
 

有識者との懇談会及び地方講演会並びに一日公正取引委員会の開催について 

 

平成２９年９月１４日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

公正取引委員会は，競争政策について理解を深めていただくとともに，各地域の実

情や幅広い意見，要望等を把握し，今後の競争政策にいかしていくため，毎年度，全

国の各都市において，経済界代表等の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会及

び講演会を開催しています。 

また，公正取引委員会は，全国各ブロックに地方事務所等を置き（別紙１参照），

独占禁止法，下請法等の適切な運用や相談対応に努めていますが，地方事務所等所在

地以外の都市における独占禁止法等の普及啓発活動や相談対応の一層の充実を図る

ため，地方事務所等所在地以外の都市において，一日公正取引委員会を開催していま

す。 

本年度は，次のとおり，全国８都市において，有識者との懇談会及び地方講演会を

開催し，このうち２都市においては，一日公正取引委員会を同時開催いたします（注）。 

（注） 一日公正取引委員会は，有識者との懇談会及び地方講演会と同時に開催する２都市

のほか，今後，３都市において開催予定。 

 

有識者との懇談会等の概要 

１ 日 程  １０月２４日（火），１０月２５日（水），１０月２７日（金）， 

１１月９日（木）及び１１月１０日（金）（詳細は別紙２のとおり） 

 

２ 場 所  北海道旭川市，福島市，新潟県長岡市，静岡市，京都市，広島市，

高知市及び鹿児島市（詳細は別紙２のとおり） 

       （旭川市及び京都市では，一日公正取引委員会を同時開催） 

 

３ 懇談会出席者  経済団体，消費者団体，学識経験者等の有識者 

 

４ 講演会の共通テーマ 

「公正な経済社会の実現と新たな競争政策上の課題への対応 ～独占禁止法

施行７０周年を迎えて～」 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局官房総務課 

        電話 ０３－３５８１－３５７４（直通） 

       同事務総局 各地方事務所等（別紙２参照） 

ホームページ http://www.jftc.go.jp/ 



 

 

講演会の参加費は無料です。参加を御希望の方は，公正取引委員会ホームページ

（https://www.jftc.go.jp/kosyukai5/form/apply_infos/insert）からお申し込みい

ただくか，別紙２記載の申込先宛てにファクシミリにより事前にお申し込みください

（先着申込順。申込用紙については，別途，公正取引委員会のホームページに掲載し

ている各地区における懇談会等の報道発表資料に添付されています。）。 

また，当日は，独占禁止法，下請法等に関する相談コーナーを設け，皆様からの御

相談に応じますので，是非御利用ください。



 

 

公正取引委員会事務総局の配置一覧 

 

 
 

 

 

名   称 所在地 管轄（都道府県） 

本局 

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/sep/170907_1.html
東京都 

茨城県，栃木県，群馬

県，埼玉県，千葉県，

東京都，神奈川県，新

潟県，山梨県，長野県

北海道事務所 

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/sep/170914_2.html
札幌市 北海道 

東北事務所 

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/sep/170913_1.html
仙台市 

青森県，岩手県，宮城

県，秋田県，山形県，

福島県 

中部事務所 

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/sep/170911_1.html

名古屋

市 

富山県，石川県，岐阜

県，静岡県，愛知県，

三重県 

近畿中国四国事務所 

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/sep/170913_2.html
大阪市 

福井県，滋賀県，京都

府，大阪府，兵庫県，

奈良県，和歌山県  

近畿中国四国事務所中国支所 

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/sep/170914_3.html
広島市 

鳥取県，島根県，岡山

県，広島県，山口県 

近畿中国四国事務所四国支所 

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/sep/170913_3.html
高松市 

徳島県，香川県，愛媛

県，高知県 

九州事務所 

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/sep/170901_1.html
福岡市 

福岡県，佐賀県，長崎

県，熊本県，大分県，

宮崎県，鹿児島県 

内閣府沖縄総合事務局 

総務部公正取引室 

http://www.jftc.go.jp/regional_office/okinawa/ 

那覇市 沖縄県 

別 紙１



 

懇 談 会 等 開 催 一 覧 

開催地・ 

担当委員等 

（予定） 

開催日 

懇談会 （時間・会場） 

問い合わせ先及び申込先 
講演会 （時間・会場） 

一日公正取引委員会 

（時間・主要プログラム） 

長岡市 

 

小島吉晴 

委員 

10 月 24 日 

（火） 

10:00～12:00

長岡商工会議所 

６階「大会議室」 

新潟県長岡市坂之上町2-1-1 

官房総務課 

〒100-8987 

東京都千代田区霞が関 1-1-1 

中央合同庁舎第６号館Ｂ棟 

TEL 03-3581-3649 

FAX 03-3581-1963 

13:30～15:00

同会議所 

２階「大ホール」 

定員 100 名 

鹿児島市 

 

山本和史 

委員 

10 月 24 日 

（火） 

10:00～12:00

鹿児島東急 REI ホテル 

２階「パール」 

鹿児島市中央町 5-1 

九州事務所 総務課 

〒812-0013 

福岡市博多区博多駅東 

2-10-7 

福岡第２合同庁舎別館 

TEL 092-431-5881 

FAX 092-474-5465 

13:30～15:00

鹿児島商工会議所ビル 

４階「アイムホール」 

定員80名 

鹿児島市東千石町1-38 

広島市 

 

