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「各府省等からの再就職者が５代以上続いている独立行政法人・特殊

法人等・公益法人」の概要 
 

 

各府省等 独立行政法人 特殊法人等 公益法人 

会計検査院    

内閣官房    

内閣法制局    

人事院    

内閣府 １（１）   

宮内庁    

公正取引委員会   ３（３） 

警察庁   ８（９） 

金融庁    

総務省   10（11） 

法務省   ４（７） 

外務省 １（１）  ８（12） 

財務省   ３（４） 

文部科学省 １（１）  ２（２） 

厚生労働省 １（１） ３（３） 28（33） 

農林水産省 ２（２）  105（123） 

経済産業省 １（１）  11（11） 

国土交通省本省 ４（４）  119（151） 

海上保安庁   ４ (６) 

気象庁   １ (１) 

海難審判庁   １ (１) 

環境省   ５（６） 

防衛省   12（28） 

法人毎の合計 11（11） ３（３） 324（408） 

総計 338（422） 

(備考) 

役職の総計 422 のうち、会長・理事長等 117、専務理事 195、常務理事 110 である。  

 

注１ 平成 21年５月 14日時点で確認されたもの。 

注２ ()は会長・理事長等、専務理事、常務理事の役職の数。 

注３ 国土交通省本省の欄の数値には、民主党 ETC等天下り実

態検証 Tに既に提出している 28法人、47ポストを含む。 

（参考） 
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内閣府 （１法人、１役職） 
（独立行政法人） 
国民生活センター（理事長） 
 
公正取引委員会 （３法人、３役職） 
（公益法人） 

社団法人首都圏不動産公正取引協議会（専務理事）  

社団法人自動車公正取引協議会（専務理事） 

社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会（専務理事） 

 
警察庁 （８法人、９役職） 
（公益法人） 
財団法人日本防災通信協会（理事長） 
財団法人競艇保安協会（理事長） 

財団法人日本道路交通情報センター（理事長） 

社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会（会長） 

財団法人空港保安事業センター（理事長） 

財団法人警察協会（専務理事、常務理事） 

社団法人全国二輪車安全普及協会（専務理事） 

財団法人交通事故総合分析センター（専務理事） 

 
総務省 （10 法人、11 役職） 
（公益法人） 
財団法人行政管理研究センター（理事長） 
財団法人地域活性化センター（理事長） 

財団法人地方自治情報センター（理事長） 

財団法人自治体衛星通信機構（理事長、専務理事）  

財団法人自治体国際化協会（理事長） 
財団法人地域総合整備財団（理事長） 
財団法人ゆうちょ財団（理事長） 
財団法人マルチメディア振興センター（理事長）  
財団法人日本データ通信協会（理事長） 

財団法人消防試験研究センター（常務理事） 

 

 
 
法務省 （４法人、７役職） 
（公益法人） 
財団法人民事法務協会（会長） 
財団法人日本刑事政策研究会（理事長） 
財団法人矯正協会（会長、３常務理事） 

財団法人入管協会（専務理事） 

 

外務省 （９法人、13役職） 

（独立行政法人） 

国際交流基金（理事長） 
（公益法人） 
社団法人外交知識普及会（理事長） 

社団法人霞関会（理事長、常務理事） 

財団法人外務精励会（会長、理事長、専務理事） 

財団法人国際交流サービス協会（会長） 

財団法人日本国際問題研究所（理事長、常務理事） 

財団法人交流協会（理事長） 

財団法人国際開発高等教育機構（FASID）（専務理事）

財団法人国際研修協力機構（常務理事） 

 

財務省 （３法人、４役職） 

（公益法人） 

財団法人日本関税協会（専務理事、常務理事） 

社団法人日本租税研究協会（専務理事） 

社団法人日本通関業連合会（専務理事） 

 

文部科学省 （３法人、３役職） 
（独立行政法人） 
海洋研究開発機構（理事長） 
（公益法人） 

財団法人日本国際教育支援協会（理事長）

財団法人私立大学退職金財団（常務理事） 

 

 

各府省等からの再就職者が５代以上続いている独立行政法人・特殊法人等・公益法人 

※平成 21年５月 14日時点で確認されたもの。 
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厚生労働省 （32法人、37役職） 

