NPO 法人食品保健科学情報交流協議会

2021 年度食科協公開講演会の開催について
（主催）NPO 法人食品保健科学情報交流協議会
（NPO 法人食科協） 理事長 馬場 良雄
NPO法人食科協では、本年度の公開講演会を「フードロス対策の推進とコロナ禍にお
ける食品の安全確保」のテーマにより、次のとおり開催することといたしましたので、お
知らせいたします。
１

講演会の目的
2020年1月から国内において新型コロナウイルス感染症が流行継続し、変異株を伴い
いまだに猛威を振るっているところです。
この間に、フードサプライチェーンにおける各段階において原材料や食品の滞留や廃棄
が問題となり、また、飲食店等にあっては食品の持ち帰りやテイクアウトが常態化すると
ころとなるとともに、フードロスが社会問題となっています。
また、SDG'ｓへの取り組みが進む中で、その目標である「つくる責任、つかう責任」
にはフードロスも当然含まれることとされています。
NPO法人食科協では、フードロス対策の推進をするとともに、その過程において不適切
な取り扱いによる危害の発生が無いよう、食品の安全確保についてこの事業を推進する、
消費者庁、厚生労働省、農林水産省のご担当から解説を頂き、消費者や食品事業者等がど
のように対応するのかについて、理解し、実践頂けるよう講演会を開催するものです。
今回の公開講演会も、今年度の会員研修会と同様に新型コロナウイルス感染症流行下に
あるため、
「小規模講演会参加又は同時配信の Web セミナー参加」としております。
参加者全員に対し、申し込みを受けた後に、講演資料の DVD に収載した物をお手元に
送付します。資料内容のご確認後、講演会までに「ご意見・ご質問」をお受けいたします。
公開講演会の Web 配信による参加方法等については、別途、Web 参加申込者様に対
するメールにて連絡させていただきます。

２

開催日時

2021 年 11 月 17 日(水)

３

開催場所

一般財団法人日本科学技術連盟 本部 Room-E
東京都新宿区西新宿 2-7-1 小田急第一生命ビル 4 階

４

研修会の内容
挨拶
NPO 法人食科協
（１）講演会

13:30～16:40

馬場 良雄 理事長

座長 (公社)日本食品衛生協会

（14:00）

食品衛生研究所

加地 祥文氏

NPO 法人食科協常任理事
基調講演
（14:05～14:50）
演題 食品ロス削減の推進と食品安全について
講師 消費者庁消費者教育推進課食品ロス削減推進室 田中 誠氏
講演 Ⅰ
（14:50～15:20）
演題 食品ロスの取組について
～自主回収制度、食品のテイクアウト等の取組について～
講師 厚生労働省食品監視安全課 HACCP 推進室室長補佐 小野澤由子氏
講演 Ⅱ
（15:20～15:50）
演題 農林水産省における食品ロス削減対策について
講師

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課
食品ロス・リサイクル対策室長 森
意見交換
（16:00～16:30）
座
長
加地祥文氏
講演者
ご講演者
3名
5

定

員

講演会場

会場が新型コロナウイルス感染症対策のため、ソーシャルディ
スタンス確保のため、会員 20 名程度とさせていただきます。

Web セミナー
6

会員及び一般とし、定員は 100 名です。

参加費：ＤＶＤ資料代として（会場参加・Ｗeb 視聴参加、いずれも同額）
食科協会員 ２,000 円
賛助会員
無料（２名様参加招待）
一般参加・非会員他 ４,000 円（学生割引あり 2,000 円）
（注）申し込みは、「８

７

幸子氏

申し込み方法と後述の申し込み要領」をご参照ください。

Web セミナーのフローの概要（講演会参加申し込みから受講までのフロー）
① 参加希望者は、講演会参加申し込みをする。
② 参加希望者は、申し込み後、会費を納入する（事務局内の参加者名簿に登録されます）。
③ 事務局は、参加登録した順に申し込み受付済み及び現地参加の可否についてのメール
を送付する。
④ 事務局から、Zoom の招待メールを一斉送信する。11 月 5 日頃を予定
⑤ 参加者は、講演会当日は開始前までに招待メールの URL リンクをクリックする。
⑥ 提示された手順に従い、操作する。
・Zoom アプリをダウンロードし、
・Zoom アプリを開き、

