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サポートします!! 地域経済
～広域関東圏から日本を元気に～

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
　関東経済産業局は、全国８箇所に設置されている経済産業省の地方ブロック機関の１つであり、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)を行政の区域

にしています。

　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、成長産業

の創出や育成、起業・創業の促進、中小企業の経営力強化や取引の適正化、地域資源の活用による稼ぐ力の強化、地

域の特性に応じた産業振興とまちづくり、地域エネルギーの振興やエネルギーの安定供給、消費者が安全に暮らせ

る社会の実現などを目指し、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。

広域関東圏は世界をリードする新規産業の苗床
　首都圏を含む広域関東圏は、日本経済の約4割を占める経済圏です。その規模は、イギリスやフランスに次いで、

世界7位相当の経済規模を誇っています。

　ここには、世界トップレベルの科学技術・研究機能、高度な製造技術や専門知識を有する優秀な企業や人材が多

数存在しており、新産業や雇用を創出する「我が国最大の苗床」機能があります。 

　我が国経済の産業競争力強化や活性化を図るためには、この地域から、創業や新事業分野に果敢に挑むチャレ

ンジャーを、大勢排出していくことが鍵といえます。

管内の産業構造～広域関東圏は日本経済のほぼ４割～

　関東経済産業局のパンフレットをお手にとっていただき、本当にありがとうございます。

　突然ですが、冒頭に紹介したフレーズは、昨年当局で策定をしたスローガンです。経済産

業省は、国富の拡大とエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保をミッションとしてい

ます。弊局は、そのブロック機関として、管轄地域である広域関東圏において、地域企業の稼

ぐ力の向上、イノベーションの創出、事業環境の整備、適正取引の推進、エネルギーの安定

供給等の業務を通じて、地域経済の活性化や健全な発展に取り組んでいます。職員一同、自

らの取り組みが日本を元気にすることと信じて、日々業務を行っているところです。

　皆さん、国家公務員にはどういうイメージをお持ちですか？オフィスの中で事務作業を

行い、関係者と調整を行う、そんなイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。弊

局の特徴の一つは、「現場感」をとても大事にしていることです。職員が率先して地域の現

場に足を運び、企業の方が抱えている課題を見つけ、それを政策に繋げていきます。もう一

つ大切にしていることが、「連携」です。局内各課の横の連携はもとより、地方自治体の産業

振興部署や金融機関等の様々な外部機関とも密接に連携して、業務に取り組んでいること

も、特徴としてあげられます。

　また、仕事をするうえでは、働く環境も大切ですよね。「風通しの良さ」とよく言っていま

すが、弊局は若い世代でも自分の意見を自由に発言できるオープンな雰囲気があります。

そのほか、月一休暇や週一定時退庁を推進しており、テレワークやフレックス制度等、多様

な働き方に対する様々な支援制度も充実し、実際に活用されている職員も多数おります。

　本パンフレットには、弊局の魅力を詰め込んだ様々なコンテンツをご用意しています。是

非ご一読いただき、少しでも弊局の業務に興味を持っていただけると嬉しいです。私たちと

共に地域経済の未来絵図を一緒に創りあげてみませんか。

（内閣府「平成28年度県民経済計算」「米ドル表示の県内総生産の国際比較」、108.37円/ドル）

（内閣府「平成28年度県民経済計算」）
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第3次産業（兆円）

第2次産業（兆円）

第1次産業（兆円）

県内総生産（兆円）

就業人口（万人）

世帯数（万世帯）

面積（㎢）

人口（千人）

39.1％

管内経済の主な指標

面積：国土地理院「令和2年全国都道府県市区町村別面積調」／人口、世帯数、就
業人口：総務省「平成２8年国勢調査」／県内総生産：内閣府「平成28年度県民経済
計算（名目）」／事業所数、卸売業年間商品販売額、小売業年間商品販売額：総務省
「平成28年経済センサス－活動調査」／製造品出荷額等：経済産業省「平成29年
工業統計調査」／特許出願件数：特許庁「特許行政年次報告書2020年版」／乗用
車登録台数（2019年）：日本自動車販売協会連合会・全国軽自動車協会連合会

総務企画部総務課長 小澤 元樹

Kanto Bureau of Economy,Trade and Industry

※管内総生産：管内1都10県の県内総生産の合計
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組織図

職員からのメッセージ

注目トピックスの紹介

期待のNewFace紹介

キャリアパスを振り返って

関東経済産業局の枠を超えて

技術系職員の活躍

職員の１日に密着

人材育成と能力開発

ワークライフバランス

よくある質問

○2016年度管内総生産※は250.3兆円(全国比45.5%)。

○海外諸国との比較では、イギリスやフランスに次いで、7位相当の経済規模。（為替レート108.37円/ドル）

○その他指標も、管内経済は全国の4割程度を示すものが多いです。

1 2
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総務企画部 地域経済部 産業部

局の所掌事務に関する総合調整、事務能率の
増進、職員の人事研修

地域政策等に関する基本的な政策の企画及び
立案並びに推進

経費及び収入の予算・決算、行政財産の管理、物品
の調達、福利厚生

防災に関する事務

企画調査課

会計課

地域の国際交流の促進、対内・対外投資の促進、輸
出入の促進

国際課

電気・ガス事業の監査

電力・ガス取引監視室

総務課

政策評価、広報、局の情報化の推進、情報シス
テム整備・管理

情報公開に関する事務

情報公開推進室

地域経済動向の調査・分析、生産動態統計等の
調査・解析

経済調査室

政策評価広報課

部の事務の総合調整、商工会議所の指導・監督

産業立地の推進、工業用水等インフラの整備

中小企業の人材確保支援、ダイバーシティ経営の普
及促進
社会課題解決、SDGs

競争紛争の通報処理、競争政策

企業立地支援課

社会・人材政策課

技術基盤の向上支援、技術開発の環境整備
産学官連携、オープンイノベーションの促進
創業・ベンチャー企業の支援
JISマーク表示制度の適正運用（工業標準化
法）に関すること