（独立行政法人） 
労働者健康福祉機構（理事長） 
（特殊法人等） 
社会保険診療報酬支払基金（理事長） 
中央労働災害防止協会（理事長） 
中央職業能力開発協会（理事長） 

（公益法人） 

財団法人健康・体力づくり事業財団（理事長、常務理事） 

財団法人ビル管理教育センター（理事長） 

財団法人社会福祉振興・試験センター（理事長） 

財団法人児童育成協会（理事長） 

財団法人厚生年金事業振興団（理事長、常務理事） 

社団法人全国社会保険協会連合会（理事長、常務理事） 

財団法人船員保険会（会長、常務理事） 

財団法人雇用振興協会（理事長） 

財団法人介護労働安定センター（理事長） 

財団法人海外職業訓練協会（理事長） 

社団法人日本リネンサプライ協会（専務理事） 

社団法人日本食品衛生協会（専務理事） 

財団法人長寿社会開発センター（専務理事、常務理事） 

社団法人全国労働衛生団体連合会（専務理事） 

社団法人日本作業環境測定協会（専務理事） 

社団法人全国労働基準関係団体連合会（専務理事） 

財団法人労災保険情報センター（専務理事） 

社団法人日本人材派遣協会（専務理事） 

社団法人全国民営職業紹介事業協会（専務理事） 

財団法人港湾労働安定協会（専務理事） 

社団法人日本ワーキング・ホリデー協会（専務理事） 

財団法人女性労働協会（専務理事） 

財団法人中国残留孤児援護基金（常務理事） 

社団法人全国国民年金福祉協会連合会（常務理事） 

財団法人社会保険健康事業財団（常務理事） 

社団法人全国求人情報協会（常務理事） 

社団法人日本港湾福利厚生協会（常務理事） 

財団法人国際労働財団（常務理事） 

農林水産省 （107法人、125役職） 

（独立行政法人） 

農業者年金基金（理事長） 

農畜産業振興機構（理事長） 

（公益法人） 

社団法人食品需給研究センター（専務理事） 

財団法人畜産生物科学安全研究所（専務理事） 
社団法人全国米麦改良協会（会長理事、専務理事） 

社団法人日本植物防疫協会（理事長、常務理事） 

社団法人大日本農会（会長、常務理事） 

社団法人全国農業改良普及支援協会（会長） 

社団法人家畜改良事業団（理事長、専務理事） 

社団法人配合飼料供給安定機構（理事長） 

社団法人全国農村青少年教育振興会（会長） 

社団法人全国農業共済協会（会長） 

社団法人農林水産技術情報協会（理事長） 

社団法人大日本水産会（会長） 

社団法人漁業情報サービスセンター（会長理事） 

社団法人全国漁港漁場協会（会長、専務理事） 

財団法人日本穀物検定協会（会長） 
財団法人全国調味料・野菜飲料検査協会（理事長） 
財団法人日本植物調節剤研究協会（会長） 

財団法人日本農業研究所（理事長、専務理事） 

財団法人日本特産農作物種苗協会（理事長、専務理事） 

財団法人日本特産農産物協会（理事長、専務理事） 
財団法人大日本蚕糸会（会頭） 
財団法人畜産環境整備機構（理事長、常務理事） 

財団法人日本食肉流通センター（理事長、専務理事） 

財団法人畜産近代化リース協会（理事長） 
財団法人全国競馬・畜産振興会（会長、常務理事） 
財団法人日本水土総合研究所（理事長、専務理事） 

財団法人海外漁業協力財団（理事長、常務理事） 

財団法人海洋生物環境研究所（理事長） 

財団法人農林弘済会（専務理事、常務理事） 

社団法人中央畜産会（専務理事、常務理事） 

財団法人日本豆類基金協会（専務理事、常務理事） 
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社団法人農林放送事業団（専務理事） 

