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☎048-600-0214（直通）
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に基づく基本方針の判断を満たす紙を使用しています。

関東経済産業局へのアクセス

Kanto Bureau of Economy,
Trade and Industry
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日本経済の活性化は、“現場（広域関東圏）”から。
私たちと一緒に躍動しませんか？
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地域の「現場」に密着した政策メニューを実施・提案しています

　私たち関東経済産業局は、全国に8箇所設置されている経済産業省の地方機関の1つで、我が国経済の心臓部とも言

われる広域関東圏（1都10県＝茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静

岡県）を管轄しています。

　私たちは、この地域の最前線で活躍されている企業、大学、自治体、消費者、関係機関等の皆様に対して、新事業展開・

新規創業の促進、技術開発支援、海外展開支援、中小企業対策、環境リサイクル対策、エネルギー対策、地球温暖化対策、

消費者保護などの様々な経済産業政策の実施に取り組んでいます。また、政策を実施するだけでなく、皆様からの現場の

ニーズやご要望をキャッチして、使い勝手の良い政策への改善や新たな政策提案に努めています。
　弊局パンフレットにご関心を持っていただき、本当にありがとうございます。

　関東経済産業局は関東甲信越静、一都十県と非常に広い管轄エリアの地域経済活性化がミッションです。

我が国は、少子高齢化・人口減少社会の到来による人手不足、人口減による弱い内需など大きな構造変化に直面

しています。このような課題は地域で顕著であり、当局では管内地域経済ひいては我が国経済全体の活力を牽引

するため、航空宇宙、次世代自動車などの成長産業への進出支援、中小企業等の稼ぐ力の強化、世界の需要を取り

込むための地域資源のブランド化支援、水素・燃料電池社会実現への支援などを実施しています。

　当局の特徴は、一つは、「現場に強い」ことです。職員が率先して地域の現場に足を運びます。中小企業経営者に

寄り添い様々な課題解決を行い、更には地域の最新の動向を新政策に繋げます。二つは「風通しの良さ」です。当局

では、階層に関わらず自由闊達に議論ができる職場の雰囲気があります。三つは、「働き方改革の推進」です。月一

年休・週一定時退庁の実施、テレワーク・フレックス制度の導入などにより、ワークライフバランスの実現を目指し

ます。

　当局の職員として地域経済活性化に関わりたい、国家公務員という職業を通じて成長したいと考えている方々

は大歓迎です。私たちと共に地域の未来絵図を一緒に創りあげていきましょう。

求める人材像

組織図

関東経済産業局のネットワーク・支援体制

事業者支援のため「橋渡し役」として活躍しています。

　「『現場』から日本経済を活性化させていくんだ！」という考えを持った「挑戦重視・カイゼン重視・現場主義」の組織です。

　出身校、専攻、年齢、新卒・既卒、試験の点数よりも、以下の能力を重視しています。

■ポジティブ
　何事にも前向きな発想を持ち、「○○だからできない」ではなく「どうすればできるのか」を新たな発想で創造できる人。

■アクティブ
　自ら目標を掲げ、その実現の為には労を惜しまず、失敗を恐れずに実行できる人。

■コミュニケーション
　相手と自分の意見や立場の違いを理解し、また、自らの意見を分かり易く伝えられる人。コミュニケーションを通じて
相手の共感を呼び起こし、ネットワークを構築できる人。

総務企画部総務課長

工藤 浩一

Kanto Bureau of Economy,Trade and Industry

人物本位の採用

総務・会計等、職員を支えるバックオフィス部門の他、企画・調査等、政策の企画立案の基礎とな
る部門が属しています。

地域活性化に利用可能な各種施策を担当する部署が所属しています。

製造業・サービス業等の業種担当部署、消費者行政の担当部署等、様々な業種毎の担当部署が
所属しています。

電気・ガス等のエネルギーの安定供給を支える部署の他、省エネルギー・新エネルギー・リサイク
ル等を推進する部署が所属しています。

東京・横浜の通商事務所では、事業者からの輸出入等に関する手続の窓口業務を行っています。
新潟アルコール事務所では、工業用アルコールに関する窓口業務等を行っています。

総務企画部

地域経済部

産業部

資源エネルギー環境部

通商事務所・アルコール事務所

職員数：330名 男　性：230名（全職員の約70％）
女　性：100名（全職員の約30％）

行政系：267名（全職員の約81％） うち女性94名
技術系：  63名（全職員の約19％） うち女性  6名（令和元年6月1日現在）

関東経済
産業局

経済産業省
本省

海外企業等

自治体
支援機関

大学等
研究機関

民間企業

民間企業

民間
企業

金融機関
金融機関

専門家
有識者

専門家
有識者

専門家
有識者

支援策の提供等
施策・予算

情報提供・提言

ネットワーク構築
のサポート

情報交換、協力
C O N T E N T S

p.3

p.4

p.5

p.8

p.10

p.11

p.12

p.15

p.16

関東経済産業局の概要

キャリアパスと研修制度

期待のNew Faceにインタビュー！

関東経済産業局の目玉施策紹介

関東経済産業局の枠を超えて

技術系職員の活躍

役職別座談会～私の公務員人生をふりかえって

若手職員の1日

Ｑ＆Ａ
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職員は、人事異動やOJT（職場内教育）、Off-JT（職場外教育）等を通じて、地域経済産業政策のプロとして成長していきます。この
コーナーでは、目標人材像と、キャリアアップを促進する研修制度をご紹介します。

