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先輩職員からのメッセージ

未来の可能性を摘まない選択を
 経済産業省の魅⼒は、未来の幅を狭めない選択ができる
ことです。学⽣時代に⼀⽣を賭けられる職業を選べる⼈は
多くない中、社会に出てやりたいことができたときに、選
択肢が残っていないことほど、悲しいことはないのではな
いでしょうか。
 経済産業省では、地域づくりや産業の育成、経営基盤の
強化、エネルギー政策など、経済発展に貢献する幅広い分
野に携わることができます。ベンチャー企業のように何も
なければ創る価値観があり、社会に出てからでも⾃分の⼈
⽣設計を考え、選択することができます。
 私は、東京・霞ヶ関への出向後、地⽅創⽣を踏まえて、
地⽅⾃治体での勤務を強く希望し、帯広市に出向すること
ができました。現在は、事業者⽀援を担当し、帯広市での
経験や繋がりを⽣かしながら、⽇本の９９%を占める中⼩
企業を施策で応援しています。
 今はまだ⾃分の可能性や関⼼の沸く分野がわからなくて
も、経済産業省には、皆さんが関わりたいと思える仕事が
必ずあります。ぜひ⾃分の⼈⽣を豊かにする⽅策を経済産
業省で探してみて下さい。

⼤きな視野で北海道の未来図を描ける職場
 最近は、皆さんも「カーボンニュートラル」という⾔葉
をよく⽿にすると思います。この⾔葉を聞くと、直感的に
「エネルギーのお話」という⾵に受け⽌められがちですが、
「産業競争⼒の強化・地域経済の活性化」といった重要な
視点があります。
 企業価値の向上に繋がることを理由に、北海道の再⽣可
能エネルギー（再エネ）を活⽤したい事業者が道内外に多
く存在します。それらの事業者が単に再エネ設備を⼊れて
終わるのではなく、再エネをうまく活⽤しながら地元の雇
⽤や産業を創り・守り、どのように地域の「稼ぐ⼒」を向
上させるか。その⽅策を検討・実現することが、今の私に
与えられたミッションです。
 ドラスティックな改⾰であり、制度⾯を含め発展途上な
分野故の難しさもありますが、国内外の事例を参考にしな
がら北海道版にローカライズし、北海道の可能性を拡げて
いく。国ならではの広い視野と、地域に⼊り込んで政策を
企画⽴案できるところが、この職場の強みであり、魅⼒で
あると感じています。

北海道経済のために挑戦できる職場
 省エネは２０５０年カーボンニュートラルの実現に向け
た重要な取組の⼀つです。省エネと聞くと、我慢や節約と
思われがちですが、エネルギー使⽤量の把握や設備の掃除
など誰でも簡単なことから始められ、省エネによって得ら
れた経費削減の効果は利益に直結します。
 私は事業者における省エネ取組を推進する業務を担当し
ています。主な業務は、法律に基づきエネルギー使⽤量の
⼤きい事業者から提出された報告書の審査や現地調査等を
⾏います。また、補助⾦の紹介や優良な省エネ事例の周知
活動を通じて、省エネ取組に前向きな事業者を⽀援してい
ます。
 当局では、地域経済の活性化に繋がる事業者⽀援はもち
ろん、その根底を⽀えるエネルギー対策、法執⾏業務など
幅広い業務に携わることができます。また、年次を問わず
に仕事を任せてもらえることも魅⼒です。皆さんも北海道
経済を発展させるため、地域に根ざしたやりがいのある業
務に⼀緒にチャレンジしませんか。

地域企業に寄り添い、危機を乗り越える
 企業数の９９％以上を占める中⼩企業は、屋台⾻として
⽇本経済を⽀えています。
 昨今、新型コロナウイルス感染症や⾃然災害など、予期
せぬ事態が中⼩企業の経営に厳しい影響を与えています。
 私はそうした危機に直⾯する中⼩企業を⽀援する制度の
設計や執⾏を⾏っています。
 例えば、コロナ禍に対応するため、オンライン取引やロ
ボットを駆使した新たなビジネスに挑戦する事業者への補
助事業や、豪⾬災害により施設・設備が被災した事業者の
復旧⽀援などを⾏っています。
 こうした制度の設計・執⾏に当たっては、経済産業局と
連携して地域の“⽣声”を聞き、ニーズの把握や制度の周知
をしていくことが⽋かせません。
 北海道経済産業局では、⽇頃から地域企業と対話を重ね、
危機に対する共通課題や必要な政策資源の発掘を⾏ってい
ます。そうした⽣声をもとに、北海道から⽇本経済を⽀え
ていく新たなプロジェクトを作っていくことができる他に
ない職場です。



