
人から見た歴代大臣
第2次安倍内閣 第3次安倍内閣 第4次安倍内閣

改造 1次 1次 2次 3次 1次 2次
年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
月 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

日（発足日） 26 3 24 7 3 3 1 2 11

安倍晋三 1 内閣総理大臣

麻生太郎 2 財務大臣

A (金融担当)

デフレ脱却・円高対策担当

デフレ脱却担当

新藤義孝 3 総務大臣 高市早苗
B (地方分権改革担当)

C (国家戦略特別区域担当) 13 石破茂
地域活性化担当

道州制担当

高市早苗 3 総務大臣 新藤義孝▶ 野田聖子 石田真敏▶
R (マイナンバー制度担当) 野田聖子 石田真敏▶

野田聖子 3 総務大臣 高市早苗▶ 石田真敏
R (マイナンバー制度担当) 高市早苗▶ 石田真敏
L (男女共同参画担当) 松山政司▶ 片山さつき

女性活躍担当 加藤勝信▶ 片山さつき
石田真敏 3 総務大臣 野田聖子▶ 高市早苗

R (マイナンバー制度担当) 野田聖子▶ 高市早苗
谷垣禎一 4 法務大臣 松島みどり
松島みどり 4 法務大臣 谷垣禎一▶ 上川陽子
上川陽子 4 法務大臣 松島みどり▶ 21 岩城光英 金田勝年▶ 山下貴司
岩城光英 4 法務大臣 上川陽子▶ 金田勝年
金田勝年 4 法務大臣 岩城光英▶ 上川陽子
山下貴司 4 法務大臣 上川陽子▶ 河井克行
河井克行 4 法務大臣 山下貴司▶ 森まさこ
森まさこ 4 法務大臣 河井克行▶ 31

J (消費者及び食品安全担当) 有村治子
K (少子化対策担当) 有村治子
L (男女共同参画担当) 有村治子

女性活力・子育て支援担当 女性活躍担当　▶有村治子
岸田文雄 5 外務大臣 河野太郎

12 防衛大臣 稲田朋美▶ 28 小野寺五典
河野太郎 5 外務大臣 岸田文雄▶ 茂木敏充

12 防衛大臣 岩屋毅▶
15 国家公安委員会委員長 山谷えり子▶ 松本純
F (防災担当) 山谷えり子▶ 松本純
J (消費者及び食品安全担当) 山口俊一▶ 松本純
N (規制改革担当) 有村治子▶ 山本幸三

行政改革担当 有村治子▶ 山本幸三
国家公務員制度担当 有村治子▶ 山本幸三

茂木敏充 5 外務大臣 河野太郎▶
9 経済産業大臣 小渕優子
D (原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当) 小渕優子
M (経済財政政策担当) 石原伸晃▶ 西村康稔

原子力経済被害担当 小渕優子
産業競争力担当 小渕優子
経済再生担当 石原伸晃▶ 西村康稔
人づくり革命担当
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社会保障・税一体改革担当 石原伸晃▶
全世代型社会保障改革担当 西村康稔

西村康稔 M (経済財政政策担当) 茂木敏充▶
経済再生担当 茂木敏充▶
全世代型社会保障改革担当 茂木敏充▶

下村博文 6 文部科学大臣 馳浩
教育再生担当 馳浩
東京オリンピック・パラリンピック担当 遠藤利明

馳浩 6 文部科学大臣 下村博文▶ 松野博一
教育再生担当 下村博文▶ 松野博一

松野博一 6 文部科学大臣 馳浩▶ 林芳正
教育再生担当 馳浩▶ 林芳正

林芳正 6 文部科学大臣 松野博一▶ 柴山昌彦
8 農林水産大臣 西川公也 23 森山裕

教育再生担当 松野博一▶ 柴山昌彦
柴山昌彦 6 文部科学大臣 林芳正▶ 萩生田光一

教育再生担当 林芳正▶ 萩生田光一
萩生田光一 6 文部科学大臣 柴山昌彦▶

教育再生担当 柴山昌彦▶
田村憲久 7 厚生労働大臣 塩崎恭久
塩崎恭久 7 厚生労働大臣 田村憲久▶ 加藤勝信
加藤勝信 7 厚生労働大臣 塩崎恭久▶ 根本匠 ▶

