同一府省退職者が３代以上連続して再就職している
独立行政法人等におけるポスト（平成 22 年４月１日現在）
内閣府本府

９法人・13 ポスト

別添２

財団法人空港保安事業センター［国土交通省］：理事長、専務理事
財団法人保安電子通信技術協会：専務理事、２常務理事

【独立行政法人】１法人・１ポスト
独立行政法人北方領土問題対策協会：監事〔非〕

金融庁

【公益法人】８法人・12 ポスト
財団法人全国安全会議：専務理事
社団法人経済企画協会：常務理事
財団法人日本人事試験研究センター：理事長、専務理事
財団法人日本人事行政研究所：会長〔非〕、専務理事
財団法人公務人材開発協会：理事長、常任理事
財団法人連合総合生活開発研究所［厚生労働省・経済産業省］：副理事長
財団法人経済調査会［国土交通省］
：会長〔非〕、監事〔非〕
財団法人海洋博覧会記念公園管理財団［国土交通省］：理事長

31 法人・35 ポスト

【公益法人】31 法人・35 ポスト
社団法人全国信用金庫協会：専務理事
社団法人全国信用組合中央協会：専務理事
社団法人全国労働金庫協会［厚生労働省］：理事長
社団法人漁業信用基金中央会［農林水産省］：専務理事
財団法人抵当証券保管機構：理事長、監事〔非〕
社団法人信託協会：専務理事
社団法人全国地方銀行協会：副会長専務理事
社団法人第二地方銀行協会：副会長専務理事
社団法人日本損害保険協会：副会長
公正取引委員会 ５法人・５ポスト
財団法人生命保険文化センター：理事長
社団法人生命保険協会：副会長
【公益法人】５法人・５ポスト
社団法人森林保険協会［農林水産省］：専務理事
社団法人首都圏不動産公正取引協議会［消費者庁］：専務理事 社団法人投資信託協会：副会長専務理事
社団法人自動車公正取引協議会［消費者庁］：専務理事
社団法人日本証券アナリスト協会：常務理事
社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会［消費者庁］：専務理事 社団法人日本証券投資顧問業協会：副会長専務理事、常任監事
財団法人公正取引協会：常務理事
社団法人金融先物取引業協会：専務理事
社団法人全国ローヤルゼリー公正取引協議会［消費者庁］：専務理事
財団法人金融情報システムセンター：理事長
財団法人資本市場研究会：理事長、常務理事
警察庁 28 法人・46 ポスト
財団法人資本市場振興財団：理事長
社団法人金融財政事情研究会［財務省・文部科学省］：理事長〔非〕
社団法人北海道信用金庫協会：専務理事（常務理事）
【特別民間法人】１法人・２ポスト
社団法人東北地区信用金庫協会：常務理事
自動車安全運転センター：理事長、監事
社団法人関東信用金庫協会：常務理事
社団法人群馬県信用金庫協会：常務理事
【公益法人】27 法人・44 ポスト
社団法人北陸地区信用金庫協会：常務理事
財団法人公共政策調査会：理事長、専務理事
社団法人東海信用組合協会：専務理事
財団法人警察協会：会長、専務理事
社団法人兵庫県信用金庫協会：常務理事
財団法人警察大学校学友会：常務理事
社団法人四国地区信用金庫協会：常務理事
財団法人日本防災通信協会［総務省］：理事長
社団法人南九州信用金庫協会：専務理事（常務理事）
社団法人全国警備業協会：専務理事、常務理事
公益財団法人日本証券経済研究所：理事長、常務理事
社団法人日本防犯設備協会：専務理事
社団法人日本資金決済業協会［総務省・経済産業省］：専務理事
財団法人社会安全研究財団：専務理事
財団法人競艇保安協会［国土交通省］
：理事長、常務理事
消費者庁 ５法人・５ポスト
財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター［厚生労働省］：専務理事
社団法人日本遊技関連事業協会：専務理事
社団法人全日本アミューズメント施設営業者協会連合会：専務理事 【公益法人】５法人・５ポスト
社団法人全日本指定射撃場協会：専務理事
社団法人首都圏不動産公正取引協議会［公正取引委員会］：専務理事
社団法人日本警察犬協会：専務理事
社団法人自動車公正取引協議会［公正取引委員会］：専務理事
社団法人日本自動車連盟［国土交通省］
：専務理事
社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会［公正取引委員会］：専務理事
財団法人全日本交通安全協会：理事長、専務理事、２常務理事
公益財団法人家計経済研究所：専務理事
財団法人国際交通安全学会：専務理事
社団法人全国ローヤルゼリー公正取引協議会［公正取引委員会］：専務理事
財団法人日本交通管理技術協会：会長
財団法人交通事故総合分析センター［国土交通省］：理事長、専務理事、常務理事
総務省 79 法人・109 ポスト
財団法人日本自動車交通安全用品協会：理事長〔非〕、専務理事
財団法人日本道路交通情報センター［国土交通省］：理事長、副理事長 【特殊法人】２法人・２ポスト
社団法人全国道路標識・標示業協会［国土交通省］：２専務理事 日本電信電話株式会社：監査役
財団法人道路交通情報通信システムセンター［総務省・国土交通省］：常務理事 東日本電信電話株式会社：監査役
社団法人新交通管理システム協会：専務理事
社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会：会長〔非〕、専務理事
【特別民間法人】２法人・４ポスト
社団法人全国二輪車安全普及協会：専務理事、常務理事
危険物保安技術協会：理事長、監事
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消防団員等公務災害補償等共済基金：常務理事、監事
【公益法人】75 法人・103 ポスト
財団法人行政管理研究センター：理事長、常務理事
社団法人全国行政相談委員連合協議会：専務理事
財団法人日本統計協会［文部科学省］：専務理事
財団法人統計情報研究開発センター：理事長、専務理事
社団法人行政情報システム研究所：理事長〔非〕、専務理事
財団法人日本グラウンドワーク協会［農林水産省・国土交通省・環境省］：専務理事
財団法人自治体国際化協会：専務理事
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
財団法人地域活性化センター：理事長
財団法人過疎地域問題調査会：専務理事
財団法人地方公務員等ライフプラン協会：常務理事、監事
財団法人地方公務員安全衛生推進協会：理事長
財団法人明るい選挙推進協会：常務理事
社団法人全国公営住宅火災共済機構：理事長、専務理事、監事
社団法人日本地下鉄協会［国土交通省］：理事長、常務理事、専務理事
財団法人自治総合センター：理事長、常務理事、監事〔非〕
財団法人地方債協会：理事長、常務理事
財団法人地域総合整備財団［財務省］：理事長、２常務理事
財団法人地域創造：理事長、常務理事
財団法人資産評価システム研究センター：理事長、専務理事
財団法人日本防火協会：常務理事
財団法人救急振興財団：理事長、常務理事
財団法人消防科学総合センター：理事長、常務理事
財団法人全国危険物安全協会：理事長〔非〕
財団法人日本消防協会：理事長、常務理事
財団法人日本消防設備安全センター：理事長、専務理事
財団法人日本防災通信協会［警察庁］：理事長
財団法人競馬・農林水産情報衛星通信機構［農林水産省］：２常務理事
財団法人海外通信・放送コンサルティング協力［経済産業省］：２専務理事
財団法人放送文化基金：監事〔非〕
財団法人電波技術協会［経済産業省］：会長
財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス［国土交通省］：理事長
財団法人放送セキュリティセンター：理事長〔非〕
財団法人逓信協会：会長、理事長
財団法人日本郵政退職者連盟：専務理事
社団法人全国簡易郵便局協会：専務理事
財団法人北海道郵便局長協会：専務理事
財団法人東北地方郵便局長協会：専務理事
財団法人関東地方郵便局長協会：専務理事
財団法人東京郵便局長協会：専務理事
財団法人信越郵便局長協会：専務理事
財団法人北陸郵便局長協会：専務理事
財団法人東海地方郵便局長協会：専務理事
財団法人近畿地方郵便局長協会：専務理事
財団法人中国地方郵便局長協会：専務理事
財団法人四国郵便局長協会：専務理事
財団法人九州郵便局長協会：専務理事
財団法人沖縄郵便局長協会：専務理事
財団法人かんぽ財団：専務理事
財団法人簡易保険加入者協会：理事長、専務理事、監事
社団法人北海道ハイヤー無線協会［国土交通省］：専務理事
社団法人東北自動車無線協会［国土交通省］：専務理事
財団法人東京ケーブルビジョン：専務理事
社団法人関東自動車無線協会［国土交通省］：専務理事
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社団法人信越自動車無線協会［国土交通省］：専務理事
社団法人北陸自動車無線協会［国土交通省］：専務理事
財団法人名古屋ケーブルビジョン：専務理事
社団法人東海自動車無線協会［国土交通省］：専務理事
財団法人京阪神ケーブルビジョン：理事長
社団法人近畿自動車無線協会［国土交通省］：専務理事
社団法人中国自動車無線協会［国土交通省］：専務理事
社団法人九州タクシー無線協会［国土交通省］
：専務理事
財団法人電気通信普及財団：監事〔非〕
社団法人日本資金決済業協会［金融庁・経済産業省］
：専務理事
財団法人日本無線協会：専務理事
社団法人全国陸上無線協会：専務理事
財団法人移動無線センター：専務理事
財団法人日本ラジコン電波安全協会：専務理事
社団法人全国船舶無線工事協会：専務理事
財団法人テレコムエンジニアリングセンター：専務理事
財団法人日本アマチュア無線振興協会：専務理事
財団法人道路交通情報通信システムセンター［警察庁・国土交通省］：常務理事
財団法人郵政福祉：会長、監事
財団法人日本情報処理開発協会［経済産業省］：会長、専務理事、常務理事、監事

