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〇北海道ブロック（札幌会場）

日時 平成２６年７月１1日（金曜日）　１３：００～１６：００

場所 会場名：北農健保会館　大会議室

住　所：札幌市中央区北4条西7丁目1番4

電　話：０１１－２６１－３２７０（代表）

アクセス：JR札幌駅から徒歩5分

傍聴定員 ４０名を予定しております。

傍聴申込方法

傍聴を希望される方は、インターネット又はFAXにてお申込みください。
インターネットでお申し込みされる方は、申込フォームに必要事項を御入力の上、お申し
込みください。
ＦＡＸでお申し込みされる方は、傍聴申込様式に御記入の上、お申し込みください。
なお、お電話でのお申し込みは御遠慮ください。

 <インターネットによるお申込先>
　https://www.contact.maff.go.jp/affrc/form/ec57.htm

 <FAXによるお申込先>
 FAX送付先：農林水産省農林水産技術会議事務局　古賀宛
 FAX番号：０３－３５９３－２２０９
 ・車椅子の方は、その旨をお書き添えください。また、介助の方がいらっしゃる場合は、そ
の方のお名前も併せてお書き添えください。

傍聴申込締切
申込締切は、平成２６年７月７日（月曜日）１２時必着とします。また、傍聴希望者が定員
になり次第、申込みを締め切らせていただきますので、あらかじめ御了承ください。
なお、座席に余裕がある場合は、当日の申込でも傍聴可能です。

今後の委託プロジェクト研究に係るブロック提案会
傍聴申込要領

【各会場共通：傍聴する場合の留意事項】
 傍聴に当たり、次の留意事項を遵守してください。これらを守られない場合は、傍聴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)携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。
 (ウ)傍聴中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと
・発言者に対する賛否の表明又は拍手
・傍聴中の入退席（ただし、やむを得ない場合を除く。）
 ・写真カメラ、ビデオカメラ等による撮影、テープレコーダー等による録音（ただし、事務局が特に認めた場合を
除く。）
・新聞、雑誌、その他議案に関連のない書類等の読書
・飲食及び喫煙
 (エ)鉄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。
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〇東北ブロック（仙台会場）

日時 平成２６年７月14日（月曜日）　13：30～16：30

場所 会場名：仙台ビジネスホテル

住　所：仙台市青葉区上杉1-4-25

電　話：022-261-5711

アクセス：仙台市営地下鉄勾当台公園駅下車徒歩5分

傍聴定員 最大30名を予定しております。

傍聴申込方法

傍聴を希望される方は、インターネット又はFAXにてお申込みください。
インターネットでお申し込みされる方は、申込フォームに必要事項を御入力の上、お申し
込みください。
ＦＡＸでお申し込みされる方は、傍聴申込様式に御記入の上、お申し込みください。
なお、お電話でのお申し込みは御遠慮ください。

 <インターネットによるお申込先>
　https://www.contact.maff.go.jp/affrc/form/ec57.htm

　<FAXによるお申込先>
 FAX送付先：東北農政局生産技術環境課　一谷、小柳 宛
 FAX番号：022-217-4180
  ・車椅子の方は、その旨をお書き添えください。また、介助の方がいらっしゃる場合は、
その方のお名前も併せてお書き添えください。

傍聴申込締切
申込締切は、平成26年７月9日（水曜日）12時必着とします。また、傍聴希望者が定員に
なり次第、申込みを締め切らせていただきますので、あらかじめ御了承ください。
なお、座席に余裕がある場合は、当日の申込でも傍聴可能です。

今後の委託プロジェクト研究に係るブロック提案会
傍聴申込要領

【各会場共通：傍聴する場合の留意事項】
 傍聴に当たり、次の留意事項を遵守してください。これらを守られない場合は、傍聴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)携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。
 (ウ)傍聴中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと
・発言者に対する賛否の表明又は拍手
・傍聴中の入退席（ただし、やむを得ない場合を除く。）
 ・写真カメラ、ビデオカメラ等による撮影、テープレコーダー等による録音（ただし、事務局が特に認めた場合を
除く。）
・新聞、雑誌、その他議案に関連のない書類等の読書
・飲食及び喫煙
 (エ)鉄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。
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〇関東ブロック（さいたま会場）

