
今、変える、関西。

採用案内
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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

商品取引室

消費者相談室

製品安全室

製造産業課

産業調査室

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
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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

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

投資交流促進課

通商課

近畿経済産業局 組織図

産業部
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ABOUT US



・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、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
できるように日々試行錯誤しています。
Excel

総務企画部
局の司令塔！

業務紹介

＃大阪・関西万博 ＃ええやん！おもろい！関西企業
＃2025年を考える！ ＃足下の経済動向は？

企画調査課
2019年入局・事務官

お昼は同期で集まってランチしています。気兼ねな
くおしゃべり出来るのでよいリラックスタイムになっていま
す。また、冬には全員で淡路島に1泊2日の同期旅
行に行き、ふぐをいただきました！
同じ勤務地であることは、同期の仲を深めやすいと
いうメリットがあると思います。

・企業ヒアリング
毎月２社、多い月には10社ほど企業ヒアリングをしています。1
年目ながら経営者の方と意見を交わすことが出来る貴重な経験
です。また、生の声を聞く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、部署間の
調整を通じて局内での人脈は広がります。また企業ヒアリングや
会議、セミナーへの参加等で外に出る機会もあります。

6

https://www.kansai.meti.go.jp/expo2025/
https://www.kansai.meti.go.jp/1-9chushoresearch/jirei/jireitop.html
https://www.kansai.meti.go.jp/2025next.html
https://www.kansai.meti.go.jp/1-7research/doukou/kinkikeizai.html


・サポイン事業（補助金制度）
私は補助金の執行業務を行っています。
中小企業の研究開発を応援する、とても前
向きな仕事で大変なこともありますが、やりが
いのある仕事です。

地域経済部
次世代の産業を応援！

業務紹介

産業技術課
2018年入局・技官（建築）

部活動や懇親会等のイベントがたくさんあり、特に
若手とされる年代は幅広く仲良くなれます。またイベ
ントへのお誘いは頻繁にあるものの、強制力のないフ
ラットな環境にあることも魅力の一つだと感じています。

・関西ものづくり新撰（表彰制度）
関西ものづくり新撰という新製品・新技術に対するアワードも担
当しています！関西の面白いものづくりを知ることができる楽しい仕
事です。

当課はチームで仕事することが多いので、課内の結束力が強く、
全員がそれぞれのフォローをできる環境にあります。まわりの人に頼
りやすく、のびのび仕事ができる場所と思います。

＃開放特許とは ＃ロボット導入のメリット
＃”優れた” “売れる“製品・技術を厳選しました！

#創薬、再生医療、機能性食品等
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https://www.kansai.meti.go.jp/chizai.html
https://www.kansai.meti.go.jp/jisedai.html
https://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/shinseihin/index.html
https://www.kansai.meti.go.jp/bio.html


・商店街支援
インバウンド観光客の効果により需要が高
まった商店街の声に対応すべく、施設整備の
補助やイベントの開催を支援し、商店街の振
興を促しています。直接現地に赴くこともあり、
書面だけではわからない商店街の実態など自
分の目で確かめることができます。

産業部
今を輝く産業を未来に！

業務紹介

流通・サービス産業課
2019年入局・事務官

公務員といってもビジネスマンであることに変わりは
ないので、日々業務をするうちにこれは知っといた方
が後々ためにもなるやろな～というものや興味を持っ
たものについて業務後、資格学校に通って勉強して
います。
それと、１か月に１キロずつ増量してゆくmy 

bodyに危機感を覚えたのでジムに通い始めました。

・キャッシュレス推進
国内でのキャッシュレスによる決済比率40%を目標に、施策説
明会など、周知に力を入れています。制度を把握するだけでなく、
一般消費者の方々からの問合せにも電話で対応します。

産業部は、各課で人の出入りが激しく、活発に議論もされている
ので毎日にぎやかです。課を横断する相談や業務もあり、自分の
担当課以外の業務も積極的に関われば勉強できる職場環境です。

