―――――――――――――――――――――――――――――――――――
改正消費生活用製品安全法
長期使用製品安全点検・表示制度 都道府県別説明会
2008.8.20 時点
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
平成２１年４月１日から、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支
障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い品目について「長期使用製品安全点検制
度」（９品目対象）
、注意喚起が必要な品目について「長期使用製品安全表示制度」（５品目
対象）が設けられます。これら２つの制度を広く関係者に周知するため、下記のとおり関
係事業者（製造又は輸入事業者、小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者、ガス・
電気・石油供給事業者などの事業者）、消費者関係団体、行政関係者等を主な対象とする説
明会を開催いたします。
各都道府県では２回開催を目途に準備しています。以下のスケジュールは 2008.8.20 時
点のものです。申込み方法等の詳細は、各経済産業局にお問い合わせ下さい。
（内容は、都道府県別説明会に先だって開催されたブロック説明会の内容と同じです。）
＜＜北海道ブロック＞＞

都道府県

日時

会場

平成２０年 ８月２２日（金）
１３：３０〜１５：００

北海道

平成２０年１０月 ７日（火）
１３：３０〜１５：００
平成２０年１１月２７日（木）
１３：３０〜１５：００

上川支庁講堂
（旭川市永山 6 条 19 丁目）
釧路市生涯学習センター
（釧路市幣舞町４番 28 号）
渡島支庁講堂
（函館市美原４丁目 6‑16）

【問い合わせ先】

北海道経済産業局
産業部消費経済課製品安全室

http://www.hkd.meti.go.jp/

011-709-1792(直)

＜＜東北ブロック＞＞

都道府県

日時
平成２０年 ７月２９日（火）

岩手県

１３：３０〜１５：００
平成２０年 ７月２９日（火）
１５：３０〜１７：００

福島県

平成２０年 ７月３１日（木）
１３：３０〜１５：００

会場
岩手県立県民生活センター大ホール
（盛岡市）

終了

岩手県立県民生活センター大ホール
（盛岡市）

終了

福島県ハイテクプラザ（郡山市）

終了

山形県
秋田県

平成２０年 ８月２０日（水）

終了

１３：３０〜１５：００
平成２０年 ８月２１日（木）
１３：３０〜１５：００
平成２０年 ８月２６日（火）
１３：３０〜１５：００

青森県

山形県庁講堂（山形市）

平成２０年 ８月２７日（水）
１３：３０〜１５：００
平成２０年 ８月２８日（木）
１３：３０〜１５：００

秋田県庁第二庁舎大会議室（秋田市）
アピオあおもり大研修室２（青森市）
八戸市福祉公民館大会議室（八戸市）
青森県武道館会議室２・３（弘前市）

【問い合わせ先】

東北経済産業局
産業部消費経済課製品安全室

http://www.tohoku.meti.go.jp/

022-215-9887(直)

＜＜関東ブロック＞＞

都道府県
群馬県
東京都
新潟県
千葉県

埼玉県

栃木県

静岡県

山梨県

日時
平成２０年 ７月２３日（水）
１４：００〜１５：３０
平成２０年 ７月２８日（月）
１４：００〜１５：３０
平成２０年 ７月３０日（水）
１４：００〜１５：３０
平成２０年 ８月 ６日（水）
１４：００〜１５：３０
平成２０年 ８月２０日（水）
１４：００〜１５：３０
平成２０年 ８月２２日（金）
１４：００〜１５：３０
平成２０年 ８月２５日（月）
１４：００〜１５：３０
平成２０年 ８月２６日（火）
１４：００〜１５：３０

会場
群馬県庁 ２９１会議室
（前橋市大手町１−１−１）

終了

経済産業省 講堂
（千代田区霞が関１−３−１） 終了
新潟県庁 講堂
（新潟市中央区新光町４−１） 終了
千葉県消費者センター 研修ホール
（船橋市高瀬町６６−１８）

