
農林水産省 参加無料・事前登録制

食品事業者表示適正化技術講座
消費者から信頼される食品表示の実現に向けて

食品の製造業者、流通（小売・卸・輸入）業者 の方を対象に開催します。

食品を購入するときに、その選択の重要な手がかりとなるのが「表示」です。
表示は、正確に、分かりやすく、見やすく行われる必要があります。また、適正な表示を
行うためには、法律に基づく食品表示制度を知り、遵守する必要もあります。そして何よ
り消費者という「お客様」の視点に立って様々な情報をわかりやすく伝えることも重要で
す。こうした様々な観点から、適正な食品表示を行うための表示方法等をご紹介致します。

１．製 造 業 者 向 け 講 座 10：00～12：30（ 9：30受付開始）

２．流通（小売・卸・輸入）業者向け講座 14：00～16：30（13：30受付開始）

【参加費】 無料

【主 催】 農林水産省

【事務局】 近畿農政局・管内地域センター

【講 師】 近畿農政局・管内地域センター担当官

講座内容（各会場共通）

１．食品表示に関する法制度及び生鮮食品の表示について

２．加工食品の表示について

３．米トレーサビリティ制度について

４．コンプライアンスの推進について

○参加申込の方法
ご希望の会場をお選び頂き、農林水産省近畿農政局ウェブサイト（下記アドレス）

「平成26年度 食品事業者表示適正化技術講座の開催について」 よりお申し込み下さい。

http://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/hyouzi/kouza.html

※ 申込先及び申込締切は、各開催会場毎に異なりますのでご注意ください。
（申込締切は開催日のおおむね１週間前となります。）

開催日 申込締切 開催会場
各講座の
募集人員

問合先 電話番号

平成26年10月16日（木） 10月 9日 大津市
大津びわ湖合同庁舎
１階 共用会議室１

６０
（午後のみ）

大津
地域センター

077-522-4272

平成26年10月29日（水） 10月22日 京都市
キャンパスプラザ京都
４階 第３講義室

１００
（午前・午後とも）

近畿農政局
業務課

075-414-9920

平成26年10月30日（木） 10月23日 豊岡市
豊岡市民会館
３階 ギャラリー

４０
（午後のみ）

豊岡
地域センター

0796-22-6109

平成26年11月 5日（水） 10月29日 姫路市
姫路労働会館
１階 第５会議室

３０
（午前・午後とも）

姫路
地域センター

079-281-3694

平成26年11月12日（水） 11月 5日 東近江市
東近江地域センター
１階 会議室

２０
（午後のみ）

東近江
地域センター

0748-23-3876

平成26年11月20日（木） 11月13日 神戸市
神戸地方合同庁舎
１階 第４共用会議室

７０
（午前・午後とも）

神戸
地域センター

078-331-9943

平成26年12月 8日（月） 12月 1日 奈良市
奈良第３地方合同庁舎
地下１階 共用会議室

４０
（午前・午後とも）

奈良
地域センター

0742-32-1873

平成27年１月28日（水） 1月21日 和歌山市
和歌山地方合同庁舎
４階 共用会議室

４０
（午後のみ）

和歌山
地域センター

073-436-3848

平成27年１月下旬予定 開催日未定 大阪市
大阪合同庁舎１号館
第１別館共用大会議室

１００
（午前・午後とも）

大阪
地域センター

06-6941-9062

※大津､東近江､豊岡及び和歌山会場では、

上記の１・２両講座を併せて開催します。 13:30～16:45 （13:00受付開始）

※ 各会場とも、申込みは先着順で定員になり次第、締め切らせていただきます。



○ 以下の「個人情報のお取り扱いについて」ご同意の上、ご記入・ご応募ください。

○ お申し込みの受付は先着順とし、定員になり次第締め切らせていただきます。

○ インターネット以外による申込みは、各会場の問い合わせ先までご連絡ください。

○ 当方では、講座に参加される方専用の駐車場はご用意しておりませんので、恐れ入
りますがお車でお越しの際には、各会場もしくは近隣の民間駐車場にお問い合わせく
ださい。