社団法人全国食糧保管協会（専務理事） 

財団法人製粉振興会（専務理事） 

社団法人日本パスタ協会（専務理事） 

社団法人日本外食品卸協会（専務理事） 

財団法人食品産業センター（専務理事） 

社団法人日本給食サービス協会（専務理事） 

社団法人食品容器環境美化協会（専務理事） 

社団法人日本植物蛋白食品協会（専務理事） 

財団法人食生活情報サービスセンター（専務理事） 

社団法人日本農業機械化協会（専務理事） 

社団法人日本果樹種苗協会（専務理事） 

社団法人日本ホルスタイン登録協会（専務理事） 

社団法人畜産技術協会（専務理事） 

財団法人日本軽種馬登録協会（専務理事） 

社団法人日本食肉市場卸売協会（専務理事） 

社団法人日本食鳥協会（専務理事） 

社団法人日本家畜商協会（専務理事） 

社団法人日本畜産副産物協会（専務理事） 

財団法人日本食肉消費総合センター（専務理事） 

財団法人日本食肉生産技術開発センター（専務理事） 

社団法人日本施設園芸協会（専務理事） 

社団法人日本果汁協会（専務理事） 

財団法人国際花と緑の博覧会記念協会（専務理事） 

社団法人日本酪農乳業協会（専務理事） 

財団法人全国落花生協会（専務理事） 

社団法人全国開拓振興協会（専務理事） 

社団法人農山漁村女性・生活活動支援協会（専務理事） 

財団法人都市農山漁村交流活性化機構（専務理事） 

財団法人日本土壌協会（専務理事） 

社団法人畑地農業振興会（専務理事） 

社団法人農業土木事業協会（専務理事） 

社団法人海外農業開発コンサルタンツ協会（専務理事） 

社団法人農村環境整備センター（専務理事） 

社団法人農業農村整備情報総合センター（専務理事） 

社団法人土地改良建設協会（専務理事） 

財団法人全国土地改良資金協会（専務理事） 

社団法人日本林業経営者協会（専務理事） 

社団法人全国木材組合連合会（専務理事、常務理事） 

社団法人全日本木材市場連盟（専務理事） 

財団法人日本木材総合情報センター（専務理事） 

社団法人日本森林技術協会（専務理事） 

社団法人日本林野測量協会（専務理事） 

社団法人日本治山治水協会（専務理事） 

社団法人全国林業改良普及協会（専務理事） 

社団法人国土緑化推進機構（専務理事、常務理事） 

社団法人漁業信用基金中央会（専務理事） 

財団法人魚価安定基金（専務理事） 

社団法人日本定置漁業協会（専務理事） 

社団法人全国まき網漁業協会（専務理事） 

社団法人全国さんま漁業協会（専務理事） 

社団法人全国底曳網漁業協会（専務理事） 

社団法人マリノフォーラム２１（専務理事） 

財団法人漁場油濁被害救済基金（専務理事） 

社団法人日本真珠振興会（専務理事） 

社団法人本州鮭鱒増殖振興会（専務理事） 
社団法人全日本卵価安定基金（常務理事） 
財団法人中央果実生産出荷安定基金協会（常務理事） 
財団法人日本農林漁業振興会（常務理事） 
社団法人全国農林統計協会連合会（常務理事） 
社団法人全国生鮮食料品流通情報センター（常務理事） 
財団法人全国瑞穂食糧検査協会（常務理事） 
社団法人日本食糧協会（常務理事） 

社団法人農林水産航空協会（常務理事） 

社団法人日本花き卸売市場協会（常務理事） 

社団法人日本実験動物協会（常務理事） 

社団法人競走馬育成協会（常務理事） 

財団法人競馬国際交流協会（常務理事） 

社団法人日本アグリビジネスセンター（常務理事） 

財団法人農林水産長期金融協会（常務理事） 

社団法人農業土木機械化協会（常務理事） 

財団法人日本森林林業振興会（常務理事） 



 

5 
 

社団法人熊本林業土木協会（常務理事） 

社団法人全国削節工業協会（常務理事） 
 
経済産業省 （12法人、12役職） 
（独立行政法人） 

日本貿易振興機構（理事長） 
（公益法人） 
社団法人日本ジュエリー協会（専務理事） 
財団法人全国中小企業情報化促進センター（専務理事） 
社団法人日本染色協会（専務理事） 
財団法人電気工事技術講習センター（理事長） 
社団法人日本冷凍空調設備工業連合会（専務理事） 

