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経済産業省

外 局

資源エネルギー庁

特許庁

中小企業庁

本 省

大臣官房

経済産業政策局

通商政策局

貿易経済協力局

産業技術環境局

製造産業局

商務情報政策局

地方支分部局

北海道経済産業局 北海道産業保安監督部

東北経済産業局 関東東北産業保安監督部

関東経済産業局 中部近畿産業保安監督部

中部経済産業局 中国四国産業保安監督部

近畿経済産業局 九州産業保安監督部

中国経済産業局 那覇産業保安監督事務所

四国経済産業局

九州経済産業局

沖縄総合事務局（内閣府）

九州経済産業局

総務企画部

総務課

◆ 広報・情報システム室

企画調査課

◆  調査室

会計課

電力・ガス取引監視室

国 際 部

国際課

国際企画調査課

国際事業課

投資交流促進課

地域経済部

地域経済課

◆ 競争環境整備室

◆ 産業人材政策室

企業成長支援課

産業技術革新課

◆ 新事業創造推進室

◆ 知的財産室

情報政策課

◆ デジタル経済室

製造産業課

ヘルスケア・バイオ産業課

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

◆  カーボンニュートラル
推進・エネルギー広報室

環境・リサイクル課

エネルギー対策課

電力・ガス事業課

資源・燃料課

鉱害課

産 業 部

産業課

◆  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

流通・サービス産業課

◆  サービス・コンテンツ
産業室

◆  大規模小売店舗立地法
相談室

中小企業課

◆ 取引適正化推進室

◆ 復興推進室

中小企業金融課

経営支援課

◆ 経営力向上室

九州経済産業局は、経済産業省の地方ブロック機関の一つで、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、

を管轄しています。組織は、総務企画部、国際部、地域経済部、産業部、資源エネルギー環境部

などの関係機関と連携しつつ九州経済の持続的な成長に向けて様々な施策を展開しています。

組織理念として「未来につなぐ、活力ある九州の実現」を掲げ、スタートアップの挑戦、企業

地域産業の競争力強化など、新たな取組が次々と生まれる、ワクワクするような、活力ある九州

少子高齢化に伴う地域経済の縮小や経済のグローバル化に加え、今般の新型コロナウイルス感

ルやビジネス環境の変化など、様々な環境変化への対応を迫られる地域企業に対して、地域の特

の開発や、若手後継者による新事業展開、多様な人材の確保・育成、国内外への販路拡大などを

また、エネルギーの安定供給や脱炭素化の促進、環境・リサイクル産業の振興、再生可能エネ

安心な地域社会を守るための消費者取引の適正化に取り組んでいます。

Contents
■ 組織概要
■ 組織理念
■ 各部の業務・取組事例
■ Ｑ＆Ａ
■ 各課室の業務
■ アクセス

組 織 図
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大分県、宮崎県及び鹿児島県の７県

の５部で構成し、自治体や経済団体

の事業変革やイノベーションの創出、

を創っていくことを目指しています。

染症拡大に伴う人々のライフスタイ

性を活かした新たな製品・サービス

支援しています。

ルギーの導入促進、さらには安全で

Vision（私たちが目指すもの）
未来につなぐ、活力ある九州の実現

Mission（ビジョンを実現するための局の役割）
・産業政策を通じて地域の持続可能な成長・発展を促す
・アイディアやネットワーク等を駆使して、地域の取組を応援する
・ハブ機能を担う行政のプロフェッショナル集団として、地域と政策をつなぐ

Value（局のミッションをふまえた職員の行動指針、価値観）
・バランス感覚を持って地域を広い視野で捉え、主体的に行動する
・前例や固定観念にとらわれず、常に改善・改革に挑戦する
・常にアンテナを張り、地域との対話を重ねることで、課題や成長の芽を見出す

地域で「信頼される組織」「頼りになる組織」を目指す

組織理念の
詳細はこちら⇒
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各部の業務・取組事例

総務企画部は、九州経済産業局
の司令塔として、局内の様々な施
策の総合調整を行うとともに、人
事・文書管理、予算・決算、職員
の福利厚生、局内情報システムの
管理など組織の基盤となる業務を
行っています。
また、各種調査を通じた主要産