中川 元太
（中⼩企業課）

伊藤 ⼤輝
（企画調査課）

鷲頭 希理
（地域経済課）

⼭崎  陽
（会計課）

★⼊局後の印象・雰囲気は︖★
【伊藤】
 明るく活気のある職場だと思いました。普段から、雑談なども含め
コミュニケーションが多く、⾮常に楽しく働ける環境だと思います。
とはいえ、皆さん仕事には熱く、メリハリのある職場だと感じており
ます。
【内藤】
 ⼊局後すぐに、先輩や上司がご飯につれてってくれたりと仲良くし
てくれて、あたたかさを感じました。緊張もすぐにほぐれ、のびのび
と仕事ができる環境です。
【⾼村】
 扱う業務の幅が広く、職員もバラエティ豊かな⽅が多いという印象
です。また、どなたも業務について丁寧に教えてくださるので、些細
なことでも相談しやすい、温かい雰囲気だと感じています。
【鷲頭】
 先輩や上司の皆さんは優しく、フラットで質問しやすい環境です。
学⽣の頃、公務員に抱いていた印象より遙かに柔軟な姿勢の組織だと
感じています。

★経産局を志望した理由は︖★
【讃岐】
 様々なことに興味関⼼のある⾃⾝の性格から、業務内容が多岐にわ
たり、仕事を通して様々なことを学び、成⻑できる経産局に魅⼒を感
じました。また、北海道の経済を⽀え、発展させるというスケールの
⼤きな仕事に携わることができるのも魅⼒の１つでした。
【中川】
 北海道経済を⽀えるというミッションの下、幅広い業務に携わるこ
とができるというところに魅⼒を感じました。⾃分の興味のある分野
だけではなく、数多くの分野の知識も得られるところも、志望理由の
⼀つです。
【⼭崎】
 若⼿職員の⽅々の活き活きとした表情に魅⼒を感じたからです。
せっかく働くならそのような先輩に囲まれながらというのを⽬標にし
ていました。

★リクルート活動で⼯夫したことは︖★
【⾼村】
 説明会に参加する際は、業務について⾃分なりに調べ、疑問点を
もって臨むようにしていました。⾯接では、⾃分をよく⾒せようとし
すぎず、聞かれたことに対して誠実に答えることを⼼がけていました。
【⽥島】
 ⾃分の強みを理解し、今までに⾏ってきた経験を⽣かして、どのよ
うに貢献できるかを伝えることを意識しました。その中で、局でどの
ようなことを⾏っているか知ることが重要だと思いました。
【⼭崎】
 ⾯接の中でいかに⾃分がどのような⼈なのか伝えられるよう意識し
ました。⻑所や過去を深く考えるのはもちろん必要ですが、リラック
スして⾃分の素を⾒せるのも⼤事だと思います。
【鷲頭】
 局が⾏う説明会等のイベントには最優先で参加し、並⾏して局
HP・パンフレット・本省作成の資料など、様々な所から情報を収集
しました。その上で、⾃分の考えを説明できるよう準備していました。

★現在の⾃分の仕事は︖★
【伊藤】
 経済統計に関する仕事をしております。具体的には、データを基に
個⼈消費の動向を分析し、事業者ヒアリング等を通して北海道の経済
動向を調査しております。
【内藤】
 資源・燃料課では、おもに⽯炭や⽯油などに関わる業務を⾏ってい
ます。私は、課内でのメール業務から企業の⽅とのやりとりまで、幅
広くやりがいの感じられる仕事を任されています。
【中川】
 感染症や⾃然災害などの緊急事態時でも、事業者が事業を継続でき
るような体制づくりを⽀援する業務を⾏っています。また、総括係と
して課内の取りまとめなども⾏っています。
【鷲頭】
 部内のとりまとめを主に⾏い、その他、電話対応や週⼀で⾏う部内
会議の準備・進⾏などを担当しています。部全体を俯瞰して⾒ること
のできる⽴場で、常に学びがあります。

