
今、変える、関西。
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ORGANIZATION



近畿経済産業局のミッション

地域経済の活性化と産業競争力強化

安全・安心な社会の構築と事業環境の整備

・医療機器や再生医療などの健康・医療産業、ＩoＴ・ロボット、航空機・宇宙などの次世代産業、部素材
関連技術、エネルギー・環境ビジネスなどの推進

・海外からの人・企業の呼び込み、関西の魅力ある製品や技術の海外市場への展開

・地域経済の実態把握機能の強化、自治体等との連携による地域未来投資・地方創生の推進、中心市
街地・商店街の活性化、創業支援など

・中堅・中小企業の研究開発から事業化、販路開拓までの一貫した支援、中小企業の経営力や生産性
の向上支援など

成長分野の推進と関西の魅力発信

・ＩＴセキュリティ対策、製品安全や消費者を守るための取り組み、中小企業のセーフティネット対策、
安全保障貿易管理など

・下請取引の適正化、電力・ガスシステム改革の推進など公正で活力のある事業環境の整備など

近畿経済産業局では、以下３つのミッションを達成するべく日々取り組んでいます。
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産業部

産業課

産業振興室

アルコール室

中小企業金融
検査室

消費経済課

消費者相談室

製品安全室

製造産業課

産業部

流通・サービス
産業課

サービス産業室

コンテンツ産業
支援室

大規模小売店舗
立地法相談室

中小企業課

下請取引適正
化推進室

消費税転嫁
対策室

創業・経営
支援課

4

総務企画部

総務課

広報・情報
システム室

企画調査課

会計課

中小企業政策
調査課

電力・ガス
取引監視室

2025NEXT
関西企画室

地域経済部

地域経済課

競争環境整備室

地域開発室

イノベーション
推進室

産業技術課

知的財産室

バイオ・医療機器
技術振興課

次世代産業
・情報政策課

地域未来投資
促進室

資源エネルギー環境部

資源エネルギー
環境課

総合エネルギー
広報室

環境・リサイクル課

エネルギー対策課

新エネルギー
推進室

資源・燃料課

電力・ガス事業課

神戸通商事務所

総務課

通商部

国際課

国際事業課

地域ブランド
展開支援室

投資交流促進課

通商課

近畿経済産業局 組織図

産業部



中部近畿産業保安監督部近畿支部のミッション・組織図

中部近畿産業保安監督部近畿支部では、電力、都市ガス、ＬＰガス、高圧ガス、火薬類、鉱山の産
業保安関係法令の厳正な執行と、情報提供等による自主保安の推進・支援業務を通じ、「国民の安
全の確保」と「環境保全」を図ります。

国民の安全の確保と環境保全のために

5

管 理 課 保 安 課 電力安全課

産業保安監督管理官

支 部 長

鉱山保安課
統括鉱務監督官
（鉱害防止担当）

鉱山に関する安全火薬に関する安全電力に関する安全 都市ガス・LPガス・高圧ガスに関する安全
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・公表資料の作成
本省から還元されるデータや各種統計を基に、近畿 府 県の景気
動向に関する指数やグラフ等の資料を作成し、課内で内容を検討の
上、公表しています。 等の知識はまだまだですが、効率化を行え
るように日々試行錯誤しています。

・企業ヒアリング
毎月２社、多いときには１０社ほどメールや現地訪問にてヒアリング
を行っています。一年目ながら経営者の方の意見を聞くことが出来る貴
重な機会です。生声を通して、地域経済そのものを身近に感じることが
できるという面白さもあります。

総務企画部ではバックオフィスの業務も多いですが、業務を通して局
内での人脈が広がります。企画調査課では、足元の経済動向を把握
するため、タイムリーな情報にアンテナを張っておくことが大切です。

2 5

Excel

総務企画部

局の司令塔！

企画調査課
2020年入局・事務官
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＃大阪・関西万博 ＃ええやん！おもろい！関西企業
＃万博活用戦略って？ ＃関西企業フロントラインNEXT
＃関西経済の動向は？