業や地域経済動向の把握・分析、
関係機関との連携による地域経済
活性化に関する施策の企画立案、
地域企業への SDGs 経営の推進
など、九州地域の持続的な経済発
展に資する業務も行っています。
さらに、HP や SNS などの広報ツールを活用した関連施策の普及・啓発活動、

情報公開・個人情報保護に関する業務や、電力・ガス市場の自由化に伴う事業者の
監査・監視業務を実施しています。

総務企画部

地域経済部は、地域経済を牽引す
る企業の自立的・持続的成長の支援
や、そのために必要な地域の特性を生かし地域経済を牽引する
未来志向の投資の推進、地域企業のデジタル化推進や次世代産
業（ロボット・IoT・航空産業等）の創出のほか、医療・ヘルスケア・
バイオ分野などの成長産業の振興に取り組んでいます。
また、九州の基盤産業である自動車や半導体・IT 関連産業の

競争力強化、伝統的工芸品やスタートアップ企業の支援など、
各分野の振興に取り組むほか、異分野企業や大学等と連携した
技術開発、オープン・イノベーション、特許・商標等の知的財
産の保護・活用の促進、中小企業の人材確保・育成支援等にも
取り組んでいます。

地域経済部

地域企業のSDGｓ達成に向けて
（九州SDGｓ経営推進フォーラム）

伝統的工芸品（久留米絣のマスク）

伝統的工芸品（小代焼）
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国際部は、九州のアジア各国との地理的近接性
を活かし、国際会議の開催や官民による海外ミッ
ションの派遣など、アジアの新興国市場への参入
を目指す企業の海外展開（貿易・投資）の支援や
対内投資の促進を行っています。
さらに、食品の輸出拡大、特に本格焼酎につい
てはフランスなどヨーロッパ市場での販路開拓に
も取り組んでいます。
また、輸出入に関する法令執行業務、外国人材
の活用を希望する企業と留学生とのマッチング支
援事業、九州を海外に PR するためのウェブサイ
ト等の広報資料の作成、各種説明会の開催、様々
な海外展開支援機関が実施する支援策等のメール
マガジンでの紹介などを行っています。

国際部

管内スタートアップ企業の
育成支援

J-Startup KYUSHU Conference（選定企業のお披露目等）

シリコンアイランド九州の復活に向けて
（九州半導体人材育成等コンソーシアム）

国際会議の開催（第19回環黄海会議の様子）

九州本格焼酎セミナー in パリ

国内小売企業の海外店舗（マレーシア、カンボジア）
での九州フェア

留学生のための就職情報マーケット
（高度外国人材事業）



各部の業務・取組事例

産業部は、日本の企業数の 99％を占め、従業
者の約 7 割を雇用し、日本経済社会を支えてい
る中小企業の健全で持続的な発展を支援するため
幅広く業務を展開しています。
具体的には、九州経済の元気と活力を取り戻す

ため、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社
会の変化に対応した新しい事業分野への挑戦や経
営力向上の支援に取り組んでいます。さらに、事
業継続に向けた資金繰り支援、収益力改善・事業
再生支援、次世代へとつなぐ事業承継支援のほか、
生活に身近なところでは中心市街地の活性化・商
店街の振興や、企業間取引・消費者との取引の適
正化などにも取り組んでいます。
また、近年増加している自然災害に対し、発災

時の情報収集等の初期対応や、被災した中小企業
等の復旧・復興支援、
中小企業等の事業継続
力の強化も、益々重要
な業務となっています。

産業部

職員の話を
聞いてみたい

更に詳しく
業務内容について

知りたい

ぜひ説明会へ来てください！！
局の概要説明に加え、先輩職員からの経験談や
業務紹介、質疑応答など行っています。

オンラインでの
実施もあり！

開催案内はHPにて
随時更新します！

九州産業保安監督部
の情報はこちら

災害時の現地調査

商店街振興

九州事業承継推進DAY交流会の様子
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資源エネルギー環境部は、太陽光、洋上風力、地熱、
水素等のクリーンエネルギーの普及や省エネを推進
するとともに、環境・エネルギー分野の企業支援な
ど 2050 年カーボンニュートラルに向けた各種施策
を推進しています。
また、産業や生活を支える電気・ガスといったエ
ネルギーの安定供給と効率的な利用を進めるととも
に、安全・安心・クリーンな社会の実現を目指して、
限りある資源を有効活用するための従来の３Ｒ（リ
デュース、リユース、リサイクル）の取組に加え、
付加価値を生み出す経済活動である循環経済（サー
キュラー・エコノミー）の推進や、ガソリン・軽油
をはじめとする石油製品の品質を確保するための検
査、鉱物資源等の開発に関する許認可業務、特定鉱
害に関する業務などに取り組んでいます。