地域の自治体・産業支援機関との連携による
企業等支援

情報関連産業の振興、デジタル技術の利用促進

デジタル経済課

次世代産業の振興

地域金融機関と連携した中小企業の経営力強
化支援

知財活用の普及促進

ヘルスケア産業の振興

地域未来投資促進法等の活用を通じた企業支援

地域経済課

消費税の転嫁に係る取引上の相談

部の事務の総合調整、競輪・オートレースの指
導・監督

アルコール事業に関する事務

信用保証に関する検査

当省所管の法律や製品に関する消費者トラブ
ル等に対する助言

中心市街地の活性化、中小小売商業・商店街の振興
商業振興室

大規模小売店舗立地法の相談
大規模小売店舗立地法相談室

航空宇宙・自動車産業の振興

商品先物取引に関する検査

消費生活用製品等の安全確保

産業振興課
部の事務の総合調整
地域のエネルギー・温暖化対策の推進

地域における新たなエネルギー産業や雇用の
創出による地域活性化に関すること

エネルギーに関する広報
総合エネルギー広報室

地域エネルギー振興室

資源エネルギー環境課

リサイクル（容器包装・家電・自動車）の推進、公害防
止等環境の保全

環境・リサイクル課

省エネルギーの推進

省エネルギー対策課

新エネルギー導入促進

新エネルギー対策課

石油製品の流通の改善及び調整・指導、鉱業権の出
願・登録、鉱山及び採石、砂利採取に関する事業の
指導

資源・燃料課

ガス市場の整備、ガス事業の運営の調整、ガスに関す
る調査・統計

ガス事業課

電気事業に関する許可・届出、自家用発電所に関す
る調査・統計、電源立地地域の振興

電力事業課

消費者取引の適正化（特定商取引法に関する
こと）

消費経済課

中小企業の相談
中小企業相談室

中小企業の施策普及・支援機関の認定等・経営
力向上等の支援

中小企業課

消費税の転嫁に係る取引上の相談
消費税転嫁対策室

地域ブランドの展開支援
地域ブランド展開支援室

下請事業者等の振興、取引適正化、官公需支援

適正取引推進課

消費者取引の適正化（割賦販売法に関すること）

商務・取引信用課

生活・機械・基礎産業の振興、化学物質等の規制

製造産業課

流通業務効率化に関する業務
サービス産業の振興、コミュニティビジネス創
出育成支援
新連携支援事業

流通・サービス産業課

中小企業の金融、再生支援

中小企業金融課

中小企業の組織化、中小企業の経営支援、小
規模企業振興

経営支援課

地域における企業の成長支援

資源エネルギ ー 環 境 部

東京通商事務所

事務所

関東経済産業局の組織
令和2年11月1日現在 ～地域経済産業の発展、資源エネルギーの安定的・効率的な供給の確保に向けて～

職員数：334名

男性：236名

女性：  98名

事務官：271名

技　官：  63名

Organization Chart Organization Chart

地域振興課

次世代産業課

産業技術革新課

危機管理・災害対策室

輸出の許可・承認、輸入の承認・事前確認・割当

横浜通商事務所
輸出の許可・承認、輸入の承認・事前確認・割当

アルコール室

中小企業金融検査室

消費者相談室

航空宇宙・自動車産業室

商品取引室

製品安全室

競争環境整備室

金融連携推進室

知的財産室

ヘルスケア産業室

地域未来投資促進室

消費税転嫁対策室

地域企業支援室



（平成19年度採用　経済産業事務官）富澤 昌希
総務企画部　経済調査室　係長

総務企画部　経済調査室 Message from
the Staff

職員からのメッセージ
関東経済産業局で扱う業務は多岐にわたります。今回は幅広い分野の中から４つの課室で働く職員を紹介します。

Message from the Staff Message from the Staff

01

定例記者会見
「管内の経済動向」の公表
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　「統計」と聞いてどういうイメージを持ちますか？ニュース等でGDPが～、完

全失業率は～、と見ても右から左に流していませんか？私が働く経済調査室で

は、関東地域の生産や消費動向などの統計データを作成・分析し、記者の皆さ

まに向けて毎月公表しています。また、地域企業の皆さまに直接お話を伺い、統

計だけでは捉えられない足下の動きを把握することで、統計データと現場の生

の声を組み合わせながら政策立案・展開に

役立てています。データを的確に扱うだけ

ではなく、現場の感覚を常に取り入れてい

くことが当局の強み・役割だと考え、業務に

取り組んでいます。

　余談ですが皆さんにとって身近なデータ

を１つ。民間の調査会社が発表した2021

年卒の大卒求人倍率は1.53倍となってい

ます。就職を希望する学生1人に対して1.5

人分の就職先があるということですね。例

えばこれを従業員規模別や業種別でみる

とどのような傾向があるでしょうか。気に

なった方は調べてみてください。皆さんの

感覚と一致していますか？

Message

　当局が扱う業務は幅広く、さらに時代に応じて業
務・組織も大きく変化しています。日々 是勉強で大変
なところもありますが、好奇心旺盛で意欲ある皆さんと
一緒に働けることを楽しみにしています！

（平成27年度採用　経済産業事務官）川田 瑞穂
産業部　中小企業課　係長

産業部　中小企業課 Message from
the Staff03

　「事業継続力強化計画」の認定業務を担当しております。これは企業の防災・

減災に関わる認定制度で、令和元年7月から始まった新しい認定制度です。毎

年のように台風や地震などの被害が報道されており、皆さんも災害について考

える機会があったのではないかと思います。実際に台風や地震で停電が発生

し、生産が止まる企業が出るなど、災害は企業に大きな影響を与えている一

方、対策ができている企業は非常に少ないことが課題になっています。企業に

とっては売上に繋がるものではないので災害の備えは後回しになりがちです。

しかし対策がおろそかになると従業員

の方の命にも関わる事態にもなりかね

ず、とても大切な制度であると感じてお

ります。

　これまで、当局管内では5,582件の認

定を行いました（令和2年9月末時点）。よ

り多くの企業に防災・減災について考え

てもらうため、単純に制度を広めるだけ

ではなくて、どうしたら取り組みやすい

制度になるのか日々考えながら業務に

励んでおります。

Message

　国の機関として大きな政策に関わりながらも、企業
や自治体など様 な々方と直接お話をして繋がりを持て
るところが大きな魅力だと感じています。皆さんと一緒
に働くことを楽しみにしております。

