
国家公務員法 
 
（職員団体） 
第百八条の二 この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを⽬的として組織する団体⼜はその
連合体をいう。 
２ 前項の「職員」とは、第五項に規定する職員以外の職員をいう。 
３ 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、⼜はこれに加⼊し、若しくは加⼊しないことができる。ただし、重要な⾏政上の
決定を⾏う職員、重要な⾏政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位
にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画
及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵
触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の⽴場に⽴つて遂⾏すべき職務を担当する職員
（以下「管理職員等」という。）と管理職員等以外の職員とは、同⼀の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職
員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない。 
４ 前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、人事院規則で定める。 
５ 警察職員及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、
当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。 
 
 
人事院規則⼀七―〇（管理職員等の範囲）  
 
人事院は、国家公務員法に基づき、管理職員等の範囲に関し次の人事院規則を制定する。 
 
（管理職員等の範囲） 
第一条 法第百⼋条の⼆第三項ただし書に規定する管理職員等は、別表上欄に掲げる組織の区分に応じ、これに対応する同表
下欄に掲げる職員とする。 
第二条 各省各庁の⻑は、管理職員等以外の者が管理職員等になつたとき、⼜は管理職員等が管理職員等以外の職員になつ
たときは、文書の交付その他適当と認める方法によりその旨をその職員に通知しなければならない。 
（組織の変更等についての通知） 
第三条 各省各庁の⻑は、別表に掲げる組織に改廃があつたとき、⼜は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の官
職の改廃若しくは新設があつたときは、すみやかにその旨を人事院に通知しなければならない 

 

別表 管理職員等の範囲（第⼀条関係）  

組織 職員 

内閣 内閣官房 内閣総務官 公文書監理官 総理⼤⾂官邸事務所⻑ 内閣審議官 内閣参事官 総理⼤⾂官邸事務所

副所⻑ 企画官（内閣総務官室に所属する者に限る。） 調査官 内閣事務官（人事、予算又は庁舎警

備に関する事務を担当する者に限る。） 秘書 守衛⻑ 総理⼤⾂官邸事務所に所属する守衛 

内閣人事局 人事政策統括官 内閣審議官 内閣参事官 人事企画官 企画官 調査官 参事官補佐（人事、予算、

職員団体⼜は⼈事制度に関する事務を担当する者に限る。） 総務専門官 総人件費専門官 ⼥性活躍

促進調整官 メンタルヘルス専門官 総務専門職 ⼈事係⻑ 予算係⻑ 主査（人事に関する事務を担当

する者に限る。） 



内閣衛星情報センター 所⻑ 次⻑ 部⻑ 総括開発官 課⻑ 主任分析官 主任開発官 副センター所⻑ 受信管制局⻑ 内閣

事務官（人事又は予算に関する事務を担当する者に限る。） 

内閣法制局 内閣法制次⻑ 部⻑ 総務主幹 憲法資料調査室⻑ 参事官 課⻑ 調査官 公⽂書監理官 法令調査

官 課⻑補佐（管理） 総務主任 ⼈事係⻑ 予算係⻑ 秘書 

内閣

府 

内部部局 事務次官 内閣府審議官 官房⻑ 政策統括官 独⽴公⽂書管理監 局⻑ 総括審議官 政策⽴案総

括審議官 公⽂書監理官 サイバーセキュリティ・情報化審議官 少⼦化・⻘少年対策審議官 審議官 参

事官 課⻑ 政府広報室⻑ 厚⽣管理官 審査官 企画官 調査官 防災情報通信システム官 参事官補

佐（人事全般に関する事務について参事官を直接補佐する者に限る。） 厚⽣管理官補佐（⼈事に関する

事務を担当する者に限る。） 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理）（⼤⾂官房⼜は男⼥共同参画局

総務課に所属する者に限る。） 人事専門官 ⼈事係⻑ 宿舎係⻑ 秘書 守衛⻑ 

食品安全委員会事務局 事務局⻑ 事務局次⻑ 課⻑ 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） 

国会等移転審議会事務局 次⻑ 参事官 首席局員 上席局員（人事又は予算に関する事務を担当する者に限る。） 

公益認定等委員会事務局 事務局⻑ 事務局次⻑ 課⻑ 企画官 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） 

再就職等監視委員会 再就職等監察官 

再就職等監視委員会事務局 事務局⻑ 参事官 参事官補佐（人事及び予算に関する事務を担当する者に限る。） 

消費者委員会事務局 事務局⻑ 参事官 参事官補佐（参事官の職務全般についてこれを直接補佐する者に限る。） 

経済社会総合研究所 所⻑ 次⻑ 総括政策研究官 部⻑ 経済研修所⻑ 課⻑ 経済研修所の総務部⻑ 

迎賓館 館⻑ 次⻑ 課⻑ 課⻑補佐（管理） 庁舎係⻑ 所⻑ 

地方創生推進事務局 事務局⻑ 次⻑ 審議官 参事官 企画官 参事官補佐（人事、予算又は文書の審査に関する事務を担

当する者に限る。） 

知的財産戦略推進事務局 事務局⻑ 次⻑ 参事官 企画官 参事官補佐（人事に関する事務を担当する者に限る。） 

宇宙開発戦略推進事務局 事務局⻑ 審議官 参事官 企画官 参事官補佐（人事に関する事務を担当する者に限る。） 

北⽅対策本部 審議官 参事官 調査官 

子ども・子育て本部 統括官 審議官 参事官 児童⼿当管理室⻑ 企画官 参事官補佐（人事、組織又は予算に関する事務

を担当する者に限る。） 庶務係⻑ 予算係⻑ 

総合海洋政策推進事務局 事務局⻑ 次⻑ 参事官 企画官 参事官補佐（参事官の職務全般についてこれを直接補佐する者に限

る。） 

国際平和協⼒本部事務局 事務局⻑ 次⻑ 参事官 参事官補佐（人事及び予算に関する事務を担当する者に限る。） 予算係⻑ 

庶務係⻑ 

日本学術会議事務局 事務局⻑ 次⻑ 課⻑ 参事官 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） 参事官補佐（参事官の職務

全般についてこれを直接補佐する者に限る。） ⼈事係⻑ 予算係⻑ 庁舎係⻑ 

官⺠⼈材交流センター 官⺠⼈材交流副センター⻑ 審議官 総務課⻑ 主任調整官 課⻑補佐（管理） 

沖縄総合事務局 局⻑ 次⻑ 部⻑ 総務調整官 振興企画官 企画調整官 技術企画官 技術管理官 公園・まちづくり調

整官 適正業務管理官 総括技術検査指導官 品質確保対策官 収用認定調整官 課⻑ 公正取引室

⻑ 調査官（職員団体に関する事務を担当する者に限る。） 監査官 情報管理官 庁舎管理官 安心・

安全対策推進官 広報室⻑ 統括国有財産管理官 情報通信技術室⻑ 建設⼯務室⻑ 営繕監督保全

室⻑ 企画室⻑ ⾸席運航労務監理官 首席海事技術専門官 首席海技試験官 首席外国船舶監督官 

課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） 室⻑補佐（⽂書の審査に関する事務を担当する者に限る。） 

専門官（人事に関する事務を担当する者に限る。） 職員管理専⾨職 調査官付主査（職員団体に関す

る事務を担当する者に限る。） 庁舎管理官付主査 ⼈事係⻑ 予算係⻑ 宿舎係⻑ 人事係員 

沖縄総合事務局の事務所 所⻑ 次⻑ 副所⻑ 課⻑ ⽀所⻑ 首席運輸企画専門官（人事及び予算に関する事務を担当する者に

限る。） 運輸企画専門官（人事及び予算に関する事務を担当する者に限る。） 庶務係⻑（北部ダム統



合管理事務所、南部国道事務所、北部国道事務所、那覇港湾・空港整備事務所、平良港湾事務所、⽯

垣港湾事務所⼜は国営沖縄記念公園事務所に所属する者に限る。） 

宮内

庁 

内部部局 次⻑ 部⻑ 審議官 皇室経済主管 参事官 公⽂書監理官 式部副⻑ 課⻑ 式部官 宮殿管理官 

調査企画室⻑ 報道室⻑ 楽部事務⻑ ⾸席楽⻑ 楽⻑ 鴨場⻑ 図書調査官 編修調査官 陵墓監 

陵墓監補 衛生監 主膳⻑ 主厨⻑ 管理事務所⻑ 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） 課⻑補

佐（人事） 侍従職事務主管補佐（人事に関する事務を担当する者に限る。） 上皇職事務主管補佐

（人事に関する事務を担当する者に限る。） 東宮職事務主管補佐（人事に関する事務を担当する者に限

る。） 皇嗣職事務主管補佐（人事に関する事務を担当する者に限る。） 式部官補佐（式部官の職務全

般についてこれを直接補佐する者に限る。） 宮殿管理官補佐 ⾞⾺官 専門官（人事に関する事務を担当

する者に限る。） ⼈事係⻑ 予算係⻑ ⽂書係⻑ 秘書 人事係員 

宮内庁病院 院⻑ 副院⻑ 医⻑ 事務⻑ 総看護師⻑ 薬局⻑ 

正倉院事務所 所⻑ 庶務課⻑ 

御料牧場 場⻑ 次⻑ 課⻑ 庶務係⻑ 

京都事務所 所⻑ 次⻑ 課⻑ 庶務係⻑ 

公正

取引

委員

会 

事務総局 事務総⻑ 審判官 局⻑ 部⻑ 総括審議官 政策⽴案総括審議官 審議官 公⽂書監理官 サイバーセ

キュリティ・情報化参事官 参事官 審査管理官 課⻑ 審査⻑ 訟務官 特別審査⻑ 会計室⻑ 企画官 

企画室⻑ 経済調査室⻑ 上席企業結合調査官 取引調査室⻑ 相談指導室⻑ 上席転嫁対策調査官 

下請取引調査室⻑ 上席下請取引検査官 情報管理室⻑ 公正競争監視室⻑ 審査企画官 課徴⾦減

免管理官 上席審査専門官 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） 課⻑補佐（⼈事） 会計室⻑補

佐（予算に関する事務を担当する者に限る。） 審査⻑⼜は特別審査⻑の職務全般についてこれを直接補

佐する職員 ⼈事係⻑ 予算係⻑ 庶務係⻑ 秘書 

地方事務所 所⻑ 総務管理官 審査統括官 課⻑ ⽀所⻑ ⽀所の課⻑ 経済取引指導官 

個人

情報

保護

委員

会 

事務局 事務局⻑ 次⻑ 政策⽴案参事官 公⽂書監理官 課⻑ 参事官 企画官 調査官 課⻑補佐（管理） 

⼈事係⻑ 管理専⾨職 

カジノ

管理

委員

会 

事務局 事務局⻑ 次⻑ 部⻑ 監察官 課⻑ 企画官 国際室⻑ 調査室⻑ 犯罪収益移転防⽌対策室⻑ 監

察官補佐 課⻑補佐（管理） 係⻑（監察に関する事務を担当する者に限る。） ⼈事係⻑ 予算係⻑ 

⾦融

庁 

内部部局 ⻑官 ⾦融国際審議官 局⻑ 総括審議官 政策⽴案総括審議官 審議官 公⽂書監理官 参事官 課

⻑ 検査監理官 審判官 管理室⻑ 情報化統括室⻑ 企画官 人事調査官 管理予算調整官 国際室

⻑ 資産形成⽀援室⻑ ⾦融サービス利⽤者相談室⻑ サイバーセキュリティ対策企画調整室⻑ ⾦融企画

管理官 情報・分析室⻑ リスク管理検査室⻑ 検査企画官 フィンテック室⻑ 信⽤機構企画室⻑ 保険企

画室⻑ 調査室⻑ 監督調査室⻑ 国際監督室⻑ ⾦融会社室⻑ 仮想通貨モニタリング室⻑ 信用機構

対応室⻑ 監督企画官 地域⾦融⽣産性向上⽀援室⻑ 協同組織⾦融室⻑ 損害保険・少額短期保険

監督室⻑ 資産運⽤室⻑ 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） 課⻑補佐（⼈事） ⼈事係⻑ 予

算係⻑ ⽂書係⻑ 庁舎係⻑ 宿舎係⻑ 秘書 人事係員 

証券取引等監視委員会事務局 事務局⻑ 次⻑ 課⻑ 証券検査監理官 情報解析室⻑ 総括調整官 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐

（管理） 

公認会計士・監査審査会事務局 事務局⻑ 総務試験室⻑ 審査検査室⻑ 総括調整官 



消費

者庁 

内部部局 ⻑官 次⻑ 政策⽴案総括審議官 審議官 公⽂書監理官 参事官 課⻑ 管理室⻑ 広報室⻑ サイバ

ーセキュリティ・情報化企画官 財産被害対策室⻑ 国際室⻑ 企画官 事故調査室⻑ 統括消費者取引

対策官 ⾷品表⽰対策室⻑ 上席景品・表示調査官 課徴⾦審査官 保健表⽰室⻑ 課⻑補佐（総

括）（総務課に所属する者に限る。） 課⻑補佐（管理） 専門官（人事に関する事務を担当する者に限

る。） ⼈事係⻑ 専門職（人事に関する事務を担当する者に限る。） 

復興

庁 

復興庁設置法（平成⼆⼗三年法律第

百二十五号）第十二条第一項に規定す

る職又は当該職のつかさどる職務の全部

若しくは⼀部を助ける職に就いている職員

で構成される組織 

事務次官 統括官 審議官 公⽂書監理官 参事官 企画官（人事、組織又は予算に関する事務を担当

する者に限る。） 参事官補佐（人事、組織又は予算に関する事務を担当する者に限る。） 主査（人事又

は予算に関する事務を担当する者に限る。） 秘書 

復興局 局⻑ 次⻑ 参事官（人事に関する事務を担当する者に限る。） 参事官補佐（人事に関する事務を担当

する者に限る。） 主査（人事に関する事務を担当する者に限る。） 

総務

省 

内部部局 事務次官 総務審議官 官房⻑ 局⻑ 政策統括官 サイバーセキュリティ統括官 部⻑ 局次⻑ 総括審

議官 政策⽴案総括審議官 公⽂書監理官 サイバーセキュリティ・情報化審議官 地域⼒創造審議官 審

議官 審理官 参事官 課⻑ 管理官 評価監視官 ⾏政相談管理官 統計情報システム管理官 統計企

画管理官 統計審査官 国際統計管理官 恩給企画管理官 恩給業務管理官 企画官（大臣官房に所

属する者のうち⼤⾂官房の特定の課若しくは室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び⽴案に関す

る事務を担当する者、会計課、企画調整課、⾏政評価局総務課、情報流通振興課若しくは統計局総務課

に所属する者⼜は統計企画管理官の職務全般についてこれを直接補佐する者に限る。） 調査官（人事、

職員団体、組織及び法規又は予算に関する事務を担当する者に限る。） 庁舎管理室⻑ 厚⽣企画管理

室⻑ サイバーセキュリティ・情報化推進室⻑ 広報室⻑ 情報システム管理室⻑ 地⽅業務室⻑ 人材育成

室⻑ 評価活動⽀援室⻑ 客観性担保評価推進室⻑ 総務室⻑ ⾏政経営⽀援室⻑ 地域情報政策室

⻑ 地域振興室⻑ 過疎対策室⻑ 給与能率推進室⻑ ⼥性活躍・⼈材活⽤推進室⻑ 応援派遣室⻑ 

安全厚⽣推進室⻑ 収⽀公開室⻑ ⽀出情報開⽰室⻑ 政党助成室⻑ 財務調査官 公営企業経営室

⻑ 準公営企業室⻑ 資産評価室⻑ 研究推進室⻑ 宇宙通信調査室⻑ 多国間経済室⻑ 国際展開

⽀援室⻑ 総合通信管理室⻑ 情報通信経済室⻑ 情報活⽤⽀援室⻑ 情報流通⾼度化推進室⻑ 放

送コンテンツ海外流通推進室⻑ 地⽅情報化推進室⻑ 国際放送推進室⻑ 地域放送推進室⻑ 検査監

理室⻑ 国際企画室⻑ 保険計理監理官 ブロードバンド整備推進室⻑ 安全・信頼性対策室⻑ 番号企

画室⻑ 国際周波数政策室⻑ 電波利⽤料企画室⻑ 基幹通信室⻑ 重要無線室⻑ 新世代移動通信

システム推進室⻑ 監視管理室⻑ 認証推進室⻑ 地理情報室⻑ 首席統計情報官 労働⼒⼈⼝統計室

⻑ 経済センサス室⻑ 物価統計室⻑ 恩給経理官 恩給審査官 恩給審理官 恩給相談官 恩給支給

官 情報処理調整官 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理）（⼤⾂官房、企画調整課、⾏政課、公務

員課、福利課、財政課、⾃治税務局企画課、国際戦略局総務課、情報流通⾏政局総務課、情報通信政

策課、総合通信基盤局総務課又は統計局総務課に所属する者に限る。） 統計情報システム管理官補佐

（統計情報システム管理官の職務全般についてこれを直接補佐する者に限る。） 統計企画管理官補佐

（人事及び予算に関する事務を担当する者に限る。） 恩給企画管理官補佐（恩給企画管理官の職務全

般についてこれを直接補佐する者及び人事、組織又は予算に関する事務を担当する者に限る。） 恩給業務

管理官補佐（恩給業務管理官の職務全般についてこれを直接補佐する者に限る。） 専門官（人事又は

職員団体に関する事務を担当する者に限る。） 専門職（人事に関する事務を担当する者に限る。） 人事

係⻑ 予算係⻑ ⽂書係⻑ 庁舎係⻑ 宿舎係⻑ 庶務係⻑（統計局に所属する者に限る。） 主査（人

事、組織又は予算に関する事務を担当する者に限る。） 秘書 人事係員 守衛⻑ 

⾏政不服審査会事務局 事務局⻑ 課⻑ 審査官 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） 



情報公開・個人情報保護審査会事務局 事務局⻑ 課⻑ 審査官 課⻑補佐（管理） 

官⺠競争⼊札等監理委員会事務局 事務局⻑ 参事官 

電気通信紛争処理委員会事務局 事務局⻑ 参事官 紛争処理調査官 上席調査専門官（人事及び予算に関する事務を担当する者に限

る。） 

自治大学校 校⻑ 部⻑教授 庶務課⻑ 

情報通信政策研究所 所⻑ 部⻑ 総務課⻑ 

統計研究研修所 所⻑ 次⻑ 管理課⻑ 課⻑補佐（管理） 庶務係⻑ 

政治資⾦適正化委員会事務局 事務局⻑ 参事官 

管区⾏政評価局 局⻑ 部⻑ 地域総括評価官 部次⻑ 総務課⻑ 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 予算係⻑ 

⾏政評価⽀局 ⽀局⻑ 総務⾏政相談管理官 地域総括評価官 部⻑ 総務課⻑ 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 予

算係⻑ 

⾏政評価事務所 所⻑ 次⻑ 

沖縄⾏政評価事務所 所⻑ 次⻑ 総務課⻑ 課⻑補佐（管理） 

総合通信局 局⻑ 部⻑ 部次⻑ 課⻑ 企画広報室⻑ 財務室⻑ 総括調整官 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 

沖縄総合通信事務所 所⻑ 次⻑ 課⻑ 総括調整官 課⻑補佐（管理） 庶務係⻑ 

公害

等調

整委

員会 

事務局 事務局⻑ 次⻑ 課⻑ 審査官 調査官 課⻑補佐（管理） 

消防

庁 

内部部局 ⻑官 次⻑ 審議官 部⻑ 課⻑ 参事官 救急企画室⻑ 危険物保安室⻑ 特殊災害室⻑ 国⺠保護

室⻑ 国⺠保護運⽤室⻑ 地域防災室⻑ 広域応援室⻑ 防災情報室⻑ 応急対策室⻑ 課⻑補佐

（総括） 主幹（総務課に所属する者に限る。） ⼈事係⻑ 予算係⻑ 庁舎係⻑ 秘書 

消防大学校 校⻑ 副校⻑ 庶務課⻑ 部⻑ 

消防研究センター 所⻑ 研究統括官 部⻑ 

法務

省 

内部部局 事務次官 官房⻑ 局⻑ 部⻑ 政策⽴案総括審議官 公⽂書監理官 サイバーセキュリティ・情報化審議

官 審議官 参事官 課⻑ 厚⽣管理官 ⺠事法制管理官 刑事法制管理官 国際刑事管理官 矯正医

療管理官 訟務⽀援管理官 企画再犯防⽌推進室⻑ 広報室⻑ 政策⽴案・情報管理室⻑ 企画調査

官 試験管理官 監査室⻑ 庁舎管理室⻑ 技術企画室⻑ 登記情報管理室⻑ 登記情報センター室⻑ 

所有者不明⼟地等対策推進室⻑ 地図企画官 刑事調査官 矯正調査官 恩赦管理官 精神保健観察

企画官 更⽣保護企画官 地域連携・社会復帰⽀援室⻑ 保護調査官 処遇企画官 人権擁護推進室

⻑ 人権擁護調査官 訟務調査室⻑ 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理）（⼤⾂官房、刑事局総務

課又は保護局総務課に所属する者に限る。） 課⻑補佐（人事） 課⻑補佐（予算） 管理官補佐（⺠

事法制管理官、刑事法制管理官、国際刑事管理官⼜は矯正医療管理官の職務全般についてこれを直接補

佐する者に限る。） 庁舎管理室⻑補佐（予算⼜は警備に関する事務を担当する者に限る。） 登記情報

管理室⻑補佐 登記情報センター室⻑補佐（登記情報センター室⻑の職務全般についてこれを直接補佐す

る者に限る。） 法務専門職（人事又は予算に関する事務を担当する者に限る。） 施設整備調整官 ⺠

事調整官 ⺠事監査官 訟務広報官 ⼈事係⻑ 予算係⻑ ⽂書係⻑ 庁舎係⻑ 宿舎係⻑ 秘書 人

事係員 労働係員 守衛⻑ 

少年院 院⻑ 分院⻑ 次⻑ 課⻑ 首席専門官 統括専門官 

少年鑑別所 所⻑ 分所⻑ 次⻑ 課⻑ 首席専門官 統括専門官 

婦人補導院 院⻑ 課⻑ 



法務総合研究所 所⻑ 部⻑ 総務課⻑ 首席研究調査官 首席研修専門官 首席国際研修専門官 課⻑補佐（管理） 

予算係⻑ 庶務係⻑ 

矯正研修所 所⻑ 副所⻑ 部⻑ 効果検証センター⻑ 総務課⻑ 試験課⻑ 効果検証官 

矯正研修所支所 ⽀所⻑ 教頭 

最高検察庁 検察官 秘書官 事務局⻑ 課⻑ 情報システム管理室⻑ 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 予算係⻑ 秘

書 守衛⻑ 

高等検察庁 検察官 事務局⻑ 事務局次⻑ 課⻑ 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 予算係⻑ ⽀部の課⻑ 

地方検察庁 検察官 事務局⻑ 事務局次⻑ 課⻑ 情報解析監理官 検務監理官 首席捜査官 次席捜査官 課⻑

補佐（管理） ⼈事係⻑ ⽀部の課⻑ 

区検察庁 検察官 課⻑ 

法務局 局⻑ 部⻑ 部次⻑ 総務管理官 課⻑ 統括監査専門官 訟務管理官 上席訟務官（担当事務部門を

総括する者に限る。） 首席登記官 次席登記官 復興事業対策官 電⼦認証管理官 ⺠事⾏政調査官 

課⻑補佐（⼈事） 課⻑補佐（予算） ⼈事係⻑ ⽀局⻑ ⽀局の総務課⻑ 三人以上の登記官を置く

出張所の⻑ 

地方法務局 局⻑ 次⻑ 課⻑ 上席訟務官（訟務部門を総括する者に限る。） 首席登記官 次席登記官 復興事業

対策官 課⻑補佐（⼈事） ⼈事係⻑ ⽀局⻑ ⽀局の総務課⻑ 三⼈以上の登記官を置く出張所の⻑ 

矯正管区 管区⻑ 部⻑ 首席管区監査官 部次⻑ 課⻑ 管区調査官 管区監査官 矯正専門職（人事又は予算

に関する事務を担当する者に限る。） ⼈事係⻑ 予算係⻑ 

地⽅更⽣保護委員会 委員⻑ 委員 事務局⻑ 事務局次⻑ 課⻑ 更⽣保護管理官 調整指導官 首席審査官 統括審査官 

分室⻑ 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 予算係⻑ 

保護観察所 所⻑ 次⻑ 課⻑ ⺠間活動⽀援専⾨官 首席保護観察官 ⾸席社会復帰調整官 統括保護観察官 

統括社会復帰調整官 課⻑補佐（管理） 庶務係⻑ ⽀部⻑ 

出入

国在

留管

理庁 

内部部局 ⻑官 次⻑ 審議官 部⻑ 参事官 課⻑ 情報分析官 情報システム管理室⻑ 外国⼈施策推進室⻑ 

難⺠認定室⻑ 在留管理業務室⻑ 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（⼈事） 課⻑補佐（予算） 分析

