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第３節 関東経済産業局 

１．主な動き（総論） 

１．１．管内の経済状況 

（ア）関東管内の概要 

関東経済産業局は、経済産業省の地方支分部局として関

東甲信越静地域の１都 10 県を管轄区域とし、経済産業省

設置法に基づき経済産業省が所掌する事務のうち、鉱山保

安関係などの一部事務を除き、ほとんどの事務を所掌する

ブロック機関である。 

管轄区域は、単に広大な面積を包含しているのみならず、

人口、製造品出荷額等、商業販売額等において全国のおお

むね４割以上を占めるなど、我が国の産業経済活動の中核

をなしている地域であるとともに、東京を中心とした首都

圏の高度に経済が集積した地域と、その他今後とも産業基

盤整備を図る必要がある地域との二面的特徴を持ってい

る。 

（イ）関東経済の景況 

2019 年度の管内経済について、生産活動は、生産用機

械や電子部品・デバイス等が米中貿易摩擦や中国経済の減

速の影響を受けつつも年度前半は一進一退で推移したも

のの、年度後半は、台風により生産拠点が被災した影響に

加え、新型コロナウイルス感染拡大による生産調整の影響

を受け始めたことにより、総じて見ると低調に推移した。 

また、個人消費は、百貨店・スーパーが自然災害や暖冬

等の影響により低調であったものの、コンビニエンススト

アやドラッグストア等の販売が引き続き好調であったこ

とから、緩やかな持ち直しの動きが継続したが、年度末に

かけて新型コロナウイルスの感染拡大の影響から百貨店

を中心に弱い動きがみられた。その他、各業態において消

費増税の影響がみられた。 

さらに、雇用情勢については有効求人倍率が年度前半は

1.6 倍台で推移していたものの、年度末には新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響等から 1.4 倍台まで低下するな

ど、総じてみると管内経済は改善が続いていたものの、自

然災害や新型コロナウイルス感染症拡大の影響等から後

退した。 

 

１．２．主な取組 

（ア）組織体制 

地域経済における新たな政策課題の抽出、新政策の検討

を行うとともに、政策評価・業務見直しを含む組織活性化

策を検討・実施するため、組織横断的な部署から政策企画

調整担当（2019 年４月１日）、地域経済産業調査担当（2019

年５月 15 日ほか）を命じる等、体制を整備した。 

（イ）金融機関との連携に関する業務 

地域に密着した営業網、企業ネットワークを有する地域

金融機関と連携を図り、中小企業施策等を活用して中小企

業の経営力向上・地域経済の活性化を図ることを目的に、

「地域産業活性化のための地域金融機関との連携プログ

ラム（金融連携プログラム）2019」を策定し、地域金融機

関が経営支援活動等を行う上で役立つ支援策の情報提供

及び金融機関のコンサルティング機能強化支援に係る業

務を推進した。 

特に注力した取組としては、キャッシュレス化に関する 

セミナーを地域金融機関と連携して開催し、地域中小企業

の生産性向上を促進した。 

さらに、地域金融機関の幹部等を交え、事業承継支援等

をテーマとした意見交換を実施し、企業の実態や生声を踏

まえた政策提言を行った。 

（ウ）地域未来投資の促進 

地域経済牽引事業が活発に行われることを支援するた

め 2017 年に設置した「地域未来投資促進室」及びワンス

トップで企業からの相談に対応する「地域未来コンシェル

ジュ」を中心に地域の中核企業であり、地域経済牽引事業

の担い手の候補となる「地域未来牽引企業」を個別に訪問

し、ハンズオン支援を行った。 

また、企業訪問やメールマガジンの発信などを通じて

様々な支援施策の紹介、地域未来投資促進法に基づく地域

経済牽引事業計画の策定に係るアドバイス、承認地域経済

牽引事業者の先進性等確認申請に係る相談対応及び支援

を行うとともに、各都県と連携して都県別に地域の企業や

自治体、支援機関を対象とする施策説明会や交流会を開催

し、地域一体で継続的に支援する環境整備を図った。 
（エ）生産性向上特別措置法 

設備の老朽化や人材不足が進む中で中小企業の労働生

産性を向上させるためには、生産性が飛躍的に向上するよ

うな先端設備の導入を後押しする必要がある。そこで、「生

産性向上特別措置法」に基づき、市区町村の導入促進基本

計画の同意及び制度普及を行うことで、中小企業・小規模

事業者等の生産性向上を支援した。2018 年６月６日の施
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行後、2019 年度までに 463 件の導入促進基本計画に対し

て同意した。 

（オ）消費税率引上げ対応、キャッシュレス推進の取組 

消費税率の引上げ及び消費税軽減税率制度の導入、並び

に「キャッシュレス・消費者還元事業」については、これ

らの課題に組織横断的に取り組んでいくために、2019 年

２月に設置した「消費税率引上げ対応・キャッシュレス推

進本部」により、2019 年 10 月１日の各制度の開始前後に

おける周知徹底、普及啓発等を進めるため、組織横断的に

取り組んだ。 

 
２．総務企画部 

２．１．一般管理・企画調整 

（ア）企画立案等に関する業務 

（A）首都圏広域地方計画協議会等への参画 

 国土形成計画法に基づき自立した地域づくりを目指す

ための将来ビジョンである広域地方計画を推進した。 

（B）データを活用した地域経済分析支援 

地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）の自治体等におけ

る利活用を促進するため、出前講座を 71 回実施するとと

もに、新潟県上越市において政策立案ワークショップを開

催した。 

（イ）広報に関する業務 

管内の景気動向、各種調査結果及び関東経済産業局の施

策に係る案内・情報等につき、プレス発表を通じて公表し

た。 

また、関東経済産業局ウェブサイトを運営し､行政情報

の受発信を実施した｡さらに、ウェブサイトの新着情報や

関東経済産業局の施策の関連情報を発信するためのメー

ルマガジンを発行し、迅速な情報提供に努めた。 

 

２．２．調査・統計 

経済産業省所管の生産動態統計調査を実施した。 

また、管内地域の経済動向を的確に把握するため、管内

の鉱工業指数（生産、出荷、在庫等）並びに百貨店・スー

パー等小売６業態の販売額動向の作成と分析のほか、個人

消費、住宅、雇用等に係る主要な経済指標の収集と分析を

行い、その結果を毎月公表した。 

さらに、より正確に地域経済の実態把握を行うべく管内

企業へのヒアリング等による「地域経済産業調査」を３回

実施した。 

 

２．３．電力・ガス事業の適正化に関する業務 

ガス事業の健全な発達、使用者利益保護を図るため、「ガ

ス事業法」第170条等の規定に基づき、一般ガス導管事業者、

旧一般ガスみなしガス小売事業者及び特定ガス導管事業者

に対して、財務諸表、約款の運用等に関する監査を実施した。

2019年度の監査は、一般ガス導管事業者79件、旧一般ガス

みなしガス小売事業者４件、特定ガス導管事業者７件であっ

た。 

また、「電気事業法」第 66 条の 11 及び「ガス事業法」第

177 条等の規定に基づき、電気事業法及びガス事業法の許認

可等に係る意見聴取に対して回答した。2019年度の回答件数

は、電気事業法関連 15 件、ガス事業法関連 218 件（ガス小

売事業７件、一般ガス導管事業 99 件、特定ガス導管事業１

件、旧一般ガスみなしガス小売事業 10 件、旧簡易ガスみな

しガス小売事業101件）であった。 

さらに、「ガス関係報告規則」第３条等の規定に基づき、ガ

ス小売事業者、一般ガス導管事業者及び旧一般ガスみなしガ

ス小売事業者から提出されたガス販売量・契約件数等の報告

書の内容を確認し、電力・ガス取引監視等委員会へ報告した。

2019年度に受理した報告書の件数は3,474件であった。 

 

３．地域経済部 

３．１．地域経済活性化 

（ア）地方創生への取組 

管内の自治体支援のため、地方創生交付金等の国の支援

策についての情報提供や、自治体からの各種相談への対応

を行った。 

また、地域中核企業等の成長支援に取り組む市町村をハ

ンズオンで支援する「地域中核企業等の成長の促進に係る

ハンズオン支援」を実施した。管内においては、長岡市、

上越市、松本市が選定され、テーマに応じた支援を行った。 

（イ）地域中核企業の支援 

戦略分野の担い手となることが期待される地域の有望

企業群に対して、新事業への挑戦を促すために 23 件のプ

ロジェクトに対して、地域のイベーションを支える支援機

関が連携した支援機関ネットワークを構築し、地域の支援

体制を強化するとともに、新事業創出のためのノウハウ獲

得から、事業体制の整備、事業化戦略の策定、研究開発、
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販路開拓まで、事業段階に応じた総合的なイノベーション

