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〒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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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～

　2020年から続く新型コロナウイルス感染症
は、人々の生活や働き方に大きな影響を及ぼし
ました。地域企業に目を向ければ、事業の在り
方やサプライチェーンの見直しに迫られ、事業
の継続が困難に陥っている企業も少なくありま
せん。
　関東経済産業局では、この困難な状況のな
かでも、地域経済の活力の維持・向上に向け
て、チャレンジを続ける地域企業とともに、伴走
型支援を通じた企業行動の変革、オープンイノ
ベーションによる新たな価値の創造、デジタル

技術を活用した高付加価値なビジネスへの転換、さらには、地域における中核的な人材の確保、
地球規模で進む脱炭素化に伴うカーボンニュートラル対応などの様々な政策を展開し、企業の稼
ぐ力向上や自治体等地域の皆様の取組を後押ししております。職員一同、自らの取組が関東を、
そして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。
　さて、我が局の仕事の特徴として「現場」というキーワードは欠かせません。地域の声を把握し
その実態を踏まえた政策を実現するため、職員が率先して地域の現場に足を運びます。コロナ禍
においても、オンライン会議を活用して、地域の企業が抱える課題を見つけ、政策に結びつけてい
ます。
　また、「連携」というキーワードも大事にしています。局内各課の横の連携はもとより、他省庁や
地方自治体、金融機関などの外部機関とも密接に連携して業務に取り組むことで、政策が地域に
根ざしてくことを目指しています。
　一方で、いい仕事をするためには、働く環境もとても大事です。「風通しの良さ」とよく言っていま
すが、我が局には、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。
　さらに、コロナ禍においては、テレワークという働き方も定着しつつあります。我が局でも多くの
職員がテレワークを行っていますが、オンラインツールを活用し、離れていても密にコミュニケー
ションを取りつつ、業務の効率化を図り、働き方改革を進めることで、様々なライフステージの職員
がそれに合わせた働き方を実現しております。
　最後に、皆さんは就職先の選択という、ご自身の未来を決める大事な場面に直面しています。

「関東を元気にしたい」という思いに共感する方がいれば、是非このパンフレットに目を通してくだ
さい。そして業務説明会に足を運んでください。私たちと共に地域経済の未来絵図を創りあげて
みませんか。皆さんとお会いできることを楽しみにしております。

（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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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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　2016年度の管内総生産※は250.3兆円で日本全体の４割超を占めています。海外諸国と比較をしても、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有しています（為替レート108.37円／ドル）。

　その他の指標も、管内の経済規模は全国の４割程度を示すものが多く、地方ブロック機関の一つでありながら、

大きな経済圏のなかで仕事をすることができます。
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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

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

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

エネルギーに関する広報
総合エネルギー広報室

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

地域における新たなエネルギー供給機能の分散等
の推進

地域エネルギー推進課

省エネルギーの推進

省エネルギー対策課

新エネルギーの導入促進、再生可能エネルギー固定
価格買取制度(FIT制度)、太陽光発電設備等の設備
認定

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・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、商工会・商工会議所の指導・監
督、支援機関の認定