テレワーク設備が整っていて、在宅ワークの際も気軽に
上司とコミュニケーションが図れるため、のびのびと業務に
はげむことができています。同期や若手の先輩とも気軽
にチャットで相談することができるため、仲を深めやすい
環境だと感じています。
最近はお家カフェを実現すべく、コーヒー器具に投資し
たりパンを焼いてみたりとお家時間を楽しんでいます。

業務紹介

https://www.kansai.meti.go.jp/expo2025/index.html#aboutEXPO2025
https://www.kansai.meti.go.jp/1-9chushoresearch/jirei/jireitop.html
https://www.kansai.meti.go.jp/1-2_2025next/index.html
https://www.kansai.meti.go.jp/1-9chushoresearch/report.html
https://www.kansai.meti.go.jp/1-7research/doukou/kinkikeizai.html


・開放特許等を活用したビジネスアイデア学生コンテスト事業
主担当として、外部事業者との打合せにおいても積極的な発言が
求められ、ライセンサー訪問のため 年目から 人出張もあるなど、責
任感とやりがいをもって業務に取り組むことができます。また現役大学
生の斬新なアイデアに刺激を受けることができるのも魅力です！

・知財セミナー・ワークショップ開催事業
地域ブランディングや地域団体商標取得など知財に関するあらゆ
るテーマについて様々な専門家のお話を聞きながら自らの知見をも
高めることができます！

知財室では、外勤・出張等の機会が多く様々な場面で人脈構築
ができ、コロナ禍ではありますが、この 年で 名の方と名刺交換
をしました！また特許庁長官来訪時の対応等、責任感の大きな仕
事にも関わることができます。

1 1

1 219

地域経済部

次世代の産業を応援！

知的財産室
2020年入局・事務官
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＃関西ものづくり新撰 ＃関西・共創の森
＃開放特許ビジコン ＃巡回特許庁inKANSAI
＃ロボット導入のメリットって？ ＃再生医療、健康経営

コロナ禍で、楽しみにしていた東京研修がなくなり、勤
務後の職員同士の交流にも制限がありますが、オンライ
ン研修が充実しており、昼休みを利用して自炊もできる
ため、テレワークでも時間を有効活用しながらオンオフを
切り替え勤務を行うことができています。また年次休暇
が時間単位で使え、月１有給取得推奨など休暇制度
を活用しやすくプライベートも充実させることができます!

業務紹介

https://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/shinseihin/
https://www.kansai.meti.go.jp/2giki/kansai_kyousounomori.html
https://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/contest/idea_contest.html
https://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/0press/20200908_press_junkai_oosaka.html
https://www.kansai.meti.go.jp/jisedai.html
https://www.kansai.meti.go.jp/bio.html


・商店街支援
新たな需要を取り込むべく施設整備やイベント開催等を行う商店街、
インバウンド対応に取り組む商店街を支援することで商業の活性化を
促しています。商店街と言っても多種多様で、実際に現地に赴き取組
を知ることで、商店街の実情を知り、事業の進歩を感じることができます。

・各種お問い合わせ
免税店販売やフランチャイズ契約、キャッシュレスなど、流通やサービス
に関するお問い合わせがあり、様々な知識を身につけることができます。
今年であれば キャンペーンについてなど、タイムリーな話題に触れ
ることもできます。

産業部はお問い合わせや来客など、外部の方との関わりが多く日々
にぎやかです。また、課を横断する業務も多くあり、部全体の状況に目
を向けることが重要だと感じています。

Goto

産業部

今を輝く産業を未来に！

流通・サービス産業課
2020年入局・事務官
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＃商店街の役割って？ ＃日本の伝統産業を盛り上げる！
＃J-StartupKANSAI ＃経営のお悩み相談
＃VR・AR・AIの活用可能性