＃○○ペイ ＃後継ぎ、どないしよう。。
＃VRを中小企業にも ＃JAPANブランド
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https://www.kansai.meti.go.jp/5ryusa/cashless/cashless.html
https://www.kansai.meti.go.jp/2chuusyou/shoukei/shoukei_top.html
https://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/vr/r1_research.html
https://www.kansai.meti.go.jp/japanbrand.html


・イベント周知
各支援機関が行う海外展開に関す
る企業支援イベントをメルマガや で
周知しています。

メルマガに小話を導入し、多くの方に楽しんで読んで頂けるよう工
夫しています！

HP

通商部
海外との橋渡し役！

業務紹介

＃アジアの環境問題を解決！ ＃SDGsって最近よく聞くけど？
＃ベトナムでイベント開催？ ＃関西の魅力を伝えるツアーって？

国際事業課
2019年入局・事務官

休日には海外旅行に行くこともできます。私は、夏
休みには１人で3日間タイへ行き、冬には3連休に1
日休暇を足して家族でシンガポールへ行ってきました。
長期的な休暇も取りやすく、プライベートもしっかり
満喫できる職場です！

・ベトナム進出支援
日系企業のベトナム進出支援の中で、現地でのイベント開催に
係る事前準備等のお手伝いをさせて頂いています。イベント申込
者のとりまとめをしたり、英語で送られてくる資料を訳したりすることも
多いです。
通商部では、海外との連携のため、長期の海外出張に行かれる
方も多いです。またJETROやJICA等他機関と緊密に連携した事
業も多いので、外部の方との関係づくりがとても大事です。 9

http://team-e-kansai.jp/
https://www.kansai.meti.go.jp/2kokusai/SDGS/kansaisdgs1.html
https://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/glocal_PT/vietnam/kansai_vietnam.html
https://www.kansai.meti.go.jp/2kokusai/ryoujikan/top_jyouhou.html


・ＦＩＴ認定業務
再生可能エネルギーの普及促進のための
固定価格買取制度（ＦＩＴ）について、
認定業務を主として行っています。具体的に
は、発電を行う事業者の方から提出された
申請書を審査・認定しています。

資源エネルギー環境部
日常生活の基盤を作る！

業務紹介

＃太陽光、最近よく見るような・・・ ＃水素社会を目指して
＃エコバック持ち歩こう！ ＃経産省でも省エネ？

エネルギー対策課
新エネルギー推進室
2019年入局・技官（土木）

局内の部活として、野球部、ソフト部、バレー部の３つ
に参加しています。そう聞けば、とても忙しいように思えま
すが、活動自体は平均月１回程度で強制参加でもな
いので、自分の休みも十分に満喫できます。
部活で汗を流しながら、普段接することのない先輩や
上司の方ともざっくばらんにお話しでき、局での仕事などを
知る機会にもなります。

・電話、来客対応
発電事業者の方からの電話、来客対応を行うことも多く、質問に
答えるためには制度についての知識が欠かせません。分からないとこ
ろは自分で調べたり、上司に質問をしたりしながら対応しています。

資源エネルギー環境部は、法執行業務を行う部署が多く、執務
室内での仕事がメインとなります。私はたまたま技官ですが、技官、
事務官関係なく、同じ環境で働いています。
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https://www.kansai.meti.go.jp/3-9enetai/energypolicy/new_ene.html
https://www.kansai.meti.go.jp/5-1shiene/smart_energy_initiative/initiative.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191227003/20191227003.html
https://www.kansai.meti.go.jp/3-9enetai/energypolicy/details/save_ene/syouene.html#f1