終了

さいたま新都心合同庁舎１号館 講堂
（さいたま市中央区新都心１−１）

終了
栃木県庁 東館講堂
（宇都宮市塙田１−１−２０）

静岡県男女共同参画センターあざれあ
５０１会議室
（静岡市駿河区馬渕１−１７−１）
山梨県自治会館 講堂
（甲府市蓬沢１−１５−３５）

茨城県
神奈川県
長野県
茨城県

平成２０年 ８月２７日（水）
１４：００〜１５：３０
平成２０年 ９月 ４日（木）
１４：００〜１５：３０
平成２０年 ９月１２日（金）

１４：００〜１５：３０
平成２０年１０月１４日（火）
１４：００〜１５：３０
平成２０年１０月２８日（木）
１４：００〜１５：３０

（土浦市真鍋５−１７−２６）
ハイブ長岡

特別会議室「けやき」

（長岡市千秋３−３１５−１１）
アイメッセ山梨 大会議室
（甲府市大津町２１９２−８）

平成２０年１１月２０日（木）

海老名市役所 ７０３会議室

１４：００〜１５：３０

（海老名市勝瀬１７５番地）

平成２０年１２月 １日（月）

（２回目）
埼玉県

長野合同庁舎 ５０１〜５０３会議室
茨城県土浦合同庁舎本庁舎第１会議室

（２回目）
長野県

（横浜市神奈川区鶴屋町２−２４−２）

平成２０年１０月 ２日（木）

（２回目）
神奈川県

かながわ県民センター ３０１会議室

（長野市大字南長野南県町６８６−１）

（２回目）
山梨県

（水戸市柵町１−３−１）

１３：３０〜１５：００

（２回目）
新潟県

茨城県水戸合同庁舎 大会議室

１３：３０〜１５：００
平成２０年１２月１１日（木）

（２回目）
栃木県

１４：００〜１５：３０

長野県松本合同庁舎 講堂
（松本市大字島立１０２０）
さいたま新都心合同庁舎１号館
共用会議室５−２（さいたま市中央区新
都心１−１）

調整中

（２回目）
群馬県

調整中

（２回目）
千葉県

調整中

（２回目）
東京都

調整中

（２回目）
静岡県

調整中

（２回目）
※ ９月～１１月に行う２回目の説明会につきましては、スケジュールが決まり次第、ホームページに掲
載します。
【問い合わせ先】
関東経済産業局
産業部消費経済課製品安全室

http://www.kanto.meti.go.jp/

048-600-0409(直)

＜＜中部ブロック＞＞

都道府県
富山県

日時

会場

平成２０年 ７月２９日（火）
１４：００〜１５：３０

富山県民会館３０２号室
（富山市新総曲輪４番１８）

終了

平成２０年 ７月３０日（水）

石川県庁行政庁舎１０階１００３会議

１０：３０〜１２：００

室（石川県金沢市鞍月１丁目１番地）

石川県

終了
平成２０年 ８月２０日（水）

愛知県

１０：３０〜１２：００

愛知県自治センター３階会議室
（愛知県名古屋市中区三の丸 2‑3‑2）

終了
岐阜県
三重県
三重県

平成２０年 ８月２２日（金）
１０：３０〜１２：００
平成２０年 ８月２９日（金）
１４：００〜１５：３０
平成２０年１０月３１日（金）

（２回目）
愛知県

１４：００〜１５：３０

平成２０年１１月１４日（金）
調整中

（三重県津市栄町１丁目９５４）
三重県栄町庁舎４Ｆ研修室
（三重県津市栄町１丁目９５４）
調整中
岐阜県シンクタンク庁舎大会議室
（岐阜県岐阜市薮田南５‑１４‑１２）

平成２０年１１月２７日（木）

石川県庁行政庁舎２階２０２会議室

１４：００〜１５：３０

（石川県金沢市鞍月１丁目１番地）

（２回目）
富山県

三重県栄町庁舎

１４：００〜１５：３０

（２回目）
石川県

（岐阜県岐阜市薮田南５‑１４‑１２）

平成２０年１１月 ７日（金）

（２回目）
岐阜県

岐阜県シンクタンク庁舎大会議室

平成２０年１１月２８日（金）

（２回目）

１０：３０〜１２：００

富山県民会館４階４０１号室
（富山市新総曲輪４番１８）

【問い合わせ先】

中部経済産業局
産業部消費経済課製品安全室

http://www.chubu.meti.go.jp/

052-951-0576(直)

＜＜近畿ブロック＞＞

都道府県
京都府

日時

会場

平成２０年 ７月 ２日（水）

京都府福利厚生センター3F 第１会議室

１４：００〜１５：３０

(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内
町)

奈良県

平成２０年 ７月１０日（木）

奈良県庁主棟５Ｆ第１会議室

終了

福井県
滋賀県

１４：００〜１５：３０

(奈良県奈良市登大路町３０)

平成２０年 ７月１１日（金）

福井県立図書館多目的ホール

１４：００〜１５：３０

(福井市下馬町５１―１１)

平成２０年 ７月１７日（木）

滋賀県庁東館７階大会議室

１４：００〜１５：３０
平成２０年 ７月２５日（金）
１４：００〜１５：３０

兵庫県

(大津市京町４−１−１)

終了
終了

ビジネスプラザひょうごホール（（財）
ひょうご産業活性化センター内）
(神戸市中央区雲井通５−３−１ サン

終了

パル７Ｆ)
和歌山県

終了

平成２０年 ７月３０日（水）
１４：００〜１５：３０

和歌山県民文化会館特設会議室

終了

(和歌山市小松原通り１−１)