官補佐（情報分析官の職務全般についてこれを直接補佐する者に限る。） 法務専門職（人事又は予算に

関する事務を担当する者に限る。） ⼈事係⻑ 予算係⻑ 秘書 

入国者収容所 所⻑ 次⻑ 課⻑ 課⻑補佐（管理） 庶務係⻑ 

地⽅出⼊国在留管理局 局⻑ 次⻑ 課⻑ 監理官 審査監理官 首席審査官 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 庶務係⻑ 

地⽅出⼊国在留管理局⽀局 ⽀局⻑ 次⻑ 課⻑ 監理官 審査監理官 首席審査官 

地⽅出⼊国在留管理局出張所 ⼆⼈以上の⾸席審査官、統括審査官⼜は統括⼊国警備官を置く出張所の⻑ 

地⽅出⼊国在留管理局⽀局出張所 ⼆⼈以上の⾸席審査官、統括審査官⼜は統括⼊国警備官を置く出張所の⻑ 

公安

審査

委員

会 

事務局 事務局⻑ 庶務係⻑ 

公安

調査

庁 

内部部局 ⻑官 次⻑ 部⻑ 公⽂書監理官 参事官 課⻑ 公安調査管理官 渉外広報調整官 国際調査企画官 

統括調査官（総括） 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） 秘書 

公安調査庁研修所 所⻑ 

公安調査局 局⻑ 部⻑ 総務管理官 職員管理官 首席調査官 

公安調査事務所 所⻑ 首席調査官 

外務

省 

内部部局 事務次官 外務審議官 官房⻑ 局⻑ 国際情報統括官 部⻑ 公⽂書監理官 監察査察官 儀典⻑ 

外務報道官 国際⽂化交流審議官 地球規模課題審議官 審議官 政策⽴案参事官 サイバーセキュリテ



ィ・情報化参事官 参事官 調査官 課⻑ 儀典総括官 国際報道官 社会条約官 国際情報官 危機管

理調整室⻑ 監察査察室⻑ 公⽂書監理室⻑ 情報防護対策室⻑ 外交史料館⻑ 企画官（予算又は

職員団体に関する事務を担当する者及び経済安全保障課に所属する者に限る。） 人事企画官 福利厚⽣

室⻑ 会計調査官 監査官 予算経理官 調達官 在外保健調整官 現地職員管理官 在外経理官 国

内広報室⻑ 戦略的対外発信拠点室⻑ 国際⽂化協⼒室⻑ ⼈物交流室⻑ 政策企画室⻑ 国際安

全・治安対策協⼒室⻑ 国際平和・安全保障協⼒室⻑ 宇宙・海洋安全保障政策室⻑ 新安全保障課題

政策室⻑ 国連制裁室⻑ ⽣物・化学兵器禁⽌条約室⻑ 国際科学協⼒室⻑ 国際原⼦⼒協⼒室⻑ 

地域調整官（人事又は予算に関する事務を担当する者に限る。） ⽇⽶地位協定室⻑ 中央アジア・コーカ

サス室⻑ 官⺠連携推進室⻑ 欧州連合経済室⻑ 経済協⼒開発機構室⻑ サービス貿易室⻑ 国際経

済紛争処理室⻑ ⺠間援助連携室⻑ 開発協⼒企画室⻑ 事業管理室⻑ 専⾨機関室⻑ 海洋法室⻑ 

国際裁判対策室⻑ 領事サービス室⻑ ハーグ条約室⻑ 邦⼈テロ対策室⻑ 課⻑補佐（総括） 課⻑補

佐（管理）（⼤⾂官房に所属する者に限る。） ⼈事係⻑ 予算係⻑ ⽂書係⻑ 庁舎係⻑ 秘書 守衛

⻑ 

外務省研修所 所⻑ 副所⻑ 総括指導官 事務主事 

在外公館 総領事 参事官 一等書記官（公館次席に限る。） 

財務

省 

内部部局 事務次官 財務官 官房⻑ 局⻑ 局次⻑ 総括審議官 政策⽴案総括審議官 公⽂書監理官 サイバー

セキュリティ・情報化審議官 審議官 参事官 課⻑ 厚⽣管理官 主計官 主計監査官 計画官 経済財

政政策調整官 企画官 専門調査官 財務官室⻑ 首席監察官 監察官 人事調査官 企画調整室⻑ 

情報公開・個⼈情報保護室⻑ 公⽂書監理室⻑ 広報室⻑ 政策評価室⻑ 情報管理室⻑ 業務企画

室⻑ 監査室⻑ 管理室⻑ 会計調査官 予算企画専門官 業務調整室⻑ 地方連携推進官 政策調

整室⻑ 総務調整官 機構業務室⻑ 主計企画官 主計事務管理室⻑ 会計監査調整室⻑ 法規調査

官 会計制度調査官 給与調査官 共済調査官 財政調査官 主税企画官 主税調査官 国際租税総

合調整官 事務管理室⻑ 税関考査管理室⻑ 税関考査官（人事、予算又は職員団体に関する事務を

担当する者に限る。） 特殊関税調査室⻑ 原産地規則室⻑ 税関調査室⻑ 経済連携室⻑ 知的財産

調査室⻑ 調査室⻑ たばこ塩事業室⻑ 理財調査官 通貨企画調整室⻑ 国庫企画官 国債政策情報

室⻑ 国債企画官 資⾦企画室⻑ 財政投融資企画官 政府出資室⻑ 国有財産企画官 国有財産有

効活⽤室⻑ 国有財産監査室⻑ 国有財産審理室⻑ 国有財産情報室⻑ 外国為替室⻑ 為替実査室

⻑ 資⾦移転対策室⻑ 国際調整室⻑ 地域協⼒企画官 資⾦管理室⻑ 開発企画官 ⼈事企画室⻑ 

⼈事調整室⻑ 総務調整企画室⻑ ⼈事調整企画室⻑ 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理）（⼤

臣官房又は関税局総務課に所属する者に限る。） 課⻑補佐（⼈事） 計画官補佐（計画官の職務全般

についてこれを直接補佐する者に限る。） 評価専門官（人事評価に関する事務を担当する者に限る。） 技

術専門官 ⼈事係⻑ 予算係⻑（会計課、地⽅課⼜は関税局総務課に所属する者に限る。） ⽂書係⻑ 

庁舎係⻑ 宿舎係⻑ 秘書 人事係員 労働係員 守衛⻑ 

税関研修所 所⻑ 副所⻑ 部⻑ 課⻑ 

関税中央分析所 所⻑ 総務課⻑ 首席分析官 

財務総合政策研究所 所⻑ 副所⻑ 研究総務官 部⻑ 課⻑ 

会計センター 所⻑ 次⻑ 部⻑ 総務室⻑ 課⻑ 

財務局 局⻑ 部⻑ 部次⻑ 総務管理官 統括法務監査官 首席財務局監察官 財務局監察官 ⾦融商品取

引所監理官 ⾦融商品取引所副監理官 ⾦融安定監理官 ⾦融安定副監理官 証券取引等監視官 証

券取引等副監視官 証券検査指導官 統括証券検査官 統括証券調査官 統括証券取引審査官 統括

証券取引特別調査官 検査監理官 ⾦融監督官 課⻑ 財務広報相談室⻑ 合同庁舎管理官 合同庁

舎管理室⻑ 企画調整官（職員団体に関する事務を担当する者に限る。） 人事専門官 上席調査官



（主計課⻑⼜は主計第⼀課⻑の職務全般についてこれを直接補佐する者に限る。） 合同庁舎管理専⾨

官 特別主計実地監査官 統括証券監査官 検査指導官 特別⾦融証券検査官 統括⾦融証券検査官 

⾦融調整官 国有財産調整官 特別国有財産管理官 統括国有財産管理官 特別国有財産監査官 統

括国有財産監査官 首席国有財産鑑定官 国有財産総括専⾨官（管財総括第⼀課⻑の職務全般につい

てこれを直接補佐する者に限る。） 上席国有財産管理官（審理第⼀課⻑の職務全般についてこれを直接

補佐する者に限る。） 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 予算係⻑ 庁舎係⻑ 人事係員 労働係員 

財務支局 ⽀局⻑ 部⻑ 部次⻑ 財務主幹 ⾦融商品取引所監理官 証券取引等監視官 統括証券検査官 検

査監理官 ⾦融監督官 課⻑ 財務広報相談室⻑ 合同庁舎管理官 上席調査官（主計課⻑の職務全

般についてこれを直接補佐する者に限る。） 特別主計実地監査官 検査指導官 特別⾦融証券検査官 

統括⾦融証券検査官 ⾦融調整官 統括国有財産管理官 統括国有財産監査官 首席国有財産鑑定

官 国有財産総括専⾨官（管財総括第⼀課⻑の職務全般についてこれを直接補佐する者に限る。） 課⻑

補佐（管理） ⼈事係⻑ 予算係⻑ 庁舎係⻑ 人事係員 

財務事務所 所⻑ 次⻑ 課⻑ 統括国有財産管理官 課⻑補佐（管理）（千葉財務事務所総務課、東京財務事務

所総務課、横浜財務事務所総務課、京都財務事務所総務課及び神⼾財務事務所総務課に所属する者に

限る。） 庁舎係⻑ 

財務局出張所 所⻑ 課⻑ 統括国有財産管理官 庁舎係⻑ 

財務支局出張所 所⻑ 課⻑ 統括国有財産管理官 庁舎係⻑ 

財務事務所出張所 所⻑ 課⻑ 統括国有財産管理官（⽴川出張所、横須賀出張所、沼津出張所、舞鶴出張所⼜は佐世保

出張所に所属する者に限る。） 庁舎係⻑ 

税関 税関⻑ 部⻑ 税関情報監理官 部次⻑ 課⻑ 企画調整室⻑ システム企画調整室⻑ 厚⽣管理官 総

括システム企画調整官 税関考査官 首席税関考査官 税関監察官 首席税関監察官 人事専門官 監

視取締センター室⻑ 密輸対策企画室⻑ ⿇薬探知⽝訓練センター室⻑ ⿇薬探知⽝管理室⻑ 統括監

視官 特別監視官 保税地域監督官 税関相談官室⻑ 税関訟務室⻑ 統括審査官 統括分析官 特

別分析官 総括関税鑑査官 総括原産地調査官 総括認定事業者管理官 総括知的財産調査官 総括

関税評価官 税関訟務官 関税評価官 首席関税評価官 犯則調査センター室⻑ 国際情報センター室⻑ 

情報分析室⻑ 情報管理室⻑ 統括調査官 特別関税調査官 統括審理官（審理業務に関する総括事

務を⾏う者に限る。） 特別審理官 総括情報管理官 課⻑補佐（総括）（各部の部内における庶務に関

することを所掌する課に所属する者に限る。） 課⻑補佐（管理） 会計監査官 ⼈事係⻑ 予算係⻑ 庁

舎係⻑ 人事係員 労働係員 

沖縄地区税関 税関⻑ 次⻑ 課⻑ 密輸対策企画室⻑ 統括監視官 保税地域監督官 統括審査官 統括調査官 統

括審理官（審理業務に関する総括事務を⾏う者に限る。） 特別審理官 税関考査官 税関監察官 関

税評価官 課⻑補佐（管理） 会計監査官 ⼈事係⻑ 予算係⻑ 庁舎係⻑ 宿舎係⻑ 人事係員 

税関支署 係、主任⼜は出張所を置く⽀署の⻑ 次⻑ 課⻑ 特別監視官 統括監視官 特別審理官 統括審理官 

統括審査官 課⻑補佐（管理） 

沖縄地区税関支署 ⽀署⻑ 次⻑ 課⻑ 統括監視官 統括審査官 

税関出張所 係⼜は主任を置く出張所の⻑ 次⻑ 課⻑ 統括監視官 統括審査官 

沖縄地区税関出張所 係⼜は主任を置く出張所の⻑ 

税関支署出張所 係⼜は主任を置く出張所の⻑ 統括監視官 統括審査官 

沖縄地区税関支署出張所 係⼜は主任を置く出張所の⻑ 統括監視官 

国税

庁 

内部部局 ⻑官 次⻑ 部⻑ 審議官 国税庁監察官 参事官 課⻑ 厚⽣管理官 企画官 調整室⻑ 監督評価

官室⻑ 国税企画官 監督評価官 相互協議室⻑ 国際企画官 資産評価企画官 鑑定企画官 消費

税室⻑ 審理室⻑ 課税企画官 国際課税企画官 酒税企画官 国際調査管理官 主任税務相談官 



情報公開・個⼈情報保護室⻑ 公⽂書監理室⻑ 税理⼠監理室⻑ 広報広聴室⻑ 情報技術室⻑ 法

⼈番号管理室⻑ 消費税軽減税率制度対応室⻑ 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） 監督評価

