農林水産物等輸出促進全国協議会の役員・会員
平成２７年４月現在
〈役

員〉

会

長： 茂木 友三郎 キッコーマン株式会社名誉会長

〈会

員〉

品 目 別 輸 出 団 体 ： 全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会 会長
水産物・水産加工品輸出拡大協議会 会長
一般社団法人日本木材輸出振興協会 会長
全国花き輸出拡大協議会 会長
日本畜産物輸出促進協議会 会長
日本茶輸出促進協議会 会長

農

業

関

係： 全国農業協同組合中央会 会長
全国農業協同組合連合会 理事長
公益社団法人日本農業法人協会 会長
一般社団法人日本花き生産協会 会長
公益社団法人中央畜産会 会長
公益財団法人中央果実協会 理事長
日本園芸農業協同組合連合会 会長
公益社団法人日本茶業中央会 会長
全国農業会議所 会長
日本農産物輸出組合 理事長
日本プロ農業総合支援機構 理事長

林

業

関

係： 一般社団法人日本林業協会 会長
日本特用林産振興会 会長
一般財団法人日本木材総合情報センター 理事長

水 産 業 関 係： 一般社団法人大日本水産会 会長
全国漁業協同組合連合会 会長
日本水産缶詰輸出水産業組合 理事長
日本鮪缶詰輸出水産業組合 理事長
一般社団法人日本真珠振興会 会長

食 品 産 業 関 係：

一般財団法人食品産業センター 会長
日本醤油協会 会長
全日本菓子協会 会長
全日本菓子輸出工業協同組合連合会 理事長
公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会 会長

日本食肉輸出入協会 会長
日本ハム･ソーセージ工業協同組合 理事長
一般社団法人日本乳業協会 会長
全日本カレー工業協同組合 理事長

酒 類 業 関 係： 酒類業中央団体連絡協議会 幹事

流

通

関

係： 一般社団法人日本貿易会 会長
一般社団法人日本物流団体連合会 会長
一般社団法人日本冷蔵倉庫協会 会長
一般社団法人国際フレイトフォワーダーズ協会 会長
一般社団法人航空貨物運送協会 会長
日本百貨店協会 会長
日本チェーンストア協会 会長
一般社団法人日本加工食品卸協会 会長
全国主食集荷協同組合連合会 会長理事

外食・食文化関係：

一般社団法人日本フードサービス協会 会長
公益社団法人日本料理研究会 会長
日本食レストラン海外普及推進機構 理事長

観

光

関

係： 独立行政法人国際観光振興機構 理事長
公益社団法人日本観光振興協会 会長

知的財産権関係：

日本弁理士会 会長
一般社団法人日本食品・バイオ知的財産権センター会長

経

済

界： 一般社団法人日本経済団体連合会 会長
日本商工会議所 会頭
一般社団法人日本電機工業会 会長

そ

の

他： 独立行政法人日本貿易振興機構 理事長
独立行政法人農畜産業振興機構 理事長
独立行政法人日本貿易保険 理事長
株式会社日本政策金融公庫 総裁
独立行政法人国際交流基金 理事長
社団法人日本能率協会 会長
農林中央金庫 理事長
一般社団法人日本食農連携機構 理事長
ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.協議会 代表理事
特定非営利活動法人アジア GAP 総合研究所 会長
株式会社農林漁業成長産業化支援機構 会長

都

道

府

県： 北海道知事
青森県知事
岩手県知事

宮城県知事
秋田県知事
山形県知事
福島県知事
茨城県知事
栃木県知事
群馬県知事
埼玉県知事
千葉県知事
東京都知事
神奈川県知事
山梨県知事
長野県知事
静岡県知事
新潟県知事
富山県知事
石川県知事
福井県知事
岐阜県知事
愛知県知事
三重県知事
滋賀県知事
京都府知事
大阪府知事
兵庫県知事
奈良県知事
和歌山県知事
鳥取県知事
島根県知事

岡山県知事
広島県知事
山口県知事
徳島県知事
香川県知事
愛媛県知事
高知県知事
福岡県知事
佐賀県知事
長崎県知事
熊本県知事
大分県知事
宮崎県知事
鹿児島県知事
沖縄県知事

都 道 府 県 協 議 会： 農林水産ﾆｯﾎﾟﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞ輸出促進都道府県協議会 会長
北海道農畜産物海外市場開拓推進協議会 会長
青森県農林水産物輸出促進協議会 会長
いわて農林水産物輸出促進協議会 会長
宮城県食品輸出促進協議会 会長
秋田県産材海外需要開拓推進協議会 会長
一般社団法人山形県国際経済振興機構 会長
福島県貿易促進協議会 会長
いばらき農林水産物等輸出促進協議会 会長
一般社団法人とちぎ農産物マーケティング協会 代表理事会長
群馬県農畜産物等輸出推進機構 代表委員
埼玉農産物輸出促進協議会 会長
千葉ブランド農水産物・食品輸出協議会 会長

山梨県果実輸出促進協議会 会長
長野県農産物等輸出事業者協議会 会長
しずおか農林水産物海外市場開拓研究会 会長
あいちの農林水産物輸出促進会議 座長
三重県農林水産物・食品輸出促進協議会 会長
新潟県農林水産物輸出研究会 会長
富山県農林水産物等輸出促進協議会 会長
福井県食品輸出促進協議会 会長
岐阜県農林水産物輸出促進協議会 会長
京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会 会長
和歌山県農水産物・加工食品輸出促進協議会 会長
おかやま農産物輸出促進協議会 会長
とくしま農林水産物等輸出促進ネットワーク 会長
えひめ愛フード推進機構 会長
高知県農産物輸出推進協議会 会長
福岡県産品輸出促進協議会 会長
佐賀県農林水産物等輸出促進協議会 会長
長崎県松浦市水産物輸出入促進協議会 会長
一般社団法人熊本県物産振興協会 会長
熊本県農畜産物輸出促進協議会 会長
ブランドおおいた輸出促進協議会 会長
みやざき『食と農』海外輸出促進協議会 会長
鹿児島県輸出食品振興連絡協議会 会長
鹿児島県産材輸出促進協議会 会長

地域ブロック協議会： 北海道農政推進連絡会議 会長
東北地域農林水産物等輸出促進協議会 会長
農林水産物等輸出促進関東地域協議会 会長
北陸地域農林水産物等輸出促進連絡協議会 会長

東海地域農林水産物等輸出促進協議会 会長
近畿地域農林水産物等輸出促進協議会 会長
中国四国地域農林水産物等輸出促進協議会 会長
九州農林水産物等輸出促進ネットワーク 代表
沖縄地域農林水産物等輸出促進協議会 会長

府

省： 内閣官房 知的財産戦略推進事務局長
外務省 経済局長
国税庁 審議官（酒税）
厚生労働省 医薬食品局食品安全部長
農林水産省 食料産業局長
経済産業省 通商政策局長
国土交通省 物流審議官
観光庁 審議官

