別紙１
北海道経済産業局
(1) 消費者向け製品事故防止啓発パネル展
家庭で発生する製品事故防止啓発パネル及び事故製品の展示、事故再現動画の
放映を行います。
【日程】令和元年 11 月 11 日（月）～11 月 15 日（金）
【場所】札幌エルザプラザ１階情報センター
【共催】ＮＩＴＥ（ナイト）北海道支所・（一財）札幌消費者協会
(2)ホームページを通じた製品安全に関する啓発活動
北海道経済産業局ホームページ及びメールマガジンにて製品安全に関する情報提供
（ホームページ） http://www.hkd.meti.go.jp/hokih/seihin_anzen/index.htm
（メールマガジン）http://www.hkd.meti.go.jp/hokih/mail_magazine/index.htm
(3)事業者向け製品安全総点検セミナー
事業者における製品安全への取組促進を目的とし、製品安全行政の概要、事故発
生動向紹介のほか、過去の PS アワード受賞企業から製品安全への考え方やこれま
での取り組みと効果など、その重要性についてご講演いただきます。
【日時】令和元年 11 月 26 日（火）13:30～15:30
【場所】札幌第 1 合同庁舎 6 階 第 1 会議室
【共催】ＮＩＴＥ（ナイト）北海道支所
＜連絡担当者＞北海道経済産業局消費経済課製品安全室 五十嵐、下田
電話(直通)：011-709-1792

東北経済産業局
(1)製品安全に関するパネル及び事故品の展示、動画の放映、リーフレットの配付
【日程】令和元年 11 月 1 日（金）～12 月 31 日（火）
【場所】仙台合同庁舎 B 棟１階 行政情報プラザ
(2)製品安全に関するポスターの掲示
【日程】令和元年 11 月中
【場所】東北各県消費生活センター等
(3)ホームページを通じた製品安全に関する啓発活動
東北経済産業局ホームページ及びメールマガジンにて製品安全に関する情報提供
（ホームページ） https://www.tohoku.meti.go.jp/s_sei_anzen/index_sei_anzen.html

（メールマガジン）https://www.tohoku.meti.go.jp/koho/news/index_news.html

＜連絡担当者＞東北経済産業局消費経済課製品安全室 志田、酒井
電話(直通)：022-221-4918

関東経済産業局
(1)製品安全に関するポスターの展示
【日程】令和元年 11 月 1 日（金）～11 月 30 日（土）
【場所】ＪＲさいたま新都心駅自由通路、
さいたま新都心合同庁舎１号館内
(2)ホームページを通じた製品安全に関する啓発活動
関東経済産業局ホームページにて製品安全に関する情報提供
（ホームページ）http://www.kanto.meti.go.jp/
(3)その他
さいたま新都心駅前大型映像装置において製品安全に関するポスター画像を放映
【日程】令和元年 11 月 1 日（金）～11 月 30 日（土） 7：00〜24：00 の間、随時
＜連絡担当者＞関東経済産業局消費経済課製品安全室 伊藤、野村
電話（直通）：048-600-0409

中部経済産業局
(1) 製品安全に関するパネル及び事故品の展示、事故映像の放映
【日程】令和元年 11 月 1 日（金）～11 月 30 日（土）
【場所】中部経済産業局 １階ロビー
（2）製品安全に関するポスターの掲示
【日程】令和元年 11 月 1 日(金)～11 月 30 日(土)
【場所】県庁及び消費生活センター内 ほか
【共催】愛知県、岐阜県、三重県、石川県、
名古屋市、瀬戸市、半田市、西尾市、常滑市、江南市、
小牧市、大府市、知多市、豊明市、北名古屋市 みよし市 ほか
（3）製品安全に関するパネル展示、リーフレットの配布等
【日時】令和元年 11 月 9 日（土）

【場所】オアシス２１銀河の広場
【主催】名古屋市消費生活フェア開催委員会
(4)ホームページを通じた製品安全に関する啓発活動
中部経済産業局ホームページにて製品安全に関する情報提供
http://www.chubu.meti.go.jp/c23product_safety/index.html
＜連絡担当者＞中部経済産業局消費経済課製品安全室 佐々木、稲吉、近藤
電話（直通）：052-951-0576

