2020 年９月 19 日

オンライン「有機農業研究者会議 2020」Q&A
有機農業研究 者会議 2020 実行委員会事務 局
Q: オンラインで開催する場合、どのような形式で配信されるのですか。
A:

Zoom ウェビナ ーを利 用して、生 （ ライブ） 配信で行いま す。
参加者か らの質 問を受 け付ける 質疑応 答の時 間も用意 いたし ます。 Q&A を利用 して講 師
への質問にも 対応でき るように考え てます。

Q: 参加申込方法を教えてください。
A:

昨年までの研 究者会議 では、FAX および E-メ ールでの参加 申込を受 け付けていま したが、
ウェブサイト 「有機農 業をはじめよ う！」の 参加申込フォ ームから お申込みくだ さい。
「参加時の氏 名または 団体名」 は、Zoom ウ ェビナーに参 加すると きに、当方が 参加費を
お支払いいた だいた方 かどうか確認 し、「許可 」するための 名前です 。

Q: オンライン研究者会議の参加はどのようにすればよいのですか。
A:

参加申込をい ただき、 参加費をお支 払いいた だいた方に、 メールで 講演要旨の PDF ファ
イルと研究者 会議参加 用 URL を送付し ます。開始 30 分前よりア クセ スいただくと、当方
の「許可」後 、研究者 会議に参加で きるよう になります。
ご利用経験の ない方の ために「 Zoom ウェビ ナーの入室方 法」をご 案内いたしま す。 申込
時の「アドレ ス」「参加 時の氏名また は団体名 」 で入室して ください 。
パブリックビ ューイン グ会場 を設置 され、上 映が可能かど うかを試 したい場合は お申し出
ください。事 前にリハ ーサルを行う ようにし ます。

Q: パブリックビューイング会場の設置とはどのように行うのですか。
A:

パブリックビ ューイン グ会場は、ウェ ブ環境 の整わない方 に参加い ただけること と、地域
ごとに同じ課題を持っておられる方々に集まっていただき情報交流をしていただければ
との考えで設 置をお願 いしています 。
したがって、 同一県内 に複数か所設 置してい ただくことも 可能です 。
もちろん、個 人で参加 いただくこと も可能で す。
個人は個人名 で、パブ リックビュー イング会 場は団体名で 申し込ん でいただきま す 。同一
団体が複数か 所で開催 する場合は、団 体名の あとに○○県 △会場、○○県□会場 などとし
てください。

Q: パブリックビューイング会場の参加費は、1 会場あたり 10,000 円に加えて、参加者一人あ
たり 2,000 円が必要なのですか。
A:

パブリックビ ューイン グ会場は、会場 の規模 に応じて何人 でも参加 可能です。事前 にお送
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りする講演要 旨（A4 サ イズ 10 ページ 程度） の PDF ファイ ルを必要 数印刷してご 利用く
ださい。
当方にお支払 いいただ く参加費は 、10,000 円×会場数（ア クセスす る アドレスの数 ）です 。
なお、会場費な どパブ リックビュー イング形 式を採用され る場合に かかる費用は、お申込
みいただいた 団体でご 負担いただき ます。
2,000 円は、あくまで 個人でアクセ スして参 加される方 （ 家族で視 聴されること は可能）
の参加費です 。
Q: パブリックビューイング会場 を設置する場合、新型コロナウイルスの感染症への対策は必
要ですか。
A:

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の感 染 症 の 拡 大 が ど の よう な 状 況 に な っ て も 開催 で き る 方 法 と し て 、
オンラインで の開催を 決めました。また、オ ンラインであ る利点を 生かして、全国各 地 で
ウェブ環境の 整わない 方も参加いた だける方 法として、パブリ ック ビューイング 形式を提
案しています 。
パブリックビ ューイン グ会場では、新型 コロ ナウイルスの 感染症へ の対策を行っ たうえで 、
3 密にならないよ うに 参加人数を制 限し、開 催していただ きますよ うお願いしま す。

Q: 資料集代金 1,000 円（送料込み）とありますが、申し込んだ（代金を支払った）場合、いつ
届くのですか。
A:

当日までに個 人および 各団体（会場 ）にお届 けするように いたしま す。
パブリックビ ューイン グ 会場に参加 される方 で 資料集（A4 サイズ 100 ページ程度）を必
要する方には 、10 月 31 日までにお申込 みい ただくと 当日 配布する ことが可能で す 。代金
は、1,000 円×冊数分 （送料込み） になりま す。
なお、参 加された 個人 、団体に は 、終 了後の アンケートに 回答いた だいたのち 、資料 集の
PDF ファ イルを配信 い たします。

Q: 公的機関が参加を申し込む場合、研究者会議終了後の支払いでも可能でしょうか。
A:

昨年までの研 究者会議 で、開催日当日 に請求 書をお渡しし、後日送 金いただいて いた都道
府県など公的 機関から の参加者（団体 ）に対 しては、参加申込 をい ただいた後 、開催 当日
までに請求書 をお送り し、会議終了後 の 11 月 30 日までに参加費 を支 払っていただ くこと
も可能です。
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