
 
 

平成 28 年 12 月２日 

 

「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会中間取りまとめ」 

に係る説明会の開催について 
 

消費者庁及び農林水産省の共同で開催していた「加工食品の原料原産地表示制度に

関する検討会」において、平成 28 年 11 月 29 日に「加工食品の原料原産地表示制度

に関する検討会中間取りまとめ」が取りまとめられました。 

つきましては、説明会を次のとおり開催しますので、参加を御希望される皆様にお

かれましては、申込方法に従ってお申し込みください。 

 

１ 説明内容 

「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会中間取りまとめ」の内容を中心

に、検討会で議論された新たな原料原産地表示制度の基本的な考え方や表示方法に

ついて説明します。 

なお、具体的な食品表示基準（案）の説明は、来年の春以降、改めて行う見込み

ですので御承知おきください。 

 

２ 日時及び開催場所 

（１)【北海道会場】 （締め切りました） 

日時：平成 29 年１月 16 日（月） 14：00～ 

   場所：（一財）北海道自治労会館 ４階 ホール 

所在地：北海道札幌市北区北６条西７－５－３ 

 （http://h-jichirokaikan.jp/access.html） 

参加可能人数：200 名程度 

※申込期限：平成 29 年１月６日（金） 18：00 

 

（２)【宮城会場】 （締め切りました） 

日時：平成 29 年１月 10 日（火） 14：00～ 

   場所：TKP ガーデンシティ仙台匂当台 ２階 ホール１ 

所在地：宮城県仙台市青葉区国分町３－６－１ 

    （http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-sendai-koutoudai/access/） 

参加可能人数：180 名程度 

※申込期限：平成 29 年１月４日（水） 18：00 

 

（３）【東京会場】 （締め切りました） 

   ○１回目 

    日時：平成 28 年 12 月 21 日（水） 10：00～ 

    場所：中央合同庁舎第４号館 ２階 共用 220 会議室 

所在地：東京都千代田区霞が関３－１－１ 

（http://www.caa.go.jp/soshiki/caa/address.html） 

    参加可能人数：200 名程度 
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    ※申込期限：平成 28 年 12 月 16 日（金） 18：00 

    

○２回目 

    日時：平成 28 年 12 月 21 日（水） 14：00～ 

    場所：中央合同庁舎第４号館 ２階 共用 220 会議室 

所在地：同上 

    参加可能人数：200 名程度 

    ※申込期限：平成 28 年 12 月 16 日（金） 18：00 

 

   ○３回目 

    日時：平成 29 年１月 18 日（水） 10：00～ 

    場所：中央合同庁舎第４号館 ２階 共用 220 会議室 

所在地：同上 

    参加可能人数：200 名程度 

    ※申込期限：平成 29 年１月６日（金） 18：00 

 

   ○４回目 

    日時：平成 28 年１月 18 日（水） 13：30～ 

    場所：中央合同庁舎第４号館 ２階 共用 220 会議室 

所在地：同上 

    参加可能人数：200 名程度 

    ※申込期限：平成 28 年１月６日（金） 18：00 

 

（４）【石川会場】 （締め切りました） 

日時：平成 29 年１月 17 日（火） 14：00～ 

   場所：金沢商工会議所 １階 ホール 

所在地：石川県金沢市尾山町９－13 

 （http://kanazawa-cci.or.jp/rooms/access.html） 

参加可能人数：200 名程度 

※申込期限：平成 29 年１月 12 日（木） 18：00 

 

（５)【愛知会場】 （締め切りました） 

○１回目 

日時：平成 29 年１月 13 日（金） 10：00～ 

    場所：（一財）桜華会館本館 ４階 松の間 

所在地：愛知県名古屋市中区三の丸１－７－２ 

 （http://www.ouka.sakura.tv/_userdata/access.pdf） 

参加可能人数：130 名程度 

※申込期限：平成 29 年１月５日（木） 18：00 

 

○２回目 

日時：平成 29 年１月 13 日（金） 14：00～ 



 

