農林水産省

参加無料・事前登録制

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、わかりやすく、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が重要です。
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いたします。
なお、本講座では、食品表示制度の概要や、表示事項に係る留意点等の食品表示の基本的
な内容を中心に説明いたします。
講座内容（各会場共通）

新規に食品事業に参入される方、新たに食品表示の担当に
なった方、定期的な研修の場 ・・・におすすめです。

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

■申込方法
ご希望の会場をお選びいただき、農林水産省九州農政局ウェブサイト（下記アドレス）の
「食品事業者表示適正化技術講座」からお申し込みください。

http://www.maff.go.jp/kyusyu/press/hyoji/kouza/26gijyutsukouza.html
開催日

申込締切

開催会場

1月21日
べっぷ日出農業協同組合
1月9日 日出町
(水)
日出支店会議室
1月28日
九州農政局延岡地域センター
1月20日 延岡市
（水）
会議室
2月2日
東臼杵南部農業改良普及
1月20日 日向市
（月）
センター研修室
2月4日
熊本県天草広域本部会議棟
1月23日 天草市
（水）
2階大会議室
2月10日
（火）

2月3日

福岡市

福岡県教育会館
第1会議室

講座内容
製造、流通
業者向け

定員

開始
時間

終了
時間

100名 13:00 13:30 16:00

製造、流通
業者向け

10名

13:00 13:30 16:30

製造、流通
業者向け

30名

13:00 13:30 17:00

製造、流通
業者向け

50名

12:30 13:00 16:00

製造業者向け 100名
流通業者向け

50名

2月12日
西臼杵農業改良普及センター 製造、流通
1月20日 高千穂町
30名
業者向け
（木）
研修室
2月13日
東臼杵北部農業改良普及
製造、流通
1月20日 延岡市
30名
業者向け
（金）
センター研修室
2月17日
九州農政局延岡地域センター
製造業者向け 10名
1月20日 延岡市
（火）
会議室

9:30

問い合せ先

連絡先

大分
電話 097-532-6131
地域センター ＦＡＸ 097-532-6160
延岡
電話 0982-35-7311
地域センター ＦＡＸ 0982-35-7596
八代
電話 0965-62-8203
地域センター ＦＡＸ 0965-35-7122

10:00 12:45

福岡
電話 092-281-8261
13:30 14:00 16:45 地域センター ＦＡＸ 092-281-8268
13:00 13:30 17:00
13:00 13:30 17:00

延岡
電話 0982-35-7311
地域センター ＦＡＸ 0982-35-7596

13:00 13:30 16:30

製造業者向け

50名

流通業者向け

50名

福岡
電話 092-281-8261
13:30 14:00 16:45 地域センター ＦＡＸ 092-281-8268

九州農政局大分地域センター
第1別館3階第1会議室

製造、流通
業者向け

30名

13:00 13:30 16:30

大分
電話 097-532-6131
地域センター ＦＡＸ 097-532-6160

100名 12:30 13:00 16:30

鹿児島
電話 099-222-0123
地域センター ＦＡＸ 099-223-5446

2月18日
久留米市民会館
2月10日 久留米市
（水）
第1会議室
2月18日
（水）

2月6日

2月18日
（水）

2月6日 鹿児島市

かごしま県民交流センター
大研修室第１

製造、流通
業者向け

2月19日
（木）

2月6日 北九州市

小倉第二合同庁舎
5階会議室

製造、流通
業者向け

大分市

受付
開始

50名
50名

9:30

9:00

10:00 12:45

9:30

12:30

北九州
電話 093-571-3623
13:00 13:30 16:30 地域センター ＦＡＸ 093-571-3454





各会場とも申込先着順で、定員になり次第締め切らせて頂きます。
問い合わせ先及び申込締切は各開催会場毎に異なりますのでご留意ください。
以下の個人情報のお取り扱いについて同意の上お申し込みください。

個人情報等のお取り扱いについて
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. ご記入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。
3. 当日撮影した写真を、九州農政局のホームページや広報等に掲載させていただくことがあります。