総務企画部 総務課 平成29年入局（事務系）

担当業務
諸手当の支給認定手続き、各種ワークライフバランス推進制度の取得手続き、
各種届出・証明書類作成、新規採用等採用関係 等

午後の業務開始。
ホームページの新規採
用イベント情報を更
新。見やすさを重視し
て工夫しています。

登庁。メールの確
認や局内関係課
との打合せスケ
ジュールを調整。

08:30 12:00 13:00 15:00 17:15

職員の1日

お昼休み。若手同
士でランチに出かけ
ることも多いです。
たくさんお店がある
のでどこに行こうか
迷うくらいです。

新規採用向け
業務説明会で
局についてご紹
介。

上司のアドバイスを
踏まえて資料を修
正し、業務終了。
この日は局内バ
レー部の練習会へ。
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実際に若手職員がどのような働き方をしているのか、１日の流れをご紹介します。



資源エネルギー環境部 新エネルギー推進室
平成29年入局（事務系）
担当業務
スマートエネルギー産業における新技術・サービスの開発支援、
関連情報の提供 等

退庁。定期的に
同期と飲み会。
若手有志で週末
旅行にいくこともあ
ります。

新たな取組
の実施方針
や進め方を
室内で検討。

スマートエネルギーに
関心のある大学を訪
問。学生等とともに、
新たなエネルギーの利
活用について検討。

エネルギー施策関
連の会合に出席。
室内の取組に関し
て講演。

登庁。自治体や
団体、事業者、
局内関係者等と、
メールや電話で
打合せ。

09:00 10:00 13:00 17:00 17:45

職員の1日
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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

係 長

課 長 補 佐

課 長

部 長

昭和58年 入局
生活物資課
貿易振興課 など

昭和63年 英国留学
平成元年 本省出向
平成3年～ 企画課 など

平成17年～産学官連携推進課
製造産業課 など

平成24年～次世代産業課など
平成28年 独法出向

平成31年～産業部

これまでの経歴を振り返って
入局間もなくの地方博覧会事務局勤務を
皮切りに、英国留学、本省出向（米国担
当）、独法出向（施設整備）など外部組
織で貴重な経験を積ませていただき、局内業
務では、補助金やルーティン業務の他、様々
な分野でプロジェクト企画（航空機分野、女
性起業家支援分野等）も経験し、目に見え
る成果も実感できました。近畿経済局では、
若い頃は早い異動サイクルで基礎となる業務
を一通り経験した後、キャリアプランに沿ってス
テップアップが可能です。関係団体の会合などに積極的に

出席して施策普及に努めています

コミュニケーションが最も大事
（大阪城を望む執務室にて）

| 産業部長の場合

キャリアステップ
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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

14



「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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Q＆A



採用Q＆A
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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。

Ｑ２ 研修制度について教えてください。
採用時に経済産業研修所（東京都東村山市）にて１週間程度の
新規採用職員があります。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・勉強会もあります

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4グループから勤務時間が割り当
てられています。

(1) 8：30～17：15
(2) 8：45～17：30
(3) 9：00～17：45
(4) 9：15～18：00

Ｑ４ 残業はありますか？

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。

Ｑ５ 転勤や出向は？

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？

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。
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１年目写真

Q1．職場の雰囲気は？

穏やかな雰囲気だと思います。分からないことがあれば上司
の方が教えてくれます。

私も質問のしやすさは日々感じています。それに加えて、「担
当事業をもっとこうしてみたい！」といった考えを自由に発言できる
空気が局全体にあり、若手でもどんどん意見の言える職場です。

入局後1年目でも仕事を任せて貰えます。課内の上司は、
「やってみたら？」と声に出して言ってくださる一方で、相談もしや
すい環境なので、必ず守ってくれる安心感があります。

職務は基本的には「課」単位で動き、そこの管理職である
課長の元で働くことになります。そういった課長や課長補佐、係長
といった上司との距離を感じさせない職場だと思います。