L (男女共同参画担当) 有村治子▶ 松山政司
K (少子化対策担当) 有村治子▶ 松山政司
S (拉致問題担当) 加藤勝信▶ 職務(拉致問題担当) ▶菅義偉

女性活躍担当 有村治子▶ 野田聖子
一億総活躍担当 松山政司
再チャレンジ担当 山口俊一▶
拉致問題担当 山谷えり子▶ 内閣府特命担当大臣(拉致問題担当) ▶加藤勝信
国土強靱化担当 山谷えり子▶ 松本純
働き方改革担当 根本匠 ▶
休眠預金担当

根本匠 7 厚生労働大臣 加藤勝信▶ 加藤勝信
14 復興大臣 竹下亘

福島原発事故再生総括担当 竹下亘
働き方改革担当 加藤勝信▶ 加藤勝信

西川公也 8 農林水産大臣 林芳正▶ 林芳正
森山裕 8 農林水産大臣 林芳正▶ 山本有二
山本有二 8 農林水産大臣 森山裕▶ 齋藤健
齋藤健 8 農林水産大臣 山本有二▶ 吉川貴盛
吉川貴盛 8 農林水産大臣 齋藤健▶ 江藤拓
江藤拓 8 農林水産大臣 吉川貴盛▶
小渕優子 9 経済産業大臣 茂木敏充▶ 宮澤洋一

D (原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当) 茂木敏充▶ 宮澤洋一
原子力経済被害担当 茂木敏充▶ 宮澤洋一
産業競争力担当 茂木敏充▶ 宮澤洋一

宮澤洋一 9 経済産業大臣 小渕優子▶ 21 林幹雄
D (原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当) 小渕優子▶ 21 林幹雄

原子力経済被害担当 小渕優子▶ 21 林幹雄
産業競争力担当 小渕優子▶ 21 林幹雄

林幹雄 9 経済産業大臣 宮澤洋一▶ 世耕弘成
D (原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当) 宮澤洋一▶ 世耕弘成

産業競争力担当 宮澤洋一▶ 世耕弘成
原子力経済被害担当 宮澤洋一▶ 世耕弘成
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世耕弘成 9 経済産業大臣 林幹雄▶ 菅原一秀
D (原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当) 林幹雄▶ 菅原一秀

産業競争力担当 林幹雄▶ 菅原一秀
原子力経済被害担当 林幹雄▶ 菅原一秀
ロシア経済分野協力担当 菅原一秀
2025年国際博覧会担当 菅原一秀

菅原一秀 9 経済産業大臣 世耕弘成▶ 梶山弘志
D (原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当) 世耕弘成▶ 梶山弘志

産業競争力担当 世耕弘成▶ 梶山弘志
原子力経済被害担当 世耕弘成▶ 梶山弘志
ロシア経済分野協力担当 世耕弘成▶ 梶山弘志
2025年国際博覧会担当 世耕弘成▶ 梶山弘志

梶山弘志 9 経済産業大臣 菅原一秀▶ 25

D (原子力損害賠償・廃炉等支援機構担当) 菅原一秀▶ 25

Q (地方創生担当) 山本幸三▶ 片山さつき
N (規制改革担当) 山本幸三▶ 片山さつき

まち・ひと・しごと創生担当 山本幸三▶ 片山さつき
行政改革担当 山本幸三▶ 宮腰光寛
国家公務員制度担当 山本幸三▶ 宮腰光寛
産業競争力担当 菅原一秀▶ 25

