
同意団体等一覧（未定稿）
【地域で活動する団体等】

愛知県信用漁業協同組合連合会 伊東市健康づくり食生活推進協議会

愛知県地域婦人団体連絡協議会 糸満市食生活改善推進員協議会

愛知県農業協同組合中央会 伊那市食生活改善推進協議会

会津みどり農業協同組合 茨城沿海地区漁業協同組合連合会

青木村食生活改善推進協議会 茨城県食生活改善推進団体連絡協議会

青海町漁業協同組合 茨木市農業協同組合

青森県漁業協同組合連合会 いび川農業協同組合

青森県信用漁業協同組合連合会 伊吹漁業協同組合

秋田おばこ農業協同組合 いぶり噴火湾漁業協同組合

秋田県漁業協同組合 今帰仁村食生活改善推進協議会

秋田県農山漁村生活研究グループ協議会 今津町農業協同組合

秋田みなみ農業協同組合 岩沢まごころ市

アグリネットななえ 岩手県漁業協同組合連合会

あさひ愛農園手づくりみそ工房 岩手ふるさと農業協同組合

あさひかわ農業協同組合 岩手南農業協同組合

芦屋いずみ会 いわみ中央農業協同組合

安曇野市食生活改善推進協議会 因島市漁業協同組合

阿蘇市生活研究グループの会 上田市食生活改善推進協議会

阿多田島漁業協同組合 魚津漁業協同組合

熱海市健康づくり食生活推進協議会 宇治市女性の会連絡協議会

阿智村食生活改善推進協議会 宇多津漁業協同組合

阿南漁業協同組合 内浦漁業協同組合

余目町農業協同組合 内灘町女性団体連絡協議会

あゆみ会 内能美漁業協同組合

有田箕島漁業協同組合 内海漁業協同組合

飯島町食生活改善推進協議会 内海府漁業協同組合

飯田市食生活改善推進協議会 ウトロ漁業協同組合

飯綱町食生活改善推進協議会 浦島漁業協同組合

イーフ21の会京都支部 浦添市食生活改善推進員協議会

井笠の味づくり研究会 浦幌町農業協同組合

伊賀北部農業協同組合 うるま市食生活改善推進協議会

壱岐市農業協同組合 江田島漁業協同組合

生坂村食生活改善推進協議会 越前市農家高令者創作グループ連絡協議会そばうちグループ

井口漁業協同組合 越前市南地区食生活改善推進員会食のニコサン

池田漁業協同組合 江戸料理八百善文化研究会

伊佐市食育推進協議会 愛媛県漁業協同組合連合会

石岡くらしの会 愛媛県農山漁村生活研究協議会

石岡市くらしの会連絡会八郷くらしの会 えりも漁業協同組合

石川県漁業協同組合 おいしい奥越マーケット

石川県生活学校連絡会 王滝村食生活改善推進協議会

泉大津漁業協同組合 おうみ富士農業協同組合

泉佐野漁業協同組合 大分県漁業協同組合

いずみの農業協同組合 大分県食生活改善推進協議会

伊勢崎市食生活改善推進協議会 大柿町漁業協同組合

伊勢農業協同組合 大河漁業協同組合

伊丹いずみ会 大桑村食生活改善推進協議会

市川町消費者の会 大阪市漁業協同組合

一関・平泉もち街道の会 大阪市地域女性団体協議会

一関もち食推進会議 大阪市農業協同組合

一関もち文化研究会 大阪住吉漁業協同組合
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大阪スローフード協会 掛川市健康づくり食生活推進協議会

