生労働省が広く一般に向
けて出す文書（リーフレッ
ト、発表資料など）を分かり
やすく修正すること。
　厚生労働省の情報発信
（ウェブサイトの構成・デザ
インを含む。)を分かりやす
く、かつ正確に伝わるように
するための支援を行うこと

任　　期番号
交流採用職員の占める官職 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(任期中に就く地位)

コミュニケーションサービス
本部付（同）

大臣官房総務課分かりやすい
広報指導室総括コミュニケー
ション専門官
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参 考





（参考１）

(1)　交流派遣 （単位：人）

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 派遣者計

会 計 検 査 院 1 1 2 1 5

人 事 院 1 1

内 閣 官 房 1 1 1 3

内 閣 府 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12

公正取引委員会 1 1

警 察 庁 1 1

金 融 庁 4 2 2 5 6 7 6 6 5 43

総 務 省 1 1 1 11 17 18 11 6 8 3 2 79

法 務 省 1 1 1 3

外 務 省 1 1 2

財 務 省 2 2 7 3 1 1 16

文 部 科 学 省 1 2 1 2 2 1 1 1 1 12

厚 生 労 働 省 1 6 5 7 9 7 8 7 8 58

農 林 水 産 省 5 2 1 4 2 6 9 5 7 2 1 2 2 48

林 野 庁 1 1 2 1 2 3 1 4 15

水 産 庁 1 1

経 済 産 業 省 2 1 2 1 1 1 3 15 9 22 7 20 9 10 3 8 5 6 125

資源エネルギー庁 1 1

特 許 庁 2 2 2 1 1 2 1 11

中 小 企 業 庁 1 1

国 土 交 通 省 4 4 2 6 10 7 11 13 9 15 18 21 18 9 9 7 6 5 174

観 光 庁 1 1 1 3

環 境 省 1 2 2 1 1 1 2 10

原 子 力 規 制 庁 1 1

計 0 9 7 5 7 12 16 22 30 29 53 62 81 70 60 44 42 40 37 626

(2)　交流採用 （単位：人）

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 採用者計

会 計 検 査 院 1 1 2

内 閣 府 1 1 2 3 2 4 3 4 3 6 29

宮 内 庁 1 1

公正取引委員会 1 2 2 5

警 察 庁 2 3 2 7

金 融 庁 1 1 1 1 6 7 5 7 4 6 12 10 14 5 10 90

消 費 者 庁 1 2 3 2 1 3 12

総 務 省 1 1 2 4 3 9 4 8 8 12 10 10 11 15 10 108

法 務 省 1 1

外 務 省 2 4 10 7 11 6 11 1 3 11 2 6 9 4 6 13 9 13 12 140

財 務 省 2 1 2 2 4 2 9 13 17 14 18 8 17 9 10 8 136

国 税 庁 1 1

文 部 科 学 省 1 1 1 2 1 1 2 4 13

ス ポ ー ツ 庁 10 3 2 9 24

厚 生 労 働 省 2 1 1 4 4 9 40 12 26 14 23 20 156

農 林 水 産 省 2 2 1 12 3 3 8 1 7 8 8 6 8 6 8 6 89

林 野 庁 1 1 1 1 1 1 6

水 産 庁 1 2 1 1 5

経 済 産 業 省 3 9 3 4 12 4 7 5 16 18 14 21 21 42 29 54 38 49 51 400

資源エネルギー庁 1 1 3 1 3 3 2 3 2 6 5 4 6 4 5 49

特 許 庁 1 1 1 1 1 1 2 8

中 小 企 業 庁 1 1 1 2 5 1 4 2 5 22

国 土 交 通 省 4 8 7 9 11 17 14 11 25 20 18 29 35 57 42 66 73 68 77 591

観 光 庁 4 3 7 2 5 6 6 2 7 3 4 49

海 上 保 安 庁 1 1 1 1 1 5

環 境 省 1 1 1 2 14 5 17 13 8 10 4 76

原 子 力 規 制 庁 3 3 6

計 10 28 22 27 37 36 50 31 64 92 75 112 137 215 166 244 216 226 243 2031

(参考)日本郵政公社を含む 10 28 22 29 41 49 72 31 64 92 75 112 137 215 166 244 216 226 243 2072