日時 平成２６年７月８日（火曜日）　１３：３０～１６：３０

場所 会場名：さいたま新都心合同庁舎２号館　５階共用大会議室５０１

住　所：〒330－9722　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

電　話：０４８－７４０－０４３２（生産技術環境課）

アクセス：JR京浜東北線・高崎線・宇都宮線「さいたま新都心」駅下車又はJR埼京線「北
与野」駅下車

傍聴定員 １５０名を予定しております。

傍聴申込方法

傍聴を希望される方は、インターネット又はFAXにてお申込みください。
インターネットでお申し込みされる方は、申込フォームに必要事項を御入力の上、お申し
込みください。
ＦＡＸでお申し込みされる方は、傍聴申込様式に御記入の上、お申し込みください。
なお、お電話でのお申し込みは御遠慮ください。

 <インターネットによるお申込先>
　https://www.contact.maff.go.jp/affrc/form/ec57.htm

 <FAXによるお申込先>
 FAX送付先：関東農政局生産技術環境課　成瀬　または　山本 宛
 FAX番号：０４８－６０１－１４３１
  ・車椅子の方は、その旨をお書き添えください。また、介助の方がいらっしゃる場合は、
その方のお名前も併せてお書き添えください。

傍聴申込締切
申込締切は、平成26年７月３日（木曜日）12時必着とします。また、傍聴希望者が定員に
なり次第、申込みを締め切らせていただきますので、あらかじめ御了承ください。
なお、座席に余裕がある場合は、当日の申込でも傍聴可能です。

今後の委託プロジェクト研究に係るブロック提案会
傍聴申込要領

【各会場共通：傍聴する場合の留意事項】
 傍聴に当たり、次の留意事項を遵守してください。これらを守られない場合は、傍聴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)携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。
 (ウ)傍聴中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと
・発言者に対する賛否の表明又は拍手
・傍聴中の入退席（ただし、やむを得ない場合を除く。）
 ・写真カメラ、ビデオカメラ等による撮影、テープレコーダー等による録音（ただし、事務局が特に認めた場合を
除く。）
・新聞、雑誌、その他議案に関連のない書類等の読書
・飲食及び喫煙
 (エ)鉄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。
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〇北陸ブロック（金沢会場）

日時 平成２６年７月１５日（火曜日）　13：15～16：30

場所 会場名：石川県文教会館４０１・４０２会議室（４Ｆ）

住　所：金沢市尾山町１０－５

電　話：０７６－２６２－７３１１

アクセス：バス利用の場合は金沢駅東口から乗車、「南町」バス亭にて下車後徒歩２分
　　　　　　バス乗車時間約１３分（乗り場　６～１０）
　　　　　　駐車場は用意していませんので、会場付近の駐車場（有料）をご利用願い
　　　　　　ます。

傍聴定員 ６０名を予定しております。

傍聴申込方法

傍聴を希望される方は、インターネット又はFAXにてお申込みください。
インターネットでお申し込みされる方は、申込フォームに必要事項を御入力の上、お申し
込みください。
ＦＡＸでお申し込みされる方は、傍聴申込様式に御記入の上、お申し込みください。
なお、お電話でのお申し込みは御遠慮ください。

 <インターネットによるお申込先>
　https://www.contact.maff.go.jp/affrc/form/ec57.htm

 <FAXによるお申込先>
 FAX送付先：北陸農政局生産部生産技術環境課　宮腰　宛
 FAX番号：０７６-２３２-５８２４
  ・車椅子の方は、その旨をお書き添えください。また、介助の方がいらっしゃる場合は、
その方のお名前も併せてお書き添えください。