（平成26年度採用　経済産業事務官）大澤 宏夢
資源エネルギー環境部　ガス事業課　係長

資源エネルギー環境部　ガス事業課 Message from
the Staff04

　皆さんは、現在自由にガス会社を選択できるようになっていることをご存じ

でしょうか？ 2017年4月にガスの小売全面自由化がスタートして以来、多く

の事業者がガス業界に参入し、競争が盛んに行われております。そのような中、

当課ではガス使用者の利益保護やガス事業の健全な発達を図るため、「ガス事

業法」に基づく許認可や登録、立入検査等の法執行業務を実施しております。法

律の解釈や諸手続には難しい面もありますが、事業者の方に対しては解りやす

い説明を心がけております。

　また、ガス事業者の安定経営に向けた

業務効率化や新規事業等の取組を支援す

るために、先進事例の収集やシンポジウ

ムでの情報提供等にも取り組んでおりま

す。当課としても、RPA（Robotic Process 

Automation）の導入を試験的に進め、定

型的かつ多量な事務作業の自動化による

業務効率化にも取り組み始めました。

　ガス事業者がこれからも皆様のもとに

安定したガス供給を行うことができるよ

う、着実かつ丁寧に業務に取り組んでまい

りたいと思います。

Message

　当局の業務は本当に様 な々人や分野と関わるこ
とができ、“新しく何かに挑戦すること、人と話すことが
好きな方”に特に向いている職場だと感じています。
皆様と共に働けることを楽しみにしております！

（平成21年度採用　経済産業事務官）中村 慧
地域経済部　産業技術革新課　係長

地域経済部　産業技術革新課 Message from
the Staff02

オンラインプラットフォームOIMS

　地域の中小企業が社外の組織と連携して、農業・防災分野などの新規事業に

取り組むというドラマのような話、ワクワクしませんか？「コロナ禍でもイノ

ベーションを止めない！」と前向きで熱量の高い地域企業と他企業を結びつけ、

組織の枠を超えて新しい価値を生み出す「オープンイノベーション（OI）」に挑

戦する事例を発信し、次々と仕掛けていくことが私のミッションです。

　例えば、他省庁や関係機関と協働して、地域企業・スタートアップ・大手企業・

海外企業等を引き合わせるマッチング事業や、企業の外部連携ニーズを発信す

るWebサイト（OIMS）の運営により、より多くのOIを後押しする取組を局独自

で行っています。

　毎日、企業・支援機関や知財専門家も含めて、様々なプレーヤーと顔の見え

る関係を構築しお話しています。日々、刺激を受けコラボしながら、現場に近い

当局だからこそで

きる新しいワクワク

する仕掛けを企画

立案し、チームで実

行しています！

Message

　当局は幅広い組織や業種の方とお会いでき、若
手から多くの挑戦ができる職場です。私自身、就職の
決め手は先輩方の「人の魅力」でした。ぜひ当局職
員とお話してみてください。一番面白い仕事ができる
フィールドを見つけられるよう応援しています！

ガスホルダー

事業継続力強化計画認定ロゴ



2020年度に入局した新規採用職員も、既に各所属先で活躍をしています。
今回は、４人の若手職員を紹介します。

期待のNew Face紹介 .どんな業務をしていますか？

.志望理由を教えてください。

.受験生へのメッセージをお願いします。

当局内外の連絡調整業務
など課内の業務が円滑に
進められるような環境づ
くりを行うとともに、金融
機関と連携した企業支援
体制の強化に携わってい
ます。

業務の幅がとても広く、好奇心旺盛な方にはぴったりだと思いま
す!みなさんと一緒に働けることを楽しみにしています!

地方出身ということもあ
り、何か地方に貢献できる
ような仕事がしたいと
思っていたところ、地域経済活性化という視点から国の経済全体
を盛り上げることのできる仕事内容に魅力を感じました。また、職
場の雰囲気や説明会での職員の方々の温かさからココで働きた
いと思い志望しました。

Introduction of Hot Topics New Face Introduction

Recruitment Brochure7 Recruitment Brochure 8

注目トピックスの紹介
関東経済産業局のなかでも、一番HOTな業務として、
企業支援の最前線で活躍をしている、地域企業支援室を紹介します。

（経済産業事務官）
船瀬 正光

総務企画部
企画調査課

New Face
Introduction01

当室では地域固有の魅力
的な資源を活用した商品
開発や販路開拓のため、
認定や補助金の執行業務
を行っています。その中で、
私は室内の取りまとめを
行う総括を担いながら、補
助金業務に携わっています。

企業支援ができるというのはもちろん、風通しの良い環境で様々
な業務に携わりたい方は、特にやりがいをもって働ける職場だと
思います。

企業や自治体の声を拾い
ながら支援に携われるこ
と、政策にも反映できることを知り、興味を持ちました。説明会で
は、職員の方が局で行う政策や事例について活き活きと語られ
ていて、ここで働きたい!と強く思ったことを覚えています。

（経済産業事務官）
千ケ﨑 潤美

産業部
地域ブランド展開支援室

New Face
Introduction03

地域経済部の総括担当と
して、部内への作業依頼
や部全体の総合調整など
を行っています。業務を通
じ、様々な課室の取り組
みを知り、関わり合うこと
ができるのが魅力です。

関東経済産業局は、やりがいのある仕事、また接しやすい上司の
方々に囲まれた風通しの良い職場だと思います。是非少しでも興
味を持った方は、業務説明会や官庁訪問等に積極的に参加して
みてください!