テレワーク下ではありましたが、大多数が同じ建物内
で働いていたり、部内で情報共有をする機会なども多く
あったため、普段の業務では関わりのない方を知ることも
でき安心しました。
また、年休等はしっかりとれるので、お家時間を満喫す
ることができました。今はヨガを始めたいなと思いながらも
オンラインで続けられるのか絶賛検討中です！

業務紹介

https://www.kansai.meti.go.jp/5ryusa/shogyo/index.html
https://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/densan_page/densantop/interview.html
https://next-innovation.go.jp/j-startup-kansai/
https://www.kansai.meti.go.jp/2chuusyou/yorozu/yorozu.html
https://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/vr/index.html


・関西の中小企業等のベトナム進出支援
主に、ベトナム進出支援を担当しています。この事業では、現地と
のオンライン会議に同席したり、現地で開催されるビジネスマッチング
会の事前準備などのサポートをしています。英語でメールのやりとりを
することも多々あります。

・イベント周知
既に海外へ進出している 進出を考えている企業様等のために、
関係機関が行う海外展開に関するセミナーや商談会等のイベント
情報を、毎月メルマガや で周知しています。

通商部では、局内のみならず 等の他機関と緊密に連携し
た事業が多いため、外部の方との関係作りも非常に大切になりま
す！

or

HP

JETRO

通商部

海外との橋渡し役！

国際事業課
2020年入局・事務官
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＃海外展開支援 ＃ベトナム・ドンナイ省コーディネータ組織
＃外国人材 ＃アジアの環境問題解決？ #SDGs 
#世界へ羽ばたく地域ブランド！ ＃輸出入・関税割当
＃INVEST JAPAN,INVEST KANSAI

新型コロナの影響により、入局後すぐ、在宅勤務が続
いた際には戸惑いもありましたが、上司や先輩方から多
くのアドバイスを頂き、全力で仕事に取り組むことができ
ています。
退庁後や休日には、プライベートタイムもしっかり確保
できます。ちなみに私は、筋トレやランニングなどで汗を
流し、心と身体をリフレッシュさせています！

業務紹介

https://www.kansai.meti.go.jp/kaigaitenkai.html
https://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/glocal_PT/vietnam/2003_dongnaisleaflet.html
https://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/jireishokai/jireishokai.html
http://team-e-kansai.jp/about/
https://www.kansai.meti.go.jp/2kokusai/SDGS/kansaisdgs1.html
https://www.kansai.meti.go.jp/tiikibrand.html
https://www.kansai.meti.go.jp/tsusyo.html
https://www.kansai.meti.go.jp/3-1toukou/invest_in_kansai/welcome_to_kansai.html


・電力、ガスの安定供給の確保
「電気」や「ガス」といったエネルギーは、一般家庭や産業にとって不
可欠なものです。需要家保護の観点から、こうしたインフラ要素が安
定して供給されるよう、電気・ガス事業者に対して、法に基づく審査
を行います。

・補助金、交付金業務
昨今注目を集める「再生可能エネルギー」の普及促進に努める地
域や、一定規模以上の電力を生産する地域に対して、金銭面での
支援を行っています。

インフラ事業者との接点が多い部署ですが、法執行による規制や、
補助金を活用した支援など、業務の幅は広く、部署内の各セクショ
ンで何が行われているのか、アンテナを張って置くことが大切です。

資源エネルギー環境部

インフラ産業の健全性を守る！

電力・ガス事業課
2019年入局・事務官
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＃エネルギー ＃環境・リサイクル ＃電気
＃資源・燃料 ＃ガス

局内には複数の部活動があり、私はバレーボール部に
参加しています。各局の対抗試合が毎年開催されるの
で、良き人事交流の場ともなっています。
ステイホームが増えたことは、スポーツが趣味だった私に
とってかなり痛手でしたが、日頃の先輩や同期とのつな
がりが、ストレスをためずにいられる要因だなと実感して
います。そんな、人との付き合いが充実するのも、この職
場ではたらく魅力の一つかと思います。

