
東京電力福島原子力発電所事故に係る連絡会議構成員（25年6月10日現在）

団体名 団体名

北海道 全国小麦粉分離加工協会

青森県 全国魚卸売市場連合会

岩手県 全国食酢協会中央会

宮城県 全国水産物卸組合連合会

秋田県 全国水産物商業協同組合連合会

山形県 全国青果卸売協同組合連合会

福島県 一般社団法人 全国青果卸売市場協会

茨城県 全国青果物商業協同組合連合会

栃木県 全国製麺協同組合連合会

群馬県 一般社団法人 全国清涼飲料工業会

埼玉県 全国惣菜宅配協会

千葉県 一般社団法人 全国水産卸協会

千葉県旭市 一般社団法人 全国中央市場青果卸売協会

東京都 一般財団法人 全国豆腐協会

神奈川県 全国納豆協同組合連合会

新潟県 全国パン粉工業協同組合連合会

山梨県 一般社団法人 全国ビスケット協会

長野県 全国マヨネーズ・ドレッシング類協会

岐阜県 全国味噌工業協同組合連合会

静岡県 全日本菓子協会

三重県 全日本カレー工業協同組合

鳥取県 社団法人 全日本コーヒー協会

島根県 全日本スパイス協会

広島県 全日本漬物協同組合連合会

一般財団法人 食品環境検査協会 全日本パン協同組合連合会

一般社団法人 日本科学飼料協会 東京都中央卸売市場

公益社団法人 日本獣医師会 日本アミノ酸液工業会

財団法人 日本醤油技術センター 日本イースト工業会

一般財団法人 日本食品分析センター 日本うま味調味料協会

一般社団法人 日本農林規格協会 日本エキス調味料協会

一般財団法人 日本冷凍食品検査協会 一般社団法人 日本加工食品卸協会

一般社団法人 日本果樹種苗協会

健康と食品懇話会 公益社団法人 日本缶詰協会

一般財団法人 食品産業センター 日本こめ油工業協同組合

一般社団法人 新日本スーパーマーケット協会 一般社団法人 日本種苗協会

全国乾麺協同組合連合会 日本醤油協会

全国給食事業協同組合連合会 一般社団法人 日本植物油協会

全国小麦粉卸商組合連合会 社団法人 日本水産物貿易協会



日本スープ協会 社団法人 全国肉用牛振興基金協会

一般社団法人 日本惣菜協会 全国乳業協同組合連合会

一般社団法人 日本即席食品工業協会 全国農業会議所

日本チェーンストア協会 全国農業機械商業協同組合連合会

日本豆腐協会 全国農業協同組合中央会

一般社団法人 日本パスタ協会 全国農業協同組合連合会

一般社団法人 日本パン工業会 一般社団法人 全国農協乳業協会

日本百貨店協会 全国農薬協同組合

一般社団法人 日本フードサービス協会 一般社団法人 全国肥料商連合会

日本フラワーペースト工業会 全国米菓工業組合

公益社団法人 日本べんとう振興協会 全国米穀工業協同組合

日本マーガリン工業会 全国米穀販売事業共済協同組合

一般社団法人 日本冷凍食品協会 一般社団法人 全国米麦改良協会

農林水産物等輸出促進全国協議会 全国麦茶工業協同組合

無添加食品販売協同組合 全国餅工業協同組合

全国有機農業推進協議会

青森県農業協同組合中央会 全国酪農業協同組合連合会

茨城県農業協同組合中央会 一般社団法人 全日本畜産振興事業中央会

茨城県酪農業協同組合連合会 財団法人 畜産環境整備機構

岩手県農業協同組合中央会 公益社団法人 畜産技術協会

関東生乳販売農業協同組合連合会 公益財団法人 中央果実協会

群馬県農業協同組合中央会 公益社団法人 中央畜産会

飼料輸出入協議会 一般社団法人 中央酪農会議

製粉協会 東京食肉市場卸商協同組合

全国開拓農業協同組合連合会 東京電力原発事故農畜産物損害賠償対策秋田県協議会