開催会場のご案内

平成27年1月21日（水）【申込締切】1月9日（金）

大分県速見郡日出町3441
・JR「暘谷駅」下車 徒歩20分
※ 駐車場は台数に制限がありますので
来場の際はできるだけ乗り合わせで
お越しください。

平成27年1月28日（水）【申込締切】1月20日（火）
平成27年2月17日（火）【申込締切】1月20日（火）

宮崎県延岡市大貫町1-2884-1
・バス「桜小路」下車 徒歩8分
※ 講座参加者用の駐車場はございません
ので、公共交通機関をご利用いただきま
すようお願いします。

平成27年2月2日（月）【申込締切】1月20日（火）

宮崎県日向市東郷町山陰辛256-2
＜車＞
・日向市街から国道327号線を椎葉方面へ
東郷町「鶴野内」交差点、手前左側の
「道の駅とうごう」の奥
（日向市内から約30分）
※車で来られる方はできるだけ乗り合わせ
でお越しください。

平成27年2月4日（水）【申込締切】1月23日（金）

熊本県天草市今釜新町3530
・本渡バスセンターから徒歩20分
・本渡バスセンター経由、
天草警察署総合庁舎前（バス停）で
下車、徒歩2分
※駐車場あります。

平成27年2月10日（火）【申込締切】2月3日（火）

福岡県福岡市東区馬出4-12-22
＜地下鉄＞
・箱崎宮前駅下車1番出口から徒歩1分
＜西鉄バス＞
・箱崎バス停から徒歩1分
※会館裏のコインパーキングが利用でき
ますが、駐車台数に限りがありますので
公共交通機関をご利用願います。

平成27年2月12日（木）【申込締切】1月20日（火）

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井
3364-39
＜高千穂バスセンターからバス＞
「高千穂温泉線」にて「町立病院前」で下車、
徒歩5分
＜車＞
国道218号線の「一本木」交差点を高千穂
温泉方面（東方面）へ向かい、約400メートル
※車で来られる方はできるだけ乗り合わせで
お願いします。

平成27年2月13日（金）【申込締切】1月20日（火）

宮崎県延岡市長浜町1-1713
＜延岡駅からバス＞
「まちなか循環バス」にて「延岡市医師会
病院前」で下車、徒歩1分
＜車＞
国道10号線の「出北」交差点をヘルストピア
方面（東方面）へ向かい、約600メートル
※車で来られる方はできるだけ乗り合わせで
お願いします。

平成27年2月18日（水）【申込締切】2月10日（火）

福岡県久留米市城南町16-1
＜バス＞西鉄久留米駅からバス停まで約12分
・市民会館バス停下車すぐ（大学病院行き、
大学病院経由高専行き）
・市役所前バス停下車徒歩2分（市役所
経由 各方面行き）
＜バス＞JR久留米駅からバス停まで約5分
・市民会館バス停下車すぐ（大学病院行き、
大学病院経由高専行き）
・市役所前バス停下車徒歩2分（市役所
経由各方面行き）
＜最寄り駅から徒歩＞
・JR久留米駅から約10分
＊駐車台数に限りがありますので、公共交通機
関をご利用願います。

平成27年2月18日（水）【申込締切】2月6日（金）

大分県大分市中島西1-2-28
・JR「大分駅」下車徒歩15分
※講座参加者専用の駐車場はございません
ので、最寄りの公共交通機関の利用をお願
いします。

平成27年2月18日（水）【申込締切】2月6日（金）

鹿児島県鹿児島市山下町14-50
・市電「水族館口電停」下車徒歩4分
・JR「鹿児島駅」下車徒歩10分
・バス「水族館口」下車徒歩5分
※会場内の駐車場が利用できます。
当講座参加者のみ無料となりますので、
必ず会場へ駐車券をご持参ください。

平成27年2月19日（木）【申込締切】2月6日（金）

北九州市小倉北区大手町13-26
・西鉄バス「検察庁前バス停」から徒歩2分
・西鉄バス「ソレイユホール・ムーブ前バス停」
（旧厚生年金会館）から南へ徒歩5分
・JR「西小倉駅」から南へ徒歩20分
※講座参加者専用の駐車場はございませんので、
最寄りの公共交通機関の利用をお願いします。