業務紹介

https://www.kansai.meti.go.jp/shigen-energy.html
https://www.kansai.meti.go.jp/kankyo.html
https://www.kansai.meti.go.jp/denryoku.html
https://www.kansai.meti.go.jp/shigen-nenryo.html
https://www.kansai.meti.go.jp/gas.html


・「電気事業法」に基づく審査業務
高圧の受電設備、発電設備等を使用する事業者は、法令に基づき届
出を行うことが義務づけられており、事業者から提出される申請書類の審
査・認定を行っております。 近畿管内の規制対象約 万事業所

・電話対応、事業者からの相談対応
事業者からの電話や事業者からの相談を受けることも多いです。特に事
業者からの相談に関しては専門知識に関する相談を受けることもあるため、
自分で勉強したり上司や先輩に聞いたりしてこなしています。

保安監督部は、他の部署に比べ出張の多い部署となっています。現場
に赴き、実際に設備を目にすることで技術的な知識を身につけることができ
ます。出張自体は日帰りがほとんどで、残業もほぼ無いため、ワークライフバ
ランスが取りやすいです。

( 15 )

電力安全課
2020年入省・技官（機械）
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職場では先輩間、上司間でも非常に風通しの良い
環境であると感じています。コロナウィルスが猛威を振
るっていなかった時期は課内メンバーや若手職員同士
で交流なども行っていました。
現在はコロナに打ち勝つため仕事終わりに「いっぱい食
べて筋トレして寝る！」が日課です。

業務紹介

中部近畿産業保安監督部
近畿支部

関西の産業の安全を守る！

＃合い言葉は～事故無し～ ＃電気の保安 ＃鉱山の保安
＃ ガス・火薬類等の保安 ＃近畿支部Twitter

https://www.safety-kinki.meti.go.jp/index.html
https://www.safety-kinki.meti.go.jp/denryoku/top/index.htm
https://www.safety-kinki.meti.go.jp/kouzan/kin-kouzan.htm
https://www.safety-kinki.meti.go.jp/kayaku_gas/kin-sangyohoan.htm
https://twitter.com/kinkan_tweet


地域経済部 産業技術課
平成28年入局（事務系）
担当業務
サポイン補助金の執行業務、 展示会共同出展などの事業化支援
担当案件のフォローアップ支援 等

その日に来たお問
い合わせや連絡
のメールにお返事
して業務終了
この日は同期との
zoom飲み会に
参加

新たな取組の
実施方針や
進め方を班
内で協議

担当している研究
事業の進捗状況の
連絡会議にオンライ
ンで参加

お昼休み
周りに色んな料理
店があるので新しく
お店を開拓するの
が楽しいです
コロナ禍以前は
若手同士でよく出
かけていました

登庁
補助事業者など
の関係機関の方
と電話やメールで
打ち合わせ

9:00 12:00 13:00 15:30 17:45

職員の1日
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総務企画部 2025NEXT関西企画室
平成30年入局（事務系）
担当業務
「大阪・関西万博」に向けた機運醸成、
万博の開催パワーを活用し、関西全体を活性化する活動「万博活用地域活性化戦略」の推進等

大学から直帰。
コロナ禍のため、仕
事終わりのランニング
が最近の“切り替え”
です。
ワインと映画を楽し
んで翌日にストレス
を持ち込まないよう
にしています！

毎日の楽しみは同期と
お昼を食べること。

午後イチで
博覧会協会と
オンラインで意見交換。

オンラインイベントや学
生向け講義に向けて上
司と打ち合わせ。
企画系業務は特に、上
司との意見交換が大変
勉強になります！

登庁。
メールをチェックし、
1日のTODOを
整理。

まずは局内・局
外からの問い合
わせ、発注等に
対応します。

08:00 10:00 13:00 14:30 16:45

職員の1日
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とある大学に学
生向け講義へ。
万博を知っても
らい、自分事とし
て感じてもらうこ
とを目標にしてい
ます！

※コロナ禍における特別の出勤段階です



地域経済部 イノベーション推進室
平成30年入局（事務系）
担当業務
産学官連携やオープンイノベーションに関する事業の企画・運営や冊子の作成、
関連情報の提供 等