法務省

10 法人・17 ポスト

【公益法人】10 法人・17 ポスト
社団法人民事法情報センター：常務理事
社団法人大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会：専務理事
社団法人福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会：専務理事
財団法人民事法務協会：会長、副会長
財団法人矯正協会：会長〔非〕、３常務理事
財団法人人権教育啓発推進センター［文部科学省］：専務理事
財団法人人権擁護協力会：専務理事
財団法人入管協会：専務理事
財団法人日本語教育振興協会［外務省・文部科学省］：専務理事〔非〕
財団法人国際研修協力機構［外務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省］：理事長、専務理事、２常務理事

外務省

12 法人・17 ポスト

【独立行政法人】１法人・１ポスト
独立行政法人国際交流基金：理事長
【公益法人】11 法人・16 ポスト
社団法人国際交流サービス協会：会長
財団法人外務精励会：事務局長兼専務理事
財団法人フォーリン・プレスセンター：理事長
財団法人日本語教育振興協会［法務省・文部科学省］：専務理事〔非〕
財団法人国際研修協力機構［法務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省］：理事長、専務理事、２常務理事
財団法人日本国際問題研究所：理事長、常務理事
財団法人日韓文化交流基金：理事長
財団法人交流協会［経済産業省］
：理事長、専務理事
財団法人国際開発高等教育機構［文部科学省］
：専務理事
社団法人国際農林業協働協会［農林水産省］：専務理事
財団法人日本国際協力システム：理事長〔非〕

財務省

129 法人・140 ポスト

【独立行政法人】１法人・１ポスト
独立行政法人国立印刷局：理事長
【特殊法人】１法人・３ポスト

社団法人西尾法人会：専務理事
社団法人愛知県法人会連合会：専務理事
社団法人伊賀法人会：専務理事
社団法人三重県法人会連合会：専務理事
社団法人南納税協会：常務理事
社団法人西宮納税協会：専務理事
社団法人尼崎納税協会：専務理事
社団法人東納税協会：常任理事
社団法人兵庫納税協会：専務理事
社団法人神戸納税協会：専務理事
社団法人東淀川納税協会：専務理事
社団法人須磨納税協会：専務理事
社団法人伊丹納税協会：専務理事
財団法人納税協会連合会：専務理事
社団法人西成納税協会：専務理事
社団法人枚方納税協会：専務理事
社団法人泉大津納税協会：専務理事
社団法人下京納税協会：専務理事
社団法人西納税協会：専務理事
社団法人住吉納税協会：専務理事
社団法人浪速納税協会：専務理事
社団法人大津納税協会：専務理事
社団法人社納税協会：専務理事
社団法人姫路納税協会：専務理事
社団法人東大阪納税協会：専務理事
社団法人左京納税協会：専務理事
社団法人中京納税協会：専務理事
社団法人東山納税協会：専務理事
社団法人堺納税協会：専務理事
社団法人伏見納税協会：専務理事
社団法人東住吉納税協会：専務理事
社団法人明石納税協会：専務理事
社団法人豊能納税協会：専務理事
社団法人右京納税協会：専務理事
社団法人長田納税協会：専務理事
社団法人海南納税協会：専務理事
社団法人東成納税協会：専務理事
社団法人岸和田納税協会：専務理事
社団法人西脇納税協会：専務理事
社団法人和歌山納税協会：専務理事
社団法人天王寺納税協会：専務理事
社団法人生野納税協会：専務理事
社団法人草津納税協会：専務理事
社団法人城東納税協会：専務理事
社団法人西淀川納税協会：専務理事
社団法人北納税協会：常任理事
社団法人福知山納税協会：専務理事
社団法人旭納税協会：専務理事
社団法人宇治納税協会：専務理事
社団法人龍野納税協会：専務理事
社団法人富田林納税協会：専務理事
社団法人奈良納税協会：専務理事
社団法人港納税協会：専務理事
社団法人上京納税協会：専務理事
社団法人柏原納税協会：専務理事
社団法人大淀納税協会：専務理事
社団法人舞鶴納税協会：専務理事
社団法人近江八幡納税協会：専務理事

日本たばこ産業株式会社：会長、副社長、監査役
【認可法人】１法人・１ポスト
日本銀行：監事
【公益法人】126 法人・135 ポスト
財団法人大蔵財務協会：理事長、監事
社団法人金融財政事情研究会［金融庁・文部科学省］：理事長〔非〕
財団法人公庫団信サービス協会：理事長〔非〕
財団法人地域総合整備財団［総務省］：理事長、２常務理事
社団法人共済組合連盟：常務理事
社団法人日本租税研究協会：専務理事
財団法人日本関税協会：専務理事、常務理事
社団法人航空貨物運送協会［国土交通省］：理事長、常務理事
財団法人日本貿易関係手続簡易化協会［経済産業省・国土交通省］：専務理事、２常務理事
社団法人日本通関業連合会：専務理事、常務理事
財団法人塩事業センター：監事
財団法人印刷朝陽会：理事長
財団法人国有財産管理調査センター：理事長〔非〕
財団法人国立京都国際会館：常任理事
財団法人日本税務協会：専務理事
財団法人全国法人会総連合：専務理事
財団法人日本醸造協会：会長〔非〕、常務理事
社団法人アルコール健康医学協会［厚生労働省］：常務理事
社団法人札幌中法人会：専務理事
社団法人札幌西法人会：専務理事
社団法人札幌北法人会：専務理事
社団法人仙台北法人会：専務理事
社団法人宇都宮法人会：専務理事
社団法人栃木県法人会連合会：専務理事
社団法人本郷法人会：専務理事
社団法人京橋法人会：専務理事
社団法人芝法人会：専務理事
社団法人向島法人会：専務理事
社団法人東京法人会連合会：専務理事
社団法人富山法人会：専務理事
社団法人金沢法人会：専務理事
社団法人福井法人会：専務理事
社団法人小松法人会：専務理事
社団法人富山県法人会連合会：専務理事
社団法人石川県法人会連合会：専務理事
社団法人福井県法人会連合会：専務理事
社団法人高岡法人会：専務理事
社団法人名古屋中法人会：専務理事
社団法人小牧法人会：専務理事
社団法人名古屋北法人会：専務理事
社団法人瀬戸旭法人会：専務理事
社団法人名古屋西法人会：専務理事
社団法人豊田法人会：専務理事
社団法人一宮法人会：専務理事
社団法人岐阜南法人会：専務理事
社団法人千種法人会：専務理事
社団法人昭和法人会：専務理事
社団法人大垣法人会：専務理事
社団法人名古屋東法人会：専務理事
社団法人中川法人会：専務理事
社団法人岐阜県法人会連合会：専務理事
社団法人松坂法人会：専務理事
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社団法人芦屋納税協会：専務理事
社団法人粉河納税協会：専務理事
社団法人宮津納税協会：専務理事
社団法人和田山納税協会：専務理事
社団法人峰山納税協会：専務理事
社団法人吹田納税協会：専務理事
社団法人豊岡納税協会：専務理事
社団法人広島県法人会連合会：専務理事
社団法人佐世保法人会：専務理事
社団法人福岡西部法人会：専務理事
社団法人福岡県法人会連合会：専務理事
社団法人熊本東法人会：専務理事
社団法人大分法人会：専務理事
社団法人大分県法人会連合会：専務理事
社団法人熊本県法人会連合会：専務理事
社団法人大分青色申告会：専務理事

文部科学省

財団法人日本分析センター：理事長
社団法人発明協会［経済産業省］
：理事長、専務理事
財団法人体質研究会：常務理事
財団法人日本農業研究所［農林水産省］：理事長、専務理事
財団法人大日本蚕糸会［農林水産省］：会頭理事、常務理事
財団法人日本統計協会［総務省］
：専務理事
財団法人鹿島学術振興財団：常務理事
財団法人インテリジェント・コスモス学術振興財団：常務理事
社団法人土木学会：専務理事
社団法人日本鉄鋼協会：専務理事
財団法人中山隼雄科学技術文化財団：常務理事
財団法人放射線影響協会：常務理事
財団法人ライフサイエンス振興財団：常務理事
社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム［厚生労働省・農林水産省・経済産業省］：専務理事
社団法人金融財政事情研究会［金融庁・財務省］：理事長〔非〕
財団法人地震予知総合研究振興会：専務理事
財団法人核物質管理センター［経済産業省］：専務理事
財団法人日本宇宙フォーラム：理事長
財団法人資源探査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構［経済産業省］：専務理事
財団法人リモート・センシング技術センター：理事長
財団法人スポーツ安全協会：常務理事
財団法人健康・体力づくり事業財団［厚生労働省］：理事長、常務理事
財団法人日本オートスポーツセンター［経済産業省］：理事長
社団法人日本海洋少年団連盟［国土交通省］：専務理事
財団法人ソフトウェア情報センター［経済産業省］：常務理事
財団法人新国立劇場運営財団：常務理事
公益財団法人文化財建造物保存技術協会：常務理事