国という大きな視点を持
ちつつも、経済活性化の
ため現場と関わり合いな
がら業務ができる点に大きな魅力を感じました。また、参加した
説明会での職員の方々の人柄にも惹かれ志望しました。

（経済産業事務官）
徳永 日向子

地域経済部
地域経済課

New Face
Introduction02

室内の総括業務と地域
エネルギーに係る振興業
務を担当しています。日々、
自治体や事業者と意見交
換や情報交換を積極的
に進めています。

地域と経済産業本省との間を繋ぐ、つまり現場の生声や状況を本
省に伝え、場合によっては新しい政策として本省に打ち込むこと
もできます。国の立場でありながら、現場と直接関わることができ
る場所です。みなさんと一緒に働けることを楽しみにしています。

私は大学での研究を通し
て、科学技術とその技術
の普及の面に興味を持ち
説明会に参加したのです
が、説明会においてお話をした職員の方全員が明るく、職場の雰
囲気にも惹かれたため、官庁訪問しようと思いました。

（経済産業技官）
椎名 猛

資源エネルギー環境部
地域エネルギー振興室

New Face
Introduction04

A1

A2

A3

A1

A2

A3

A1

A2

A3

A1

A2

A3

地域経済部　地域振興課　地域企業支援室 Introduction of Hot Topics

～地域の「稼ぐ力」の向上を目指して～
関東経済産業局では、令和元年6月より、官民合同企業支援チームを発足し、地域の企業に対して伴走型で支
援を行う取り組みを始めています。

地域企業支援室ではどういう業務を行っているのでしょうか。

当室の支援の特徴は、「対話と傾聴」を通じて、経営者の方に本質
的な経営課題に気づいていただき、企業が主体となった課題解決

への動機付けを行うことにあります。企業支援というと、どうしても目
先の課題に対する支援策の紹介に留まってしまうことが多いのです
が、当室では、一つの企業を繰り返し訪問して、企業の皆さんが当事者
意識をもって課題解決に取り組めるように様々なサポートを行ってい
ます。当局の職員だけでなく、民間のコンサルタントの方と一緒に支援
を行っている点も特徴ですね。

発足にあたって参考にした取り組みはあるのでしょうか。

2011年に発生した東日本大震災による原発事故で被災した福
島の中小企業の事業再開を支援した「福島相双復興推進機構」の

取り組みを参考にしました。同機構は、被災事業者を個別に繰り返し訪
問し、被災事業者に寄り添った支援を行っています。

もう少し日々の業務について詳しく教えてください。

職員と民間コンサルタントの方がペアとなり、2週間に1回程度の
頻度で同じ企業を訪問し、社長をはじめ経営陣や担当社員の方々

へのインタビューや、工場内のものづくりの現場の調査などを行いなが

事業者の反応はどうですか。
「ここまで踏み込んだ支援は受けたことがない。」「従業員に
までインタビューしてもらい、自分に見えていなかった課題

に気づくことができた。」などと感謝のお言葉を頂くことがありま
す。そのような時には当局職員として非常にやりがいを感じます。

最後に今後の展望を教えてください。
このノウハウを広く活用してもらうため、他の地方経済産業
局職員への研修や、管内の自治体、金融機関、支援機関（中

小企業診断士等）の担当者向け説明会などを実施しています。

ら、企業の課題を分析することが業務の中心となります。訪問前
後には企業情報の確認や、前回の訪問結果を踏まえた次回イン
タビュー項目やプレゼン資料の作成などの準備をしています。
財務、経理、生産、調達、品質、情報システム、人事など、幅広く経
営の実態を知ることができる「伴走型支援」は職員にとっても勉
強し甲斐のある業務と感じています。

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

・「対話と傾聴」を通じ本質的経営課題を特定
・課題への気づきを得た経営者や社員本人は納得
感と当事者意識をもって課題解決に対応

官民チームによる伴走型支援

【伴走支援によるアプローチ（課題設定型）】

【従来型のアプローチ（課題解決型）】
・目先の課題に対する補助金等の支援策紹介
・企業は支援側からの一方的な提案に受動的に対応

Q1
Q2
Q3



関東経済産業局では、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、
外部機関での仕事を経験できます。今回は当局の枠を超えて活躍する職員を3名紹介します。

関東経済産業局の枠を超えて

Looking Back on Career Path Temporary Transfer

Recruitment Brochure9 Recruitment Brochure 10

キャリアパスを振り返って
関東経済産業局では、2～3年おきに人事異動があり、様々な分野で幅広い仕事を経験することができます。
今回は2人の職員に自身のキャリアパスを振り返ってもらいました。

市原市　都市戦略部　部長産業部　地域ブランド展開推進室　室長

坂口 伸 （平成７年度採用　経済産業事務官） 渡邉 智彦（平成７年度採用　経済産業事務官）

平成  7年  4月　入局（商工部通商課）
平成12年10月　産業振興部商務・サービス産業課
平成14年  4月　資源エネルギー庁電力ガス事業部電力基盤整備課
平成16年  4月　総務企画部総務課広報室
平成17年10月　資源エネルギー環境部環境・リサイクル課
平成19年  7月　米国留学（シラキュース大学）
平成20年  5月　経済産業省商務情報政策局情報通信機器課
平成22年  6月　地域経済部情報政策課
平成24年  4月　独立行政法人情報処理推進機構
平成27年  4月　地域経済部次世代産業課
平成31年  4月　地域経済部地域経済課
令和  2年  4月　産業部経営支援課地域ブランド展開支援室長（現職）