財団法人コンピュータ教育開発センター（専務理事） 

財団法人国際情報化協力センター（専務理事） 

財団法人東北電気保安協会（専務理事） 
社団法人東北ニュービジネス協議会（専務理事） 

財団法人東北産業活性化センター（常務理事） 

社団法人日本ホームヘルス機器工業会（常務理事） 

 
国土交通省本省 （123法人、155役職） 

（独立行政法人） 

水資源機構（理事長） 
自動車事故対策機構（理事長） 
空港周辺整備機構（理事長） 
都市再生機構（理事長） 
（公益法人） 

社団法人建設電気技術協会（専務理事） 

社団法人全国建設業協会（専務理事） 

社団法人日本建設業団体連合会（専務理事） 

財団法人下水道技術推進機構（専務理事） 

社団法人日本ビルヂング協会連合会（専務理事） 

財団法人海技資格更新協力センター（専務理事、常務理事） 

財団法人都市緑化基金（専務理事、常務理事） 
財団法人 交通事故総合分析センター（ ２常務理事 ） 
財団法人自動車検査登録情報協会（専務理事、常務理事） 

財団法人全国建設研修センター（理事長） 

財団法人ツール・ド・北海道協会（専務理事） 

財団法人道路開発振興センター（２常務理事） 

財団法人道路環境研究所（常務理事） 

財団法人道路管理センター（理事長、２常務理事） 
財団法人道路空間高度化機構（常務理事） 

財団法人道路新産業開発機構（専務理事、２常務理事） 

財団法人首都高速道路厚生会（理事長） 

財団法人日本デジタル道路地図協会（専務理事、常務理事） 

財団法人本州四国連絡高速道路協会（理事長） 

財団法人民間都市開発推進機構（２常務理事） 

社団法人関東建設弘済会（理事長、専務理事） 

社団法人九州建設弘済会（理事長、専務理事） 

社団法人近畿建設協会（理事長、専務理事） 

社団法人国際建設技術協会（専務理事、常務理事） 

社団法人国土政策研究会（会長） 

社団法人四国建設弘済会（理事長） 

社団法人中国建設弘済会（理事長、専務理事、常務理事） 

社団法人中部建設協会（理事長、専務理事） 

社団法人東北建設協会（理事長） 
社団法人日本建設機械化協会（会長、専務理事、常務理事） 

社団法人日本道路建設業協会（専務理事） 

社団法人広島県トラック協会（専務理事） 

社団法人北陸建設弘済会（理事長、専務理事） 

社団法人街づくり区画整理協会（専務理事） 

財団法人運輸振興協会（専務理事） 

財団法人海洋博覧会記念公園管理財団（理事長） 

財団法人河川環境管理財団（常務理事） 

財団法人区画整理促進機構（専務理事） 

財団法人建設業技術者センター（常務理事） 

財団法人建設業振興基金（専務理事） 

財団法人建設経済研究所（専務理事） 

財団法人建築保全センター（専務理事、常務理事） 

財団法人公園緑地管理財団（常務理事） 

財団法人航空医学研究センター（専務理事） 

財団法人航空保安協会（専務理事、常務理事） 

財団法人航空保安施設信頼性センター（常務理事） 
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財団法人航空輸送技術研究センター（専務理事） 