新⼈職員からのメッセージ
讃岐 杏優
（総務課）

⾼村 麗⾹
（産業振興課）

⽥島 由唯
（資源エネルギー環境課）

内藤 康太
（資源・燃料課）



★受験⽣へのメッセージ★
【讃岐】
 ⾃分⾃⾝の本当に取り組みたい仕事は何かをしっかり考え、まっす
ぐな思いを後悔のないように⾯接で伝えてください。もし、その仕事
が当局の仕事であると嬉しいです。⼀緒に働けるのを楽しみにしてい
ます︕
【⽥島】
 就活中は不安や焦りがつきものですが、⾯接で落ち着いて話すこと

で想いが伝わると思います。悔いのないよう、幅広い業界を⾒た上で
当局を志望していただけたら嬉しいです︕
【⼭崎】
 やることがいっぱいでパンクしそうになっていると思います︕息抜
きを忘れずに、楽しみながら⾃分がどんな社会⼈になっているのかた
くさん考えてください︕
【全員】
 私たちと⼀緒に北海道経済を盛り上げましょう︕

※上記のキャリアパスは⼀例であり、異動や出向、昇任等のタイミングは職員によって異なります。

地域経済部 地域経済課 【部内総合調整、税制業務】
総務企画部 総務課 【秘書業務】
資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 【省エネルギーの推進】
本省 産業技術環境局                      
研究開発課エネルギー・環境イノベーション戦略室（出向）    
【エネルギー分野の技術開発⽀援】
資源エネルギー環境部 資源エネルギー環境課          
【地域エネルギーの活⽤促進】

■ 1年⽬
■ 2年⽬
■ 3〜4年⽬
■ 5〜6年⽬
     
 
■ 7〜8年⽬

キャリアパス －当局の若⼿職員は下記のようなキャリアパスを経て活躍しています－

CAREER ー 平成27年⼊局（現在30歳）⼥性 事務官の例 ー

総務企画部 総務課 総括係 【局内総合調整】
地域経済部 情報・サービス政策課 【IT・サービス関連政策の推進】
本省 経済産業政策局 地域経済産業調査室（出向）        
【地域の経済動向に係る調査・分析】
総務企画部 総務課 【秘書業務】
地域経済部 産業技術⾰新課                   
【スタートアップ⽀援、補助⾦業務、知的財産政策の推進】

■ 1年⽬
■ 2〜3年⽬
■ 4〜5年⽬
     
■ 6年⽬
■ 7年⽬

CAREER ー 平成28年⼊局（現在29歳）男性 事務官の例 ー



先輩若⼿職員のとある⼀⽇

ＷＬＢワーク・ライフ・バランス －育児休業・育児時間取得者の声－

産業部 経営⽀援課 
伊藤 慶彦（令和２年⼊省︓３年⽬）
【担当業務】
地域における創業・新規事業の促進、ベンチャー型事業承継の促進、
⼥性起業家⽀援、事業再構築補助⾦の相談対応等

年次に関係なく、職員全員が主体的
に動き、新しい取組にチャレンジで
きる職場です︕

8:30 メールチェック 〜17:15 打ち合わせ10:00〜15:00 イベント運営

主に局内職員、⾃治体、
企業の⽅々とメールや
電話でやり取りしてい
ます。

アトツギ（家業の若⼿後継者）による新規事業
創出を促進するため、イベントの企画・運営を
⾏っています。【写真は道内アトツギ４名に登壇
いただいたトークセッションの様⼦。】