大阪東部農業協同組合 加古川市南農業協同組合

大阪府鰮巾着網漁業協同組合 鹿児島いずみ農業協同組合

大阪府漁業協同組合連合会 鹿児島県農業経営者クラブ

大阪府農業協同組合中央会 鹿児島県地域女性団体連絡協議会

大阪府母親大会連絡会 カシオペア食の技研究会

大崎上島漁業協同組合 柏崎市消費者協会

大崎内浦漁業協同組合 加太漁業協同組合

大鹿村食生活改善推進協議会 堅田漁業協同組合

太田市食生活改善推進員協議会 勝浦漁業協同組合

太田市生活研究グループ連絡協議会 嘉手納町食生活改善推進協議会

大槌町漁業協同組合 神奈川・食育をすすめる会

大野漁業協同組合 神奈川県漁業協同組合連合会

大野町漁業協同組合 神奈川県消費者団体連絡会

大原漁業協同組合 神奈川県食生活改善推進団体連絡協議会

大船渡市漁業協同組合 金沢市農業協同組合

大町市大町食生活改善推進協議会 蒲刈町漁業協同組合

大町市平食生活改善推進協議会 かぼちゃ会

大町市常盤食生活改善推進協議会 釜石東部漁業協同組合

大町市社食生活改善推進協議会 上郡町消費者協会

大牟田市食生活改善推進員協議会 神在月出雲そばまつり实行委員会

岡田浦漁業協同組合 加茂湖漁業協同組合

岡谷市食生活改善推進協議会 鴨庄漁業協同組合

岡山県漁業協同組合連語会 軽井沢町食生活改善推進協議会

岡山県農業協同組合中央会 川内漁業協同組合

小川村食生活改善推進協議会 川上村食生活改善推進協議会

沖漁業協同組合 川崎市食生活改善推進員連絡協議会

沖縄県漁業協同組合連合会 川尻漁業協同組合

沖縄県西原町食生活改善推進員協議会 観音寺漁業協同組合

沖縄県食生活改善推進員連絡協議会 菊川市健康づくり食生活推進協議会

沖縄市食生活改善推進協議会 切串漁業協同組合

沖縄伝統ブクブクー茶保存会 紀州梅の会

越喜来漁業協同組合 岸和田市消費生活研究会

奥越地区農業機械士会 木曽町食生活改善推進協議会

奥越地区農業士会 木祖村食生活改善推進協議会

小谷村食生活改善推進協議会 北相木村食生活改善推進協議会

尾道東部漁業協同組合 北浦漁業協同組合

小浜市食生活改善推進員連絡協議会（すこやか会） 北九州市漁業協同組合

帯広市川西農業協同組合 北中通漁業協同組合

小布施町食生活改善推進協議会 北びわこ農業協同組合

御前崎市健康づくり食生活推進協議会 北谷町食生活改善推進協議会

重茂漁業協同組合 季の野の台所

遠賀漁業協同組合 宜野湾市食生活改善推進協議会

音戸漁業協同組合 興津漁業協同組合

海田市漁業協同組合 京都市消費者ﾓﾆﾀｰ等経験者の会

海南市漁業協同組合 京都市地域女性連合会

香川県漁業協同組合連合会 京都市農業協同組合

香川県信用漁業協同組合連合会 京都中央農業協同組合

香川県生活研究グループ連絡協議会 京都丹の国農業協同組合

香川県農業協同組合中央会 京都農業協同組合
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京都母親大会連絡会 三国港機船底曳網漁業協同組合

京都府生活協同組合連合会 三高漁業協同組合

京都府農業協同組合中央会 塩尻市食生活改善推進協議会

京都やましろ農業協同組合 四海漁業協同組合

草津市農業協同組合 滋賀蒲生町農業協同組合

久慈市漁業協同組合 滋賀県地域女性団体連合会

釧路市漁業協同組合 滋賀県農業協同組合中央会

釧路市東部漁業協同組合 滋賀の食事文化研究会

クッキングサークルSORTE 滋賀県生活協同組合連合会

熊本くじら食文化を守る会 四季の会

倉橋西部漁業協同組合 地御前漁業協同組合

グリーン近江農業協同組合 静岡県健康づくり食生活推進協議会

グループくらしの泉 信濃町食生活改善推進協議会

グループマーメイド 渋川市食生活改善推進員連絡協議会

久留米市農業協同組合 島浦町漁業協同組合

くろべ漁業協同組合 下笠居漁業協同組合

群馬県食生活改善推進員連絡協議会 下蒲刈町漁業協同組合

芸南漁業協同組合 下諏訪町食生活改善推進協議会

甲賀農業協同組合 下田市健康づくり食生活推進協議会

香西漁業協同組合 下仁田町食生活改善推進協議会

香深漁業協同組合 斜里第一漁業協同組合

高知県漁業協同組合連合会 上越漁業協同組合

高知県信用漁業協同組合連合会 上越市漁業協同組合

高知定置漁業協同組合 小子内浜漁業協同組合

小海町食生活改善推進協議会 庄内たがわ農業協同組合

小牛田地域精進料理の会 庄内浜文化伝道師協会

湖西市健康づくり食生活推進協議会 食育サポーター（小浜市）

湖東農業協同組合 食養所エコロ

こぶしの会 白方漁業協同組合

駒ヶ根市食生活改善推進協議会 新旭町農業協同組合

小松島漁業協同組合 仁方漁業協同組合

小松市食生活改善推進協議会 新宮漁業協同組合

小本浜漁業協同組合 新庄漁業協同組合

小諸市食生活改善推進協議会 仁保漁業協同組合

堺市沿岸漁業協同組合 新湊漁業協同組合

堺市出島漁業協同組合 杉箸アカカンバ生産組合

堺市農業協同組合 すくも湾漁業協同組合

堺市浜寺漁業協同組合 須坂市食生活改善推進協議会

坂出市食生活改善推進協議会 スローフード・にいがた

佐賀県玄海漁業協同組合連合会 スローフード岩手

佐賀県食生活改善推進協議会 スローフード気仙沼

佐賀県信用漁業協同組合連合会 スローフード高知

佐賀市中央農業協同組合 諏訪市食生活改善推進協議会

坂町漁業協同組合 生活研究浜松和み塾

佐久市食生活改善推進協議会 瀬戸田漁業協同組合

佐久穁町食生活改善推進協議会 全大阪消費者団体連絡会

雑賀崎漁業協同組合 全国共済農業協同組合連合会京都府本部

佐渡漁業協同組合 全国共済農業協同組合連合会新潟県本部

さぬき市漁業協同組合 全国農業協同組合連合会滋賀県本部

猿払村漁業協同組合 全国農業協同組合連合会新潟県本部
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相馬村農業協同組合 外浦漁業協同組合