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紹介
令和3年11月1日現在

職員数：357名

男性：256名

女性：101名

事務官：292名

技　官：  65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

産業立地の推進、工業用水等インフラの整備
企業立地支援室

地域企業支援室



（平成28年度採用　経済産業事務官）新井 和樹
総務企画部　危機管理・災害対策室

総務企画部　危機管理・災害対策室 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

被災事業者向け支援策説明会

Recruitment Brochure5 Recruitment Brochure 6

　皆さんの生活に大きな影響を与えている自然災害や新型コロナウイルス感

染症は、同じように個々の中小企業の経営、ひいては日本のサプライチェーン

全体にも大きな影響を及ぼしています。

　私が所属する危機管理・災害対策室は、こうした自然災害による被害情報

や、感染症が地域経済に与える影響に関する情報の収集・整理・伝達を行う部

署です。企業支援や地域振興がメインの当局の業務の中で「災害対応」という業

務は、一見すると後ろ向きに感じるかもしれませんが、被災現場で不安を抱え

ている方々のお役に立てることは、本当に公務員冥利に尽きます。先日、当局管

外ですが大規模な豪雨被害が発生した佐賀県及び広島県に派遣され、企業が

所有する建物や設備が損壊して

いる状況を目の当たりにし、自

分に出来ることはなんでもやろ

うと改めて思いました。

　今後も、被災企業に支援策の

情報を１日でも早くお届けでき

るよう、スピードを重視しつつ、

災害に関する情報把握・整理に

努めていきます。

（平成26年度採用　経済産業事務官）堀越 瑞紀
産業部　地域ブランド展開支援室　係長

産業部　地域ブランド展開支援室 Message from
the Staff 03

　皆さんの町の誇れる地域ブランドは何でしょうか？国内各地には、農林水

産品、地域産品、伝統的工芸品、観光など、地域の魅力的な資源が多数存在して

います。そのような地域資源をブランド化して国内外へ発信し、より付加価値を

高め、地域の稼ぐ力を強化していくことが当室のミッションです。コロナ禍で大

きく生活様式も変わりました。今までのやり方で、同じように商品・サービスが

売れ続けることはなかなかありません。私たちは業界最先端の動向をタイム

リーに多くの企業の皆様へお届けすることで、マーケットニーズを的確に捉え

た商品開発や販路開拓のお手伝いができるよう、日々精進しております。

　JAPANブランド補助金等の執行にとどまらず、越境ECやクラウドファンディ

ングを活用した海外販路開拓

セミナー、デジタル活用による

新たな地域観光の在り方を議

論する勉強会等、自ら企画して

運営することも多々あります。

様々な分野の企業の方からお

話を伺うことができ、学びが多

く、刺激的な毎日を過ごしてい

ます。

　私は職場を選ぶ上で、自分の理想の社会人像を目

指せる環境かを重視しました。公私が両立して初めて

充実した社会人になれると思います。どんな人間にな

りたいのかを想像し、それに向けて努力できる職場

を選んでください！

　地方局の良いところは、国ならではの広い視野で

政策を考えることができる一方、1つの地域に深く入

り込んでモデル事例の創出に努めることもできるとこ

ろだと思います。皆様と一緒に働ける日を楽しみにし

ております！

（平成20年度採用　経済産業事務官）真下 英也
資源エネルギー環境部　地域エネルギー推進課　係長

資源エネルギー環境部　地域エネルギー推進課 Message from
the Staff 04

　“カーボンニュートラル”この言葉を聞いたことがありますか？昨年、2050

年にカーボンニュートラルを達成するという宣言を国がして以来、耳にする機

会が増えたのではないでしょうか。言葉の意味を簡単に説明すると、CO2など

の温室効果ガスの排出を“全体としてゼロ”にすることですが、それで何が変わ

るのでしょうか。

　実は、皆さんの生活の一部になっているガソリン車や家庭のガスコンロなど

を根本から変えていかないといけなくなるのです。その代替として注目されて

いるのが水素エネルギーです。なぜかと言うと、水素エネルギーは利用する時

にCO2が発生しないためです。私の業務はこの水素エネルギーを地域の皆様

と協力して、生活の一部としていく取組です。

　水素エネルギーは電気を作

ることも出来るし、車を動かす

ことも出来ます。また、熱として

も利用が出来ます。色々な用途

に利用可能であるため、地域

の皆様とともに用途を検討し

て、新たな生活スタイルを作る

という壮大な仕事にやりがい

を持って携わっております！

（平成28年度採用　経済産業技官（電気・電子・情報））藤田さとみ
地域経済部　デジタル経済課

地域経済部　デジタル経済課 Message from
the Staff 02

　地域企業のデジタル化・DX化と聞いて、皆さんはどんなイメージを持ちます

か？近年、地域企業でもテレワークやデジタル技術の活用は以前より進んでき

ていますが、今後、人口減少等の地域経済社会を取り巻く環境変化に対応して

いくためには、更なるデジタル技術の活用が不可欠です。

　私が働くデジタル経済課では、地域企業がデジタル化やDX化に取り組む

きっかけの提供及び支援をしています。具体的には、地域や産業界がもつ共通

課題（観光客の減少、人材不足等）とデジタルソリューションを保有する企業と

のマッチング支援や、自治体・支援機関と連携して、地域企業を対象とした

「データ活用人材育成研修プログラム」の提供等を実施しています。企業、自治

体や支援機関等、様々なプレー

ヤーを巻き込みながら、地域企

業がデジタル化やDX化に取り

組むきっかけをどう創出する

か、どう支援していくかを検討

し、新しいことにチャレンジで

きるやりがいのある仕事です！

燃料電池自動車の展示イベント

伝統的工芸品の展示会出展支援

Message

Message

Message

Message

　当局は地域の様 な々プレーヤーを巻き込み、新し

い取組や仕組みを企画立案することができる職場

です。新しいことにチャレンジしたい好奇心旺盛で

意欲のある皆さんと一緒に働けることを楽しみにして

います！

　当局は国の政策を実際に地域の皆様とともに実行

に移していくという重要な役割を担っていると思いま

す。業務も多岐に渡るため、「良く学び、良く考え、行

動する」職場だと感じています。関心いただいた皆さ

んを職場でお待ちしております！

オンラインを活用しセミナーを実施しています
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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、社会・人材政策課を紹介します。

