
【経験業務・経験分野】リスト

コード 新名称 概要 設定府省

0001 IT戦略 ・IT戦略に関する業務 共通

0002

安全・安⼼ ・主に以下に関する政策の企画・⽴案・推進・実施
①産業保安、②化学物質管理、③情報セキュリティ、④消費者⾏政の推進、⑤商取引の健全な発
展、⑥製品安全、⑦事業継続能⼒（ＢＣＰ／ＢＣＭ）、⑧電⼒・ガスの全⾯⾃由化に伴う適正取引
の確保

共通

0003 会計・経理・予算・決算 ・各省庁の経費・収⼊の予算・決算・会計 共通

0004 外交・国際 ・安全保障，対外経済関係，開発協⼒，国際交流等の企画，⽴案，調整及び実施等の業務 共通

0005 解析 ・情報技術に関する解析業務 共通

0006
監査・監察・検査・調査 ・部内会計監査、会計検査院との調整等

・各府省の政策の実施に関する実地監査・調査 共通

0007 企画（企画⽴案、総合調整）・政策の企画⽴案及び総合調整 共通

0008 規格・基準認証 ・各種規格等、規格・基準認証業務 共通

0009 技術基準 ・技術基準の制定等に関する業務 共通

0010 規制・制度改⾰ ・規制改⾰、制度改⾰等に関する業務 共通

0011 教育・訓練・研修 ・職員の研修の企画・実施、研修技法・教材等の開発、研修に関する事務等 共通

0012 ⾏政委員会 ・労使紛争の解決等 共通

0013 許認可 ・許認可に関する業務 共通

0014 経営企画・管理 ・独⽴⾏政法⼈等の経営企画・管理等 共通

0015 計画 ・計画、⽴案等に関する業務 共通

0016 研究開発 ・研究開発に関する業務 共通

0017 広報 ・各省庁の所掌施策に関する広報・広聴 共通

0018 語学 ・諸外国との調整における通訳、海外資料の翻訳、語学教育等 共通

0019 国会 ・国会との連絡調整 共通

0020 システム ・各省庁の情報システムの管理・運営 共通

0021 施設維持・管理 ・各省庁の所有する施設等の維持・管理 共通

0022 指導監督 ・企業等を訪問し、法令違反に対する改善指導。 共通

0023 渉外 ・渉外業務 共通

0024
情報集約・分析 ・犯罪捜査の⽀援及び犯罪の情勢、⼿⼝等の総合的な分析・調査等や疑わしい取引の情報の集約・

分析等の業務
共通

0025 情報処理 ・情報処理に関する業務 共通

0026
情報セキュリティ ・主に以下に関する政策の企画・⽴案・推進・実施

 サイバーセキュリティーの確保
共通

0027 庶務 ・各省庁の庶務に関する業務 共通

0028 審査 ・⽂書の審査 共通

0029 ⼈事・給与 ・各省庁の職員の任免、給与、懲戒、服務 共通

0030 総務 ・各省庁の総務に関する業務 共通

0031 ⼤学での講義 ・⼤学での講義 共通

0032 調査研究 ・調査研究に関する業務 共通

0033
統計 ・統計調査の企画・⽴案・作成・提供

・統計調査の審査・調整、国際統計
共通

0034 取締り ・法令に基づく取締り 共通

0035
福利厚⽣ ・各省庁の職員の福利厚⽣

・各省庁の共済組合に関すること
共通

0036 プロジェクト管理 ・プロジェクトの管理 共通

0037 ⽂書管理 ・各省庁の公⽂書の管理、情報公開等 共通

0038 法務 ・法、法令、法律や司法に関する事務 共通

0039 補助⾦交付 ・補助⾦・委託費等の交付に関する業務 共通

0040 翻訳 ・外国の関係機関からの資料を翻訳する業務 共通

0201 意⾒事務 ・法律問題に関して、内閣並びに内閣総理⼤⾂及び各省⼤⾂に意⾒を述べる事務 内閣法制局