一般社団法人 全国牛乳流通改善協会 東京電力原発事故農畜産物損害賠償対策茨城県協議会

全国穀類工業協同組合 東京電力原発事故農畜産物損害賠償対策福島県協議会

全国主食集荷協同組合連合会 東京都農業協同組合中央会

公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会 東北生乳販売農業協同組合連合会

全国食肉業務用卸協同組合連合会 栃木県農業協同組合中央会

全国食肉事業協同組合連合会 長野県農業協同組合中央会

一般社団法人 全国食糧保管協会 日本園芸農業協同組合連合会

全国精麦工業協同組合連合会 一般社団法人 日本花き生産協会

協同組合 全国製粉協議会 一般社団法人 日本果汁協会

全国たばこ耕作組合中央会 社団法人 日本家畜商協会

全国畜産農業協同組合連合会 日本家畜人工授精師協会

全国茶生産団体連合会 公益社団法人 日本軽種馬協会

一般社団法人 全国トマト工業会 一般社団法人 日本施設園芸協会

全国肉牛事業協同組合 一般社団法人 日本種鶏孵卵協会



一般社団法人 日本食鳥協会 一般社団法人 全国木材組合連合会

一般社団法人 日本食肉加工協会 一般社団法人 日本植木協会

公益社団法人 日本食肉市場卸売協会 日本特用林産振興会

日本食肉輸出入協会

日本食肉流通センター卸売事業協同組合 茨城県内水面漁業協同組合連合会

協同組合 日本飼料工業会 岩手県内水面漁業協同組合連合会

公益社団法人 日本炊飯協会 一般社団法人 海外まき網漁業協会

一般社団法人 日本精米工業会 漁船保険中央会

一般社団法人 日本草地畜産種子協会 群馬県漁業協同組合連合会

一般社団法人 日本畜産副産物協会 埼玉東部漁業協同組合

公益社団法人 日本茶業中央会 一般社団法人 全国いか釣り漁業協会

一般社団法人 日本乳業協会 全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会

公益社団法人 日本農業法人協会 全国共済水産業協同組合連合会

一般社団法人 日本発芽玄米協会 全国漁業共済組合連合会

日本ハム・ソーセージ工業協同組合 全国漁業協同組合連合会

日本米穀小売商業組合連合会 一般社団法人 全国近海かつお・まぐろ漁業協会

社団法人 日本養鶏協会 全国さんま棒受網漁業協同組合

一般社団法人 日本養豚協会 全国水産加工業協同組合連合会

社団法人 日本養蜂はちみつ協会 一般社団法人 全国底曳網漁業連合会

社団法人 日本酪農乳業協会 全国内水面漁業協同組合連合会

一般社団法人 日本卵業協会 一般社団法人 全国まき網漁業協会

財団法人 農業倉庫受寄物損害補償基金 全国養鱒振興協会

ビーフン協会 全国養鯉振興協議会

公益社団法人 福島県畜産振興協会 一般社団法人 大日本水産会

福島県農業協同組合中央会 千葉県内水面漁業協同組合連合会

福島県酪農業協同組合 栃木県漁業協同組合連合会

一般社団法人 米穀特別隔離対策推進協会 日本かつお・まぐろ漁業協同組合

三重県農業協同組合中央会 社団法人 日本定置漁業協会

工業組合 もやし生産者協会 福島県鮭増殖協会

山形県農業協同組合中央会 福島県内水面漁業協同組合連合会

輸入食糧協議会 福島県養鯉事業振興会

北部太平洋まき網漁業協同組合連合会

農林中央金庫 北海道漁業協同組合連合会

社団法人 本州鮭鱒増殖振興会

全国土地改良事業団体連合会

一般財団法人 都市農山漁村交流活性化機構 千葉県契約取引事業者連合会

公益財団法人 日本食品油脂検査協会

全国食用きのこ種菌協会 一般財団法人 日本清涼飲料検査協会

全国森林組合連合会 農民運動茨城県連合会



農民運動全国連合会