傍聴申込締切
申込締切は、平成26年７月１１日（金曜日）12時必着とします。また、傍聴希望者が定員に
なり次第、申込みを締め切らせていただきますので、あらかじめ御了承ください。
なお、座席に余裕がある場合は、当日の申込でも傍聴可能です。

今後の委託プロジェクト研究に係るブロック提案会
傍聴申込要領

【各会場共通：傍聴する場合の留意事項】
 傍聴に当たり、次の留意事項を遵守してください。これらを守られない場合は、傍聴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)携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。
 (ウ)傍聴中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと
・発言者に対する賛否の表明又は拍手
・傍聴中の入退席（ただし、やむを得ない場合を除く。）
 ・写真カメラ、ビデオカメラ等による撮影、テープレコーダー等による録音（ただし、事務局が特に認めた場合を
除く。）
・新聞、雑誌、その他議案に関連のない書類等の読書
・飲食及び喫煙
 (エ)鉄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。
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〇東海ブロック（名古屋会場）

日時 平成26年7月16日（水曜日）　13:30～16:30

場所 会場名：桜華会館「桜花の間」

住　所：名古屋市中区三の丸１丁目７－２ 

電　話：052-201-8076

アクセス：
名古屋市営地下鉄名城線「市役所」駅５番出口から徒歩10分
名古屋市営地下鉄鶴舞線「丸の内」駅１番出口から徒歩10分
名古屋市営地下鉄桜通線「丸の内」駅４番出口から徒歩15分

傍聴定員 ６０名を予定しております。

傍聴申込方法

傍聴を希望される方は、インターネット又はFAXにてお申込みください。
インターネットでお申し込みされる方は、申込フォームに必要事項を御入力の上、お申し
込みください。
ＦＡＸでお申し込みされる方は、傍聴申込様式に御記入の上、お申し込みください。
なお、お電話でのお申し込みは御遠慮ください。

 <インターネットによるお申込先>
　https://www.contact.maff.go.jp/affrc/form/ec57.htm

 <FAXによるお申込先>
 FAX送付先：東海農政局生産部生産技術環境課　安達、澤田、深浦 宛
 FAX番号：052-218-2793

  ・車椅子の方は、その旨をお書き添えください。また、介助の方がいらっしゃる場合は、
その方のお名前も併せてお書き添えください。

傍聴申込締切
申込締切は、平成26年７月11日（金曜日）12時必着とします。また、傍聴希望者が定員に
なり次第、申込みを締め切らせていただきますので、あらかじめ御了承ください。
なお、座席に余裕がある場合は、当日の申込でも傍聴可能です。

今後の委託プロジェクト研究に係るブロック提案会
傍聴申込要領

【各会場共通：傍聴する場合の留意事項】
 傍聴に当たり、次の留意事項を遵守してください。これらを守られない場合は、傍聴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)携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。
 (ウ)傍聴中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと
・発言者に対する賛否の表明又は拍手
・傍聴中の入退席（ただし、やむを得ない場合を除く。）
 ・写真カメラ、ビデオカメラ等による撮影、テープレコーダー等による録音（ただし、事務局が特に認めた場合を
除く。）
・新聞、雑誌、その他議案に関連のない書類等の読書
・飲食及び喫煙
 (エ)鉄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。
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〇近畿ブロック（京都会場）

日時 平成２６年７月１５日（火曜日）　１３：３０～１６：３０

場所 会場名：ホテル ルビノ京都堀川　平安の間（地下１階）

住　所：〒６０２－８０５６　京都市上京区東堀川通下長者町下ル

電　話：０７５－４３２－６１６１（代表）

アクセス：
地下鉄の場合 市営地下鉄 丸太町駅より徒歩約15分。
市バスの場合 ＪＲ京都駅から９番若しくは５０番乗車後「堀川下長者」で下車。
案内図　http://www.rubino.gr.jp/access/index.html