そらち南農業協同組合 豊見城市食生活改善推進員協議会

太地町漁業協同組合 富山県漁業協同組合連合会

喬木村食生活改善推進協議会 富山県婦人会

高志の食サポーター 豊丘村食生活改善推進協議会

高槻市農業協同組合 とよた五平餅学会

高森町食生活改善推進協議会 とよなか消費者協会

詫間漁業協同組合 戸類家漁業協同組合

竹田水車運営協議会 直島漁業協同組合

田島漁業協同組合 中川村食生活改善推進協議会

たじま農業協同組合 長崎漁港水産加工団地協同組合

辰野町食生活改善推進協議会 長崎県漁業協同組合連合会

立科町食生活改善推進協議会 長崎県食生活改善推進連絡協議会

多度津町生活研究グループ連絡協議会 長崎県信用漁業協同組合連合会

多度津町漁業協同組合 長崎県農業協同組合中央会

谷川漁業協同組合 ながさき西海農業協同組合

種市南漁業協同組合 長野県食生活改善推進協議会

田野浦漁業協同組合 中野市食生活改善推進協議会

田原漁業協同組合 長野市食生活改善推進協議会

玉村町食生活改善推進協議会 長和町食生活改善推進協議会

たむら農業協同組合 南木曽町食生活改善推進協議会

樽井漁業協同組合 名護市食生活推進協議会

田老町漁業協同組合 なごやサラダの会

筑北村食生活改善推進協議会 なごや農業協同組合

千曲市食生活改善推進協議会 那覇市食生活改善推進協議会

茅野市食生活改善推進協議会 滑川漁業協同組合

千葉県食生活改善協議会 奈良県農業協同組合

千葉県連合婦人会 奈良県農業協同組合中央会

千葉県連合婦人会（東庄町女性の会） 南城市食生活改善推進員協議会

津田漁業協同組合 新潟漁業協同組合

土庄中央漁業協同組合 新潟県漁業協同組合連合会

椿泊漁業協同組合 新潟県厚生農業協同組合連合会

嬬恋村食生活改善推進協議会 新潟県信用農業協同組合連合会

鶴岡市食育・地産地消推進協議会 新潟県農業協同組合中央会

鶴羽漁業協同組合 西かがわ漁業協同組合

てっら・まんま倶楽部 錦浦漁業協同組合

テラル越前農業協同組合 西詫間漁業協同組合

東京消費者団体連絡センター 西びわこ農業協同組合

東京都漁業協同組合連合会 日本園芸農業協同組合連合会

東京都信用漁業協同組合連合会 入善漁業協同組合

当麻農業協同組合 布引漁業協同組合

東御市食生活改善推進協議会 根室漁業協同組合

陶都信用農業協同組合 根室湾中部漁業協同組合

徳島県漁業協同組合連合会 寝屋川市消費者協会

徳島県農業協同組合中央会 農事組合法人きんかい味彩市

徳島市漁業協同組合 野田村漁業協同組合

徳島市第一漁業協同組合 野付漁業協同組合

戸坂漁業協同組合 延岡漁業協同組合

栃木県地域婦人連絡協議会 羽咋市食生活改善推進協議会

鳥取県漁業協同組合 函館市亀田農業協同組合
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八戸スローフード協会 富士宮市健康づくり食生活推進協議会

