
 

象牙等取扱事業者向け改正種の保存法に関する説明会のご案内 

 

平成３０年２月 

経 済 産 業 省 

環 境 省 

 

経済産業省及び環境省は、象牙、象牙製品又はうみがめ科の甲の取引を行う事業者向けに、

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（種の保存法）の改正内容に関す

る説明会を開催します。 

説明会は下記の１０会場で開催します。内容はすべて同じものとなっておりますので、ご都

合のよい会場でご参加ください。参加のお申込みは、下記の参加申し込みウェブページから登

録を行ってください。なお、ウェブページからの申し込みができない事業者の方は、別添の参

加登録用紙を下記の会場ごとの問い合わせ先まで FAX 又は E メールにて連絡ください。 

説明会資料は、後日ウェブページに掲載する予定です。 

 

【参加申し込みウェブページ】 

 https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/seikatuseihin2/shunohozon 

 ※申し込み受付は、平成３０年２月７日（水）～３月２日（金）１７時です。 

 ※上記ページにて、申し込みを受け付けます。登録に際して、参加証の送付等は行いません。

当日は直接会場までお越しください。なお、各会場の定員を超過した際は、個別に連絡さ

せていただく場合がありますので、ご了承ください。 

 

【開催日時・会場】 

会 場 日 時 場  所 

札幌会

場 

平成 30 年 3 月 16

日（金） 

14:00～15:30  

北海道経済産業局 第１会議室 

北海道札幌市北区北８条西２丁目 第一合同庁舎６階北側 

http://www.hkd.meti.go.jp/chart/index.htm 

仙台会

場 

平成 30 年 3 月 22

日（木） 

14:00～15:30  

仙台合同庁舎Ｂ棟 ２階共用 第一会議室 

宮城県仙台市青葉区本町３丁目３－１ 

http://www.tohoku.meti.go.jp/somu/yokogao/map/map.html 

さいた

ま会場 

平成 30 年 3 月 19

日（月） 

14:00～15:30  

さいたま新都心合同庁舎 1号館 ２階講堂 

埼玉県さいたま市中央区新都心１番地１ 

http://www.kanto.meti.go.jp/annai/shuhenzu/index.html 

東京会

場 

平成 30 年 3 月 15

日（木） 14:00～

15:30 

経済産業省本館 地下２階講堂 

東京都千代田区霞が関 1-3-1 

http://www.meti.go.jp/intro/index_access.html 

※当日は、経済産業省本館 1 階ロビーに専用受付を設置しま

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/seikatuseihin2/shunohozon
http://www.hkd.meti.go.jp/chart/index.htm
http://www.tohoku.meti.go.jp/somu/yokogao/map/map.html
http://www.kanto.meti.go.jp/annai/shuhenzu/index.html
http://www.meti.go.jp/intro/index_access.html


 

す。 

名古屋

会場 

平成 30 年 3 月 20

日（火） 

14:00～15:30  

中部経済産業局総合庁舎内 １階 第１会議室 

愛知県名古屋市中区三の丸２－５－２ 

http://www.chubu.meti.go.jp/information/map.html 

大阪会

場 

平成 30 年 3 月 23

日（金） 

14:00～15:30  

大阪合同庁舎 1号館 第 1別館 2階 大会議室 

大阪市中央区大手前 1-5-44 

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

広島会

場 

平成 30 年 3 月 23

日（金） 

14:00～15:30  

広島合同庁舎 2号館 1階 共用第 18会議室 

広島県広島市中区上八丁堀 6-30 

http://www.chugoku.meti.go.jp/info/shuhenzu.htm 

高松会

場 

平成 30 年 3 月 16

日（金） 

14:00～15:30  

高松サンポート合同庁舎北館 低層棟２階アイホール 

香川県高松市サンポート３―３３ 

http://www.shikoku.meti.go.jp/0_zenpan/map.html 

福岡会

場 

平成 30 年 3 月 14

日（水） 

14:00～15:30  

福岡合同庁舎本館１階 九経交流プラザ大会議室 

福岡県福岡市博多区博多駅東２−１１−１ 

http://www.kyushu.meti.go.jp/aboutmeti/access.html 

那覇会

場 

平成 30 年 3 月 19

日（月） 

14:00～15:30  

内閣府沖縄総合事務局 10階会議室 

沖縄県那覇市おもろまち２丁目１番１号  

那覇第２地方合同庁舎２号館 

http://www.ogb.go.jp/soumu/soumu_tyousya.html 

 

【内容】 

 １．象牙等取扱事業者向け改正種の保存法の概要について 

 ２．質疑応答 

 

【参加対象者】 

象牙、象牙製品、うみがめ科の甲の取引を行う事業者（すでに届出を行っている方、今

後届出又は登録を行う予定の方が対象です。） 

 

【お問い合わせ先】 

各会場の問い合わせ先は以下のとおりです。参加申し込みウェブページから申し込みが

できない方は、別紙の参加登録用紙に必要事項を記入の上、ご希望の会場ごとに以下に記載の

連絡先まで、FAX 又は E メールでお申し込み下さい。 

会 場 お申込み及びお問い合わせ先 

札幌会場 北海道経済産業局 地域経済部 製造産業課 

担当：南、八嶋 

TEL：011-709-2311（内線 2570～2572） 

FAX：011-707-5324  

http://www.chubu.meti.go.jp/information/map.html
http://www.kansai.meti.go.jp/map.html
http://www.chugoku.meti.go.jp/info/shuhenzu.htm
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http://www.ogb.go.jp/soumu/soumu_tyousya.html


 

Eメール：hokkaido-seizo@meti.go.jp 

仙台会場 東北経済産業局 地域経済部 情報・製造産業課 

担当：郷家、菊池、他 

TEL：022-221-4903(直) 

FAX：022-265-2349  

Eメール：thk-joho@meti.go.jp 

さいたま会場 関東経済産業局 産業部 国際課 

担当：高見沢、松本 

TEL：048-600-0262(直) 

FAX：048-6011306  

Eメール：kanto-zouge@meti.go.jp 

東京会場 経済産業省 製造産業局 生活製品課 

担当：田村、鴨志田 

TEL：03-3501-1089(直) 

FAX：03-3501-0316  

Eメール：shunohozon@meti.go.jp 

名古屋会場 中部経済産業局 産業部 製造産業課 

担当：佐々木、高木、亀井 

TEL：052-951-2724（直通） 

FAX：052-951-0977 

Eメール: chb-seizo@meti.go.jp 

大阪会場 近畿経済産業局 産業部 製造産業課 

担当：安藤、野津 

TEL:06-6966-6022（直通） 

FAX:06-6966-6082 

E-メール：kin-seizou@meti.go.jp  

広島会場 中国経済産業局 地域経済部 地域経済課（ものづくり産業担当） 

担当：清水、古原 

TEL:082-577-7761（直通） 

FAX:082-224-5765 

E-メール：monozukuri@meti.go.jp 

高松会場 四国経済産業局 地域経済部 製造産業課 

担当：山下、林 

TEL：087-811-8520(直) 

FAX：087-811-8558  

Eメール：sikoku-seizou@meti.go.jp 

福岡会場 九州経済産業局 地域経済部 製造産業課 

担当：鎌田 
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TEL:092-482-5445 

FAX:092-482-5538 

Eメール: kyushu-monodukuri@meti.go.jp 

那覇会場 内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 地域経済課 

担当：大浜、玉城 

TEL:098-866-1730(直通) FAX:098-860-1375 

Eメール: okinawa-zouge@meti.go.jp 

 

kyushu-monodukuri@meti.go.jp
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