地域経済部　社会・人材政策課 Introduction of Hot Topics

社会・人材政策課では、主にどんな事業を行っていますか。

地域中小企業の経営力強化、人手不足の解消及び雇用維持等に
対応し、多様な人材（兼業・副業、若者、就職氷河期世代等）の確保

や活躍を支援するため、セミナーの開催やマッチングの支援等を行っ
ています。
　特に、兼業・副業人材は、コロナ禍による関心の高まり等により、年々
増加しています。人材にとっては、収入の確保や自身のスキル向上とい
うメリットがあり、企業にとっては、兼業・副業人材から新たな知識やス
キルを獲得することでデジタル化や新事業展開など直面する経営課題
の解決が期待できます。加えて、企業の立地する地域にとっても関係人
口増加に繋がります。このように、兼業・副業人材の活用は、地域中小企
業が稼ぐ力を向上させるための中核人材確保の突破口として期待され
ており、当課としても重点支援を行っております。
　また、中小企業が抱える経営課題を解決するため、経営者と経験豊
富な企業OB人材の出会いの場となる「新現役交流会」を金融機関と連
携して開催しているほか、中小企業のSDGs経営推進のための支援も
行っています。

「人材シェアマッチング」とはどのような事業ですか。

人材シェアマッチングとは、「在籍型出向」という働き方を活用
し、雇用維持を図りたい企業から人材不足の解消を図りたい企業

へ一時的に雇用を移動させる取組です。当局は、この取組を支援するた
め、都県・労働局・（公財）産業雇用安定センターと連携し、「広域関東de

企業からの反応はどうですか。

マッチングが成立した送り出し企業からは、「出向先での経
験を自社の改善に生かしてほしい」という期待の声が、受

け入れ企業からは、「即戦力となる良質な人材を受け入れること
で自社社員への良い刺激になる」という歓迎の声が寄せられて
います。

社会・人材政策課の業務のどのような点にやりがいを感じますか。

『ヒト・モノ・カネ・(情報)』と呼ばれる経営資源のうち一番最
初に「ヒト」が掲げられているように、企業の成長や稼ぐ力

の向上を実現するためには人材の確保・活躍が生命線であるこ
とは言うまでもありません。また、新型コロナウイルス感染症拡大
による前例のない複雑な環境変化が起きている中で、このような
重要事業に携わり、最前線で地域企業の皆さんを支援できる点に
やりがいを感じます。

人材シェア！」というポータルサイトを開設して受け入れ企業の
紹介や送り出し企業の募集を行っています。
　コロナ禍により雇用情勢が大きく変化する中、在籍型出向を活
用することで雇用の維持だけでなく、社員のスキルアップ等に繋
がることを期待しています。なお、このポータルサイトを活用して、
令和3年10月20日現在、26件326名のマッチングが成立して
います。

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

～「ヒト」という切り口で、企業の成長や稼ぐ力の向上を支援します～

金融機関と連携した新現役交流会

副業
メイン⇔サブ
主⇔副

お小遣い稼ぎ

複業
全て本業
同時並行

キャリアの1つ

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

Coherence

渡部 祐哉（平成26年度採用　経済産業事務官）

私は地域経済部・本省を経て、現在「金融連携推進室」にて、

地域の金融機関との連携を通じた、中小企業施策の普及・

展開を担当しています。地域の関係機関一体となった企業

支援を実施すべく、多くの方の協力を得ながら業務を実施

しています。

総務企画部　企画調査課金融連携推進室　係長
朝起きてまずは、いつも一緒に起きる１歳の娘のオムツを替えるところ
から始まります。その後、自分も支度をして出社します。

◀起床7：00

◀外勤後に自宅へ直帰18：30

金融機関と連携した「中小企業のデジタル化支援」の取組の中で、専門
家の先生も交えて企業訪問を実施。訪問先企業と我々関係者が膝詰め
で、デジタル化に関する悩み・現状をざっくばらんに話し合い、今後の具
体的な課題解決に向けて、議論を深めることができました。

◀外勤15：00

◀昼食12：00

金融連携推進室で作成している「金融連携プログラム2021」に掲載し
ている各事業について、取組の具体化のため、金融機関と意見交換を実
施。より企業に近いところで接している金融機関の方からいただく意見
は、非常に参考になるものばかりです。

◀地域金融機関とのオンライン意見交換会11：00

◀業務開始9：00

先日、地域の写真館で、娘の１歳の誕
生日お祝いの写真を撮りました。腕の
中に収まるくらいの小さかった頃か
ら、あっという間に１年が経ちました。
これからも“イクメン”頑張ります！

東 佳奈実（令和2年度採用　経済産業事務官）

私の所属する製造産業課では、中小企業や小規模事業者が

行う研究開発支援の補助金執行業務や、事業化支援を行っ

ています。日本のものづくり産業を支える企業との距離が近

く、日々刺激を受けています。

産業部　製造産業課
この日は出勤ですが、テレワークの時はもう少し遅くまで寝ています。

当局は時差出勤を行っているため、出勤時は８時に業務を開始します。

◀起床6：30

◀退庁17：00

補助金を申請される事業者との打ち合わせをオンラインで行います。補
助金による購入品など、申請内容が要件を満たしているか確認します。
自身が担当する案件の研究内容の理解も深まり、勉強になります。