近畿経済産業局
(1)製品安全に関するポスターの展示
【日時】令和元年 10 月 15 日（火）～11 月 30 日（土）
【場所】大阪合同庁舎 1 号館 1～3 階、5 階
(2)製品安全に関するポスター・事故品の展示、動画の放映、リーフレット等の配布
【日程】令和元年 11 月 2 日（土）
【場所】大阪府咲洲庁舎 1 階
【主催】大阪府消費者センター・大阪府消費者フェア 2019 実行委員会
(3)ホームページを通じた製品安全に関する啓発活動
近畿経済産業局ホームページにて製品安全に関する情報提供
（ホームページ）http://www.kansai.meti.go.jp/seihinanzen.html
(4)製品安全に関するセミナー開催等
「電気用品安全法セミナー」として、電気用品安全法の趣旨等、正しい法令手続きへの
理解を深めるためのセミナーを開催
【日時】令和元年 11 月 12 日（火）14:00～16:00
【場所】大阪合同庁舎１号館 第 2 別館 3 階 ミーティングルームＢ
＜連絡担当者＞近畿経済産業局消費経済課製品安全室 中島、加治屋
電話(直通)：06-6966-6098

中国経済産業局
(1)製品安全に関するポスターの展示、リーフレットの配布
【日時】令和元年 11 月 1 日（金）～30 日（土）
【場所】広島合同庁舎 3 号館１階

(2)ホームページや合同庁舎屋外電光掲示板等を通じた製品安全に関する啓発活動
中国経済産業局ホームページにて製品安全に関する情報提供
（ホームページ）http://www.chugoku.meti.go.jp/policy/seisaku/p5.html#seian
(3)製品安全に関するセミナー開催等
○「電気用品安全法セミナー」として、事業者向けに電気用品安全法の趣旨等、正し
い法令手続きへの理解を深めるためセミナーを開催
【日時】令和元年 11 月 11 日（月）13：30～16：00
【場所】広島合同庁舎 共用大会議室（1 号館附属棟 2 階）
○「製品安全出前講座」として、消費者向けに製品の正しい使い方や経年劣化による
製品事故を未然に防ぐため講座を開催
【日時】令和元年 10 月 30 日（水）13：00～14：00
【場所】浅口市健康福祉センター 2 階研修室
(岡山県浅口市鴨方町鴨方 2244-26)
＜連絡担当者＞中国経済産業局消費経済課製品安全室 井上、室賀
電話(直通)：082-224-5671
四国経済産業局
(1)製品安全に関するパネル及び事故品の展示、リーフレットの配布
【日程】令和元年 11 月 8 日（金）
【場所】ＪＲ高松駅 イベント広場「サンステーション」
【共催】ＮＩＴＥ（ナイト）四国支所
(2)ホームページを通じた製品安全に関する啓発活動
四国経済産業局ホームページにて製品安全に関する情報提供
（ホームページ）
https://www.shikoku.meti.go.jp/03_sesakudocs/0601_seihinanzen/seihinanzen_index.ht
ml
(3)その他
高松サンポート合同庁舎入口の電子掲示板において「製品安全総点検月間」のお知ら
せを掲示
＜連絡担当者＞四国経済産業局消費経済課製品安全室 藤澤、藤猪、平山
電話（直通）：087-811-8526

九州経済産業局
(1)製品安全に関するポスターの掲示、リーフレットの配布等
○製品安全に関するパネルの展示、DVD の上映等
【日時】令和元年 11 月 1 日（金）～11 月 29 日（金）
【場所】福岡合同庁舎 新館１階ロビー
(2)ホームページを通じた製品安全に関する啓発活動
九州経済産業局ホームページにて製品安全に関する情報提供
（ホームページ）http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/seian/index.html
＜連絡担当者＞九州経済産業局消費経済課製品安全室 長谷川、西村
電話(直通)：092-482-5523

沖縄総合事務局経済産業部
(1) 製品安全に関するポスターの展示、リーフレットの配布
【日程】令和元年 11 月 1 日（金）～11 月 29 日（金）
【場所】管内市町村庁舎や各自治会掲示板等
(2) ホームページ等を通じた製品安全に関する啓発活動
沖縄総合事務局経済産業部ホームページ及び局広報誌掲載にて製品安全に関する
情報提供
（ホームページ） http://ogb.go.jp/keisan/index.html
（局広報誌掲載）http://ogb.go.jp/soumu/soumu_muribusi
(3) 製品安全に関するパネル等の展示
【日程】令和元年 11 月５日（火）～11 月８日（金）
【場所】沖縄県庁 1 階県民ホール
【主催】沖縄県
＜連絡担当者＞沖縄総合事務局経済産業部商務通商課消費経済室 伊藤、石原
電話（直通）：098-866-1741

