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　総務企画部は、組織全体の総合調整、人事、行政文書の管理、会計、広報な
どバックオフィス業務のほか、活動の方向性を示す基本的な政策の企画立案
も行う、東北経済産業局の中心となる部署です。その他、統計上の特徴をまと
めた「東北経済のポイント」を作成・配布しているほか、RESASというビッグ
データの分析や活用促進を行っています。

総務企画部

　地域経済部は、自動車、航空機、医療機器、半導体・電子デバイス関連産業
を重点分野として、それらを支える中核企業の発掘・創出に取り組んでいま
す。他にも、ベンチャー企業の成長や、IoT・AI・ロボット等を活用した生産性
向上の支援、技術革新や知的財産活用の推進、多様な人材の活用や育成を図
り、東北地域を牽引する企業や産業の持続的発展を目指しています。

地域経済部

パンフレット制作チーム（入局２年目職員）の紹介

　このリクルートパンフレットは
伝統的に若手職員（今回からは２
年目職員）が力を合わせて作成し
ております！ここにいる同期と協
力し合い、局内のたくさんの方々
にご協力頂きながら作業を進め
るので、完成したときは達成感が
ありました(^^)

　私は主にスタートアップ企業の
創出支援やマッチング支援、もの
づくり補助金、サポイン事業等に
関する仕事をしています。大学の
専攻に関わらず、多種多様な仕事
に関われることが東北経済産業
局の魅力だと感じています！

　私は産業振興課でコロナウイル
スの影響を受けている方々への
補助金交付関係の業務や工業用
水に関する業務をしています。東
北で活躍している人、東北をより
良くしようとする人と一緒に仕事
ができる環境が最大の魅力だと
思っています。東北経済産業局で
お待ちしております！

　商店街や中心市街地の活性化
に関する仕事をしています。やり
がいをもって仕事が出来る、シン
プルですがこれが東北経済産業
局の大きな魅力の一つだと思い
ます。東北のために働きたい！と
いう熱いハートを持った方、ぜひ
一緒に働きましょう。お待ちして
おります～！

　思い切ってスノーボード用
具一式を購入しちゃいまし
た！

ボーナスの
使い道は？ 

　部署によって違いはあります
が、私は月平均約１６～１８時間
程です。しかし、繁忙期や閑散
期等があるのであくまで目安で
す。また、週２日の定時退庁日が
あります。

残業時間は
どれくらいですか？

　仕事を指示するだけでなく、
一緒に考えてくれる上司がたく
さんいます。時には優しく、時に
は厳しく指導をしてくださり、メ
リハリのある職場です。

上司の雰囲気は
どうですか？ 

　常に相手の目線に立つこ
とです。客観的に自身の行動
を見ることも可能となり、相
手のニーズを考慮した行動
が出来ると思います。

業務において
心がけていることは？ 
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山本 有紗

産業部
消費経済課

事務官

●出身／宮城県
●出身学部／人文学部

佐藤 真由

産業部
商業・流通サービス産業課

事務官

●出身／山形県
●出身学部／理学部

角谷 一真

産業部
産業振興課

事務官

●出身／宮城県
●出身学部／教養学部

亀井 鉄矢

地域経済部
産業技術革新課

技官（土木）

●出身／岩手県
●出身学部／理工学部

野口 僚太

総務企画部
総務課

事務官

●出身／山形県
●出身学部／理工学部

東北経済産業局とは?

　消費者の利益保護に関する法
律解釈や、消費者相談業務を担当
しています。制度理解のため勉強
の日々ですが、大学時代に専攻し
ていた法律の知識を活かしなが
ら、楽しく学んでいます。休日は
美味しいものを食べてリフレッ
シュしています！

　東北経済産業局は毎週テレ
ワークを推進しています。集中し
て仕事に取り組むことができま
すし、通勤時間がカットされる
ため、朝の時間、ゆったりとでき
るのもいい点です（＾^ ）