0202 法制調査研究 ・内外及び国際法制並びにその運⽤に関する調査研究を⾏う事務 内閣法制局

0203 法令審査 ・閣議に付される法律案、政令案及び条約案を審査する事務 内閣法制局



0301 試験 ・国家公務員採⽤試験の企画・実施、試験問題の作成等 ⼈事院

0302 ⼈事⾏政 ・国家公務員の任⽤、給与、服務、勤務時間等の各種⼈事制度の企画、⽴案等 ⼈事院

0401 宇宙開発 ・宇宙空間の戦略的な開発・利⽤の促進、航空科学技術に関する研究開発 内閣府、⽂部科学省

0402 栄典 ・位階、勲章、褒章授与の審査及び伝達、⽂化功労者に関すること 内閣府、⽂部科学省

0403 沖縄振興 ・沖縄の社会資本整備、産業振興、⼈材育成等 内閣府

0404
海洋・地球 ・海洋政策の総合的かつ計画的な推進、海洋科学技術及び地球科学技術における研究開発に関する

政策⽴案・推進等
内閣府、⽂部科学省

0405
科学技術・イノベーション ・科学技術振興の総合的な計画の作成、科学技術イノベーション政策の推進、研究者・技術者の養

成及び資質の向上、研究開発基盤の整備、研究開発成果の普及・活⽤の促進、産学官連携等 内閣府、⽂部科学省

0406 科学の向上発達 ・科学の向上発達と、⾏政、産業及び国⺠⽣活への科学の反映と浸透 内閣府

0407
共⽣社会 ・⼦供・若者育成⽀援、⻘年交際交流、⼦供の貧困対策、⽇系定住外国⼈施策、⾼齢社会対策、障

害者施策、交通安全対策の推進
内閣府

0408
国の施設での接遇、公開業務・国の施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇

・⼀般公開・特別開館への対応
内閣府

0409
経済財政政策、経済分析 ・⾻太⽅針や経済対策、経済⾒通し等の企画⽴案及び総合調整。

・中⻑期を⾒据えたマクロ経済政策等。
・景気判断や経済財政政策の調査分析。

内閣府

0410

経済社会活動の研究 ・経済理論等を⽤いた政策分析、研究等よる政策判断のための基礎的資料の提供や諸政策の企画⽴
案・推進の⽀援
・GDP、景気統計の作成・公表
・政策研究を担う⼈材育成・研修等の実施

内閣府

0411
原⼦⼒防災 ・原⼦⼒発電所がある地域の防災体制の充実・強化、原⼦⼒防災対策への財政的⽀援、原⼦⼒総合

防災訓練の実施
・原⼦⼒防災に係る総合調整、事故後の⻑期にわたる取組の総合調整

内閣府

0412 公益法⼈の認定・監督 ・複数の都道府県域で活動する公益法⼈の認定・監督業務 内閣府

0413

地震・防災 ・防災に関する基本⽅針、施策の総合調整。
・防災に関する⼈材育成、教育及び啓発活動、防災訓練の実施。
・災害発⽣時の対応、被災者⽀援。
・地震及び⽕⼭に関する調査研究、防災科学技術に関する研究開発に関する政策⽴案等

内閣府、⽂部科学省

0414
少⼦化対策、⼦ども・⼦育
て⽀援

・⼦ども・⼦育て⽀援のための政策、少⼦化対策の企画⽴案・総合調整。
認定こども園、幼稚園、保育所への⼦ども・⼦育て⽀援給付

内閣府

0415
⾷品の安全性 ・⾷の安全確保、⾷品表⽰等監視、⽣産資材（肥飼料等）、動物医薬品、植物・動物検疫、⾷育等

・⾷品の添加物や、農薬、微⽣物などの⼈の健康に与える影響についての科学的評価 内閣府、農林⽔産省

0416
男⼥共同参画 ・男⼥共同参画社会形成促進のための施策の策定と実施

・⼥性の活躍推進、仕事と⽣活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進等、⼥性教育の振興に
関する企画⽴案、⼥性教育施設の整備に関する指導助⾔等