八戸せんべい汁研究会 普代村漁業協同組合

ハッピーグループ（浜松市・生活改善グループ） ふらの農業協同組合

羽吉浜漁業協同組合 ホクレン農業協同組合連合会

羽曳野市消費者団体連絡協議会 北海道漁業協同組合連合会

浜田の五地想ものがたり推進協議会 北海道信用漁業協同組合連合会

浜毛保漁業協同組合 北海道農業協同組合中央会

早瀬漁業協同組合 幌加内町そば祭り实行委員会

早田原漁業協同組合 本島漁業協同組合

原村食生活改善推進協議会 マキノ町農業協同組合

播磨スローフード協会 松川町食生活改善推進協議会

春江町農村女性活性化委員会 松川村食生活改善推進協議会

春野町漁業協同組合 松茂農業協同組合

比井崎漁業協同組合 松永漁業協同組合

東江漁業協同組合 松本市食生活改善推進協議会

東能登川農業協同組合 豆の木（大野市）

東びわこ農業協同組合 三重県漁業協同組合連合会

引田漁業協同組合 三重県信用漁業協同組合連合会

ひばり工房 南牧村食生活改善推進協議会

姫路消費生活研究会 南箕輪村食生活改善推進協議会

姫津漁業協同組合 南るもい農業協同組合

日向市漁業協同組合 南相木村食生活改善推進協議会

兵庫県いずみ会 美能漁業協同組合

兵庫県漁業協同組合連合会 箕輪町食生活改善推進協議会

兵庫県消費者団体連絡協議会 三原市漁業協同組合

兵庫県農業協同組合中央会 宮城県漁業協同組合

兵庫県養鶏協会 宮城県農業協同組合中央会

ひょうごの在来種保存会 宮古漁業協同組合

兵庫みらい農業協同組合 都城市食生活改善推進員連絡協議会

兵庫六甲農業協同組合 宮崎県御池青尐年自然の家

兵庫県信用漁業協同組合連合会 宮崎県漁業協同組合連合会

広漁業協同組合 宮崎県信用漁業協同組合連合会

広島県漁業協同組合連合会 宮崎県むかばき青尐年自然の家

広島県信用漁業協同組合連合会 宮島漁業協同組合

広島市漁業協同組合 御代田町食生活改善推進協議会

深江漁業協同組合 鵡川漁業協同組合

福井池田町農協女性部 鵡川農業協同組合

福井県漁業協同組合連合会 牟岐町漁業協同組合

ふくい食育市民ネットワーク 向島町漁業協同組合

ふくいの食育・地産地消推進県民会議 宗像農業協同組合

福井県厚生農業協同組合連合会 宗像漁業協同組合

福井県民生活協同組合 牟礼漁業協同組合

福岡県有明海漁業協同組合連合会 めっけもん倶楽部

福岡県漁業協同組合連合会 紋別漁業協同組合

福岡県信用漁業協同組合連合会 八雲町漁業協同組合

福岡市東部農業協同組合 安浦漁業協同組合

福岡市農業協同組合 矢野漁業協同組合

福島県漁業協同組合連合会 山形県漁業協同組合

福島県農業協同組合中央会 山形県グリーン・ツーリズム推進協議会

袋井市健康づくり食生活推進協議会 山形県農業協同組合中央会
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やまがた最上紅花の会 NPO法人山菜の里いび

山口県漁業協同組合 NPO法人消費者協会宝塚

山口県生活改善实行グループ連絡協議会 NPO法人食の風

山田漁業協同組合連合会 NPO法人信州スローフード協会

大和高田市保健センター NPO法人奈良21世紀フォーラム

山梨県食生活改善推進員連絡協議会 NPO法人奈良の食文化研究会

山ノ内町食生活改善推進協議会 NPO法人日本料理アカデミー

夢みる老止の館出前餅つき隊 NPO法人農と地域のふれあいネットワーク

由良町食育改善推進協議会 NPO法人フィールドキッチン

由良町生活研究グループ NPO法人フードヘルス石塚左玄塾

よこて発酵文化研究所 NPO法人夢未来くんま

横浜市食生活等改善推進員協議会 NPO法人ＬＥＴ’Ｓ食の絆

横浜食文化研究会

吉浦漁業協同組合

吉浜漁業協同組合

綾里漁業協同組合

レーク伊吹農業協同組合

レーク大津農業協同組合

ロハス越前

和歌川漁業協同組合

和歌山県漁業協同組合連合会

和歌山県信用漁業協同組合連合会

和歌山県生活学校連絡協議会

和歌山県生活研究グループ連絡協議会

和歌山県農業協同組合中央会

和歌山東漁業協同組合

和歌山南漁業協同組合

輪島市食生活改善推進協議会

和田島漁業協同組合

稚内機船漁業協同組合

（財）食の新潟国際賞財団

（社）静岡県地域女性団体連絡協議会

（社）日本消費生活アドバイザーコンサルタント協会・西日本支部食生活研究会

（社）兵庫県食生活改善協会

（社）まつうら党交流公社

『なら食』研究会

Ｄｏみそくらぶ

ＪＡあまみ

ＪＡ石川県中央会

ＪＡ岡山県女性組織協議会

ＪＡ香川県女性組織協議会

JAしまね女性組織協議会

ＪＡとぴあ浜松生活改善百草会

Kotona garden nola

ＭＯＡ福井食育推進委員会

NPO法人江戸ソバリエ協会

NPO法人霧島食育研究会

NPO法人群馬県スローフード協会

NPO法人子ども劇場笠岡センター

NPO法人コミュニティースクール・まちデザイン
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【地域の取組をサポートしている全国団体等】