◀事業者との打ち合わせ13：00

◀昼休憩12：00

今日進めるべき業務や、互いの進捗状況などを班内で共有します。対応
に悩む案件については、職員同士で相談して協力しながら解決すること
で、テレワークが多くても安心です。

◀班ミーティング10：30

◀業務開始8：00

全国にある地方経済産業局と、補助金に関する事業について意見交換
を行います。他局とも情報交換しながら、より効率の良い事業になるよ
う検討を進めます。

◀地方局との意見交換15：00

プ ライ ベ ート

仕事終わりはのんびり自宅で過ごすこと
がほとんどですが、最近は同期とオンライ
ンでゲームをすることも楽しみのひとつ
です。休日は、友人とカフェや美味しいお
店の開拓に行くことが多いです。長期休暇
の際は、旅行に行くこともあります。

プ ライ ベ ート
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2021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。

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。

New Face IntroductionNew Face Introduction

（経済産業事務官）
赤道 美月

地域経済部
地域振興課

New Face
Introduction 03

Q1

Q2

Q3

①当課では自治体との連携強化、
企業支援の両輪で施策・プロ
ジェクトに取り組み、地域経済
を盛り上げています。その中で
も主に課内の総括業務と地域
活性化ツールRESASに係る
業務に携わっています。
②大学在籍時に企業訪問を行った際、中小企業が直面する現状
や課題といった経営状況を学びました。何か支援できるよう
な仕事がしたいと思っていたところ、中小企業支援を中心に
行う当局に興味を持ったことがきっかけです。
③業務の幅が広いため、いろいろなことにチャレンジできます。
また、フランクかつ親身になってサポートしてくれる上司が多
く、良好な人間関係を築けることが魅力です！

（経済産業事務官）
入澤 昇吾

産業部
製造産業課

New Face
Introduction 04

❶課室内の取りまとめを行う
総括業務や補助金業務、既
存事業の発展や新事業創出
に向けて、中堅・中小企業と
スタートアップの引き合わ
せを支援する業務に携わっ
ています。
❷大学在籍時に経済学を学んでいたこともあり、経済の活性化
に興味を持っていたところ、企業と関りながら地域経済を盛り
上げていく業務に魅力を感じたため志望しました。また、業務
説明会での職員の方々の明るい人柄にも惹かれ志望しました。
❸関東経済産業局は、親しみやすい上司や先輩が多く風通しの
良い職場だと思います。また、扱う業務の幅が広く、様々なこと
に取り組めるのも魅力の一つだと思います！

（経済産業技官（機械））
三橋 優成

産業部
航空宇宙・自動車産業室

New Face
Introduction 05

❶室内の総括業務のほか、自
動車産業に対し今話題の
CASEやカーボンニュートラ
ルに向けた中小企業の取組
支援を行ったり、航空宇宙
産業に対しビジネスマッチ
ングの事務局として業務を
行っています。
❷大学では企業城下町に立地する様々な企業の技術や力を見
てきました。その中で説明会に参加し、中小企業の技術開発
や海外進出等の政策・取組を職員の方から丁寧に説明いただ
いて、関東経済産業局の仕事に魅力を感じ志望しました。
❸現場の声を捉えることができる職場です。一緒に働けること
を楽しみにしています！

（経済産業事務官）
山田 智嗣

産業部
中小企業課

New Face
Introduction 06

❶中小企業課の総括係として、
課全体の業務がうまく進む
ように課内の調整を行って
おります。また、関東局管轄の
１都10県で事業を行う中小
企業に対する施策の普及や
相談対応に携わっております。
❷新しい事業に取り組むことは魅力的な一方で困難も沢山あり
ます。そうした新しいことに挑戦する事業者の支援、挑戦の後
押しをするような仕事をしたいと思い志望しました。説明会
で感じた職場の雰囲気の良さも志望理由の１つです！
❸日々チャレンジしながら、やりがいのある仕事に携わること
ができる職場です。皆様と働けることを心から楽しみにして
おります！

（経済産業事務官）
土田 浩史

産業部
中小企業金融課

New Face
Introduction 07

❶総括係として課の業務全般
を把握した上で事務的な作
業を行い、課内の業務効率
向上に努めています。また、
中小企業における事業承継
支援の施策に関する業務も
担当しています。
❷国の広域な視点と現場との関わりを通じて、事業者支援の橋
渡し業務を幅広い分野で経験できるところに魅力を感じまし
た。また、職員の人柄や雰囲気などがありのままの自分を受け
入れてくれるものだったことも志望理由の大きな一つでした。
❸自分が心から納得のいく決断ができるよう、実際に見て聞い
て感じたことをもとに、ご自身の正直な思いに向き合ってみ
て欲しいと思います。