61 法人・73 ポスト

【独立行政法人】３法人・３ポスト
独立行政法人国立科学博物館：館長
独立行政法人放射線医学総合研究所：監事
独立行政法人海洋研究開発機構：理事長
【特殊法人】１法人・１ポスト
放送大学学園：理事長
【公益法人】57 法人・69 ポスト
財団法人国際開発高等教育機構［外務省］：専務理事
財団法人日本視聴覚教育協会：会長〔非〕
財団法人コンピュータ教育開発センター［経済産業省］：常務理事、専務理事
財団法人学習ソフトウェア情報研究センター：常務理事
財団法人人権教育啓発推進センター［法務省］
：専務理事
財団法人日本博物館協会：専務理事
財団法人文教協会：常務理事
財団法人教職員生涯福祉財団：理事長
財団法人教科書研究センター：常務理事
財団法人産業教育振興中央会：専務理事
財団法人放送大学教育振興会：理事長〔非〕、会長〔非〕
財団法人日本国際教育支援協会：理事長、専務理事
財団法人私立大学退職金財団：常務理事
財団法人協和会：理事長
財団法人慈恵団：理事長、常務理事
財団法人輔仁会：理事長、常務理事
財団法人朋和会：理事長、常務理事
財団法人緑風会：理事長
財団法人和進会：常務理事
財団法人和同会：理事長
財団法人恵済会：専務理事
財団法人厚仁会：理事長
財団法人恵仁会：理事長、常務理事
財団法人恵和会：理事長
財団法人同愛会：常務理事
財団法人誠仁会：常務理事
財団法人親和会：理事長、常務理事
財団法人日本語教育振興会［法務省・外務省］：専務理事〔非〕
財団法人日本科学技術振興財団［経済産業省］
：常務理事
財団法人原子力安全技術センター：監事
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厚生労働省

213 法人・254 ポスト

【独立行政法人】２法人・２ポスト
独立行政法人国立健康・栄養研究所：監事〔非〕
独立行政法人労働者健康福祉機構：理事長
【特別民間法人】９法人・16 ポスト
中央労働災害防止協会：理事長、専務理事、常務理事
建設業労働災害防止協会：専務理事、監事
陸上貨物運送事業労働災害防止協会：監事〔非〕
港湾貨物運送事業労働災害防止協会：専務理事
林業・木材製品製造業労働災害防止協会：専務理事、監事〔非〕
鉱業労働災害防止協会：監事〔非〕
全国社会保険労務士会連合会：専務理事
中央職業能力開発協会：理事長、常務理事
社会保険診療報酬支払基金：理事長、専務理事、監事
【公益法人】202 法人・236 ポスト
財団法人厚生統計協会：常務理事
財団法人がん研究振興財団：専務理事
財団法人総合健康推進財団：常務理事兼事務局長
財団法人医療関連サービス振興会：理事長〔非〕、常務理事
社団法人日本病院寝具協会：専務理事
社団法人日本医薬品卸業連合会：専務理事
財団法人ヒューマンサイエンス振興財団：理事長、専務理事
社団法人日本メディカル給食協会：専務理事
財団法人医療研修推進財団：常務理事〔非〕
社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム［文部科学省・農林水産省・経済産業省］：専務理事
社団法人全国地区衛生組織連合会：専務理事
財団法人リウマチ財団：専務理事

財団法人健康・体力づくり事業財団［文部科学省］：理事長、常務理事
社団法人日本リネンサプライ協会：専務理事
社団法人日本ペストコントロール協会［環境省］：専務理事
社団法人日本ダストコントロール協会：専務理事
社団法人日本理容美容教育センター：専務理事
社団法人日本水道工業団体連合会［経済産業省・国土交通省］：専務理事
財団法人日本薬剤師研修センター：専務理事
財団法人コスメトロジー研究振興財団：専務理事
財団法人日本ポリオ研究所：常務理事
財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター［警察庁］：専務理事
社団法人日本食品衛生協会：専務理事
社団法人日本検疫衛生協会：常務理事
社団法人食品薬品安全センター：理事長、監事
財団法人畜産生物科学安全研究所［農林水産省］
：理事長
社団法人日本青果物輸入安全推進協会［農林水産省］：常務理事
社団法人日本乳業協会［農林水産省］：常務理事
社団法人全国はっ酵乳乳酸菌飲料協会［農林水産省］：専務理事
社団法人全国労働金庫協会［金融庁］：理事長
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
社団法人日本ボイラ協会：専務理事、常務理事
社団法人ボイラ・クレーン安全協会：専務理事
社団法人仮設工業会：専務理事
社団法人労務管理教育センター：理事長〔非〕、常務理事
社団法人全国建設業労災互助会：専務理事
社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会：専務理事
社団法人全国労働保険事務組合連合会：専務理事
財団法人安全衛生技術試験協会：理事長、常務理事
社団法人建設荷役車両安全技術協会［経済産業省］：２常務理事
社団法人合板仮設安全技術協会：専務理事
社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター：会長、専務理事
財団法人中国労働衛生協会：理事長
社団法人日本クレーン協会：専務理事
財団法人日本中小企業福祉事業財団：理事長
財団法人産業殉職者霊堂奉賛会：理事長
社団法人日本保安用品協会［経済産業省］：専務理事
社団法人財形福祉協会：理事長〔非〕
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［国土交通省］：専務理事、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［国土交通省］：常務理事、専務理事
財団法人日本職業協会：専務理事
社団法人全国シルバー人材センター事業協会：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、専務理事、監事〔非〕
財団法人啓成会：理事長
財団法人国際研修協力機構［法務省・外務省・経済産業省・国土交通省］：理事長、専務理事、２常務理事
財団法人女性労働協会：専務理事
財団法人日本児童福祉協会：常務理事
財団法人社会福祉振興・試験センター：理事長、常務理事
社団法人日本介護福祉士養成施設協会：常務理事
財団法人中国残留孤児援護基金：常務理事
財団法人千鳥ヶ淵戦没者墓苑奉仕会［環境省］：理事長、３常務理事
社団法人日本自閉症協会：常務理事
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財団法人テクノエイド協会：常務理事
財団法人日本障害者スポーツ協会：常務理事
社団法人日本義肢協会：常務理事
財団法人障害者リハビリテーション協会：常務理事
財団法人長寿社会開発センター：理事長、専務理事、常務理事
社団法人日本福祉用具供給協会：専務理事
社団法人国民健康保険中央会：理事長
財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会：専務理事、常務理事
財団法人船員保険会：会長、常務理事
財団法人日本医療保険事務協会：理事長、常務理事
社団法人全国国民健康保険組合協会：常務理事
社団法人全国年金住宅融資法人協会：常務理事
社団法人日本国民年金協会：専務理事
社団法人全国年金受給者団体連合会：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〔非〕
財団法人厚生年金事業振興団：理事長、２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
財団法人全国社会保険共済会：会長、常務理事
財団法人年金融資福祉サービス協会：専務理事
社団法人関東年金福祉協会：専務理事
財団法人年金シニアプラン総合研究機構：専務理事
財団法人国際労働財団：副理事長〔非〕
、常務理事
財団法人労働法令協会：理事長
財団法人労委協会：常務理事
財団法人連合総合生活開発研究所［内閣府本府・経済産業省］：副理事長
財団法人北海道社会保険協会：専務理事
財団法人青森県社会保険協会：専務理事
財団法人岩手県社会保険協会：常務理事
財団法人宮城県社会保険協会：専務理事
財団法人秋田県社会保険協会：専務理事
財団法人山形県社会保険協会：専務理事
財団法人福島県社会保険協会：専務理事
財団法人茨城県社会保険協会：常務理事
財団法人群馬県社会保険協会：常務理事
財団法人埼玉県社会保険協会：常務理事
社団法人千葉県年金住宅協会：常務理事
財団法人千葉県社会保険協会：常務理事
財団法人東京社会保険協会：専務理事、常務理事
財団法人神奈川県社会保険協会：常務理事
財団法人新潟県社会保険協会：常務理事、専務理事
財団法人富山県社会保険協会：常務理事
財団法人石川県社会保険協会：常務理事
財団法人福井県社会保険協会：常務理事
財団法人長野県社会保険協会：常務理事
財団法人岐阜県社会保険協会：常務理事
財団法人静岡県社会保険協会：専務理事
財団法人愛知県社会保険協会：専務理事
財団法人三重県社会保険協会：常務理事
財団法人滋賀県社会保険協会：常務理事
財団法人京都府社会保険協会：常務理事
財団法人奈良県社会保険協会：常務理事
財団法人和歌山県社会保険協会：常務理事
財団法人鳥取県社会保険協会：常務理事
財団法人島根県社会保険協会：常務理事
財団法人広島県社会保険協会：常務理事
財団法人徳島県社会保険協会：常務理事
財団法人香川県社会保険協会：常務理事