海の幸に感謝する会

関西生活者連合会

クジラ料理を伝える会

工業組合もやし生産者協会

ごはんを食べよう国民運動推進協議会

山菜文化研究会

山菜文化産業協会

食に命を懸ける会

全国共済水産業協同組合連合会

全国漁業協同組合連合会

全国消費者団体連絡会

全国食生活改善推進員団体連絡協議会

全国水産物商業協同組合連合会

全国生活研究グループ連絡協議会

全国農業協同組合中央会

日本酒文化を楽しむ会

日本生活協同組合連合会

日本特用林産振興会

日本の伝統食を考える会

日本捕鯨協会

和食普及研究会

（財）すこやか食生活協会

（財）中央漁業操業安全協会

（財）東京水産振興会

（財）日本食生活協会

（財）日本のこころSoulofJapan

（財）日本食生活文化財団

（社）漁業信用基金中央会

（社）ジェイエフマリンバンク支援協会

（社）全国漁業無線協会

（社）全国漁港漁場協会

（社）全国水産業協同組合共助会

（社）大日本水産会

（社）日本ＰＴＡ全国協議会

（社）日本食農連携機構

（社）日本トロール底魚協会

（社）日本フードアナリスト協会

（社）マリノフォーラム２１

（社）日本ソムリエ協会

（社）農山漁村女性・生活活動支援協会

ＪＡ全国女性組織協議会

NPO法人魚食文化の会

NPO法人健康生活推進会

NPO法人日本为婦連合会

NPO法人日本食育協会

NPO法人日本食育インストラクター協会
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【地方自治体等】

北海道 八雲町

青森県 長万部町

岩手県 上ノ国町

秋田県 島牧村

栃木県 黒松内町

埼玉県 留寿都村

新潟県 共和町

富山県 岩内町

石川県 神恵内村

福井県 赤井川村

山梨県 奈井江町

長野県 上砂川町

岐阜県 栗山町

静岡県 新十津川町

三重県 妹背牛町

滋賀県 秩父別町

京都府 雨竜町

大阪府 沼田町

兵庫県 鷹栖町

奈良県 当麻町

島根県 愛別町

岡山県 上川町

広島県 東川町

山口県 上富良野町

香川県 占冠村

愛媛県 和寒町

高知県 下川町

福岡県 美深町

長崎県 音威子府村

熊本県 幌加内町

宮崎県 増毛町

鹿児島県 羽幌町

旭川市 初山別村

室蘭市 猿払村

帯広市 浜頓別町

岩見沢市 豊富町

網走市 津別町

美唄市 清里町

芦別市 置戸町

三笠市 佐呂間町

根室市 湧別町

千歳市 滝上町

滝川市 壮瞥町

歌志内市 安平町

富良野市 平取町

北斗市 新冠町

新篠津村 上士幌町

知内町 鹿追町

木古内町 新得町

七飯町 清水町
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芽室町 輪島市

中札内村 珠洲市

更別村 白山市

大樹町 能登町

広尾町 小浜市

幕別町 大野市

本別町 鯖江市

足寄町 甲斐市

陸別町 笛吹市

厚岸町 甲州市

標茶町 市川三郷町

弟子屈町 早川町

鶴居村 南部町

白糠町 富士川町

標津町 伊那市

青森市 多治見市

野辺地町 関市

盛岡市 中津川市

久慈市 瑞浪市

一関市 飛騨市

二戸市 揖斐川町

洋野町 白川町

蔵王町 東白川村

亘理町 三島市

女川町 富士宮市

五城目町 豊橋市

山形市 津島市

鶴岡市 犬山市

酒田市 稲沢市

上山市 田原市

長井市 幸田町

河北町 伊勢市

大江町 志摩市

真室川町 彦根市

小国町 長浜市

栃木市 近江八幡市

鹿沼市 守山市

真岡市 野洲市

市貝町 東近江市

那須町 米原市

行田市 愛荘町

加須市 京都市

羽生市 舞鶴市

吉見町 綾部市

新潟市 宇治市

燕市 宮津市

上越市 亀岡市

上市町 城陽市

金沢市 長岡京市

七尾市 八幡市
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京田辺市 高松市

京丹後市 丸亀市

南丹市 坂出市

井手町 善通寺市

笠置町 観音寺市

和束町 さぬき市

京丹波町 東かがわ市

与謝野町 三豊市

大阪市 土庄町

泉大津市 小豆島町

高槻市 三木町

八尾市 直島町

高石市 宇多津町

泉南市 綾川町

島本町 琴平町

熊取町 多度津町

明石市 まんのう町

洲本市 松山市

豊岡市 今治市

篠山市 宇和島市

養父市 新居浜市

南あわじ市 西条市

宍粟市 大洲市

たつの市 伊予市

播磨町 東温市

上郡町 砥部町

佐用町 八女市

香美町 筑後市

山添村 大川市

川西町 行橋市

三宅町 うきは市

上牧町 糸島市

海南市 須恵町

田辺市 遠賀町

かつらぎ町 赤村

九度山町 鳥栖市

高野町 鹿島市

那智勝浦町 神埼市

北栄町 吉野ヶ里町

松江市 長崎市

出雲市 平戸市

益田市 五島市

大田市 西海市

浅口市 新上五島町

鏡野町 熊本市

吉備中央町 荒尾市

宇部市 山鹿市

防府市 宇土市

光市 阿蘇市

平生町 合志市
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益城町

臼杵市

宇佐市

由布市

都城市

小林市

日向市

西都市

高鍋町

都農町

日之影町

鹿児島市

鹿屋市

奄美市

錦江町

龍郷町

知名町

恩納村

北谷町

西原町

南風原町

渡名喜村

全国知事会

全国市長会

全国町村会

鹿児島県市長会

鹿児島県町村会
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【学術、教育・文化関係、栄養士・調理師関係】