テレワークって
大変？

Ryota Noguchi Tetsuya Kamei Kazuma Kadoya Mayu Sato Arisa Yamamoto



東 北 地 域 の 経 済 や 産 業 の 発 展 を 幅 広 い 分 野 か ら サ ポ ートして い ま す。

東 北 経 済 産 業 局 の 4 つ の 部 を 紹 介 しま す。

　産業部は東北地域の自治体、商工団体など、５００以上の支援機関と強
いネットワークを張り巡らせ、地域企業や産業界が必要とする様々なサポー
トを行っています。事業承継など企業をとりまく経営課題の解決、災害に備
えるための事業継続計画の普及促進、まちづくりや商店街支援、地域資源
や企業の技術力を活用した新たな事業への挑戦、東日本大震災からの復興
支援、商取引の適正化などに取り組んでいます。

産業部

　資源エネルギー環境部は、産業活動の基盤である資源やエネルギーに関す
る業務を行っています。エネルギーの安定供給やカーボンニュートラル社会
実現のための政策の推進や、再生可能エネルギーの導入促進、電源地域の振
興に取り組んでいます。このほか、ガソリンスタンドなどのエネルギー供給基
盤の強靱化支援や、適切なリサイクルや環境に配慮した企業活動の促進のた
めにセミナー開催などの普及啓発活動も行っています。

資源エネルギー環境部

　今年からエネルギー対策課に
配属となり、再生可能エネルギー
の固定価格買取制度を担当してい
ます。自分の業務が再エネの促進
に繋がるという点で、とても経済
産業省らしい仕事ができているな
と感じています！

　皆さんこんにちは。私が東北
経済産業局の魅力だと思うこと
は若手職員が多いところです。同
じ部署に年の近い先輩が多くい
て、分からないことは優しく教え
てもらいました。

　私は現在、福島復興局に出向し
ております。東日本大震災によ
り、東北は大打撃を受けました。
その中でも、福島第一原子力発電
所付近の市町村は回復が遅れて
います。そのような市町村をはじ
めとする被災地域の復興に向け、
日々業務に取り組んでおります。

　風通しが良く、上司や先輩に
なんでも相談できるところで
す。若手の意見も尊重してもら
えるので、年齢関係なく活躍で
きると思います！

局のいいところは？
好きなところは？

　お昼はコロナ感染対策をきち
んと取りながら同期や先輩職
員、後輩職員と外食することが
多いです。職場付近にはおいし
いお店がたくさんあり、いつも
どのお店に行こうか悩んでしま
うほどです！

昼ご飯は
どうしてますか？

　テレワーク制度や資料の電子
化が進んでいるところにギャッ
プを受けました。役所はそのよ
うなことが遅れているイメージ
を持っておりましたが、日々新し
い技術を取り入れており、働き
やすいと感じています。

入局後のギャップは
ありましたか？ 

佐藤 祐樹

復興庁
福島復興局富岡支所（出向中）

技官（土木）

●出身／山形県
●出身学部／理工学部

宮川 堅史

関東東北産業保安監督部
東北支部（出向中）

技官（土木）

●出身／秋田県
●出身学部／理工学部

丁子 カレン

資源エネルギー環境部
エネルギー対策課

事務官

●出身／宮城県
●出身学部／人文学部

峯田 佳澄

産業部
経営支援課

事務官

●出身／山形県
●出身学部／人文社会学群

鈴木 雅友

産業部
中小企業課

事務官

●出身／山形県
●出身学部／経済学部

?

　税制関係や支援機関の認定の
仕事をしています。入ったばかり
でも意見を聞いてもらえますし、
先輩にフォローしてもらいなが
ら、仕事を任せてもらえることも
あります。若手ながらちゃんと仕
事してる！と実感しながら働ける
すてきな職場です。　

　経営力向上計画の認定作業で
す。事業者さんと直接やりとり
をするので、手書きのお礼を頂
いたときはじーんとしました。

やりがいのあった
仕事は？ 

　私は、中小企業課で信用補完
制度や官公需施策といった中小
企業への支援業務を担当してい
ます。産業の基盤とも言える中小
企業への支援は非常にやりがい
のある仕事です！そんな私です
が、最近では自炊に力を入れてい
ます。得意料理はオムライスと
チャーハンです！