（経済産業事務官）
宮嵜 遼真

産業部
経営支援課

New Face
Introduction 08

❶当課では、商工会・商工会議
所の指導・監督、支援機関の
認定等を通して、中小企業
の経営支援を行っています。
私は総括係として、主に課
内のとりまとめや庶務作業、
本省や他課からの発注対応
の仕事をしています。
❷国という大きな視点を持ちながらも、地域に関わることがで
きると思ったからです。説明会等でお話しいただいた職員の
方々が必ず職場の雰囲気が良いとおっしゃっていたことも理
由の1つです。
❸興味のある方は是非説明会に参加してみてください。みなさ
んと一緒に働けることを楽しみにしています！

（経済産業事務官）
岸 真梨子

資源エネルギー環境部
省エネルギー対策課

New Face
Introduction 09

❶事業者から提出される定期
報告書（年間のエネルギー
使用量の報告書）の審査や
現地調査・指導など法執行
業務をメインに行っています。
最近は報告書の電子提出の
促進にも取り組んでいます。
❷国という大きな視点を持ちつつ、地域経済に密接に関わるこ
とができる点に惹かれました。また説明会や面接での職員の
方の雰囲気の良さにもとても惹かれました。
❸地域経済に様々な分野から支援を行える職場です。何より接
しやすい上司の方に囲まれており、風通しがとても良い職場
環境です。ぜひみなさんと一緒に働けることを楽しみにして
います！

（経済産業事務官）
鈴木 廉平

資源エネルギー環境部
新エネルギー対策課

New Face
Introduction 10

❶地球環境に対して負荷の少
ないエネルギーを促進する
ために、固定価格買取制度
に基づき、当局管轄内の再
生可能エネルギー発電設備
に対する認定等の執行業務
を行っています。　
❷国の機関として日本全体を盛り上げていく業務に携われる一
方で、地域の事業者の方とも近い距離でやりとりでき、地方創
生にも貢献できることが志望理由です。
❸国民のために貢献するやりがいのある仕事ができる職場で
あることに加えて、自分自身のプライベートも充実させられ
る働きやすい職場です。関東経済産業局で働くことを是非検
討してみてください。

（経済産業技官（林学））
青野 雄大

資源エネルギー環境部
電力事業課

New Face
Introduction 11

❶電力の生産地への交付金業
務を担当しています。私が担
当している交付金はスクー
ルバスの購入や公園の工事
費等、様々な事業に充てら
れるため、間接的に地域活
性化に携わることのできる
とてもやりがいのある業務です！
❷私は林学専攻でしたが、関東経済産業局の業務説明を受けて、
専門分野のみならず幅広い分野で色々な仕事ができる点に
魅力を感じ志望しました。
❸入局後「パンフレット見たよ！」とお気軽にお声かけください。
みなさんと一緒に働けることを楽しみにしています！

（経済産業事務官）
田村 好誠

総務企画部
経済調査室

New Face
Introduction 01

❶経済調査室の統計解析係と
して、毎月公表される経済指
標の作成に携わっています。
近年重要視されている
EBPM推進や、目まぐるしく
変化する経済動向把握のた
めに、正確なデータの分析と
局内外への情報発信を行っています。
❷広く様々な業務を行っている中で、現場との近さを活かし独自
のプロジェクトなども行っている点に関心を持ったことが
きっかけでした。職場の雰囲気の良さも決め手の一つでした。
❸風通しの良い職場で、積極的にチャレンジしやすい環境だと
思います。皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています！

（経済産業事務官）
都築 諒

地域経済部
社会・人材政策課

New Face
Introduction 02

❶課内の総括業務と管内中小
企業の多様な人材確保に向
けたセミナー開催やマッチ
ング支援等を行っています。
幅広い業務に携わることが
でき、非常にやりがいを感じ
ています。
❷大学時代の経験から地域経済の活性化に関心があり、地域経
済の自律的な成長力の向上に取り組みたいと考えたため、関
東経済産業局を志望しました。
❸非常に風通しの良い職場で、プライベートも充実させること
ができると思います。少しでも興味を持った方は、業務説明会
や官庁訪問等にぜひ参加してみてください！！

新規採用職員に3つの質問
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関東経済産業局では、経済産業本省のほか、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。