九州あおいチャンネル

資源エネルギー環境部

局の概要や少し詳しい業務の内容、

採用条件や職員インタビュー等は、

YouTube「九州あおいチャンネル」

でも紹介しています！

動画掲載先
＞ 九州経済産業局HP ＞ 九州 あおいチャンネル
URL：https://www.kyushu.meti.go.jp/aoi-channel/index.html

ぜひ見てね！！

鉱物資源の開発に関する許認可
（福岡県香春町石灰石鉱山）

日本最大の地熱発電所
八丁原発電所（九州電力（株））

若手職員による
カーボンニュートラル
ワークショップの実施メガソーラー（大分メガソーラー合同会社）
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Q&AQ&A
Q.
A.
職員数は？
約230名です。

Q.
A.
最近の採用実績は？
新規採用は国家一般職（大卒程度）  から毎年、10名前後を採用しています。
年によっては中途採用も行っています。

Q.
A.
技術系の採用もありますか？
技術系の全区分から募集しており、
事務系、技術系問わず採用しています。
行政区分で採用された方は「経済産業事務官」として、
技術系の方は「経済産業技官」として登用されます。

Q.
A.
事務官と技官で業務に違いはありますか？
事務官・技官の区別なく、多岐にわたる業務を経験していただくことになりますが、技官については、出
向等によりガスや鉱山等をはじめとした産業保安業務や、電気保安業務等の技術職としての専門性を活か
す業務にも携わる場合があります。

Q.
A.
求める人材像は？
行政、技術系の全区分から、バックグラウンドや出身大学、筆記試験の結果等にとらわれず「人物重視」
で採用しています！九州に対して高い熱意を持ち、社会の変革に向けリーダーシップをとりつつ柔軟に対
応していけるような人材を求めています。
また、中途採用では、これまで培ってきた経験や専門性を活かし、様々な地域課題に積極果敢に挑戦する
意欲のある人材を採用しています。

Q.
A.
勤務地は？
基本的には福岡市博多区にある福岡合同庁舎での勤務になります。
出向により引っ越しを伴うこともありますが、転々と転勤をすることはありません。

Q.
A.
人事異動・人事交流について教えてください。
経済産業省の所掌は広範囲にわたるため、おおむね2～3年ごとに異動し、複数の部署を経験します。経
済産業省本省や産業保安監督部、自治体や大学等への出向もあり、様々な業務経験や人との出会いを通じて、
キャリアパスを描いていくことが可能です。

女性は約３割です

技術系の割合も
約３割！

男性

女性

事務系

技術系

採用年度 2018 2019 2020 2021 2022

国家一般職（大卒程度） 7 13 11 9 9

中途採用 4 8 3

九州経済産業局
出向出向

受入受入

経済産業省（本省）、九州産業保安監督部、

自治体、大学、その他関係団体、民間企業 等
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Q&AQ&A

Q.
A.
キャリアパス、研修制度等について教えてください。
本人の能力と業績等に応じて、係長、課長補佐、課長と昇任していきます。なお、事務官・技官に
よっての昇任・昇格の差はありません。
九州経済産業局では、地域経済産業政策のプロフェッショナルとして成長していくことを目指し、
そのために必要となる基礎知識やスキルを習得するため、様々な研修を実施しています。

Q.
A.
勤務時間は？
1日7時間45分で、土日祝日、年末年始は休みです。
8:30～ 17:15、9:00～ 17:45、9:30～ 18:15（いずれも12:00～ 13:00は休憩時間）の
3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
スタイムや育児短時間勤務の制度もあります。（次ページご参照）