　外部の方からの問い合わせ対
応です。１年目は総務課に在籍
しており、日々勉強しながらの
対応でしたが、東北経済産業局
全体の業務を広く知ることがで
きました。

大変だった
仕事は？ 

Masatomo Suzuki Kasumi Mineta Karen Choji Kenshi Miyakawa Yuki Sato



Schedule
登庁

　毎朝、早めに登庁できるよう、早
寝早起きを心掛けています！

相談員ミーティング
　消費者からの相談に対応する相
談員とのミーティングを行います。
相談の多い案件やスケジュール等の
共有を行う、重要な情報交換の場で
す！

相談カードの確認
　消費者相談員が受け付けた相談
内容の確認を行います。こちらから
回答する事項は法解釈に関する内
容となるため、自身でも日々解説本
を読み勉強しています。

　休日は近場に外出することもあ
ります。GWは松島に行き、分厚
いお刺身定食を食べてきました！
リフレッシュすることで、週明け
の仕事も頑張れます。

電話対応
　事業者や関係機関からの電話に
対応します。相手の話を正確に聞き
取るため、しっかりとメモをとり、丁
寧な対応を心掛けています。

ランチ
　今日はお弁当を持ってきました。
食堂のご飯やお弁当を食べることが
多いですが、外にランチに行くこと
もあります。職場の周辺には美味し
い店がたくさんあります！

退庁
　メリハリのついた働き方を意識
し、定時退庁に努めています。

若手職員の一日

業務内容
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2年目
令和2年度入局

　消費経済課では、消費者保護を図るため、『特定商取引法』に基づく悪質事業者の取締まり、『割賦販売
法』に基づくクレジットカード事業者等への許可・指導、また、これらの法解釈に関する消費者からの相談対
応等を行っています。日々、多くの相談を受ける中で、様々な消費者トラブルから法律によって人々を守ること
の重要性を実感しています。東北経済産業局の中で、消費者と直接接する業務は珍しいですが、幅広い分野の
業務を経験できることも東北経済産業局の魅力の一つだと思います。

●趣味…ソフトテニス

産業部 消費経済課

Arisa Yamamoto

山本 有紗

メリハリのついた

働き方を

意識しています！

休日の過ごし方



登庁
　トラブルがあっても遅刻しないよ
うに、一本早い電車にて登庁。余裕
をもった行動を心掛けています！

資料作成
　当室が執行する補助金に関しての
説明資料を作成。分からない箇所は
上司とよく相談しながら分かりやす
い資料になるよう心掛けています！

オンラインミーティング
 三陸地域の水産事業者とのオンラ
インミーティング。三陸地域の基幹
産業である水産業を盛り上げるた
め、現場ではどのようなニーズが有
るのかをヒアリングし、当局の施策
に繋げていきます。

メール確認
スケジュール確認
　局内や関係機関などから
の未読メールを確認し、今日
１日の業務スケジュールに
ついて整理します。

ランチ
　今日は、局の先輩と外でランチ♪
先輩、後輩関係なく気軽に誘ってく
れるので様々な職員の方と仲良くな
れるチャンスです！笑

退庁
　明日の打合せ資料の整理、スケ
ジュールを確認し本日は退庁。残業
は極力控え、業務の効率化や早期
退庁に努めています。

●趣味…ドライブ

産業部 産業振興課
東日本大震災復興推進室

Seiya Oba

大場 星也

3年目
平成31年度入局 地域に

貢献していることが

実感できます！

業務内容
　当室では主に東日本大震災で甚大な被害を受けた中小企業等の復旧や、工場等の新増設を行う事業者
の皆様に対し支援する業務を行っています。また、最近では令和３年２月に発生した福島県沖地震で被害
を受けた中小企業等に対して、施設や設備を復旧する費用を補助する制度も担当しています。
　時にはスピーディーで緊張感を持った対応が求められますが、支援した事業者様から感謝の言葉をもら
うとそれだけ地域に貢献していることが実感できやりがいに感じています！