内閣府、⽂部科学省

0417
地域振興 ・地⽅創⽣の推進、特区による規制改⾰、都市機能の増進による地域活性化の推進、地域の振興に

資する⽂教施設の企画及び⽴案、社会教育の振興に関する企画及び⽴案等 内閣府、⽂部科学省

0418
知的財産 ・特許等知的財産制度の改⾰、マンガ等のコンテンツの海外展開、産業振興の推進。

・クールジャパン戦略の推進
内閣府、⽂部科学省

0419 地⽅⾏政 ・地⽅への権限移譲や規制緩和等の推進 内閣府

0420
北⽅領⼟問題 ・北⽅四島に関する広報・啓発、交流等事業の実施、元島⺠に対する援護など、北⽅領⼟問題の解

決に向けた諸施策の推進
内閣府

0601 景品表⽰ ・景品表⽰法違反⾏為の未然防⽌のための周知等及び違反事件の処理 公正取引委員会,消費者庁

0602 下請法 ・下請法違反⾏為の未然防⽌のための周知等及び違反事件の処理 公正取引委員会

0603 独占禁⽌ ・独占禁⽌政策に係る基本的事項の企画及び⽴案，事業活動及び経済実態の調査 公正取引委員会

0604 独占禁⽌法違反事件審査 ・独占禁⽌法違反被疑事件の審査 公正取引委員会

0701
外事情報警察 ・外国⼈に係る警備情報の収集やテロリズムに関する警備情報の収集、その他これらの活動に関す

る警備情報収集の業務等 警察庁

0702 科学捜査 ・犯罪の捜査に関連する研究・実験、鑑定等を⾏う業務 警察庁

0703
警察教養 ・幹部警察官等に対して、それぞれの分野において必要な知識、技能などの実務能⼒及び指導・管

理能⼒を修得させるための教養を⾏う等の業務
警察庁

0704
警察情報通信 ・警察通信に関する企画や所管⾏政に関する情報管理に関する企画並びに警察通信施設の保守、新

設に関する業務等
警察庁

0705
刑事警察 ・殺⼈、暴⾏、誘拐等及び贈収賄、詐欺、横領等の犯罪の捜査に関する業務や指紋、掌紋、ＤＮＡ

型等の鑑定、検査を⾏う犯罪鑑識の業務等
警察庁

0706 警備警察 ・警備情報の収集や警備犯罪の取締り、警衛・警護、災害警備に関する業務等 警察庁

0707 皇宮警察 ・天皇及び皇后、皇太⼦その他の皇族の警衛、皇居及び御所の警備等の業務 警察庁

0708 交通警察 ・交通事故防⽌対策や交通違反の取締り、道路の交通の規制及び運転免許に関する業務等 警察庁

0709 国際警察 ・外国際協⼒に関する事務や国際機関、外国の⾏政機関等との連絡調整に関する業務等 警察庁

0710
⽣活安全警察 ・犯罪、事故その他の事業に係る市⺠⽣活の安全と平穏に関することや犯罪の予防、地域警察に関

する業務等
警察庁



0711
組織犯罪警察 ・組織犯罪、暴⼒団に係る犯罪、薬物に関する犯罪及び銃器に関する犯罪の取締り、並びに国際的

な犯罪捜査に関する業務等
警察庁

0801 個⼈情報保護 ・個⼈情報の有⽤性に配慮しつつ、その適正な取扱いの確保に関する業務 個⼈情報保護委員会

0901 監査法⼈検査 ・監査法⼈等の監査業務に関する審査・検査等 ⾦融庁

0902

銀⾏監督 ・地⽅銀⾏の検査・監督
・信⽤⾦庫の検査・監督
・信⽤組合の検査・監督
・銀⾏持株会社の検査・監督
・銀⾏等代理業者の検査・監督
・信託業、信託契約代理業を営む者の検査・監督

財務省、⾦融庁

0903

⾦融会社監督 ・貸⾦業者、貸⾦業会の検査・監督
・特定⾦融会社の検査・監督
・特定⽬的会社の検査・監督
・不動産特定共同事業を営む者の検査・監督
・前払式⽀払⼿段発⾏者の検査・監督
・仮想通貨業を営む者の検査・監督
・電⼦債権記録機関の検査・監督

財務省、⾦融庁

0904 ⾦融制度企画・⽴案 ・国内⾦融及び⾦融機関等の⾏う国際業務に関する制度の企画・⽴案等 ⾦融庁

0905 公認会計⼠試験運営 ・公認会計⼠試験の実施 財務省、⾦融庁

0906

証券監督 ・⾦融商品取引業者の検査・監督
・⾦融商品取引所の監督
・⾦融商品取引法に基づく課徴⾦調査
・⾦融商品取引法に基づく⾦融商品取引の審査
・⾦融商品取引法に基づく犯則事件の調査