愛知学院大学心身科学部健康栄養学科 星澤クッキングスタジオ

青木クッキングスクール 武庫川女子大学国際健康開発研究所

石川県料理学校協会 山脇学園短期大学食物科卒業生の会

茨城大学農学部附属フィールドサイエンス教育研究センター 料理研究会彩

江上料理学院 （財）浦上食品・食文化振興財団

大分県調理師研修会 （財）とちぎ未来づくり財団

大阪芽生会 （社）鹿児島県歯科医師会

大阪成蹊短期大学 （社）京都府栄養士会

岡崎栄養士会 （社）日本栄養・食糧学会

沖縄調理師専門学校 （社）日本調理師連合会

家政学図書目録刉行会 （福）飯岡保育園

金沢芽生会 （福）親渉会つぼみ保育園

京都翔庖会庖丁道正派四條流 （学）織田学園織田栄養専門学校

熊本県調理師会 （学）新宿学園新宿調理師専門学校

くらしき作陽大学・食文化学部 （学）中村学園大学

国立健康・栄養研究所 （財）岡山県学校給食会

式庖丁清和協会 （財）今日庵

食生活ジャーナリストの会 （財）味の素食の文化センター

白井操クッキングスタジオ （社）愛知県栄養士会

全国芽生会連合会 （社）栄養改善普及会

全国料理学校協会 （社）大阪府栄養士会

全国学校調理師連合会 （社）大阪府調理師会

全日本調理師協会 （社）沖縄県栄養士会

総合カレッジＳＥＯ （社）岐阜県栄養士会

たかべ庖丁会 （社）全日本郷土芸能協会

伝統的日本食文化普及会 （社）日本家政学会食文化研究部会

東海学院大学地域食育サポートセンター （社）日本食品科学工学会

東海学園大学健康栄養学部 （社）日本農芸化学会

栃木県栄養士会 （社）日本料理研究会

鳥取県日本調理技能士会 （社）日本食品衛生協会

富山県料理学校協会 （社）農山漁村文化協会

長崎県日本調理技能士会 （社）兵庫県栄養士会

長崎女子短期大学 （社）福井県歯科医師会

長崎中央調理師会 （社）山梨県栄養士会

中村調理製菓専門学校 （社）山梨県調理師会

奈良県日本調理技能士会 （社）全国栄養士養成施設協会

西大学院 （社）全国調理師養成施設協会

日本健康科学学会 （社）全国調理職業訓練協会

日本香辛料研究会 （社）全日本司厨士協会

日本食育学会 （社）茶道裏千家淡交会

日本伝統食品研究会 （社）調理技術技能センター

日本箸文化協会 （社）日本家政学会

日本風俗史学会 （社）日本全職業調理士協会

日本料理教室藤田 （社）日本調理師会

日本調理科学会 NPO法人うま味インフォメーションセンター

一二三庵 NPO法人国立子育ちティエラこぐまこどものいえ

福井県立若狭東高等学校 NPO法人国際箸文化協会

福井県料理学校協会 NPO法人日本栄養改善学会

平成調理師研究会

北陸料理技術検定協会
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【食品・外食関係、伝統工芸関係等】