支援を実施した。 

（ウ）商工会議所関連の取組 

管内商工会議所の役員・議員であって、その功績が顕著

な者 90 名（75 商工会議所）に対して、関東経済産業局長

表彰を授与した。 

また、地域経済上の諸問題を把握し、施策に反映させる

目的で各種会合（総会、議員大会、懇談会等）に出席し、

情報交換等を行った。 

（エ）「産業競争力強化法」等に基づく規制改革 

「産業競争力強化法」に基づく規制改革関連の制度につ

いて、周知・相談対応等を行った。また、「産業競争力強

化法」に基づく事業再編計画を１件認定した。 

（オ）生産性向上設備投資促進税制の実施状況報告 

関東経済産業局が確認書（約 13,000 件）を発行した生

産性向上設備投資促進税制にかかる実施状況報告書につ

いて、督促、回収及び投資効果等の確認を行った。 

（カ）地域未来投資促進に向けた取組 

2017 年７月に施行された「地域経済牽引事業の促進に

よる地域の成長発展の基盤強化に関する法律（地域未来投

資促進法）」に関連し、同法に基づき地域が行う地域経済

牽引事業の促進に関する基本計画の策定を支援した。

（2019 年度：基本計画２件、基本計画の変更 20 件） 

また、同法に基づいて同意した各地域の基本計画におけ

る都県知事による地域経済牽引事業計画の承認に当たり、

必要な指導・助言を行った。 

さらに、2017 年、2018 年に選定された「地域未来牽引

企業」を中心に企業訪問やメールマガジン、施策説明会な

どを通じて地域未来投資促進法を紹介するとともに、同法

に基づく地域経済牽引事業計画の策定に係るアドバイス

のほか、承認地域経済牽引事業者の先進性等確認申請に係

る相談対応及び支援を行った。（2019 年度：先進性確認 247

件） 

（キ）工場立地の適正化 

「工場立地法」の執行状況を把握し、必要に応じて市町

村等に助言を行った。 

また、工場立地法第２条に基づき、工場立地動向調査を

実施した。この調査結果に基づき、工場の立地動向を把握

し公表した。 

さらに、工場立地法の精神を踏まえ、工場緑化を積極的

に推進し、工場内外の環境向上に顕著な功績のあった５工

場に対して、関東経済産業局長表彰を授与した。 

（ク）産業基盤施設の整備 

産業基盤施設の整備として、工業用水対策、「河川法」

に基づく河川整備基本方針及び河川整備計画の策定関係

業務、ＰＦＩの推進、災害・事故対応（工業用水道関係）

を行った。 

（ケ）地域産業振興講座 

関東経済産業局、国立大学法人電気通信大学、一般財団

法人日本立地センター及び独立行政法人中小企業基盤整

備機構（中小機構）関東本部の４者が主体となり全 10 回

の通年講座を開催した。自治体等で産業支援活動に携わっ

ている者を対象に、地域経済産業政策・企業支援の考え方

や 新の地域活性化活動事例等を提示するとともに、講師

陣や様々な関係者との議論を通じて、地域における経済活

性化戦略を導き出すことのできる知見と能力を持つ人材

の育成を目的とし、2019 年度においては 20 名の自治体・

金融機関等の職員が参加した。 

（コ）官民合同チームによる伴走型支援 

 地域企業の経営構造の転換に向けた「自己変革力」の向

上を後押しする「伴走型支援」に取り組むため、2019 年６

月、関東経済産業局職員と、民間の伴走コンサルタントで

構成する官民合同チームを立ち上げ、茨城県日立市、新潟

県燕市、長野県飯田市において、地域未来牽引企業を中心

に計 27 社の支援を行うとともに、実際の支援から得られ

た支援手法・ノウハウ等を報告書に取りまとめた。 

 

３．２．社会課題解決・産業人材確保支援 

（ア）地域が抱える社会課題解決 

地域が抱える社会課題解決の新たなソリューションで

もあるシェアリングエコノミーの導入促進に向けて、地域

中小企業等のノンコア業務を、地域にいる潜在的人材へア

ウトソーシングすることで、地域の雇用創出と中小企業の

生産性向上を目指す「スキルシェアリング」の活用促進を

図るため、地域中小企業への実証や効果測定等を実施する

とともに、その結果や導入方法等をまとめた中小企業向け

活用ガイドブックを作成した。 

また、茨城県と連携し、地域中小企業等のＳＤＧｓの取

組を通じた稼ぐ力の向上を目指すことを目的に、産学官金

の地域ステークホルダー、有識者等を構成員とした「茨城
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創生ＳＤＧｓ研究会」を立ち上げ、支援策等の検討を行っ

た。 

（イ）中小企業等の人材確保・定着支援 

人材の確保や育成・定着に課題を抱える地域の中小企

業・小規模事業者を支援するため、管内都県に設置された

地域人材コーディネート機関が、中小企業等が必要とする

優秀な人材を発掘し、中小企業等と多様な人材のマッチン

グから定着までを一貫支援する「地域中小企業・小規模事

業者の人材確保支援等事業（委託事業）」を実施した。 

・2019 年度：２件（138,000 千円） 

（ウ）ダイバーシティ経営の普及・啓発 

多様な人材がその能力を 大限に発揮することにより、

企業においてイノベーションを生み出し、価値創造につな

げていく「ダイバーシティ経営」の普及・啓発のため、優

れたダイバーシティ経営企業を表彰する「新・ダイバーシ

ティ経営企業 100 選（経済産業大臣表彰）」について、管

内企業への広報・応募企業の発掘等を実施した。 

・2019 年度：管内表彰企業８社（全国 18 社） 

（エ）所得拡大促進税制、賃上げ・生産性向上のための税

制 

企業等からの問合せに対して、本省や新設された税制サ

ポートセンターと連携しながら対応を実施した。 

 

３．３．技術革新・知的財産活用支援 

（ア）オープンイノベーション促進に係る取組 

多様な企業が、オープンイノベーション（以下、ＯＩ）

を通じて、従来の枠組みを超えた企業間連携にチャレンジ

し、「新たな付加価値の創出」や「稼ぐ力」の向上実現を

サポートするため、各種取組を実施した。 

（A）ＯＩ促進に係るネットワーク形成・強化 

ＯＩ推進者が、組織の属性や規模を超えて交流を深める

ことを目的に、ＯＩ推進者交流会を２回開催した。 

（B）多様なマッチング機会の創出 

マッチングの機会を以下３つに類型化し実施した。 

（a）ニーズプル型マッチング 

大手企業が有する社会性の高い技術課題に対して、技術

と意欲を有する中小企業を募り、既存の枠組みを超えた連

携を促進するため「対話重視型マッチング」を２テーマ実

施した。また、中小企業基盤整備機構関東本部と連携し、

リアルと WEB を組み合わせた効果的なＯＩの実現に向け

て、「オープンイノベーション・マッチングスクエア（以

下、ＯＩＭＳ）」を 2019 年７月に創設した。 

■活用状況について（2019 年度末現在） 

・ニーズ掲載件数：202 件 

・提案件数：2411 件 

・商談件数：341 件 

さらには、外部連携意欲の高い企業が、自社のＯＩ戦略

や技術ニーズについて情報発信する「オープンイノベーシ

ョンチャレンジピッチ」を３回開催し、15 社が参加した。 

（b）シーズプッシュ型マッチング 

ＡＩ/ＩｏＴ等を駆使し生産性革命に寄与する革新的技

術やサービスを有するスタートアップと中堅・中小企業の

マッチング対話を２テーマ実施した。 

（c）ビジョン共有型マッチング 

「地域ブランド向上」や「未来のまちづくり」等をコン

セプトに、大手企業、中小企業、スタートアップ、自治体

など、既存の枠組みを超えた多様なプレイヤーの参画を促

しながら、新ビジネス創出に向けた新たなソリューション

開発のアクセラレートをサポートした。具体的には、

HANEDA INNOVATION CITY を舞台に、複数の大手企業のリ

ソースを活用し、新しい付加価値を創造する、「HANEDA 

INNNOVATION BUSINESS BUILD」を実施。９社が参加し、４

件を採択した。 

（C）ＯＩプロセスへの弁護士・弁理士等の戦略的な参画 

ＯＩプロセスへの弁護士・弁理士等の戦略的な参画を促

進するため、中小企業やスタートアップとの対話の機会を

提供、専門人材（弁護士・弁理士等）を見える化した。ま

た、予防法務・知財戦略をテーマとしたワークショップを

４回開催した。 

（イ）地方発ベンチャー企業の創出・成長支援 

地域のベンチャー企業の「目線・マインド」の向上を促

すとともに、東京圏の支援人材との繋がりの強化や資金調

達環境の充実を図ることを目的とする「地方発！ベンチャ

ー企業ミートアップ」を、財務省関東財務局、独立行政法

人中小企業基盤整備機構関東本部との共催により５回開

催した。 

また、地域に関わらず、テーマ設定による関連ベンチャ

ー企業と東京圏の支援人材とのネットワーク形成を図る

「テーマ別ベンチャー企業ミートアップ」を３回開催した。 

（ウ）広域連携アクセラレータープログラムによるスター
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トアップ成長支援事業 