財務省、⾦融庁

0907

保険監督 ・少額短期保険業者、少額短期保険募集⼈の検査・監督
・⽣命保険募集⼈の検査・監督
・損害保険募集⼈の検査・監督
・保険仲介⼈の検査・監督

財務省、⾦融庁

0908 リスク管理検査 ・⾦融機関等の検査（証券監督⾏政に関するものは除く） ⾦融庁

0909 リスク分析 ・⾦融システムや複数の⾦融機関等に共通するリスクの状況・動向に関する調査・分析 ⾦融庁

1001

消費者 ・消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費⽣活、消費者教育に関する企画及
び⽴案、推進に関すること
・消費⽣活の動向に関する総合的な調査に関すること
・消費者安全法の規定による消費者安全の確保に関すること
・消費者問題についての調査・審議
等

消費者庁

1101
「新しい東北」の創造 ・企業・⼤学・NPOなど⺠間の⼈材やノウハウの最⼤限の活⽤、蓄積したノウハウを被災地で普

及・展開
復興庁

1102
原⼦⼒災害からの復興・再⽣・事故収束（廃炉・汚染⽔対策）、放射性物質の除去等、避難指⽰の解除と帰還に向けた取組の拡

充等、中⻑期・広域的な被災地の発展基盤強化、損害賠償
復興庁、⽂部科学省

1103 産業・⽣業の再⽣ ・観光振興、⽔産加⼯業の販路開拓⽀援、農業の⼤規模化など創造的な産業復興 復興庁

1104
住まいとまちの復興 ・住宅再建の計画通りの進捗、医療・介護提供体制の復興、被災地発展の基盤となるインフラ整備

の推進
復興庁

1105 被災者⽀援 ・避難⽣活の⻑期化に伴う⼼⾝のケア、ステージに応じた切れ⽬のない⽀援 復興庁

1106
復興 ・復興に関する国の施策の企画、調整及び実施

・地⽅公共団体への⼀元的な窓⼝と⽀援等
復興庁

1201 恩給 ・恩給制度の企画・⽴案、実施 総務省

1202 ⾏政評価・⾏政管理 ・⾏政評価調査、⾏政相談及び電⼦政府の推進、独⽴⾏政法⼈評価等に関する業務。 総務省

1203
消防 ・消防に係る制度の企画・⽴案並びに災害等発⽣時における状況把握及び応援に関するオペレー

ション
総務省

1204
情報通信 ・情報通信基盤の整備、ＩＣＴ政策の総合的な企画・⽴案・推進、郵政事業の適正かつ確実な実施

の確保
・情報科学技術の研究開発に関する政策の企画⽴案等

総務省、⽂部科学省

1205 地⽅⾏財政 ・地⽅⾃治、地⽅財政、地⽅税制度の企画・⽴案等 総務省

1301 矯正 ・被収容者の収容を確保，適切な処遇の実現，犯罪・⾮⾏を犯した者の再犯・再⾮⾏防⽌ 法務省

1302
検察事務 ・訴訟遂⾏に必要な調査・資料作成等（刑事事件における各種捜査・公判への対応及びその補助業

務等）
法務省

1303 更⽣保護 ・更⽣保護に関する事務 法務省

1304
審理・訟務 ・国を当事者とする争訟に関する事務

・法令適⽤、不服申⽴てに関する事務
法務省、国税庁

1305 ⼈権擁護 ・⼈権擁護に関する事務 法務省

1306 ⺠事 ・登記、⼾籍・国籍及び供託等に関する事務 法務省

1401 安全保障 ・⽇本の安全保障に係る外交政策の企画・⽴案，交渉，実施等 外務省、防衛省

1402 開発協⼒・技術協⼒ ・開発協⼒関係に係る外交政策の企画・⽴案，交渉，実施等 外務省



1403 儀典 ・外交官等の接受，儀典その他の外交上の儀礼に関する企画・⽴案，交渉，実施等 外務省

1404 国際機関 ・国連その他国際機関，国際会議，国際協調への参加及び協⼒等 外務省

1405 国際交流 ・国際交流の企画，⽴案，調整及び実施等の業務 外務省

1406 国際情勢情報収集・分析 ・国際情勢に関する情報収集及び分析，調査等 外務省