愛知県すし商生活衛生同業組合 岡山県醤油工業協同組合

愛知県ホテル旅館生活衛生同業組合 大阪コメ卸協議会

愛知県味噌溜醤油工業協同組合 香川県醤油工業協同組合

愛知県乾麺工業協同組合 かがわ農産物流通消費推進協議会

青森県醸造食品工業協同組合 鹿児島県酒造組合

明石酒造組合 鹿児島県味噌醤油工業協同組合

秋田県味噌醤油工業協同組合 勝山市ふるさと活性化協議会

あさひや添田米店 金沢市料理業組合

味の浜藤株式会社 金沢製粉株式会社

味の素株式会社 金沢市旅館ホテル協同組合

あずきミュージアム 上市町観光協会

アトリエ四季彩 軽部商店

尼崎青果商業協同組合 川口緑化産業団体連合会

淡路酒造組合 企業組合氷上つたの会

壱岐旅館組合 菊正宗酒造（株）

池上米店 北食糧株式会社

生駒屋長尾米店 北能産業株式会社

諫早市旅館ホテル業組合 きたの考房

石川県酒造組合連合会 北兵庫酒造組合

石川県農業信用基金協会 キッコーマン株式会社

石川県久谷陶磁器商工業協同組合連合会 木徳神糧株式会社

石川県味噌工業協同組合 木徳神糧湘南会

石川県鮨商生活衛生同業組合 キノエネ醤油株式会社

石川県醤油協同組合連合会 岐阜県食品産業協議会

石川県旅館ホテル生活衛生同業組合 岐阜県味噌醤油工業協同組合

石川県料理業生活衛生同業組合 九州旅実鉄道（株）長崎支社

伊丹酒造組合 京都塩干魚卸協同組合

稲佐山観光ホテル 京都市中央卸売市場協会

茨城県醤油工業協同組合 京都酒造組合

指宿温泉旅館事業協同組合 京都全魚類卸協同組合

医療法人社団鶴友会 京都中央市場青果卸売協同組合

医療法人社団千禮会 京都府酒造組合連合会

岩手県味噌醤油工業協同組合 京都府醤油工業協同組合

内池醸造株式会社 京都府漬物協同組合

内堀醸造株式会社 京都府麺類飲食業生活衛生同業組合

エクスポート・ジャパン株式会社 京都野菜卸売協同組合

エコフィード循環事業協同組合 京都料理組合

愛媛県醤油味噌協同組合 京都府卸売市場連合会

エム・ヴイ・エム商事株式会社 京都府漁業協同組合連合会

エム・シーシー食品株式会社 京都府食肉事業協同組合連合会

近江米振興協会 京都府料理生活衛生同業組合

大分県味噌醤油工業協同組合 窪田味噌醤油株式会社

大阪ガス株式会社 熊本県鮨商生活衛生同業組合

大阪市食肉市場仲卸事業協同組合 熊本県みそ醤油工業協同組合

大阪市東部水産物卸協同組合 グランディア芳泉

大阪府料理業生活衛生同業組合 黒田食品株式会社

大阪南料飲観光協会 桑原商店

大醤株式会社 群馬県醤油味噌工業協同組合

大髙醤油株式会社 小池屋米店

大野醤油醸造協業組合 高知県味噌醤油協同組合
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神戸海産物卸協同組合 世知原温泉株式会社

神戸市東部水産物卸売協同組合 全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会

神戸水産物卸協同組合 全国小売市場総連合会

神戸中央青果卸売協同組合 全国凍豆腐工業協同組合連合会

神戸東部青果卸売協同組合 全国穀類工業協同組合

神戸水産物小売協同組合 全国醤油工業協同組合

神戸生鮮食品商業協同組合 全国食酢協会中央会

神戸青果商業協同組合 全国すし商生活衛生同業組合連合会

国際観光旅館連盟中国支部 全国青果物商業協同組合連合会

国際交流協議会 全国精麦工業共同組合連合会

国分株式会社 全国珍味商工業協同組合連合会

小美濃米店 全国納豆協同組合連合会

米パン伍平 全国米菓工業組合

米マイフーズ株式会社 全国米穀工業協同組合

埼玉県漬物協同組合 全国味噌工業協同組合連合会

埼玉醤油工業協同組合 全国麺類生活衛生同業組合連合会

齋藤米店 全国料理業生活衛生同業組合連合会

堺共同漬物株式会社 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会

佐賀県醤油協業組合 全国和菓子協会

サカタライス 全日食チェーン商業協同組合連合会

佐賀県味噌醤油醸造協同組合 全日本漬物協同組合連合会

咲き都みとこの会（株）ホテル咲都 全日本空輸株式会社

里山パン工房 全日本UCC事業協同組合

サトレストランシステムズ株式会社 全農パールライス西日本株式会社

さぬきうどん振興協議会 全国米穀販売事業共済協同組合

サルビア会館直売所豊シニアエージクラブ 千丸屋京湯葉株式会社

サンジルシ醸造（株） 千醤工業協同組合

山陽塩業株式会社 そば処又八庵

三正工業協同組合 タイヘイ株式会社

滋賀県醤油工業協同組合 高志ふるさと活性化協議会

滋賀県水産加工業協同組合 高山商工会議所

滋賀県食品産業協議会 タケサン株式会社

四季のテーブル 龍野醤油協同組合

静岡県漬物協同組合連合会 田中食品株式会社

静岡県麺類業生活衛生同業組合 田沼商店

柴沼醤油醸造（株） 丹波・篠山酒造組合

島根県醤油工業協同組合 千葉県醤油工業協同組合

小豆島醤油協同組合 ちば醤油株式会社

松籟庵 中央醤油工業協同組合

食彩工房味こよみ 長工醤油味噌協同組合

食品産業中央協議会 チョーコー醤油株式会社

神果神戸青果株式会社 天恵フーズ株式会社

鈴木米店 東京都漬物事業協同組合

珠洲商工会議所 東京大豆卸商協同組合

ステップUP池島研究会 東京都麺類協同組合

生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ 東京都麺類生活衛生同業組合

生活協同組合ララコープ 東洋キトクフーズ株式会社

精糖工業会 徳島県醤油醸造協同組合

西部ガス株式会社長崎支社 徳島県漬物加工販売協同組合

西洋菓子海援隊 栃木県醤油工業協同組合
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鳥取県味噌醤油工業協同組合 東工シャッター株式会社