次世代の経済成長を牽引するスタートアップに対して、

事業加速支援プログラムを提供するとともに、地域のスタ

ートアップを支える支援者に対して、スタートアップ支援

のノウハウ向上、地域を越えたネットワーク形成の機会を

提供し、地域におけるスタートアップ支援エコシステム形

成を促進した。 

・支援企業数：13 社 

（エ）エンジェル税制の円滑な運用 

ベンチャー企業への個人投資家の投資に対する課税特

例に関しては、2016 年度から確認業務が都県に委譲され

たことに伴い、円滑な運用のため、問合せ等の対応及び活

用促進に向けた広報活動を行った。 

（オ）社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定 

 中小企業等経営強化法に基づき、社外高度人材活用新事

業分野開拓計画の認定を行った。 

・事業計画認定件数 2019 年度：５件 

（カ）産業標準化 

「工業標準化法（※１）」に基づき、日本工業規格（※

２）(JIS)表示認証に係る審査、立入検査を行った。（※１：

2019 年７月１日より産業標準化法に改正。※２：2019 年

７月１日より日本産業規格に改定。） 

・認証機関登録審査件数 2019 年度：０件 

・認証機関更新審査件数 2019 年度：１件 

・認証機関立入検査件数 2019 年度：７件 

・認証機関登録累計数：９件（2019 年度末現在） 

（キ）知的財産権に関する普及啓発及び奨励等 

 地域・企業等の知的財産の戦略的活用を推進する「広域

関東圏知的財産戦略推進計画 2019」に基づき、各種事業

を実施した。 

（A）戦略的知財マネジメント促進事業 

 知的財産権の取得・活用を促進するために、自治体、金

融機関、産業支援機関等と連携し、中小企業、弁理士・中

小企業診断士等専門家、金融機関向けに以下４種のセミナ

ーを 36 回開催した。 

（a）知的財産普及啓発セミナー 

 知財活用に関する自治体の要望を踏まえ、地域の中小企

業の経営者、知財担当者、支援機関の職員向けにセミナー

を 27 回実施した。 

（b）中小企業向け知財経営導入支援 

 地域金融機関と連携し、２地域に対し、中小企業の経営

者、知財担当者向けにセミナーを実施し、中小企業 10 社

を弁理士・中小企業診断士等専門家が訪問し、知財活用の

支援を実施した。 

（c）金融機関の知財意識向上のためのセミナー 

 関東財務局と連携し、金融機関、支援機関が知財を含め

た無形資産の価値を理解するためのセミナーを実施した。 

（d）知財経営コンサルティング人材発掘・養成セミナー 

 弁理士・中小企業診断士等専門家に対し、知財経営に関

する理解促進、知財経営コンサルのノウハウを伝達するこ

とで、知財経営コンサル人材の発掘を実施した。 

（B）知財経営定着伴走支援事業 

 金融機関により選定された、中小企業にとって知財経営

のモデルとなる中小・中堅企業 10 社に対し、１社につき

５回程度知財経営に関する弁理士・中小企業診断士等専門

家を派遣し、知財経営定着のための支援を行った。 

（C）地域ブランド育成・定着支援事業 

 地域ブランドの育成に面的に取り組む地域に対し、ブラ

ンディングへの気づきを与えることを目的とした地域ブ

ランド普及啓発支援や、より具体的にブランディングの取

組を支援することを目的とした地域ブランド育成・定着支

援を行った。知財戦略に基づく知財の取得・活用を促進し、

既存製品または新規製品のブランド力向上に取り組んだ。

（D）知財のミカタ(巡回特許庁)in 関東 

 地域ユーザーの利便性向上のための特許庁審査官によ

る出張面接審査に加え、特許庁と関東経済産業局等が協力

し、地域の知財活用レベルの底上げを目的に、幅広い層を

対象とした知財普及啓発イベントを、2019 年度は新潟県

燕三条地域で開催した。 

（E）中小企業等外国出願支援事業 

 地方自治体の中小企業支援センターが中小企業の戦略

的な外国への特許出願を促進することを目的として実施

する支援事業に対して、中小企業知的財産活動支援事業費

補助金を 11 センターに交付した。 

（F）地域中小企業知的財産支援力強化事業 

 地域の知財支援体制の構築、連携強化を図る取組を支援

する目的で、意欲の高い地域の産業支援機関等から先導

的・先進的な知財の取組を公募し、2019 年度は５件の取

組に対し補助金を交付した。 

（ク）公設試験研究機関（公設試） 
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 地域における中小企業の生産性向上のためのオープン

イノベーション・プラットフォームを構築し、もって地域

経済の活性化を図ることを目的とし、公設試・大学等に対

するＩｏＴ設備等の導入や人材育成に係る取組等を支援

した。 

・2018 年度補正「地域新成長産業創出促進事業費補助金 

（地域未来オープンイノベーション・プラットフォーム構

築事業）」 

（関東地域）３件３公設試（230，100 千円（交付決定額、

2019 年度に繰越）） 

・2019 年度補正「地域新成長産業創出促進事業費補助金 

（地域イノベーション基盤整備事業費）」 

（関東地域）１件１公設試（67,861 千円（交付決定額、 

2020 年度に繰越）） 

 

３．４．先端産業振興 

（ア）航空宇宙産業の競争力強化に向けた取組 

（A）「関東管内航空機産業振興実務担当者会議」開催 

関東管内１都 10 県の航空機産業振興実務担当者が一堂

に会し、航空機産業振興の今後の取組の方向性の検討や連

携を深めるため、各都県の取組に係る情報共有及び意見交

換を行った。 

（B）航空機産業の地域中核企業等への支援の強化 

自治体、地域の支援機関と共に川下企業及び地域の中核

企業を支援しサプライチェーンを強化する枠組みである

「関東エアロスペース・プロモーション・プログラム」に

て、各社の生産管理の効率化、生産技術の高度化支援に取

り組んだ。 

航空機産業における地域の中核企業や中小企業グルー

プが一貫受注生産体制の構築・強化を進めている先進地域

（栃木県・飯田市・新潟市等）に対し、生産管理効率化、

販路開拓、人材育成及び技術開発等の重点支援を行った。 

また、（独）中小企業基盤整備機構や中部・近畿経済産

業局等と連携して航空宇宙産業ビジネスマッチングを実

施し、大手メーカー等のサプライチェーン強化と中堅・中

小企業の販路開拓支援を実施した。また、「全国航空機ク

ラスター・ネットワーク」の活動で、全国の航空機産業ク

ラスター間連携を促進した。 

（イ）次世代自動車産業の競争力強化に向けた取組 

（A）自動車産業の変革の潮流を踏まえた新たな付加価値

の創出の促進 

自動車産業を巡る CASE（Connectivity, Autonomous, 

Service & Shared, Electric）や MaaS（Mobility as a 

Service）等の潮流に対応すべく、自動車メーカー・Tier

１企業・通信事業者等のニーズをふまえ、自動運転に付随

する技術（認知・判断・制御）等の分野で先進的な技術を

有する中小・スタートアップ企業とのマッチング事業「e-

JAMP CONNECTION」を２回開催した。また、新たなモビリ

ティサービスの構築・実装により地域の社会課題解決等を

目指す地方自治体に向けて、先端モビリティに取り組む民

間企業を紹介する「e-JAMP CONFERENCE」を開催した。 

（B）地域の中小部品サプライヤーの取組支援 

中小企業・小規模事業者人材対策事業（サプライヤー応

援隊事業）にて、群馬、埼玉、静岡での地域の中小部品サ

プライヤーの競争力強化に向け、スキルを強化した専門家

人材を中小サプライヤーに派遣することで、電動化やモデ

ルベース開発等のビジネス環境の変化への対応能力を強

化した。 

 

３．５．次世代・情報産業振興 

（ア）ヘルスケア産業の競争力強化に向けた取組 

（A）医工連携活動の推進 

医師の臨床ニーズや医療機器開発アイデアを発掘、収集

し、事業化を支援することを目的に、日本医師会と連携し、

「医師主導による医療機器開発のためのニーズ創出、事業

化支援セミナー」を開催するとともに、全４回の「パイオ

デザインワークショップ」を開催し、医師ニーズを起点と

したプロジェクトの創出支援を行った。 

医療機器メーカー等の開発・改良を支援するため、医療

機器メーカーから開発・改良ニーズを収集し、地域のもの

づくり企業の技術と結びつける、「医療機器・ものづくり

商談会」を開催した（医療機器メーカー３社、ものづくり

企業 50 社が参加）。 

臨床現場の声を踏まえた市場性のある医療機器開発の

促進や臨床現場との共同開発・データ収集等による事業化

の加速を目的として、順天堂大学と連携し、医局の医師と

企業とのイノベーションを推進するための「医師と企業と

の架け橋ピッチ」を実施した（９社が参加）。 

信州大学と連携し、信州大学大学院総合理工学研究科修

士課程において、医療機器メーカーによる医療機器開発の
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現状や実際の医療機器の仕組みなどを体験する講義を実

