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産業保安監督部は、経済産業省の地方支分部局です。

産業保安分野（都市ガス、液化石油ガス、高圧ガス、火薬類、石油コ
ンビナート、電力（原子力を除く）、鉱山）について、規制業務を実
施している組織です。

中部近畿産業保安監督部 は、近畿地区２府５県（福井県、
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）の上記産業保
安分野の事業者に対する立入検査等を実施し、自主保安を促進するな
ど、効率的かつ実効性のある産業保安を推進し、また、鉱害（公害）
防止事業への支援を通じて、環境の保全を図ることにより、国民の安
全の確保に努めています。

近畿支部は、中部地区を管轄する中部近畿産業保安監督部をはじめ他
の産業保安監督部と同様の規制業務を担っています。

用情報1 産業保安監督部とは
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経済産業政策局

通商政策局

大臣官房

貿易経済協力局

産業技術環境局

製造産業局

資源エネルギー庁

特許庁

中小企業庁

産業保安グループ

東北経済産業局

関東経済産業局

北海道経済産業局

中部経済産業局

近畿経済産業局

中国経済産業局

四国経済産業局

九州経済産業局

沖縄総合事務局
経済産業部

経済産業局

関東東北産業保安監督部東北支部

関東東北産業保安監督部

北海道産業保安監督部

中部近畿産業保安監督部近畿支部

中国四国産業保安監督部

中国四国産業保安監督部四国支部

九州産業保安監督部

那覇産業保安監督事務所

（ 地方支分部局 ）

経済産業省

産業保安監督部等

中部近畿産業保安監督部

商務情報政策局

大臣
副大臣
大臣政務官
事務次官
経済産業審議官

地域経済産業グループ

商務・サービスグループ

電力・ガス取引等監視委員会

2 経済産業省の組織体制
用情報



北海道産業保安監督部
（札幌市）

釧路産業保安監督署
（釧路市）

関東東北産業保安監督部
（さいたま市）

関東東北産業保安監督部 東北支部
（仙台市）

中部近畿産業保安監督部
（名古屋市）

中部近畿産業保安監督部 近畿支部
（大阪市）

中国四国産業保安監督部
（広島市）

九州産業保安監督部
（福岡市）

那覇産業保安監督事務所
（那覇市）

北陸産業保安監督署
（富山市）

中国四国産業保安監督部 四国支部
（高松市）
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3 産業保安監督部の配置
用情報

http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://img01.ohmynews.co.jp/news/4/4761/a09cf43e735d3dfb5052.jpeg&imgrefurl=http://news.ohmynews.co.jp/news/20070410/4761&usg=__CwsIjHM3-bMip3LFGamK24_Lyek=&h=293&w=320&sz=77&hl=ja&start=2&um=1&tbnid=ZV5Gig3x01_8eM:&tbnh=108&tbnw=118&prev=/images?q=%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%80%80%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E3%80%80%E5%90%88%E5%90%8C%E5%BA%81%E8%88%8E&um=1&hl=ja&lr=&sa=N
http://www.mlit.go.jp/gobuild/jigyou/contest/06/jpg/10.jpg
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✔ 管轄区域 近畿２府５県
福井県

兵庫県

京都府
滋賀県

大阪府

奈良県

和歌山県

福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県
奈良県 和歌山県

✔ 職員数 約４０人

✔ 勤務地 大阪市内（天満橋駅）

※電力安全の担当地域について
兵庫県の赤穂市の一部地域及び福井県の嶺北地域を除き、岐

阜県の不破郡関ケ原町の一部地域、三重県の熊野市の一部地域
及び南牟婁郡の地域を管轄しています。

4 近畿支部のプロフィール
用情報

産業保安分野の事業者に対して立入検査等を実施することにより、
自主保安を促進するなど効率的かつ実効性のある産業保安を推進
するとともに、鉱害（公害）防止事業への支援を行うことにより、
「国民の安全の確保」と「環境の保全」に努めています。
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鉱山に関する安全

電力に関する安全

都市ガス、LPガス、高圧
ガス、火薬、石油コンビ
ナート等に関する安全

総括・管理業務、広報等を行っています。理 課

安 課

力安全課

山保安課

都市ガス、LPガス、高圧ガス、火薬類、石油コンビナート等
に関係する災害を防止し、公共の安全を確保するため、事
業者等への立入検査、保安・事故情報の提供等を行って
います。
また、各種申請・届出の審査、許認可等の事務を行ってい
ます。
発電所（原子力を除く）、送電線、配電線、変電所、工
場、事業場等の電気工作物に係る安全を確保するため、
立入検査、保安・事故情報の提供等を行っています。
また、電気に関する国家資格等の審査業務、発電所の環
境保全対策や再生可能エネルギー施設の安全を確保する
業務を行っています。

鉱山・製錬所の保安を確保するとともに、周辺環境への鉱
害を防止するため、鉱山への立入検査等による監督・指導
業務を行っています。
また、災害又は鉱害が発生し法律違反が認められた場合、
司法警察職員としての業務を行っています。

ガスホルダー

5 近畿支部の組織

太陽光発電所

８０ｔダンプトラック
（石灰石鉱山採掘現場）

用情報
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6 近畿支部の役割

経済産業省は、民間の活力の向上と対外経済関係の円滑な発展を促す
ことによって我が国の経済及び産業の発展を実現すること､並びに鉱物
資源及びエネルギーの安定かつ効率的な供給を確保することをミッ
ションとしています。