関東局の枠を超えて

Temporary Transfer

製 造 産 業 局  産 業 機 械 課  次 世 代 空モビリティ政 策 室 　 係 長

澤田 隼人（平成29年度採用　経済産業事務官）

Temporary
Transfer 01

　現在、世界中で「次世代空モビリティ」が活躍する社会の実現に向けた議論が進め

られています。当室では、既に様々な分野で活用が始まっている「ドローン」、シームレ

スな人の移動を可能にする「空飛ぶクルマ」を社会実装し社会課題の解決や新しい産

業の創出につなげるために、省庁・

官民の垣根を越えて、毎日「熱い」

ディスカッションを行っています！

　新しい産業の立ち上げ期において

は、とにかく多くの企業・自治体・専

門家の皆様の生声を伺い、それぞれをつなぐ「パイプ役」として、施策やルール作りに反映し

ていくことが必要になります。「新しい空の活用」という夢のある未来の実現に向けて勉強の

毎日ですが、出向を通して、こういった今後のキャリアに間違いなく活かせる経験を積むこと

ができるのも、関東局の魅力のひとつです。

かすみがうら市 　 産 業 経 済 部 　 理 事

高井 淳（平成15年度採用　経済産業事務官）

Temporary
Transfer 02

　かすみがうら市には、国内第２位の面積を誇る湖「霞ヶ浦」があり、湖岸沿いにはサイクリングコースや

情緒あふれる古民家宿「江口屋」、市内には梨や栗などの観光果樹園が点在するなど、魅力的な場所が

たくさんあります。かすみがうらの魅力を色々な方に知ってもらいたい、かすみがうらを訪れる関係人口

が増えることで、移住定住や企業誘致など様々な効果も期待でき

ると考え、地域を元気にしたいという熱い志を持った方々と、様々

な仕掛けでかすみがうらの魅力発信に取り組んでいます。

　地域の方々と語り合い、地域を盛り上げる活動を共にできるこ

とへの喜びを実感しています！地方創生のやりがいや難しさ、これ

らは自治体へ出向したからこそ実感できたことです。地域が元気

になれば日本は元気になる！地域で起きていることを肌で感じ、こ

れからも現場主義を忘れずに取り組んでいきたいと思います。

独立行政法人 情報処理推進機構　社会基盤センター
人材プラットフォーム部　スキルトランスフォーメーショングループ　グループリーダー

新井 弓美子（平成11年度採用　経済産業技官（化学））

Temporary
Transfer 03

　IPAをご存知ですか？ITパスポート試験を行っているところ、と言うとお分かりかもしれません。で

も、IPAは試験だけではありません。私の所属部署では、第四次産業革命に向けた組織・人材・スキル

のトランスフォーメーションを促進するための取り組みを行っています。今や、DXに対応するため、全

てのビジネスパーソンにデジタルリテラシーが求められる時代です。その中で、組織や人はどのよう

に変革していかなければならないのか？それをテーマとした調査や、学びの指針となるスキル標準

の整備、変革や学びのためのヒントの発信などを行っています。

　IT関連企業からの出向者が多く、その専門性とスピード感に圧倒されながらも、新鮮な学びの日々

を送っています。子育てがようやくひと段落という時に、思いがけずいただいた貴重な経験の機会。

皆さんもぜひ。

“空飛ぶクルマ”がもたらす未来の社会や生活

Facebookで「地域と人をつなぐ
宿泊プラン説明会」を配信しました

Active in Various Fields

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。

資 源 エネルギー 環 境 部 　ガス事 業 課 　 係 長

酒井 慈（平成27年度採用　経済産業技官（林学））

Active in
Various Fields 01

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 北 産 業 保 安 監 督 部 　 電 力 安 全 課

大島 涼（平成28年度採用　経済産業技官（土木））

Active in
Various Fields 02

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？

　現在の業務において学生時代に学んだ知識を直接活かす機会はそ

れほどありませんが、エネルギー関連の部署での業務では、学生時代

に植生図や地形図からおおよその環境を予測した経験が、現地の地

形を勘案しつつ審査するような場面で役立ちました。また、技術系職

員であることにとらわれずに色々な業務に挑戦できるため、実験や

調査において必要な知識や客観的なデータを集めて仮説や事象を論

理的に解明した経験は、どのような業務でも役に立つと思います。

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？

　幅広い業務があるため、担当者としてものづくりやインフラ制御など自分でも意識していな

かった分野の知見を広げられる点が魅力だと思います。現在、私は「ガス事業法」という法律に基

づき、都市ガスの導管整備や適正な料金設定に関する許認可の業務を行っています。この部署に

配属されて初めて勉強することばかりでしたが、時にガス事業者にお話を伺ったり、実際に供給施

設を訪れたりしながら知識を身に付けることで、実生活でも興味関心の幅が広がっていくことが

魅力的だと感じています。

　現代の生活に欠かせないライフラインとなっている電気ですが、電気設備に

事故やトラブルが生じると安定的な電力供給に支障を来すことになりかねま

せん。当部では、電気事業法に基づく、審査業務や立入検査等を通して、法令遵

守の徹底を図ることで、電気事故の発生を防止することに取り組んでいます。

　事業者とやり取りをする機会が多く、専門的な知識も必要な業務となります

ので、大変なところもございますが、同時にやりがいを感じています。

　出向を通じて、産業保安に関する現場への理解や専門的な知識を身につけ

られますので、今後のキャリアにも生かしていける非常に良い経験だと思って

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！

　経済産業局は専門分野にとらわれず幅広い仕事に挑戦できることが魅力のひとつだと思いま

す。色々なことに興味がある方は、現場に触れながら働くことができる経済産業局をぜひ検討して

みてください。

Q3

出張でガスの供給施設の点検も行います
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新人・若手職員向け研修メニューの一例