施した。 

東南アジア地域への医療機器展開の中心となるタイへ

の海外展開支援を目的として、国内において、現地の医療

機器の商慣習や薬事規制をテーマとしたセミナーを開催

するとともに、タイ現地において、現地医師のニーズ把握

や現地ディストリビューターとのネットワーク構築を図

るためのセミナーを開催した。 

（B）ヘルスケア産業における取組 

超高齢社会における地域の課題解決に向けて、関東信越

厚生局と「超高齢社会に向けた関東信越厚生局と関東経済

産業局の連携強化に関する覚書」を締結した。 

健康福祉分野に課題を抱える自治体に対して、関東信越

厚生局と連携し 30 自治体の訪問を行った。 

地域が抱える課題に対してＡＩやＩｏＴ等のデジタル

技術を活用した斬新なソリューションを有するベンチャ

ー企業（以下、ヘルスケア関連ベンチャー企業という。）

の発掘、ネットワーク化に向けて 31 者の訪問を行った。 

健康福祉分野の課題に直面する自治体や介護事業者等

と、革新的な製品・サービスを有するヘルスケア関連ベン

チャー企業等とのマッチング創出セミナーを２回実施し

た。本イベントにおいて、自治体等とヘルスケア関連ベン

チャー企業が連携した先進取組事例の紹介やヘルスケア

関連ベンチャー企業のピッチを行った。 

新たなヘルスケア等領域への事業拡大を目指す製薬企

業に向けて、ヘルスケア関連ベンチャー企業の独自の技術

やサービスを結びつける出張型のピッチを３回開催した。 

ヘルスケア関連ベンチャー企業が有する技術情報を発

信し、その実用化に関心のある製薬企業等の事業会社とマ

ッチング機会を創出支援し、産業競争力の一層の強化を図

る目的で、ヘルスケア関連ベンチャー企業発表会を２回開

催した。各回で登壇するヘルスケア関連ベンチャー企業の

事業領域を創薬・創薬支援系と非医薬（ヘルスケア、化学・

食品）に分けて実施した。 

また、再生医療の産業化への取組については、バイオベ

ンチャーと国内外の再生医療に取り組む企業等とのネッ

トワークの創出やアカデミアの研究シーズ等の事業化を

支援するため、海外から日本の再生医療産業への参入を促

すセミナー・マッチング会を計２回開催、ベンチャー設立

を考える研究者に対して、起業に資する様々なノウハウや

情報等を提供するイベントをセミナー形式にて計３回開

催、少人数の講義方式で計３回開催、機関投資家を対象に、

ベンチャー企業の事業価値理解を深めてもらうための対

話イベントを１回開催した。 

（イ）情報産業振興 

（A）ＡＩ・ＩｏＴ等デジタル技術の利活用促進 

ＡＩ・ＩｏＴ等デジタル技術推進を通じた地域企業の競

争力強化を図るため、デジタル技術を活用した既存ビジネ

スの機能強化・新事業創出促進を図る取組を行った。 

具体的には、地域企業へのデジタル技術の活用による生

産性向上の取組について、効率化と高付加価値化の段階に

応じて、 適な専門家を派遣してハンズオン支援を実施し

た。また、既に高付加価値化の取組みに成功している事例

等を収集し、経営の視点から分析して事例集にまとめると

ともに、各中小企業自身のデジタル導入状況を見える化す

るためのセルフチェックリストを作成した。また、東京都

内でこれらの収集・分析した情報について中小企業に共有

するフォーラムを１回開催した。 

（B）デジタル化支援の地域環境整備 

地域企業等のデジタル化を促進する環境を整備するた

め、地方版ＩｏＴ推進ラボに 新のデジタル技術及びデジ

タル化活用に先進的に取り組む企業の事例、各ラボの取組

を共有する会議を２回開催した。 

（ウ）ロボット産業政策 

地域の産業競争力強化の視点を織り込みつつ、ロボット 

新戦略の実現を加速するために必要となる取組の検討

を行った。具体的には、若手人材として有望な工業高等専

門学校とロボットシステムインテグレーターの連携のた

め、教員とロボットシステムインテグレーターとの意見交

換の場を１回設け、さらに東京工業高等専門学校をモデル

として、生徒にロボットシステムインテグレーターの魅力

を発信するイベントを１回開催した。 

 

４．産業部 

４．１．産業振興 

（ア）業種別施策の概要 

（A）鉄鋼工業 

＜鉄鋼、鋳物、生産計画等調査＞ 

需給状況を明らかにして行政施策の基礎資料とするた

め、鉄鋼、鋳物生産動向について、電炉普通鋼 11 社、鋳
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物３社に対し、四半期ごとに調査を実施した。 

（B）機械工業 

（a）「航空機製造事業法」の施行 

航空機及び航空機用機器の製造及び修理の事業の事業活

動を調整することによって、国民経済の健全な運行に寄与

するとともに、航空機及び航空機用機器の製造及び修理の

方法を規律することによって、その生産技術の向上を図る

ための事務を行っている。管内の状況は以下のとおり。 

・許可事業所数：40 事業所 

・届出事業所数：41 事業所 

上記事業所から製造確認等の届出受理を行っている。製

造及び修理の方法を規律することで生産技術の向上を図

っている。製造確認届出 5 件（前年：７件）、修理確認届

出 112 件（前年：144 件）、製造証明届出 801 件（前年： 

356 件） 

（b）「武器等製造法」の施行 

武器の製造の事業の事業活動を調整することによって、国

民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等

の製造、販売その他の取扱を規制することによって、公共

の安全確保事務を行っている。管内の状況は以下のとおり。 

・許可事業所数：21 事業所 

・軽微な改造又は修理に対する許可（４条但書）の件数：

61 件（前年：65 件） 

・保管規定の認可件数５件 （前年：７件） 

（C）「銃砲刀剣類所持等取締法」施行令第１条の２（試験、

研究のため所持する場合）に基づく証明 

・証明件数：３件（前年：２件） 

（D）伝統的工芸品産業 

伝統的工芸品指定産地に対し、円滑な事業推進のため

「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づく振興計

画等に係る指導助言を行い、伝統的工芸品産業の振興を図

った。また、振興事業等に対し、伝統的工芸品産業支援補

助金を 19 件交付した。 

さらに、1984 年以降、毎年実施されている「伝統的工芸

品月間」に係る事業の一環として 2019 年 10 月 21 日伝統

的工芸品産業功労者等表彰の関東経済産業局長表彰（受賞

者数 11 名）を行った。 

（E）「化学兵器禁止条約及び化学兵器の禁止及び特定物質

の規制等に関する法律」に関すること 

規制対象となる化学物質の製造等を行う事業者から対

象物質の区分に従い、製造実績・製造予定の定期的な届出

の受理、産業施設に対する国際査察の立会い等を行った。 

 

４．２．通商・国際化 

（ア）地域の国際化、対外・対内投資の促進 

（A）中小企業の海外展開支援 

海外展開を図る中堅・中小企業に対して、地域支援機関

が幅広く参加し、それぞれの専門性を活かした総合的な支

援を行う「新輸出大国コンソーシアム」活用を促進するな

どの支援を実施した。 

（B）農林水産物・食品の輸出支援 

政府目標である 2019 年に農林水産物・食品の輸出額１

兆円の達成に向け、関東農政局、北陸農政局との連携を強

化し、農林漁業者や中小企業が行う農林水産物・食品輸出

への支援を促進した。なお、2019 年２月には、「農林水産

物・食品輸出促進支援に関する覚書」を３局間で締結して

いるところ。 

具体的には、①合同企業訪問により課題を抽出した上で

の伴走型支援、②販路開拓支援(サポートビジネス商社(*)

活用海外展開セミナー、商談会、テストマーケティング事

業)、③支援体制強化を目指したサポートビジネス商社等

の発掘などを行った。 

(*)サポートビジネス商社 

輸出先国・地域に拠点を持つなど、海外市場に精通し、

海外現地のニーズを踏まえたテストマーケティング等の

販路開拓支援に取り組み、中小企業へのアドバイスを含め

たトータルサポートが可能な商社。 

（C）対外・対内投資の促進 

 広域関東圏対日直接投資推進ブロック会議を開催し、経

済産業省及び管内自治体、独立行政法人日本貿易振興機構

（ＪＥＴＲＯ）等の実施する対日投資に関する取組につい

て情報共有及び意見交換を行い、関係者間のネットワーク

強化を図った。 

（イ）輸出貿易管理 

「外国為替及び外国貿易法」（外為法）第 48 条第１項に

基づく輸出許可、輸出貿易管理令第２条第１項に基づく輸

出承認、及び「外為法」第 25 条第１項に基づく役務取引

許可件数は、次のとおりである。 

（単位：件） 
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 2018 年度 2019 年度 

輸出許可 

（輸出令第１条第１項） 
4,954 4,801 

輸出承認 

（輸出令第２条第１項） 
411 326 

役務取引許可 

（外為法第25条第１項） 
499 398 

合      計 5,864 5,525 

また、安全保障貿易管理説明会を開催した。 

（ウ）輸入貿易管理 

輸入関係承認等事務   （単位：件） 

 2018 

年度 

2019 

年度 

備考（輸入

令の条件） 

ワシントン条約附属

書Ⅱ及びⅢの生きて

いる動物の輸入確認 

698 970 

 

輸入割当品目の輸入

承認 
2,225 2,013 

第４条第１

項 

輸入承認証の内容変

更の承認 
54 77  

輸入承認証の有効期

間の延長の承認 
1,183 1,234 

第５条第２

項 

輸入承認の特別有効

期間の設定 
0 0 

第５条第２

項 

委託輸入の確認 0 0 
第９条第１

項 

合      計 4,160 4,294  

（エ）関税割当 

「重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令」６条に

基づき、次のとおり関税割当事務を行った。 

（単位：件） 

 
2018 

年度 

2019 

年度 

革製及び革を用いた履物（スポーツ

用のもの及びスリッパを除く）の証

明書発給 

645 461 

牛馬革（染着色等したもの）〃 61 55 

牛馬革（その他のもの）〃 15 9 

羊革・やぎ革（染着色等したもの） 33 22 

〃 

関税割当内容変更申請 85 82 

〃期間延長申請 76 73 

〃証明書の返納 699 604 

合      計 1,614 1,306 

（オ）「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す

る法律」 

象牙の国内流通管理の適正な実施のため、「絶滅のおそ

れのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく事

業に関する事務を行った。法改正により、平成 30 年６月

より届出制度（無料）から登録制度（有料）に移行後は、

登録業務は事業登録機関（環境省所管一般財団法人自然環

境研究センター）が行うが、報告徴収及び立入検査、巡回

指導、法に基づく行政指導等は局が引き続き実施。2019 年

は立入検査を 19 か所、巡回指導を３回実施した。 

 