財団法人愛媛社会保険協会：常務理事
財団法人高知県社会保険協会：常務理事
財団法人福岡県社会保険協会：専務理事
財団法人佐賀県社会保険協会：専務理事
財団法人長崎県社会保険協会：専務理事
財団法人熊本県社会保険協会：常務理事
社団法人熊本県年金住宅福祉協会：専務理事〔非〕
財団法人大分県社会保険協会：専務理事
財団法人鹿児島県社会保険協会：常務理事
財団法人沖縄県社会保険協会：常務理事
社団法人北海道労働基準協会連合会：専務理事
社団法人青森県労働基準協会：専務理事
社団法人宮城労働基準協会：専務理事
社団法人秋田県労働基準協会：専務理事
社団法人山形県労働基準協会連合会：専務理事
社団法人山形労働基準協会：専務理事
社団法人鶴岡労働基準協会：専務理事
社団法人福島労働基準協会：専務理事
社団法人茨城労働基準協会連合会：専務理事
社団法人水戸労働基準協会：専務理事
社団法人栃木県労働基準協会連合会：専務理事
社団法人群馬労働基準協会連合会：専務理事
社団法人埼玉労働基準協会連合会：専務理事
社団法人千葉県労働基準協会連合会：専務理事
社団法人東京労働基準協会連合会：専務理事
社団法人三田労働基準協会：専務理事
社団法人立川労働基準協会：常務理事
社団法人新潟県労働基準協会連合会：専務理事
社団法人石川県労働基準協会連合会：専務理事
社団法人金沢労働基準協会：専務理事
社団法人福井県労働基準協会：専務理事
社団法人長野県労働基準協会連合会：専務理事、常務理事
社団法人長野労働基準協会：専務理事
社団法人大町労働基準協会：専務理事
社団法人岐阜労働基準協会：専務理事
社団法人飛騨地区労働基準協会連合会：専務理事
社団法人静岡県労働基準協会連合会：専務理事
社団法人半田労働基準協会：専務理事
社団法人三重労働基準協会連合会：専務理事
社団法人四日市労働基準協会：専務理事
社団法人滋賀労働基準協会：専務理事
社団法人京都労働基準連合会：専務理事
社団法人大阪労働基準連合会：専務理事
社団法人北大阪労働基準協会：専務理事
社団法人西野田労働基準協会：専務理事
社団法人大阪南労働基準協会：専務理事
社団法人茨木労働基準協会：専務理事
社団法人兵庫労働基準連合会：専務理事
社団法人奈良県労働基準協会：専務理事
社団法人和歌山県労働基準協会：専務理事
社団法人鳥取県労働基準協会：専務理事
社団法人島根労働基準協会：専務理事
社団法人岡山県労働基準協会：専務理事
社団法人山口県労働基準協会：専務理事
社団法人香川労働基準協会：専務理事
社団法人愛媛労働基準協会：専務理事
社団法人高知県労働基準協会連合会：専務理事
社団法人福岡県労働基準協会連合会：専務理事
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社団法人八女労働基準協会：専務理事
社団法人佐賀県労働基準協会：専務理事
社団法人長崎県労働基準協会：専務理事
社団法人熊本県労働基準協会：専務理事
社団法人宮崎労働基準協会：専務理事
社団法人鹿児島県労働基準協会：専務理事、常務理事
社団法人沖縄県労働基準協会：専務理事
社団法人アルコール健康医学協会［財務省］：常務理事
財団法人日本環境衛生センター［環境省］：理事長
財団法人東北港湾福利厚生協会［国土交通省］
：専務理事
財団法人中国港湾福利厚生協会［国土交通省］
：専務理事
財団法人四国港湾福利厚生協会［国土交通省］
：専務理事
社団法人日本ホームヘルス機器協会［経済産業省］：常務理事
社団法人鉄道弘済会［国土交通省］：監事
財団法人自動車事故被害者援護財団［国土交通省］：常務理事
財団法人九州港湾福利厚生協会［国土交通省］
：専務理事

農林水産省

181 法人・232 ポスト

【独立行政法人】３法人・４ポスト
独立行政法人農畜産業振興機構：理事長、副理事長
独立行政法人森林総合研究所：監事〔非〕
独立行政法人農業者年金基金：理事長
【特殊法人】１法人・１ポスト
日本中央競馬会：常務理事
【認可法人】１法人・１ポスト
農水産業協同組合貯金保険機構：理事長
【特別民間法人】２法人・２ポスト
漁船保険中央会：常務理事
全国漁業共済組合連合会：常務理事
【公益法人】174 法人・224 ポスト
財団法人日本農林漁業振興会：常務理事
財団法人農林弘済会：専務理事、常務理事
社団法人日本有機資源協会［環境省］：専務理事
社団法人国際農林業協働協会［外務省］
：専務理事
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
財団法人農林統計協会：専務理事
社団法人日本食糧協会：常務理事
社団法人農協流通研究所：常務理事
社団法人全国中央市場青果卸売協会：専務理事
社団法人全国中央市場水産卸協会：専務理事、常務理事
社団法人日本外食品卸協会：専務理事
財団法人食品流通構造改善促進機構：専務理事
社団法人食品需給研究センター：専務理事
財団法人食品産業センター：理事長、専務理事
社団法人大豆供給安定協会：会長
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
社団法人日本コーングリッツ協会：常務理事
社団法人日本植物蛋白食品協会：専務理事
社団法人日本ソース工業会：専務理事
財団法人浦上食品・食文化振興財団：常務理事
財団法人山崎香辛料振興財団：常務理事

財団法人全国米穀協会：専務理事
財団法人全国瑞穂食糧検査協会：理事長、常務理事
社団法人全国食糧保管協会［国土交通省］：専務理事、常務理事
財団法人日本穀物検定協会［国土交通省］：会長、理事長
社団法人全国米麦改良協会：会長理事、副会長理事、専務理事、常務理事、監事
財団法人製粉振興会：理事長、専務理事
財団法人飯島記念食品科学振興財団：常務理事
社団法人日本パン工業会：専務理事
社団法人日本パスタ協会：専務理事
社団法人日本即席食品工業協会：専務理事
社団法人全国ビスケット協会：専務理事
財団法人全国米穀取引・価格形成センター：会長〔非〕、副会長
社団法人日本フードサービス協会：常務理事
社団法人全日本コーヒー協会：専務理事
社団法人全国青果卸売市場協会：専務理事
財団法人全国調味料・野菜飲料検査協会：理事長、専務理事
財団法人畜産生物科学安全研究所［厚生労働省］
：理事長
社団法人日本植物防疫協会：常務理事
社団法人全国漬物検査協会：専務理事
社団法人日本くん蒸技術協会：専務理事
社団法人全国植物検疫協会：専務理事
財団法人食生活情報サービスセンター：理事長〔非〕、専務理事
社団法人日本青果物輸入安全推進協会［厚生労働省］：常務理事
社団法人農林水産航空協会：常務理事
公益財団法人すこやか食生活協会：専務理事
財団法人日本農業研究所［文部科学省］：理事長、専務理事
社団法人大日本農会：会長、副会長〔非〕、常務理事
社団法人日本農業機械化協会：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
社団法人日本茶業中央会：専務理事
財団法人大日本蚕糸会［文部科学省］：会頭理事、常務理事
財団法人日本特産農産物協会：理事長、専務理事
社団法人日本果汁協会：専務理事
社団法人日本絹業協会［経済産業省］：会長〔非〕
社団法人日本花き卸売市場協会：常務理事
社団法人全国トマト工業会：専務理事
社団法人日本花き生産協会：常務理事
財団法人日本豆類基金協会：専務理事、常務理事
財団法人中央果実生産出荷安定基金協会：副理事長、専務理事
社団法人日本インドア・グリーン協会：専務理事
社団法人日本蕎麦協会：専務理事
財団法人全国落花生協会：専務理事
社団法人日本パインアップル缶詰協会：専務理事
財団法人国際花と緑の博覧会記念協会［国土交通省］：専務理事
社団法人中央畜産会：副会長、専務理事、常務理事
財団法人畜産環境整備機構：理事長、副理事長、常務理事
社団法人日本養鶏協会：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
社団法人日本草地畜産種子協会：会長、常務理事
財団法人日本軽種馬登録協会：専務理事
社団法人家畜改良事業団：理事長、副理事長、専務理事
社団法人全日本配合飼料価格・畜産安定基金：常務理事
社団法人配合飼料供給安定機構：理事長、専務理事
社団法人日本実験動物協会：常務理事
社団法人日本家畜輸出入協議会：専務理事
社団法人全国はっ酵乳乳酸菌飲料協会［厚生労働省］：専務理事
社団法人日本酪農乳業協会：会長、専務理事
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社団法人日本乳業協会［厚生労働省］：常務理事
社団法人日本食肉協議会：会長〔非〕
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
社団法人全日本卵価安定基金：常務理事
社団法人日本ハンバーグ・ハンバーガー協会：専務理事
社団法人日本畜産副産物協会：専務理事
財団法人日本食肉流通センター：理事長、専務理事、監事
財団法人日本食肉消費総合センター：理事長
財団法人日本食肉生産技術開発センター：理事長、専務理事
社団法人競走馬育成協会：常務理事
財団法人競走馬理化学研究所：常務理事
社団法人日本競走馬協会：常務理事
財団法人競馬保安協会：理事長
財団法人畜産近代化リース協会：理事長
財団法人軽種馬育成調教センター：常務理事
財団法人全国競馬・畜産振興会：会長、常務理事
財団法人競馬国際交流協会：常務理事
財団法人競馬・農林水産情報衛星通信機構［総務省］：２常務理事
社団法人全国農地保有合理化協会：副会長
社団法人日本アグリビジネスセンター：常務理事
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
社団法人全国農村青少年教育振興会：会長
財団法人農林水産長期金融協会：会長、常務理事
社団法人全国農業共済協会：会長
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
財団法人日本水土総合研究所：理事長
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
社団法人農業土木機械化協会：常務理事
財団法人日本グラウンドワーク協会［総務省・国土交通省・環境省］：専務理事
社団法人土地改良測量設計技術協会：専務理事
社団法人地域資源循環技術センター：専務理事
社団法人農林水産技術情報協会：理事長
社団法人農林水産先端技術産業振興センター：理事長
社団法人大日本山林会：常務理事
財団法人日本森林林業振興会：副会長、常務理事
社団法人日本林業協会：専務理事
財団法人林政総合調査研究所：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：副会長、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
財団法人日本住宅・木材技術センター［国土交通省］：理事長、専務理事
社団法人日本木材保存協会［経済産業省］：常務理事
財団法人日本木材総合情報センター：理事長〔非〕、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
社団法人海外林業コンサルタンツ協会：会長、専務理事
財団法人国際緑化推進センター：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