　コロナの影響もあり基本的には家で
のんびり過ごすことが多いですが、最近
はドライブを楽しんでいます。窓を開け
て風を十分に入れながら景色を楽しむ
だけでも十分リフレッシュできます♪

休日の過ごし方

東北経済産業局の若手職員は、どのような仕事をし、どのような毎日を送っているのでしょうか？

若手職員２名のとある１日をご紹介します！



Message先輩職員からのメッセージ

　国全体を俯瞰できるマクロの視点と、地域に根ざしたミクロの視点を
合わせ持ち、上司や仲間と問題意識を共有しながら、自分自身も成長し
続けられることが、当局ならではの強みだと考えています。
　一方、当局の業務は、様々な分野の幅広い知識を求められることか
ら、地域の状況を正確に把握し、明確なビジョンを持って取り組むことが
重要です。そのサポートを行うのが、現在、私が所属している企画調査課
のミッションです。
　私自身、これまで様々な業務を通じて、多くの方と出会う機会に恵ま
れ、「一期一会」を大切に仕事をしてきました。今後の新しい東北づくり
に向けて、熱い想いを持った皆さんと一緒にお仕事できることを楽しみ
にしています！
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総務企画部 企画調査課総
務
企
画
部

産
業
部

六沢　翼

　中小企業課で、中小企業を金融面で支援するための施策を中心に、取
引の適正化や防災・減災対策のためのBCP計画認定業務等を担当して
います。各業務は、法令等に基づき経済産業省が全国的に展開するもの
が大半で、東北地域を対象として、直接中小企業とやり取りしたり、地域
の支援機関と連携したりしながら、政策の実行部隊として日々の業務を
行っています。
　部署によって業務内容は違いますが、局の目指す目標は「東北地域経
済の持続的な成長」で、実際の現場、あるいは、より現場に近いところで
施策を進めることができる点が局の魅力と考えています。加えて、事務官
も技官も変わりなく様々な業務を担当できる点も魅力と感じています。
熱意と誠意をもって共に働ける皆さまをお待ちしております。

産業部 中小企業課

鈴木 晃平

　皆さんの生活にも身近な電気、ガスのほか、地熱資源開発に対する理解促進に関す
る業務を担当しております。専門性が高い業務で、私も初めて知るような知識ばかり
ですが、そのような分野にもチャレンジできるのが当局の魅力かと思います。
　プライベートでは、2人の子どもがおります。当局はワークライフバランスに配慮さ
れた様々な制度があり、私も2人目の子の出産に伴い1ヶ月の育児休業を取得しまし
た。男性なのに取得できるのか、仕事との兼ね合いをどうするのか、非常に悩みました
が、上司や同僚のフォローもあり取得を決意しました。復職後も、子育てに関した休暇
制度を活用しており、仕事と子育ての両立を後押ししてくれる職場です。

資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課

下山田 幸正

Tsubasa Rokusawa

Kouhei Suzuki

Yukimasa Shimoyamada



Message
地
域
経
済
部

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
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　私が所属する課では、東北地域の強みである自動車、医療機器、半導体・
電子デバイス分野をはじめ、ものづくり産業全般の振興と、AIやIoT、ロボッ
ト等のデジタル技術の利用の促進等を担当しています。日本の産業の発展を
支える高い技術力を持つ地域の企業が、最大限の力を発揮できるよう、日々、
様々なサポートを行っています。
　この一年、コロナ禍による急激な社会変化が起きましたが、産業の状況や
課題は、時代によって常に移り変わっており、私たちの業務には、これらの変
化をいち早く捕らえて、柔軟に対応することが求められます。これは、容易な
ことではありませんが、目的を達成するために、それぞれ異なる経験や知識を
もった様々な職員が知恵を出し合って業務にあたるのが、当局の仕事の醍醐
味だと思います。是非、地域の発展のために一緒に知恵を絞りましょう！