　　　に交流派遣又は交流採用された者の累積数である。
（注）　「派遣者計」、「採用者計」は、制度の施行（平成12年3月21日）以降平成30年12月31日まで

官民人事交流の実施状況（暦年別）

　   　 年(平成）
府省名

交　流　派　遣　者　数

　　　　年(平成）
府省名

交　流　採　用　者　数
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（参考２）

（１）　交流派遣 （単位：人）

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

会 計 検 査 院 1 2 3 3

人 事 院 1 1

内 閣 官 房 1 1 1 2

内 閣 府 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 2 1 1

公正取引委員会 1

警 察 庁 1

金 融 庁 4 4 3 6 11 14 13 13 10

総 務 省 1 2 1 1 1 11 26 36 28 20 16 11 7

法 務 省 1 1 1 1 1

外 務 省 1 1 1

財 務 省 2 2 3 10 9 3 2 1 1

文 部 科 学 省 1 3 1 2 3 3 2 2 1 1

厚 生 労 働 省 1 7 11 12 16 14 15 15 16

農 林 水 産 省 4 6 2 5 5 9 14 14 11 7 3 3 4

林 野 庁 1 1 1 1 2 2 1 3 5 6 5 4

水 産 庁 1 1

経 済 産 業 省 2 3 3 3 1 2 4 19 25 32 25 29 27 21 12 14 14 12

資源エネルギー庁 1 1

特 許 庁 2 2 3 4 4 3 4 4

中 小 企 業 庁 1 1

国 土 交 通 省 4 6 6 10 14 14 17 21 22 27 35 44 43 29 18 16 12 11

観 光 庁 1 1 1 1 1 1

環 境 省 1 3 4 4 2 2 1 2 2

原 子 力 規 制 庁 1

計 0 9 14 10 13 16 24 36 50 61 86 111 146 155 132 104 94 84 81

（２）　交流採用 （単位：人）

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

会 計 検 査 院 1 1 1

内 閣 府 1 1 1 3 5 5 8 7 7 7 10

宮 内 庁 1 1 1

公正取引委員会 1 1 1 1 2 2 2

警 察 庁 2 2 4 5

金 融 庁 1 1 1 1 1 1 1 7 12 12 12 11 12 20 21 24 18 16

消 費 者 庁 1 2 5 4 4 4 5 3

総 務 省 1 1 1 2 6 7 12 13 13 17 21 22 22 24 25 26

法 務 省 1 1

外 務 省 2 6 13 17 19 21 19 15 12 15 14 16 15 14 13 20 24 28 29

財 務 省 2 3 2 3 6 4 2 2 9 22 30 31 29 26 24 24 19 18

国 税 庁 1 1 1

文 部 科 学 省 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 6

ス ポ ー ツ 庁 10 13 13 13

厚 生 労 働 省 2 2 2 2 4 8 12 50 53 44 43 39 43

農 林 水 産 省 2 2 2 2 1 13 15 9 10 10 11 16 14 15 14 14 14 15

林 野 庁 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

水 産 庁 1 1 1 2 2 1 1 1 1

経 済 産 業 省 3 12 14 13 20 21 18 18 25 38 35 41 44 68 75 85 92 97 103

資源エネルギー庁 1 1 1 2 2 2 4 6 6 5 5 8 9 8 10 10 10

特 許 庁 1 2 2 2 2 2 3

中 小 企 業 庁 1 1 1 1 2 6 7 6 6 6

国 土 交 通 省 4 12 15 15 22 28 31 25 27 39 41 50 65 90 106 118 140 148 152

観 光 庁 10 11 12 9 7 10 11 7 8 9 7

海 上 保 安 庁 1 1 1 1 1 1 2 3

環 境 省 1 1 1 2 3 16 19 30 27 25 24 22

原 子 力 規 制 庁 3 3 4

計 10 38 51 53 69 81 95 91 109 157 176 208 253 354 406 428 473 481 500

(参考)日本郵政公社を含む 10 38 51 55 74 99 131 91 109 157 176 208 253 354 406 428 473 481 500

　　　  年(平成)
 府省名

　　　　年(平成)
 府省名

官民人事交流者の各年末時における派遣・在職状況

各年末時における交流派遣中の者の数

各年末時における交流採用中の者の数
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（参考３）

官 民 人 事 交 流 制 度 に つ い て

１ 官民人事交流の仕組み

(1) 対象となる民間企業は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、信用金庫、

相互会社等のほか、

一定の要件を満たす信用協同組合及び信用協同組合連合会、信用金庫連合会、労

働金庫、監査法人、弁護士法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、日本赤十

字社、消費生活協同組合、特定非営利活動法人、一般社団法人及び一般財団法人

（公益社団法人及び公益財団法人を含む。）

(2) 官民人事交流は、交流派遣及び交流採用の双方向の人事交流からなっている。

【交流派遣】

国の機関等の職員を民間企業に派遣

○ 身 分：公務員の身分は引き続き保有。公務には従事しない(民間企業に雇

用)