官補 厚⽣管理官補佐（⼈事に関する事務を担当する者に限る。） 国税庁監察官補 ⼈事係⻑ 予算係

⻑ ⽂書係⻑ 庁舎係⻑ 宿舎係⻑ 秘書 人事係員 労働係員 

税務大学校 校⻑ 副校⻑ 教頭 部⻑ 総務課⻑ 課⻑補佐（管理） 庶務係⻑ 

税務大学校地方研修所 所⻑ 主幹 幹事 主任教育官 

国税不服審判所 所⻑ 次⻑ 部⻑審判官 管理室⻑ 管理室⻑補佐 ⼈事係⻑ 

国税不服審判所⽀部 首席国税審判官 次席国税審判官 部⻑審判官（次席国税審判官を置かない⽀部に所属する者に限

る。） 課⻑ ⽀所⻑（横浜⽀所、京都⽀所及び神⼾⽀所に所属する者に限る。） 

国税局 局⻑ 情報システム監理官 部⻑ 部次⻑ 酒類監理官 国際監理官 課⻑ 税務相談室⻑ 国税広報広

聴室⻑ 情報処理管理官 人事調査官 鑑定官室⻑ 国税訟務官室⻑ 審理官 資産評価官 企画調

整官 統括国税実査官 納税管理官 特別国税徴収官 特別機動国税徴収官 統括国税徴収官 特別

国税調査官 統括国税調査官 特別国税査察官 統括国税査察官 営繕監理官 総括税務相談官 源

泉所得税事務集中処理センター室⻑ 集中電話催告センター室⻑ 査察情報技術解析室⻑ 課⻑補佐

（総括）（各部の部内における庶務に関することを所掌する課に所属する者に限る。） 課⻑補佐（管理） 

⼈事係⻑ 予算係⻑ ⽂書係⻑ 庁舎係⻑ 宿舎係⻑ 人事係員 労働係員 守衛⻑ 

沖縄国税事務所 所⻑ 次⻑ 課⻑ 統括国税徴収官 総括税務相談官 集中電話催告センター室⻑ 課⻑補佐（管理） 

⼈事係⻑ 予算係⻑ 人事係員 

税務署 署⻑ 副署⻑ 課⻑ 統括国税徴収官（担当事務部門を総括する者に限る。） 統括国税調査官（担当

事務部門を総括する者に限る。） 酒類指導官 課⻑補佐（管理） 庶務係⻑ 

文部

科学

省 

内部部局 事務次官 文部科学審議官 官房⻑ 局⻑ 国際統括官 部⻑ 総括審議官 サイバーセキュリティ・政策⽴

案総括審議官 公⽂書監理官 審議官 参事官 技術参事官 課⻑ 企画官 副⻑ 福利厚⽣室⻑ 人

事企画官 人事調整官 人事評価調整官 人事企画推進官 広報室⻑ 連絡調整官 情報開示官 個

人情報保護専門官 財務分析評価企画官 予算企画調整官 合同庁舎管理専⾨官 政策推進室⻑ 情

報システム企画室⻑ 調査官 国際協⼒企画室⻑ 契約情報室⻑ 企画調整官 整備計画室⻑ 災害対

策企画官 防災・減災企画官 ⽂教施設監理官 主任教育企画調整官 国際調整企画官 教員免許企

画室⻑ 専修学校教育振興室⻑ 地域学校協働活動推進室⻑ ⻘少年教育室⻑ 家庭教育⽀援室⻑ 

主任教科書調査官 主任視学官 教育制度改⾰室⻑ 教育財政室⻑ ⾼校修学⽀援室⻑ 教育課程企

画室⻑ ⽣徒指導室⻑ 幼児教育企画官 特別支援教育企画官 情報教育振興室⻑ 外国語教育推進

室⻑ 教科書企画官 産業教育振興企画官 ⾼等教育政策室⻑ ⼤学設置室⻑ 国際企画室⻑ 大学

改⾰推進室⻑ ⼤学⼊試室⻑ 専⾨職⼤学院室⻑ ⼤学病院⽀援室⻑ 国⽴⼤学戦略室⻑ 私学共済

室⻑ 国際戦略室⻑ 資源室⻑ 評価・研究開発法⼈⽀援室⻑ 新興・融合領域研究開発調査戦略室

⻑ ⼈材政策推進室⻑ 研究公正推進室⻑ 量⼦研究推進室⻑ ⼤学技術移転推進室⻑ 地域支援室

⻑ 研究交流管理官 主任学術調査官 学術企画室⻑ 奨励室⻑ 競争的資⾦調整室⻑ 基礎研究推

進室⻑ 素粒⼦・原⼦核研究推進室⻑ 企画室⻑ 幹細胞・再⽣医学研究推進室⻑ 生命倫理・安全対

策室⻑ 計算科学技術推進企画官 学術基盤整備企画官 防災科学技術推進室⻑ 地震調査研究企

画官 地震調査管理官 深海地球探査企画官 極域科学企画官 核融合開発室⻑ 宇宙利⽤推進室⻑ 

宇宙科学技術推進企画官 核燃料サイクル室⻑ ⽴地地域対策室⻑ 放射性廃棄物企画室⻑ 原⼦⼒

国際協⼒室⻑ 国際戦略企画官 人材活用推進官 国際統括官補佐（国際統括官の職務全般について

これを直接補佐する者に限る。） 参事官補佐（参事官の職務全般についてこれを直接補佐する者に限

る。） 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理）（⼤臣官房に所属する者に限る。） 室⻑補佐（福利厚

⽣室⻑⼜は広報室⻑の職務全般についてこれを直接補佐する者に限る。） 専門官（人事課に所属する者



に限る。） ⼈事係⻑ 予算係⻑ ⽂書係⻑ 庁舎係⻑ 宿舎係⻑ 専門職（人事課に所属する者に限

る。） 秘書 人事係員 守衛⻑ 

国⽴教育政策研究所 所⻑ 次⻑ 部⻑ センター⻑ 課⻑ 総合研究官 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 

科学技術・学術政策研究所 所⻑ 総務研究官 総務課⻑ 企画課⻑ 科学技術・学術基盤調査研究室⻑ 科学技術予測センター⻑ 

総括主任研究官 総括上席研究官 課⻑補佐（管理） 庶務係⻑ 

日本学士院 事務⻑ 

スポー

ツ庁 

内部部局 ⻑官 次⻑ 審議官 課⻑ 参事官 学校体育室⻑ 障害者スポーツ振興室⻑ 参事官補佐（総括） 課

⻑補佐（総括） ⼈事係⻑ 予算係⻑ 人事係員 

文化

庁 

内部部局 ⻑官 地域⽂化創⽣本部⻑ 次⻑ 地域⽂化創⽣本部⻑代理 文化財鑑査官 審議官 地域文化創生

副本部⻑ 課⻑ 参事官 会計室⻑ 事務局⻑ 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） 参事官補佐

（参事官の職務全般についてこれを直接補佐する者に限る。） 会計室⻑補佐 専⾨官（宗務課⻑の職務

全般についてこれを直接補佐する者に限る。） ⼈事係⻑ 予算係⻑ 庁舎係⻑ 秘書 人事係員 

日本芸術院 事務⻑ 

厚生

労働

省 

内部部局 事務次官 厚生労働審議官 医務技監 官房⻑ 局⻑ 人材開発統括官 政策統括官 部⻑ 総括審議

官 政策⽴案総括審議官 公⽂書監理官 サイバーセキュリティ・情報化審議官 生活衛生・食品安全審議

官 高齢・障害者雇用開発審議官 年⾦管理審議官 審議官 参事官 課⻑ 労働市場センター業務室⻑ 

政策評価官 人事調査官 調査官（⼈事課⼜は医療経営⽀援課に所属する者並びに技能実習業務指導

室⻑及び政策⽴案⽀援室⻑に限る。） 人事企画官 公⽂書監理・情報公開室⻑ 広報室⻑ 企画官 

監査指導室⻑ 経理室⻑ 管理室⻑ 福利厚⽣室⻑ 会計管理官 首席営繕専門官 国際企画・戦略官 

健康危機管理・災害対策室⻑ 研究企画官 医療イノベーション企画官 医療独⽴⾏政法⼈管理室⻑ 試

験免許室⻑ ⾸席流通指導官 指導調査室⻑ 移植医療対策推進室⻑ 麻薬対策企画官 検疫所業務

管理室⻑ ⽔道計画指導室⻑ ⽯綿対策室⻑ 労働条件確保改善対策室⻑ 医療労働企画官 過労死

等防止対策企画官 過重労働特別対策室⻑ 主任中央労働基準監察監督官 主任中央賃⾦指導官 

労災保険財政数理室⻑ 主任中央労災補償監察官 労働保険徴収業務室⻑ 職業病認定対策室⻑ 

労災保険審理室⻑ 建設安全対策室⻑ 産業保健⽀援室⻑ 治療と仕事の両⽴⽀援室⻑ 電離放射線

労働者健康対策室⻑ 化学物質評価室⻑ 環境改善室⻑ 訓練受講者⽀援室⻑ 公共職業安定所運

営企画室⻑ 首席職業指導官 主任中央職業安定監察官 ⺠間⼈材サービス推進室⻑ 主任中央雇用

保険監察官 主任中央需給調整事業指導官 派遣・請負労働企画官 海外⼈材受⼊就労対策室⻑ 国

際労働⼒対策企画官 就労⽀援室⻑ 労働移動⽀援室⻑ 農⼭村雇⽤対策室⻑ 建設・港湾対策室⻑ 

地域就労⽀援室⻑ 主任障害者雇用専門官 労働紛争処理業務室⻑ 主任雇用環境・均等監察官 ハ

ラスメント防⽌対策室⻑ 多様な働き⽅推進室⻑ 勤労者福祉事業室⻑ 労働⾦庫業務室⻑ 少子化総

合対策室⻑ 児童福祉調査官 虐待防⽌対策推進室⻑ ⾃⽴推進・指導監査室⻑ 保護事業室⻑ 成

年後⾒制度利⽤促進室⻑ 消費⽣活協同組合業務室⻑ ⽣活困窮者⾃⽴⽀援室⻑ 中国残留邦⼈等

⽀援室⻑ 審査室⻑ 事業推進室⻑ 施設管理室⻑ 社会保険審査調整室⻑ 全国健康保険協会管理

室⻑ 保険データ企画室⻑ 保険医療企画調査室⻑ 医療技術評価推進室⻑ 医療指導監査室⻑ 数

理企画官 ⾸席年⾦数理官 システム室⻑ 調査室⻑ 監査室⻑ 会計室⻑ 訓練企画官 特別支援企

画官 就労支援訓練企画官 主任職業能⼒開発指導官 キャリア形成支援企画官 企業内人材開発支援

企画官 主任職業能⼒検定官 海外協⼒企画官 政策企画官 社会保障財政企画官 統計企画調整官 

審査解析官 保健統計官 社会統計官 世帯統計官 賃⾦福祉統計官 統計管理官 情報システム管理

官 主任中央産業安全専門官 主任中央労働衛生専門官 書記 地⽅厚⽣局管理室⻑ 職員厚⽣室⻑ 

労働保険審査会事務室⻑ 調査資料室⻑ 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理）（⼤⾂官房、監視

