
（中小企業庁主催）

開催県 開催日時 開　催　場　所 申　込　先

１１月２８日（金） 札幌市中央区北4条西6丁目

13:30～16:30 ホテル ポールスター札幌　2階「ポールスターホール」

１１月２０日(木) 青森市安方1-1-40

13:00～16:00 青森県観光物産館 アスパム　4階 「十和田」

１１月２１日(金) 岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁目９−１

13:00～16:00 盛岡地域交流センター「マリオス」 18階　「188会議室」

１１月２７日(木) 宮城県仙台市青葉区柏木1-2-45

13:00～16:00 フォレスト仙台　2階  「第1・第2フォレストホール」

１１月１７日(月) 宇都宮市本町1-8

13:30～17:30 栃木県総合文化センター　「第一会議室」

１１月２５日(火) 前橋市千代田町2-5-1

13:30～17:00 前橋テルサ　9階　「つつじ」

１１月１０日(月) さいたま市浦和区仲町3-5-1

13:30～17:00 埼玉県県民センター　「大ホール」

１１月１４日(金) 千葉市美浜区高洲3-8-5

13:30～17:00 ヴェルシオーネ若潮　「福宝の間」

１１月１９日(水) 千葉県松戸市松戸1879-1

13:30～17:00 松戸商工会議所　「大会議室」

東京都 １１月７日(金) 千代田区一ツ橋2-6-2

13:30～17:00 日本教育会館　「第1会議室」

１１月１２日(水) 千代田区一ツ橋2-6-2

13:30～17:00 日本教育会館　「第1会議室」

１１月２１日(金) 長野市大字南長野北石堂町1177-3

13:30～17:00 ＪＡ長野県ビル　「大会議室」

１１月２５日(火) 岐阜市鶴舞町2-6-7

13:30～16:30 ワークプラザ岐阜　「大ホール」

１１月１８日(火) 名古屋市中区錦1-18-22

13:30～16:30 名古屋サンスカイルーム　「Ａ室」

１１月１２日(水) 津市新町1-6-28

13:30～16:30 プラザ洞津　「高砂の間」

１１月２１日(金) 滋賀県大津市におの浜1-1-20

13:30～16:30 ピアザ淡海：滋賀県立県民交流センター　３階「大会議室

１１月２６日(水) 京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676-13

13:30～16:30 メルパルク京都　６階　「貴船」

１１月１１日(火) 大阪市住之江区南港北1-7-50

大阪府 13:30～16:30 ホテルコスモスクエア国際交流センター　「講堂」

１１月１７日(月) 大阪市住之江区南港北1-7-50

13:30～16:30 ホテルコスモスクエア国際交流センター　「講堂」

１１月６日(木) 奈良県奈良市登大路町36-2

13:30～16:30 奈良商工会議所　地階　「ＡＢ会議室」

岡山県 １１月１７日(月) 岡山市北区下石井2-6-41 200名

13:30～16:30 ピュアリティまきび　「孔雀の間」

１１月１０日(月) 広島市中区上八丁堀6-30

13:30～16:30 広島合同庁舎第１号館附属棟　2階　「大会議室」

１１月１１日(火) 広島市中区上八丁堀6-30

13:30～16:30 広島合同庁舎第１号館附属棟　2階　「大会議室」

11月１３日(木) 山口市大手町2-18

13:30～16:30 山口県教育会館　「第一研修室」

11月27日(木) 徳島市山城町東浜傍示1

13:30～16:30 アスティとくしま　「第２特別会議室」

11月21日(金) 高松市サンポート3-33

13:30～16:30 高松サンポート合同庁舎　低層棟２階　「アイホール」

１１月１８日（火） 福岡市博多区吉塚本町９番１５号

１３：３０～１６：３０ 福岡県中小企業振興センタ－　３階　「３０１会議室」

１１月１９日（水） 福岡市博多区吉塚本町９番１５号

１３：３０～１６：３０ 福岡県中小企業振興センタ－　３階　「３０１会議室」

１１月２０日（木） 長崎市桜町９－６

１３：３０～１６：３０ 長崎県勤労福祉会館 ２階 「講堂」

１１月２５日（火） 大分市金池町３丁目１番６４号

１３：３０～１６：３０ 大分県中小企業会館　６階　「大会議室」

１１月２８日（金） 鹿児島市山下町５番３号

１３：３０～１６：３０ 宝山ホール（鹿児島県文化センタ－）２階　「第３会議室」