国家公務員として求められるスキル・
知識を習得し、高い使命感・倫理観を
もって職務を遂行できる

幅広い視野や様々な
知識を身につけ課題
に対応する

局全体の力を高める
マネジメントを身に
つける

振興業務の対応能力向上
（現場の課題・ニーズを的確に捉え施策
の立案や遂行に結びつける）

キャリアパスと研修制度

局の人材育成プログラム

研修風景

研 修 等 取 得 の 時 期

目 標 人 材 像

※太字は必須研修

規制業務の対応能力向上
（法令の基本を理解し、複雑かつ高度化する業務に対応する）

グローバルな対応能力の向上

多様な知識・経験・
能力の向上

係員 係長 課長補佐 課長

新規採用職員研修 係員研修 係長研修 課長補佐研修 管理職研修

マネジメント研修

コーチング研修

メンタルヘルス研修

現場主義実践研修

英語eラーニング研修・TOEIC試験

民間企業派遣研修3局合同研修

国家公務員服務規律・情報セキュリティ・個人情報漏えい防止研修

業務効率化研修

財務分析等研修

関東経済産業局フォーラム、業務勉強会

政策分野別業務研修

政策分野別業務研修

ITスキル研修

政策分野別業務研修

Career Path & Training System

2019年度入局の新規採用職員から、受験生の皆様に伝えたいことがあります！

期待のNew Faceにインタビュー！

Interview

1～6年目
まずは先輩職員の下で、職員と
しての基礎を身に付けます。

7年目～
政策の実行、企画立
案の中心的役割を担
います。外部出向の
チャンスもあります。

これまでの経験を
活かし、エキスパー
トとして、また、チー
ムリーダーとしての
役割を期待されます。

部下のマネジメン
ト、対外的な発信
などが多くなり、大
きな責任感を求め
られます。

北海道局・東北局・関東局の３局合同で行う新人研修。30年度は東北管内
で交流を深めました。

局の幹部から職員へ、これまで培った経験・ノウハウを伝授。豊富な
知識・経験が学べる機会です。

【3局合同研修】 【幹部リレーフォーラム】

Q1.担当業務について教えて下さい！
Q2.志望理由は？

総務企画部　企画調査課
経済産業事務官

New Face Interview

02

柳 雄大

総括業務（課内調整等）を行ってい
ます。業務が幅広く、日々様々なこ
とが学べるので前向きに業務に
取り組めています。

A1

現場と関わりながら大きな仕事が
できることに魅力を感じました。
また説明会に参加し、職員の方々
がやりがいを持って仕事に取り組
んでいると感じ、志望しました。

A2

Q3 最近はどんなこと
を学びましたか？ 政策を立案するプロセスです。ビック

データを分析して、地域に潜在する
課題を拾い上げ、解決策を探ります。

A3

総務企画部　総務課
経済産業事務官

New Face Interview

01

安藤 菜那

総務企画部の総括を担当していま
す。局内外の作業依頼をはじめ、各
種会議の運営、局内設備の整備な
どを行っています。

A1

「あの庁舎で働きたい」という漠然
とした憧れがありました。説明会
を通じ、活気あふれる職員の姿に
触れたこと、事業者支援の橋渡し
役としての当局に無限の可能性を
感じたことが決め手となりました。

A2

Q3 局内全体総括の
やりがいポイント
はどんなところで
すか？

広範囲な業務に戸惑うこともありま
すが、定例の局議（局長も参加）を
滞りなく終えると私も局の一員であ
ると実感し、達成感を得られます。

A3

地域経済部　社会・人材政策課
経済産業事務官

New Face Interview

04

兵郷 仁哉

中小企業が求める人材の確保を
支援するため、意欲ある企業と連
携してセミナー等の実施を通じて、
多様な人材とのマッチング等を
行っています。

A1

ふと参加した説明会において職員
の方々の人柄に触れ、一緒に働い
てみたいと感じたことがきっかけ
で、チャレンジしてみようと思い、
志望いたしました。

A2

Q3 入局後のギャップ
はありましたか？ 新人ならではの意見を求めてくださ

る職場であるため、仕事が楽しいと
いう感情が芽生え始めています。

A3

地域経済部　地域経済課
経済産業事務官

New Face Interview

03

山本 真生

地域経済部内の総括業務に携
わっています。部内の他の課への
作業依頼やとりまとめ等、部の総
合調整を行っています。

A1

現場に近い国家公務員であること、
多岐にわたる業務に惹かれまし
た。他の省庁と迷いましたが、説明
会での雰囲気が決め手でした。

A2

Q3 地域経済部の業
務の幅の広さを
ちょっとだけ教え
てください。

「経済」というと、ものづくりを想像しま
したが、人材政策等も扱っている点
で地域経済部の業務の広さを感じ
ました。

A3

地域経済部　次世代・情報産業課
経済産業事務官

New Face Interview

06

三村 怜

各担当者の業務がスムーズに流
れるよう課内調整（総括）を担って
います。1年目は業務全体を学ぶた
めに総括担当をすることが多いよ
うです。

A1

学生時代のゼミ活動を通じ、日本
のモノづくりの技術力の高さを実
感したことがきっかけです。その特
徴を生かした産業振興を現場で
携わりたいと思い志望しました。

A2

Q3 職場の上司・同僚
と一緒に働いて
みた感想は？

上司や先輩方の仕事の厳しさや熱
い思いをそばで感じながら、優しくア
ドバイスを下さるので、新たな発見
や学びの毎日です。

A3

地域経済部　地域振興課
経済産業事務官

New Face Interview

05

早馬 遥

課の総括係として、課内への情報
共有や仕事の割り振りなどを行っ
ています。また、自治体職員向けの
政策立案講座の運営にも携わっ
ています。

A1

国という広い視点を持ちながら現
場で仕事ができる点に魅力を感じ、
志望しました。また、説明会に参加
した際の職員の方の空気感がよ
かったのも大きな理由の一つです。

A2

Q3 自治体職員向け
講座はなぜ実施
するのですか？

自治体の方が地域企業支援のノウ
ハウを学び、活かしてもらうことでより
企業支援の体制を強化し、多面的
な支援を行うためです。

A3
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Interview

資源エネルギー環境部　省エネルギー対策課
経済産業技官（建築）

New Face Interview

14

大西 美帆

省エネ法に基づいてエネルギー
使用量を報告する事業者に対し、
申請や問い合わせの対応や指導
等を行っています。専門知識が必
要なので、勉強の毎日です。

A1

様々な業務があり、本省と比べて
事業者の方との距離が近いと思っ
たことと、局の方とお話しした際、
職場の雰囲気が自分に合ってい
ると感じたからです。

A2

Q3 どのように専門知
識の習得をしてい
ますか？

課に所属する省エネ技術指導員さ
んによる課内勉強会や過去の説明
会の資料、実際のお問い合わせ事
例等から学んでいます。

A3

資源エネルギー環境部　資源エネルギー環境課
経済産業技官（土木）

New Face Interview

13

服部 浩一

部内各課室への作業依頼や資料
作成などの調整業務を行う総括
業務を担っています。

A1

大学で鉱産資源関係の研究をし
ており、資源エネルギーの発展に
貢献できる仕事を考えていました。
職員の方の人柄と現場に近い業
務が自分に合っていると思い本省
では無く出先機関である当局を志
望しました。

A2

Q3 各課室への作業
依頼において心
掛けていること何
ですか？

関東東北産業保安監督部　保安課
経済産業技官（機械）

New Face Interview

16

阿彦 拓馬

ガスに関する法律に則り提出され
た書類の処理、ガス事業者への立
入検査など、都市ガスの保安業務
に関わっています。

A1

説明会で職員の方々のお話を聞き、
電気やガスなどの保安からバック
オフィス分野、新規事業支援等広
い分野で様々な業務をしていてそ
こに魅力を感じたからです。

A2

Q3 ガス事業者さんへ
の立入検査ってど
うやるのですか？

事業者さんがルールに基づき点検
等行っているか検査します。事業者
さんから現況を教えてもらう等ご協
力を得ながら進めます。

A3

資源エネルギー環境部　新エネルギー対策課
経済産業技官（電気・電子・情報）

New Face Interview

15

嶋田 拓歩

固定価格買取制度にかかわる仕
事をしています。

A1

もともとは、国の政策に携わるこ
とのできる仕事に就きたいと思っ
ていたので、民間企業は受けず、公
務員一本のみに絞っていました。
様々な業務に携われるという点で、
大学の専門分野はもちろんそれ
に全く関係のないことにもチャレ
ンジできるというのが志望の決め
手となりました。