地域経済部 製造産業・情報政策課

晴山 美保子 Mihoko Hareyama

Kaori Shibasaki

Sagiri Narita

　私は資源エネルギー環境課でカーボンニュートラルを担当していま
す。気候変動対策はSDGsの１つでもあり、世界的に取組が加速してい
ます。この挑戦は、私たちも低炭素を意識した行動変容が求められると
ともに、産業構造の変革と力強い成長を生み出すチャンスとも言われて
います。難易度の高い目標ですが、持続可能な世界の実現に向けて、同
じチームの頼もしいメンバーと一緒に、他省庁や民間企業等の方々とも
連携して取り組んでいます。意見も交わしやすい雰囲気の環境で、お互
いに協力しながら仕事を進めています。
　また、当課は、約半数が女性で、女神のような優しい課長と天使のよ
うな係員がいる素敵な職場です(笑)　(写真はマスコットキャラクター
のペンタくん)

資源エネルギー環境部 資源エネルギー環境課

柴崎 香織

　現在所属する消費経済課では、経済活動の基本となる消費者の安全・安心な暮らしを実現するため、
商取引の適正化や製品の安全確保を図る業務に携わっています。
　入省して35年目を迎えますが、これまで様々な部署を経験してきました。当局の業務分野は非常に
広いため、日々勉強を重ねる必要がありますが、東北地域の様々な課題の解決に、微力でも貢献したい
と仕事を続けています。結婚・出産・子育て・介護等のライフイベントによって、仕事のシフトチェンジ
が必要になる場合もありますが、制度面だけでなく、職場内で意見が言いやすく、協力体制が取りやす
いこと、ロールモデルが多いため安心して働き続けることができます。
　また、性別で業務内容や人材育成の面で選別されることはなく、特に女性が活躍しやすい職場である
と感じています。東北地域の新しい未来のため、働きやすい職場で皆さんの力を発揮してみませんか。

産業部 消費経済課長

成田 早霧

様々な世代の先輩職員から、これまでの経験や仕事に対する想い、

また国家公務員志望者へのメッセージを綴っていただきました。
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　外国企業による日本への投資（対日直接投資）を促進するため、日本にお
けるビジネス環境の整備や、海外へ向けた誘致プロモーション事業に取り組
んでいます。日本のビジネス環境をよりよいものにし、世界に日本の魅力を発
信していくためには、日本の法整備や環境に関する理解や、よりグローバル
な視点が求められ、難しいと感じることも多いですが、とてもやりがいがあり
ます。
　また、地方への外国企業誘致支援も担当しており、全国各地を出張する機会
もあります。東北以外の地方の実情に触れ、魅力を知ることができることも、
本省ならではの経験です。様々なフィールドで経験を積みチャレンジすること
ができる、そんな魅力が東北経済産業局にはあると感じています。

経済産業省貿易経済協力局
投資促進課（本省）

櫻井 祐梨子

　大学では、「大学と産業界の橋渡し役」として、大学と企業が共同で実施す
る研究開発のサポート（補助金の申請支援）や、研究成果を活かした地域振興
や産業育成に取り組んでいます。
　大学へ出向するにあたって、局外で仕事をすることへの不安もありました
が、大学の皆さんが温かく迎えてくれましたし、東北経済産業局の皆さんとも
連携・協力しながら仕事をする機会も多くあります。また、大学で仕事をするこ
とで得られる経験や学び、人と人とのつながりもあり、自分自身にとっての成
長に繋がる有意義な機会であると感じています。
　こうした出向先での業務を通じて、東北地域の活性化に取り組めることも東
北経済産業局の魅力の一つであると思います。

国立大学法人山形大学
工学部研究支援課

Yuriko Sakurai Hayato Kikuchi

菊池 隼人

様々なフィールドで経験を積み、
チャレンジすることができる。

自分自身にとっての成長に繋がる
有意義な機会。

経済産業省（本省ほか）（東京・霞ヶ関）へ出向中！

公益社団法人
福島相双復興推進機構（福島市）へ出向中！

復興庁
岩手復興局（釜石市）へ出向中！

資源エネルギー庁
青森原子力産業立地調整官事務所へ出向中！

荘内銀行（山形市）へ出向中！

寒河江市へ出向中！

他にもこんなところに

出向しています！



理系や技官も
活躍しています! !