Q.
A.
若手職員の一日の流れが知りたいです。
例えば…

目標人材像＞＞
キャリアステージ

係 員 係 長 課長補佐 管理職

階層別義務研修

政策分野別研修

局内研修

新規採用職員研修
係員研修

係長研修 課長補佐研修

◆ 政策立案系（知的財産研修、デザイン政策研修、クールジャパン政策研修等）

◆ 政策執行系（製品等認証業務研修、貿易管理普及研修、流通立地政策研修等）

◆ 政策普及系（地域経済産業政策研修）

◆ 全職員向け
○メンタルヘルス研修 ○ハラスメント研修 ○人権同和研修 ○企業会計・財務基礎研修
○パソコンスキルアップ研修 ○広報・情報セキュリティ ○個人情報漏えい防止研修
○防災研修 ○ TOEIC 試験 等

◆ 若手・中堅職員向け
○新人職員研修 ○業務理解研修 ○先輩職員の経験談等 等

課長研修

8：30
登庁 メールチェックや

一日の流れを確認したり、
新聞を閲覧して業務に関する
情報をチェックします

12：00
お昼休み同期や先輩と

ランチ！

10：00
業務

ミーティング
上司と業務の情報共有を
行い、進捗状況や今後の
業務の確認をします

14：30
資料作成 施策の説明に用いる

資料を作成します

13：30
事業者との
打ち合わせ

現況のヒアリングをしたり、
相談を受けたりします

17：15
退庁
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Q&AQ&A

Q.
A.
休暇や育児・介護等と仕事を両立するための支援制度について教えてください。
年次休暇は年間20日（採用年は15日）付与されます。そのほか、特別休暇として夏季休暇3日、
忌引、結婚休暇、介護休暇等、要件を満たせば取得できる休暇もあります。また、女性が出産後も安
心して仕事が続けられるよう育児休業制度や育児短時間勤務制度等があります。もちろん、男性職員
でも配偶者出産休暇や育児参加のための休暇、育児休業等を取得しています。当局では、これらの制
度を利用しながら、多くの職員が育児・介護等と両立して仕事をしています。

Q.
A.
働き方改革について教えてください。
九州経済産業局では、ワークライフバランス推進のため働き方改革を進めています。具体的には、テ
レワークの推進、フレックスタイム制度等の導入や超過勤務時間の削減、月に1回の年次休暇取得
推進等に取り組んでいます。また、業務の効率化を行い、定時退庁しやすい雰囲気を作ることで、残
業時間の削減を図っています。
部署や担当業務により、短期的に業務が集中する時期には超過勤務が増えることもありますが、チー
ム内で業務スケジュールや役割分担を決め、計画的に、メリハリをつけて仕事をしています。

☆最近のTopic ☆
幸福度の高い従業員はそうでない従業員に比べて、創造性は3倍、生産性は31%、売上げは37%高い
という調査結果があります。このため、職員幸福度の向上に向け、有志の職員を中心に「Well-Being※」
の取組を開始しました。
※幸福で肉体的、精神的、社会的すべてにおいて満たされた状態

育児で使える主な支援制度

女

性

職

員

男

性

職

員

通勤緩和

超過勤務の制限と免除

子の看護休暇

育児短時間勤務 ／ 育児時間

妊産婦検診のための勤務免除

産前・産後休暇

育児参加のための休暇

妻の出産休暇

育児休業

育児休業

超過勤務の制限と免除 超過勤務の制限

早出退出 ／ 休憩時間の短縮

在宅勤務、フレックスタイム

子の看護休暇

育児短時間勤務 ／ 育児時間

超過勤務の制限と免除 超過勤務の制限

早出退出 ／ 休憩時間の短縮

在宅勤務、フレックスタイム

在宅勤務、フレックスタイム

女性職員の
育休取得率は 100％！

テニス部 ソフトボール部

★サークル活動やイベントも盛んで、業務時間外でも職員同士の交流を深めることができます !!