テレワーク終了。通
勤時間が無いため、
趣味などプライベート
な時間も取りやすい
です。

お昼休憩。昼食後に、
近くの公園を散歩。
運動不足の解消＆
気分転換！

部署内でのオンライン
打ち合わせ。時には、
外部組織の人とも。
在宅でもコミュニケー
ション･相談しやすい！

テレワーク開始。
連携を求めてい
る事業者や大
学・研究機関、
局内関係課等
からのメール確認
およびスケジュー
ル調整。

全国各地域の
産学官連携や
オープンイノベー
ションのWEBイ
ベントを視聴。
今後の取組の
アイディア探し。

08:00 10:00 12:00 14:00 16:45

職員の1日
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※コロナ禍における特別の出勤段階です



近畿経済産業局では、本人の希望に基づき経済産業本省（東京）、他省庁の近畿ブロック機関、
地方自治体などへの出向があります。様々な組織経験や、人との出会いを通じて、キャリアプランを
描いていくことが可能です。

係 員
（発芽期）

係 長
（生育期）
※28歳～41歳

課 長 補 佐
（成長Ⅰ期）
※42歳～48歳

課 長
(成長Ⅱ期)
※49歳～

S59年 入局
輸出保険業務課
施設課・ガス保安課
地域振興

H3年中小企業庁出向

H4年中小企業庁 ※係長昇任
H5年企画課
H9年英国留学
H10年資源エネルギー庁出向
H12年総務課
H14年産学官連携推進室
H15年中小企業課
H17年企画課

H18年企画課 ※課長補佐昇任
H20年サービス産業室・コンテンツ産業室
H22年政令指定都市（近畿圏内）出向
H24年ものづくり産業支援室長

H25年参事官 ※課長昇任
H26年国際事業課長
H27年企画課長
H29中小企業政策調査課長
H31年地域経済課長
R2年総務課長

| 総務課長の場合

キャリアステップ

これまでの経歴を振り返って

●現場重視をモットーに、熱く！
元気に！様々な部署・組織で
貴重な経験を積んできました。
●特に、係長時代の13年間は、
「七転び八起き」の精神で、多く
の失敗にもめげず、そのたびに奮
起してきたことが、今につながって
いると実感しています。
●引き続き、黒子役（総務課
長）を担いながらも、『今、関西
が熱い！益々元気！』を国内
外に発信していきます！

ワークショップでの講師役の様子
（中小企業政策調査課長）

当局とベトナム・ホーチミン市との協力文書
締結式の様子（国際事業課長）
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出向先では新事業に挑戦する中
小企業のアトツギ社長を応援する
事業を担当していました。
また、局での経験を活かし、国の
補助金申請書のブラッシュアップの
お手伝いをしたり、他の自治体に出
向している職員と連携し、市域を超
えた企業の交流イベントの企画を行
いました。

近畿経済産業局の域を超えて

出向で得られる経験と視点とは
出向先での業務内容

次世代産業・情報政策課
2003年入局・事務官

17

ここでは、実際に自治体への出向経験がある職員の体験談を
ご紹介します。

出向先での業務を通じて感じたこと

市役所に出向して感じたのは「企業との距離感の近さ」です。
私も多いときは1日に3社企業を訪問し、また、2年間で数十
回訪問した企業もあります。

経営者に何度も会うとその企業が本質的に抱える課題が見え
てくるもので、企業に寄り添った支援の必要性を身に染みて感じ
ることができました。

いまは経済産業局に戻り中小企業の製造現場へのロボット導
入を支援していますが、まずはその企業が本当に解決すべき経
営課題が何なのかを注意深く聞き取るように心がけています。

昨年度末まで自治体（関西の政令指定都
市）へ２年間出向していました。
出向先では経済産業局とは違った立場、目線で
企業と接することが多く、とても刺激的な毎日を送
ることができました。