原子力経済被害担当 菅原一秀▶ 25

ロシア経済分野協力担当 菅原一秀▶ 25

2025年国際博覧会担当 菅原一秀▶ 25

太田昭宏 10 国土交通大臣 石井啓一
水循環政策担当 石井啓一

石井啓一 10 国土交通大臣 太田昭宏▶ 赤羽一嘉
水循環政策担当 太田昭宏▶ 赤羽一嘉

赤羽一嘉 10 国土交通大臣 石井啓一▶
水循環政策担当 石井啓一▶

石原伸晃 11 環境大臣 望月義夫
E (原子力防災担当) 望月義夫
M (経済財政政策担当) 甘利明▶ 茂木敏充

経済再生担当 甘利明▶ 茂木敏充
社会保障・税一体改革担当 甘利明▶ 茂木敏充

望月義夫 11 環境大臣 石原伸晃▶ 丸川珠代
E (原子力防災担当) 石原伸晃▶ 丸川珠代

丸川珠代 11 環境大臣 望月義夫▶ 山本公一
E (原子力防災担当) 望月義夫▶ 山本公一

東京オリンピック・パラリンピック競技大会担当 遠藤利明▶ 鈴木俊一
山本公一 11 環境大臣 丸川珠代▶ 中川雅治

E (原子力防災担当) 丸川珠代▶ 中川雅治
中川雅治 11 環境大臣 山本公一▶ 原田義昭

E (原子力防災担当) 山本公一▶ 原田義昭
原田義昭 11 環境大臣 中川雅治▶ 小泉進次郎

E (原子力防災担当) 中川雅治▶ 小泉進次郎
小泉進次郎 11 環境大臣 原田義昭▶

E (原子力防災担当) 原田義昭▶
小野寺五典 12 防衛大臣 江渡聡徳 岸田文雄▶ 岩屋毅
江渡聡徳 12 防衛大臣 小野寺五典▶ 中谷元

安全保障法制担当 中谷元
中谷元 12 防衛大臣 江渡聡徳▶ 稲田朋美

安全保障法制担当 江渡聡徳▶
稲田朋美 12 防衛大臣 中谷元▶ 岸田文雄

N (規制改革担当) 有村治子
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行政改革担当 有村治子
国家公務員制度担当 有村治子
クールジャパン戦略担当 山口俊一
再チャレンジ担当 山口俊一

岩屋毅 12 防衛大臣 小野寺五典▶ 河野太郎
菅義偉 13 内閣官房長官

国家安全保障強化担当

沖縄基地負担軽減担当

拉致問題担当 加藤勝信▶
竹下亘 14 復興大臣 根本匠▶ 高木毅

福島原発事故再生総括担当 根本匠▶ 高木毅
高木毅 14 復興大臣 竹下亘▶ 今村雅弘

福島原発事故再生総括担当 竹下亘▶ 今村雅弘
今村雅弘 14 復興大臣 高木毅▶ 吉野正芳

福島原発事故再生総括担当 高木毅▶ 吉野正芳
吉野正芳 14 復興大臣 今村雅弘▶ 26 渡辺博道

福島原発事故再生総括担当 今村雅弘▶ 26 渡辺博道
渡辺博道 14 復興大臣 吉野正芳▶ 田中和徳

福島原発事故再生総括担当 吉野正芳▶ 田中和徳
田中和徳 14 復興大臣 渡辺博道▶

福島原発事故再生総括担当 渡辺博道▶
古屋圭司 15 国家公安委員会委員長 山谷えり子

F (防災担当) 山谷えり子
拉致問題担当 山谷えり子
国土強靱化担当 山谷えり子

山谷えり子 15 国家公安委員会委員長 古屋圭司▶ 河野太郎
F (防災担当) 古屋圭司▶ 河野太郎

拉致問題担当 古屋圭司▶ 加藤勝信
海洋政策・領土問題担当 山本一太▶ 島尻安伊子
国土強靱化担当 古屋圭司▶ 加藤勝信

松本純 15 国家公安委員会委員長 河野太郎▶ 小此木八郎
F (防災担当) 河野太郎▶ 小此木八郎
J (消費者及び食品安全担当) 河野太郎▶ 江崎鉄磨
X (海洋政策担当) 松本純▶ 1 江崎鉄磨