４．３．中小企業 

 中小企業が持ち前の機動性、創意工夫を十分に発揮して

明るい見通しを持って活動できるよう、主として中小企業

金融対策、経営革新支援、経営力向上支援、下請企業対策、

小規模企業対策、企業再生支援、事業継承支援等の円滑な

実施に努めた。 

（ア）中小企業金融対策 

（A）セーフティネット保証制度（中小企業信用保険法第

２条第５項）の推進 

 セーフティネット保証４号の指定において、突発的な災

害により中小企業者の事業活動に著しい支障が生じてい

る地域の地方自治体と連携して調査を実施し、指定基準の

適切な運用を図った。 

また、中小企業者の連鎖倒産防止のため、セーフティネ

ット保証１号（民事再生手続開始の申立等を行った大型倒

産事業者）の指定に係る調査を実施した。 

さらに、セーフティネット保証５号の指定業種（全国的

に業況の悪化している業種）に属する事業を行う中小企業

の経営の安定化に資するように、同制度の円滑な運用を図

った。 

（B）信用保証協会のモニタリング 

 地域経済や中小企業・小規模事業者の活性化を担う信用

保証協会の健全な運営を図るため、管内 13 の信用保証協

会（11 都県及び横浜市、川崎市）からの業務報告書等を通
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じて運営状況を監督し、経営管理・業務運営等に関する検

査を実施した。 

（C）信用保証協会が取り組む経営支援の強化促進及び同 

協会の経営基盤の強化 

管内 13 の信用保証協会に対し、借入債務に係る返済条

件の変更を繰り返すなど経営の安定に支障が生じている

中小企業・小規模事業者及び創業者・創業予定者に対する

経営支援の取組を強化し、促進するための補助事業を執行

した。 

執行件数（2019 年度）： 13 件 (352,901 千円) 

（D）中小企業支援ネットワークの運営の支援 

「中小企業金融円滑化法の 終延長を踏まえた中小

企業の経営支援のための政策パッケージ」（2012 年４月 

内閣府・金融庁・中小企業庁）に基づき各都道府県に構

築された「中小企業支援ネットワーク」が、2019 年度

においても引き続き、定期的に会議（ネットワーク会議、

経営サポート会議）等を開催した。 

こうした中、本ネットワークの事務局を担う信用保

証協会及び構成機関と連携し、中小企業・小規模事業者

の経営改善・事業再生支援及び創業支援の取組や地域融

資動向等に係る情報を交換し、施策活用方策の検討を進

めた。 

「中小企業支援ネットワーク会議」の開催：11 回 

（イ）経営革新支援 

創意工夫を活かした新商品・新サービスの開発や新たな

生産方式の導入などで経営の向上を図ろうとする個別中

小企業、グループ等への支援を行う「中小企業等経営強化

法」に基づく経営革新計画について、都県の行う承認状況

等を把握した。 

（ウ）地域資源活用プログラムの推進 

地域の強みである地域資源を活用した中小企業の新製

品・新サービスの開発・市場化等の取組を、「中小企業地

域資源活用促進法」に基づく地域産業資源活用事業計画の

認定及びふるさと名物応援事業補助金の交付等により支

援した。 

さらに、同法改正により創設された「ふるさと名物応援

宣言」に関して、市町村に対する宣言支援業務を行った。 

・計画認定件数  2019 年度： ０件 

・補助金交付件数 2019 年度： 14 件（26,194 千円） 

・ふるさと名物応援宣言数 2019 年度：２件 

（エ）農商工等連携対策支援事業 

中小企業者の経営の向上及び農林漁業経営者の改善を

図るため、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、

それぞれの経営資源を有効に活用して取り組む新商品の

開発、新役務の開発等を、「中小企業者と農林漁業者との

連携による事業活動の促進に関する法律」（農商工等連携

促進法）に基づく農商工等連携事業計画の認定及びふるさ

と名物応援事業補助金の交付等により支援した。 

・計画認定件数   2019 年度： ０件 

・補助金交付件数  2019 年度： １件（1,796 千円） 

（オ）国内・海外販路開拓強化支援事業（ＪＡＰＡＮブラ

ンド育成支援事業） 

地域の中小企業等が一丸となって地域の優れた素材や

技術を活かし、世界に通用するブランド力の確立を目指す

取組を「令和元年国内・海外販路開拓強化支援事業費補助

金（ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業）」により支援した。 

・補助金交付件数 2019 年度：13 件（74,275 千円） 

（カ）中小企業連携組織対策 

中小企業がソフトな経営資源など経営基盤を強化し、経

済の担い手として創造性と機動性を発揮していくため、技

術力の向上や情報化、組織化施策の推進、下請企業の自立

化支援等に努めた。 

・設立認可件数   2019 年度：25 件 

・定款変更認可件数 2019 年度：651 件 

・決算関係書類・役員変更届受理件数 2019 年度：1，558

件 

・報告徴収    2019 年度：５件 

・立入検査    2019 年度：１件 

・業務改善命令  2019 年度：０件 

・解散変更届受理件数（移管を含む） 2019 年度： 37 件 

（キ）商工会関連の取組 

経営改善普及事業への功績が顕著な６商工会、３青年部、

２女性部、役員８名、青年部員４名、女性部員５名に対し

て、関東経済産業局長表彰を授与した。 

また、地域経済上の諸問題を把握し、施策に反映させる

目的で各種会合（総会、大会、懇談会等）に出席し、情報

交換等を行った。 

（ク）コミュニティビジネスの創出推進に関する業務 

コミュニティビジネスの実施者、支援者、行政機関、金

融機関などの間にネットワークを構築し、コミュニティビ
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ジネスの新たな事業機会を創出･推進するため広域関東圏

コミュニティビジネス推進協議会と連携し、シンポジウム

や自治体担当者向け勉強会等を開催した。 

（ケ）中小企業・下請企業の自立化支援 

取引の適正化施策として「下請代金支払遅延等防止法」

に基づく立入検査を 135 件実施した結果、57 件の改善指

導を行ったほか、取引条件改善に向けて、下請等中小企業

へのヒアリングを 734 件実施した。 

さらに、消費税率の引上げに伴い、消費税の適正な転嫁

を確保するため、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保の

ための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特

別措置法」に基づき、95 名の消費税転嫁対策調査専門職

員を配置し、転嫁拒否等違反行為の情報収集及び調査を行

うとともに立入検査を 102 件実施した。 

（コ）中小企業再生支援協議会 

財務上の問題を抱えているが、事業の収益性が見込め、

事業再生意欲を持つ中小企業を支援するため、「産業競争

力強化法」に基づき各都県の商工会議所等に設置されてい

る中小企業再生支援協議会に対し、相談対応から再生計画

策定支援までの業務等を委託した。 

（サ）経営力向上に向けた支援 

中小企業・小規模事業者等の将来の成長・発展のために

は生産性向上を図ることが喫緊の課題であり、「中小企業

等経営強化法」に基づく経営力向上計画（中小企業・小規

模事業者等が人材育成、コスト管理等のマネジメントの向

上や、設備投資等に取り組むことにより、生産性を向上さ

せるための計画）の認定及び制度普及を行うことで、中小

企業・小規模事業者等の生産性向上を支援した。2019 年

度には 6,979 件の計画を認定した。 

なお、経営力向上計画の認定を受けた中小企業・小規模

事業者等は、認定計画に基づいて取得した一定の設備につ

いて 2017 年４月から支援措置が拡充され法人税等の特例

措置（中小企業経営強化税制）も受けることができる。こ

れに伴い、中小企業経営強化税制のうち収益力強化設備に

係る投資計画の確認を行った。2019 年度は 959 件の計画

を確認した。 

（シ）支援体制強化 

中小企業が抱える経営課題が高度化する中で、個々の

中小企業支援機関の日常的な相談のみでは十分な対応が

困難なことから、地域の複数支援機関から成る地域プラッ

トフォームの構築やよろず支援拠点の設置により、支援機

関の連携の強化、支援能力の向上を図り、中小企業が抱え

る経営課題への支援体制を強化した。 

（ス）「経営革新等支援機関」の認定 

「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業に対して専

門性の高い支援事業を行う「経営革新等支援機関」として、

2019 年度は 1,152 機関の認定を行った。 

なお、2018 年７月より、「経営革新等支援機関」の更新

制度が導入され、2019 年度は 2,967 機関の認定の更新を

行った。 

（セ）中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法

律に基づく認定及び戦略的基盤技術高度化支援事業の執

行 

中小企業のものづくり基盤技術の高度化を支援するこ

とにより、我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事

業の創出を図ることを目的とした「中小企業のものづくり

基盤技術の高度化に関する法律」の規定に基づき、特定研

究開発等計画の新規認定を 100 件、変更認定を２件行っ

た。 

また、中小企業のものづくり基盤技術に資する革新的か

つハイリスクな研究開発等を促進する「戦略的基盤技術高

度化支援事業」について、公募及び採択等を行い、補助事

業を実施した。 

＜実績＞ 

・補助金交付件数（2019 年度）： 84 件（2,507,129 千円） 

（ソ）戦略的基盤技術高度化支援事業に係る事業化支援 

戦略的基盤技術高度化支援事業の研究開発成果の事業

化に必要な支援施策等を検討するため、自治体スタートア

ップ支援を実施した後にサポイン事業に採択されたプロ

ジェクトを把握し、事業終了後の事業化状況を確認するこ

とで、自治体スタートアップ支援との連携の有効性を検証

した。サポイン事業の研究開発成果及び優れた技術を持つ

中小企業と大手企業とのマッチング等に繋げる支援を実

施した。 

（タ）中小企業の事業承継支援 

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」

に基づく事業承継税制等に係る認定等の事務が都道府県

に移譲されたことに伴い、都県担当者向けの研修や問合せ

対応等の業務を行った。また、後継者不在の中小企業者等

の事業引継ぎを支援するため、各都県の商工会議所等に設
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置した事業引継ぎ支援センターが専門的なアドバイスや

