11

経済産業研究所(RIETI)

理事長 理事 所長 副所長 監事

Research Institute of Economy,Trade and Industry

総務グループ 研究グループ 国際・広報グループ

診療所 健康支援センター
各省庁共用1107･1111･1115会議室 パーチオフィス

特許庁

10

審判部

Japan Patent Office

産業技術総合研究所(AIST)

理事長 副理事長 理事 監事

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 企画本部

各省庁共用1031会議室
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調査統計グループ
Research and Statistics Department

審議官（調査統計グループ長）
総合調整室 統計企画室 統計情報システム室 調査分析支援室 業務管理室 経済解析室 構造統計室
鉱工業動態統計室 サービス動態統計室 企業統計室

共用会議室(944･946･948)

特許庁

首席審判長 審判部

Japan Patent Office

8 中小企業庁

中小企業ペンクラブ

Small and Medium Enterprise Agency
各省庁共用850会議室

地域経済産業グループ
Regional Economic and Industrial Policy Group
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地域経済産業審議官 地域経済産業グループ長 地域経済産業政策統括調整官
業務管理官室 地域経済産業政策課 地域企業高度化推進課 地域経済産業調査室 地方調整室
地域産業基盤整備課 沖縄振興室 中心市街地活性化室

長官 次長

中小企業庁

総務課 業務管理官室 広報相談室

Small and Medium Enterprise Agency

部長

事業環境部

企画課 調査室 経営安定対策室 国際協力室 金融課 財務課

部長

経営支援部

経営支援課 小規模企業振興課 創業・新事業促進課 海外展開支援室
技術・経営革新課(イノベーション課) 商業課

産業技術環境局
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Industrial Science and Technology Policy and Environment Bureau

局長 審議官（産業技術・基準認証担当） 審議官（環境問題担当）
業務管理官室 総務課 技術政策企画室 国際室 技術振興・大学連携推進課 大学連携推進室
研究開発課 技術評価室 産業技術総合研究室 新エネルギー・産業技術総合開発機構室
基準認証政策課 基準認証戦略室 工業標準調査室 基準認証広報室 基準認証経済連携室 認証企画室
サービス標準化推進室 製品評価技術基盤機構室 計量行政室 国際標準課 国際電気標準課
環境政策課 環境指導室 環境調和産業・技術室 地球環境対策室 地球環境連携室 環境経済室
リサイクル推進課 エネルギー・環境イノベーション戦略室

福島復興推進グループ

福島復興推進グループ長 総合調整室 業務管理室 福島相双復興推進機構担当室

Fukushima Reconstruction Promotion Group

福島広報戦略・風評被害対応室 福島新産業・雇用創出推進室 福島事業・なりわい再建支援室

資源エネルギー庁

原子力事故災害対処審議官

Agency for Natural Resources and Energy

資源記者クラブ

部長
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省エネルギー・新エネルギー部

政策課 国際室 制度審議室 熱電併給推進室 新エネルギーシステム課 水素・燃料電池戦略室
省エネルギー課 省エネルギー対策情報業務室 新エネルギー課 再生可能エネルギー推進室

部長

電力・ガス事業部

政策課 電力産業・市場室 ガス市場整備室 熱供給産業室 電力供給室 電力流通室
電力基盤整備課 電源地域整備室 電力需給・流通政策室 原子力政策課 原子力国際協力推進室
原子力発電所事故収束対応室 原子力立地・核燃料サイクル産業課
核燃料サイクル産業立地対策室 原子力基盤室 原子力産業室 原子力技術室 原子力立地政策室
原子力立地政策室 原子力広報室 原子力損害対応室
放射性廃棄物対策課 放射性廃棄物対策技術室 放射性廃棄物対策広報室
内閣府廃炉・汚染水対策担当室

面談室(1～4)

資源エネルギー庁
Agency for Natural Resources and Energy
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業務管理官室 総務課 会計室 戦略企画室 需給政策室 調査広報室 国際課 国際室
資源エネルギー戦略統括調整官 エネルギー産業国際展開推進室

部長

資源・燃料部

中小企業庁

長官 次長 資源エネルギー政策統括調整官

政策課 燃料政策企画室 石油・天然ガス課 石油精製備蓄課 石油流通課 石炭課 鉱物資源課

事業環境部

取引課 消費税転嫁対策室

Small and Medium Enterprise Agency

大臣官房

情報システム厚生課 情報システム室 情報システム厚生課（文書担当）

Minister's Secretariat
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産業保安グループ

技術総括・保安審議官 審議官（産業保安担当）
業務管理室 製品安全課 製品事故対策室

Industrial and Product Safety Policy Group

保安課 高圧ガス保安室 ガス安全室 電力安全課 鉱山・火薬類管理官付 石炭保安室

電力・ガス取引監視等委員会

委員長 委員

Electricity and Gas Market Surveillance Commission

電力・ガス取引監視等委員会 事務局

事務局長 総務課 取引監視課 取引制度企画室 ネットワーク事業監視課 ネットワーク事業制度企画室

各省庁共用302･310･312会議室 共用会議室(301)
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METI-LANサービスデスク

特許庁
Japan Patent Office
図書館
情報公開推進室 各省庁共用104･108・114会議室 共用会議室(101-2・103・105･120)

本館連絡通路

特許庁
Japan Patent Office
行政文書情報館 受配室
食堂 書籍

本館連絡通路

