
平成22年6月11日

会員名 出席者（敬称略）

農業関係 全国農業協同組合中央会　会長
常務理事　伊藤澄一
広報部長　久保信春

全国農業協同組合連合会　会長
営農販売企画部　部長　大西茂志
営農販売企画部　次長　小島勝
営農販売企画部　輸出対策室長　山田尊史

社団法人日本農業法人協会　会長 専務理事　紺野和成

社団法人日本花き生産協会　会長 常務理事　吉野茂美

財団法人中央果実生産出荷安定基金協会 理事長 情報部長　小平基

日本園芸農業協同組合連合会　会長 欠席

社団法人日本茶業中央会　会長 欠席

全国農業会議所　会長
事務局長　中園良行
農政・企画部　加藤太一

日本農産物輸出組合　理事長 常務理事　北川雅臣

日本プロ農業総合支援機構　理事長 欠席

林業関係 社団法人日本林業協会　会長 欠席

日本特用林産振興会　会長 欠席

財団法人日本木材総合情報センター　理事長
専務理事　小合信也
（日本木材輸出振興協議会と兼席）

日本木材輸出振興協議会　会長
事務局長　小合信也
（財団法人日本木材総合情報センターと兼席）

水産業関係 社団法人大日本水産会　会長 常務理事　斉藤寿典

全国漁業協同組合連合会　会長 漁政部次長　待場純

日本水産缶詰輸出水産業組合　理事長 専務理事　尾島起己

日本鮪缶詰輸出水産業組合　理事長 専務理事　鶴橋幸次

社団法人日本水産物貿易協会　会長 欠席

社団法人日本真珠振興会　会長 専務理事　嶋建男

食品産業関係 財団法人食品産業センター　会長 専務理事　花澤達夫

日本醤油協会　会長 専務理事　金子収

農林水産物等輸出促進全国協議会総会出席者一覧

参考２
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会員名 出席者（敬称略）

全日本菓子協会　会長 常務理事　中村恒美

全日本菓子輸出工業協同組合連合会　理事長 欠席

社団法人日本缶詰協会　会長 専務理事　沼尻光治

日本食肉輸出入協会　会長　　 欠席

日本ハム･ソーセージ工業協同組合　理事長 専務理事　山本達雄

社団法人日本乳業協会　会長 常務理事　滝沢喜造

全日本カレー工業協同組合　理事長
専務理事　佐藤孝二
技術委員　天本嘉克

酒類業関係 酒類業中央団体連絡協議会　代表幹事 代表幹事　淺見敏彦

流通関係 社団法人日本貿易会　会長 常務理事　三幣利夫

社団法人日本物流団体連合会　会長 事務局長　赤羽泰三

社団法人日本冷蔵倉庫協会　会長 欠席

社団法人日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会　会長 欠席

社団法人航空貨物運送協会　会長 欠席

日本百貨店協会　会長 欠席

日本チェーンストア協会　会長 常務理事　小笠原荘一

外食・食文化関係 社団法人日本フードサービス協会　会長
専務理事　加藤一隆、　常務理事　関川和孝
（日本食レストラン海外普及推進機構と兼席）

社団法人日本料理研究会　会長 欠席

財団法人食生活情報サービスセンター　理事長 専務理事　小峯正

日本食レストラン海外普及推進機構　理事長
専務理事　加藤一隆、　関川和孝
（社団法人日本フードサービス協会と兼席）

観光関係 独立行政法人国際観光振興機構　理事長 理事　板谷博道

社団法人日本観光協会　会長 欠席

社団法人日本ツーリズム産業団体連合会　会長 企画部長　藤木秀則

知的財産権関係 日本弁理士会　会長 農林水産知財対応委員会副委員長　西村雅子

社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター 会長 専務理事　酒井孝成
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会員名 出席者（敬称略）