仲介に関する支援を実施した。 

（チ）官公需確保対策 

 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法

律」に基づき、官公需適格組合の証明を行った。また、中 

小企業者の受注機会の確保を図るため、都県政令市等に対

する官公需契約実績額等調査や官公需確保対策地方推進

協議会を１都９県で開催した。 

（ツ）新連携支援の実施 

中小企業が異なる分野の事業者と連携し、それぞれの有

する強みを相互に持ち寄ることで付加価値の高い製品や

新たなサービスを創出する事業（＝新連携事業）について、

「中小企業等経営強化法」に基づく認定及び商業・サービ

ス競争力強化連携支援事業（新連携支援事業）により事業

化に向けた支援を行った。 

・補助金交付件数（継続分）（2019 年度）：５件（106,651

千円） 

・補助金交付件数（新規分）（2019 年度）：６件（141,791

千円） 

（テ）スマートものづくり応援隊事業 

製造現場の経験が豊富な人材やＩｏＴやロボットに知

見を有する人材等が指導者としての汎用的なスキルを身

につけるための研修を実施し、育成した指導者を製造業等

の中小企業・小規模事業者の現場に派遣することで、中小

企業・小規模事業者の生産性向上を促進する事業に対して

補助金を交付した。 

・補助金交付件数 2019 年度：６件（16,871 千円） 

（ト）中小企業創業 

2018 年７月９日に改正された「産業競争力強化法」に

基づき、地域における創業の促進を目的として、市区町村

が民間の創業支援等事業者（地域金融機関、ＮＰＯ法人、

商工会議所・商工会等）と連携し、ワンストップ相談窓口

の設置、創業セミナーの開催、創業の普及に関する取組等

を実施する「創業支援等事業計画」の認定を行った。（改

正法第３回及び改正法第４回の新規認定は計 10 件（10 市

区町村）、変更認定は計 185 件（187 市区町村）。）また創

業支援に係る補助金等の支援策の普及のため、積極的な情

報発信を行った。さらに、都県・市区町村等を対象とした

フォーラムを開催し、先進的取組事例の共有、横展開を図

った。 

４．４．流通・商業 

（ア）「大規模小売店舗立地法」の円滑運用 

「大規模小売店舗立地法」の円滑な運用を図るべく、相

談室業務を実施するとともに管内各都県（政令指定都市含

む）との連絡会議を開催する等法運用の実態把握に努めた。 

（イ）物流対策 

関東運輸局等と連携し、「流通業務の総合化及び効率化

の促進に関する法律」に基づき、流通業務総合効率化計画

の認定申請に関する事業者等からの相談及び認定関連業

務を行った。 

・総合効率化計画認定件数：６件 

（ウ）外国人向け消費税免税店制度に係る周知・相談業務 

消費税免税店制度に関する周知及び事業者等からの相

談窓口業務を実施した。 

（エ）中心市街地・商店街等における商業の活性化支援 

一層の中心市街地の活性化や商店街のにぎわいづくり

を推進するため、管内都県商業振興情報交換会及び商店街

セミナーを開催した。また、中心市街地活性化や商店街振

興にかかる相談等への対応、施策説明、情報提供を行った。 

（A）地域まちなか活性化・魅力創出支援事業費補助金（中

心市街地活性化支援事業） 

商店街等が行う、魅力的な生活環境、商業・サービス業

等の事業・起業環境や観光資源整備等の観点から、中心市

街地を活性化するため、意欲ある地域における波及効果の

高い複合商業施設等の整備等を支援した。 
 ・補助金交付件数 2019 年度：７件（21,351 千円） 

（B）商店街活性化・観光消費創出事業 

 インバウンドや観光等といった、地域外や日常の需要以

外から新たな需要を効果的に取り込む商店街等の取組を

支援した。 

・補助金交付件数 2019 年度：15 件（1,084,865 千円） 
（C）商店街災害復旧等事業 

 令和元年台風第 19 号の被害を受けた施設の改修等に要

する費用を支援した。 

・補助金交付件数 2019 年度：４件（2,471 千円） 

（D）商店街災害復旧等事業（商店街にぎわい創出事業） 

 令和元年台風第 19 号による災害により被害を受けた地

域の商店街等における、にぎわい創出のためのイベント等

の事業を支援した。 

・補助金交付件数 2019 年度：19 件（17,109 千円） 
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（E）中小小売商業振興法に基づく業務 

中小小売業者の組合等は、商店街の整備、店舗の集団化、

共同店舗等整備、電子計算機利用経営管理、連鎖化事業又

は商店街整備等について「高度化事業計画」を作成し、都

道府県知事の認定を受けた事業について、補助金・金融・

税制面の助成を受けることができることから、これら事業

の相談等に対応した。 

 

４．５．クリエイティブ・コンテンツ産業 

（ア）クリエイティブ産業政策 

（A）絹のみち広域連携プロジェクト 

東日本高速道路（NEXCO 東日本）や関係自治体と連携し、

絹関連施設等を巡る「『絹のみち』広域スタンプラリー」

を実施し、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、

山梨県、長野県の絹関連施設の周遊を促進し、広域観光振

興を図った。 

（B）広域観光振興 

観光立国の実現に向けて、2016 年３月に閣議決定され

た「観光ビジョン」を推進するために設置された観光ビジ

ョン推進関東ブロック戦略会議及び観光ビジョン推進北

陸信越ブロック会議に参画した。同様に、地方創生の有効

手段である「道の駅」の今後の在り方を議論する関東重点

「道の駅」協議会にも参画。会議では、各構成員の取組の

方向性や進捗状況を共有し、各省庁との連携強化を図った。 

 

４．６．消費者保護 

（ア）消費者利益の保護に関する業務 

「特定商取引に関する法律」、「割賦販売法」、「消費生活

用製品安全法」、「ガス事業法」、「液化石油ガスの保安の確

保及び取引の適正化に関する法律」、「電気用品安全法」、

「家庭用品品質表示法」の適切な運用を行った。 

特定商取引法の執行業務においては、消費者利益の保護

及び商取引の適正化を図るため、法に基づく５件の行政処

分（業務停止命令２件、業務禁止命令３件）を行った。ま

た、行政機関、警察当局との連携強化を図るために「消費

者取引情報連絡会」を 2019 年５月 24 日及び 11 月 15 日

に開催し、悪質商法をめぐる消費者トラブルの未然防止、

再発防止及び被害の拡大防止に努めた。 

「割賦販売法」の執行業務においては、許可事業者等が

法規制を遵守し、消費者利益の保護が図られているかどう

かの観点から、管内都県とも連携を取りながら、前払式特

定取引業者（互助会、友の会）及び信用購入あっせん業者 

等（包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業

者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者）に対し

立入検査や報告徴収を実施し、必要に応じて業務内容の改

善指導などを行ったほか、１件の行政処分を行った。また、

同法に基づく届出受理、登録等の業務を行った。 

（A）割賦販売法に基づく立入検査件数（2019 年度） 

   ・互助会 15 件 

   ・友の会 ８件 

   ・包括信用購入あっせん業者 ７件 

   ・個別信用購入あっせん業者 ２件 

・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者 

 14 件 

（B）割賦販売法に基づく報告徴収件数（2019 年度） 

   ・互助会 19 件 

   ・友の会 12 件 

   ・包括信用購入あっせん業者 ７件 

   ・個別信用購入あっせん業者 １件 

   ・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者 

８件 

（C）割賦販売法に基づく届出等件数（2019 年度） 

   ・互助会 679 件 

   ・友の会 240 件 

   ・信用購入あっせん業者（包括・個別）、クレジ

ットカード番号等取扱契約締結事業者 1,037

件 

（D）割賦販売法に基づく許可・登録等件数（2019 年度） 

   ・互助会 ０件 

   ・友の会 ０件 

   ・包括信用購入あっせん業者 ３件 

   ・個別信用購入あっせん業者 ２件 

   ・個別信用購入あっせん業者（更新）45 件 

   ・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者  

                  61 件 

（イ）消費者相談 

消費者相談室において、相談・苦情等に対して適切に処

理を行った。2019 年度に受け付けた消費者からの相談件

数は 1,725 件（2018 年度 1,709 件）であった。相談件数

の８割強は特定商取引法関連であった。 
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（ウ）商品先物取引業者等に対する立入検査 