A2

Q3 今後やってみたい
ことは何ですか？

今の課では現地調査など、外に出
る機会が少ないため、実際に現場
に行ってみたいと思います。

A3

関東東北産業保安監督部　電力安全課
経済産業技官（電気・電子・情報）

New Face Interview

18

阿部 優

電気主任技術者や認定電気工事
従事者の免状申請の受付を行っ
ています。申請者から郵送される
申請書類は書面上だけでなく、面
談を通じた確認を行っています。

A1

大学で学んでいた電気の知識を生
かしたいと考えていました。電気
やガス、鉱山等の産業保安を担っ
ていることや立入検査等で現場に
行く機会が多い点に惹かれました。

A2

Q3 申請者・事業者の
方と面談する際に
気を付けている
ことは何ですか？

事業者との距離が近いことがこの課
の強みだと思うので、気になったこと
やわからないことは迷わず質問して
覚えることを意識しています。

A3

関東東北産業保安監督部　電力安全課
経済産業技官（建築）

New Face Interview

17

東 海斗

発電設備メーカーや、電気保安法
人などから電気事業法に基づい
た届出の受理等を行っています。

A1

官庁訪問のお誘いを頂いたことが
きっかけです。月一休暇取得が促
進され、福利厚生制度が整備され
ていたことと、局内の雰囲気が良
さそうだと感じたためです。

A2

Q3 実際に入局して
同僚・上司（職場
の雰囲気）はどう
ですか？

皆さんよくしてくださっていて、質問
や相談もしやすい雰囲気です。また、
定時退庁や休暇取得もしやすい環
境です。

A3

2019年度入局の新規採用職員から、受験生の皆様に伝えたいことがあります！

期待のNew Faceにインタビュー！

Interview

Q1.担当業務について教えて下さい！
Q2.志望理由は？

産業部　国際課
経済産業事務官

New Face Interview

08

砂庭 萌

課内のとりまとめを行う総括業務
と通商に係る許認可業務などを担
当しています。

A1

先輩方のいきいきと働く様子や、
政策と現場の橋渡しという地方局
ならではの役割に惹かれました。
また、当局であれば、「現場を知っ
た上で広く世の中に貢献する仕事
をしたい」という自分の想いを実
現できると感じたからです。

A2

Q3 通商に係る許認
可業務って何で
すか？

外為法に基づき、特定の貨物等の
輸出入を行う事業者を相手に、取
引が適正に行われているかチェック
しています。

A3

産業部　産業振興課
経済産業事務官

New Face Interview

07

小松 汐里

総括係として、各課室への作業依
頼等、産業部内の総合調整をして
います。いろいろな課室の方と関
わることができる業務です。

A1

経済の活性化を現場と関わりなが
らできることに魅力を感じました。
民間企業や県庁等も受けましたが、
説明会での雰囲気の良さに惹か
れ、この職場で働いてみたいと思
い志望しました。

A2

Q3 総合調整等の業
務は一人で担って
いるのですか？

係長、課長補佐とともに行っていま
す。疑問点があればすぐに上司に
相談できる環境があるので、心強い
です。

A3

産業部　中小企業課
経済産業事務官

New Face Interview

10

上 裕也

「地域における創業支援体制の整
備」に係る業務を行っております。

A1

公的な立場で、事業者をあらゆる
角度から支援できることに魅力を
感じました。また、関われる業界の
広さや、本省や民間企業、自治体
出向の可能性もあり、様々な経験
ができると思ったことも決め手の
一つでした。

A2

Q3 どうやって創業支
援体制の整備を
行っていますか？

創業支援等事業計画の認定業務
など、創業しやすい環境の整備を通
じて、開業率の向上を目指しています。

A3

産業部　製造産業課
経済産業技官（化学）

New Face Interview

09

齋藤 諒

総括係として課内の連絡調整や電
話対応を行っています。また、補助
金執行等、課内の他係に対するサ
ポート業務にも携わっています。

A1

学生時代の経験から、中小企業と
研究機関が連携して新事業を立
ち上げる姿に関心がありました。
国の立場でありながら現場に寄り
添い彼らを支援できることに魅力
を感じて志望しました。

A2

Q3 現場に近いな、と
思った瞬間を教え
て下さい！

補助金執行業務では、執行先の中
小企業の方との面談や、実際に企
業を訪問する等、顔が見える関係
になれる点です。

A3

産業部　中小企業金融課
経済産業事務官

New Face Interview

12

小仁所 直輝

総括係として事務的な作業を行っ
ているほか、事業承継税制の問い
合わせ対応や、再生支援・信用保
証に係る事務作業などを担当して
います。

A1

国としての視点を持ちながら現場
と密に関わる業務を通じ中小企
業支援ができる点に興味を持ちま
した。また、説明会で会った職員の
方々の人柄に惹かれた点も大き
いです。

A2

Q3 税制・金融は難しそ
う・・・。これらの専門知
識をどのように身に
着けていますか？

マニュアルを読み込むほか、問
い合わせがあるたびに上司に
確認したり調べたりして、少しず
つ知識を蓄えています。

A3

産業部　中小企業課
経済産業事務官

New Face Interview

11

反田 勇見

総括係として、課内事務のとりまと
めや課内にかかってくる電話の対
応を行っています。

A1

多岐にわたる業務から地域経済
の活性化に携わりたい、かつ経済・
法律分野の知識を深めたいとい
う思いで志望しました。また説明
会での職員の方々の雰囲気に惹
かれたことも大きな決め手です。