指導・麻薬対策課、労働基準局総務課、労災管理課、職業安定局総務課、雇⽤保険課、雇⽤環境・均等



局総務課又は援護企画課に所属する者に限る。） 課⻑補佐（予算） 室⻑補佐（会計課管理室⻑、福

利厚⽣室⻑、試験免許室⻑、検疫所業務管理室⻑、公共職業安定所運営企画室⻑、少⼦化総合対策

室⻑、⾃⽴推進・指導監査室⻑、消費⽣活協同組合業務室⻑、⽣活困窮者⾃⽴⽀援室⻑、中国残留邦

⼈等⽀援室⻑、審査室⻑、事業推進室⻑、労働保険審査会事務室⻑、⺟⼦家庭等⾃⽴⽀援室⻑、⼈材

開発統括官付参事官室⻑、政策統括官付参事官室⻑、統計・情報総務室⻑、⼈⼝動態・保健社会統計

室⻑、保健統計室⻑、社会統計室⻑、世帯統計室⻑、雇⽤・賃⾦福祉統計室⻑、賃⾦福祉統計室⻑⼜

は情報システム管理室⻑の職務全般についてこれを直接補佐する者及び施設管理室、地⽅厚⽣局管理室、

職員厚生室又は統計・情報総務室で人事又は予算に関する事務を担当する者に限る。） ⼈事管理調整

専門官 任用専門官 給与専門官 職員管理専⾨官 訟務専門官 人事調整専門官 管理専⾨官 庶

務班⻑ 任⽤班⻑ 企画班⻑ 総務班⻑ 予算班⻑ 管理班⻑ ⼈事係⻑ 予算係⻑ ⽂書係⻑ 庁舎

係⻑ 宿舎係⻑ 秘書 人事係員 労働係員 守衛⻑ 

検疫所 所⻑ 次⻑ 総務課⻑ 輸⼊⾷品・検疫検査センター⻑ ⽀所⻑ 

国⽴ハンセン病療養所 所⻑ 副所⻑ 科⻑ 医⻑ 看護部⻑ 総看護師⻑ 副看護部⻑ 副総看護師⻑ 事務部⻑ 課⻑ 事

務⻑ 課⻑補佐（管理） 事務⻑補佐（管理） 庶務班⻑ 

国⽴医薬品⾷品衛⽣研究所 所⻑ 副所⻑ 企画調整主幹 安全性⽣物試験研究センター⻑ 部⻑ 課⻑ 課⻑補佐（管理） 人事

係⻑ 庁舎係⻑ 

国⽴保健医療科学院 院⻑ 次⻑ 企画調整主幹 統括研究官 部⻑ 研究情報⽀援研究センター⻑ 保健医療経済評価研究

センター⻑ 課⻑ 課⻑補佐（管理） 施設管理室⻑ ⼈事係⻑ 庁舎係⻑ 

国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所 所⻑ 副所⻑ 政策研究調整官 部⻑ 総務課⻑ 

国⽴感染症研究所 所⻑ 副所⻑ 企画調整主幹 部⻑ 感染症疫学センター⻑ エイズ研究センター⻑ 病原体ゲノム解析研

究センター⻑ インフルエンザウイルス研究センター⻑ 薬剤耐性研究センター⻑ 課⻑ 課⻑補佐（管理） 

施設管理室⻑ 施設運営室⻑ ⼈事係⻑ 庁舎係⻑ 

国⽴感染症研究所⽀所 ⽀所⻑ 部⻑ 庶務課⻑ 

国⽴児童⾃⽴⽀援施設 施設⻑ 次⻑ 課⻑ 

国⽴障害者リハビリテーションセンター 総⻑ 部⻑ 課⻑ ⾼次脳機能障害情報・⽀援センター⻑ 発達障害情報・⽀援センター⻑ 課⻑補佐（管

理） ⼈事係⻑ 

国⽴障害者リハビリテーションセンター⾃⽴

支援局 

⾃⽴⽀援局⻑ 部⻑ 課⻑ 教務統括官 

国⽴障害者リハビリテーションセンター⾃⽴

⽀援局国⽴光明寮 

寮⻑ 課⻑ 

国⽴障害者リハビリテーションセンター⾃⽴

⽀援局国⽴保養所 

所⻑ 課⻑ 

国⽴障害者リハビリテーションセンター⾃⽴

⽀援局国⽴福祉型障害児⼊所施設 

施設⻑ 課⻑ 

国⽴障害者リハビリテーションセンター病院 院⻑ 副院⻑ 部⻑ 障害者健康増進・運動医科学⽀援センター⻑ 医⻑ 発達障害診療室⻑ 薬剤科⻑ 

看護部⻑ 

国⽴障害者リハビリテーションセンター研究

所 

所⻑ 部⻑ 企画調整官 

国⽴障害者リハビリテーションセンター学院 学院⻑ 主幹 

地方厚生局 局⻑ 部⻑ 総務管理官 指導総括管理官 特別指導管理官 部次⻑ 課⻑ 分室⻑ 総括社会保険審

査官 課⻑補佐（管理） 予算係⻑ 庶務係⻑ 

地方厚生局分室 分室⻑ 



九州厚生局沖縄分室 分室⻑ 

四国厚生支局 ⽀局⻑ 部⻑ 総務管理官 指導総括管理官 課⻑ 総括社会保険審査官 課⻑補佐（管理） 庶務

係⻑ 

四国厚生支局分室 分室⻑ 

九州厚生局沖縄麻薬取締支所 ⽀所⻑ 課⻑ 

都道府県労働局 局⻑ 部⻑ 雇⽤環境・均等室⻑ 課⻑ 労働保険徴収室⻑ 総務調整官 総務企画官 訓練室⻑ 地

⽅賃⾦指導官（賃⾦室の業務を総括する者に限る。） 主任需給調整指導官（需給調整事業室の業務を

総括する者に限る。） 人事計画官 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 

労働基準監督署 署⻑ 副署⻑ 課⻑（⼈事）（副署⻑を置かない署で、三以上の課を置く署に所属する者に限る。） 支署

⻑ 

公共職業安定所 所⻑ 次⻑ 庶務課⻑（⼆以上の課を置く所に所属する者に限る。） 係を置く出張所の⻑ 

中央

労働

委員

会 

事務局 事務局⻑ 審議官 課⻑ 審査総括官 広報調査室⻑ 審査室⻑ ⾏政執⾏法⼈室⻑ 個別労働関係

紛争業務⽀援室⻑ 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 予算係⻑ 地⽅事務所⻑ 

農林

水産

省 

内部部局 事務次官 農林⽔産審議官 官房⻑ 局⻑ 政策統括官 部⻑ 局次⻑ 総括審議官 技術総括審議官 

政策⽴案総括審議官 公⽂書監理官 サイバーセキュリティ・情報化審議官 輸出促進審議官 生産振興審

議官 審議官 参事官 報道官 課⻑ 統計企画管理官 保険監理官 調査官（人事、組織、法規、予

算又は職員団体に関する事務を担当する者に限る。） 人事調査官 人事企画官 管理官（⼈事に関する

事務を担当する者に限る。） 人事企画調整官 秘書専門官 企画官（秘書課に所属する者及び政策統

括官付参事官を補佐し、人事又は予算に関する事務を担当する者に限る。） 任用専門官 給与専門官 

人事評価専門官 監査官（秘書課に所属する者に限る。） 災害総合対策室⻑ 法令審査官 予算調査

官 経理調査官 予算決算管理官 施設管理専⾨官（宿舎に関する事務を担当する者に限る。） 技術政

策室⻑ ⾷料安全保障室⻑ 環境政策室⻑ 広報室⻑ 報道室⻑ 情報管理室⻑ 情報分析室⻑ 国

際戦略室⻑ 国際交渉官 上席国際交渉官 総務・会計専門官 センサス統計室⻑ 消費統計室⻑ 首席

情報企画官 審査室⻑ ⾏政監察室⻑ 会計監査室⻑ 検査調整官 上席検査官 食品表示・規格監視

室⻑ ⽶穀流通監視室⻑ ⾷品安全科学室⻑ 国際基準室⻑ ⾷品安全危機管理官 農薬対策室⻑ 

⽔産安全室⻑ 防疫対策室⻑ 国際室⻑ 家畜防疫対策室⻑ 国際衛⽣対策室⻑ ⾷料産業調査官 

和⾷室⻑ 外⾷産業室⻑ 海外輸⼊規制対策室⻑ 輸出戦略調査官 ファンド室⻑ 種苗室⻑ 再生可

能エネルギー室⻑ ⾷品産業環境対策室⻑ 卸売市場室⻑ 商品取引室⻑ ⾷品企業⾏動室⻑ 基準認

証室⻑ ⽣産推進室⻑ ⽶穀貿易企画室⻑ 会計室⻑ ⽔⽥農業対策室⻑ ⽶⻨流通加⼯対策室⻑ 

園芸流通加⼯対策室⻑ 花き産業・施設園芸振興室⻑ 地域対策官 ⽣産資材対策室⻑ 畜産総合推

進室⻑ 畜産経営安定対策室⻑ 畜産技術室⻑ 畜産危機管理官 流通飼料対策室⻑ 食肉需給対策

室⻑ 調整室⻑ 担い⼿総合対策室⻑ 経営安定対策室⻑ 農地集積促進室⻑ ⼥性活躍推進室⻑ 

経営・組織対策室⻑ 農業経営収⼊保険室⻑ 農村政策推進室⻑ 中⼭間地域・⽇本型直接⽀払室⻑ 

農泊推進室⻑ 都市農業室⻑ ⿃獣対策室⻑ 農村環境対策室⻑ 計画調整室⻑ 施⼯企画調整室⻑ 

海外⼟地改良技術室⻑ 農業⽤⽔対策室⻑ 施設保全管理室⻑ 経営体育成基盤整備推進室⻑ 多

⾯的機能⽀払推進室⻑ 防災・減災対策室⻑ 災害対策室⻑ 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理）

（⼤⾂官房、消費・安全局総務課、⾷品安全政策課、⾷料産業局総務課、企画課、⽣産局総務課、畜産

振興課、経営局総務課、協同組織課、農村振興局総務課又は農村計画課に所属する者に限る。） 統計

企画管理官補佐（統計企画管理官の職務全般についてこれを直接補佐する者並びに⼈事及び予算に関す



る事務を担当する者に限る。） 保険監理官補佐（保険監理官の職務全般についてこれを直接補佐する者

に限る。） ⼈事係⻑ 予算係⻑ ⽂書係⻑ 庁舎係⻑ 宿舎係⻑ 秘書 人事係員 労働係員 守衛⻑ 

植物防疫所及び那覇植物防疫事務所 所⻑ 部⻑ 統括植物検疫官 統括調査官 統括同定官 課⻑ 管理官 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 

植物防疫所支所 ⽀所⻑ 次⻑ 統括植物検疫官 課⻑ 課⻑補佐（管理） 

動物検疫所 所⻑ 部⻑ 課⻑ 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 

動物検疫所支所 ⽀所⻑ 次⻑ 課⻑ 課⻑補佐（管理） 

農林⽔産技術会議事務局 事務局⻑ 研究総務官 課⻑ 国際研究官 研究統括官 研究開発官 研究調整官 国際研究専門官

（国際研究官の職務全般についてこれを直接補佐する者に限る。） 研究専門官（研究開発官の職務全般

についてこれを直接補佐する者に限る。） 管理官 技術安全室⻑ 産学連携室⻑ 筑波産学連携支援セン

ター⻑ 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） 筑波産学連携⽀援センターの課⻑及び課⻑補佐（管

理） ⼈事係⻑ 予算係⻑ ⽂書係⻑ 庁舎係⻑ 

動物医薬品検査所 所⻑ 企画連絡室⻑ 部⻑ 課⻑ 科⻑ 課⻑補佐（管理） 庁舎係⻑ ⼈事係⻑ 

農林⽔産研修所 所⻑ 副所⻑ 課⻑ 研修調整官 

農林⽔産政策研究所 所⻑ 次⻑ 企画広報室⻑ 課⻑ 総括上席研究官 政策研究調整官 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 

地方農政局 局⻑ 次⻑ 部⻑ 地方参事官 企画調整室⻑ 調整官（企画調整室⻑の職務全般についてこれを直接

補佐する者に限る。） 総務管理官 課⻑ 厚生官 管理官（総務課⼜は中国四国農政局会計課に所属

する者に限る。） 国有財産管理・調達室⻑ 会計専門官（予算に関する事務を担当する者に限る。） 消

費・安全調整官 消費・安全管理官 経営政策調整官 事業管理調整官 多⾯的機能⽀払推進室⻑ 課

⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） 農政推進官（人事に関する事務を担当する者に限る。） 主任農