商品先物取引の委託者等保護及び商品先物取引業者等

の業務運営の健全化を図るため、「商品先物取引法」に基

づき、商品先物取引業者等に対して立入検査（７件）を実

施し、一部の商品先物取引業者等における法令違反を明ら

かにした。 

（エ）製品安全４法（「消費生活用製品安全法」、「ガス事

業法」、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関

する法律」（液石法）、「電気用品安全法」）に関する業務 

製品事故により消費者が受ける生命・身体への危害の防

止を目的として、製品安全４法に係る相談対応、届出処理、

指導等の業務を行った。製品安全４法全体では、届出件数

5,039 件（2018 年度 4,183 件）、指導 118 件（2018 年度 120

件）であった。（下表参照） 

（A）届出件数等 

（単位：件）  

 2018 年度 2019 年度 

消費生活用製品安全法 214 245 

ガス事業法 62 58 

液石法 178 146 

電気用品安全法 3,729 4,590 

合計 4,183 5,039 

（B）指導 

（単位：件） 

 2018 年度 2019 年度 

消費生活用製品安全法 5 3 

ガス事業法 0 0  

液石法 1 0 

電気用品安全法 114 115 

合計 120 118 

（オ）「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」

に基づく届出受理等 

「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」に

基づく届出の受理、相談等、同法の円滑かつ適正な運用に

努めた。2019 年度は 59 件の第３条関係届出を受理した。 
 
４．７．アルコール 

「アルコール事業法」に基づき、製造・輸入・販売・使

用の許可及び変更許可等並びに立入検査等の業務を実施

した。 

（ア）管内事業場合計件数 2,497 件（2019 年度） 

製造事業場件数：23 件 

輸入事業場件数：94 件 

販売事業場件数：780 件 

使用事業場件数：1642 件 

（イ）「アルコール事業法」に基づく許可、届出等の件数 

    （単位：件） 

 2018 年度 2019 年度 

事業許可 30 31 

変更許可等 1,608 1,807 

変更届等 629 603 

定期報告 1,856 1,860 

合計 4,123 4,301 

（ウ）立入検査等件数 

（単位：件） 

 2018 年度 2019 年度 

製造事業者 ８ 10 

輸入事業者 ４ ６ 

販売事業者 12 １ 

使用事業者 305 317 

廃棄立会 45 51 

合計 374 385 

 

（エ）特定アルコール納付金実績（2019 年度） 

・申告件数： 186 件 

・譲渡数量： 9,727kl 

・収納金額： 9,456 百万円 

 

５．資源エネルギー環境部 

５．１．電気・ガス 

（ア）電気事業に係る許可、届出等 

「電気事業法」に基づく届出等の受理、電気工作物に

係る届出の受理及び特定自家用電気工作物接続届出等の

受理業務等を実施した。 

（A）発電事業届出等：85 件 

（B）電気工作物等の変更届出：11 件 

（C）特定供給の許可：14 件 

（D）特定供給変更等届出：14 件 
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（E）土地立入許可：１件 

（F）植物の伐採許可：４件 

（G）特定自家用電気工作物接続届出等：35 件 

（H）自家用発電所運転半期報：3,362 件 

（イ）水利使用に係る協議 

（A）「河川法第 35 条第１項」の規定に基づく河川管理者

からの協議：76 件 

（B）「電気事業法第 103 条」の規定に基づく都道府県知事

等からの協議：２件 

（ウ）電源立地地域対策交付金等 

電源立地の円滑な推進を図るため、都県を含めた電源地

域の自治体に対して電源立地地域対策交付金を交付した。 

（A）電源立地地域対策交付金 

発電用施設の立地及びその周辺の地方自治体に対し、公

共用の施設の整備や地域産業の活性化に係る事業等を支

援することにより、地域住民の福祉の向上を図り、発電用

施設設置及び運転の円滑化に資することを目的に、2019

年度は 88 件の交付金（3,617,648 千円）を交付した。 

（B）広報・調査等交付金 

原子力発電施設（関連施設を含む）の周辺住民への「原

子力の安全利用に関する正しい知識の普及」、「安全性に関

する連絡・調整」等を実施することを目的として、2019 年

度は２件の交付金（29,361 千円）を交付した。 

（エ）エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金

に係る業務 

原子力発電所の立地地域の自治体に対する再生可能エ

ネルギー等を中心とした地域振興支援等に資する事業に

要する経費を補助し、安定的かつ適切なエネルギーの需給

構造の構築を図ることを目的に、2019 年度は２事業に対

して 12,958 千円を交付した。 

（オ）地熱開発理解促進関連事業支援補助金に係る業務 

地熱資源を開発している又は今後開発を予定している

地域等において実施する、地熱資源開発への理解促進に資

する事業に要する経費を補助することを目的に 2019 年度

は２事業に対して 10,860 千円を交付した。 

（カ）電力需給対策本部会議の開催 

東日本大震災による大幅な電力需給ギャップが生じた

中で、不測の大規模停電を回避するため、2011 年度に電

力需給対策本部が設置された。2019 年度は、夏季、冬季の

需給見通しなどについて本部員に情報提供するとともに、

需給ひっ迫時の連絡先確認等を行うことにより連絡体制

を整備・維持した。また、ホームページ等を通じて家庭や

事務所へ省エネなど無理のない範囲での節電の呼びかけ

を行った。 

（キ）ガス事業の許認可等 

「ガス事業法」に基づき、ガス小売事業の登録（８件）、

承継・休止及び廃止の許可又は届出（８件）、譲渡譲受又

は合併の認可（７件）、指定旧供給区域等又は指定旧供給

地点の変更の許可（60 件）、小売供給約款の変更の認可（21

件）、その他各種許認可、届出、報告等の受理及び審査

（1,791 件）並びに立入検査（18 件）を行った。 

 また、一般ガス導管事業の、譲渡譲受又は合併の認可（２

件）、供給区域等の変更の許可（76 件）、託送供給約款の設

定又は変更の認可（79 件）、その他一般ガス導管事業及び

特定ガス導管事業にかかる各種許認可、届出、報告等の受

理及び審査（781 件）を行った。 

（ク）広域関東圏ガス事業高度化シンポジウム 

ガス事業者等の経営基盤強化や地域エネルギーの活性

化等を目的に、モデル的・先進的な事例紹介や有益情報の

提供を内容とするシンポジウムを１回開催した。 

 

５．２．省エネルギー・新エネルギー 

（ア）省エネルギーに関する業務 

（A）「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ

法）」に基づく執行業務 

省エネ法に基づき事業者単位（特定事業者・特定連鎖化

事業者）及びエネルギー管理指定工場の指定等を行った。 

（a）工場・事業場 

・事業者数等（2019 年度末） 

特定事業者 5,297 件 

特定連鎖化事業者 52 件 

認定管理統括事業者 15 件 

認定管理関係事業者 35 件 

計 5,399 件 

第 1種指定工場 4,226 件 

第２種指定工場 3,558 件 

計 7,784 件 

・届出受理等 
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定期報告書・中長期計画書 10,744 件 

報告徴収 ０件 

指導 ８件 

立入検査 １件 

エネルギー管理者等の兼

任・選任・解任届 

3,664 件 

（b）荷主 

・事業者数（2019 年度末） 

特定荷主事業者 478 件 

・届出受理等 

定期報告書・計画書 956 件  

報告徴収 ０件 

指導 ０件 

立入検査 ０件 

 

（B）省エネルギー対策の普及啓発 

（a）関東経済産業局長表彰 

省エネルギーの一層の普及促進を図るため、省エネルギ

ーへの貢献が顕著であった功績者及び優良事業者等関東

経済産業局長表彰の受賞者を選考、決定し、当庁舎講堂に

て表彰式を開催した。 

・エネルギー管理功績者表彰：６名 

・エネルギー管理優良工場等：10 者 

・表彰式：2020 年２月 14 日（金） 

（b）エネルギー管理指定工場連絡会関係 

関東経済産業局管内におけるエネルギー管理指定工場地

区会（地区会）及び一般財団法人省エネルギーセンターと

の相互連携、情報交換を目的として 2019 年 11 月に連絡会

議を開催した。また、関東経済産業局主催の現地見学会を

2019 年 12 月に開催した。 

このほか各地区会の総会等への出席（11 回）や地区会会

員向けメルマガ配信で省エネ関連支援策等の情報提供を

行った。 

（c）省エネ法説明会の開催 

省エネ法の情報や定期報告書・中長期計画書等の円滑な

作成・提出に向け、特定事業者、特定連鎖化事業者、エネ

ルギー管理指定工場等を対象とした説明会を 2019 年５月

と６月に計４回実施した。 

（d）業務部門向けの取組 

エネルギーミックスにおいて 大の削減効果を見込んで

いる業務部門（オフィスビル、病院、宿泊施設、地方自治

体、商業施設等の運営事業者）における省エネ推進を目的

に一般社団法人ＥＳＣＯ・エネルギーマネジメント推進協

議会と連携・協働して「省エネルギーフェア 2020」を開

催。ブースの共同出展（14 社）を支援するとともに、ステ

ージプレゼンを実施し業務部門の省エネ 新情報を提供

した。 

・2020 年１月 29 日（水）～31 日（金） 

（e）省エネ施策等の周知 

地方自治体、金融機関、産業支援機関、各種団体等から

の依頼に応じて、講習会等に参加し、施策動向や支援制度

等のプレゼンを 20 回実施した。 

（f）令和元年度エネルギー使用合理化シンポジウム 

「長期エネルギー需給の見通し」で示された徹底した省

エネの実現に向けた政策の動向について説明を行うとと

もに、先進的な省エネ事例の紹介及び省エネ指標の算出方

法や管理標準の設定方法に関する勉強会を実施した。 

・2020 年２月４日（火） 

（g）省エネプラットフォーム促進支援 

中小規模の法人等の省エネをサポートする省エネプラッ

トフォームについて、連絡会を開催し、相互連携及び他の

中小企業支援団体との連携強化を促した。 

・省エネルギー相談地域プラットフォーム事業者：17 者 

（h）地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく業務 

・温対法に基づく報告書受理：257 件 

・温対法に基づく権利保護請求申請：２件 

（i）省エネ再エネ高度投資促進税制 

確認申請書の受理及び確認書の交付を行った。また設備

導入後、事業者から提出される実施状況報告書を受理した。 

・確認書交付件数 ６事業者のべ 11 設備 

・実績報告書受理件数 10 事業者のべ 17 設備 

（イ）新エネルギーに関する業務 

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法」に基づき、対象となる再生可能エネル

ギー発電事業計画の認定および変更認定に関する業務を

行い、電気事業者による再生可能エネルギーの更なる導入

促進を図った。 

・再生可能エネルギー発電事業計画の認定：69,652 件 

・再生可能エネルギー発電事業計画の変更認定：40,256 件 
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・再生可能エネルギー発電事業計画事前変更届出：10,752