鉱物資源の安定かつ効率的な供給確保のためには、国内の鉱山採掘を
円滑に実施できる保安（事故防止や環境配慮）の確保が重要です。ま
た、エネルギーの供給確保のためには、発電所・ガス製造所や供給設
備等において事故がなく、安定かつ効率的に生産・供給されているこ
とが重要です。更に、その他の産業においても、事故等による生産活
動阻害は、我が国の経済発展に支障を乗じる懸念があり、保安の確保
が重要です。

そのため、近畿支部は、電気・ガス・鉱山・火薬・高圧ガス等の産業
保安分野について、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、近畿圏における「国民の安全の
確保」と「環境の保全」を図ります。

用情報
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7 近畿支部の業務活動

経済産業省のミッションの実現と、近畿地域における「国民の安全の確
保」と「環境の保全」を組織目標に掲げ、多くの技術系職員が、技術的な
知識やスキルを活かし活躍しています。
特に、次の点に留意し業務活動を行っています。

●「現場主義」を視点に、事業者・関係者のヒア
リングの他、現地調査を実施

●「組織主義」（チームワーク）、「挑戦主義」
を視点に、直面する課題や、より効果的な保安
行政のあり方などについて、職員研修の他、職
員間で活発な議論を推進

当支部は、約４０人の職員が在籍し、ほぼ全員が
技術系職員です。また、同じ経済産業省の地方支
分部局の一つである「近畿経済産業局」とも密接
な人事交流をしています。 問題解決に向けた職員間の議論

事故発生現場での、原因究明調査
（警察、消防、地方自治体との合同捜
査・調査風景）

用情報
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電力安全課の総括係長として、発注業
務の取りまとめ、情報公開に係る手続き、
電気保安に関する書類審査や現場で
の検査業務を担当しています。
日々、様々な業務が発生しますが、一
つひとつ確実に処理することで、やり遂げ
た時には達成感を味わえます。
現場の安全を支えるため、一緒に産業
保安業務に携わってみませんか。

私が所属している保安課では、都市ガス、
ＬＰガス、高圧ガス、火薬類等の事故
防止のため、法令に基づき事業者の保
安管理体制や、設備の基準適合状況
の確認を行っています。一歩誤れば、国
民の生命や経済活動を脅かす大事故
につながることもあり、日々緊張感と使命
感を持って業務に携わっています。新技
術など幅広い知見を深めることができる
のも、監督部の仕事の魅力の一つです。

電力安全課 係長

保安課 課長補佐

8 近畿支部職員インタビュー 用情報

皆さんは現在も国内鉱山でいろいろな
鉱物資源が採掘されているのはご存じで
しょうか？
鉱山保安課では、鉱山の保安確保のた
め労働安全や環境対策などを監督して
います。鉱山の幅広い作業の監督には
各種基準の理解が必要で苦労すること
もありますが、その一つ一つが鉱山の安
全、地域の環境保全につながっていると
いう使命感を持って業務を行っています。

鉱山保安課 課長補佐

電力安全課に所属し、電気工作物に
おける環境関連施設の工事計画審査
やPCB含有電気工作物の適切な処理
に係る対応等を主に行っております。
「国民の安全確保と環境の保全」という
ブレないミッションのもと、監督部は組織
として使命感を有しており、この組織の
中で知見に触れながら、一歩ずつ着実
に自分の成長を実感しております。

電力安全課 係長
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強い使命感

中立性・公正性

科学的・合理的な判断

業務執行の透明性

・常に国民の安全を第一に考え、緊張感を持って任務を行う。
・緊急時には、国民の安全の確保に責任を有する機関としての役
割を果たすべく、積極果敢に行動する。
・職員は規制当局の一員であるとの立場を自覚し、責任ある言動
をする。
・業務を不断に見直し、活動を質的に向上させる。
・職員は自己研さんに励み、組織としてもそれを支援する。

・安全の確保に責任を有する機関として、現場を正確に把
握する。
・幅広い観点からの十分な情報・データをもとに科学的知
見に基づいた合理的な判断を行う。
・自ら学び、技術の進歩などを把握し、課題を先取りする。
・不断に技術的な力量の向上を図る。

・安全規制機関として常に中立・公正な判断を行う。
・産業界優先の判断には陥らない。
・自ら調査、企画、実施するなど、安全規制機関としての
自立性を確保する。

・個人情報などを除き何ごとも秘密にすることなく、関係者とのコミュ
ニケーションも含め、常に透明性・公開性を確保しつつ日々の業務
を執行する。
・何を考え、どのように行動したのか、すなわち「自分自身を説明す
る」責任を果たす。

４つの行動規範

国民の安全の確保と環境保全のために
私達は、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。

9 産業保安監督部のミッション 用情報
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10近畿支部のご案内

〒５４０－８５３５
大阪市中央区大手前１－５－４４
大阪合同庁舎第１号館（２階、３階）

Osaka Metoro 谷町線
「天満橋」 駅下車（3号出口）

京阪電鉄 「天満橋」 駅下車

管理課 06-6966-6061
保安課 06-6966-6050
電力安全課 06-6966-6047・6048 ・6052 ・6056
鉱山保安課 06-6966-6062

所在地

最寄り駅

電話番号

用情報
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中部近畿産業保安監督部近畿支部には、
現場など直接的な保安行政を通じて、我
が国の未来の発展に貢献しつつ、自らを
完全燃焼させられる場所がきっとあります。

α さいごに 用情報

令和２年8
月

Web

Twitter

【Web】
https://www.safety-kinki.meti.go.jp/

【Twitter】
https://twitter.com/kinkan_tweet
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