社団法人森林保険協会［金融庁］：専務理事
社団法人林業機械化協会：常務理事
社団法人国土緑化推進機構［経済産業省］：専務理事、常務理事
社団法人林業薬剤協会：専務理事
社団法人長野林業土木協会：常務理事
社団法人前橋林業土木協会：常務理事
社団法人名古屋林業土木協会：専務理事
社団法人東京林業土木協会：常務理事
社団法人日本林業土木連合協会：専務理事
社団法人熊本林業土木協会：常務理事
社団法人大阪林業土木協会：常務理事
社団法人高知林業土木協会：専務理事
社団法人林道安全協会：専務理事
社団法人青森林業土木協会：常務理事
社団法人全国森林レクリエーション協会：専務理事
社団法人大日本水産会：会長、専務理事
社団法人漁業信用基金中央会［金融庁］：専務理事
財団法人魚価安定基金：理事長〔非〕、専務理事
社団法人全国削節工業協会：常務理事
社団法人全国底曳網漁業連合会：会長理事
社団法人全国さんま漁業協会：専務理事
社団法人全国遠洋沖合いかつり漁業協会：会長
社団法人全国まき網漁業協会：専務理事
社団法人日本定置漁業協会：専務理事
財団法人海外漁業協力財団：理事長、常務理事
社団法人漁業情報サービスセンター：会長理事〔非〕、専務理事
財団法人漁場油濁被害救済基金［経済産業省・国土交通省］：専務理事
財団法人海洋生物環境研究所［経済産業省・環境省］：理事長
社団法人本州鮭鱒増殖振興会：専務理事
社団法人日本真珠振興会［経済産業省］：専務理事
社団法人全国漁港漁場協会：会長、専務理事
財団法人漁港漁場漁村技術研究所：理事長、常務理事
社団法人水産土木建設技術センター：常務理事
社団法人海と渚環境美化推進機構：専務理事
社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム［文部科学省・厚生労働省・経済産業省］：専務理事

経済産業省

243 法人・309 ポスト

【独立行政法人】４法人・４ポスト
独立行政法人経済産業研究所：監事〔非〕
独立行政法人日本貿易振興機構：理事長
独立行政法人日本貿易保険：理事長
独立行政法人製品評価技術基盤機構：監事
【特別民間法人】７法人・10 ポスト
日本商工会議所：専務理事、常務理事
日本電気計器検定所：理事長、専務理事、監事
高圧ガス保安協会：会長
全国商工会連合会：専務理事
全国中小企業団体中央会：専務理事
東京中小企業投資育成株式会社：監査役〔非〕
大阪中小企業投資育成株式会社：代表取締役社長
【公益法人】232 法人・295 ポスト
財団法人麻布研修センター：常務理事
財団法人企業活力研究所：理事長
財団法人知的財産研究所：専務理事
財団法人ベンチャーエンタープライズセンター：理事長
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財団法人連合総合生活開発研究所［内閣府本府・厚生労働省］：副理事長
財団法人国際研修協力機構［法務省・外務省・厚生労働省・国土交通省］：理事長、専務理事、２常務理事
社団法人経済産業統計協会：専務理事
財団法人日本立地センター：理事長、専務理事
財団法人北海道地域総合振興機構［国土交通省］：常務理事
社団法人日本工業用水協会：専務理事
社団法人国土緑化推進機構［農林水産省］：専務理事、常務理事
社団法人日本水道工業団体連合会［厚生労働省・国土交通省］：専務理事
財団法人河川環境管理財団［国土交通省］：理事長、専務理事、常務理事
財団法人貿易研修センター：専務理事
社団法人ロシアＮＩＳ貿易会：常務理事
財団法人中東協力センター：専務理事
財団法人日中経済協会：理事長、専務理事
財団法人交流協会［外務省］：理事長、専務理事
財団法人対日貿易投資交流促進協会：理事長兼専務理事、監事
社団法人日本貿易会：専務理事
財団法人海外技術者研修協会：理事長
財団法人海外貿易開発協会：理事長、専務理事
財団法人貿易・産業協力振興財団：専務理事
財団法人国際貿易投資研究所：理事長
財団法人日本貿易関係手続簡易化協会［財務省・国土交通省］：専務理事、２常務理事
社団法人日本真珠振興会［農林水産省］
：専務理事
財団法人安全保障貿易情報センター：専務理事
財団法人日本科学技術振興財団［文部科学省］
：常務理事
社団法人研究産業協会：専務理事
財団法人国際超電導産業技術研究センター：専務理事、常務理事
財団法人日本規格協会：理事長、専務理事
財団法人日本品質保証機構：理事長、専務理事
財団法人日本ウエザリングテストセンター：専務理事
社団法人産業環境管理協会：副会長兼専務理事
財団法人漁場油濁被害救済基金［農林水産省・国土交通省］：専務理事
財団法人クリーン・ジャパン・センター：理事長
財団法人地球環境産業技術研究機構：専務理事
社団法人日本鉄鋼連盟：専務理事、常務理事
社団法人日本溶接容器工業会：専務理事
財団法人金属系材料研究開発センター：専務理事
社団法人日本電線工業会：常務理事
社団法人新金属協会：専務理事
社団法人日本銅センター：専務理事
社団法人日本アルミニウム合金協会：専務理事
社団法人日本アルミニウム協会：専務理事
社団法人電線総合技術センター：専務理事
財団法人化学技術戦略推進機構：理事長、常務理事
社団法人プラスチック処理促進協会：専務理事
社団法人新化学発展協会：専務理事
社団法人日本化学工業品輸入協会：専務理事
社団法人日本塗料工業会：常務理事
社団法人日本化学工業協会：専務理事
一般財団法人化学物質評価研究機構：専務理事
財団法人バイオインダストリー協会：専務理事
社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム［文部科学省・厚生労働省・農林水産省］：専務理事
社団法人アルコール協会：専務理事
社団法人セメント協会：専務理事、常務理事
社団法人日本建材・住宅設備産業協会：専務理事
社団法人日本サッシ協会：常務理事
社団法人日本砂利協会：理事長
財団法人建材試験センター［国土交通省］：理事長
社団法人ソーラーシステム振興協会：専務理事

