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「原料原産地表示制度 事業者向けマニュアルの活用に関す
るセミナー」の開催について
農林水産省は、令和元年9月から令和2年2月の期間に、全国20会場において、「原料原産地表示
制度 事業者向けマニュアルの活用に関するセミナー」を開催いたします。
セミナーは公開です。ただし、カメラ撮影は冒頭のみ可能です。

1.概要
平成29年9月1日に食品表示基準の一部が改正され、国内で作られた全ての加工食品に原料原産地
表示を行うことが必須となっています（経過措置期間は令和4年3月末まで）。
農林水産省では、期限までに食品事業者の皆様が新たな原料原産地表示制度に確実に対応してい
ただけるよう、同制度の概要および対応のポイントをまとめた事業者向け活用マニュアルを作成
しています。
今般、食品事業者向けに、同マニュアルの内容を解説するセミナーを以下のとおり開催し、本日
から申込を受け付けますので、お知らせします。

2.対象者
食品関連事業者等

3.セミナー内容
プログラム
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

開会
マニュアル内容の解説
その他（消費者庁からの連絡等）
質疑応答
閉会

当日の配付資料
(1) 新しい原料原産地表示制度 事業者向け活用マニュアル
(2) 同マニュアル 別冊 実践チェックリストと表示例
(3) 新しい原料原産地表示制度 関係規程集
※
※
※
※

内容は各会場共通です。
閉会後、お申込みの際にいただいた質問に個別に対応する時間を設ける場合があります。
都合により内容を一部変更する場合がありますので、予め御了承願います。
参加は無料です。事前に参加申込登録が必要です。
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4.開催日時及び会場
令和元年9月から、全国20会場で実施。
会場ごとの開催日については、別添資料を参照ください。
開催時間：13時30分から16時30分
定員：80名（東京会場のみ各回300名）

5.主催及び事務局
主催：農林水産省
事務局：MS＆ADインターリスク総研株式会社

6.参加申込方法及び留意事項
参加申込方法
以下のMS＆ADインターリスク総研株式会社のウェブページの、各会場「申込登録」欄の申込
フォームからお申込みください。
URL: https://www.irric.co.jp/event/190726/index.php

留意事項
(1) お申込みは先着順とし、定員に達し次第受付を締め切らせていただきます。
(2) お申込みは各開催地の開催日の2営業日前（土日祝日を除く2日前）に締め切らせていただき
ます。
(3) 多くの事業者様に御参加いただきたく、お申込みは各事業者様につき原則2名までとさせてい
ただきます。
(4) 同一事業者様におけるお申込者が複数会場に多数いらっしゃる場合は、事務局から個別に御
相談させていただく場合があります。
(5) 御質問・御相談事項のある方は、申込フォームの所定の箇所に、その内容を具体的に御記入
ください。セミナーの質疑応答で御回答するようにいたしますが、個別の御相談内容の場合は、
セミナー終了後に対応する時間を設ける場合があります。
(6) セミナーに関するお問合せは、以下の事務局にお願いいたします。
MS＆ADインターリスク総研株式会社内担当：築野（つくの）、吉田、佐藤
〒101-0063東京都千代田区神田淡路町2-105ワテラスアネックス
電話：03-5296-8974（受付時間平日9時〜17時）
(7) 参加申込みによって得られた個人情報は本セミナーの運営に関することのみに使用すること
とし、厳重に管理し、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。

7.報道関係者の皆様へ
報道関係者で取材を希望される方は、以下のMS＆ADインターリスク総研株式会社のウェブページ
の各会場「申込登録」からお申し込みください。その際、申込みフォームの最後にある報道関係
者のチェック欄にチェックをしてください。
取材につきましては、事務局の指示に従うようお願いいたします。
URL： https://www.irric.co.jp/event/190726/index.php

<添付資料>
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「原料原産地表示制度 事業者向けマニュアルの活用に関するセミナー」会場及び開催日(PDF :
98KB)

【お問合せ先】
消費・安全局消費者行政・食育課
担当者：茂木、岡谷
代表：03-3502-8111（内線4483）
ダイヤルイン：03-6744-2099
FAX：03-6744-1974
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「原料原産地表示制度 事業者向けマニュアルの活用に関する
セミナー」 会場及び開催日（令和元年度）
開催時間
定員数
地域

：13 時 30 分～16 時 30 分 （受付開始時間 13 時）
：80 名（東京会場のみ各回 300 名）
開催日

会場

青森

青森県観光物産館 アスパム 6F 八甲田
青森県青森市安方 1 丁目 1 番 40 号
令和元年 11 月 7 日（木） （会場案内 URL）
http://www.aomori-kanko.or.jp/web/access.h
tml

山形

山形テルサ 大会議室
山形県山形市双葉町 1-2-3
令和元年 11 月 25 日（月）
（会場案内 URL）
https://www.yamagataterrsa.or.jp/access/

福島

福島テルサ 大会議室 3F あぶくま
福島県福島市上町 4 番 25 号
令和元年 11 月 26 日（火） （会場案内 URL）
http://www.f-shinkoukousha.or.jp/terrsa/ac
cess.html

水戸

茨城県開発公社 4F 大会議室
茨城県水戸市笠原町 978-25
令和元年 9 月 30 日（月） （会場案内 URL）
http://www.dc-ibaraki.or.jp/building/acces
s.html

富山

とやま自遊館 3F 神通
富山県富山市湊入船町 9 番 1 号
令和元年 9 月 26 日（木）
（会場案内 URL）
http://www.jiyukan.or.jp/access/

福井

福井商工会議所 B1F 国際ホール
福井県福井市西木田 2-8-1
令和元年 10 月 15 日（火） （会場案内 URL）
http://www.fcci.or.jp/fbil/access/index.ph
p

近江
八幡

近江八幡商工会議所 2F 大ホール
滋賀県近江八幡市桜宮町 231 番 2 号
令和元年 10 月 16 日（水）
（会場案内 URL）
http://www.8cci.com/jigyou/map.html

姫路

姫路商工会議所 本館 7F 701 ホール
兵庫県姫路市下寺町 43
令和元年 10 月 29 日（火） （会場案内 URL）
https://www.himeji-cci.or.jp/accessmap/ind
ex.html

米子

国際ファミリープラザ 3F 会議室 B
鳥取県米子市加茂町 2 丁目 180 番地
令和元年 11 月 22 日（金）
（会場案内 URL）
http://familyplaza.net/equipment.html

周南

新南陽ふれあいセンター 大会議室
山口県周南市福川南町 2-1
令和元年 10 月 30 日（水） （会場案内 URL）
https://www.city.shunan.lg.jp/map/shinnnan
nyou.html

佐賀

佐賀駅前レンタル会議室サンシティ オフィス
ビル 5F A ホール
令和元年 11 月 12 日（火） 佐賀県佐賀市神野東 2 丁目 1-3
（会場案内 URL）
http://office-suncity.net/access.html

熊本

くまもと森都心プラザ 6F A+B 会議室
熊本県熊本市西区春日 1 丁目 14 番 1
令和元年 11 月 11 日（月） （会場案内 URL）
https://stsplaza.jp/information/access.htm
l

※宇都宮、前橋、東京（２日間で午前・午後４回開催予定）、甲府、静岡、津、徳島、長
崎については、令和２年１月以降に開催するため、会場及び開催日については、令和元
年 11 月１日に御案内する予定です。