66.5%

事務官

28%

電気

28%

土木19%

機械

7%

科学

6%

物理

3%

農業 4%

建築 1%

その他

6%

資源

33.5%

技官

東北経済産業局
（採用区分別）

技術系職員
（分野別）

職員の多様性を重視し、様々な学部・専攻から
採用しています。理系学部出身者も多く、経済
産業分野でも活躍の場はたくさんあります。

　私は大学で電気電子工学を学び、経済産業技官（電気）として入局しまし
た。それから資源エネルギー環境部エネルギー対策課での勤務や本省出向
等を経験し、環境・リサイクル課にこの春から配属となりました。
　エネルギー対策課で勤務していた際は東北6県に設置される再生可能エネ
ルギー発電設備に対する固定価格買取制度の認定業務を行っておりました。
認定の審査にあたり配線図などを確認しますが、その際に大学で学んだこと
が生かされていると感じていました。
　その他の場面でも技官としての目線は東北経済産業局の業務において必ず
必要になります。皆さんと来年の春から働けることを楽しみにしております。

資源エネルギー環境部
環境・リサイクル課

野地 亮平

　昨年から国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）に出向し、第５世代移動通信システム（５Ｇ）の技術開発を支援し
ています。第４次産業革命と言われる現在において情報通信技術は日本の産
業競争力の核となり得る技術と期待されており、日本を代表するメーカー等に
よる先端的な技術開発をすすめる予算２０００億円の国家プロジェクトです。
　産業競争力の根源はテクノロジーとイノベーションです。最近「～TECH」と
いう言葉をよく聞きますが、あらゆるものがテクノロジーにより新しい産業が
生み出されています。幅広い産業を所管する経産局は、技術開発も含め理系
が活躍できるフィールドが多くあります。理系のセンスを東北及び国家発展の
ために生かしてみませんか。

国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術
総合開発機構(NEDO)

Ryohei Noji Masayuki Chiba

千葉 雅幸

技官としての目線は東北経済産業局の
業務において必ず必要。

技術開発も含め理系が活躍できる
フィールドが多くあります。
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Ａ.笑顔で話すこと、ゆっくり話すこと、まわりと比べないこと。
Ａ.自分の軸をしっかり持っておくことです。自分がどういったことに関
心があるのか、働くうえで自分は何がしたいのかといった軸を明確
にしておくことで、迷いやブレがなくなったと思います。

就職活動の際に心がけていたことは？

Ａ.サークル活動やゼミ、留学などに主に力を入れて取り組んでいま
した。

Ａ.ひたすらゼミです。フィールドワークが多く苦労したこともありまし
たが、現地で見て聞くことの大切さを学びました。

大学で取り組んでいたことは？

Ａ.入局への情熱を発揮することができれば、自ずと道が開けてくると
思います。ともに東北のためにがんばりましょう！

Ａ.このパンフレットを読んでいるあなたと局でお会いできるのを楽し
みにしています。頑張ってください。

入局希望者へのエール

新入 局職 員に聞いてみました！！

Ａ.周りの先輩に温かく指導いただき、感謝しかありません。とても働きや
すい職場環境だと思います。

Ａ.公務員は堅いイメージがありましたが、話しやすい方が多く明るい職場
だと実感しました。

Ａ.私のような1年目の職員でも先輩や上司に自分の意見を述べる機会が
数多くありますし、日々成長を感じることが出来ています。

入局してみて感じたことは？

Ａ.東北を支える沢山の事業者さんと関われること、支援に携われること
に魅力を感じました。

Ａ.大学進学を機に東北を離れ、外から見た東北を知りました。「何もなさ
そう」などといったマイナスなイメージを抱かれていることを知り、地元
宮城県だけでなく東北全体をより活気溢れる地域にすることで、その
魅力を広めていきたいと思うようになりました。東北地域を活性化させ
るためには東北経済の活性化が不可欠であると考えたため、東北経済
に携われる東北経済産業局を選びました。