国土強靱化担当 加藤勝信▶ 小此木八郎
海洋政策担当 島尻安伊子▶ 内閣府特命担当大臣(海洋政策担当) ▶松本純
領土問題担当 島尻安伊子▶ 江崎鉄磨

小此木八郎 15 国家公安委員会委員長 松本純▶ 山本順三
F (防災担当) 松本純▶ 山本順三

国土強靱化担当 松本純▶ 山本順三
山本順三 15 国家公安委員会委員長 小此木八郎▶ 武田良太

F (防災担当) 小此木八郎▶ 武田良太
国土強靱化担当 小此木八郎▶ 武田良太

武田良太 15 国家公安委員会委員長 山本順三▶
F (防災担当) 山本順三▶

行政改革担当 宮腰光寛▶
国家公務員制度担当 宮腰光寛▶
国土強靭化担当 山本順三▶

山本一太 G (沖縄及び北方対策担当) 山口俊一
H (科学技術政策担当) 山口俊一
I (宇宙政策担当) 山口俊一

情報通信技術（IT）政策担当 山口俊一
海洋政策・領土問題担当 山谷えり子

山口俊一 G (沖縄及び北方対策担当) 山本一太▶ 島尻安伊子
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山口俊一
H (科学技術政策担当) 山本一太▶ 島尻安伊子
I (宇宙政策担当) 山本一太▶ 島尻安伊子
J (消費者及び食品安全担当) 有村治子▶ 河野太郎

情報通信技術（IT）政策担当 山本一太▶ 島尻安伊子
再チャレンジ担当 稲田朋美▶ 加藤勝信
クールジャパン戦略担当 稲田朋美▶ 島尻安伊子

有村治子 J (消費者及び食品安全担当) 森まさこ▶ 山口俊一
K (少子化対策担当) 森まさこ▶ 加藤勝信
L (男女共同参画担当) 森まさこ▶ 加藤勝信
N (規制改革担当) 稲田朋美▶ 河野太郎

女性活躍担当 森まさこ▶ 加藤勝信
行政改革担当 稲田朋美▶ 河野太郎
国家公務員制度担当 稲田朋美▶ 河野太郎

甘利明 M (経済財政政策担当) 石原伸晃
経済再生担当 石原伸晃
社会保障・税一体改革担当 石原伸晃
環太平洋経済連携協定（TPP）担当

石破茂 C (国家戦略特別区域担当) 新藤義孝▶
Q (地方創生担当) 石破茂▶ 山本幸三

地方創生担当 内閣府特命担当大臣(地方創生担当) ▶石破茂
まち・ひと・しごと創生担当 山本幸三

山本幸三 Q (地方創生担当) 石破茂▶ 梶山弘志
N (規制改革担当) 河野太郎▶ 梶山弘志

まち・ひと・しごと創生担当 石破茂▶ 梶山弘志
行政改革担当 河野太郎▶ 梶山弘志
国家公務員制度担当 河野太郎▶ 梶山弘志

島尻安伊子 O (クールジャパン戦略担当) 山口俊一▶ 鶴保庸介
P (知的財産戦略担当) 山口俊一▶ 鶴保庸介
G (沖縄及び北方対策担当) 山口俊一▶ 鶴保庸介
H (科学技術政策担当) 山口俊一▶ 鶴保庸介
I (宇宙政策担当) 山口俊一▶ 鶴保庸介

情報通信技術（IT）政策担当 山口俊一▶ 鶴保庸介
海洋政策・領土問題担当 山谷えり子▶ 松本純

鶴保庸介 O (クールジャパン戦略担当) 島尻安伊子▶ 松山政司
P (知的財産戦略担当) 島尻安伊子▶ 松山政司
H (科学技術政策担当) 島尻安伊子▶ 松山政司
I (宇宙政策担当) 島尻安伊子▶ 松山政司
G (沖縄及び北方対策担当) 島尻安伊子▶ 江崎鉄磨

情報通信技術（IT）政策担当 島尻安伊子▶ 松山政司
松山政司 L (男女共同参画担当) 加藤勝信▶ 野田聖子

K (少子化対策担当) 加藤勝信▶ 宮腰光寛
O (クールジャパン戦略担当) 鶴保庸介▶ 平井卓也
P (知的財産戦略担当) 鶴保庸介▶ 平井卓也
H (科学技術政策担当) 鶴保庸介▶ 平井卓也
I (宇宙政策担当) 鶴保庸介▶ 平井卓也