個人情報のお取り扱いについて

当講座にご参加を希望される方は、以下の「個人情報のお取り扱いについて」に
ご同意頂いた上で、お申し込みくださいますようお願い致します。

（１）ご記入いただきました個人情報は、当講座の運営管理、事後アンケートの
送付の目的に利用させていただきます。
また、当講座のテーマに関わる資料や、関連イベントのご案内等を送付さ
せていただくことがあります。ただし、ご要請があれば中止いたします。

（２）いただきました個人情報は、必要なセキュリティ対策を講じ、厳重に管理
いたします。

平成26年10月16日（木）【申込締切】10月9日（木）

滋賀県大津市京町３－１－１

＊ 車でお越しの方は、合同庁舎西側の専用駐車場を
ご利用ください。
＊ ＪＲ琵琶湖線 大津駅から徒歩約４分。

京都府京都市下京区西洞院通塩小路下ル
（ビックカメラ前、ＪＲ京都駅ビル駐車場西側）

＊ 当施設には駐車場（30分300円）および自転車・原動機
付き自転車(50cc以下に限る）の駐輪場がありますが、いず
れも台数に限りがございますのでお越しの際には、公共交通
機関をご利用ください。

平成26年10月29日（水）【申込締切】10月22日（水）
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兵庫県神戸市中央区海岸通２９

＊ 車でお越しの方は、合同庁舎駐車場は一般のご来場者は
ご利用になれませんので、近隣の駐車場をご利用ください。

＊ ＪＲ、阪急、阪神、神戸市営地下鉄 三ノ宮（三宮）駅から
徒歩約１０分。

平成26年11月20日（木）【申込締切】11月13日（木）平成26年11月12日（水）【申込締切】11月5日（水）

滋賀県東近江市八日市緑町１１－２４

＊ 当地域センターは駐車台数に限りがありますので、公共交通
機関をご利用いただきご来場ください。

＊ ＪＲ彦根駅－－－＞近江鉄道八日市駅から徒歩２０分
ＪＲ近江八幡駅－＞近江鉄道八日市駅から徒歩２０分

平成26年11月5日（水）【申込締切】10月29日（水）

兵庫県姫路市北条1ー９８

＊ 姫路労働会館の駐車場は、駐車台数に限りがありますので、
公共交通機関をご利用いただきご来場ください。

＊ 【交通機関の場合】ＪＲ・山陽姫路駅から徒歩 約１５分
【自 動 車 の場合】姫路バイパス 姫路南インター下車

北東方面へ 約１０分

兵庫県豊岡市立野町２０－３４

＊ 車でお越しの方は、市民会館駐車場をご利用ください。

＊ 交通機関でお越しの場合、ＪＲ豊岡駅から「八鹿」、「出石」
「江原」方面行きに乗車し約８分、「豊田町」バス停下車、
徒歩３分です。

平成26年10月30日（木）【申込締切】10月23日（木）

豊岡市民会館3階 ギャラリー 姫路労働会館 １階第５会議室



平成27年1月28日（水）【申込締切】1月21日（水）

和歌山県和歌山市二番丁２

＊ 車でお越しの方は、合同庁舎駐車場は一般のご来場
者はご利用になれませんので、近隣の駐車場をご利用
ください。

＊ＪＲ和歌山駅－和歌山バス「公園前」－徒歩７分
南海和歌山市駅－和歌山バス「公園前」－徒歩７分

平成26年１2月8日（月）【申込締切】12月1日（月）

奈良県奈良市法蓮町３８７

＊ 会場へご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

＊ 近鉄新大宮駅から北方向へ徒歩８分
一条高校前バス停から南方向に徒歩２分

大阪府大阪市中央区大手前１-５-４４

＊ 車でお越しの方は、合同庁舎駐車場は一般のご来場
者はご利用になれませんので、近隣の駐車場をご利用
ください。

＊ 地下鉄谷町線・天満橋駅３番出口から東へ徒歩５分

平成27年１月下旬予定【申込締切】未定