平成２０年 ８月 ５日（火）

大阪合同庁舎第１号館第１別館３Ｆ

１４：００〜１５：３０

第４会議室(大阪市中央区大手前１−５

大阪府

終了

−４４)
奈良県

平成２０年 ９月２９日（月）

奈良県庁主棟５Ｆ第１会議室

（２回目）

１４：００〜１５：３０

(奈良県奈良市登大路町３０)

京都府

平成２０年１０月１７日（金）

（２回目）

１４：００〜１５：３０

滋賀県

平成２０年１０月２２日（水）

滋賀県庁東館７階大会議室

（２回目）

１４：００〜１５：３０

(大津市京町４−１−１)

京都府中丹振興局福知山庁舎２Ｆ第３
会議室
（福知山市篠尾新町１−９１）

ビジネスプラザひょうごホール（（財）
兵庫県

平成２０年１０月２４日（金）

ひょうご産業活性化センター内）

（２回目）

１４：００〜１５：３０

(神戸市中央区雲井通５−３−１ サン
パル７Ｆ)

和歌山県

平成２０年１０月２７日（月）

紀南文化会館 研修室２、３

（２回目）

１４：００〜１５：３０

（田辺市新屋敷町１）

福井県

平成２０年１０月３０日（木）

プラザ萬象会議室３

（２回目）

１４：００〜１５：３０

（敦賀市東洋町１−１）

大阪府

平成２０年１１月 ７日（金）

（２回目）

１４：００〜１５：３０

大阪合同庁舎第１号館第１別館２Ｆ大
会議室
(大阪市中央区大手前１−５−４４)

【問い合わせ先】

近畿経済産業局
産業部消費経済課製品安全室

http://www.kansai.meti.go.jp/

06-6966-6098(直)

＜＜中国ブロック＞＞

都道府県

日時

会場

平成２０年 ７月 ８日（火）
１４：００〜１５：３０

岡山県

岡山県消費生活センター研修室
（岡山市南方２丁目１３−１岡山県総
合福祉･ボランティア･NPO 会館（5 階））

終了
平成２０年 ７月２３日（水）

広島合同庁舎第９会議室（第４号館１３

１４：００〜１５：３０

階）（広島県広島市中区上八丁堀６−３

広島県

終了

０）
鳥取県
島根県
山口県
鳥取県

平成２０年 ７月２５日（金）
１４：００〜１５：３０
平成２０年 ７月２８日（月）
１４：００〜１５：３０
平成２０年 ８月 ５日（火）
１４：００〜１５：３０
平成２０年１０月 １日（水）

（２回目）
島根県

（島根県松江市殿町１番地）
（山口市滝町１番１号）

１４：００〜１５：３０

（島根県出雲市大津町１１３９）

１４：００〜１５：３０

終了

鳥取県西部総合事務所講堂
島根県出雲合同庁舎７０２会議室

平成２０年１０月２１日（火）

終了

山口県庁視聴覚室

平成２０年１０月１７日（金）

岡山県消費生活センター研修室
（岡山市南方２丁目１３−１岡山県総
合福祉･ボランティア･NPO 会館（5 階））

平成２０年１０月２８日（火）

（２回目）
広島県

島根県庁６階講堂

（鳥取県米子市糀町１−１６０）

（２回目）
山口県

（鳥取県鳥取市東町１−２７１） 終了

１４：００〜１５：３０

（２回目）
岡山県

鳥取県庁第２庁舎４階第２２会議室

１４：００〜１５：３０
平成２０年１１月 ６日（木）

（２回目）

１４：００〜１５：３０

山口県周南総合庁舎 702・703 会議室
（周南市毛利町２丁目３８）
福山地域事務所第３庁舎（８階）３８１
−３８３会議室
（広島県福山市三吉町１−１−１）

【問い合わせ先】

中国経済産業局
産業部消費経済課製品安全室

http://www.chugoku.meti.go.jp/

082-224-5671(直)