A2

Q3 所属課でどんな知
識が培われそう
ですか？

課内で担当している支援の根拠と
なる法律や、問い合わせに回答す
るために必要な派生的知識が日々
培われていきます。

A3

必要に応じてリマインドを行うほか、
各課に直接進捗状況をお伺いする
などして、抜けがないように心がけて
います。

A3



Recruitment Brochure8 Recruitment Brochure 9

 （平成17年度採用　経済産業事務官） 古谷 理絵
地域経済部　社会・人材政策課　係長

地 域 経 済 部 　 社 会・人 材 政 策 課

　最近、人材不足に関するニュースを多く目にしませんか？特に多く

の中小企業では深刻な人材不足に悩んでいます。一口に「人材」といっ

ても、外国人材やシニア人材、最近ではフルタイム正社員にこだわら

ない、「兼業・副業」という働き方が、人材不足解消のための新たな人

材活用のあり方として注目されています。当課では、そうした多様な

人材活用等により企業の人材不足を解消できるようセミナーやマッ

チング会を開催しています。その他にも持続可能な社会を実現する取

組（SDGｓ）や、遊休資産を活用して地域課題を解決する取組（シェアリ

ングエコノミー）、多様な人材が活躍するダイバーシティ経営の普及に

も取り組んでいます。

　仕事を行う上で大切なのは、やはり「人」。人との繋がりを大切に、

日々業務に取り組んでいます。

関東経済産業局の扱う業務は多岐にわたります。幅広い分野の中から４つの課室とともに、最前線で活躍する職員を紹介します。

Measures Introduction

関東経済産業局の施策の一部をご紹介

Measures Introduction Measures Introduction

01

外国人留学生との合同企業説明会の様子 SDGｓのロゴマーク

 （平成10年度採用　経済産業事務官） 加藤 麻理子
産業部　流通・サービス産業課　係長

産 業 部 　 流 通・サ ービス 産 業 課

　皆さんは、現金を持たずに、電子マネーやQRコード等で買い物をす

るキャッシュレス決済を利用していますか。キャッシュレス決済の普

及拡大は、日本経済に様々なプラス効果が期待されていて、経産省で

は、キャッシュレス決済を使ったポイント還元事業を進めています。　

多くの方にこの事業を利用してもらうため、当課では、自治体等と連

携して地域を訪問し、制度の仕組みやキャッシュレス決済のメリット

が伝わるような広報に取り組んでいます。

　施策の普及には、届けたい人への丁寧な説明が不可欠となる等、仕

事では、色々な場面でコミュニケーションの大切さを実感します。時に

は、会話の中で、地域や産業の動き、多様な考え方を知ることもできま

す。それらを楽しみながら、情報を活かした仕事ができるよう心がけ

ています。

Measures Introduction

02

「キャッシュレス・消費者還元事業」の
ロゴマーク

（平成15年度採用　経済産業事務官）  高井 淳
産業部　中小企業課　係長

産 業 部 　 中 小 企 業 課

　中小企業が元気になれば、地域も元気になる！これをモットーに、

私が在籍する中小企業課では、中小企業の方々が元気になるために、

様々な角度から支援に取り組んでいます。

　設備投資を促進するための税制優遇や、経営相談を行う場の整備、

中小企業と専門家のお見合い（マッチング）、起業・創業の機運を高め

るためのイベントの開催、ここ最近では、地震等の災害に備えるべく、

企業の防災対策にも力を入れています。また、中小企業を支援するサ

ポーターを認定するなど、支援者側に向けた施策も行っております。

取り組む内容は多岐に渡っており、自身のアイデアを活かして、様々な

仕掛けを行うことのできる職場でもあります。

　現場で吹いている風を実感し、皆さんの熱意で地域を元気にしてみ

ませんか？

Measures Introduction

03

創業支援フォーラムの開催 経営相談の場（よろず支援拠点）

企業向けのシンポジウム 自治体担当者との施設見学会

 （平成18年度採用　経済産業技官（機械）） 村越 大晃
資源エネルギー環境部　総合エネルギー広報室　係長

資 源 エ ネル ギ ー 環 境 部 　 総 合 エネル ギ ー 広 報 室

　近年、エネルギーや温暖化について、連日報道されていますが、みな

さんはどのようなことをイメージしていますか？

　日本では資源が少ないこと、温暖化対策を進めるため等の理由か

ら、エネルギー基本計画のもと、３Ｅ（資源自給率：Energy Security、

環境適合：Environment、国民負担抑制：Economic Efficiency）＋Ｓ

（安全最優先：Safety）の実現に向け、様々な政策を進めています。

　私が所属する室では、その政策目標の実現に向け、水素・燃料電池

や地域におけるエネルギー事業の普及・展開等を進めています。

　具体的には、政府や本省でまとめた計画・方向性の実現に向け、広

報・普及啓発や、よりそれぞれの地域にあった形での事業化支援等

を、自治体、企業、専門家等と協力しながら取り組んでいます。

Measures Introduction

04

当局は非常に風通しが良く、新しい意見にも寛容な
職場です。大きくて身近な社会課題をどう解決してい
くのか。経験よりも柔軟な発想が鍵かもしれません。是
非、皆さんの新鮮な感性を業務に活かしてください！

受験生へのメッセージ

当局の業務は、様 な々知識や経験を広げるチャンス
があります。官庁訪問を通じて、知らなかった世界に
出会い、新しい可能性を感じられる事があるかもしれ
ません。自分の「想い」を大切に、それを実現できる場
所を選択できるといいですね。

受験生へのメッセージ

ライフスタイルの変革を目指す「プレミアム
フライデー」の推進も当課で担当

当局が扱う業務は多岐に渡ります。色 な々ことに興味
がある好奇心旺盛な方は、是非、地域を元気にした
いという熱い思いを持って、経済産業局の扉をたた
いてください。皆さんと一緒に働けることを楽しみに
待っています！

受験生へのメッセージ

当局の魅力は、幅広くかつ奥深い業務に携われるこ
とです。業務は、課室の数以上に多岐にわたりますし、
エネルギー関連では、まだ正解がわからない未来を
考えることになります。
日本の明るい未来につながる事を、当局で一緒に考
えてみませんか。

受験生へのメッセージ
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多くの技術系職員が活躍！ 関東東北産業保安監督部の業務を紹介！
当局と同じ経済産業省の地方ブロック機関で、電力、ガス、石油コンビナート、火薬類及び鉱山に関する保安の確保を
行う関東東北産業保安監督部には、当局の多くの技術系職員が出向・在籍しており、様々な分野で活躍しています。

経 済 産 業 省 　 本 省

（平成26年度採用　経済産業事務官）

　私は、デザインを重要な経営資源と捉え活用していく
「デザイン経営」の普及促進や、人材育成、中小企業のデ
ザイン活用支援などを行っています。施策検討の際には、
上司・部下関係なく意見を述べることができ、風通しが良
いところがMETIの良いところだと実感しています。
　また、ユーザー目線で課題の発掘・解決を行う「デザイ
ン思考」は、行政においても大切であり、私自身も企業の
皆さんが求めている施策は何かを見極める力を身につ
けながら、日頃の業務に取り組んでいます！

佐々木 葉月
商務・サービスグループ　クールジャパン政策課　係員

“デザイン”を切り口に日本の稼ぐ力を高めたい！

（平成22年度採用　経済産業技官（化学）） 藤枝 隆 
地域経済部　産業技術革新課　係長

（平成13年度採用　経済産業技官（機械））永田 敦
関東東北産業保安監督部　保安課　係長 

　ガス、火薬、石油コンビナートといった幅広い分野において、火災、爆発といっ
た事故が起こらないよう安全を確保するため、各種法律に基づく届出の受理、
許認可等の事務処理、現場での検査も行っています。
　巨大なＬＮＧのタンクが立ち並ぶガスの製造所や、ロケットの部品を作ってい
る火薬製造所等に行くこともあり、技官ならではの経験をしています。
　私の出身である機械工学科で
学んできたことをそのまま活か
せる場面は少ないですが、理系
のものの考え方が活きる場面は
常にあり、何より職場の雰囲気
が良いのでここに就職して良
かったと感じています。

Temporary Transfer

当局では、関東経済産業局での仕事以外でも、経済産業本省、自治体、独立行政法人などへの出向や民間企業への交流派遣制度
などを通じて、外部機関での仕事も経験できます。ここでは、実際に各方面の出向先で活躍する職員の体験談を紹介します。