社団法人日本木材保存協会［農林水産省］：常務理事
社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会：専務理事
社団法人インテリア産業協会：専務理事
社団法人ニューガラスフォーラム：専務理事
社団法人コンクリートポール・パイル協会：専務理事
財団法人ファインセラミックスセンター：専務理事
社団法人日本ファインセラミックス協会：専務理事
社団法人日本機械工業連合会：副会長、常務理事
財団法人機械振興協会：副会長
財団法人機械産業記念事業財団：会長、２常務理事
財団法人機械システム振興協会：専務理事
財団法人国際経済交流財団：会長
社団法人日本建設機械化協会［国土交通省］：専務理事、常務理事
社団法人日本プラント協会：専務理事
社団法人日本舶用工業会［国土交通省］：専務理事、２常務理事
社団法人日本ねじ工業協会：専務理事
社団法人全国木工機械工業会：専務理事
社団法人日本繊維機械協会：専務理事
社団法人日本農業機械工業会：専務理事、常務理事
社団法人日本食品機械工業会：専務理事
社団法人日本産業機械工業会：専務理事、常務理事
社団法人日本縫製機械工業会：専務理事
社団法人日本ロボット工業会：専務理事
社団法人日本印刷産業機械工業会：専務理事
社団法人日本冷凍空調設備工業連合会：専務理事
社団法人日本工作機械工業会：専務理事
財団法人エンジニアリング振興協会：専務理事、常務理事
社団法人建設荷役車両安全技術協会［厚生労働省］：２常務理事
社団法人日本ベアリング工業会：専務理事
財団法人油空圧機器技術振興財団：専務理事
財団法人製造科学技術センター：専務理事
社団法人日本オプトメカトロニクス協会：専務理事
社団法人日本アミューズメントマシン工業協会：専務理事
社団法人日本建設機械工業会：専務理事、常務理事
財団法人マイクロマシンセンター：専務理事
社団法人日本自動認識システム協会：専務理事
財団法人素形材センター：専務理事
社団法人日本工業炉協会：専務理事
社団法人日本自動車部品工業会：専務理事
社団法人日本自動車販売協会連合会［国土交通省］：専務理事
社団法人日本自動車機械工具協会［国土交通省］：専務理事
一般社団法人日本自動車工業会：専務理事
社団法人全国自動車部品商団体連合会［国土交通省］：専務理事
社団法人日本自動車機械器具工業会：専務理事
財団法人日本航空機開発協会：副理事長、監事
社団法人日本航空宇宙工業会：専務理事、２常務理事
財団法人資源・環境観測解析センター：専務理事、監事
財団法人日本航空機エンジン協会：副理事長、監事
財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構：専務理事
財団法人航空機国際共同開発促進基金：監事
財団法人資源探査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構［文部科学省］：専務理事
社団法人日本防衛装備工業会［防衛省］：理事長〔非〕、専務理事
財団法人日本車両検査協会：専務理事
財団法人自転車産業振興協会：会長
財団法人日本オートスポーツセンター［文部科学省］：理事長
財団法人日本自転車普及協会：会長
財団法人車両競技公益資金記念財団：理事長
財団法人オートレース振興協会：理事長
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財団法人車両情報センター：専務理事
財団法人日本綿スフ機業同交会：常務理事
財団法人日本繊維製品品質技術センター：理事長
財団法人毛製品検査協会：理事長
財団法人日本化学繊維検査協会：理事長
社団法人日本絹業協会［農林水産省］：会長〔非〕
社団法人日本染色協会：専務理事
財団法人日本燃焼機器検査協会：理事長
財団法人生活用品振興センター：専務理事
財団法人日本ガス機器検査協会：理事長
財団法人古紙再生促進センター：常務理事
社団法人日本皮革産業連合会：専務理事
財団法人日本エルピーガス機器検査協会：専務理事
財団法人サウンド技術振興財団：専務理事
財団法人日本産業デザイン振興会：理事長
財団法人日本情報処理開発協会［総務省］：会長、専務理事、常務理事、監事
財団法人ニューメディア開発協会：理事長
財団法人人工知能研究振興財団：専務理事
財団法人関西情報・産業活性化センター：常務理事
社団法人情報サービス産業協会：専務理事
財団法人コンピュータ教育開発センター［文部科学省］：専務理事、常務理事
財団法人ソフトウェア情報センター［文部科学省］：常務理事
社団法人電子情報技術産業協会：専務理事
財団法人電波技術協会［総務省］
：会長
社団法人日本電気計測器工業会：専務理事
社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会：専務理事、常務理事
財団法人家電製品協会：専務理事
財団法人海外通信・放送コンサルティング協力［総務省］：２専務理事
財団法人光産業技術振興協会：専務理事
財団法人国際情報化協力センター：専務理事
社団法人日本電気制御機器工業会：専務理事
財団法人地域伝統芸能活用センター［国土交通省］：理事長
社団法人日本ホームヘルス機器協会［厚生労働省］：常務理事
財団法人デジタルコンテンツ協会：専務理事
社団法人リース事業協会：副会長兼専務理事
社団法人全日本冠婚葬祭互助協会：専務理事、常務理事
社団法人日本資金決済業協会［金融庁・総務省］：専務理事
財団法人流通システム開発センター：会長、専務理事、常務理事
財団法人日本産業協会：専務理事
財団法人製品安全協会：理事長、専務理事
財団法人地球産業文化研究所：専務理事
財団法人日本エネルギー経済研究所：理事長、２常務理事
社団法人都市エネルギー協会：常務理事
財団法人エネルギー総合工学研究所：専務理事
財団法人省エネルギーセンター：専務理事、常務理事、常任監事
社団法人日本ビルエネルギー総合管理技術協会：専務理事
財団法人新エネルギー財団：副会長兼専務理事
財団法人石油開発情報センター：会長〔非〕
社団法人潤滑油協会：専務理事
財団法人国際石油交流センター：専務理事、常務理事
財団法人石油産業活性化センター：専務理事、常務理事
財団法人エルピーガス振興センター：専務理事
財団法人石炭エネルギーセンター：専務理事
財団法人国際資源大学校：専務理事
社団法人日本メタル経済研究所：理事長
財団法人国際鉱物資源開発協力協会：理事長、専務理事
社団法人日本金地金流通協会：専務理事〔非〕
社団法人日本電気協会：常務理事

社団法人海外電力調査会：専務理事
社団法人日本熱供給事業協会：専務理事
社団法人日本ガス協会：専務理事
社団法人日本簡易ガス協会：専務理事
財団法人天然ガス導入促進センター：専務理事
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター：専務理事
財団法人電源地域振興センター：理事長
財団法人核物質管理センター［文部科学省］：専務理事
公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター：常務理事
社団法人電気協同研究会：専務理事
社団法人電力土木技術協会：専務理事
社団法人日本大ダム会議［国土交通省］
：専務理事
財団法人電気安全環境研究所：理事長、常務理事
財団法人中部電気保安協会：専務理事
財団法人関西電気保安協会：専務理事
財団法人中国電気保安協会：専務理事
財団法人四国電気保安協会：専務理事
財団法人九州電気保安協会：専務理事、監事
財団法人東北電気保安協会：専務理事
財団法人関東電気保安協会：専務理事、常務理事
財団法人発電設備技術検査協会：専務理事
財団法人海洋生物環境研究所［農林水産省・環境省］：理事長
社団法人日本内燃力発電設備協会：会長〔非〕
財団法人電気技術者試験センター：理事長、専務理事
社団法人電気設備学会：専務理事
財団法人電気工事技術講習センター：理事長、専務理事
社団法人全国火薬類保安協会：専務理事
社団法人日本保安用品協会［厚生労働省］：専務理事
財団法人資源環境センター：専務理事
社団法人発明協会［文部科学省］
：理事長、専務理事
社団法人日本国際知的財産保護協会：理事長
財団法人工業所有権電子情報化センター：専務理事
社団法人日本デザイン保護協会：専務理事
財団法人中小企業総合研究機構：会長、理事長兼専務理事、常務理事
財団法人企業共済協会：会長〔非〕
社団法人中小企業診断協会：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
財団法人中小企業情報化促進協会：専務理事
財団法人東北産業活性化センター：常務理事
財団法人東北電業会：常務理事
財団法人広域関東圏産業活性化センター：常務理事
財団法人中部生産性本部：専務理事
財団法人東海技術センター：専務理事、常務理事
財団法人九州地域産業活性化センター：常務理事
財団法人西日本産業貿易コンベンション協会［国土交通省］：常務理事
社団法人九州ニュービジネス協議会：専務理事
社団法人北海道電気管理技術者協会：専務理事
社団法人東北電気管理技術者協会：専務理事
社団法人東京電気管理技術者協会：会長〔非〕、専務理事
社団法人北陸電気管理技術者協会：専務理事
社団法人関西電気管理技術者協会：専務理事
財団法人中国電気管理技術者協会：専務理事
社団法人九州電気管理技術者協会：専務理事
社団法人全国土木コンクリートブロック協会［国土交通省］：常務理事

国土交通省

375 法人・476 ポスト

【独立行政法人】９法人・11 ポスト
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独立行政法人交通安全環境研究所：監事〔非〕
独立行政法人海上技術安全研究所：監事〔非〕
独立行政法人航海訓練所：監事〔非〕
独立行政法人航空大学校：理事長
独立行政法人水資源機構：理事長、副理事長
独立行政法人自動車事故対策機構：理事長
独立行政法人空港周辺整備機構：理事長
独立行政法人海上災害防止センター：理事長、監事
独立行政法人都市再生機構：理事長
【特殊法人】５法人・６ポスト
関西国際空港株式会社：２常務取締役
日本貨物鉄道株式会社：監査役
東京地下鉄株式会社：監査役
成田国際空港株式会社：監査役
本州四国連絡高速道路株式会社：常務取締役
【特別民間法人】２法人・３ポスト
軽自動車検査協会：理事長
日本小型船舶検査機構：理事長、監事
【公益法人】359 法人・456 ポスト
財団法人全国建設研修センター：理事長、副理事長
財団法人運輸振興協会：専務理事
社団法人日本アンカー協会：専務理事
社団法人建設電気技術協会：専務理事
社団法人公共建築協会：常務理事
財団法人建築保全センター：専務理事、常務理事
財団法人建築コスト管理システム研究所：専務理事
社団法人日本物流団体連合会：理事長
社団法人日本倉庫協会：理事長
社団法人全国通運連盟：理事長
社団法人日本インターナショナルフレイトフォワダーズ協会：理事長
社団法人航空貨物運送協会［財務省］：理事長、常務理事
財団法人運輸政策研究機構：理事長
社団法人日本海難防止協会：理事長、常務理事
財団法人関西交通経済研究センター：常務理事
社団法人建築業協会：専務理事
社団法人全国中小建設業協会：専務理事
財団法人建設業技術者センター：２常務理事
財団法人建設経済研究所：専務理事
財団法人浄化槽設備士センター［環境省］：理事長〔非〕
社団法人全国建設業協会：専務理事
社団法人日本道路建設業協会：常務理事
社団法人日本土木工業協会：専務理事
社団法人日本建設業経営協会：専務理事
社団法人日本建設業団体連合会：専務理事
社団法人日本電設工業協会：専務理事
社団法人日本空調衛生工事業協会：専務理事
社団法人建設コンサルタンツ協会：２専務理事
財団法人建設業振興基金：専務理事
社団法人日本計装工業会：専務理事
社団法人日本建設機械化協会［経済産業省］：専務理事、常務理事
社団法人全国クレーン建設業協会：専務理事
社団法人不動産協会：専務理事
社団法人不動産流通経営協会：専務理事
財団法人不動産適正取引推進機構：理事長、専務理事
交通エコロジー・モビリティ財団：理事長