政推進官（人事に関する事務を担当する者に限る。） 総括農政推進官 総括広域監視官 総括農政業

務管理官 総括統計専門官 ⼈事係⻑ 予算係⻑ 庁舎係⻑ 宿舎係⻑ 人事係員 

地方農政局の事務所及び事業所 所⻑ 次⻑ 課⻑ 課⻑補佐（管理） ⽀所⻑ 

地方農政局の事務所又は事業所の建設

所 

所⻑ 課⻑ 

北海道農政事務所 所⻑ 次⻑ 地方参事官 地方調整官 企画調整室⻑ 部⻑ 総務管理官 課⻑ 厚生官 調整官 管

理官 特別会計室⻑ 食品企業調整官 消費・安全管理官 総括統計官 課⻑補佐（管理） 農政推進

官（人事に関する事務を担当する者に限る。） 主任農政推進官（人事に関する事務を担当する者に限

る。） 総括農政推進官 会計専門官（予算に関する事務を担当する者に限る。） 総括農政業務管理官 

総括広域監視官 総括統計専門官 ⼈事係⻑ 

林野

庁 

内部部局 ⻑官 次⻑ 部⻑ 課⻑ 監査室⻑ 管理官（⼈事⼜は予算に関する事務を担当する者に限る。） 林業

労働対策室⻑ 特⽤林産対策室⻑ ⽊材製品技術室⻑ ⽊材貿易対策室⻑ 施⼯企画調整室⻑ 海外

林業協⼒室⻑ ⾸席森林計画官 森林集積推進室⻑ ⼭村振興・緑化推進室⻑ 森林保全推進官 森

林吸収源情報管理官 造林間伐対策室⻑ 森林資源循環施業推進官 ⼭地災害対策室⻑ 技術開発

推進室⻑ 森林保護対策室⻑ 放射性物質影響評価官 森林・林業技術者育成対策官 福利厚⽣室⻑ 

企画官（人事又は予算に関する事務を担当する者に限る。） 国有林野総合利⽤推進室⻑ 国有林野⽣

態系保全室⻑ 国有林野管理室⻑ 技術開発調査官 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） 人事係

⻑ 予算係⻑ 庁舎係⻑ 秘書 

森林技術総合研修所 所⻑ 課⻑ 首席教務指導官 林業機械化センター所⻑ 

森林管理局 局⻑ 次⻑ 部⻑ 業務管理官 課⻑ 企画官（⼈事に関する事務を担当する者、森林管理事務所⻑、事

務所の所⻑及び副所⻑、治⼭センター所⻑並びに総合治⼭事業所⻑に限る。） 森林⽣態系保全センター

所⻑（知床森林⽣態系保全センター、藤⾥森林⽣態系保全センター⼜は屋久島森林⽣態系保全センターに

所属する者に限る。） 調査官 森林技術・⽀援センター所⻑ 上席⾃然再⽣指導官（⾼尾森林ふれあい



推進センター所⻑に限る。） 総括事務管理官 調整官 森林放射性物質汚染対策センターの所⻑及び副

所⻑ 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 

森林管理署 署⻑ 次⻑ 総括事務管理官 

森林管理署⽀署 ⽀署⻑ 総括事務管理官 

水産

庁 

内部部局 ⻑官 次⻑ 部⻑ 審議官 参事官 課⻑ 漁業保険管理官 船舶管理室⻑ 管理官（漁政課に所属す

る者に限る。） 船員管理官 ⽔産業体質強化推進室⻑ 指導室⻑ ⽔産物貿易対策室⻑ 資源管理推

進室⻑ 沿岸・遊漁室⻑ 捕鯨室⻑ かつお・まぐろ漁業室⻑ 海外漁業協⼒室⻑ 海洋技術室⻑ 生態系

保全室⻑ 内⽔⾯漁業振興室⻑ ⽔産施設災害対策室⻑ 漁業保険管理官の職務全般についてこれを直

接補佐する職員 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 予算係⻑ ⽂書係⻑ 庁舎係⻑ 

秘書 人事係員 船⻑等（⼀等航海⼠については、勤務時間の管理に関する事務を担当する者に限る。） 

漁業調整事務所 所⻑ 次⻑ 課⻑ 

経済

産業

省 

内部部局 事務次官 経済産業審議官 官房⻑ 局⻑ 部⻑ 総括審議官 政策⽴案総括審議官 公⽂書監理官 

サイバーセキュリティ・情報化審議官 地域経済産業審議官 技術総括・保安審議官 商務・サービス審議官 

原⼦⼒事故災害対処審議官 審議官 参事官 課⻑ 人事企画官 人事審査官 政策企画官 企画官 

国会事務連絡調整官 業務管理官 経理審査官（会計課に所属する者に限る。） 監査官 広報室⻑ 

海外広報官 情報システム室⻑ 厚⽣企画室⻑ ⽂書情報管理官 厚生審査官 統括経済産業調査官 

経済産業調査官 統計企画調査官 企業財務室⻑ 経済社会政策室⻑ 知的財産政策室⻑ 新規事業

創造推進室⻑ 地方調査企画官 統括地域活性化企画官 地域活性化企画官 工業用水道計画官 通

商戦略室⻑ 東アジア経済統合企画官 アフリカ室⻑ 南⻄アジア室⻑ 韓国室⻑ 国際経済紛争対策官 

統括通商調査官 投資交流企画官 資⾦協⼒室⻑ 原産地証明室⻑ 農⽔産室⻑ 特殊関税等調査室

⻑ 情報調査室⻑ 技術調査室⻑ 統括安全保障貿易審査官 技術政策企画室⻑ 国際室⻑ 技術戦

略企画官 ⼤学連携推進室⻑ エネルギー・環境イノベーション戦略室⻑ 計量⾏政室⻑ 基準認証戦略企

画官 地球環境対策室⻑ 環境経済室⻑ 環境管理推進室⻑ 国際資源循環管理官 化学物質安全室

⻑ 化学兵器・⿇薬原料等規制対策室⻑ 化学物質管理企画官 化学物質リスク評価企画官 アルコール

室⻑ ロボット政策室⻑ 宇宙産業室⻑ 国際サイバーセキュリティ企画官 サービス産業室⻑ 教育産業室

⻑ 消費経済企画室⻑ 消費者相談室⻑ 商取引検査室⻑ ⾼圧ガス保安室⻑ ガス安全室⻑ 企画調

査官 管理審査専⾨職 業務管理室⻑ 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理）（⼤⾂官房に所属する

者に限る。） 課⻑補佐（予算） 室⻑補佐（広報室⻑、企業財務室⻑、経済社会政策室⻑、知的財産

政策室⻑、技術政策企画室⻑、国際室⻑、⼤学連携推進室⻑、エネルギー・環境イノベーション戦略室⻑、

計量⾏政室⻑、地球環境対策室⻑、環境経済室⻑、環境管理推進室⻑、化学物質安全室⻑、化学兵

器・⿇薬原料等規制対策室⻑、アルコール室⻑⼜は宇宙産業室⻑の職務全般についてこれを直接補佐する

者に限る。） 参事官補佐（参事官の職務全般についてこれを直接補佐する者に限る。） 人事専門職 予

算決算専門職 厚生専門職 ⼈事係⻑ 予算係⻑ ⽂書係⻑ 庁舎係⻑ 宿舎係⻑ 秘書 守衛⻑ 

電⼒・ガス取引監視等委員会事務局 事務局⻑ 課⻑ 統括ネットワーク事業管理官 課⻑補佐（総括） 

経済産業研修所 所⻑ 次⻑ 課⻑ 課⻑補佐（管理） 庶務係⻑ 

経済産業局 局⻑ 部⻑ 部次⻑ 国際化調整企画官 電源開発調整官 課⻑ 参事官 地域エネルギー振興企画官 

課⻑補佐（総括）（各部の部内における庶務に関することを所掌する課に所属する者に限る。） 課⻑補佐

（管理） ⼈事係⻑ 予算係⻑ ⽂書係⻑ 庁舎係⻑ 人事係員 

経済産業局支局 ⽀局⻑ 電源開発調整官 課⻑ 参事官 課⻑補佐（管理） 庶務係⻑ 

通商事務所 所⻑ 総務課⻑ 

産業保安監督部 部⻑ 産業保安監督管理官 管理課⻑ 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 庶務係⻑ 

那覇産業保安監督事務所 所⻑ 課⻑補佐（管理） 庶務係⻑ 



産業保安監督部支部 ⽀部⻑ 管理課⻑ 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 庶務係⻑ 

産業保安監督署 署⻑ 

資源

エネル

ギー庁 

内部部局 ⻑官 次⻑ 部⻑ 課⻑ 会計室⻑ 戦略企画室⻑ 政策企画官 業務管理官 予算管理官 国際室⻑ 

海洋資源開発企画官 液化天然ガス企画官 鉱物資源開発企画官 ガス市場整備室⻑ 電⼒需給・流通

政策室⻑ 原⼦⼒国際協⼒推進室⻑ 原⼦⼒発電所事故収束対応室⻑ 核燃料サイクル産業⽴地企画

官 原⼦⼒発電⽴地企画官 放射性廃棄物対策企画官 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） 技術

統括専門職 人事専門職 会計専門職 予算決算専門職 ⼈事係⻑ 予算係⻑ 秘書 

特許

庁 

内部部局 ⻑官 特許技監 部⻑ 課⻑ 審査⻑ 審判⻑ 審査監理官 調査官 制度審議室⻑ 情報技術統括室

⻑ 業務管理企画官 会計調査官 厚⽣管理官 ⽅式審査室⻑ 登録室⻑ 国際出願室⻑ 国際意匠・

商標出願室⻑ 特許⾏政サービス室⻑ 審査推進室⻑ 審査基準室⻑ 特許侵害業務室⻑ 課⻑補佐

（総括） 課⻑補佐（管理） 課⻑補佐（⼈事） 室⻑補佐（情報技術統括室⻑、登録室⻑、国際出

願室⻑⼜は審査推進室⻑の職務全般についてこれを直接補佐する者に限る。） 人事専門職 会計専門職 

⼈事係⻑ 予算係⻑ ⽂書係⻑ 庁舎係⻑ 秘書 守衛⻑ 

中小

企業

庁 

内部部局 ⻑官 次⻑ 部⻑ 課⻑ 政策企画官 企画官 業務管理官 中⼩企業⾦融検査室⻑ 調査室⻑ 経営

安定対策室⻑ 統括官公需対策官 統括下請代⾦検査官 海外展開⽀援室⻑ 広報相談室⻑ 新事業

促進企画調整官 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） 人事専門職 ⼈事係⻑ 予算係⻑ 秘書 

国土

交通

省 

内部部局 事務次官 技監 国土交通審議官 官房⻑ 局⻑ 政策統括官 国際統括官 部⻑ 局次⻑ 総括審議

官 技術総括審議官 政策⽴案総括審議官 公共交通・物流政策審議官 建設流通政策審議官 危機

管理・運輸安全政策審議官 海外プロジェクト審議官 公⽂書監理官 政策評価審議官 サイバーセキュリテ

ィ・情報化審議官 審議官 技術審議官 参事官 技術参事官 課⻑ 危機管理官 運輸安全監理官 計

画官 特別地域振興官 流域管理官 安全監理官 政策評価官 総括監察官 上席監察官 監察官 調

査官 技術調査官 企画官 企画調整官（⼤⾂官房⼈事課に所属する者、運輸安全監理官の職務全般

についてこれを直接補佐する者及び北海道局に所属する者に限る。） 人事調整官 人事調査官 公文書監

理・情報公開室⻑ 総務調整官 公共事業予算執⾏管理室⻑ 監査室⻑ 契約制度管理室⻑ 会計管

理官 予算調整官 施設管理専⾨官 地方企画調整官 共済管理官 技術企画官（技術調査課⼜は北

海道局に所属する者に限る。） 政策企画官 都市企画調整官 河川企画調整官 道路企画調整官 住

宅企画調整官 企画室⻑ 保障事業室⻑ ⾃動⾞登録管理室⻑ 安全技術調査官 首席海技試験官 

次席海技試験官 ⾸席運航労務監理官 労働環境対策室⻑ 国際業務調整官（船員政策課に所属する

者に限る。） 船員教育室⻑ 職員管理室⻑ 調整官（港湾局総務課に所属する者に限る。） 計画企画

官 建設企画室⻑ 技術監理室⻑ 技術企画調整官 海岸・防災企画官 管財補給管理室⻑ 空港保安

防災企画官 空港保安防災教育訓練センター所⻑ 首席運航審査官 首席整備審査官 首席航空従事

者試験官 首席航空機検査官 首席設計審査官 管制情報処理システム室⻑ システム開発評価・危機管

理センター所⻑ ⾸席開発評価管理官 航空情報センター所⻑ 先任航空情報管理管制運航情報官 飛

⾏検査センター所⻑ ⾸席⾶⾏検査官 次席⾶⾏検査官 航空灯⽕・電気技術室⻑ 技術管理センター所

⻑ 先任技術管理航空管制技術官 開発専門官（予算又は職員団体に関する事務を担当する者に限

る。） アイヌ施策室⻑ 象徴空間施設企画官 経理指導官 事業計画調整官 計画推進企画官 企画専

⾨官（⼈事、予算、法令⼜は機構に関する事務を担当する者に限る。） 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐

（管理）（⼤⾂官房、⽔管理・国⼟保全局総務課、⽔資源政策課、道路局総務課、⾃動⾞局安全政策

課、海事局総務課、海技課、港湾局総務課⼜は北海道局総務課に所属する者に限る。） 課⻑補佐（⼈

事） 課⻑補佐（予算） 課⻑補佐（⼤⾂官房参事官、総合政策局参事官、技術監理室⻑⼜は航空灯

⽕・電気技術室⻑の職務全般についてこれを直接補佐する者に限る。） 専⾨官（⼈事、予算、法令⼜は機



構に関する事務を担当する者に限る。） 予算専門官 ⼈事係⻑ 予算係⻑ ⽂書係⻑ 庁舎係⻑ 宿舎

係⻑ 秘書 人事係員 労働係員 守衛⻑ 

国土交通政策研究所 所⻑ 副所⻑ 研究調整官 総括主任研究官 総務課⻑ 

国土技術政策総合研究所 所⻑ 副所⻑ 研究総務官 部⻑ センター⻑ 調査官 福利厚⽣官 課⻑（⼈事） 総務課⻑ 会計課

⻑ 企画課⻑ 研究評価・推進課⻑ 施設課⻑ 管理課⻑ 総務管理官 室⻑（企画部、管理調整部、

下⽔道研究部、河川研究部、⼟砂災害研究部、道路交通研究部及び道路構造物研究部の室⻑並びに建

築研究部、住宅研究部及び都市研究部の部⻑を直接補佐し、部の事務の連絡調整に関する事務を担当す

る室⻑に限る。） サイバーセキュリティ対策・情報利活⽤推進官 センターの室⻑ 建設専門官（職員団体に

関する事務を担当する者に限る。） 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 予算係⻑ 庁舎係⻑ 宿舎係⻑ 人

事係員 

国土交通大学校 校⻑ 副校⻑ 部⻑ 総務課⻑ 教務課⻑ 建設専門官 企画調整官 柏研修センターの総務課⻑ 課⻑

補佐（管理） ⼈事係⻑ 庁舎係⻑ 

航空保安大学校 校⻑ 教頭 事務局⻑ 総務課⻑ 会計課⻑ 岩沼研修センター所⻑ 岩沼研修センターの首席教官及び

総務課⻑ 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 

国⼟地理院 院⻑ 参事官 監査官 適正業務管理官 防災企画調整官 部⻑ 測地観測センター⻑ 地理地殻活動

研究センター⻑ 課⻑ 広報広聴室⻑ 政策調整室⻑ 地理空間情報企画室⻑ 防災推進室⻑ 地図情

報技術開発室⻑ 地殻変動研究室⻑ 宇宙測地研究室⻑ 地理情報解析研究室⻑ 調整官 調査官 

人事計画官 予算調整官 福利厚⽣官 研究企画官 建設専門官（職員団体に関する事務を担当する者

に限る。） 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 予算係⻑ 庁舎係⻑ 人事係員 労働

係員 

地⽅測量部 部⻑ 次⻑ 課⻑ 

国⼟地理院⽀所 ⽀所⻑ 

⼩笠原総合事務所 所⻑ 次⻑ 課⻑ 専門調査官 課⻑補佐（管理） 

海難審判所 所⻑ 課⻑ 

地方海難審判所 所⻑ 書記官 

門司地方海難審判所那覇支所 ⽀所⻑ 書記官 

地方整備局 局⻑ 副局⻑ 次⻑ 部⻑ 主任監査官 入札契約監査官 監査官 広報広聴対策官 適正業務管理官 

統括防災官 総括防災調整官 防災管理官 防災室⻑ 災害対策マネジメント室⻑ 総括調整官 調査官 

人事計画官 人事企画官 予算調整官 福利厚⽣官 企画調整官 企画調査官 技術企画官 環境調

整官 技術調整管理官 建設産業調整官 都市調整官 公園調整官 住宅調整官 河川調査官 道路

企画官 道路調査官 港湾空港企画官 計画企画官 事業計画官 港湾危機管理官 事業継続計画官 

港政調整官 港湾⾼度利⽤調整官 東京国際空港対策官 補償管理官 営繕特別事業管理官 営繕調

査官 営繕調整官 用地調整官 用地調査官 課⻑ ⽔災害予報センター⻑ ⽔災害対策センター⻑ クル

ーズ振興・港湾物流企画室⻑ ⼯事安全推進室⻑ 品質確保室⻑ ⾸都圏臨海防災センター⻑ 近畿圏

臨海防災センター⻑ 保全指導・監督室⻑ 建設専門官（人事又は職員団体に関する事務を担当する者に

限る。） 課⻑補佐（総括）（各部の部内における庶務に関することを所掌する課に所属する者に限る。） 

課⻑補佐（管理） 専門官（人事課に所属する者に限る。） ⼈事係⻑ 予算係⻑ 庁舎係⻑ 宿舎係

⻑ 専門員（人事又は予算に関する事務を担当する者に限る。） 人事係員 労働係員 

地方整備局の事務所 所⻑ センター⻑ 副所⻑ 課⻑ 建設専門官（人事又は職員団体に関する事務を担当する者に限る。） 

統括建設管理官 保全指導・監督官室⻑ 作業船管理官 専門官（人事又は職員団体に関する事務を担

当する者に限る。） ⼈事係⻑ 庶務係⻑ 船⻑等 

地方整備局又は事務所の出張所 出張所⻑ 



北海道開発局 局⻑ 次⻑ 部⻑ 首席監察官 入札契約監察官 監察官 監査官 部次⻑ 調整官 課⻑ 室⻑ 適正

業務管理官 総務企画官 人事対策官 人事企画官 会計指導官 会計企画官 福利厚⽣管理官 開

発企画官（予算に関する事務を担当する者に限る。） 道路交通管理官 営繕品質調査官 課⻑補佐

（総括） 課⻑補佐（管理） 監察官補佐 監査官補佐 営繕品質調査官補佐 入札契約監察専門官 

監察専門官 上席開発事務専⾨官（⼈事、組織、職員団体⼜は庁舎管理に関する事務を担当する者に限

る。） 開発事務専門官（人事、組織、予算又は職員団体に関する事務を担当する者に限る。） 上席開

発計画専門官（予算に関する事務を担当する者に限る。） 開発計画専門官（予算に関する事務を担当す

る者に限る。） 開発専門職（人事、組織又は職員団体に関する事務を担当する者に限る。） 

開発建設部 部⻑ 次⻑ 事業調整官 調査官 技術管理官 課⻑ 広報官 防災対策官 空港対策官 農業環境保

全対策官 建設監督官（地域振興対策官並びに事業所⼜は管理所の⻑及び副⻑に限る。） 課⻑補佐

（管理） 道路設計管理官 ⼟地改良情報対策官 上席総務専⾨官（⼈事、職員団体⼜は庁舎管理に

関する事務を担当する者に限る。） 総務専⾨官（⼈事、職員団体⼜は庁舎管理に関する事務を担当する

者に限る。） 合同庁舎管理官 上席経理専⾨官（予算に関する事務を担当する者に限る。） 人事係員 

労働係員 

開発建設部の事務所 所⻑ 副所⻑ 課⻑ ⽀所⻑ 

地方運輸局 局⻑ 次⻑ 部⻑ 部次⻑ 課⻑ 首席鉄道安全監査官 ⾸席⾃動⾞監査官 ⾸席運航労務監理官 首

席海事技術専門官 首席海技試験官 首席外国船舶監督官 課⻑補佐（管理） 専門官（人事課に所

属する者に限る。） ⼈事係⻑ 

運輸監理部 運輸監理部⻑ 部⻑ 部次⻑ 企画調整官 課⻑ ⾸席運航労務監理官 首席海事技術専門官 首席

海技試験官 首席外国船舶監督官 首席運輸企画専門官 ⾸席陸運技術専⾨官 課⻑補佐（管理） 

専門官（人事課に所属する者に限る。） ⼈事係⻑ 庶務係⻑ 

運輸支局 ⽀局⻑ 次⻑ 首席運輸企画専門官（人事に関する事務を担当する者に限る。） 運輸企画専門官（人

事に関する事務を担当する者に限る。） 

⾃動⾞検査登録事務所 所⻑ 首席運輸企画専門官 

海事事務所 所⻑ 次⻑ 首席運輸企画専門官（人事に関する事務を担当する者に限る。） 

地方航空局 局⻑ 次⻑ 部⻑ 適正業務管理官 安全管理官 技術管理官 空港経営改革調整官 部次⻑ 課⻑ 

先任航空事業安全監督官 先任運航審査官 先任航空機検査官 先任整備審査官 先任航空従事者

試験官 課⻑補佐（管理） 専門官（人事課に所属する者に限る。） ⼈事係⻑ 

空港事務所 所⻑ 次⻑ 総務調整官 広域空港管理官 システム運⽤管理官 部⻑ 課⻑（⼈事） 会計課⻑ 空港

保安課⻑ 空港保安防災課⻑ 先任航空管制運航情報官 先任航空管制官 先任航空管制技術官 課

⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 

空港出張所 所⻑ 

空港・航空路監視レーダー事務所 所⻑ 次⻑ 管理課⻑ 先任航空管制官 先任航空管制技術官 

航空衛星センター 所⻑ 先任航空衛星運用官 総務課⻑ 

航空交通管制部 部⻑ 次⻑ 総務管理官 先任航空交通管理管制官 先任航空交通管理管制運航情報官 先任航空交

通管理管制技術官 先任航空管制官 先任航空管制技術官 総務課⻑ 会計課⻑ 課⻑補佐（管理） 

⼈事係⻑ 守衛⻑ 

観光

庁 

内部部局 ⻑官 次⻑ 部⻑ 参事官 課⻑ 調整室⻑ 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（⼈事） 

気象

庁 

内部部局 ⻑官 次⻑ 部⻑ 参事官 課⻑ 経理管理官 航空気象管理官 環境気象管理官 広報室⻑ 業務評

価室⻑ 調達管理室⻑ 施設物品管理室⻑ 厚⽣管理室⻑ 人事企画官 防災企画室⻑ 気象ビジネス

⽀援企画室⻑ 気象防災情報調整室⻑ 気象防災推進室⻑ 航空予報室⻑ システム運⽤室⻑ データネ



ットワーク管理室⻑ 気象技術開発室⻑ 情報管理室⻑ 観測システム運⽤室⻑ 航空気象観測整備運用

室⻑ 地震津波防災対策室⻑ 地震情報企画官 ⽕⼭防災情報調整室⻑ ⽕⼭監視・警報センター所⻑ 

火山対策官 観測船運用管理官 海洋気象情報室⻑ 企画調整官 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管