私は現在３歳と１歳の２人の娘がおります。下の娘が生まれた際には、上の
娘がまだ小さいこともあり、妻が家に戻ってきたタイミングで計５日の特別休暇
（育児参加休暇）を取得しました。妻は現在育児休業中ですが、共働きの
ためなるべく家事の負担が１人に偏らないように普段から心がけており、娘の保
育園の送りはフレックスタイム制度を活用して出勤時間をずらし、私が担当して
います。また、誕生日など家族で夕食を囲みたい時は、在宅勤務制度を活用
したりもしています。
このように仕事に取り組みながらも子育てに参加できるような制度が整理され
ていることに加え、職場における理解も進んできており、以前に比べて１人１
人にあった柔軟な働き方ができるようになったと実感しています。

（地域経済部産業技術課知的財産室 係長 平成19年入局・事務系）

近畿経済産業局では、ワークライフバランス（WLB）推進のため働き方改革を進めています。
テレワーク（在宅勤務制度）やフレックスタイム制度のほか、男女問わず利用できる育児支援制度も充実しています。

配偶者出産休暇 育児参加休暇 育児休業 育児時間

休憩時間の短縮 早出遅出 保育時間 子の看護休暇

フレックスタイム制 在宅勤務（テレワーク） 介護休暇

【これまでに活用した両立支援制度】（男性職員ver.）

| 事例１

WLB
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「頼むから通勤緩和を申請して。妊娠を甘くみてはダメ。」妊娠しても朝早く出
勤していたら当時の課長から言われました。それからはラッシュを避けて通勤でき、
楽になりました。娘が１歳半で復職してからは、時短勤務や看護休暇を活用し
ています。
制度が充実していても使えなければ意味がありません。当局には活用する側、
活用させる側の自然体な雰囲気があると感じます。広報業務は突発的な案件
も多いのですが、上司や課室のメンバーの協力を得て乗り切っています。
仕事に打ち込みたいとき、家庭も大切にしたいとき、せざるを得ないときなど人
によっても自身のライフステージでも様々です。それぞれの働き方が尊重されるよ
う、制度や環境に甘えるだけではなく、求められる成果への努力を忘れずに、多
様なフェーズの自分を楽しみながら仕事を続けたいと思っています。

（総務企画部総務課広報・情報システム室 係長 平成16年入局・事務系）

【これまでに活用した両立支援制度】（女性職員ver.）

通勤緩和 産前・産後休暇 育児休業 育児時間

休憩時間の短縮 早出遅出 保育時間 子の看護休暇

フレックスタイム制 在宅勤務（テレワーク） 介護休暇

| 事例２
WLB
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03

Q＆A



採用Q＆A

Ｑ１ 出身学部や公務員試験の点数は採用に影響しますか？
また、既卒は不利ですか？
当局では文系・理系を問わず、やる気や可能性を重視した人物
本位の採用を行います。したがって、出身学部や試験の点数、既
卒・新卒の違いによって不利になることは一切ありません。

Ｑ３ 勤務時間は何時から何時までですか。

当局では時差出勤を行っており、次の３グループから勤務時間
が割り当てられています。フレックスや休憩時間変更などの諸制度
により、個人のライフスタイルに合わせた働き方ができるようになって
います。

事務官
70%

技官
30%

事務官・技官 段階名 時間

第一段階 8:30～17:15

第二段階 9:00～17:45

第三段階 9:30～18:15

特定の資格を取得していること自体が、採用選考に影響することは
ありません。

Ｑ２ 採用選考に影響する資格などはありますか？

経・商
27%

理・工
27%

文・人文
20%

法・政治
16%

その他
10%

出身学部

部署・時期により異なりますが、平均して月15時間程度です。業務
の効率化を図ったり、定時退庁日を設けるなど、残業を少なくするように
取り組んでいます。ただ、年中残業をしているわけではなく、業務が一段
落した後はできるだけ年次休暇を取得するよう奨励しており、それを利
用して海外旅行等でリフレッシュしている職員も多くいます。