当局では、企業の技術開発支援やエネルギー政策を実施するにあたって、理系の専門的知見が非常に重要となっています。技術系
職員の活躍事例を紹介します。

技術系職員の活躍関東経済産業局の枠を超えて

Temporary Transfer

　私は農学系の出身ですが、地域の特産品を使った食品開発の支
援に携わった際は、技術的内容が特にスムーズに理解できました。
また学生時代、背景、目的、実験方法や結果、考察・まとめ、の流れ
を淀みなく纏めていくことを教わりましたが、こうして論理的に物
事を考えることは現在の職場でも常に必要とされており、経験が
活きていると感じます。

技術職ならではの仕事、理系の知識が
役立ったことはありますか？

　私は学生研究で、新しいものを創り出すことの難しさを痛感しま
したが、困難と戦う数多の事業へ支援を行うことで、社会に有用な
ものを創出し市場展開する一端を担うことに大きな魅力を感じて
います。また、私は現在JIS（日本産業規格）の認証を取得している
工場における対象製品の製造工程等が、法令やJISを満たしている
か確認する業務を行っていますが、物理、化学等理系の素養を活か
しながら、工場の運用の適切性を判断する仕事は、まさに技術系
職員の仕事だと感じています。

技術系職員として経済産業局に
勤めることの魅力はありますか？

　公務員、企業の技術職、研究機関の研究職等々、私自身どの道に
進むべきかとても悩みましたが、様々な職場を訪問し続けたこと
で、経済産業局で働きたいという「答え」を見つけられました。ぜひ
一度当局にお越しいただき、その魅力を肌で感じてください。

理系の受験生に向けて
メッセージをお願いします！

Q1

Q2

Q3

Temporary Transfer01

自 治 体

（平成4年度採用　経済産業事務官）

　当市は、世界に冠たる金属加工産業の集積地であり、人
口あたりの経営者が日本一多い市ともいわれています。産
業振興部では、燕製品のブランド化や、産業観光の振興な
どを通じて産業が発展すること、ひいては、市内人口が増加
することを目指しています。これまで培ってきた局での実務
経験と、地域をよく知る市職員の知見とが相乗効果を発揮
して、産業振興の取組はとてもうまくいっていると思います。
地元経営者の皆様の生声を日々お聞きすることができ、施
策の効果を直接体感できる市役所への出向は、得難い経
験として、必ずや今後局に戻っても生かされると思います。

小澤 元樹
新潟県　燕市役所　産業振興部　部長

日本一輝いているまち「つばめ」を目指して

Temporary Transfer02

金 融 機 関

（平成10年度採用　経済産業事務官） 

　私が所属するコンサルティング営業部には、各支店から取引先の経営課題が次 と々舞い込んできま
す。例えば、旺盛な設備投資ニーズなどから、経済産業省の補助金は大人気です。地域経済の最前線が
そこにはあります。
　銀行では、経済産業局で培った企業支援のノウハウや、
自治体、大学、商工会議所など関係機関とのネットワーク
が大変役に立ちます。ただし、銀行と役所との大きな違い
は、銀行は営利企業であること。
　取引先のファイナンス面のみならず、経営課題の解決に
責任を持ち、１円でも収益を上げる銀行の姿勢は、経済を
取り扱う経済産業局にも必要な視点です。日本のため、地
域のため、また異業種での勤務機会がある関東経済産業
局は魅力的な職場です！

白戸 恒彦
群馬銀行　コンサルティング営業部　推進役 

地域経済の最前線を支える金融機関への出向機会に恵まれて

Temporary Transfer03

デザイン政策研修ワークショップ

ロンドンのジャパンハウスにおける
燕三条の

ものづくりをPRする展示会の様子

オープンイノベーション促進のため
の

企業連携セミナー

生コンクリート品質検査立会い 外部での施策説明

LNGタンク
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奥澤ファシリテーター▶
本日の座談会では、課長
から係員まで様々な役職
の職員へインタビューす
ることで、関東経済産業局
の様子・雰囲気を志望者
の皆様へお伝えできれば
と思っています。まずは、当
局を就職先として最終的
に選択した理由を教えて下さい。

【Agenda1　入局の決め手は？】

澤田係員▶元々、色々な人の話しを聞き、それを形にで
きるような職場へ就職したいと思っていました。就職活
動の時期、私が在籍していた大学へ出向していた当局職
員と話す機会がありました。その時、自分で出張を企画
し、企業訪問することもできると知り、自分のやりたいこ
とができそうな職場だと思いました。ただ、最終的な決
め手は、説明会や官庁訪問で接した人事担当者の対応
が神っていた点ですね（笑）　ちょっとした待ち時間でも
話しかけてくれ、聞きづらいことでも答えてくれました。
また、同じ大学出身の当局先輩職員と話をする機会もあ
り、「職場の雰囲気はパンフレット通りだよ」とのことでし
た。入局後、確かにパンフレット通りだなと思いました。

仲鉢係長▶私は技官で採用されていますが、特定の分野
をひたすら極めたいという訳ではありませんでした。そ
の点、経済産業省及び関東経済産業局は技術系の全区
分から採用される形で、かつ、必ずしも試験区分に応じ

て担当業務が固定されるわけでは無いことを知り、様々
な分野で自分の専門性が活かせそうだ、というところに
魅力に感じて志望しました。

山崎補佐▶地域に貢献できるような仕事がしたくて幾つ
か官庁訪問をしていたところ、澤田君と同じように、関東
経済産業局の雰囲気が非常にいいなぁと感じたことが
決め手でした。入局後も、年齢が近い職員だけでなく、上
司、年齢が離れた先輩方からも積極的に声をかけてくれ
たりと、アットホームな職場だと思います。

奥澤ファシリテーター▶さて、どんどん行きましょう。せっ
かく、役職毎にお集りいただいておりますので、それぞれ、
役職毎に求められている役割についてお聞かせくださ
い！

【Agenda2　役職別に考える、自分に求められていることは？】

澤田係員▶自分のできる範囲だけに閉じこまらず、少し

ずつ自分の仕事の範囲を広げられるよう努力していま
す。私は入局3年目なので、言われたことをやる時期は終
わり、これからは自分で考えて動く時期だと思っています。
何事も一回やってみることを心がけ、わからないことが
あれば上司に相談しています。

奥澤ファシリテーター▶実際に自分から動きだせてい
ますか？

澤田係員▶それが、
なんでもやらせてく
れるんですよね（笑）
　発注でも企画でも、
とりあえずファースト
タッチは自分でやる
ことを心掛けていま
す。「それやっちゃダ
メ」とか、「それはあな
たの仕事じゃない」、
ということは無いので、何にでも挑戦させてもらってい
ます。

仲鉢係長▶係員と違って、係長は他の係との折衝や、補
佐に情報共有しつつ業務を進める等、「調整」業務の比
重が増えたと感じています。それと、係員がチャレンジす
ることを見守ることも重要かな、と思います。係員がチャ
レンジする際に、なんとなく失敗するであろうと予見で
きたときでも、大事故にならないように気を配りながら
係員の成長を促し、仮に失敗してしまった場合も必ず
フォローに回るという点に意識を向けるようになったと
思います。