    場所：（一財）桜華会館本館 ４階 松の間 

所在地：同上 

参加可能人数：130 名程度 

※申込期限：平成 29 年１月５日（木） 18：00 

 

（６）【大阪会場】 （締め切りました） 

○１回目 

日時：平成 29 年１月 11 日（水） 10：00～ 

場所：大阪合同庁舎１号館 第１別館 ２階 共用大会議室 

所在地：大阪府大阪市中央区大手前１－５－44 

 （http://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/osaka/org/sosiki1.html） 

参加可能人数：200 名程度 

※申込期限：平成 29 年１月５日（木） 18：00 

 

○２回目 

日時：平成 29 年１月 11 日（水） 14：00～ 

場所：大阪合同庁舎１号館 第１別館 ２階 共用大会議室 

所在地：同上 

参加可能人数：200 名程度 

※申込期限：平成 29 年１月５日（木） 18：00 

 

（７）【岡山会場】 （締め切りました） 

   日時：平成 29 年１月 12 日（木） 13：30～ 

   場所：岡山第２合同庁舎 ２階 共用会議室 

所在地：岡山県岡山市北区下石井１－４－１ 

 （http://www.maff.go.jp/chushi/annai/index.html） 

参加可能人数：200 名程度 

※申込期限：平成 29 年１月６日（金） 18：00 

 

（８）【熊本会場】 （締め切りました） 

日時：平成 28 年 12 月 13 日（火） 14：00～ 

場所：熊本地方合同庁舎Ａ棟 １階 共用会議室 

所在地：熊本県熊本市西区春日２－10－１ 

（http://www.maff.go.jp/kyusyu/guide/kikan/kikanichiran.html） 

参加可能人数：150 名程度 

※申込期限：平成 28 年 12 月９日（金） 18：00 

 

（９）【沖縄会場】 （締め切りました） 

日時：平成 28 年 12 月 15 日（木） 13：30～ 

場所：沖縄県立博物館・美術館 ３階 講堂 

所在地：沖縄県那覇市おもろまち３－１－１ 

（http://www.museums.pref.okinawa.jp/guidance/access_price/index.html）  



 

参加可能人数：100 名程度 

※申込期限：平成 28 年 12 月 12 日（月） 18：00 

 

※ 各会場とも、受付は、開始時刻の 40 分前から行います。 

※ 開催時間はおおむね２時間を予定していますが、質疑応答の状況により、終了時

間は前後します。 

 

３ 申込方法 

  参加を希望される各会場の申込期限までに各登録フォームからお申し込みくだ

さい。 

 お申込みによって得られた個人情報は厳重に管理し、参加の可否確認等御本人

への連絡を行う場合に限り利用させていただきます。 

 希望者多数の場合は、抽選を行います。 

 参加いただける方へは、説明会前日までに、御登録いただきましたメールア

ドレスに御連絡をいたします。 

 抽選の結果参加いただけない方には、特段連絡いたしません。当日お越しに

なりましても参加できませんので御了承願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 留意事項 

 会場までは公共交通機関を御利用ください。 

 会場までの交通費は自己負担となります。 

 カメラ撮りは冒頭のみとなります。 

 担当の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。 

 会場での飲食、撮影及び録音は御遠慮ください。 

 会場では、携帯電話の着信音等は、音が鳴らない設定にしてください。 

 その他、担当職員の指示に従ってください。 

 

 

 

 

 

 

＜問合せ先＞  

消費者庁 食品表示企画課   

電話：０３－３５０７－９２２３（直通） 

担当：船田、川口、竹内、野村 

農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課   

電話：０３－６７４４－２０９９（直通） 

担当：大久保、京増、坂口、米屋 

＜報道関係の皆様へ＞  

 説明会への参加を御希望される場合は、必ず登録フォームからお申し込

みいただきますようお願いします。参加申込みの締切り後に参加したい

旨のお問合せをいただいた場合、対応できないこともございますので、

御注意ください。 

※ 登録フォームに、報道関係者であることをチェックする項目を設け

ていますので、そちらにチェックをお願いします。 


