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 NPO 法人食品保健科学情報交流協議会 

理事長 馬場 良雄 

 

        NPO 法人食科協では、新型コロナ感染症禍にあるため、「小規模講演会と同時配信」に

より講演会活動をすることとしております。 

今年度も、令和 5 年３月に例年通り食の安全勉強会を「最近における食品安全に関する話

題から（仮題）」をテーマに食品表示関係と食中毒を話題とすることとし下記のとおり開催

することと予定しております。 

食品表示については、法制定（2013 年）から来年度は満 10 年となることからこの間の

状況を顧みます。また、最近の目に余る不適切な表示やそれに伴う自主回収事例には多くの

意見や疑問が呈されているところです。 

食中毒については、これまでに例を見ないアニサキスによる事例発生が継続していること

及び類似する食中毒事件に基づく行政処分が不利益処分であるとする行政不服の問題があ

ったところです。これらについて考えるものです。 

先に公表又は送付した「22 年度食科協食の安全勉強会開催予告及び案内」の講演順番に

変更がありますので、ご注意ください。 

Zoom 招待メールは別途発信（3 月 14 日予定）いたします。 

                 記 

2022 年度食科協食の安全勉強会               

１ 開催日時  令和年 5 年 3 月 22 日(水)                  12:50～16:50 

２ 開催場所 （一財）日本科学技術連盟本部 ROOM-E 

３ テーマ  最近における食品安全に関する話題から 

４ 主 催  NPO 法人食品保健科学情報交流協議会 

 

５ 講演会                              12:50 

  理事長挨拶 NPO 法人食科協理事長                  馬場 良雄 

  座  長  日本食品衛生協会常務理事        加地 祥文氏 

        （NPO 法人食科協常任理事） 

  講演Ⅰ                                   13:00～13:45 

演題  わが国におけるアニサキス食中毒に関する最近の情報 

講師   国立感染症研究所寄生動物部客員研究員（前第２室長） 

杉山 広氏 

 



講演Ⅱ                                    13:45～14:30 

演題  食中毒事件に基づく不利益処分と行政手続法 

   講師   ＮＰＯ法人食科協常任理事        小暮 実氏 

  講演Ⅲ                                    14:40～15:25  

演題  食品表示法 10 年を考える 

   講師   消費生活コンサルタント         森田 満樹氏 

        （NPO 法人食科協常任理事） 

  講演Ⅳ                                   15:25～16:10 

演題  食品の自主回収制度の公開情報にみられる表示間違いについて 

講師   ＮＰＯ法人食科協運営委員               藤平 幸男氏 

   

６ 意見交換会                                 16:15～16:50 

   座長    加地 祥文氏 

 

７ 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 会員及び一般とし、特に定員は設けません。 

 

８ 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）  

学生又は食品衛生監視員 2,000 円 

       一般参加・非会員他 ４,000 円 

お申し込みの取り消しについて：資料を配送後にお取消しの場合は、全額をお支払いいただ

きます。悪しからずご了承ください。 

（注）申し込みは、「10 申し込み方法と後述の申し込み要領」をご参照ください。 

 

９ 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。3 月 14 日予定 

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、 

・Web 会場に入室して受講する。 



 

10 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 2023 年 3 月 3 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 3 月 10 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。 

 

11 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。 

 

12 講演会参加申込書は別紙のとおり 

以上 

 

 

 

 



2022 年度食科協食の安全勉強会申し込み要領 

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 

・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 

・入金の有無にかかわらず、受け付け次第メールで連絡をいたします。 

・小規模講演会の現地参加申込みの方には、受け付け順に受講票を送付いたします。 

・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 3 月 3 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。 

 

・3 月 10 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 

・3 月 14 日 上記ＤＶＤの参加者様へ到着する予定（発送後 2 日間程度かかります） 

・3 月 14 日から 3 月 17 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。 

・3 月 14 日 Zoom 招待メール一斉配信（予定） 

・3 月 22 日（水）、講演会開催（Zoom 開場 12:30 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   
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