新たなＪＡＳ制度説明会の開催及び参加者の募集について
平成29年８月２４日
農林水産消費安全技術センター

農林水産省は、平成29年８月18日（金曜日）から、「新たなＪＡＳ制度説明会」を
全国15か所にて開催します。本説明会は公開で行います。

【概要】
ＪＡＳ制度については、本年６月の農林物資の規格化等に関する法律（ＪＡＳ法）の
改正により、大きく変わりました。
新たなＪＡＳ制度は、農林水産品・食品の生産、製造を行う方だけでなく、保管、輸
送、販売などに携わる幅広い方にも、商品、技術、取組をアピールするツールとして活
用いただけるものになります。
今回の説明会では、新たなＪＡＳ制度について解説し、ビジネスシーンにおけるＪＡ
Ｓ規格の活用アイデアについて事例を含めて紹介するとともに、ビジネスニーズに応じ
事業者や産地の皆様からＪＡＳ規格をご提案いただく際の手続を説明いたします。
※申込者多数であることから、下記のとおり追加開催することとしましたので、お知
らせいたします。なお、追加開催の申込方法等の詳細については、以下の【参加申
込方法及びお問合せ先】に記載されているホームページをご覧ください。
【開催日時及び場所】
ブロック

開催地

開催日時

会場

収容可能
人数

北海道

東北

札幌市

盛岡市

仙台市

関東

8月21日（月曜日）

札幌第2合同庁舎9階講堂

約100名

13時30分～（締め （札幌市中央区大通西10丁目4番地1）

（締め切りまし

切りました）

た）

8月23日（水曜日）

東北農政局岩手県拠点４階会議室

10時～

(盛岡市盛岡駅前北通1-10橋市盛岡ビル)

8月23日（水曜日）

仙台第3合同庁舎 2階大会議室

14時30分～

（仙台市宮城野区五輪1-3-15）

東 京 ( 会 8月18日（金曜日）

三番町共用会議所第２、第３、第４会議室

場を変更 13時30分～

（東京都千代田区九段南２丁目１番５号）

及び開催

農林水産省７階講堂

時間を追

(千代田区霞が関１－２－１)

約40名

約100名

約100名
約220名

加しまし
た）
東京

16時～(追加)
9月12日（火曜日）

約220名
農林水産省７階共用第２会議室

約50名

15時～（締め切りま （東京都千代田区霞が関１－２－１）

（締め切りまし

した）

た）

(開催日を 9月21日（木曜日）

約50名

追 加 し ま 13時30分～(追加)
した)
さ い た ま 8月29日（火曜日）

(独)農林水産消費安全技術センター本部 大会議室

市

（さいたま市中央区新都心２－１ さいたま新都心合同 （締め切りまし
10時00分～（締め 庁舎検査棟７階）

約80名
た）

切りました）
13時30分～（締め

約80名

切りました）

（締め切りまし
た）

横浜市

8月25日（金曜日）

横浜第2合同庁舎 4階 (独)農林水産消費安全技術

約40名

13時30分～（締め センター本部横浜事務所大会議室
切りました）

横浜第2合同庁舎 １階 共用第１会議室
（神奈川県横浜市中区北仲通5-57）

約120名
（締め切りまし
た）

東海

名古屋市 8月23日（水曜日）

東海農政局 １階会議室

約50名

10時30分～（締め （愛知県名古屋市中区三の丸１丁目２－２）

（締め切りまし

切りました）

た）

13時30分～（締め

約50名

切りました）

（締め切りまし
た）

16時～（締め切りま

約50名

した）

（締め切りまし
た）

北陸

金沢市

9月6日（水曜日）

北陸農政局1階 共用大会議室

14時～

（石川県金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁

約160名

舎）
近畿

神戸市

大阪市

8月31日（木曜日）

(独)農林水産消費安全技術センター神戸センター３階

約50名

10時～（締め切りま 会議室

（締め切りまし

した）

（神戸市中央区港島南町1丁目3-7）

た）

8月31日（木曜日）

大阪合同庁舎1号館6階第２会議室

約70名

14時～（締め切りま (大阪市中央区大手前1-5-44)

（締め切りまし

した）

た）

約70名

( 開 催 時 16時30分～(追加)
間を追加
しました)
中国

岡山市

四国

8月22日（火曜日）

中国四国農政局（岡山第2合同庁舎）２F 共用会議室

10時～

AB

約110名

（岡山県岡山市北区下石井1-4-1）
高松市

九州

福岡市

8月22日（火曜日）

中国四国農政局香川県拠点４F会議室

14時～

（香川県高松市天神前3番5号）

8月28日（月曜日）

(独)農林水産消費安全技術センター福岡センター会議

約60名

約40名

10時～（締め切りま 室

（締め切りまし

した）

た）

(福岡市東区千早3-11-15)