＜＜四国ブロック＞＞

都道府県

日時

会場

徳島県

平成２０年 ７月 ４日（金）

（１回目）
香川県

１３：３０〜１５：００
平成２０年 ７月 ８日（火）
１３：３０〜１５：００

（１回目）
愛媛県

平成２０年 ７月１０日（木）
１３：３０〜１５：００
平成２０年 ７月１５日（火）

（１回目）
高知県

高松サ

終了

新居浜商工会館 ３階 第１、２研修室
高知グリーン会館

森林ホール

四万十市立中央公民館３階

１３：００〜１４：３０
平成２０年 ９月 ４日（木）
１３：３０〜１５：００

終了

（新居浜市一宮町２−４−８）

平成２０年 ９月 ２日（火）

終了
視聴覚室

（四万十市右山五月町８−２２）
阿南市商工業振興センター２階
展示ホール２室
（阿南市富岡町今福寺３４−４）

平成２０年 ９月 ８日（月）

（２回目）
愛媛県

（高松市サンポート３−３３

（高知市本町５−６-１１）

（２回目）
香川県

四国経済産業局６階 第６０７会議室

１３：３０〜１５：００

（２回目）
徳島県

終了

（徳島市西新町２−５）

ンポート合同庁舎）

（１回目）
高知県

徳島経済センター５階 会議室

１３：３０〜１５：００
平成２０年 ９月１１日（木）

（２回目）

１３：１５〜１４：４５

丸亀市民会館 第６会議室
（丸亀市大手町２−４−２０）
西予市立中央公民館 第２研修室
（西予市宇和町卯之町３−４３４−１）

【問い合わせ先】

四国経済産業局
産業部消費経済課製品安全室

http://www.shikoku.meti.go.jp/

087-811-8526(直)

＜＜九州ブロック＞＞

都道府県
鹿児島県
宮崎県
大分県
熊本県

日時
平成２０年 ７月１８日（金）
１４：００〜１６：００
平成２０年 ７月２５日（金）
１４：００〜１６：００

鹿児島県庁８階 大会議室
(鹿児島市鴨池新町１０−１)
(宮崎市橘通東２−１０−１)
大分県庁２階 正庁ホール

１４：００〜１６：００

(大分市大手町３−１−１)

平成２０年 ８月 ５日（火）
１４：００〜１６：００
１４：００〜１６：００

終了

宮崎県庁６号館３階 ６３４号室

平成２０年 ７月３１日（木）

平成２０年 ８月 ７日（木）
長崎県

会場

終了
終了

熊本県庁本館 １００２会議室
(熊本市水前寺６−１８−１)

終了

長崎県消費生活センター 講座室
(長崎市大黒町３−１ 交通産業ビル)

終了

福岡県
佐賀県
熊本県

平成２０年 ８月２１日（木）
１４：００〜１６：００
１４：００〜１６：００

(佐賀市城内１−１−５９)

平成２０年 ９月１１日（木）
１４：００〜１６：００
平成２０年 ９月２６日（金）
１４：００〜１６：００
平成２０年１０月 ３日（金）

（２回目）
宮崎県

１４：００〜１６：００
平成２０年１０月１７日（金）

（２回目）
鹿児島県

１４：００〜１６：００
平成２０年１０月２２日（水）

（２回目）
大分県

１４：００〜１６：００
平成２０年１０月２７日（月）

（２回目）
佐賀県

(福岡市博多区吉塚本町１３−５０)
佐賀県庁１１階 大会議室

（２回目）
長崎県

会議室

平成２０年 ８月２６日（火）

（２回目）
福岡県

福岡県庁吉塚庁舎

１４：００〜１６：００
平成２０年１０月２９日（水）

（２回目）

１４：００〜１６：００

熊本県八代地域振興局 大会議室
（八代市西片町１６６０）
福岡県庁吉塚庁舎
（福岡市博多区吉塚本町１３−５０）
長崎県県北振興局天満庁舎 ２−Ｃ会議
室（佐世保市天満町１−２７）
宮崎県都城総合庁舎

第４〜第６会議

室（都城市北原町２４−２１）
鹿児島県北薩地域振興局 大会議室
（薩摩川内市神田町１−２２）
大分県庁新館 大会議室
（大分市大手町３−１−１）
佐賀県唐津総合庁舎 大会議室
（唐津市坊主町４３３−１）

【問い合わせ先】

九州経済産業局
産業部消費経済課製品安全室

http://www.kyushu.meti.go.jp/

092-482-5523(直)

＜＜沖縄ブロック＞＞

都道府県

日時

会場

平成２０年 ７月 ９日（水）
１４：００〜１５：３０

沖縄県

平成２０年１１月２７日（木）
１４：００〜１５：３０
平成２０年１１月２８日（金）
１４：００〜１５：３０

那覇第２地方合同庁舎１号館２階大会
議室（那覇市おもろまち２−１−１）

終了
八重山支庁１階 1,2 会議室（予定）
（沖縄県石垣市真栄里 438‑1）
宮古支庁２階会議室（予定）
（沖縄県宮古島市平良西里 1125）

【問い合わせ先】

内閣府沖縄総合事務局
経済産業部商務通商課

http://ogb.go.jp/move/

098-866-1731(直)