Training System Training System

人材育成と能力開発

新人、係員、係長、課長補佐、課長とい

うキャリアステージに合わせた階層

別の研修です。全職員に受講が義務づ

けられており、経済産業省本省や、全

国の地方経済産業局の職員が一緒に

受講します。特に、入局直後の「新人研

修」は、全国の同期と初めてヨコの繋

がりができる貴重な機会！経産省のイ

ロハを座学だけでなく同期とのワー

ク等を通じて学びます。また、ビジネス

マナー研修も組み込まれています。

階層別研修

「ITスキル eラーニング研修」では、「Word」、

「Excel」、「PowerPoint」の効果的な使い方をe

ラーニングで学ぶことができます。入門編から

応用編までレベルに合わせたコースが用意され

ており、自分のペースで受講可能です。また「プ

レゼン力向上研修」では、会議や打合せの際に、

情報が相手に“伝わる”ためのプレゼンテク

ニックや、オンライン会議ツールの活用方法な

どを学びます（隔年で開催予定）。このほかにも、

様々なスキルアップにつながる研修を用意して

います。

スキルアップ系の研修
（ITスキル eラーニング研修、プレゼン力向上研修等）

各種政策の企画立案にあたっては、地域企

業の実態を理解することが重要です。当局で

は、職員が備えておくべき力として、地域の

「現場」、特に地域企業の生の情報を収集し、

課題を分析する力を重視しています。本研修

は、その第一歩として、企業訪問時のビジネ

スコミュニケーションを学習するとともに、

実際に企業を訪問し「生の声」を収集するノ

ウハウを習得します。企業の代表者と直接対

話できる機会として好評です！

現場主義実践研修

入局5年目～8年目の職員を対象に実施し

ている研修です。実際に民間企業に身を置

いて、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。3週間程度にわたり一社員として受け

入れていただくため、重要な経営会議への

同席や、営業訪問の同行、製造現場での実

習など、会社により多様な経験ができます。

民間企業派遣研修

職員が自らテーマを設定し、昼休み

などの時間を使ってオンラインで実

施する勉強会です。毎月2～3回程度

開催され、多くの職員が参加していま

す。若手職員のプレゼン力育成の機会

としても活用されており、新人職員が

講師を担当することもあります。

自主企画勉強会

中小企業の抱える経営課題への支援

をはじめ、当局の業務において、企業

会計の基礎となる簿記や財務に係る

知識を備えていることは強みになり

ます。当局では、希望者を対象に、業務

時間外など空き時間に受講可能な

Web通信講座による研修を実施して

います。新人職員をはじめ例年多くの

職員が受講していますので、簿記や財

務は初めて・・という方も、ご安心下

さい。

簿記研修、財務分析研修

関東経済産業局では、組織を支える人材の育成に力を入れています。
特に新人・若手職員には、手厚い研修メニューや制度を用意し、ひとり一人の成長をバックアップしています。以下、入局後すぐに受講
することになる「階層別研修」をはじめ、新人・若手職員に関わりの深い研修や、「受講してよかった！」との声が多く寄せられる研修メ
ニューの一部をご紹介します。
多くの研修がオンラインで受講可能となっており、テレワークを活用して受講する職員もいます。

トレーナー制度・メンター制度のご紹介

主な研修メニュー

当局では、一人の新人職員につき「トレーナー」及び「メンター」を配置し、組織全体でしっかりと成長をサポートする体制をとってい
ます。ここではトレーナー・メンター それぞれの役割をご紹介します。

トレーナーは、新人職員の「育成の責任者」です。基本的

に配属課の先輩職員から選定され、OJT（＝実務の中

で知識やノウハウを習得させること）により、１対１で指

導・助言を行います。

計画的に指導を進めるため、期首には新入職員とト

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。

トレーナー制度

メンターは職場環境での生活や業務上の悩みを相談できる存在です。直属の上司であるトレーナーに対し、メンターは配属課とは別の、比較

的年齢の近い先輩職員から選定されます。

メンターとは定期的にコミュニケーションを取ったり、随時、相談に乗ってもらうことができます。

メンター制度

目　標

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、自主企画勉強会

自律的学習の支援

国際業務研修、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。

（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

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 中堅係長・中堅課長補佐研修

先輩職員のスキル・ノウハウ承継に資する研修プログラム

「キャリア」を語る座談会

トレーナー・メンター研修

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

仕事と介護の両立研修
育児と仕事の両立研修
（マネジメント的観点）

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

現場主義実践研修、企業経営者との対話

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）・クレーム対応

プレゼン資料作成、デジタル、データ分析・EBPM

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

本省業務基礎研
修（予算・会計・
税・法律・国会）

局内施策
説明研修

政策ツール

発信力

ベーススキル

専門性

現場感覚

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

入
局

日々の指導・助言上
期

目
標
設
定

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

自
己
評
価

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

自
己
評
価

下
期

目
標
設
定

日々の指導・助言

※隔年開催のものも含む研修での企業訪問の様子
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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）