理） 課⻑補佐（⼈事） 課⻑補佐（経理管理官、航空気象管理官、環境気象管理官、調達管理室

⻑、施設物品管理室⻑、航空予報室⻑、システム運⽤室⻑、データネットワーク管理室⻑、気象技術開発室

⻑、情報管理室⻑、観測システム運⽤室⻑、航空気象観測整備運⽤室⻑、地震津波防災対策室⻑⼜は

海洋気象情報室⻑の職務全般についてこれを直接補佐する者、経理管理官を補佐し、予算⼜は監査に関す

る事務を担当する者及び調達管理室で予算に関する事務を担当する者に限る。） 調査官（人事、法規、

予算又は職員団体に関する事務を担当する者に限る。） 気象測器検定試験センター所⻑ ⼈事係⻑ 予

算係⻑ ⽂書係⻑ 庁舎係⻑ 秘書 人事係員 労働係員 船⻑等 

気象研究所 所⻑ 研究総務官 研究調整官 部⻑ 企画室⻑ 課⻑ 課⻑補佐（管理） 調査官（総務課に所属す

る者に限る。） ⼈事係⻑ 庁舎係⻑ 

気象衛星センター 所⻑ 部⻑ 課⻑ 衛星データ品質管理官 情報セキュリティ管理官 課⻑補佐（管理） 調査官（総務課

に所属する者に限る。） ⼈事係⻑ 庁舎係⻑ 

高層気象台 台⻑ 課⻑ 庶務係⻑ 

地磁気観測所 所⻑ 課⻑ 庶務係⻑ 

気象大学校 校⻑ 教頭 総務課⻑ 庶務係⻑ 

管区気象台 台⻑ 部⻑ 危機管理調整官 情報セキュリティ管理官 部次⻑ 気象防災情報調整官 地震情報官 火

山防災情報調整官 気候変動・海洋情報調整官 地震津波火山防災情報調整官 課⻑ 地域火山監

視・警報センター所⻑ 課⻑補佐（管理） 調査官（職員団体に関する事務を担当する者に限る。） 人事

係⻑ 庁舎係⻑ 人事係員 

沖縄気象台 台⻑ 次⻑ 危機管理調整官 情報セキュリティ管理官 気象防災情報調整官 地震津波火山防災情報調

整官 気候変動・海洋情報調整官 課⻑ 課⻑補佐（管理） 調査官（職員団体に関する事務を担当す

る者に限る。） ⼈事係⻑ 庁舎係⻑ 人事係員 

地方気象台 台⻑ 次⻑ 業務・危機管理官 業務管理官 庁舎係⻑ 

測候所 所⻑ 次⻑ 業務・危機管理官 業務管理官 

運輸

安全

委員

会 

事務局 事務局⻑ 審議官 課⻑ 参事官 首席航空事故調査官 首席鉄道事故調査官 首席船舶事故調査官 

会計室⻑ 課⻑補佐（管理） 課⻑補佐（⼈事） 課⻑補佐（予算） ⼈事係⻑ 予算係⻑ 

事務局の地方事務所 所⻑ 事故調査調整官 

環境

省 

内部部局 事務次官 地球環境審議官 官房⻑ 局⻑ 総合環境政策統括官 部⻑ 局次⻑ 政策⽴案総括審議

官 公⽂書監理官 サイバーセキュリティ・情報化審議官 審議官 課⻑ 参事官 地⽅環境室⻑ 調査官 

広報室⻑ 企画評価・政策プロモーション室⻑ 環境研究技術室⻑ 環境教育推進室⻑ 地域循環共生圏

推進室⻑ 環境影響審査室⻑ 保健業務室⻑ 特殊疾病対策室⻑ ⽯綿健康被害対策室⻑ 化学物質

審査室⻑ 環境リスク評価室⻑ 低炭素社会推進室⻑ 脱炭素化イノベーション研究調査室⻑ 気候変動

適応室⻑ 地球温暖化対策事業室⻑ 市場メカニズム室⻑ フロン対策室⻑ 国際協⼒・環境インフラ戦略

室⻑ ⼤気⽣活環境室⻑ 閉鎖性海域対策室⻑ 海洋環境室⻑ 農薬環境管理室⻑ 地下水・地盤環

境室⻑ 国⺠公園管理事務所⻑ 千⿃ケ淵戦没者墓苑管理事務所⻑ ⽣物多様性センター⻑ 生物多様

性戦略推進室⻑ 国⽴公園利⽤推進室⻑ ⿃獣保護管理室⻑ 希少種保全推進室⻑ 循環型社会推

進室⻑ リサイクル推進室⻑ 浄化槽推進室⻑ 放射性物質汚染廃棄物対策室⻑ 課⻑補佐（総括） 

課⻑補佐（管理）（⼤⾂官房、地球環境局総務課、⽔・⼤気環境局総務課、⾃然環境局総務課又は環



境再生・資源循環局総務課に所属する者に限る。） 国⺠公園管理事務所の次⻑、分室⻑及び庶務科⻑ 

⼈事係⻑ 予算係⻑ 庁舎係⻑ 秘書 

環境調査研修所 次⻑ 庶務課⻑ 国⽴⽔俣病総合研究センター所⻑ 国⽴⽔俣病総合研究センターの次⻑及び総務課⻑ 

地方環境事務所 所⻑ 次⻑ 保全統括官 部⻑ 課⻑ 統括自然保護企画官 ⽀所⻑ 課⻑補佐（管理） ⼈事係⻑ 

原子

⼒規

制委

員会 

原⼦⼒規制庁 ⻑官 次⻑ 原⼦⼒規制技監 部⻑ 緊急事態対策監 核物質・放射線総括審議官 審議官 公文書監

理官 政策⽴案参事官 サイバーセキュリティ・情報化参事官 課⻑ 参事官 安全技術管理官 安全規制

管理官 監査・業務改善推進室⻑ 広報室⻑ 国際室⻑ 事故対処室⻑ 法務調査室⻑ 企画官（人事

に関する事務を担当する者に限る。） 企画調査官（人事に関する事務を担当する者に限る。） 保障措置

室⻑ 放射線環境対策室⻑ ⽕災対策室⻑ 検査評価室⻑ 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理） 

参事官補佐（参事官の職務全般についてこれを直接補佐する者及び人事又は予算に関する事務を担当する

者に限る。） 管理官補佐（安全規制管理官の職務全般についてこれを直接補佐する者に限る。） 服務

専門職 給与専門職 ⼈事係⻑ 予算係⻑ 庶務係⻑ 

原⼦⼒安全⼈材育成センター 副所⻑ 課⻑ 課⻑補佐（総括） 

防衛

省 

内部部局 課⻑ 安全衛⽣室⻑ 企画官 課⻑補佐（総括） 

人事

院 

事務総局 事務総⻑ 局⻑ 総括審議官 局次⻑ 審議官 公⽂書監理官 サイバーセキュリティ・情報化審議官 職員

団体審議官 試験審議官 課⻑ 参事官 政策⽴案参事官 公⽂書監理室⻑ 情報管理室⻑ 広報室

⻑ 法制調査室⻑ 能率厚⽣管理室⻑ 健康安全対策推進室⻑ 監査室⻑ 首席試験専門官 人材確

保対策室⻑ 派遣研修室⻑ 企画室⻑ 法⼈給与調査室⻑ 地域⼿当調整室⻑ ⾸席審理官 職員相

談業務室⻑ ⼈事評価苦情調整室⻑ 企画官 調査職 総合調整官 国会連絡主幹 人事企画官 上

席経理監査官 上席国際専門官 上席システム管理専⾨官 上席情報システム専門官 上席システム運用

専門官 上席災害補償専門官 次席試験専門官 上席情報統計官 企画調整官 生涯設計企画官 企

画法制官 次席審理官 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理）（総務課、企画法制課、⼈事課⼜は会

計課に所属する者に限る。） 首席試験専門官補佐 主任法令審査官 ⼈事係⻑ 庁舎係⻑ 秘書 守衛

⻑ 

公務員研修所 所⻑ 副所⻑ 部⻑ 総務課⻑ 

地方事務局 局⻑ 課⻑ 

沖縄事務所 所⻑ 課⻑ 

国家公務員倫理審査会事務局 事務局⻑ 参事官 

会計

検査

院 

事務総局 事務総⻑ 事務総局次⻑ 局⻑ 総括審議官 公⽂書監理官 サイバーセキュリティ・情報化審議官 審議

官 課⻑ 上席検定調査官 上席企画調査官 厚⽣管理官 上席情報システム調査官 能⼒開発官 技

術参事官 上席調査官 監理官 渉外広報室⻑ 企画調整室⻑ 人事企画官 監察官 国際業務室⻑ 

会計管理官 情報公開・個⼈情報保護室⻑ 公⽂書監理室⻑ 会計検査院情報公開・個人情報保護審

査会事務室⻑ 研修室⻑ 公会計監査連携室⻑ 資料情報管理室⻑ 決算監理室⻑ ⾦融検査室⻑ 

公会計検査室⻑ 復興検査室⻑ 経済協⼒検査室⻑ 租税統括検査室⻑ 厚⽣労働統括検査室⻑ 原

価検査室⻑ 国⼟交通統括検査室⻑ ⽂部科学統括検査室⻑ 農林⽔産統括検査室⻑ 情報システム

検査室⻑ 法⼈財務検査室⻑ 課⻑補佐（総括） 課⻑補佐（管理）（⼈事課⼜は会計課に所属する

者及び厚⽣管理官を補佐する者に限る。） 能⼒開発官の職務全般についてこれを直接補佐する職員 検

定調査官（総括副⻑に限る。） 企画調査官（総括副⻑に限る。） 情報システム調査官（総括副⻑に

限る。） 調査官（総括副⻑に限る。） 人事専門官 ⼈事係⻑ 庁舎係⻑ 秘書 労働係員 守衛⻑ 

備考 



１ この表の職員欄に掲げる職員は、法律若しくは政令で設置されている官職⼜は府令、省令、⼈事院規則、会計検査院規則その他組織に関する定めにより令和⼆

年⼆⽉⼆⼗九⽇において設置されていた官職を占めている職員とする。 

２ この表中次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。 

一 課⻑（⼈事） 部内の⼈事に関する事務を担当する課の⻑をいう。 

二 課⻑補佐（総括） 課若しくは課に準ずる室の⻑⼜は厚⽣管理官の職務について全般的にこれらを補佐する課⻑補佐（課若しくは課に準ずる室の⻑⼜は厚⽣

管理官を直接補佐する職員であって、係（課、室、所、署等を構成する最⼩単位の組織で職員⼆名以上をもって構成し、恒常的な所掌事務を有するものをいう。以

下同じ。）の⻑⼜はこれに準ずる職員を監督する地位にある者をいう。以下同じ。）をいう。 

三 課⻑補佐（管理） 部内の⼈事、組織、定員、経理、⽂書の審査、庁舎⼜は宿舎に関する事務を主として担当する課⻑補佐をいう。 

四 課⻑補佐（⼈事） 局、部⼜は⼆以上の出先機関の職員の⼈事に関する事務を主として担当する課⻑補佐をいう。 

五 課⻑補佐（予算） ⼆以上の出先機関の予算に関する事務を主として担当する課⻑補佐をいう。 

六 ⼈事係⻑ 部内職員の任⽤、昇格、昇給、保健、レクリエーション、安全、厚⽣、分限、懲戒、苦情処理若しくは服務に関する事務、部内の職員団体との関係に

関する事務（以下「労働関係事務」という。）、部内の組織に関する事務若しくは部内の定員配置に関する事務を専ら担当する係⼜はこれらの事務を主として担当す

るほか、部内職員の⼈事記録、試験、給与の⽀払、⼈事評価、研修、災害補償その他⼈事に関する事務を担当する係の⻑をいう。 

七 予算係⻑ 予算に関する事務を専ら担当する係⼜はこれらの事務を主として担当するほか、その他の経理に関する事務を担当する係の⻑をいう。 

八 ⽂書係⻑ 部内の⼈事、組織、職務の分掌、庁舎の管理等に関する規程案の審査に関する事務を主として担当する係の⻑をいう。ただし、字句の審査のみを担当

する者を除く。 

九 庁舎係⻑ 主として庁舎の管理⼜は警備を担当する係（庁内の取締りを担当しないものを除く。）の⻑をいう。 

十 宿舎係⻑ 職員の宿舎に関する事務を専ら担当する係（部内職員に対する宿舎の割当に関する事務を担当しないものを除く。）の⻑をいう。 

十一 庶務係⻑ ⼈事係⻑の所掌事務と同様の事務を担当するほか、庶務に関することを担当する係の⻑をいう。 

十二 秘書 ⼤⾂、副⼤⾂、政務官、事務次官若しくは外局の⻑官⼜はこれらに相当する者の秘書事務を担当する職員のうち監督的地位にある者をいう。 

十三 人事係員 主として部内職員の任⽤、昇格若しくは昇給⼜は労働関係事務についてその企画に関する事務を担当する上席係員をいう。 

十四 労働係員 主として労働関係事務を担当する職員をいう。ただし、文書の謄写、浄書等の単純な事務のみを担当する者を除く。 

十五 守衛⻑ 守衛（庁舎又は構内の警備に従事する職員をいう。）のうち監督的地位にある者をいう。 

⼗六 船⻑等 人事院規則九―八（初任給、昇格、昇給等の基準）別表第一の海事職俸給表（一）級別標準職務表の備考に定める大型船舶（一種）、大

型船舶（⼆種）⼜は⼤型船舶（三種）の船⻑、機関⻑、⼀等航海⼠及び事務⻑、同表の備考に定める中型船舶（⼀種）の船⻑及び機関⻑並びに同表の備考

に定める中型船舶（⼆種）の船⻑をいう。 

 