経　済　界 社団法人日本経済団体連合会　会長 産業政策本部　魚住康博

日本商工会議所　会頭 国際部長　小野明

社団法人日本電機工業会　会長 欠席

そ　の　他 独立行政法人日本貿易振興機構　理事長 理事　須藤徳之

独立行政法人農畜産業振興機構　理事長 調査情報部　審査役　河原壽

独立行政法人日本貿易保険　理事長 理事　加藤文彦

株式会社日本政策金融公庫　総裁 農林水産事業本部　総合支援部長　上田賀之

独立行政法人国際交流基金　理事長 総務部　事業開発戦略室長　富岡順一

社団法人日本能率協会　会長 産業振興事業ユニット　広域市場開発チーム　箱崎浩大

農林中央金庫　理事長 農林水産環境事業部長　種田宏平

社団法人日本食農連携機構　理事長 欠席

都道府県 北海道知事
農政部食の安全推進局食品政策課
主幹（販路拡大）　山真夫

青森県知事
農林水産部総合販売戦略課　海外販路開拓グループ
マネージャー　西村達弘、　技師　力石純一

岩手県知事 欠席

宮城県知事 東京事務所　技術主査　戸祭章

秋田県知事 秋田県総務部東京事務所　企業開拓員　露口博昭

山形県知事 東京事務所流通対策課　主事　齋藤正崇

福島県知事 東京事務所　主査　遠藤崇

茨城県知事 農林水産部園芸流通課　係長　岩瀬 明人

栃木県知事 東京事務所　主査　富田 剛志

群馬県知事 農政部蚕糸園芸課　主幹　小高佳子

埼玉県知事
農林部経済流通課ブランド・輸出支援担当
主幹　横溝 善弘、　主査　松井千依

千葉県知事
農林水産部生産販売振興課販売流通対策室
副主査　萩原邦彦

東京都知事 欠席

神奈川県知事 環境農政局農政部農政課　副課長　田中敏子

新潟県知事 東京事務所　主査　歌代景一

富山県知事 東京事務所　所長補佐　福澤秀人

石川県知事 東京事務所行政第二課　係長　小谷俊之

- 3 -



会員名 出席者（敬称略）

福井県知事 農林水産部販売開拓課　企画主査　斉藤輝幸

山梨県知事 農政部農産物戦略室　副主幹　小林宏行

長野県知事 東京事務所　課長補佐　城取和茂

岐阜県知事 東京事務所　技術主査　田原雄二

静岡県知事 経済産業部振興局マーケティング推進課　主任　落合正和

愛知県知事
東京事務所行政課農産物流通対策グループ　主査　鈴木章
文

三重県知事 農水商工部マーケティング室　主査　井谷哲也

滋賀県知事 欠席

京都府知事 欠席

大阪府知事 欠席

兵庫県知事 東京事務所　課長　渡邉直樹

奈良県知事 欠席

和歌山県知事 食品流通課　副主査　柏木丈治

鳥取県知事 東京本部総務行政チーム　副主幹　安陪誠己

島根県知事 東京事務所　原幸生

岡山県知事 欠席

広島県知事 東京事務所　農林水産課長　田中健也

山口県知事 東京事務所　主査　田中康夫

徳島県知事 東京事務所　係長　竹原康幸

香川県知事 東京事務所　主任　松田佳記

愛媛県知事
東京事務所
えひめブランド推進課長　中川敦史、　主任　福田充

高知県知事 東京事務所　チーフ（農林水産・環境担当）　豊永竜二

福岡県知事 東京事務所行政第四課長　徳田輝光

佐賀県知事 首都圏営業本部　副本部長　川副健治

長崎県知事 東京事務所　主任主事　吉田勝博

熊本県知事 農林水産部農業振興局農産物流通企画課　参事　鳥居真臣

大分県知事 東京事務所　副主幹　田崎信生

宮崎県知事 東京事務所　主査　田口保

鹿児島県知事 商工労働水産部　かごしま遊楽館　技術主査  平山慶幸

沖縄県知事 欠席
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会員名 出席者（敬称略）

農林水産ニッポンブランド輸出促進都道府県協議会 会長 （鳥取県と兼席）

北海道農畜産物海外市場開拓推進協議会　会長 営農・環境マネジメント課　課長　山加一郎