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

　男の子（2歳）の父です。これまでに育児休業（１か月弱）

など様々な制度を活用しています。両立支援のための各種

制度が整っていることは重要ですが、制度を活用しやすい

環境であることも非常に重要です。子供の検診や急な発熱

により、早退したりお休みを頂いたことが幾度もあります

が、上司や同僚が嫌な顔をしたり、苦言を呈されたりとい

うことは1度もありません。これは当局全体において両立

支援に対する理解が進んでいることの1つの証明だと思

います。

　この案内をご覧になられている方の多くは、育児や介

護などはまだ先の話と思われるかもしれませんが、1つの

職場で長く働こうと考える場合には、40年後（は難しいの

で、とりあえず10年後くらい）のライフステージも考慮に

入れた職場選びも重要な視点ではないでしょうか。

　当局は業務の中身も多種多様で面白いですが、職場の

雰囲気も良いところ

です。出来るだけ多

くの職員と話をし

て、その一部を体感

してみてください。

（平成13年度採用　経済産業事務官）原山 堅
地域経済部　地域振興課　課長補佐

　毎朝、洋服を持って娘を追いかけ回す日々を送る3歳女

の子のお母さんです。

　妊娠時には通勤緩和を使用し混雑を避けて出勤してい

ました。その後出産に伴い、産前産後休暇及び育児休業で1

年半ほどお休みを頂いた後職場に復帰をしました。

　復帰直前はブランクもあり仕事に慣れない中、育児をし

ながら仕事と両立できるのか大きな不安を抱えていました

が、育児時間や子の看護休暇を使用したり、テレワークをし

たりなど、利用できる制度をフル活用することで、育児に注

力しながら仕事もバランスよく出来るようになり、不安も

払拭されました。

　現在は、1日の限られた時間内に仕事を効率的に終えら

れるよう、仕事の優先順位を決め、時間が来たら無理せず

切り上げるなど工夫をして

仕事に取り組んでいます。

　育休前から、職場の上司

や周囲の皆様には本当に

色々助けて頂き心から感

謝しています。職場の理解

のおかげで子供と一緒に

過ごす時間が確保でき、仕

事も含め充実した日々を

過ごしています。

（平成16年度採用　経済産業事務官）市川 万記
産業部　中小企業金融課　係長

※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3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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Recruitment Data Question & Answer

採用データ よくある質問

内定までの流れを教えてください。Q

A

最近の採用実績を教えてください。Q

A

待遇・福利厚生

勤務条件

採用関係

働き方関係

人事関係

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

技術系

行政系

試験区分

総数（うち女性）

令和2年度

16人（6人）

11人

5人

令和3年度

12人（2人）

9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。

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。

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。また、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。

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。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。

国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験）を受験し、当局に官庁訪問を行ってください。2021年度においては、以下のとおり実施

をしましたが、受験する年度によって異なりますので、詳細は人事院のホームページ等をご確認ください。

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。

テレワークの環境はありますか。Q

A 当局では、テレワーク可能なPCを一人一台貸与しており、全ての職員が自宅等でテレワークを行うことが可能です。会議のオンライ

ン化や、ペーパーレス及び押印レスも進めており、時代の変化に合わせて柔軟な働き方ができる環境を整備しています。

【給与】
209,530円（令和3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

【福利厚生】

【勤務地】

【勤務時間】

健康診断

検診事業

共済制度 （医療給付、育英資金や住宅資金の貸付事業、宿泊施設、年金事業等）　等

※その他、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。

【休日・休暇】
土曜日・日曜日（完全週休2日制）、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　等

休暇

休日

◆関東経済産業局（埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1）

◆東京通商事務所（東京都文京区湯島4-6-15）

◆横浜通商事務所（神奈川県横浜市中区日本大通11番地）

※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3年11月1日現在）。
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■ JR京浜東北線、 宇都宮・高崎線
　「さいたま新都心」駅　下車徒歩約5分
■ JR埼京線「北与野」駅　下車徒歩約10分

至高崎

大宮

上野

赤羽

池袋

新宿 東京
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JR山手線
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関東経済産業局
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府
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至川越

JR武蔵野線

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

メールアドレス：recruit-kanto@meti.go.jp

Kanto Bureau of Economy,
Trade and Industry
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