山崎補佐▶課長補佐になってまだ経験は浅いですが、課
内の係長のパフォーマンスが最大になるようにサポート
する一方で、課せられた指示とうまくすりあわせていく

ことが求められてい
ると考えています。ま
た、係の業務に偏りが
ないかなども見て、必
要に応じて管理職に
相 談し たり調 整 を
図っていくことも大事
だと思っています。課
の中の「番頭さん」み
たいなイメージでしょ
うか？

忍田課長▶特に気を配っているのは、普段仕事でお付き
合いのある事業者の方、ひいては国民の皆様の目に私
たちの業務がどう映っているかという点です。もっと言う
と、経済産業省として求められていることと実業務の方

向性をうまくすり
合わせていくこと
が求められていま
す。また、課内をマ
ネジメントする中
では、腹落ちして
仕事をしてもらう
ことを心掛けてい
ます。課員の話を
しっかり聞いて、お互いに腹落ちしてから仕事をしてもら
うことがパフォーマンス向上につながると思っています。

奥澤ファシリテーター▶それでは、それぞれに特有の質
問をしてみたいと思います。

【Agenda3-1 技術系の知識が活きたと強く感じる瞬間は？to仲鉢係長】

仲鉢係長▶私は「機械」区分で採用されていますが、補助
金等の企業ヒアリングの中で機械の知識や自分が大学
で研究していた分野に近しい内容が話題に登った時や、
内容が早く理解できたと感じた時です。また、関東東北産
業保安監督部の電力安全課に出向していた時、事業者の
方から寄せられる様々な相談に対応していましたが、技

術系の基礎が土台と
してあったからこそ、
的確な対応ができた
と思います。もちろん、
わからないことも多
く、勉強が必要にな
る時もありますが、こ
れまで学んできた技
術系の知識は多くの
場面で活かせている
と感じます。

【Agenda3-2 関東経済産業局の外に飛び出して学んだことは？to山崎補佐】

山崎補佐▶中小企業基盤整備機構に出向した時は、東京
ビッグサイト等で中小・ベンチャー企業が500～600社
が参加する大規模な展示会の開催運営業務を担当して
いました。機構内の多くの部署の協力を得て行う業務
だったので、機構の職員や専門家と接する機会も多く、そ
の中で新しい発見や気づきもたくさんありました。当時
の経験は今でも生きています。また、東日本大震災から約
１年半後に、被災地支援として南相馬市に２か月間派遣
されていました。津波の被災地域や避難指示が解除され
ていない地域などの、テレビや報道では伝わらない深刻
な現状を目の当たりにした時は言葉が出ませんでした。
震災を風化させてはいけないと強く心に思っていますし、
現場を意識して業務に取り組むことの大切さを再認識し
ました。

2019年5月某日、午前11時。局内の会議室に課長、課長補佐、係長、係員の４名が集められた。会議室では、手元にメモ用紙、ボ
イスレコーダーを用意した人事担当者と、カメラマンが笑顔で待っていた。「さぁ、始めますよ」、人事担当者の言葉と共に、集め
られた4名は局で過ごしてきた日 ・々時間を振り返ることとなった。そして、自身の公務員人生について口を開いた。

役職別座談会～私の公務員人生をふりかえって

Discussion Discussion

（平成3年度採用 経済産業事務官）

忍田 千鶴子 

資源エネルギー環境部
省エネルギー対策課　課長

（平成10年度採用 経済産業事務官）

山崎 達 

地域経済部
地域振興課　課長補佐

（平成14年度採用 経済産業技官（機械））

仲鉢 慎也

総務企画部
政策評価広報課　係長

（平成29年度採用 経済産業事務官）

澤田 隼人

地域経済部
次世代・情報産業課　係員

Agenda1 入局の決め手は？

Agenda2 役職別に考える、
自分に求められていることは？

Agenda3-1 技術系の知識が活きたと強く
感じる瞬間は？to仲鉢係長

Agenda3-2 関東経済産業局の外に飛び出して
学んだことは？to山崎補佐
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皆さん、こんにちは！入局2年目の森矢です。私は次世代・情
報産業課でヘルスケア産業の振興を担当しております。国民
の健康寿命延伸に寄与できるよう、日々、事業内容の検討を
行っております。

旅行が好きで、入局して
から海外旅行に2回、国
内旅行に3回行っています。
写真はベトナムに行ったと
きのものです。

7：00　起床

8：30　登庁

若手職員の1日

Coherence

職員は実際にどんな1日を過ごしているのか、若手職員の1日を紹介します！

Discussion

森矢 羽純（平成30年度採用　経済産業事務官） 

地域経済部　次世代・情報産業課

朝には弱いのでぎりぎりまで寝ています。最近はニュー
スを流しながら身支度するのが日課です。

18：00
出張後、チームの人達で本省近辺に飲みにいきまし
た。仕事終わりのビールは格別です。

10：00　来客
先日、当課の取組内
容が新聞に記載さ
れた際に、興味を
持っていただいた事
業者さんと意見交
換を行いました。

11：00　チーム内意見交換
今後の方針につい
て上司と話し合いま
した。当課では、上
司部下関係なく、活
発に意見交換を
行っています。

15：00
本省に出張
本省のヘルスケア
産業課に出張にい
きました。本省の関
連課とも適宜情報
交換を行っています。

1日の業務

業務外

私はガス事業課にて、ガス管の効率的な整備や、不当なガス
料金値上げ防止を目的とした許認可の業務に就いていま
す。ガス事業のみならず、法律や財務についても知識が増え
ていくのを日々感じております。

関東局の若手で有志
を募り、スノーボードを
しに行ってきました。

6：50　起床～登庁まで

8：30　登庁・午前中の用務の説明

白井 貴士（平成28年度採用　経済産業技官（土木）） 

資源エネルギー環境部　ガス事業課　係長

私は下りの電車で通勤ができるため、満員電車のスト
レスがありません。

１７：１５　退庁～就寝までの説明
時期にもよりますが、平均１８時に退庁しています。

法令解釈に関する
質問を受けることが
多 あ々ります。専門性
の高い質問もありま
すが、上司のサポー
トも受けながら回答
をしております。

13：00　午後の用務の説明①
提出された申請書
を審査し、判断根拠
をまとめた書類を作
成します。

1日の業務

業務外

１６：００　午後の用務の説明②
申請手続きを簡素
化することを発案し、
その打合せを行いま
した。若手であっても
新しい意見を出しや
すい職場です。

【Agenda3-3　仕事と育児の両立はできましたか？to忍田課長】

忍田課長▶子どもが生まれるにあたり、産前・産後休暇、
育児休業を取りました。育児休業中は、育児休業代替職
員を配置していただきましたので職場の人数的な面では
変わらなかったかもしれませんが、慣れている職員が担
当した方が良い業務もあったりしたので、周りの方にほ
んとにたくさん助けていただきました。休業中は、職場の
様子を伝えるメールを送って貰う等、復帰後のサポート
をしていただきました。また、通信教育形式の研修も受け
ていました。おかげ様で復帰後はスムーズに業務へ溶け
込むことができました。