１１月１１日(火) 沖縄県那覇市おもろまち２－１－１

13:30～16:30 那覇第２地方合同庁舎１号館　「大会議室」

群馬県

○

〒330-9715
　さいたま市中央区新都心1-1　さいたま新都心合同庁舎第1号館
　関東経済産業局産業部中小企業課下請代金検査官室
　　TEL　048 (600) 0325　FAX　048 (601) 1294
  ※当局のホームページからお申し込みください。
　    http://www.kanto.meti.go.jp/

○

〒730-8531　広島市中区上八丁堀6-30　広島合同庁舎第2号館
　中国経済産業局 産業部 中小企業課
　　TEL　082 (224)5661　FAX　082 (224)5643
　※当局のホームページからお申し込みください。
　   http://www.chugoku.meti.go.jp/

○

○

〒060-0808
　札幌市北区北８条西２丁目１－１　札幌第１合同庁舎
　北海道経済産業局 産業部 中小企業課
　　TEL　011（709）1783　FAX　011(709)4138
  ※当局のホームページからお申し込みください。
　    http://www.hkd.meti.go.jp/

200名

340名

〒450-0003
　名古屋市中村区名駅南4-1-22
　中部経済産業局産業部中小企業課下請代金検査官室
　 　TEL　052 (589) 0170　FAX　052 (589) 0173
   ※当局のホームページからお申し込みください。
　    http://www.chubu.meti.go.jp/

〒540-8535
　大阪市中央区大手前1-5-44　大阪合同庁舎第1号館
　近畿経済産業局 産業部 中小企業課 下請取引適正化推進室
　  TEL　06 (6966) 6037　FAX　06 (6966) 6083
　※詳細は当局のホームページをご覧ください。
　   http://www.kansai.meti.go.jp/

〒760-8512　高松市サンポート3-33　高松サンポート合同庁舎
　四国経済産業局産業部中小企業課
　　TEL　087 (811) 8529　　FAX　087 (811) 8558
　※当局のホームページからお申し込みください。
　    http://www.shikoku.meti.go.jp/

240名

平成２６年度下請取引適正化推進講習会の開催場所等について　

募集定員

○ 〒980-8403
　仙台市青葉区本町3-3-1  仙台合同庁舎
　東北経済産業局産業部中小企業課
　　ＴＥＬ　022 (221) 4922　ＦＡＸ　022 (215) 9463
　※当局のホームページからお申し込みください。
　    http://www.tohoku.meti.go.jp/

青森県

100名

340名

120名

宮城県

100名

100名

（注）申込可能人数は，会場の収容数に鑑み，１事業所当たり原則として２名以内とします。ただし，募集定員欄に○印のある開催場所は１事業所当たりの人数制限はありません。

徳島県

180名

250名

○

〒900-0006　那覇市おもろまち2-1-1那覇第２地方合同庁舎２号館
　沖縄総合事務局経済産業部中小企業課
　　TEL　098 (866) 1755　　FAX　098 (860)3710

〒812-8546
　福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎
　九州経済産業局産業部中小企業課
　　TEL　092 (482) 5450　　FAX　092 (482) 5393
　※当局のホームページからお申し込みください。
　   http://www.kyushu.meti.go.jp/〇

香川県

福岡県

100名

沖縄県 100名 ○

鹿児島県

〇

〇

大分県

130名

100名

130名

長崎県

100名

130名

山口県

京都府

80名

１50名

北海道

○

250名

○

250名

愛知県

岐阜県

○

130名

100名

100名

１00名

○

150名

300名

300名

長野県

滋賀県

栃木県

岩手県

○

90名

埼玉県

150名

150名

奈良県

三重県

千葉県

広島県
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