経歴 ※一部抜粋

　日本では少子高齢化の進展によって、生産年齢人口の減少や国内市場の縮小が避けられませんので、海

外市場の旺盛な需要を獲得することは、日本企業の成長にとって不可欠です。

　私のキャリアにおいては、海外留学を機に日本の海外での立ち位置を強く意識するようになり、その後、

日本企業の海外展開支援に多く携わらせてもらいました。

　海外展開支援と一口に言っても経済産業省における業務は非常に幅広く、私の例ですと、情報通信機器

課では、WTO（世界貿易機構）をとおした通商紛争手続き、次世代産業課では、日本製医療機器の海外展開

のほか、IPA（情報処理推

進機構）に出向した際に

は、日本の情報処理技術

者試験のアジア展開をと

おしたアジアの優秀なIT

人材の確保などについて

担当しました。現在は、EC（電子商取引）、クラウドファンディングといった

ITを活用した製品開発や新規販路開拓等を支援しています。このような

幅広い業務を経験できることが経済産業省の魅力かと思います。

　最後に、地方局ならではの醍醐味をお伝えしますと、地域の様々な企業

の社長さんや担当者の方と、どちらが上も下もなく、世界を相手に勝ち抜

くために何をすべきかといったことを熱く議論できることだと思っていま

す。私のキャリアの中でも非常に大切な経験であり、今後もこの経験を活

かしていきたいと思っています。皆さんも一緒に経験してみませんか。

Looking Back on
Career Path01 Temporary

Transfer01

総務企画部　政策評価広報課　課長補佐

北城 飛鳥（平成9年度採用　経済産業事務官）

経歴

　当局は“現場主義”が徹底しています。これまでの業務は、「企画系」といわれる、比較的自由な発想で中小

企業支援に取り組めるポストが多く、上司や同僚の支えもあって、割と自由に仕事をしてきました。その際、

多くの中小・ベンチャー企業、専門家、支援機関等の方々から様々なご知見・ご示唆を頂きながら、業務を進

めることを心掛けてきました。

　印象に残っている業務は、情報政策課と次世代・情報産業課での業務です。前者では、IoT・AIの活用によ

る中小企業の付加価値向上、後者ではヘルスケアベンチャーを活用した自治体の課題解決支援に向けて、

様々なイベントを実施しました。業務を通じて、業種特性を踏まえたスピード感のある対応や、規制・商慣習・

多様なプレイヤーの利害

関係を丁寧に紐解くこと

の重要性を学ぶことがで

きたと感じています。

　異動する度に新たな気

づきがあることは、多様な業務を扱う当局の醍醐味です。勉強が必要です

が、自身の貴重な財産になりますし、何より飽きずに業務に取り組むこと

ができます。また、局外の組織で仕事をする機会があることも、これまでに

ない視座が得られる大切な機会だと思っています。私自身、出向時の外国

組織とのやりとりを通じて、仕事の仕方を見直するきっかけを得ることが

できました。

　変化を楽しむことができる方にとって、当局は魅力的な職場だと思いま

す。ぜひ、現場で一緒に変化を楽しみましょう。

Looking Back on
Career Path02

平成  9年  4月　入局（商工部技術振興課）
平成14年  4月　経済産業省商務情報政策局取引信用課
平成16年  6月　総務企画部調査課
平成18年10月　財団法人交流協会
平成21年10月　総務企画部企画課
平成24年  4月　育児休業
平成25年  4月　地域経済部情報政策課
平成30年  4月　総務企画部企画調査課
平成31年  4月　地域経済部次世代・情報産業課
令和  2年  4月　総務企画部政策評価広報課（現職）

　市原市は、国内有数のコンビナート群や、水と緑の豊かな美しい里山が特徴の都市です。人口は

約27万人、面積は千葉県内1位の広さです。製造品出荷額全国4位の工業を始め、農業、ベットタウ

ンといった多様な魅力があります。私が出向している都市戦略部では「まちづくり」という大きな観

点から、人口流出や子育て支援、教育などの地域課題にアプローチしていきます。「まちづくり」は中

長期の政策であり、10年先を考えて、新しいまちの姿を考え

る仕事は、やりがいとワクワク感があります。これからの「ま

ちづくり」には、民間企業の力を活用する公民連携が重要で

あり、経産局同様、多くの企業と対話をしながら仕事をして

います。一方、自治体では直接的に市民の意見も聞きなが

ら政策立案や実行をする必要もあります。市民ひとりひとり

と向き合いながら仕事をするという自治体ならでは経験を

今後のキャリアに生かしていきたいと思っています。

通商政策局　アジア大洋州課南西アジア室　係長

梅村 知史（平成17年度採用　経済産業事務官）

Temporary
Transfer02

　現在、私は経済産業本省通商政策局の南西アジア室に関東経済産業局より出向しており、イン

ドを中心とした南西アジア各国の通商・産業省庁と主に日系企業の投資を中心とした議題にか

かる交渉の担当をしております。日本に住んでいると当該地域の国々はあまり縁がなく、その魅

力が伝わりにくいことが多いですが、通商政策においては、その人口の多さや地政学上の観点よ

り、米中のプラットフォーマーが狙っているような世界中で非常に注目されている市場です。関東

経済産業局は外部の組織への出向や研修を通じて、そこから柔軟な発想を求め、外からの知見

を取り入れ進化し続ける常に感度の高い職場であることより、今後10年後以降の将来を考えた

上で、この市場を知っておくことは一都十県の中小・ベンチャー・スタートアップを支援する上で

非常に大きな財産になっています。

産業技術総合研究所　地域・中小企業室（兼）関東地域室

岡安 祐佳（平成28年度採用　経済産業技官）

Temporary
Transfer03

　産総研は『社会の中で、社会のために』の理念のもと、研究開発などの業務に総合的に取り組む

国立研究開発法人です。私の所属する地域連携部では、中小企業・中堅企業と産総研研究者との

連携のコーディネートや技術相談への対応などを行なっています。企業を技術面から支援するた

め、最新の技術や研究成果を学ぶのは大変なこともありますが、専門知識の豊富な産総研の方々

に助けて頂きながら、業務経験を積んでいます。周囲の方に気軽に相談できる職場環境は、関東

局ととても似ていると思います。最先端の研究現場への訪問や製品開発の検討会への参加など、

研究機関への出向ならではの経験は局に戻ってからも業務に活かせると感じています。このよう

な貴重な機会を得られることも、局の魅力のひとつです。

市民とのまちづくりワークショップの様子



職員が実際にどんな１日を過ごしているのか、職員の１日を紹介します！

職員の１日に密着

Active in Various Fields Coherence
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技術系職員の活躍
関東経済産業局では、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。