青森県農林水産物輸出促進協議会　会長 （青森県と兼席）

いわて農林水産物輸出促進協議会　会長 欠席

宮城県食品輸出促進協議会　会長 （宮城県と兼席）

秋田県産材海外需要開拓推進協議会　会長 欠席

山形県農林水産物・食品輸出促進協議会　会長 （山形県と兼席）

福島県貿易促進協議会　会長 （福島県と兼席）

社団法人とちぎ農産物マーケティング協会　会長理事 理事長　菊地正憲

群馬県農畜産物等輸出推進機構　代表委員 （群馬県と兼席）

埼玉農産物輸出促進協議会　会長 （埼玉県と兼席）

千葉ブランド農水産物・食品輸出協議会　会長 事務局長　石浦英博

山梨県果実輸出促進協議会 会長 （山梨県と兼席）

長野県農産物等輸出促進協議会　会長 （長野県と兼席）

しずおか農林水産物海外市場開拓研究会　会長 （静岡県と兼席）

新潟県農林水産物輸出研究会　会長 （新潟県と兼席）

福井県産農産物等輸出促進研究会 会長 （福井県と兼席）

岐阜県農林水産物輸出促進協議会　会長 欠席

和歌山県農水産物・加工食品輸出促進協議会 会長 （和歌山県と兼席）

島根県農林水産物輸出連絡会　会長 （島根県と兼席）

おかやま農産物輸出促進協議会　会長 欠席

徳島県農林水産物輸出促進協議会　会長 （徳島県と兼席）

えひめ愛フード推進機構　会長 （愛媛県と兼席）

高知県農産物輸出推進協議会　会長 (高知県と兼席)

福岡県産品輸出促進協議会　会長 （福岡県と兼席）

佐賀県農林水産物等輸出促進協議会 会長 （佐賀県と兼席）

長崎県松浦市水産物輸出入促進協議会　会長 欠席

社団法人熊本県物産振興協会　会長 欠席
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会員名 出席者（敬称略）

熊本県農畜産物輸出促進協議会　会長 （熊本県と兼席）

ブランドおおいた輸出促進協議会　会長 （大分県と兼席）

みやざき農水産物海外輸出促進協議会　会長 （宮崎県と兼席）

鹿児島県木造住宅輸出協議会　会長 （鹿児島県と兼席）

鹿児島県輸出食品振興連絡協議会　会長 （鹿児島県と兼席）

地域ブロック 北海道農政推進連絡会議 会長
北海道開発局開発監理部開発調査課
農林水産第２係長　岡崎卓哉

東北地域農林水産物等輸出促進協議会　会長 東北農政局生産経営流通部農産課　課長補佐　加藤誠

農林水産物等輸出促進関東地域協議会　会長
関東農政局生産経営流通部農産課
課長補佐　仙波靖、　産地振興係長　林田圭

北陸地域農林水産物等輸出促進連絡協議会 会長 北陸農政局生産経営流通部農産課　課長補佐　嶋崎泰一

東海地域農林水産物等輸出促進協議会　会長 東海農政局生産経営流通部農産課　調整係長　桑原秀紀

近畿地域農林水産物等輸出促進協議会　会長 近畿農政局生産経営流通部農産課　課長補佐　西原茂

中国四国地域農林水産物等輸出促進協議会 会長
中国四国農政局生産経営流通部農産課
調整係長　伊藤雅浩

九州農林水産物等輸出促進ネットワーク　代表
九州農政局生産経営流通部農産課
産地振興係長　澤田正敏

沖縄地域農林水産物等輸出促進協議会　会長
内閣府沖縄総合事務局農林水産部農政課
調整係長　翁長洋子

府省 内閣官房　知的財産戦略推進事務局長 次長　戸渡速志

外務省 経済局長 経済局参事官　高岡正人

国税庁 審議官（酒税） 長官官房審議官　富屋誠一郎

厚生労働省 医薬食品局食品安全部長 医薬食品局食品安全部長　石塚正敏

農林水産省 大臣官房総括審議官（国際） 大臣官房総括審議官　實重重実

経済産業省 貿易経済協力局長
貿易経済協力局長　柴生田敦夫
投資交流企画官　持木浩徳

観光庁 審議官 審議官　甲斐正彰
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