1407 条約・国際法 ・条約その他の国際約束，国際法規の解釈及び実施等 外務省

1408 政務 ・外国政府との交渉及び協⼒その他外国に関する政務に係る企画・⽴案，交渉，実施等 外務省

1409
領事 ・海外での⽇本⼈の利益保護，⽣命保護，安全，旅券，⾝分関係証明，査証等に関する企画・⽴

案，交渉，実施等
外務省

1501

関税 ・関税・とん税・特別とん税・税関⾏政に関する制度（外国との関税・税関⾏政に関する協定を含
む）の企画・⽴案
・関税法等に基づく輸出⼊貨物・船舶・航空機・旅客等の取締り
・保税地域の許可・承認
・関税等の賦課徴収
・通関業の監督
・関税法等に基づく犯則事件の調査

財務省

1502
企業開⽰ ・有価証券報告書・届出書の審査

・株券等の⼤量保有の状況に関する開⽰
財務省

1503
国債 ・国債制度の企画・⽴案

・国債の管理・運⽤
財務省

1504

国際⾦融 ・外国為替及び外国貿易法に関する企画・⽴案
・外国為替及び外国貿易法及び犯罪による収益の移転防⽌に関する法律に基づく検査
・マネロン・テロ資⾦供与対策に取り組むため設⽴された⾦融活動作業部会（FATF）に関するこ
と
・国際収⽀の統計に関すること
・外国為替資⾦特別会計に関する管理・運⽤
・国際通貨制度に関すること
・国際開発⾦融機関等に関する経済協⼒

財務省

1505
国有財産 ・国有財産制度の企画・⽴案

・国有財産の管理・処分・有効活⽤
・国の庁舎・宿舎の横断的な使⽤調整

財務省

1506
国庫 ・国庫制度・通貨制度の企画・⽴案

・国庫⾦の出納・管理・運⽤等
財務省

1507 財政経済の調査・研究 ・内外財政経済に関する調査・研究等 財務省

1508

財政投融資 ・財政投融資制度の企画・⽴案
・財政投融資の管理・運⽤
・財政融資資⾦の貸付・管理・運⽤
・地⽅公共団体の財務状況の調査

財務省

1509
信⽤機構 ・⾦融破綻処理制度及び⾦融危機管理に関する企画・⽴案

・預⾦保険機構、投資者保護基⾦等の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること
財務省

1510
政策⾦融 ・政府系⾦融機関に関する制度の企画・⽴案

・政府系⾦融機関の監査
財務省

1511 税制 ・内国税制度の企画・⽴案 財務省、国税庁

1512
たばこ・塩 ・たばこ・塩事業制度の企画・⽴案

・たばこ・塩事業者の許認可
財務省

1513 ⽇本銀⾏ ・⽇本銀⾏の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること 財務省

1514

予算編成 ・国の予算、決算及び会計に関する制度の企画・⽴案
・国の予算、決算の作成
・国の予算執⾏に関する報告徴取、実地監査
・政府関係機関の予算・決算・会計に関すること
・国が出資している法⼈の会計に関すること

財務省

1601 国際課税 ・国際課税に関する業務 国税庁

1602
酒類 ・酒類等の健全な発達に関する事務（酒税の保全、酒類業の発達・改善・調整、醸造技術の研究・

開発、酒類の品質・安全性の確保）
国税庁

1603 内国税の賦課徴収 ・内国税の賦課徴収 国税庁

1701
教育・⽣涯学習 ・教育改⾰にかかる企画⽴案、⽣涯学習機会の整備の推進、各種学校等における教育の振興に係る

企画⽴案・教育基準の設定、社会教育の振興に関する企画⽴案、社会教育施設整備等 ⽂部科学省

1702

研究振興 ・学術の振興に関する政策⽴案・推進、研究者及び技術者に係る政策⽴案、研究者及び技術者の養
成及び資質の向上、学術の振興のための助成・学術⽤語の制定等、研究機関の研究体制の整備に関
する企画⽴案等、研究機関の活動に関する情報資料の収集・保存・活⽤等