地域経済部　デジタル経済課　係長

小川 拓真（平成24年度採用　経済産業技官）

吉岡 哲平（平成25年度採用　経済産業事務官）

Active in
Various Fields01

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。

関東東方産業保安監督部　鉱害防止課　係長

野澤 亮一郎（平成21年度採用　経済産業技官）

Active in
Various Fields02

資源エネルギー環境部・本省・総務企画部を経て現在5ポ

スト目ですが、どのポストでも、民間企業・自治体等の多様

なプレイヤーとの関わりを実感しています。その中で、地域

振興課は地域企業を支える自治体・支援機関をターゲット

に産業支援機能高度化を図っています。

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？

私は大学で電気回路や発電の仕組み、プログラミングなどを勉強していま
した。エネルギー関係の部署にいたときは、法律に基づく認定を行う際に
電気系統図を確認する事もあり、大学での知識が大変役にたちました。
現在は、中小企業にAI/IoT、ロボットといったデジタル技術を導入し、新ビ
ジネスを創出する支援などを行っておりますが、このコア技術を理解する
ための基本的な知識でも大学で学んだことが役立っています。

Q1

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？

経済産業局は、現場と政策の両方に携わることが出来る職場ですので、技
官を目指す人であれば働き甲斐があると思います。
実際に私は各地域の中小企業を訪問する中で、デジタル活用の進め方が
分からないという声を多く聞いたので、成功している企業の進め方をまと
めた事例集やチェックリストを作成しました。デジタル技術のノウハウと
自分で作成したツールを使って企業支援を行っているので、毎日楽しみな
がら仕事をしています。

日本にも金属・非金属、石灰石、石油・天然ガス等の資源を採掘している鉱山は
多数存在します。鉱山から排出される有害物質を含む坑廃水や粉じん等による
鉱害を防止し、国民の健康の保護と生活環境の保全のため、法律に基づく届出
の受理、許認可等の事務処理、現場での検査等の業務を行っています。
社会的に必要不可欠で非常に重要な仕事をしているところに、誇りとやりがい
を感じています。
定期的なスパンで異動もありますが、どの部署においても理系の考え方や見解
が活きる場面は多々あり、活躍の場は幅広いです。
職場でのミッション、事業者からの様々な相談等に対し、臨機応変な対応が求
められます。
日々、大変さはありますが、楽しさも感じながら仕事をしています。

Q2

理系の受験生に向けてメッセージをお願いします！

皆さんは国家公務員になって、どんなことにチャレンジしたいですか？
是非、自身の中にある熱い想いを最優先にして、悔いのない就職をしてく
ださい。その想いの先で一緒に仕事ができることを楽しみにしています！

Q3

地域経済部　地域振興課　係長

業務開始時間までニュースのチェックや朝活として近所をジョギングする
ことも。今日の午前中はテレワーク勤務なので朝は時間的余裕があります。

◀起床6：00

出張先でご当地グルメを買って帰るのも醍醐味です。
◀出張後19：00

某自治体商工部門担当者と対面打合せ。改めて先方のお悩み内容を確認
し、午前中の課内における議論を踏まえて先方に支援策を提案。次回は、
自治体の事業者支援体制構築のために事業承継専門家の紹介や、政策立
案に活用できるデータ分析に関する勉強会を実施することとなりました。

◀出張15：00

◀昼食・移動12：00

午後の出張に向けて課内でオンライン打合せ。この日は、先日訪問した、
事業者支援施策立案に悩みを抱える自治体担当者に対し、当局の数ある
施策や専門家等ネットワークの中から何を提案すれば良いかを話し合い
ました。自由な意見交換を通じて多くの知見をインプットします。

◀課内オンライン打合せ10：00

◀業務開始9：00

業務外

この日時は同僚と山梨県に日帰り旅行を
しました。ほうとうを食べ、温泉に入り、ゴー
カートで遊ぶ、自由気ままな男旅でした。ま
た私はゴルフが好きなので職場内外のゴ
ルフメンバーとゴルフをすることも。一日中
寝る日もあります。

大西 美帆（平成31年度採用　経済産業技官）

私は省エネルギー対策課で、事業者から提出される定期報

告書（年間エネルギー使用量の報告）の審査や、現地調査・

指導等の法執行業務を行っています。事業者とのやり取り

が多いので大変ですが、とてもやりがいがあります。

資源エネルギー環境部　省エネルギー対策課　係員

家が遠いので登庁日は朝が早いです。移動時間は勉強や好きなことの時
間に使っています。

◀起床5：30

通常18時前後に退庁しています。
◀退庁18：00

省エネがなかなか進まない事業者からのご相談を受けました。以前は来
局いただいていましたが、現在はリモートで行っています。実際に事業者
の方の声を聞けるので、勉強になります。

◀事業者対応13：00

◀昼休憩12：00

提出された申請書を基に、課内で決裁を行う準備をします。作業をしつつ、
合間に掛かってくる事業者からの問合せにも対応します。

◀申請書の確認9：00

◀業務開始8：00

定期報告書の審査を行います。関東局に提出される定期報告書は5,000
件超あるため、班内で効率の良い方法を模索しながら進めています。若手
でも意見の出しやすい環境です。