一億総活躍担当 加藤勝信▶ 宮腰光寛
情報通信技術（IT）政策担当 鶴保庸介▶ 平井卓也

江崎鉄磨 G (沖縄及び北方対策担当) 鶴保庸介▶ 福井照
J (消費者及び食品安全担当) 松本純▶ 福井照
X (海洋政策担当) 松本純▶ 福井照

領土問題担当 松本純▶ 福井照
福井照 G (沖縄及び北方対策担当) 江崎鉄磨▶ 27 宮腰光寛

J (消費者及び食品安全担当) 江崎鉄磨▶ 27 宮腰光寛
X (海洋政策担当) 江崎鉄磨▶ 27 宮腰光寛

領土問題担当 江崎鉄磨▶ 27 宮腰光寛
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宮腰光寛 K (少子化対策担当) 松山政司▶ 衛藤晟一
G (沖縄及び北方対策担当) 福井照▶ 衛藤晟一
J (消費者及び食品安全担当) 福井照▶ 衛藤晟一
X (海洋政策担当) 福井照▶ 衛藤晟一

一億総活躍担当 松山政司▶ 衛藤晟一
行政改革担当 梶山弘志▶ 武田良太
国家公務員制度担当 梶山弘志▶ 武田良太
領土問題担当 福井照▶ 衛藤晟一

衛藤晟一 K (少子化対策担当) 宮腰光寛▶
G (沖縄及び北方対策担当) 宮腰光寛▶
J (消費者及び食品安全担当) 宮腰光寛▶
X (海洋政策担当) 宮腰光寛▶

一億総活躍担当 宮腰光寛▶
領土問題担当 宮腰光寛▶

平井卓也 O (クールジャパン戦略担当) 松山政司▶ 竹本直一
P (知的財産戦略担当) 松山政司▶ 竹本直一
H (科学技術政策担当) 松山政司▶ 竹本直一
I (宇宙政策担当) 松山政司▶ 竹本直一

情報通信技術（IT）政策担当 松山政司▶ 竹本直一
竹本直一 O (クールジャパン戦略担当) 平井卓也▶

P (知的財産戦略担当) 平井卓也▶
H (科学技術政策担当) 平井卓也▶
I (宇宙政策担当) 平井卓也▶

情報通信技術（IT）政策担当 平井卓也▶
片山さつき Q (地方創生担当) 梶山弘志▶ 北村誠吾

N (規制改革担当) 梶山弘志▶ 北村誠吾
L (男女共同参画担当) 野田聖子▶ 橋本聖子

まち・ひと・しごと創生担当 梶山弘志▶ 北村誠吾
女性活躍担当 野田聖子▶ 橋本聖子

北村誠吾 Q (地方創生担当) 片山さつき▶
N (規制改革担当) 片山さつき▶

まち・ひと・しごと創生担当 片山さつき▶
遠藤利明 東京オリンピック・パラリンピック競技大会担当 下村博文▶ 25 丸川珠代
鈴木俊一 東京オリンピック・パラリンピック競技大会担当 丸川珠代▶ 桜田義孝 11 橋本聖子
桜田義孝 東京オリンピック・パラリンピック競技大会担当 鈴木俊一▶ 鈴木俊一
橋本聖子 L (男女共同参画担当) 片山さつき▶

東京オリンピック・パラリンピック競技大会担当 鈴木俊一▶
女性活躍担当 片山さつき▶

＜凡例＞
内閣総理大臣、各省の主任大臣、復興大臣、内閣官房長官、国家公安員会委員長
内閣府特命担当大臣
その他の国務大臣

「人名▶」は前任者、「人名」は後任者。任期途中で交代した場合は後任者が着任した日を数字で記載

＜参考資料＞
wikiペディア（日本国歴代内閣）の第２次安倍内閣以降の情報を整理
https://ja.wikipedia.org/wiki/日本国歴代内閣
＜更新履歴＞
2019年9月16日　新規作成
2019年11月17日　菅原経産相、河井法相の辞任反映

 6

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%AD%B4%E4%BB%A3%E5%86%85%E9%96%A3

