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凡　　　　例
１．本名鑑の内容は，令和 3年 10 月 26 日現在のものです。

１．本名鑑には、総務省本省、外局、地方行政評価局、地方総

合通信局等の主要幹部職員を登載し、その職名（英文表示入

り）、生年月日、出身地、出身校、経歴等を調査記載しました。

なお、個人情報の保護指針につきましては、弊社URLを

ご参照ください。（URL：https://www.jihyo.co.jp）

１．編集中の異動は努めて正確に訂正しましたが、印刷中の変

動については再版の際、収録しますので了承ください。

１．本名鑑記載の組織名、役職、付録等については編集上・便

宜上一部省略されていることをあらかじめご了承ください。

官庁名鑑WEBサービス　無料トライアル
下記のURLから、トライアル用 ID、パスワードでご利用に
なれます。無料期間は 2022 年 1 月 10 日までです。
URL　　　　https://www.jihyo.co.jp/kiss/login.html
I　D　　　　99171
パスワード　otameshi6
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