青木玲子 

委員 

10 月 25 日 

（水） 

10:00～12:00

広島合同庁舎第２号館 

５階「特別会議室」 

広島市中区上八丁堀 6-30 

近畿中国四国事務所 

中国支所 総務課 

〒730-0012 

広島市中区上八丁堀 6-30 

広島合同庁舎第４号館 

TEL 082-228-1501 

FAX 082-223-3123 

13:30～15:00

広島合同庁舎第１号館 

附属棟「大会議室」 

定員 100 名 

広島市中区上八丁堀 6-30 

別 紙２



 

 

開催地・ 

担当委員等 

（予定） 

開催日 

懇談会 （時間・会場） 

問い合わせ先及び申込先 
講演会 （時間・会場） 

一日公正取引委員会 

（時間・主要プログラム） 

旭川市 

 

三村晶子 

委員 

10 月 27 日

（金） 

10:00～11:30

道北経済センター 

４階「特別会議室」 

北海道旭川市常盤通 1 

北海道事務所 総務課 

〒060-0042 

札幌市中央区大通西 12 丁目札

幌第３合同庁舎 

TEL 011-231-6300 

FAX 011-261-1719 

13:30～15:00

同センター 

２階「中ホール」 

定員50名 

10:00～16:00

同センター 

・下請法及び消費税の転嫁拒

否等の行為に関する説明会 

・消費者セミナー 

・相談・展示コーナー 

（別会場） 

・入札談合等関与行為防止法

研修会 

・独占禁止法教室 

静岡市 

 

青木玲子 

委員 

11 月９日 

（木） 

10:00～12:00

静岡県産業経済会館 

３階「特別会議室」 

静岡市葵区追手町44-1 

中部事務所 総務課 

〒460-0001 

名古屋市中区三の丸 2-5-1 

名古屋合同庁舎第２号館 

TEL 052-961-9421 

FAX 052-971-5003 

13:30～15:00

同会館 

３階「大会議室」 

定員80名 



 

 

開催地・ 

担当委員等 

（予定） 

開催日 

懇談会 （時間・会場） 

問い合わせ先及び申込先 
講演会 （時間・会場） 

一日公正取引委員会 

（時間・主要プログラム） 

京都市 

 

三村晶子 

委員 

11 月９日 

（木） 

10:00～12:00

京都商工会議所 

２階「役員室」 

京都市中京区烏丸通夷川上ル 

近畿中国四国事務所 

総務課 

〒540-0008 

大阪市中央区大手前 4-1-76 

大阪合同庁舎第４号館 

TEL 06-6941-2173 

FAX 06-6943-7214 

13:30～15:00

同会議所 

３階「講堂」 

定員150名 

10:00～17:00

同会議所 

・下請法及び消費税転嫁対策

特別措置法に関する説明会 

・入札談合等関与行為防止法

研修会 

・消費者セミナー 

・相談・展示コーナー 

（別日時・別会場） 

・独占禁止法教室 

福島市 

 

小島吉晴 

委員 

11 月 10 日 

（金） 

10:00～11:45

ホテルサンルートプラザ福島 

２階「桜Ⅰ」 

福島市大町7-11 

東北事務所 総務課 

〒980-0014 

仙台市青葉区本町 3-2-23 

仙台第２合同庁舎 

TEL 022-225-7095 

FAX 022-261-3548 

13:30～15:00

同ホテル 

２階「芙蓉」 

定員80名 

高知市 

 

山本和史 

委員 

11 月 10 日 

（金） 

10:00～12:00

高知商工会館 

４階「福の間」 

高知市本町1-6-24 

近畿中国四国事務所 

四国支所 総務課 

〒760-0068 

高松市松島町 1-17-33 

高松第２地方合同庁舎 

TEL 087-834-1441 

FAX 087-862-1994 

13:30～15:00

同会館 

４階「光の間」 

定員70名 

 



 

【参考】今後の一日公正取引委員会開催予定 

開催日 開催地 主会場 開催プログラム 問い合わせ先 

12 月７日

（木） 
盛岡市 

盛岡地域交流

センター（マ

リオス） 

（盛岡市盛岡

駅西通 2-9-1）

・独占禁止法及び下請法講演

会 

・入札談合等関与行為防止法

研修会 

・消費税の転嫁拒否等の行為

に関する説明会 

・独占禁止法教室 

・消費者セミナー 

・相談，展示コーナー 

東北事務所 総務課 

〒980-0014 

仙台市青葉区本町 3-2-23 

仙台第２合同庁舎 

TEL 022-225-7095 

FAX 022-261-3548 

12 月 11 日

（月） 

島根県 

浜田市 

いわみーる 

（島根県浜田

市野原町 1826

番地 1） 

・独占禁止法講演会 

・下請法及び消費税転嫁対策

特別措置法講演会 

・入札談合等関与行為防止法

研修会 

・消費者セミナー 

・相談・展示コーナー 

（別会場） 

・独占禁止法教室 

近畿中国四国事務所 

中国支所 総務課 

〒730-0012 

広島市中区上八丁堀 6-30 

広島合同庁舎第４号館 

TEL 082-228-1501 

FAX 082-223-3123 

※ 平成 29 年度は，上記のほか，熊本市において，一日公正取引委員会を開催する予定です。詳

細は，別途，公正取引委員会のホームページに掲載する各地区における一日公正取引委員会の

報道発表資料で御確認ください。 

 