局内職員や企業と打ち
合わせを⾏い、業務の
⽅針や補助⾦の相談対
応等について話します。

【アフター５】
サウナや温泉でリ
フレッシュします。
サウナを巡る道内
旅⾏にもハマって
います︕

【ライフステージにあわせた働き⽅が実現できる職場】
 ２歳の男の⼦の育児中です。産前産後休暇及び育児休業で１年強の休暇を頂き、昨年度より復職しました。現
在は早出勤務と休憩時間短縮制度、週に数回の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。
 朝は夫が⼦供を保育園に送り、帰りは私がお迎えに⾏き家事を済ませるという役割分
担で、共働きであっても⽀障を感じることはありません。職場の皆さんから温かくサ
ポートしていただき、毎⽇のお迎えも⼦どもの突然の体調不良にも無理なく対応出来て
います。
 これは⼦育てに限定された話ではなく、個⼈の意向や様々なライフステージにあわせ
てフレキシブルに仕事ができる制度に加え、それを後押ししてくれる⾵⼟がある当局だ
から実現できたことと感じています。安⼼して育児にも仕事にも取り組むことができて
おり、⽇々感謝しています。
 皆さんもワークライフバランスを実現できる当局で、⾃分⾃⾝にあった働き⽅を探し
てみませんか︖

 ⽉に１回は年次休暇の取得を促進するとともに、毎週⽔曜⽇・⾦曜⽇を定時退庁⽇と定め、不要不急な残業を減らすよう
努めています。

＜⽉１年休・定時退庁の促進＞

 テレワーク環境が設備・制度ともに整備されており、新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌に向けた取組や、働き⽅改⾰
に積極的に取り組んでいます。

＜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ます。
＜フレックスタイム制度＞

〜仕事と家庭を充実させるため様々な制度があります〜

ある１⽇の
勤 務 状 況

8:30〜9:00 9:00〜12:00 12:00〜13:00 13:00〜15:45 15:45〜17:15

⼥性職員の育児休業・育児時間活⽤ １００％︕︕

地域経済部健康・サービス産業課 荒⽊ 愛

育児時間 勤務 昼休憩 勤務 育児時間



よくある質問Q&A

職員採用に関するお問い合わせは

総務企画部　総務課人事係
（担当者：山本、家納、林）

〒060 0808
札幌市北区北 8条西 2丁目札幌第１合同庁舎 5階

TEL 011 709 2311（代）（内線 2509）
URL https://www.hkd.meti.go.jp

北 5条手稲通り

北海道経済産業局
（札幌第1合同庁舎）
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※訪問を希望される方は、事前にお電話でご予約下さい。

経済産業省
北海道経済産業局

北8条通り

どのような⼈材を求めていますか︖Q
A  経済産業省は、幅広い分野を担当し、常に時代のニーズを先取りすることが求められるダイナ

ミックな政策官庁です。当局では、現場主義に⽴ち、困難な課題に挑戦し、最善を⽬指してカイ
ゼンを続ける、そんな⼈材を求めています。

職場の魅⼒はなんですか︖Q
A  経済産業省の魅⼒は、様々な分野で活躍できる業務の幅の広さです。広い分野に興味をお持ち

の⽅、好奇⼼旺盛な⽅が、それぞれの得意分野を活かして働ける職場です。

⾏政系と技術系の割合は︖Q
A  ⾏政系と技術系の職員⽐率は概ね７︓３となっています。⾏政系であっても技術系であっても

様々な業務に携わることができます。技術系の職員のなかには、各種規制業務や⼤学や公的研究
機関と連携して技術開発を⽀援する場合など、⼤学等で学んだ専⾨知識を活かし活躍している⽅
が多数います。

転勤や出向は︖Q
A  北海道の勤務地は札幌市です。また、原則、全ての職員が、東京（霞ヶ関）の経済産業本省へ

数年間の出向を経験します。そのほか、経済産業省と関係のある組織・機関として、北海道産業
保安監督部や⾃治体等にも当局職員が出向し働いています。

異動はどのようになっていますか︖Q
A  概ね２〜３年ごとのサイクルですが、若⼿職員には多くの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ような⼈員の配置を⼼がけています。

研修制度はどのようになっていますか︖Q
A  採⽤時には、経済産業研修所（東京都東村⼭市）において、１週間程度の新規採⽤職員研修を

実施しています。その後も、業務を的確に執⾏するため専⾨知識の習得を図る政策分野別研修や、
個⼈のスキルアップを⽬的とした研修（語学・財務分析等）、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、当局オリジナルの研修・勉強会も実施しています。
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