◀報告書審査15：00

業務外

休日は、好きな映画や海外ドラマを観たり、
友人と遊びに行ったりしています。
まとまった休みが取れる場合は旅行に行
くこともあります。写真は姉とアメリカに
行った時のものです。
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局の人材育成プログラム 新人職員向け研修メニューの一例

目標人材像

様々な知識・経験の蓄積に
より、多様化する業務に対応
する

係員新人職員 係長 補佐 管理職

民間派遣研修（再掲）

伴走型支援研修（再掲）

福島・第一原発見学研修・被災地支援報告会

多様なテーマによるフォーラム、BBL、自主勉強会

海外留学

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つけ
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。

Training System Training System

人材育成と能力開発
関東経済産業局では、職員の人材育成・能力開発のため、様々な研修制度を実施しており、地域経済産業政策のプロとして
成長していくことを目指しています。ここでは職員に求める人物像と、研修制度の概要を紹介します。

（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）

新人研修 2年目研修 係長研修 課長補佐研修

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

管理職研修
階層別研修

現場主義・
東日本3局
合同研修

局全体の力を高めるマネジ
メント力／リーダーシップ
を身につける

OJT 先輩と語る（技能・経験の伝承）

幹部フォーラム（知見・経験の伝承）

コーチング研修（トレーナー）

ワークライフバランス研修・業務効率化研修（定時で帰るチーム術）

メンタルヘルス研修

アンガーマネジメント研修

総括補佐研修

新任管理職・管理職研修

ワークライフバランス研修
（育児・介護職員等マネジメント）

・業務効率化研修

アンガーマジメント研修
（マネジメント的観点）

幹部フォーラム（マネジメント的観点）

マネジメント型コーチング研修
心構え

スキル

現場感覚

国際感覚

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

幅広い視野や様々な知識を
身につけ課題に対応する

政策立案研修

民間派遣研修

伴走型支援研修

英語力向上支援（TOEIC試験）

簿記・企業財務・英語・業務効率化研修（PCスキル等）・RPA・クレーム対応

ITリテラシー、プレゼン資料作成、データ分析

政策分野別専門研修（本省主催）

広報研修

危機管理広報研修

予算・会計・
税・法律・

国会

局内施策
説明研修

全体構想

政策ツール

発信力

ベーススキル

専門性

現場感覚

現場主義実践研修
入局１年目職員等を対象に、企業情報の収集・調査分析力を習得するための第一歩として、
当局管内の地域企業を取り巻く状況や基盤技術に係る基礎知識を習得するとともに、実際
に企業を訪問し、「生の声」を収集するノウハウを習得することを目的として実施しています。

トレーナー制度のご紹介

関東経済産業局では、一人一人の新入
職員に対し、育成の責任者としてト
レーナーを配置する「トレーナー制度」
を平成30年度から導入しています。
トレーナーは、配属課の先輩職員から
選定され、新入職員が早期に自立でき
るよう、マンツーマンで計画的な指導・
助言を行います。
また、期初には新入職員とトレーナー
とが話し合って目標を策定。期末に向
けて振り返りを行いつつ、目標達成を
一緒に目指します。
なお、新入職員の育成にあたっては、ト
レーナー以外にも配属課室の課長及
び総括補佐、配属部の筆頭総括補佐、
総務課が協力してサポートする体制を
整えています。

研修は「講義編」と「企業訪問編」に分けて実施されます。
「講義編」で学んだ基盤技術の基礎知識、企業訪問における留意点などを踏まえ、ヒア
リング項目を検討、「企業訪問編」での実践に臨みます。

係員・係長向け研修メニューの一例

民間企業派遣研修
入局5年目～8年目の職員を対象に、民間企業の経営理念や効果的な経営手法の実態に触れ、学ぶことにより、産業界の実態やニーズを理解
し、今後の経済産業政策に反映させていくことを目的として実施しています。

研修内容

研修内容（例）

事例

日付

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

曜日

金

月

火

水

木

研修内容

オリエンテーション、会社案内
社内勉強会（設計・開発）参加

営業同行  Ａ社、Ｂ社（◆◆市）
　　　　  Ｃ社、Ｄ社（△△区）

営業会議出席

現場研修（金型・機械加工）
〇〇社との商談参加

社長のかばん持ち（社長同行）
経営会議参加 

6日目

7日目

8日目

14日目

金

月

火

水

現場研修（プレス・板金加工）
社内勉強会（品質管理）参加
社内技術検討会

協力会社の工場見学

◎◎◎プロジェクト会議
顧客打ち合わせ同席

まとめ・振り返り
成果発表会

新入職員
（産業部A課
配属）

トレーナー

トレーナー トレーナー トレーナー

トレーナー トレーナー トレーナー

相談

配属課の先輩係長

目標達成状況を
ふまえ助言

育成方針の
相談・助言

指導・助言

産業部B課
総括補佐

A課長及び
総括補佐

総務課長、人事専門職

トレーナーサポート会議で
情報共有＆バックアップ

Ａ課：新入職員の配属課
Ｂ課：配属部の筆頭課
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Work Life Balance Work Life Balance

ワークライフバランス ～育児や介護と仕事の両立～
関東経済産業局では、ワークライフバランスの実現に向けて、様々な支援制度をご用意しています。
今回は、実際に制度を活用した職員の事例も交えてご紹介します。

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）

（平成28年度より実施） （平成27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。

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)