奥澤ファシリテーター▶ありがとうございます。名残惜し
いところですが、最後に皆さまから志望者の皆さまへメッ
セージをお願いします。

澤田係員▶この職場は、なんでも挑戦できる職場だと感
じています。というのも、色々な企業の方からお話を聞く
中で、「こんなニッチな分野で世界シェア№１の企業が存
在していたのか」「業績も右肩上がりなのにこんな経営
課題に直面しているのか」「これまでになかった政策の
ニーズが国に求められているのか」、という色々な気づき
がある点が凄く楽しく、魅力的と感じています。

仲鉢係長▶私からは技術系の志望者に伝えたいことを
お話します。この職場は、取り扱っている業務が様々ある
が故に、学生時代に勉強したことが活かせるチャンスが
ある、という点が魅力です。勉強したことが決して無駄に
ならず、仕事をしていく上で強みになると思います。「自分
のやりたいこと」がはっきりしていない状態であっても当
局は大歓迎です。一度、業務説明会に来て欲しいと思い
ます。

山崎補佐▶日々、知らないことに直面し、新しい業務・発
見があり、飽きずに働き続けられる職場だと思います。就
職活動を行う中で、現在はインターネットでどのような情
報も取得可能ですが、いろいろな官庁・自治体・企業に実
際に足を運び、自身の目で雰囲気を感じて欲しいと思い
ます。

忍田課長▶何歳になっても色々なことを吸収し、成長し
続けられる職場だと思います。また誰にとっても働きや
すい職場であると同時に、誰に対してもしっかり仕事を
することを期待している職場だと思います。一度様子を
見に来ていただけたら体感できると思います。

奥澤ファシリテーター▶皆さまありがとうございました！
少しでも関東経済産業局に興味を持ってくれたなら、こ
んなに嬉しいことはありません。職員一同、志望者の皆様
にお目にかかれることを楽しみにしています。

Agenda3-3 仕事と育児の両立はできましたか？
to忍田課長
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採用関係 【緊急調査レポート】若手職員の実態

気になる採用情報や人事異動、休暇、諸制度などに関する疑問についてお答えします。

採用までの流れはどうなっていますか？Q

Q1A

配属先はどのように決まるのですか？Q

A 各人の能力を十分に発揮できるように、毎年、職員から

配属に関する希望調書をとり、適正等を勘案して総合的

に判断して決めています。

休暇について教えてください。

4月就職の場合、最初の年は12月末日までの間に15日

間の年次休暇が付与されます。翌年からは毎年（1月1

日～12月末日まで）20日間が与えられ、使用しなかっ

た日数は最大で20日間を翌年に繰り越して加算するこ

とが出来ます。年次休暇以外にも夏季・結婚・忌引・配偶

者の出産、子の看護等の特別休暇や父母等の介護のた

めに認められる介護休暇などがあります。

異動・出向について教えてください。Q

A 2～3年くらいの割合で人事異動があり、多くの業務に携

わる機会があります。そのほか、経済産業省本省、自治体、

被災地応援、経済産業省の関係団体あるいは民間企業等

への出向・派遣もあります。

転居を伴うような異動・出向はありますか？Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

職員の大半はさいたま新都心の合同庁舎で勤務してお

り、また出向先のほとんどが首都圏に所在していますの

で、転居が必要となることは滅多にありません。

最近の採用実績を教えて下さい。Q

A 試験区分

技術系

行政系
総数（うち女性）

平成２7年度

国家公務員一般職第一次試験・合格発表

官庁合同業務説明会・局内説明会

国家公務員一般職第二次試験・合格発表

官庁訪問（採用面接）

内定

勤務時間について教えてください。

勤務時間は１日7時間45分です。4段階（8時30分・8時

45分・9時00分・9時15分始業）の時差出勤を実施して

います。また、始業・終業時刻や1日の勤務時間を職員が

設定できるフレックスタイム制や、自宅で勤務できる自

宅勤務（テレワーク）も導入しています。

初任給は？

207，805円（平成31年4月一般職試験採用職員（大学

卒業の場合）、地域手当含む）の基本給のほか、諸手当（扶

養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当等）が支給さ

れます。

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

9人（3人）

5人

4人

平成２8年度

10人（4人）

7人

3人

平成２9年度

11人（4人）

6人

5人

平成30年度

9人（3人）

6人

3人

平成31年度

18人（5人）

11人

7人

人事関係・勤務条件関係

Q&A　～質問・疑問にお答えします！～

Question & Answer Question & Answer

※関東経済産業局及び関東東北産業保安監督部あわせての実績です。

職員のワークライフバランスのため
「月１休暇・週１定時退庁」を推進しています！

1～3年目職員にアンケートを取りました！

「一人暮らしの比率は？」 「通勤時間は？」「就職当時と比べて成長した点は？」等皆さんの疑問にお答えすべく、局内調
査を行いました！

実家暮らし？一人暮らし？ Q3 通勤時間は？ 

Q5 公務員試験の勉強方法は？

Q7 就職当時と比べて成長したと思うことは？
（１～2年前を振り返って）Q6 公務員試験勉強を

本格的に始めた時期は？

Q4 出身地は？

Q2 （Q1で一人暮らしの場合）家賃は？
（管理費・共益費込み） 

実家暮らし
9人

30分未満
16人

30分以上
1時間未満

5人

1時間以上
1時間半未満

4人

6万円台
12人

7万円台
4人

5万円台 1人 1時間半以上 1人

一人暮らし
17人

予備校
11人

受験2年未満
～1年以上前

6人

学校の
公務員講座

12人

受験1年未満～半年以上前
17人

独学
3人

受験半年
未満前

3人

考え抜く力

チームで働く力
〇企業の方・職場の方と話をする際に相手の

目線に立って物事を考えるようになった。
〇相手にとって分かりやすい話し方を意識す

るようになった。
〇メール作成能力や電話対応能力等の向上。
〇局内外の方々への施策等の説明能力が、入

局当初よりは成長したと思います。

前に踏み出す力
〇自分で考えて行動ができるように

なった。
〇指示されたことだけでなく、先回り

をして業務を進めることができる
ようになった。

〇自分のことだけではなく、周りのこと
を考えて行動できるようになった。

〇時間管理意識の芽生え。
〇いかに効率よく業務を進めるか考え

ながら作業することで、仕事を素早く
捌けるようになった。

関東圏
19人

東京都 2人
神奈川県 2人
千葉県 1人
茨城県 1人

埼玉県
10人

それ以外 7人

栃木県 3人

静岡県 1人

広島県 2人

山梨県 1人
愛知県 1人
福井県 1人
愛媛県 1人

受験する年度によってスケ
ジュールが大きく異なる場
合があります。
詳しくは人事院のウェブ
ページをご確認ください。

POINT
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育児・介護等と仕事を両立するための支援制度について教えてください。Q 育児支援制度を活用してみての感想を教えてください。Q