件 

・再生可能エネルギー発電事業計画事後変更届出：6,938

件 

・再生可能エネルギー発電事業廃止届出：2,444 件 

・再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用報告：

120,718 件 

 

５．３．エネルギー・温暖化対策 

（ア）関東地域エネルギー・温暖化対策推進会議 

関東経済産業局及び関東地方環境事務所を事務局に、管

内の国の地方支分部局、都県、エネルギー関係者、経済団

体、消費者団体、地球温暖化防止活動推進センター、特定

非営利活動法人などのメンバーで構成される「関東地域エ

ネルギー・温暖化対策推進会議」を開催した。 

また、会議メンバーである管内の国の地方支分部局、都

県、政令市の協力のもと、「エネルギー・温暖化対策に関

する支援制度について 補助金等ガイドブック」を取りま

とめ、イベント等で配布した。 

（イ）地域イベントへの参加 

2019 年 10 月に開催された「エコメッセ 2019 in ちば」

や「さいたま市環境フォーラム」等に関東地域エネルギー・

温暖化対策推進会議として出展した。 

（ウ）Ｊ－クレジット制度の普及啓発活動 

クレジットの買い手となりうる企業や自治体等に対す

る、カーボン・オフセットの普及啓発、需要の掘り起こし

と併せて、クレジットの活用先として、ふるさと納税の返

礼品にカーボン・オフセットを付与するなど地元密着型の

創出・活用の循環モデルを企画・実施し、持続可能な地域

活性化に資するクレジット活用の支援を行った。 

 

５．４．地域エネルギー振興 

（ア）地域エネルギーの振興 

 エネルギーの観点から地域課題の解決や地域価値の向

上を目指して、都県と連携しながら、基礎自治体に対する

勉強会やディスカッションなどにより意識醸成や課題抽

出を実施するとともに、基礎自治体等の個別案件化に向け

た事業の立ち上がり段階からの支援や管内自治体のエネ

ルギーに関連する調査を行った。 

（イ）水素社会の実現に向けた取組 

 自治体や地域産業支援機関と共に技術的ポテンシャル

を有する地域中小企業の発掘や、当該市場への参入促進を

図るため、セミナーやマッチング会を開催した。また、水

素エネルギーの社会受容性向上と利活用促進を目指し、各

地で開催される協議会へ参画するとともに、長野県軽井沢

町・千曲市、新潟市、浜松市において主催イベントを実施

した。 

 

５．５．資源・燃料 

（ア）鉱業出願 

鉱業出願については、都県、森林管理局等と調整し処理

の促進を図った。また、鉱業開発と密接に関係する自然環

境保全計画・森林計画等について関係機関と意見調整を行

った。 

・鉱業出願件数（2019 年度） 

 （単位：件） 

          試採掘別 

鉱種別 
試掘出願 採掘出願 計 

金属 ６ ０ ６ 

砂鉱 ０ ０ ０ 

非金属 １ ０ １ 

石灰石・ドロマイト ２ ０ ２ 

石炭・亜炭 ０ ０ ０ 

石油・可燃性天然ガス ０ 28 28 

計 ９ 28 37 

 

・鉱業出願処理件数（2019 年度） 

 （単位：件） 

試採掘別 

処分内容 試掘出願 採掘出願 計 

許可 32 ０ 32 

不許可 ０ ０ ０ 

却下 15 ０ 15 

取下げ等 125 ２ 127 

計 172 ２ 174 

 

（イ）鉱業監督・指導業務 

 石灰石、石油・可燃性天然ガス鉱山等に対して、施業案

審査等により指導・監督を行った。 
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・採掘及び租鉱権施業案の認可：20 件 

・鉱業監督：６件 

（ウ）石油業 

国民生活と関連性が高い石油製品の安定的な供給又は

消費者の保護を図るため、「揮発油等の品質の確保等に関

する法律」、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化

に関する法律」及び「石油の備蓄の確保等に関する法律」

の施行並びに石油貯蔵施設立地対策等交付金の交付を行

った。 

（A）「揮発油等の品質の確保等に関する法律」の施行 

揮発油販売業者及び揮発油・軽油特定加工業者に対す

る登録・届出受理、品質維持・確認計画認定、立入検査等

を実施し、揮発油等の品質確保を図った。 

・販売業者及び給油所の登録数：11,960 件 

・品質維持計画の新規および変更認定：2,214 件 

・立入検査：20 件 

（B）「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す

る法律」の施行 

同法に基づく液化石油ガス販売事業者からの登録・届

出受理等を実施し、液化石油ガスの取引の適正化を図った。 

・販売事業者数 89 件/販売事業所数 793 件 

・販売事業の登録（法第３条）：１件 

・承継・変更・廃止届：168 件 

（C）「石油の備蓄の確保等に関する法律」の施行 

同法に基づく石油販売業者からの届出受理等を実施し、

業者の把握に努めた。 

・変更・廃止届等：5,183 件 

（D）石油貯蔵施設立地対策等交付金の交付 

石油貯蔵施設周辺地域（１都５県）に対し石油貯蔵施設

立地対策等交付金 949,357 千円を交付し、石油備蓄対策の

円滑化を図った。 

（エ）石炭鉱害 

 石炭鉱害に関しては、特定鉱害復旧事業のための調査及

び確認を計 12 件行った。 

 

５．６．環境・リサイクル 

（ア）環境関係業務 

（A）３Ｒ推進 

循環型経済システムの構築に向けて「３Ｒ」（Reduce（リ

デュース：廃棄物の発生抑制）、Reuse（リユース：再使用）、

Recycle（リサイクル：再資源化））の取組を推進するため、

2019 年 10 月の３Ｒ推進月間に、庁舎内掲示により普及啓

発を行った。 

（B）オゾン層保護対策 

「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法

律」に関し、オゾン層破壊物質の排出抑制及び使用合理化

を円滑に推進するため、2019 年９月のオゾン層保護月間

に、庁舎内掲示により普及啓発を行った。 

（C）中小企業等産業公害防止対策調査 

中小企業等が取り組む環境負荷低減活動を促進するた

め、製造業の生産現場における環境負荷低減のための先進

的な取組及び 新の技術動向、また、その課題等について

調査し、報告書を取りまとめた。また、ＶＯＣ（揮発性有

機化合物）排出抑制に係る自主的取組へ参加する企業を充

実させるため、ＶＯＣ排出抑制の意義、メリットや具体的

事例について普及啓発することを目的としたセミナーを

東京都、千葉県、新潟県の３会場で開催した。 

（D）環境ビジネスの振興 

地域の中堅・中小企業等における環境ビジネスが産業公

害の防止と成長産業分野としての発展を両立していける

ような方向性を明らかにし、我が国のＧＤＰ拡大に貢献す

るような地域発の新たな環境ビジネスの創出を目的とし

た上で、環境ビジネスの実態や関東経済産業局が支援すべ

き分野のターゲット等を有識者ヒアリング等を通して調

査し、局の環境ビジネスの振興における支援の在り方を検

討した。 

（イ）「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に

関する法律」の施行 

（A）「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関

する法律」の再商品化義務量を算出するための容器包装利

用・製造等実態調査に関する説明会を開催した。 

（B）「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関

する法律」第７条の６に基づき、定期報告書を 149 件受理

した。 

（C）「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、

指定表示製品（分別回収促進のための表示を行うことが求

められる製品）と定められた容器包装の識別表示等につい

て、事業者からの問合せ等に対する対応・指導を実施した。 

（ウ）「特定家庭用機器再商品化法」（家電リサイクル法）

の施行 
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（A）「特定家庭用機器再商品化法」の円滑な施行を図るた

め、立入検査 133 件、施行状況調査を７件行った。 

（B）家電リサイクル法の制度運用及び再資源化の円滑な

取組のために、一般消費者等を対象に家電リサイクルプラ

ント見学会を開催し、再資源化行程やコスト負担の必要性

についての理解を促した。 

（エ）「使用済自動車の再資源化等に関する法律」（自動車

リサイクル法）の施行 

 「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の円滑な実

施を図るため、対象事業者に対し立入検査を 16 件実施し

た。 

（オ）「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する

法律」（小型家電リサイクル法） 

 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法

律」の円滑な実施を図るため、対象事業者に対し立入検査

を５件実施した。 

（カ）「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」

（食品リサイクル法） 

 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」の

円滑な実施を図るため、定期報告書を 57 件受理した。 
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