○ 期 間：３年以内（必要がある場合、５年まで延長可）

○ 服務等：派遣前に在職していた府省等に対する許認可申請等の業務や国家

公務員としての地位等に係る影響力利用行為の禁止

○ 給 与：派遣先の民間企業が賃金を支給（国からの支給はない）

【交流採用】

民間企業の従業員を任期を付して国の機関等で採用。

いったん民間企業を退職する「退職型」と民間企業との雇用を継続したまま採

用される「雇用継続型」の２つのタイプがあり、いずれかを選択。いずれの型で

も、任期満了後は、交流元企業に復帰。

○ 身 分: 常勤職員として選考により採用

民間企業との間では、いったん退職又は雇用継続のいずれかを

選択

○ 任 期：３年以内（必要がある場合、５年まで更新可）

○ 服務等：交流元企業の業務に従事することや交流元企業に対する許認可等

の業務を行う官職に就くことの禁止

○ 給 与：国が給与を支給（民間企業からの支給はできない）

(3) 公務の公正性を確保しつつ、円滑な交流に資するよう、交流審査会の意見を聴

いて、許認可権限のある府省との間の交流、同一の民間企業との継続的な交流、

刑事起訴等を受けた企業との交流などについて交流基準を策定。
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２ 官民人事交流の手続の流れ

交流派遣と交流採用の手続は、それぞれ次のような流れとなる。

人事院の「公募」に対し、民間企業が応募

人事院は、民間企業の名簿を各府省に提示

各府省が民間企業と協議し、人事交流の実

施に関する計画を作成

人事院が「計画」を認定

交 流 派 遣 交流採用（ 民 → 官 ）

（ 官 → 民 ） 【退 職 型】 【雇用継続型】

各府省が労働条件等に 各府省が任期満了後 各府省が任期中の雇

ついて民間企業との間 の再雇用等について 用、任期満了後の雇

で取決めを締結 民間企業との間で取 用等について民間企

決めを締結 業との間で取決めを

締結

交流派遣職員が民間企 従業員は民間企業を

業との間で労働契約を 退職

締結の上、業務に従事

（原則３年以内） 各府省で任期を定めて採用し、職務に従事

（原則３年以内）

派遣期間満了後、各府 任期満了後、民間企 任期満了後、民間企

省における職務に復帰 業が再雇用 業に復帰
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（参考４）

【参照条文】

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）

（目的）

第一条 この法律は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員について交流派

遣をし、民間企業の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体

得させ、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めさせることにより、行政の課題に柔軟かつ

的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るとともに、民間企業にお

ける実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者について交流採

用をして職務に従事させることにより行政運営の活性化を図るため、交流派遣及び交流採用（以

下「人事交流」という。）に関し必要な措置を講じ、もって公務の能率的な運営に資することを

目的とする。

（定義）

第二条

３ この法律において「交流派遣」とは、期間を定めて、職員（法律により任期を定めて任用さ

れる職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他の人事院規則で定める職員を除く。）を、

その身分を保有させたまま、当該職員と民間企業との間で締結した労働契約に基づく業務に従

事させることをいう。

４ この法律において「交流採用」とは、選考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を

要する官職を占める職員として採用することをいう。

一 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員

となるため退職したもの

二 民間企業に現に雇用されている者であって、この法律の規定により当該雇用関係を継続す

ることができるもの

（人事交流の制度の運用状況の報告）

第二十三条

２ 人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。

一 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第七条第二項の規定による書類の提出の時に占めていた官職

二 三年前の年の一月一日から前年の十二月三十一日までの間に交流派遣後職務に復帰した職員

が前年（三年前の年に交流派遣後職務に復帰した場合にあっては、その復帰の日から起算して

二年を経過する日までに限る。）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

三 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（第二条第四項第二号に係る交流採用

にあっては、当該職員が交流元企業において占めている地位を含む。）

四 前三号に掲げるもののほか、人事交流の制度の運用状況の透明化を図るために必要な事項
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