⽂部科学省

1703
原⼦⼒ ・原⼦⼒における科学技術に関する政策⽴案・推進、原⼦⼒に関する究者・技術者の養成及び資質

の向上、原⼦⼒にかかる国際協⼒等
⽂部科学省

1704
⾼等教育 ・⼤学及び⾼等専⾨学校における教育の振興、⼤学における教育及び研究の評価に関する企画⽴

案、留学⽣の受け⼊れ・派遣、学⽣の奨学・厚⽣・補導に係る業務、附属専修学校等における医療
技術者等養成教育に係る業務等

⽂部科学省



1705

初等中等教育 ・初等中等教育の振興・基準設定、地⽅教育⾏政にかかる業務、地⽅教育費に関する企画、教育課
程に関する企画⽴案・基準設定、教育関係職員にかかる制度の企画⽴案等の業務、健康教育の振
興・⾷育の推進、地⽅公共団体等機関及び教育関係職員等に対する専⾨的・技術的な指導及び助⾔
等

⽂部科学省

1706

スポーツ ・主に以下に関する政策の企画・⽴案・推進・実施等
①スポーツの振興、②スポーツに係る専⾨的・技術的な指導及び助⾔、③オリンピック・パラリン
ピック関連、④スポーツ団体の事業の事業の適正・円滑な実施、⑤スポーツ施設の整備