傍聴定員 ６０名を予定しております。

傍聴申込方法

傍聴を希望される方は、インターネット又はFAXにてお申込みください。
インターネットでお申し込みされる方は、申込フォームに必要事項を御入力の上、お申し
込みください。
ＦＡＸでお申し込みされる方は、傍聴申込様式に御記入の上、お申し込みください。
なお、お電話でのお申し込みは御遠慮ください。

 <インターネットによるお申込先>
　https://www.contact.maff.go.jp/affrc/form/ec57.htm

 <FAXによるお申込先>
 FAX送付先：近畿農政局生産技術環境課 宛
 FAX番号：０７５-４１４-９０３０
  ・車椅子の方は、その旨をお書き添えください。また、介助の方がいらっしゃる場合は、
その方のお名前も併せてお書き添えください。

傍聴申込締切
申込締切は、平成２６年７月１１日（金曜日）１２時必着とします。また、傍聴希望者が定員
になり次第、申込みを締め切らせていただきますので、あらかじめ御了承ください。
なお、座席に余裕がある場合は、当日の申込でも傍聴可能です。

今後の委託プロジェクト研究に係るブロック提案会
傍聴申込要領

【各会場共通：傍聴する場合の留意事項】
 傍聴に当たり、次の留意事項を遵守してください。これらを守られない場合は、傍聴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)携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。
 (ウ)傍聴中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと
・発言者に対する賛否の表明又は拍手
・傍聴中の入退席（ただし、やむを得ない場合を除く。）
 ・写真カメラ、ビデオカメラ等による撮影、テープレコーダー等による録音（ただし、事務局が特に認めた場合を
除く。）
・新聞、雑誌、その他議案に関連のない書類等の読書
・飲食及び喫煙
 (エ)鉄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。
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〇中国四国ブロック（岡山会場）

日時 平成２６年７月１６日（水曜日）　１３：３０～１６：３０

場所 会   場：　岡山第２合同庁舎　２階共用会議室ＡＢ

住　 所：　〒700-8532 岡山市北区下石井１丁目４番１号

電 　話：  ０８６－２２４－４５１１（内線２７７１、２４２６）

アクセス：JR岡山駅より南へ徒歩7分（http://www.maff.go.jp/chushi/annai/index.html）

傍聴定員 ５０名

傍聴申込方法

傍聴を希望される方は、インターネット又はFAXにてお申込みください。
インターネットでお申し込みされる方は、申込フォームに必要事項を御入力の上、お申し
込みください。
ＦＡＸでお申し込みされる方は、傍聴申込様式に御記入の上、お申し込みください。
なお、お電話でのお申し込みは御遠慮ください。

 <インターネットによるお申込先>
　https://www.contact.maff.go.jp/affrc/form/ec57.htm

 <FAXによるお申込先>
 FAX送付先：中国四国農政局 生産部 生産技術環境課　松本、伊藤 宛
 FAX番号：０８６-２３２-７２２５

傍聴申込締切
　申込締切は、平成２６年７月１１日（金曜日）１２時必着とします。また、傍聴希望者が定
員になり次第、申込みを締め切らせていただきますので、あらかじめ御了承ください。
　なお、座席に余裕がある場合は、当日の申込でも傍聴可能です。

今後の委託プロジェクト研究に係るブロック提案会
傍聴申込要領

【各会場共通：傍聴する場合の留意事項】
 傍聴に当たり、次の留意事項を遵守してください。これらを守られない場合は、傍聴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)携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。
 (ウ)傍聴中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと。
　　　・発言者に対する賛否の表明又は拍手
　　　・傍聴中の入退席（ただし、やむを得ない場合を除く。）
 　　 ・写真カメラ、ビデオカメラ等による撮影、テープレコーダー等による録音（ただし、事務局が特に認めた
　　　　場合を除く。）
      ・新聞、雑誌、その他議案に関連のない書類等の読書
      ・飲食及び喫煙
 (エ)鉄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。



