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全国米穀販売事業共済協同組合 理事長 木村　良
全国製粉協議会 会長 曽我　隆一
製粉協会 会長 近藤　和威
全国精麦工業協同組合連合会 会長 長澤　利久
（社）日本パン工業会 会長 飯島　延浩
全国パン粉工業協同組合連合会 理事長 小澤　修二
（社）日本即席食品工業協会 理事長 井田　純一郎
（社）日本パスタ協会 会長 秋山　洋
全国乾麺協同組合連合会 会長 茂野　　昭
有限責任中間法人日本冷凍めん協会 会長 近藤　郁雄
（社）全国ビスケット協会 会長 飯島　茂彰
日本イースト工業会 会長 内藤　利邦
日本プレミックス協会 会長 金沢　多計志
全国米菓工業組合 理事長 古泉　肇
全国穀類工業協同組合 理事長 川井　光之
全国餅工業協同組合 理事長 佐藤　功
（社)全国包装米飯協会 会長 佐藤　功
ビーフン協会 会長 高村　一成
全国小麦粉分離加工協会 理事長 長田　孝
日本フラワーペースト工業会 会長 石川　紳一郎
全国製麸工業会 理事長 川島　兵太郎
全国椎茸商業協同組合連合会 理事長 殿村　元二郎
生しいたけ輸入協議会 代表幹事 毛利　正
全国水産加工業協同組合連合会 会長 斎藤  洋平
全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会 代表理事会長 小谷　公穂
（社） 全国削節工業協会 会長理事 城戸　恒
（社）日本鰹節協会 会長理事 山中　政男
（社）日本昆布協会 会長理事 中山　俊
（社）全国すり身協会 理事長 北上　誠一
全国珍味商工業協同組合連合会 理事長 森口　一
全国加工海苔協同組合連合会 理事長 高岡　正則
全国調理食品工業協同組合 理事長 菊池　幸
全国いか加工業協同組合 理事長 金井　芳雄
日本わかめ協会 会長 花面　崇保
（社）大日本水産会 会長 中須　勇雄
全国漁業協同組合連合会 会長 服部　郁弘
日本寒天工業協同組合 理事長 塚越　寛
日本鰻輸入組合 理事長 森山  喬司
（社） 日本水産物貿易協会 会長 嶋田　嘉雄
独立行政法人　農畜産業振興機構 理事長 木下　寛之
（社）日本蕎麦協会 会長 谷垣　禎一
雑穀輸入協議会 理事長 今村　雄紀
落花生輸入商社協議会 理事長 田所　耕司
全国穀物商協同組合連合会 理事長 芳賀　正和
日本製餡協同組合連合会 会長 遠藤　喜代治
全国和菓子協会 会長 黒川　光博
全国フライビンズ組合連合会 理事長 吉川　榮治
全国落花生協同組合連合会 理事長 田畑　繁
全国バターピーナツ加工協同組合 理事長 渡邉　廣
全国ピーナツバター工業協同組合 理事長 田中　善三郎　
全国落花生産地煎りざや加工組合 理事長 池辺　恒雄
全国甘納豆組合連合会 会長 横山　芳房



（社）全国トマト工業会 会　長 喜岡　浩二
（社）日本果汁協会 会長理事 安橋　隆雄
青果物カット事業協議会 会　長 野口　和男
（社）日本パインアップル缶詰協会 会　長 清水　信次
日本蜜柑缶詰工業組合 理事長 上野　幸雄
日本ジャム工業組合 理事長 多智花　宏治
日本バナナ輸入組合 事務局長 林　晃二
日本柑橘輸入協会 会　長 藤井　一雄
日本ナッツ協会 会　長 田畑　豊
精糖工業会 会長 久野　修慈
日本製糖協会 会長 和田　哲義
全国砂糖特約店協同組合連合会 会長 矢田　幸雄
日本砂糖輸出入協議会 理事長 多胡　祐太郎
全国砂糖代理店会 会長 宮下　修
日本スターチ・糖化工業会 会長 永井　司
全日本糖化工業会 会長 有田　喜一
全国加工澱粉工業協同組合 理事長 松谷　英次郎
全国こんにゃく協同組合連合会 理事長 瀬間　克己
全国蒟蒻原料協同組合 理事長 小林　徹
日本紅茶協会 会長 上垣内　猛
日本輸入茶協同組合 理事長 山梨　俊治
（社）日本乳業協会 会長 大野　晃
（社）全国農協乳業協会 会長 宇佐美　忠孝
全国乳業協同組合連合会 会長 芝田　博
（社）日本食肉加工協会 理事長 久保　忠夫
（社）日本卵業協会 会長　 岩月　忠和
（社）日本食肉市場卸売協会 会長　 寺内　正光
（社）日本食鳥協会 会長　 芳賀　仁
（社）日本食肉協会 会長 加治　和行
（社）日本ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ協会 会長 原田　永幸
（社）全国食肉買参協会 会長　 高橋　成暢
（社）日本畜産副産物協会 会長　 堀田　良夫
日本ハム･ソーセージ工業協同組合 理事長 久保　忠夫
全国食肉事業協同組合連合会 会長 藤井　實　
全国食肉業務用卸協同組合連合会 会長　 山下　久
日本食肉輸出入協会 会長　 米野　元恭
（社）日本植物油協会 会長 佐々木　晨二
日本マーガリン工業会 会長 櫻井　邦彦
日本豆腐協会 会長 村上　豊
全国納豆協同組合連合会 会長 笹沼　隆史
日本豆乳協会 会長 下村　釟爾
全国味噌工業協同組合連合会 会長 山本　弘樹
日本醤油協会 会長 濱口　道雄
全日本漬物協同組合連合会 会長 平井　義久
（社）日本ソース工業会 会長 喜岡　浩二
全国食酢協会中央会 会長 中埜又左ェ門 和英
全日本カレー工業協同組合 理事長 小瀬　昉
（社）日本缶詰協会 会長 小瀬　昉
（社）全日本コーヒー協会 会長 太田　敬二
（社）全国清涼飲料工業会 会長 高梨　圭二
日本スープ協会 会長 伊藤　雅俊
全日本菓子協会 会長 森永　剛太
（社）日本フードサービス協会 会長 米濱　和英
（社）日本べんとう振興協会 会長 安田　定明



（社）日本給食サービス協会 会長 野々村　禎之
（社）日本冷凍食品協会 会長 垣添　直也
（社）日本惣菜協会 会長 石田　　彌
（財）食品産業センター 会長 茂木　友三郎
日本スーパーマーケット協会 会長 清水　信次
日本百貨店協会 会長 中村　胤夫
日本チェーンストア協会 会長 林　　紀男
（社）日本セルフ・サービス協会 会長 増井　德太郎
（社）全国スーパーマーケット協会 理事長 原　信一
（社）日本フランチャイズチェーン協会 会長 加藤　充
（社）日本ボランタリー・チェーン協会 会長 宮下　正房
（社）日本加工食品卸協会 会長 國分　勘兵衛
（社）日本外食品卸協会　 会長 河原　正樹
全国給食事業協同組合連合会　　　 会長 加藤　孝彦
日本給食品連合会　 会長 田中　耕太郎
（社）全国中央市場青果卸売協会　 会長 川田　一光
（社）全国中央市場水産卸協会 会長 伊藤　裕康
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