⽂部科学省

1707 ⻘少年育成 ・⻘少年の健全な育成の推進、⻘少年教育施設における⻘少年の団体宿泊訓練等 ⽂部科学省

1708 ⼤学の管理・運営 ・国⽴⼤学法⼈の財務・労務・総務等含む管理・運営、及びそのほか事務 ⽂部科学省

1709
⽂化・芸術・宗教 ・⽂化の振興・政策⽴案、⽂化財の保存及び活⽤に関する政策⽴案、劇場・⾳楽堂・美術館その他

⽂化施設に関すること、宗教法⼈の規則等の認証、著作権に関すること等
⽂部科学省

1710
⽂教施設整備・防災 ・⽂教施設及び科学技術に関する研究開発に必要な施設整備の企画⽴案・指導助⾔、公⽴及び私⽴

の⽂教施設及び地⽅独⽴⾏政法⼈が設置する⽂教施設の整備、公⽴学校施設の整備、国⽴⼤学法⼈
等の⽂教施設整備、⽂教施設防災に関する施策の企画⽴案等

⽂部科学省

1711
ライフサイエンス・⽣命倫理 ・主に以下に関する政策の企画・⽴案・推進・実施等

①ライフサイエンスに関する研究開発における安全の確保等
②⽣命倫理

⽂部科学省

1801
医療 ・地域における医療提供体制確⽴、医療⼈材の育成・確保、医薬品・医療機器等に関する研究開発

⽀援、各種保険制度、診療報酬／医薬品等の価格等。
厚⽣労働省

1802
衛⽣ ・地域における医療提供体制確⽴、医療⼈材の育成・確保、医薬品・医療機器等に関する研究開発

⽀援、各種保険制度、診療報酬／医薬品等の価格等。
厚⽣労働省

1803
厚⽣科学 ・厚⽣労働省所管分野の科学研究の推進、健康・医療分野における成⻑戦略の推進、健康危機管

理・災害対策等。
厚⽣労働省

1804 雇⽤均等 ・男⼥ともに能⼒を発揮しやすい職場環境づくり、多様な働き⽅の環境整備等 厚⽣労働省

1805 職業安定 ・労働市場の分析・雇⽤政策の⽴案、職業紹介を中⼼とした就労⽀援、雇⽤保険制度の運営等 厚⽣労働省

1806 職業相談・職業紹介 ・求職者の個々の事情に応じたきめ細やかな職業相談・職業紹介。 厚⽣労働省

1807
⼈材開発 ・公的職業訓練の実施、企業による⼈材育成の⽀援、個⼈の主体的なキャリア形成⽀援・若者の就

職⽀援等。
厚⽣労働省

1808 適⽤・徴収 ・労働保険における適⽤・徴収業務 厚⽣労働省

1809 年⾦ ・公的年⾦、私的年⾦、年⾦積⽴⾦の運⽤、公的年⾦の運営等 厚⽣労働省

1810
福祉 ・保育や⼦育て⽀援サービスの充実、⽣活に困窮している⽅の⾃⽴促進、社会福祉の基盤整備、介

護保険制度の運営等
厚⽣労働省

1811
保険等給付 ・労災保険における給付等業務

・雇⽤保険における失業給付等業務
厚⽣労働省

1812
労働基準 ・労働条件の確保・改善及び働く⼈の安全と健康の確保のための事業場に対する監督指導、労災保

険制度の運営等
厚⽣労働省

1901 漁業取締 ・漁業指導・取締・監督等 農林⽔産省

1902 試験研究 ・農林漁業に関する試験研究等 農林⽔産省

1903 植物防疫 ・輸出⼊植物の検疫等 農林⽔産省

1904
⾷料産業 ・⾷⽂化振興、輸出促進、6次産業化、規格・認証・知財の活⽤、バイオマスの利活⽤、⾷品産業

の振興等
農林⽔産省

1905 ⽔産 ・海洋⽣物資源の保存・管理、漁業指導・監督、漁場保全、漁港・漁場・海岸整備等 農林⽔産省

1906 動物医薬品検査 ・動物⽤医薬品の検査・指導・調査・研究等 農林⽔産省

1907 動物検疫 ・輸出⼊動物、畜産物の検疫等 農林⽔産省

1908

内部管理 ・職員の⼈事、給与、服務、研修等
・公⽂書の管理、情報公開等
・情報システムの整備・管理
・予算の管理・執⾏（調達等）、施設の維持・管理、福利・厚⽣等

農林⽔産省

1909 農業経営 ・農業経営、税制、新規就農、農地制度、農業者年⾦、保険、⾦融、農協等 農林⽔産省

1910 農村振興 ・農⼭漁村・中⼭間地域等振興、都市と農村の交流、農村環境、農業農村整備事業等 農林⽔産省

1911
農畜産業⽣産 ・⽣産資材、技術普及、野菜、果樹、花き、環境保全、畜産、飼料、競⾺監督、⽶⻨政策、経営所

得安定対策等
農林⽔産省

1912 農林⽔産統計 ・農林⽔産業に関する統計調査等 農林⽔産省

1913
林野 ・森林計画、森林整備、治⼭事業、⽊材の需給安定、林産物の⽣産流通対策、林業の新規就業者対

策、⼭村振興対策、森林・林業分野の国際協⼒、国有林野事業等
農林⽔産省

2001 意匠審査 ・意匠出願に関する審査 経済産業省

2002
エネルギー ・主に以下に関する政策の企画・⽴案・推進・実施

①電気事業、②⽯油・天然ガス・⽯炭の安定供給確保、③エネルギーの⾼度利⽤・エネルギー源の
多様化、④省エネルギーの推進、⑤原⼦⼒政策・電⼒基盤の⾼度化、⑥環境科学技術等の研究開発

