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平成23年度概算要求定員内訳表
内閣府所管 一般会計 （ 内閣第２係） （単位：人）

その他の 増△減
振替 人員数

A B C D E F G H I J K A+K

（新規増員）
１　官房 行(一) ５級 ６ヶ月 ２人

予算定員 （△2） △16 　改正独占禁止法に基づく意見聴取手続 行(一) ３級 ６ヶ月 ２人
（組織）公正取引委員会 796 38 △12 16 26 822 の実施のための体制整備に伴う増

２　経済取引局
（△2） △16 　規制影響分析に対する支援体制の整備 行(一) ３級 １２ヶ月 ２人

（項）公正取引委員 796 38 △12 16 26 822 に伴う増

　グローバル競争の進展に対応した企業 行(一) ５級 １２ヶ月 ２人
（△2） △16 結合審査の体制の強化・拡充に伴う増 行(一) ３級 １２ヶ月 ４人

定員令1条 791 38 △12 16 26 817
３　経済取引局取引部
　中小企業と大企業の取引を適正化する 行(一) ５級 １２ヶ月 １人
ための相談及び指導体制の強化・拡充に 行(一) ３級 １２ヶ月 ２人

大臣等特別職 5 5 伴う増

　下請法による中小企業に不当に不利益 行(一) ５級 １２ヶ月 ３人
を与える行為の取締り体制の強化・拡充に 行(一) ３級 １２ヶ月 ６人
伴う増

４　審査局
中小事業者に不当に不利益をもたらす不 行(一) ５級 １２ヶ月 ２人

公正な取引方法事件に対する審査体制の 行(一) ３級 １２ヶ月 ２人
強化・拡充に伴う増

中小事業者に不当に不利益をもたらす不 行(一) ５級 １２ヶ月 ２人
公正な取引方法事件に対する審査体制の 行(一) ３級 １２ヶ月 ２人
強化・拡充に伴う増

　官製談合等の重要・大型の独占禁止法 行(一) ５級 １２ヶ月 ３人
違反事件に対する審査体制の強化・拡充 行(一) ３級 １２ヶ月 ３人
に伴う増

（見直し解除）
　規制影響分析に対する支援体制の整備 行(一) ５級 １２ヶ月 △１人
に伴う平成２０年度増員事項の見直し解除 行(一) ５級 １２ヶ月 １人

（内部振替）
１　官房
　総務課企画官の新設に伴う振替(※) 行(一) ２級 ６ヶ月 △１人

行(一) ７級Ⅱ ６ヶ月 １人

２　経済取引局取引部
企業取引課企画官の新設に伴う振替(※) 行(一) ２級 １２ヶ月 △１人

行(一) ７級Ⅱ １２ヶ月 １人

（訓令内振替）
１　北海道事務所
地方事務所における審査業務の適正な業行(一) ６級Ⅳ １２ヶ月 △１人

務分担による効率的な事件処理を行うため 行(一) ６級Ⅳ １２ヶ月 １人
の体制整備に伴う振替 行(一) ５級Ⅳ １２ヶ月 △１人

行(一) ５級Ⅳ １２ヶ月 １人

２　東北事務所
地方事務所における審査業務の適正な業行(一) ６級Ⅳ １２ヶ月 △１人

務分担による効率的な事件処理を行うため 行(一) ６級Ⅳ １２ヶ月 １人
の体制整備に伴う振替 行(一) ５級Ⅳ １２ヶ月 △１人

行(一) ５級Ⅳ １２ヶ月 １人

３　中部事務所
地方事務所における審査業務の適正な業行(一) ６級Ⅲ １２ヶ月 △１人

務分担による効率的な事件処理を行うため 行(一) ６級Ⅲ １２ヶ月 １人
の体制整備に伴う振替 行(一) ５級Ⅳ １２ヶ月 △２人

行(一) ５級Ⅳ １２ヶ月 ２人

区　　　　　分
平成22年
度末定員

23年度要求人員増△減

平成23年
度末定員

月数
主計

司法修習 会計間振替減員 独法移行減 各省間振替
行管新規増員

削減 振替
差引増減
B～J合理化

計画人員

積算内訳
アタッシェ 職種 級



平成23年度概算要求定員内訳表
内閣府所管 一般会計 （ 内閣第２係） （単位：人）

その他の 増△減
振替 人員数

A B C D E F G H I J K A+K

区　　　　　分
平成22年
度末定員

23年度要求人員増△減

平成23年
度末定員

月数
主計

司法修習 会計間振替減員 独法移行減 各省間振替
行管新規増員

削減 振替
差引増減
B～J合理化

計画人員

積算内訳
アタッシェ 職種 級

４　近畿中国四国事務所
地方事務所における審査業務の適正な業行(一) ６級Ⅲ １２ヶ月 △１人

務分担による効率的な事件処理を行うため 行(一) ６級Ⅲ １２ヶ月 １人
の体制整備に伴う振替 行(一) ５級Ⅳ １２ヶ月 △３人

行(一) ５級Ⅳ １２ヶ月 ３人

５　近畿中国四国事務所中国支所
地方事務所支所における審査業務の適正行(一) ５級Ⅳ １２ヶ月 △２人

な業務分担による効率的な事件処理を行う 行(一) ５級Ⅳ １２ヶ月 ２人
ための体制整備に伴う振替

６　九州事務所
地方事務所における審査業務の適正な業行(一) ６級Ⅲ １２ヶ月 △１人

務分担による効率的な事件処理を行うため 行(一) ６級Ⅲ １２ヶ月 １人
の体制整備に伴う振替 行(一) ５級Ⅳ １２ヶ月 △１人

行(一) ５級Ⅳ １２ヶ月 １人

（専門スタッフ職への部局間振替）
経済取引局総務課経済調査室室長補佐 行(一) ６級 １２ヶ月 △１人
官房総務課訟務研究官への振替 専門 ３級 １２ヶ月 １人

大臣等特別職内訳
　公正取引委員会委員長１人
　公正取引委員会委員４人

（△2） △16
計 796 38 △12 16 26 822 専門スタッフ職の振替合計 １人



平成23年度概算要求定員内訳表
内閣府所管 一般会計 （ 内閣第２係） （単位：人）

その他の 増△減
振替 人員数

A B C D E F G H I J K A+K

再任用短時間勤務職員 （新規増員）
（組織）公正取引委員会 0 2 2 2 審査局

　独占禁止法違反被疑行為に関する情報 行(一) ３級 １２ヶ月 ２人
収集体制の強化・拡充に伴う増

（項）公正取引委員 0 2 2 2

計 0 2 2 2

減員 独法移行減 アタッシェ各省間振替
行管

削減
差引増減
B～J

23年度要求人員増△減

区　　　　　分 主計
平成22年
度末定員

会計間振替

振替
新規増員 合理化

計画人員

平成23年
度末定員

月数級職種
積算内訳

司法修習