Q2．経産局の魅力は？

働いている人！バリバリ仕事をこなす方、人付き合いの上手な
方等、魅力のある方ばかりで一緒に仕事をさせて頂くと刺激を受け
ます。

いつも新鮮な気持ちで仕事にチャレンジできるのが魅力だと感
じます。特に若手は約１～２年の周期で新しい部署に異動になり、
私は入局してからの1年間で２部署の仕事を経験させていただきま
した。別の視点を獲得し過去に学んだことを活かすことで、仕事の幅
を広げていくことができると思います。

若手から色んな経験をさせていただけることです！私は今年度、
上司の方と一緒にベトナム出張に行かせていただき、イベント開催
等のお手伝いの中で、1年目としては贅沢すぎるほど多くの事を学び
ました。若手を積極的に育ててくださる職場だと思います。

１年目職員の小話
1年目プロフィール

＊男女比 1:1

＊出身地
大阪、京都、兵庫、
奈良、石川、愛知

＊出身学部
経済学部、文学部、
理工学部など



Q5.退勤後や休日は何してる？

夏場は「ゆう活」という早く出勤して早く退勤する制度を使って、
先輩や同期と野球を観に行きました。有休は取りやすい雰囲気な
ので業務との都合がつくときに月１回くらいのペースで取得していま
す。

退勤後は家でゆっくりしていることが多いですが、同期や若手
の先輩方と飲みに行ったり、カラオケに行ったりもしています。土日と
有休を合わせて連休を作り、旅行に行くこともあります。平日でも、
有休をとって好きなバンドのライブに行くなどして有意義に過ごしてい
ます。

Q6.就活時に意識していたこと、評価されたと思うことは？

意識していたことは笑顔と、まわりをよく見ることです。面接官
だけでなく、他の受験生のことも観察してました。ライバルではなく、
もしかしたら同期になるかもしれない人と好意的な印象で見てみる
とリラックスして面接に臨むことができました。

たくさんの就活生の中で、面接の練習量なら誰にも負けな
い！という強い自信を持って面接に挑んでいました。その自信が表
情や話し方から伝わり、評価につながったと思います！

20

Q3．ぶっちゃけ同期は仲良し？

仲良しです！同じ建物で全員が仕事していることもあり、
ぱっとその日に「ラーメン食べに行こ！」って集まれる関係性です。
また、全員が異なる課室で全く違う仕事をしており、それぞれが専
門的な知識・意見を持っているので、大変な時は最高の相談相
手です。

勤務地が同じことを活かして、毎月同期女子５人で気にな
るお店にランチに行く女子会を開催しています。休日に海遊館に
行ったり、ライブに行く計画をたてたり、業務外でも仲良しです！

Q4．今までの業務で大変だったことは？

局外で施策説明会の講師をしたことです。普段行っている
施策を分かりやすく伝えるにはどう説明すればいいか悩みました。
講師として話した経験が無かったので、構成も含めて上司によく相
談しました。

中小・小規模事業者を中心に5%還元を行うキャッシュレス
推進施策を行っていますが、施策開始の10月頃は一般消費者
からの問合せも殺到し、施策の意図を説明して理解していただく
ことが大変でした。

技官である私にとって、今まで触れたことのない民法の知識
が必要な場面もありましたが、どの部署も、基本的に事務官と技
官の垣根がないため、周りの先輩、上司に聞きながら対応するこ
とができました。

１年目職員の小話



最後まで読んでくださった就活生のみなさま
近畿経済産業局の全てが詰まったパンフレット、楽しんでいただけましたでしょうか。

実はこれ、みなさまと目線の近い入局したての1年目職員が
記憶に新しい就活体験を振り返り

「就活の時もっとこういうのがあれば良かったよな～」の思いを胸に
1年目職員主導で完成させた採用案内なんです！！

オマケ情報ですが表紙の「2020」にいろんな写真が隠れていたのはご存知でしたか？？
登場した1年生のみんなが近畿の各地で撮影したものなんです！

写真撮影のセンスまでピカイチですね～

編集後記

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
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