経済産業省、⽂部科学省

2003
環境 ・主に以下に関する政策の企画・⽴案・推進・実施

①温暖化対策、②リサイクル、③環境負荷低減対策
経済産業省

2004
産業財産権 ・特許・実⽤新案・意匠・商標に関する審査・審判、産業財産権制度の企画⽴案、国際協⼒、活⽤

⽀援、情報提供等
経済産業省



2005 商標審査 ・商標出願に関する審査 経済産業省

2006
情報 ・主に以下に関する政策の企画・⽴案・推進・実施

 情報化・情報産業
経済産業省

2007 審判 ・産業財産権に関する出願の再審査、権利の有効性の判断 経済産業省

2008 審判書記 ・産業財産権に関する審判の進⾏管理、調書作成等 経済産業省

2009
対外経済 ・主に以下に関する政策の企画・⽴案・推進・実施

①通商政策、②貿易投資促進、③経済協⼒の推進、④貿易管理、⑤安全保障貿易管理
経済産業省、外務省

2010
地域経済産業 ・主に以下に関する政策の企画・⽴案・推進・実施

①まちづくりの推進、②地域経済、③農商⼯連携、④企業⽴地、⑤ソーシャルビジネス、⑥⼯業⽤
⽔、⑦東⽇本⼤震災及び福島第⼀原⼦⼒発電所事故からの復興

経済産業省

2011
中⼩企業 ・主に以下に関する政策の企画・⽴案・推進・実施

①中⼩企業・⼩規模事業者に対する経営改善、②中⼩企業・⼩規模事業者に対する資⾦繰り⽀援対
策、③中⼩企業・⼩規模事業者に対する震災対策

経済産業省

2012 登録 ・産業財産権に関する権利の設定・移転・抹消等 経済産業省

2013 特許審査 ・特許出願に関する審査 経済産業省

2014 ⽅式審査 ・産業財産権に関する出願書類等の⼿続審査 経済産業省

2015

ものづくり ・主に以下に関する政策の企画・⽴案・推進・実施
①Connected Industries、②製造業における外国⼈材受⼊れ、③スマートものづくり、④重要技術
マネジメント、⑤⽔ビジネスの海外展開、⑥鉄鋼、⑦⾃動⾞、⑧競輪・オートレース、⑨住宅産業
窯業建材、⑩化学、⑪紙業・服飾品、⑫ロボット、⑬航空機産業、⑭宇宙産業、⑮⾮⾦属・レアメ
タル、⑯バイオ、⑰⽣活製品、⑱繊維、⑲アルコール事業、⑳素形材、㉑⽇⽤品・伝統的⼯芸品

経済産業省

2016
流通・サービス ・主に以下に関する政策の企画・⽴案・推進・実施

①サービス産業、②ヘルスケア産業、③コンテンツ産業、④クールジャパン・クリエイティブ産
業、⑤流通・物流、⑥国際博覧会（万博）

経済産業省

2101 海事 ・⽔上運送事業、造船業に関する制度の企画、⽴案等 国⼟交通省

2102 海上保安 ・海難の際の⼈命救助や沿岸⽔域における巡視警戒等 国⼟交通省

2103 観光 ・国際観光の振興や観光事業に関する制度の企画、⽴案等 国⼟交通省

2104 危機管理・災害対応 ・⾃然災害⼜は⼈為による災害による施設被害の復旧・予防に関すること 国⼟交通省

2105 気象 ・気象や地震、⽕⼭現象等に関する観測、情報収集、予報等 国⼟交通省

2106 航空 ・航空事業に関する制度の企画、⽴案等 国⼟交通省

2107 ⼯務 ・道路・河川等の整備および保全に関する⼯事の実施の計画、調整に関すること 国⼟交通省

2108 港湾 ・港湾、航路の整備、利⽤、保全及び管理に関する制度の企画、⽴案等 国⼟交通省

2109 国⼟ ・国⼟計画その他の国⼟の利⽤、開発及び保全に関する制度の企画、⽴案等 国⼟交通省

2110 ⾃動⾞ ・バス・タクシー事業、⾃動⾞の登録、整備事業に関する制度の企画、⽴案等 国⼟交通省

2111 住宅⾏政 ・住宅の供給、建設、改良及び管理に関する制度の企画、⽴案等 国⼟交通省

2112 設計 ・道路・河川等の整備および保全に関する⼯事の設計に関すること 国⼟交通省

2113 鉄道 ・鉄道、軌道及び索道の整備、鉄道事業に関する制度の企画、⽴案等 国⼟交通省

2114 道路 ・道路の整備、利⽤、保全その他の管理に関する制度の企画、⽴案等 国⼟交通省

2115 都市 ・都市計画や⺠間都市開発事業に関する制度の企画、⽴案等 国⼟交通省

2116 ⼟地・建設産業 ・地価対策や建設業、不動産業に関する制度の企画、⽴案等 国⼟交通省

2117 北海道開発 ・北海道開発に関する政策の企画・⽴案等 国⼟交通省

2118 ⽔管理・国⼟保全 ・河川の整備、利⽤、保全や下⽔道、防災に関する制度の企画、⽴案等 国⼟交通省

2119 ⽤地 ・事業に係る⼟地等の収⽤⼜は使⽤及びこれに伴う地上物件の移転等 国⼟交通省

2301 施設建設 ・施設の建設⼯事に係る調査・設計・⼯事監督・検査等の業務 防衛省

2302 防衛 ・各⾃衛隊等の管理、運営及びこれらに関する事務等 防衛省

2303 防衛装備 ・装備品等の研究開発、調達、補給、管理及び諸外国との装備・技術協⼒の推進に係る事務 防衛省

2401 会計検査・監査 ・会計検査業務 会計検査院

2801 印刷 ・国⽴印刷局事業（⽣産管理、機械オペレーション等） 国⽴印刷局

2802 警備 ・施設警備、防災 国⽴印刷局

2803 製紙 ・国⽴印刷局事業（⽣産管理、機械オペレーション等） 国⽴印刷局