8

〇九州ブロック（熊本会場）

日時 平成２６年７月１４日（月曜日）　１３：１５～１６：１５

場所 会場名：プラザホール（くまもと森都心プラザ５階）

住　所：熊本県熊本市西区春日１丁目１４番１号

電　話：０９６－３５５－７４００（代表）

アクセス：ＪＲ熊本駅から歩道橋で電車通りを渡って森都心プラザの２階の
　　　　　　エレベーター及びエスカレーターで５階のプラザホールへ５分ほどで着きます。
　         ：熊本駅前電停でから歩道橋で電車通りを渡って森都心プラザの２階の
　　　　　　エレベーター及びエスカレーターで５階のプラザホールへ４分ほどで着きます。

傍聴定員 ５０名程度を予定しております。

傍聴申込方法

傍聴を希望される方は、インターネット又はFAXにてお申込みください。
インターネットでお申し込みされる方は、申込フォームに必要事項を御入力の上、お申し
込みください。
ＦＡＸでお申し込みされる方は、傍聴申込様式に御記入の上、お申し込みください。
なお、お電話でのお申し込みは御遠慮ください。

 <インターネットによるお申込先>
　https://www.contact.maff.go.jp/affrc/form/ec57.htm

 <FAXによるお申込先>
 FAX送付先：九州農政局 生産部 生産技術環境課　松本、下田宛
 FAX番号：０９６－２１１－９７４５
 ・車椅子の方は、その旨をお書き添えください。また、介助の方がいらっしゃる場合は、そ
の方のお名前も併せてお書き添えください。

傍聴申込締切
申込締切は、平成２６年７月９日（水曜日）１２時必着とします。また、傍聴希望者が定員
になり次第、申込みを締め切らせていただきますので、あらかじめ御了承ください。
なお、座席に余裕がある場合は、当日の申込でも傍聴可能です。

今後の委託プロジェクト研究に係るブロック提案会
傍聴申込要領

【各会場共通：傍聴する場合の留意事項】
 傍聴に当たり、次の留意事項を遵守してください。これらを守られない場合は、傍聴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)携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。
 (ウ)傍聴中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと
・発言者に対する賛否の表明又は拍手
・傍聴中の入退席（ただし、やむを得ない場合を除く。）
 ・写真カメラ、ビデオカメラ等による撮影、テープレコーダー等による録音（ただし、事務局が特に認めた場合を
除く。）
・新聞、雑誌、その他議案に関連のない書類等の読書
・飲食及び喫煙
 (エ)鉄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。



                                                                                
 

今後の委託プロジェクト研究に係るブロック提案会 
傍聴申込様式 

 
 
 
■傍聴を希望する提案会会場 ※一箇所に○をつけて下さい。 

 
北海道 ・ 東北 ・ 関東 ・ 北陸 ・ 東海 ・ 近畿 ・ 中国四国 ・ 九州 

 
 
 
  （フリガナ） 
 

  １．氏 名 

   

 

 ２．ご連絡先 

   メールアドレス 

    

   電話番号／ＦＡＸ番号 

 

 

３．勤務先所属団体等名 
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 ５．備考 
 


	（別添３）表紙（傍聴）
	表紙 (別添3)

	傍聴受付一式
	（別紙１）傍聴受付
	傍聴詳細

	東北修正（別紙１）傍聴受付
	傍聴詳細

	（別紙１）傍聴受付（関東）
	傍聴詳細

	（別紙１）傍聴受付
	傍聴詳細

	（別紙１）傍聴申込要領
	傍聴詳細

	(別紙１)傍聴受付（近畿）
	傍聴詳細

	260613-（別紙１）傍聴受付（中国四国）
	傍聴詳細 (中国四国)

	（別紙１）傍聴受付
	傍聴詳細


	傍聴申込様式
	表紙（提案）
	表紙

	表紙（傍聴）
	表紙