８

・Web 会場に入室して受講する。
申し込み方法
食科協会員を含むすべての参加希望者は別紙１の参加申込書にご記入の上、E メール
（NPO2002-fhsinfo@ccfhs.or.jp）「NPO 法人食科協」宛 2021 年 10 月 29 日
（金）までにお申し込み下さい。
講演会参加費(資料代)を下記のいずれかの金融機関にお振込みください。
※恐れ入りますが振込み手数料はご負担下さい。
※請求書等の必要な方、支払時期について 11 月５日（金）までに入金できない方は
ご相談に応じます。
※請求書用紙は、下記お申し込み要領をご確認の上、別添ワード文書をお使いいただ
き、宛先ご記入の上返信ください。
返信に時間が掛ることがありますが、お申込み後 1 週間経っても返信がない場合は
事務局までお問い合わせください。
振込先
郵便振替口座 00190－6－558387 NPO 法人食科協
または
三菱 UFJ 銀行深川支店 普通預口座 1631361 NPO 法人食科協
（エヌピーオーホウジンショッカキョウ）
お問合せは、NPO 法人食科協へ E メール（NPO2002-fhsinfo@ccfhs.or.jp）
または電話 03-5669-8601、FAX（ 03-6666-9132）でお願します。
現地参加を希望された先着 20 名の方には参加証を E メールで送信しますので、当日
受付にて参加証をご提出ください。
なお、事務所の開設が火曜日と金曜日となっておりますので、返信に時間がかかるこ
とがあります。

９

10

会場案内は、会場参加者へ参加証に記入して通知いたします。
会場参加者はマスクの着用等コロナ対策を行うこと及び関係者の指示に従うこと。
ワクチンを接種されていること。
講演会参加申込書は別紙のとおり
以上

2021 年度食科協公開講演会申し込み要領
１．参加費（前記料金表をご覧ください）
２．支払方法
前記振込先にご入金ください。
３．小規模講演会は、正会員様優先で受付いたします。
下記の要領で申し込み願います
・入金の有無にかかわらず、受け付け次第連絡をいたします。
・別添の申し込み用紙（ワード文書）にご記入いただき、メール添付もしくはメール本文
に貼り付けてご返送ください。（手書き及びＦＡＸはご遠慮ください）
資料 DVD のお届けは、ヤマトＤＭ便を使用します。宛名シール作成のため、宛先住所/
所在地、法人の場合の法人名・所属、お名前は正確にお書きください。
・小規模講演会の現地参加（出席者限定 20 名程度）又は Web 参加（Zoom による同時
配信）をお選びいただき、どちらかへお申し込みください
・小規模講演会の現地参加申込みの方には、受け付け順に受講の可否通知を差し上げます。
・Web 参加（Zoom による同時配信）の方には受講票を返信いたします。
・受け付け内容に間違いがないかご確認ください。
・申し込みの締め切りは 10 月 29 日です。DVD 資料作成に少なからず時間を要しますの
で、締め切りは厳守ください。
・11 月 2 日 DVD 資料発送（講師使用予定の PPT をヤマトＤＭ便でお送りいたします）
・11 月５日 上記ＤＶＤのお客様へ到着する予定（発送後 2 日間程度かかります）
・11 月５日から 11 月 10 日 質問事項受付（講演会後半の意見交換会で回答予定）
下記、食科協事務所及び北村宛送付ください。
・11 月 5 日 Zoom 招待メール一斉配信（予定）
・11 月 17 日（水）、講演会開催（Zoom 開場 13:30 を予定）
NPO 法人食品保健科学情報交流協議会
江東区森下 3-14-3 全麺連会館 2 階
5669-8601
FAX6666-9132
NPO2002-fhsinfo@ccfhs.or.jp
＊緊急時等対応

運営委員長北村忠夫

E-mail: t.kita34-91@jcom.zaq.ne.jp

Tel: 090-9818-8721