財団法人交通遺児育生基金（専務理事） 

財団法人港湾近代化促進協議会（専務理事） 

財団法人港湾空港建設技術サービスセンター（専務理事、２常務理事） 

財団法人港湾労働安定協会（常務理事） 

財団法人自転車駐車場整備センター（専務理事） 

財団法人自動車事故被害者援護財団（常務理事） 

財団法人住宅改良開発公社（理事長、専務理事） 

財 団 法 人 住 宅 保 証 機 構 （ 理 事 長 ） 

財団法人首都圏不燃建築公社（理事長） 

財団法人ダム水源地環境整備センター（理事長） 

財団法人地域開発研究所（理事長、常務理事） 

財団法人道路交通情報通信システムセンター（常務理事） 

財団法人都市計画協会（常務理事） 

財団法人都市づくりパブリックデザインセンター（専務理事） 

財団法人都市文化振興財団（専務理事） 

財団法人都市みらい推進機構（２専務理事） 

財団法人土地総合研究所（専務理事） 

財団法人日本鋼索交通協会（専務理事） 

財団法人日本港湾福利厚生協会（専務理事） 

財団法人日本自動車輸送技術協会（会長、専務理事） 

財団 法人 日本 船舶 職員 養成 協会 （会 長） 

財団法人日本造園修景協会（専務理事） 

財団法人日本地図センター（専務理事） 

財団法人日本舶用品検定協会（会長、常務理事） 

財団法人不動産適正取引推進機構（専務理事） 

財団法人マンション管理センター（専務理事） 

財団法人リバーフロント整備センター（専務理事） 

財団法人関西交通経済研究センター（常務理事） 

財団法人日本貿易関係手続簡易化協会（常務理事） 

社団法人寒地港湾技術研究センター（専務理事） 

社団法人建設コンサルタンツ協会（２専務理事） 

社 団 法 人 建 築 業 協 会 （ 専 務 理 事 ） 

社団法人港湾荷役機械システム協会（専務理事） 

社団法人国際観光旅館連盟（専務理事） 

社団法人住宅生産団体連合会（専務理事） 

社団法人全国個人タクシー協会（専務理事） 
社団法人全国空港給油事業協会（常務理事） 
社団法人全国空港ビル協会（常務理事） 
社団法人全国市街地再開発協会（専務理事） 
社団法人全国自動車標記板協議会（専務理事） 
社団法人全国治水砂防協会（常務理事） 
社団法人全国防災協会（常務理事） 
社団 法人 全 国旅 行 業協 会（ 専務 理 事） 
社団法人全日本空港事業連合会（専務理事） 
社団法人全日本土地区画整理士会（専務理事）  
社団 法人 日本 海事 代理 士会 （専 務理 事） 
社団 法人 日本 橋梁 建設 協会 （専 務理 事） 
社団法人日本下水道協会（常務理事） 
社団法人日本下水道管路管理業協会（専務理事） 
社団法人日本下水道施設業協会（専務理事） 
社団法人日本建築士会連合会（専務理事） 
社団法人日本建設業経営協会（専務理事） 
社団法人日本建築士事務所協会連合会（専務理事） 
社団法人日本公園緑地協会（常務理事） 
社団 法人 日 本舟 艇 工業 会（ 専務 理 事） 
社団法人日本船舶電装協会（専務理事、常務理事） 
社団法人日本船舶品質管理協会（専務理事） 
社団法人日本造船協力事業者団体連合会（専務理事） 
社団法人日本中小型造船工業会（専務理事） 
社団法人日本電力建設業協会（専務理事） 
社団法人日本道路協会（専務理事） 
社団 法人 日本 土木 工業 協会 （専 務理 事） 
社団法人日本舶用機関整備協会（専務理事） 
社団法人日本舶用工業会（専務理事） 
社団法人日本不動産鑑定協会（専務理事） 
社団法人日本旅客船協会（常務理事） 

社 団 法 人 不 動 産 協 会 （ 専 務 理 事 ） 
社団法人リビングアメニティ協会（専務理事） 
社団法人日本海洋開発建設協会（専務理事） 
社団法人日本空調衛生工事業協会（専務理事） 
社団法人日本埋立浚渫協会（専務理事） 
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社団法人ハウジングアンドコミュニティ財団（専務理事） 

 
海上保安庁 （４法人、６役職） 
（公益法人） 

社団法人日本海難防止協会（専務理事） 
財団法人日本水路協会（専務理事、２常務理事）  
社団法人日本水難救済会（常務理事） 
財団法人海上保安協会（常務理事） 
 
気象庁 （１法人、１役職） 
（公益法人） 

財団法人気象業務支援センター（常務理事） 
 
海難審判庁 （１法人、１役職） 
（公益法人） 

財団法人海難審判協会（専務理事） 
 
環境省 （５法人、６役職） 
（公益法人） 
財団法人日本環境会（理事長、専務理事） 

財団法人国立公園協会（理事長） 
財団法人休暇村協会（理事長） 
財団法人環境情報普及センター（専務理事） 
社団法人国際環境研究協会（専務理事） 
 
防衛省 （12法人、28役職） 
（公益法人） 
社団法人日本郷友連盟（理事長） 
社団法人防衛衛生協会（会長、常務理事） 

社団法人安全保障懇話会（理事長） 
財団法人三笠保存会（理事長） 
財団法人防衛弘済会（理事長、2常務理事） 
財団法人駐留軍労働福祉財団（理事長、常務理事） 
財団法人防衛施設周辺整備協会（会長、理事長、３常務理事） 
財団法人防衛医学振興会（会長、理事長、常務理事） 
財団法人防衛調達基盤整備協会（理事長、専務理事、常務理事） 

財団法人防衛技術協会（会長、常務理事） 
財団法人自衛隊援護協会（理事長） 
財団法人水交会（会長、理事長、専務理事、常務理事） 