社団法人国際建設技術協会：常務理事
財団法人建設物価調査会：理事長、監事
財団法人経済調査会［内閣府本府］：会長〔非〕、監事〔非〕
財団法人日本建設情報総合センター：理事長
財団法人日本貿易関係手続簡易化協会［財務省・経済産業省］：専務理事、２常務理事
社団法人海外運輸協力会：理事長
財団法人国土計画協会：常務理事
財団法人地域開発研究所：理事長、常務理事
財団法人土地総合研究所：専務理事
社団法人日本不動産鑑定協会：専務理事
財団法人研究学園都市コミュニティーケーブルサービス［総務省］：理事長
財団法人民間都市開発推進機構：３常務理事
財団法人都市文化振興財団：専務理事
財団法人都市計画協会：専務理事、常務理事
財団法人都市みらい推進機構：２専務理事
社団法人街づくり区画整理協会：専務理事
社団法人全日本土地区画整理士会：専務理事
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
財団法人区画整理促進機構：専務理事
財団法人自転車駐車場整備センター：専務理事
財団法人都市緑化基金：常務理事
財団法人海洋博覧会記念公園管理財団［内閣府本府］：理事長
財団法人公園緑地管理財団：副理事長、常務理事
社団法人日本公園緑地協会：常務理事
財団法人都市緑化技術開発機構：専務理事
社団法人日本公園施設業協会：専務理事
社団法人日本下水道協会［環境省］：理事長、常務理事
社団法人日本下水道施設業協会：専務理事
社団法人日本下水道管渠推進技術協会：専務理事
社団法人日本下水道処理施設管理業協会［環境省］：常務理事
財団法人下水道新技術推進機構：理事長、専務理事
社団法人日本河川協会：専務理事
財団法人河川情報センター：理事長
財団法人ダム水源地環境整備センター：理事長
財団法人河川環境管理財団［経済産業省］：理事長、専務理事、常務理事
財団法人リバーフロント整備センター：理事長、専務理事
財団法人日本ダム協会：専務理事、常務理事
社団法人全国防災協会：常務理事
社団法人全国土木コンクリートブロック協会〔経済産業省〕：常務理事
社団法人全国治水砂防協会：常務理事
社団法人斜面防災対策技術協会：専務理事
社団法人日本道路協会：専務理事
財団法人道路開発振興センター：理事長、２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
財団法人道路管理センター：理事長〔非〕、２常務理事
財団法人日本道路交通情報センター［警察庁］：理事長、副理事長
財団法人道路環境研究所：常務理事
財団法人道路交通情報通信システムセンター［警察庁・総務省］：常務理事
社団法人日本橋梁建設協会：専務理事
社団法人全国道路標識・標示業協会［警察庁］：２専務理事
財団法人日本デジタル道路地図協会：専務理事
財団法人道路空間高度化機構：常務理事
財団法人道路保全技術センター：専務理事
財団法人道路システム高度化推進機構：専務理事、常務理事
財団法人駐車場整備推進機構：常務理事
財団法人海洋架橋・橋梁調査会：専務理事
財団法人首都圏不燃建築公社：理事長、専務理事
財団法人住宅改良開発公社：理事長、専務理事
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社団法人日本住宅建設産業協会：専務理事
財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団：専務理事
社団法人日本ツーバイフォー建築協会：専務理事
財団法人日本住宅・木材技術センター［農林水産省］：理事長、専務理事
財団法人住宅生産振興財団：専務理事
社団法人日本木造住宅産業協会：専務理事
社団法人リビングアメニティ協会：専務理事
社団法人住宅生産団体連合会：専務理事
社団法人日本ビルヂング協会連合会：専務理事、常務理事
社団法人日本建築士会連合会：専務理事
社団法人日本建築構造技術者協会：常務理事
財団法人マンション管理センター：専務理事
社団法人全国市街地再開発協会：理事長
社団法人再開発コーディネーター協会：専務理事
社団法人海外鉄道技術協力協会：専務理事
社団法人日本民営鉄道協会：理事長、常務理事
社団法人日本地下鉄協会［総務省］：理事長、常務理事、専務理事
財団法人鉄道弘済会［厚生労働省］：監事
財団法人日本鋼索交通協会：専務理事
財団法人交通事故総合分析センター［警察庁］：理事長、専務理事、常務理事
財団法人運行管理者試験センター：理事長
社団法人日本バス協会：理事長、常務理事
社団法人全国乗用自動車連合会：理事長、常務理事
社団法人全国個人タクシー協会：専務理事
社団法人全国レンタカー協会：専務理事
財団法人全国福祉輸送サービス協会：専務理事
社団法人全日本トラック協会：理事長、常務理事
財団法人交通遺児育成基金：専務理事
財団法人自動車事故被害者援護財団［厚生労働省］：常務理事
社団法人全国自動車標板協議会：専務理事
社団法人日本陸送協会：専務理事
財団法人自動車検査登録情報協会：専務理事
社団法人全国軽自動車協会連合会：専務理事
社団法人日本自動車連盟［警察庁］：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
社団法人日本自動車機械工具協会［経済産業省］：専務理事
社団法人日本自動車整備振興会連合会：専務理事
財団法人運輸低公害車普及機構：理事長
社団法人船舶整備共有船主協会：専務理事
社団法人日本海洋少年団連盟［文部科学省］：専務理事
社団法人日本旅客船協会：常務理事
財団法人マラッカ海峡協議会：専務理事
社団法人日本造船工業会：専務理事
社団法人日本舶用工業会［経済産業省］：専務理事、２常務理事
社団法人日本中小型造船工業会：専務理事、２常務理事
社団法人日本船舶電装協会：専務理事、常務理事
社団法人日本舟艇工業会：専務理事
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、常務理事
社団法人日本舶用機関整備協会：専務理事
財団法人日本造船技術センター：会長、常務理事、監事
財団法人日本舶用品検定協会：会長、常務理事
財団法人日本船舶職員養成協会：会長
財団法人海技資格更新協力センター：会長、専務理事
財団法人国際港湾協会協力財団：理事長
社団法人日本埋立浚渫協会：専務理事
社団法人日本海上起重技術協会：専務理事
社団法人日本潜水協会：専務理事

社団法人日本港湾タグ事業協会：専務理事
社団法人日本作業船協会：専務理事
社団法人ウォーターフロント開発協会：専務理事
財団法人港湾空間高度化環境研究センター：理事長
財団法人沿岸技術研究センター：理事長
社団法人寒地港湾技術研究センター：理事長、専務理事
社団法人港湾荷役機械システム協会：専務理事
財団法人国際臨海開発研究センター：理事長、専務理事
財団法人港湾空港建設技術サービスセンター：理事長、専務理事、常務理事
社団法人日本港湾福利厚生協会［厚生労働省］：専務理事、常務理事
社団法人日本港運協会：理事長
財団法人港湾近代化促進協議会：専務理事
財団法人港湾労働安定協会［厚生労働省］：専務理事、常務理事
社団法人全日本航空事業連合会：理事長、専務理事
社団法人航空機操縦士養成振興協会：専務理事
社団法人全国空港ビル協会：常務理事
社団法人全国空港給油事業協会：常務理事
財団法人航空振興財団：理事長
財団法人空港環境整備協会：会長、理事長、常務理事
財団法人航空保安協会：理事長、専務理事、常務理事
財団法人空港保安事業センター［警察庁］：理事長、専務理事
財団法人航空医学研究センター：専務理事
財団法人航空保安研究センター：常務理事
財団法人航空交通管制協会：専務理事
財団法人航空保安施設信頼性センター：常務理事、専務理事
財団法人航空輸送技術研究センター：専務理事
財団法人航空機安全運航支援センター：専務理事、常務理事
財団法人北海道地域総合振興機構［経済産業省］：常務理事
財団法人日本地図センター：理事長
財団法人土木研究センター：常務理事
財団法人海難審判協会：理事長、専務理事
社団法人国際観光旅館連盟：専務理事
社団法人全国旅行業協会：専務理事
社団法人日本旅行業協会：理事長
社団法人日本ホテル協会：専務理事
財団法人地域伝統芸能活用センター［経済産業省］：理事長
財団法人国際観光サービスセンター：理事長
財団法人気象業務支援センター：理事長、常務理事
社団法人日本水難救済会：理事長、常務理事
社団法人燈光会：専務理事
社団法人海洋調査協会：専務理事
財団法人海上保安協会：理事長、常務理事
財団法人日本水路協会：理事長、２常務理事
社団法人東北建設協会：理事長
社団法人関東建設弘済会：理事長、専務理事
財団法人渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団：専務理事
社団法人北陸建設弘済会：理事長、専務理事
社団法人中部建設協会：専務理事
社団法人近畿建設協会：専務理事
社団法人中国建設弘済会：理事長、専務理事、常務理事
社団法人四国建設弘済会：理事長、専務理事
社団法人九州建設弘済会：専務理事
社団法人北部九州河川利用協会：専務理事
社団法人九州地方計画協会：専務理事
社団法人北海道バス協会：専務理事
社団法人北海道ハイヤー協会：専務理事
社団法人北海道トラック協会：専務理事
社団法人室蘭地区自動車協会：専務理事
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社団法人札幌ハイヤー協会：専務理事
社団法人札幌地区自家用自動車協会：専務理事
社団法人旭川地区ハイヤー協会：専務理事
社団法人函館地区ハイヤー協会：専務理事
社団法人室蘭地区トラック協会：専務理事
社団法人北海道ハイヤー無線協会［総務省］：専務理事
財団法人北海道陸運協会：理事長、専務理事
財団法人北海道港湾福利厚生協会：専務理事
社団法人宮城県自動車協会：専務理事
社団法人宮城県自動車整備振興会：専務理事
社団法人秋田県自動車整備振興会：専務理事
社団法人山形県自動車整備振興会：専務理事
社団法人青森県自動車協会：専務理事
社団法人宮城県トラック協会：専務理事
社団法人宮城県タクシー協会：専務理事
社団法人宮城県自動車会議所：専務理事
社団法人東北小型船舶工業会：専務理事
社団法人福島県タクシー協会：専務理事
社団法人東北自動車無線協会［総務省］：専務理事
社団法人宮城県バス協会：専務理事
社団法人岩手県バス協会：専務理事
財団法人福島県自動車会議所：専務理事
財団法人東北港湾福利厚生協会［厚生労働省］：専務理事
社団法人関東海事広報協会：常務理事
財団法人関東陸運振興財団：理事長
社団法人三多摩自動車協会：専務理事
社団法人神奈川県自動車会議所：理事長、専務理事
社団法人東京都自動車整備振興会：専務理事
社団法人栃木県タクシー協会：専務理事
社団法人神奈川県バス協会：専務理事
財団法人東京タクシーセンター：専務理事
社団法人神奈川県トラック協会：専務理事、常務理事
社団法人埼玉県バス協会：専務理事
社団法人東京バス協会：理事長
社団法人埼玉県トラック協会：専務理事
社団法人群馬県バス協会：専務理事
社団法人神奈川県自動車整備振興会：専務理事
社団法人千葉県トラック協会：常務理事
社団法人千葉県バス協会：専務理事
社団法人東京都個人タクシー協会：専務理事
社団法人川崎地区自動車協会：専務理事
社団法人栃木県バス協会：専務理事
社団法人神奈川県タクシー協会：専務理事
社団法人東京都トラック協会：専務理事、常務理事
社団法人関東自動車無線協会［総務省］：専務理事
社団法人東京乗用旅客自動車協会：専務理事
社団法人茨城県バス協会：専務理事
社団法人茨城県自動車整備振興会：専務理事
社団法人新潟県自動車整備振興会：専務理事
社団法人長野県自動車整備振興会：専務理事
社団法人新潟県トラック協会：専務理事
社団法人富山県自動車会議所：専務理事
社団法人石川県自動車会議所：専務理事
社団法人新潟県バス協会：専務理事
社団法人長野県自動車標板協会：専務理事
財団法人松本地区自動車協会：専務理事
財団法人新潟県自動車標板協会：会長、専務理事
社団法人岐阜県自動車会議所：専務理事