⑨フレックスタイム制

⑧在宅勤務（テレワーク）

【これまでに使用した制度】

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

　長男（5歳）と長女（1歳）がいるパパ職員です。2019年

11月、長女の出産にあたり、里帰り出産など色々な選択肢

を家族で検討した結果、自分が育休を取得することにしま

した。出産予定日10日ほど前から2ヶ月間、育児休業・特別

休暇等をいただくことができ、育児・家事に専念できまし

た。また、お休み時期の前後では、長男の保育園への送り迎

え等もあったので、時間単位の年次有給休暇や育児時間を

活用しました。限られた時間の中で仕事をこなすのは目が

回る思いで、育児と仕事の両立の大変さを実感すると共

に、妻や、世の中のパパ・ママへの尊敬の気持ちがより強い

ものとなりました。同じ部署の方々には色 と々ご協力いただ

いたので、自分もその恩返しが出来ればと思っています。最

近は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2日に1

回程度の割合で在宅勤務しており、感染症対策とワーク・ラ

イフ・バランスが実現できています。助け合いの雰囲気もあ

りますし、在宅でも業務できる環境が整っていて、働きやす

い職場です！

（平成19年度　経済産業事務官）西島 崇
産業部　航空宇宙・自動車産業室　係長

　地域ブランド展開支援室の木村です。現在3歳の男の子

と１歳の女の子の子育て真っ只中です。ともに産休育休合

わせて１年ずつ取得しました。当局は様々な制度があり、自

分に合った組み合わせで制度を活用することができるの

で、育休後も不安なく復職することができました。

　現在、私は昼休憩短縮制度、育児時間、テレワークを活用

しながら育児と仕事の両立をしています。特にテレワーク

の活用は、現在コロナ禍ということもあり、積極的に活用で

きる環境になったため大変助かっております。私の現在の

業務は海外展開向けの補助金を担当しており、外部の方と

関わることが多い仕事です。しかし、外部の方含め打ち合わ

せもオンラインで行うことができ、自宅にいながら職場と

変わらない環境で仕事を

することができています。

　子育てをしていると、自

分の予定通りに進まない

ことが多くあります。しかし

当局の雰囲気として子育

てしながら仕事をしてい

ることへの理解が深いた

め、安心して子育ても仕事

も取り組むことができてお

り、感謝しています。

（平成26年度　経済産業技官）木村 優
産業部　地域ブランド展開支援室　係長

経験者の

声

※現在、コロナ渦において、感染拡大防止のため、
より柔軟なテレワークを実施しております
（令和2年11月1日現在）。

【男の育休】
経済産業省では、男性職員が、子の出

生1年以内に通算30日以上の休暇・

休業を取得することを目標としてお

り、妻の出産休暇（配偶者の入院付添

など2日以内）、育児参加休暇（5日以

内）といった制度を御用意しています。
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Question & Answer Question & Answer

よくある質問
受験生の皆さんからよくいただく質問について、採用担当者がお答えします。

採用関係

人事関係

採用までの流れはどうなっていますか？Q

A

勤務条件関係

給与について教えてください。Q

A

最近の採用実績を教えて下さい。Q

A

採用の実績は、経済・経営学部出身者が多いのでしょうか。Q

A

試験区分

技術系

行政系

総数（うち女性）

令和2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

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

16人（6人）

11人

5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

※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。

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

経済・経営学部出身者は、例年2～3割程度です。文学部や法学部、工学部や理工学部、農学部等、幅広い学部の出身者を採用してお

り、出身学部によって有利・不利になることはありません。また、様々な研修制度を御用意していますので、入局後も、業務を行うにあ

たり必要な知識を身につけることができます。

初任給は以下のとおりです。そのほか、年に１回の昇給や各種手当が支給されます。

休暇について教えてください。Q

A 完全週休2日制です。そのほか、年次休暇や各種特別休暇も取得が可能です。

勤務時間は何時から何時ですか。Q

A ①8:30～17:15、②9:00～17:45、③9:30～18:15（いずれも休憩時間は12:00～13:00）の3つの出勤段階から選択してい

ただきます。また、育児や介護等のため、柔軟な働き方ができるよう、フレックス勤務や在宅勤務等の制度も御用意しています。

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。実際にどのようなキャリアパスを歩むかは、9ページをご参照ください。

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。事例については、10ページをご覧ください。

今後、説明会の予定はありますか。Q

A 随時説明会等の開催を予定しております。当局ホームページをご確認いただくか、以下アドレスまで必要情報をお送りいただければ、

各種イベント等の情報をメールで配信させていただきます。

E-MAIL：recruit-kanto@meti.go.jp
【必要情報】①登録するメールアドレス、②氏名（ふりがな）、③性別、④大学名（学年or既卒）⑤学部・学科、 ⑥電話番号（携帯可）
※件名は、「新規採用メールアドレス登録」としてください。
※個人情報については、採用活動以外では一切利用しません。

【給与】

209，530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。

【昇給・賞与】

昇給／年1回、賞与／期末手当、勤勉手当（ボーナス）

【諸手当】

扶養手当（子月額10,000円等）

住居手当（月額最高28,000円）

通勤手当（運賃等相当額（1箇月あたり最高55,000円）等）

期末手当、勤勉手当

【休日】

完全週休2日制（土曜日・日曜日）

祝日
年次休暇20日（4/1採用の場合初年度15日）

病気休暇

特別休暇（夏季・出産・忌引・ボランティア等）

介護休暇

育児休業

【休暇】

※現在、コロナ禍の時差出勤により、上記3段階によらない出勤をしています（令和2年11月1日現在）

勤務地はどこですか。Q

A 当局は埼玉県さいたま市にあります、さいたま新都心合同庁舎に所在しています（裏表紙の地図をご参照ください）。その他、東京と

横浜に通商事務所を有していますが、大多数の職員は合同庁舎にて勤務しています。

なお、経済産業省本省、地方公共団体、経済産業政策と関連のある機関等に出向する場合があります。

◆東京通商事務所
　住所:東京都文京区湯島4-6-15

◆横浜通商事務所
　住所:神奈川県横浜市中区日本大通11番地
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関東経済産業局  総務企画部  総務課  人事係
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1

さいたま新都心合同庁舎1号館 9 階

☎048-600-0214（直通）

ホームページアドレス  https://www.kanto.meti.go.jp/

職員採用に関しては

リサイクル適性
この印刷物は、印刷用の紙へ

リサイクルできます。 

A この印刷物は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）
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
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