なぜ東北経済産業局を選びましたか？

New
Face!
新入局職員の紹介
①所属 ②出身学部 ③出身地 ④趣味 ①総務課 ②法学部 ③福島県 

④洋画鑑賞

福原 琢未

①企画調査課 ②人文社会学部 ③岩手県
④野球観戦

佐々木  力

①会計課 ②人文学部 ③福島県
④美味しいものを食べること

阿部  楓

①製造産業・情報政策課 ②工学部
③福島県 ④料理・漫画・寝ること

櫻井 寛之

①地域経済課 ②経済学部 ③山形県
④体を動かすこと（最近は大胸筋を育てています）

矢野 悠太

①産業振興課 ②人文社会学部 ③宮城県
④ギター、ライブに行くこと

村上 拓海

①地域ブランド連携推進課 ②経済学部
③宮城県 ④スポーツ観戦

櫻井 悠斗

①資源エネルギー環境課 ②人文社会学部
③青森県 ④ジョギング

澤谷 織圭

①電源地域振興室 ②経済学部 ③山形県
④キャンプ

丹野 稜

①資源・燃料課 ②人文学部 ③青森県
④旅行とダーツ

相澤 七帆

①中小企業課 ②人文社会科学部 ③宮城県
④野球観戦

鈴木 里奈

Takumi Fukuhara

Yuta Yano Hiroyuki sakurai Takumi Murakami Rina Suzuki

Haruto Sakurai Orika Sawaya Ryo Tanno Nanaho Aizawa

Riki Sasaki Kaede Abe
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A
どんな人材を求めていますか

　特に定型化された求人像はありません。東北経済産業局は、経済・産業に関わる様々な分野で業務を行っています。そのため、例えば、幅広い視野を
持っている人、前向きでチャレンジ精神旺盛な人、自分の考えを持っている人、協調性をもって柔軟に行動できる人、そんな皆さんにお越しいただきたい
と思います。

A
研修について

　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があり、その後は、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外国語研修等が用意されています。また、東北経済産業局内で様々な研修や、若手職員を中心とした自主企画の
勉強会も実施しています。各種研修については、オンライン配信でも対応しています。

A
転勤について

　人事異動は、おおむね2～3年ごとに行われます。また、長いキャリアの中ではキャリアアップのため本省や他省庁、地方自治体、国立大学法人などへの出
向により転勤を伴うことがあります。

A
手当や休暇制度

　各種手当については、住居手当や通勤手当、超勤手当などが法定どおり整備されています。休暇制度については、年次休暇、特別休暇（結婚、出産、子の看
護など）が整備されており、「男性の産休」（妻の出産や育児参加に伴う休暇）取得も奨励しています。また、育児・介護などのライフイベントにより働き方が
多様になる方でも活躍できるよう、フレックスタイムやテレワーク等の制度も充実しています。

A
採用実績、採用予定

　直近5年間の採用実績…一般職（大卒程度）計41名（行政34、技術7）（技術系内訳）「電気・電子・情報」1名、「機械」1名、「土木」4名、「建築」1名
採用予定…行政及び技術系から複数名の採用を予定しています。決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

若手職員65名に聞いてみました!

出身地
県別

出身学部
実家等

一人暮らし

所属部 通勤手段

Q

Q

Q

Q

Q

気になる?



〒980-8403  宮城県仙台市青葉区本町３丁目３番1号
仙台合同庁舎B棟

経済産業省

Tohoku Bureau of Economy, 
Trade and Industry

東北経済産業局

TEL 022-221-4852

●ＪＲ仙台駅より徒歩15分
●地下鉄南北線勾当台公園駅より徒歩３分

※本パンフレットは令和２年度入局者の企画により制作しています。

仙台市役所
仙台合同庁舎A棟

東北経済産業局
（仙台合同庁舎B棟3・4・5階）宮城県庁
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東北経済産業局では、ホームページ（職員採用情報のページ）において動画による組織紹介、先輩職員からのメッセージなどを公開しています。
東北経済産業局に関する情報が満載ですので、こちらもぜひ御覧下さい！

●職員採用情報のページは右記のQRコードよりアクセスをお願いします。