Ｑ４ 残業はありますか？
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採用Q＆A

概ね２～３年ごとのサイクルですが、若手職員に関しては様々業務
を経験してもらうため、１～２年で異動となります。
毎年、各職員からは配属等に関する希望調書を提出してもらうほか、
面談等を経て、各人が持てる能力を最大限に発揮できる人事配置を
心がけています。

Ｑ６ 異動はどうなっていますか？

全職員の男女比は男性６割、女性４割ですが、40歳以下に限定
すると、男女ほぼ半々の人数が在籍しています。
また、育児支援制度が充実しているので、結婚や出産に伴い仕事を
辞める人はほとんどいません。

Ｑ７ 女性も活躍できますか？

Ｑ８ 転勤や出向は？

経済産業本省（東京）への研修出向（２年程度）をすること
があります。その他、他省庁の近畿ブロック機関、地方自治体、関
係団体などへ出向する機会がありますが、転居を伴う異動はほとん
どありません。

男性
60%

女性
40%

男女比（全職員）

男性
50%

女性
50%

男女比（40歳以下）

Ｑ５ 研修制度について教えてください。

採用時に経済産業省や行政業務の基礎事項を学ぶ新人研修があり
ます。その後は担当業務に必要な専門知識を習得するための政策分野
別研修や、個人のスキルアップを目指す研修（語学・財務分析）、昇
任後に実施される階層別研修などが用意されています。また、局内でオ
リジナルの研修・勉強会もあり、オンライン開催でテレワーク勤務でも参加
できます。
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INTERVIEW



１年目職員にあれこれ聞いてみた！

総務企画部
企画調査課

2020年入局 事務官

亀谷さんの写真

尾崎くんの写真

Q1:志望動機は？
育ってきた環境もあり、中小企業さんの支えに
なる仕事に就きたいと思い、志望しました。また
多岐に渡る業務や、前向きな仕事が多いことも
理由の一つです。
Q2:入局前にやればよかったことは？
基本的なExcelの技や、マナー、ビジネスメール
の書き方です。恥ずかしながらメールの文章で
失礼がないかどうかいちいち調べることもありまし
た。

Q1:面接の時意識していたことは？
終始和やかな雰囲気のため、しっかりと準備して
自分自身をアピールすることが重要だと思います。
緊張はしますが、笑顔でハキハキと面接官に伝え
ることを意識していました。
Q2:入局前にやればよかったことは？
パソコンの基礎的な部分をもっとやっておけばよ
かったです。入局後の研修も充実しているため大
きな問題はないですが、知っていることに越したこ
とはないです。あと、地方に行く友人ととことん遊
ぶことも大事だと思います。

24

Q１:志望動機は？
企業の現状や課題を発掘するために、訪問
に行く機会があることが局の仕事ならではの
魅力を感じたからです。企業だけでなく自治
体も巻き込んだ仕事ができることも魅力に感
じました。
Q２:面接の様子は？
アルバイトや部活で楽しかったことなど、明る
い話を聞かれた印象です。意外な部分を掘
り下げられることもありましたが、全体としては
フレンドリーな雰囲気での面接でした。

Q1:志望動機は？
私は理系の学科出身なのですが、技術職に
はどうもなじめませんでした。説明会で近畿
経済産業局は理系区分の試験でも面接を
受けることが出来ると知り、関西の経済を理
系の知識を活かしつつ人とは違う視点で切り
開き、盛り上げたいと思ったからです。
Q2:面接の時意識していたことは？
この人と働きたいと思わせる振る舞いをするこ
とですかね。採用する側も人間なので。多少
失敗してもめげず、一生懸命すれば見てい
る人は見てくれていると思います。