A

ワークライフバランス関係

国家公務員には近年、働き方の多様化に向けた様々な支援制度が導入されています。

当局でも、これらの支援制度を利用しつつ、育児・介護等と仕事を両立している職員が多くいます。

フレックスタイム制

主な育児支援制度

在宅勤務（テレワーク） 配偶者同行休業制度

（平成28年度より実施） （平成27年度より実施） （平成26年度より実施）

期間を４週間ごとに区切り、総勤務時間は変

えずに、１日の始業・終業時刻や１日の勤務

時間を変えることができる制度です。全職員

利用可能ですが、育児・介護をしている職員

は、より柔軟な勤務時間の設定が可能です。

週に3日まで在宅勤務をすることができる

制度です。全職員利用可能ですが、特に育児

をしている職員の利用が増えています。

配偶者が外国で勤務する場合などに、配偶

者と外国で生活を共にするため、最長3年ま

で休業することができる制度です。

妊娠 出産 3歳 小学校
入学

小学校
卒業

妊娠 出産 3歳 小学校
入学

小学校
卒業

①通勤緩和

女性職員

男性職員

男性・女性職員

(勤務時間の始め・終わり
につき、60分以内／１日)

②産前・産後休暇 (出産予定日の6週間前、出産日の翌日から8週間)

③妻の出産休暇

⑤育児休業

(妻の入院付添など、2日以内)

④育児参加休暇

(5日以内)

(3歳の誕生日の前日まで）

⑥育児短時間勤務・育児時間

(1日3:55勤務又は4:55勤務・1日2時間以内の勤務時間短縮)

⑦子の看護休暇 (5日以内／年)

⑧在宅勤務（テレワーク）

⑨フレックスタイム制⑨フレックスタイム制

⑧在宅勤務（テレワーク）

（平成17年度採用　経済産業事務官） 
丸木 大輔

資源エネルギー環境部
地域エネルギー振興室　係長

　地域エネルギー振興室の丸木です。
妻は専業主婦ですが、自分に子どもが
出来たら育児休業をとろうと以前から
決めていました。育児休業は出産の翌
月から9ヶ月間取得し、新生児期から

つかまり立ちをする頃までしっかりと見守ることができました。
　男性職員の育児休業取得は制度が整っているだけではなかなか
言い出しにくいのが実際のところです。その点、当局は職場にいる
方々が育児休業に理解を示してくれたのが本当にありがたかった
です。復帰して間もないため今は通常勤務をしていますが、ゆくゆく
はフレックスやテレワークなどを活用することで、子どもの成長に
合わせて仕事も育児も頑張っていきたいと考えています。

朝は元気一杯の息子（１歳４ヶ月）に力
強く起こされます。

玄関先で見送ってくれる息子、いって
らっしゃいのバイバイをするようになり
ました。

私の仕事は自治体、企業の方々がエネルギー・環境問題に興味をもっ
てもらうための企画立案が主です。世の中に必要だと思われることを
探すことから始めて、そのために自分がやるべきことを自ら決めます。
毎日このやり方でいいものか、と悩みながら仕事をしていますが、自分
たちの活動によって喜んでくれる人たちに出会うとやる気が出ます。

１ヶ月のうち2／3程度は職場を離れて出張に出ています。訪問先は自
治体、事業者、他省庁など様々です。今はインターネットで誰でも多くの
情報を簡単に入手することが出来るので、活字では得られない貴重な
情報を現場に求めて、自分の足で集めて回ります。

平日の１日の流れ

【これまでに使用した制度】

（平成15年度採用　経済産業事務官） 
飯島 美里

資源エネルギー環境部
電力事業課　係長

　現在、小学生と保育園児の双子、3
人の子育てと仕事の両立に奮闘中で
す。長男の時には1歳児、長女・次男の
時には2歳児での保育園入園まで育児
休業を取得しました。休業中は子供た

ちとじっくり向き合って過ごし、成長を見守ることができ、とても貴
重な時間でした。
　復職後は育児時間制度やテレワークを利用しています。子育ては
想定外の連続・・・いつ何が起きるかわかりません。そのため、限られ
た時間の中で効率的に業務を行うこと、常に周囲への情報共有と
感謝の気持ちを忘れないことを心がけています。上司や周囲の理解
もあり、皆さんに支えられながら仕事に取り組めており、子供たち
と過ごす時間はもちろん、学校・園行事等にも積極的に参加でき、と
ても充実した日々を過ごしています。

気になる採用情報や人事異動、休暇、諸制度などに関する疑問についてお答えします。

Q&A　～質問・疑問にお答えします！～

Question & Answer Question & Answer

経験者の
声

洗濯物片付け・朝食準備など。

登校・登園・出勤準備　お着替え一つで大
騒ぎです。

平日の１日の流れ

駅まで向かう道すがらに帰るコール。この電話で日中の家族の様子を
聞いて把握しておきます。必要があれば買い出しをして帰ることも。

子どもの食事を補助しつつ、家族全員
で夜ご飯。

子どもとお風呂に入るor入浴後の寝
かしつけはその日によって妻と交代
制。臨機応変に。

「日中にたくさん遊べば夜は早く寝る」なんて都市伝説です。日に日に
体力が増す息子、親が寝かしつけられてしまうこともしばしばです。

● 20：30　寝かしつけ

家事の残りを手伝うか、体力が残っていれば趣味の時間です。
● 21：30－0：00　自由時間

● 6：00　起床

● 7：35　家を出発

● 8：30　勤務開始

● 11：00　出張

● 17：15　退庁

● 19：00　夕食

● 19：45　お風呂

● 5：00　起床

● 6：30　子供たち起床　朝食

公園にいるハトが何羽いるか当てっこし
たり、水たまりに入ってみたり・・・楽しみ
を見つけながら保育園へ登園。未だに別
れ際には涙目の双子です。

● 7：30　子供たちと共に家を出発

私は主に、私たちの生活に不可欠な電気の安定供給のため、電気の生
産地域に対する交付金の執行業務を行っています。今日は、事業が終了
し実績報告のあった案件について、書類のチェックを行い、交付金額を
確定させる業務を行います。

● 8：30　登庁

今後考えられている事業についてお話を伺いました。その他、申請書等
の受付手続きや電話での問い合わせ対応等を行います。

● 13：30　自治体担当者の方が来局

まずは長男を学童保育からピックアップ。そのまま、双子の保育園のお
迎えへ。帰り道は今日の出来事の報告で話に花が咲きます。

子供たちの歯磨き、小学校の宿題チェック、食器洗い、洗濯など怒涛の時
間です・・・

● 16：45　退庁

● 17：30　帰宅
子供たちの話を聞きつつ、夕食の準備などを進めます

● 20：00　家事など

● 18：30　子供たちとお風呂、夕食

● 21：00　絵本タイム
　　　　　  子供たちの寝かしつけ

● 21：30　夫帰宅

● 22：00　保育園準備など

● 23：30　就寝

在宅勤務

妻の出産休暇

育児参加休暇

子の看護休暇

育児休業 育児時間

フレックスタイム制

【これまでに使用した制度】

在宅勤務子の看護休暇

育児休業

通勤緩和 産前・産後休暇

育児時間

フレックスタイム制

送り迎えも貴重な
親子の時間です
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