社団法人岐阜県自動車整備振興会：専務理事
社団法人愛知県自動車会議所：理事長
社団法人静岡県バス協会：専務理事
社団法人中部海事広報協会：専務理事
社団法人東海小型船舶工業会：専務理事
社団法人岐阜県トラック協会：専務理事
社団法人静岡県自動車会議所：専務理事
社団法人愛知県トラック協会：専務理事
社団法人三重県トラック協会：専務理事
社団法人愛知県バス協会：専務理事
社団法人福井県バス協会：専務理事
社団法人岐阜県バス協会：専務理事
財団法人大阪陸運協会：専務理事
財団法人大阪タクシーセンター：専務理事、常務理事
社団法人大阪バス協会：専務理事、常務理事
社団法人京都府トラック協会：専務理事
社団法人京都府バス協会：専務理事
社団法人兵庫県バス協会：専務理事
社団法人奈良県バス協会：専務理事
社団法人大阪府トラック協会：専務理事
社団法人兵庫県トラック協会：専務理事
社団法人滋賀県バス協会：専務理事
社団法人大阪府自家用自動車連合協会：専務理事
社団法人兵庫県自動車整備振興会：専務理事
財団法人和歌山港湾福利厚生協会：専務理事
財団法人尼崎港湾福利厚生協会：専務理事
財団法人播磨港湾福利厚生協会：専務理事
社団法人島根県旅客自動車協会：専務理事
社団法人広島県バス協会：専務理事
社団法人山口県バス協会：専務理事
社団法人広島県タクシー協会：専務理事
社団法人山口県乗用自動車協会：専務理事
社団法人岡山県トラック協会：専務理事
社団法人広島県トラック協会：専務理事
社団法人岡山県自動車整備振興会：専務理事
社団法人山口県自動車整備振興会：専務理事
社団法人中国海事広報協会：常務理事
社団法人中国小型船舶工業会：専務理事
社団法人中国舶用工業会：専務理事
財団法人中国港湾福利厚生協会［厚生労働省］：専務理事
社団法人香川県自動車整備振興会：専務理事
社団法人四国小型船舶工業会：専務理事
社団法人徳島県自動車会議所：専務理事
社団法人香川県自動車会議所：専務理事
社団法人香川県バス協会：専務理事
社団法人高知県バス協会：専務理事
財団法人四国港湾福利厚生協会［厚生労働省］：専務理事
財団法人琴平海洋会館：専務理事
社団法人大分県バス協会：専務理事
社団法人大分県自動車整備振興会：専務理事
社団法人鹿児島県自動車整備振興会：専務理事
社団法人佐賀県自動車整備振興会：専務理事
社団法人福岡県タクシー協会：専務理事
社団法人熊本県自動車標板協会：専務理事
社団法人福岡市タクシー協会：専務理事
社団法人宮崎県タクシー協会：専務理事
社団法人福岡県バス協会：専務理事
社団法人佐賀県バス・タクシー協会：専務理事
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財団法人九州陸運協会：理事長、専務理事
財団法人福岡県自動車標板協会：理事長、専務理事
財団法人鹿児島県自動車標板協会：専務理事
社団法人九州海事広報協会：常務理事
社団法人九州小型船舶工業会：専務理事
財団法人九州港湾福利厚生協会［厚生労働省］：専務理事
財団法人九州運輸振興センター：専務理事
社団法人東京湾海難防止協会：理事長、専務理事
社団法人関東小型船安全協会：専務理事
社団法人伊勢湾海難防止協会：専務理事
社団法人中部小型船安全協会：専務理事
社団法人瀬戸内海海上安全協会：専務理事
社団法人琉球水難救済会：常務理事
財団法人競艇保安協会［警察庁］：理事長、常務理事
財団法人国際研修協力機構［法務省・外務省・厚生労働省・経済産業省］：理事長、専務理事、２常務理事
財団法人西日本産業貿易コンベンション協会［経済産業省］：常務理事
社団法人日本自動車販売協会連合会［経済産業省］：専務理事
社団法人日本大ダム会議［経済産業省］：専務理事
社団法人全国食糧保管協会［農林水産省］：専務理事、常務理事
財団法人日本穀物検定協会［農林水産省］：会長、理事長
財団法人国際花と緑の博覧会記念協会［農林水産省］：専務理事
財団法人漁場油濁被害救済基金［農林水産省・経済産業省］：専務理事
財団法人日本グラウンドワーク協会［総務省・農林水産省・環境省］：専務理事
社団法人信越自動車無線協会［総務省］：専務理事
社団法人北陸自動車無線協会［総務省］：専務理事
社団法人東海自動車無線協会［総務省］：専務理事
社団法人近畿自動車無線協会［総務省］：専務理事
社団法人中国自動車無線協会［総務省］：専務理事
社団法人九州タクシー無線協会［総務省］：専務理事
社団法人日本水道工業団体連合会［厚生労働省・経済産業省］：専務理事
社団法人全国自動車部品商団体連合会［経済産業省］：専務理事
財団法人建材試験センター［経済産業省］：理事長
社団法人愛媛県バス協会：専務理事

環境省

16 法人・24 ポスト

【公益法人】16 法人・24 ポスト
財団法人日本環境衛生センター［厚生労働省］
：理事長
社団法人日本下水道協会［国土交通省］：理事長、常務理事
社団法人日本環境衛生施設工業会：副会長〔非〕、専務理事
社団法人日本ペストコントロール協会［厚生労働省］：専務理事
財団法人日本環境整備教育センター：理事長
財団法人浄化槽設備士センター［国土交通省］：理事長〔非〕
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター：理事長、常務理事
社団法人日本下水道処理施設管理業協会［国土交通省］：常務理事
社団法人日本有機資源協会［農林水産省］：専務理事
財団法人日本環境協会：専務理事（職務代行）
財団法人日本グラウンドワーク協会［総務省・農林水産省・国土交通省］：専務理事
社団法人海外環境協力センター：専務理事
財団法人海洋生物環境研究所［農林水産省・経済産業省］：理事長
財団法人千鳥ヶ淵戦没者墓苑奉仕会［厚生労働省］：理事長、３常務理事
財団法人休暇村協会：理事長、２常務理事
財団法人自然公園財団：専務理事

防衛省

10 法人・17 ポスト

【独立行政法人】１法人・１ポスト
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構：理事長

【公益法人】９法人・16 ポスト
財団法人三笠保存会：理事長〔非〕
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：常務理事
財団法人防衛施設周辺整備協会：理事長、２常務理事
財団法人防衛医学振興会：理事長
財団法人防衛調達基盤整備協会：理事長、専務理事
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〔非〕
社団法人日本防衛装備工業会［経済産業省］：理事長〔非〕、専務理事

注１）法人名の後にある「[○○省]（府省等名）」は、
当該法人を共管している府省等を示す。
注２）ポスト名の後にある「〔非〕」は、当該ポストが平成
22 年４月１日時点で非常勤であるものを示す。
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