産業部
産業課

2020年入局 事務官

産業部
創業経営支援課

2020年入局 事務官

資源環境エネルギー部
エネルギー対策課

2020年入局 技官



笹倉くんの写真

１年目職員にあれこれ聞いてみた！

通商部
国際事業課

2020年入局 事務官

総務企画部
総務課

2020年入局 事務官

Q1:経産局の魅力は？
常勤職員から非常勤職員に至るまで非常に
魅力的な方が多い印象です。それぞれが自
分の強みを生かし活躍されております。そのた
め自分も周りの皆さんに刺激を受けながら業
務を行っています。また不明な点があればすぐ
相談出来るといったことも魅力の1つです。
Q2:ぶっちゃけ同期は仲良し！？
仲良しだと思います！さすがにコロナ禍なので
都合を合わせて、同期でオンライン飲み会を
行ったりしています。

小阪田さんの写真

松谷くんの写真

Q1:経産局の魅力は？
国の機関なので、大局的な動き等を見ながら
仕事できる一方で、地方の出先機関としてそ
の地域にスポットした仕事も出来る点です。ま
た、企業支援一つをとっても様々な角度が有
り、色々な経験ができるのも大きな魅力です。

Q2:局での仕事のやりがいは？
一年目ですが、様々なことを任せてもらえると
思います。個人的には、自分が中心となって
進めたことが、本省幹部が出席する会議で局
長より発表いただけたことが印象に残っていま
す。 25

Q１:経産局の魅力は？
若手でも意見を言いやすい環境だと思いま
す！課内会議でも私が発言できるよう話を
振っていただけたり、意見に対して真摯にアド
バイスをしてくださるので、会議に主体的に参
加することができています。
Q２:局での仕事のやりがいは？
課長の講演の一部を任され、企業の方向け
に講演をさせていただいた経験が印象に残っ
ています。講演後に個別に相談にきてくださる
方も多く、自分の業務が誰かの役に立ってい
るんだということを実感できました。

地域経済部
バイオ・医療機器技術振興課

2020年入局 事務官
資源エネルギー環境部
新エネルギー推進室

2020年入局 事務官

Q1:ぶっちゃけ同期とは仲良し！？
新型コロナの影響で、全員で集まる機会は
ほとんどなかったものの、お昼にお弁当を一
緒に食べたりすることも多く仲良しです。仕
事でも困ったときには助け合う存在です。
Q2:局での仕事のやりがいは？
自分の意見が反映されたときや、上司から
仕事を任されたときはやりがいを感じます。
また、会議の運営全てを任せてもらえたとき
は不安でいっぱいでしたが、終わった時の達
成感は格別でした。
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Q3．近畿経済産業局の立地ってどうなん？

とても立地が良く、地下鉄谷町線や京阪電鉄も近く、梅田か
ら10分、神戸や京都からも約50分と通勤がしやすい場所です！
庁舎東側に大阪城があり、幹部室より一望することもできます。
周辺にはカフェや飲み屋も多いため、ランチタイム以外に退勤後に
も楽しむことができます。もちろん局内には売店があり、お弁当を売
りに来てくださるので、局内で食べることもあります。

Q4．服装とかは普段どうされてますか？

服装は基本的には女性はオフィスカジュアル、男性はスーツ着用が多いです。ロッカーがあるため通勤服と仕事着を分けている方もい
らっしゃいます。出張や来局時はジャケットのような羽織れるものが必要となりますが、入局前に想像していたよりも自由な印象があり、
思ったよりもスーツを着る機会は少ないなと感じています。

参考

大
阪
メ
ト
ロ
天
満
橋
駅

か
ら
徒
歩
約
５
分

１年目職員にあれこれ聞いてみた！

男子コーデ女子コーデ



最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
このパンフレットで、少しでも局の魅力を知っていただけると嬉しいです！
実はこれ、一年目職員でテレワークの中完成させたものなんです！

左の写真のような感じで、リモートで繋がりながら和気藹々と作成しました☆
皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています(^^)

編集後記
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採用に関するお問い合わせ

近畿経済産業局
総務企画部総務課人事係
〒540-8535
大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号 06-6966-6060

URL：https://www.kansai.meti.go.jp/
Twitter：https://twitter.com/meti_Kansai

おわりに

https://www.kansai.meti.go.jp/
https://twitter.com/meti_Kansai
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