バドミントン、バスケットボール、フットサル等 他にも様々な活動が企画されています！
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九州経済産業局 各課室の業務

総
務
企
画
部

総務課 局全体の総合調整、人事、行政文書管理業務等

広報・情報システム室 局施策広報、報道対応、局内情報システムの管理・運営、情報公開・個人情報保護関連業務

企画調査課 九州経済の活性化のための成長産業戦略、SDGsの推進等

調査室 九州の鉱工業生産動向、個人消費等のデータ収集・分析・公表、景況状況の把握

会計課 局全体の予算の管理、行政財産の管理、職員の福利厚生に関する業務

電力・ガス取引監視室 電力・ガス事業に関わる監査業務及び小売自由化に伴う監視業務

国
際
部

国際課 中小企業の海外展開支援、情報発信、輸出入に関する法執行業務

国際企画調査課 九州の食の輸出拡大、海外との経済交流促進のための情報収集など調査業務

国際事業課 東アジア・ASEAN諸国との国際会議開催やミッション派遣等を通じた経済交流の推進

投資交流促進課 対内直接投資（海外企業誘致）促進、留学生など外国人材の活用の推進

地
域
経
済
部

地域経済課 部全体の総合調整、産業競争力の強化、地方創生

競争環境整備室 独占禁止法や不正競争防止法に関連する競争紛争案件等の相談対応

産業人材政策室 中小企業の人材確保・活用支援、多様な働き方の推進

企業成長支援課 九州地域企業の成長支援、地域経済を牽引する未来投資の推進

産業技術革新課 中小企業の技術開発・事業化の支援、JIS 制度に基づく産業標準施策の普及・促進

新事業創造推進室 オープン・イノベーション (ＯＩ ) の推進、スタートアップ企業の支援

知的財産室 特許や意匠（デザイン）、商標（ブランド）等の知的財産の創造、保護、活用の促進

情報政策課 地域や企業の情報化の促進、情報サービス産業・半導体関連産業の振興

デジタル経済室 地域企業のデジタル化推進、IoT に関する技術開発や実証等

製造産業課 自動車、次世代（ロボット、航空宇宙）、伝統的工芸品産業等のものづくり産業の振興

ヘルスケア・バイオ産業課 ヘルスケア、バイオ、コスメティック産業の振興

産
業
部

産業課 部全体の総合調整、工場立地法・工業用水道事業法に関する業務、公営競技振興等

アルコール室 工業用アルコールの安定供給に向けた流通管理

中小企業金融検査室 中小企業金融に関する検査

消費経済課 特定商取引法、割賦販売法などの消費者取引の適正化及び振興

消費者相談室 経済産業省の所管する法令・サービスに関する消費者からの相談対応

製品安全室 電気用品や消費生活用品などの製品の安全確保

流通・サービス産業課 流通業・サービス業の振興、物流の効率化、中心市街地の活性化、商店街の振興やまちづくり支援

サービス・コンテンツ産業室 サービス産業の生産性向上、コンテンツ産業の振興、観光産業の振興、デザイン経営の導入促進

大規模小売店舗立地法相談室 大規模小売店舗立地法に関する相談対応

中小企業課 中小企業・小規模事業者向けの政策広報、専門家等による経営支援

取引適正化推進室 下請取引適正化の推進

復興推進室 大規模災害により被災した事業者の復旧・復興支援

中小企業金融課 中小企業等の資金繰り、事業再生、事業承継・引継ぎの支援

経営支援課 中小企業・小規模事業者の事業再構築、新事業展開、販路開拓等の支援

経営力向上室 中小企業等の生産性向上、事業継続力強化等の支援

資源エネルギー環境課 部全体の総合調整、環境・エネルギー産業の育成・振興等

 カーボンニュートラル推進・
エネルギー広報室 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた地域の取組の強化・促進

環境・リサイクル課 ３Rの推進、産業公害の防止や環境保全に関する業務

エネルギー対策課 省エネルギーの推進、太陽光・風力発電等の再生可能エネルギーの導入拡大

電力・ガス事業課 電気・ガスの安定供給に関する業務、電源地域の振興、エネルギー高度化の理解促進

資源・燃料課 鉱業権の設定、鉱山や採石・砂利採取事業の指導・監督及び石油製品の品質確保と安定供給に
向けた取組み

鉱害課 特定鉱害に関する指定法人のサポート

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
部
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■JR博多駅筑紫口、地下鉄博多駅15番出口から徒歩7分

■博多駅筑紫口バス停、駅東二丁目バス停から徒歩5分

アクセス ※リサイクル適正 A
表示

この印刷紙は、印刷用の紙へリ
サイクルできます。
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