8月30日（水曜日）

熊本市

※

約40名

16時30分～（締め

（締め切りまし

切りました）

た）

8月28日（月曜日）

熊本地方合同庁舎B棟 大会議室

14時30分～

（熊本市西区春日2丁目10番1号）

約100名

説明会は１時間半程度を予定しています。

【内容】
・農林物資の規格化等に関する法律（JAS法）の改正について
【参加申込方法及びお問合せ先】
参加及び取材の申込については、会場ごとに受け付けております。申込み方法につきま
しては、以下のとおり各会場のURLを御確認ください。
北海道ブロック
（札幌会場）
独立行政法人農林水産消費安全技術センター札幌センター（担当者：山井、小野）
ダイヤルイン：050-3797-1760
http://www.famic.go.jp/event/jas/sapporo.pdf
東北ブロック（青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島）
（盛岡会場）
東北農政局経営・事業支援部食品企業課(担当者：安藤、澤瀬)
ダイヤルイン：022-221-6146
http://www.maff.go.jp/tohoku/press/keiei/kigyo/170803.html

（仙台会場）
独立行政法人農林水産消費安全技術センター仙台センター規格検査課(担当者：柳通、水
田、堤）
ダイヤルイン：050-3797-1890
http://www.famic.go.jp/event/jas/sendai.pdf
関東ブロック(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野・静岡)
（東京会場）
農林水産省食料産業局食品製造課食品規格室(担当者：船田、横田)
ダイヤルイン：03-6744-2096
http://www.maff.go.jp/j/jas/170803.html
（さいたま会場）
独立行政法人農林水産消費安全技術センター本部規格検査課(担当者：渡邉、大嶋、笠井)
ダイヤルイン：050-3797-1845
http://www.famic.go.jp/event/jas/saitama.pdf
（横浜会場）
独立行政法人農林水産消費安全技術センター本部横浜事務所規格検査課(担当者：安井、
松﨑、出島）
ダイヤルイン：050-3797-1880
http://www.famic.go.jp/event/jas/yokohama.pdf
北陸ブロック(新潟・富山・石川・福井)
（金沢会場）
北陸農政局経営・事業支援部食品企業課(担当者：高橋(信)、山内)
ダイヤルイン：076-232-4149
http://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/170803.html
東海ブロック(岐阜・愛知・三重)
（名古屋会場）
独立行政法人農林水産消費安全技術センター名古屋センター規格検査課(担当者：横嶋、
岩丸、奥村、青山)
ダイヤルイン：050-3797-1898
http://www.famic.go.jp/event/jas/nagoya.pdf
近畿ブロック(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)
（神戸会場）
独立行政法人農林水案消費安全技術センター神戸センター規格検査課(担当者：中田、諸
橋、熊谷)
ダイヤルイン：050-3797-1909
http://www.famic.go.jp/event/jas/kobe.pdf
（大阪会場）

近畿農政局経営・事業支援部食品企業課(担当者：藤野、佃)
ダイヤルイン：075-414-9024
http://www.maff.go.jp/kinki/press/keiei/syokuhinkigyo/170803.html
中国・四国ブロック(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知)
（岡山会場及び高松会場）
中国四国農政局経営・事業支援部食品企業課(担当：髙取)
ダイヤルイン：086-222-1358
http://www.maff.go.jp/chushi/press/ke_kigyo/170803.html
九州ブロック(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)
（福岡会場）
独立行政法人農林水産消費安全技術センター福岡センター規格検査課(担当者：安永、轟)
ダイヤルイン：050-3797-1925
http://www.famic.go.jp/event/jas/fukuoka.pdf
（熊本会場）
九州農政局経営・事業支援部地域連携課(担当：草場)
ダイヤルイン：096-300-6331
http://www.maff.go.jp/kyusyu/press/syokuhin/170803.html
(お申し込みいただく際の注意事項)
御参加いただける方は、入館時に受付で身分証明書を御提示いただきます。また、参
加に当たり、次の留意事項を遵守してください。これらを守れない場合は、参加をお断
りすることがあります。
(ア)事務局の指定した場所以外の場所に立ち入らないこと。
(イ)携帯電話等音の出る機器については、電源を切るかマナーモードに設定してくださ
い。
(ウ)参加中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと。
・説明者及び参加者の発言に対する賛否の表明又は拍手
・参加中の入退席(ただし、やむを得ない場合を除く。)
・報道関係者の方々を除き、会場においてのカメラ、ビデオ、ワイヤレスマイク等
の使用
・新聞、雑誌その他関連のない書類等の読書
・食事及び喫煙
(エ)銃砲刀剣類その他危険なものを会場に持ち込まないこと。
(オ)その他事務局職員の指示に従うこと。
なお、参加申込みによって得られた個人情報は厳重に管理し、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。

【お問合せ先】
独立行政法人
農林水産消費安全技術センター
規格検査課

担当者：渡邉、大嶋、笠井
ダイヤルイン:050-3797-1845
FAX番号：048-600-2373