富山県醤油味噌工業協同組合 ヒガシマル醤油株式会社

富山県漬物工業協同組合 東亜食品工業株式会社

長崎県商工会議所連合会 ヒゲタ醤油株式会社

長崎県商工会連合会 日之影町飲食店組合

長崎県料理業生活衛生同業組合 日の本穀粉株式会社

長崎市青果卸業（協） 日の本キング株式会社

長崎商工会議所女性会 百姓の館

長崎バスターミナルホテル 兵庫県醤油工業協同組合

長崎ホテル異邦館 兵庫県米穀事業協同組合

長崎県醤油味噌協同組合 兵庫県食肉事業協同組合連合会

なかつがわ農家民宿組合 兵庫県漬物事業協同組合

長野県醤油工業協同組合連合会 平田米店

長野県漬物協同組合 広島県醤油協同組合連合会

長町武家屋敷界隈を愛する会 びわの鈴

仲屋乳業株式会社 ファンタステキ

灘五郷酒造組合 福井青果株式会社

奈良県酒造組合 福井製菓製パンスクール

奈良県中央市場青果卸売協同組合 福井中央魚市株式会社

奈良県中央卸売市場水産物卸協同組合 福井県醤油味噌工業協同組合

奈良県中小企業団体中央会 福井県料理業生活衛生同業組合

奈良県漬物協同組合 福岡県醤油工業協同組合

新潟県醤油協同組合連合会 福岡県味噌工業協同組合

新潟県製粉工業協同組合 福島県味噌醤油工業協同組合

新潟県菓子工業組合 福山醸造株式会社

新潟県麺類飲食業生活衛生同業組合 富士穀粉株式会社

ニガキ株式会社 富士甚醤油株式会社

西播米穀株式会社 フジッコ株式会社

ニビシ醤油株式会社 伏見酒造組合

日本アミノ酸液工業会 ふぢや米店

日本うま味調味料協会 フルーツのながお

日本エキス調味料協会 フンドーキン醤油株式会社

日本写真印刷株式会社 北海道蒲鉾水産加工業協同組合

日本酒アカデミー株式会社 北海道味噌醤油工業協同組合

日本スープ協会 ほほえみの宿滝の湯

日本陶彩株式会社 ほやほやクラブ

日本みらいキャピタル株式会社 本場さぬきうどん協同組合

日本果物商業協同組合連合会 正田醤油株式会社

日本丸天醤油株式会社 松川町農産物加工施設味の里まつかわ

日本酒造組合中央会 松本醤油協業組合

日本醤油協会 松本米穀精麦（株）

日本製糖協会 マルキン忠勇株式会社

能登主事業協同組合 マルサンアイ株式会社

羽黒町観光協会 マルヱ醤油株式会社

八丁味噌協同組合 三重県醤油味噌工業協同組合

花つみ園 三重県食品産業振興会

早坂精米有限会社 三重県鮨業生活衛生同業組合

播州精米株式会社 南房総市観光協会

パンショップむぎわら帽子 みのりヘルスメート

阪神米穀株式会社 美原屋米店
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宮城県漬物協同組合 （株）芦原グランドホテル隆泉荘

宮城県味噌醤油工業協同組合 （株）アスピカ

宮崎県味醤油工業協同組合 （株）アヅチファーム

御幸米店 （株）伊藤園

名阪食品株式会社 （株）入来屋

茂木米店 （株）彩食絢美

ヤマエ食品工業株式会社 （株）海人天道流儀式料理

山形県醤油味噌工業協同組合 （株）ウメタ

山川水産加工業協同組合 （株）オオエックス

山口県味噌醤油協同組合 （株）オリエンタル

ヤマサ醤油株式会社 （株）加藤米穀

山代温泉旅館協同組合 （株）くいだおれ

山田屋食糧（有） （株）くらこん

山梨県味噌醤油工業協同組合 （株）グリーンひょうご西

山梨県ワイン酒造組合 （株）ぐるなび

ヤマモリ株式会社 （株）グルメぴあネットワーク

山義食品工業（株） （株）健帛社

ゆいファーム農家のとうふ屋さん （株）香寺ハーブガーデン

有限会社ＨＡ２ （株）小島商店

有限会社カネミヤ （株）米米ニシヤマ

有限会社九兵ヱ旅館 （株）米専門店やまぐち

有限会社新宮ファーム （株）齋藤製粉

有限会社中六 （株）サンビシ

有限会社萩原チキンセンター （株）ジェイアール東日本企画

有限会社福梅本舗 （株）ジョイフルサンショッピングプラザ

有限会社萬亀楼 （株）食創

有限会社ライターハウス （株）テレビ長崎

有限会社ふれあいの里上月 （株）呑龍

有限会社夢前夢工房 （株）中丸屋米穀店

有限会社レチェール・ユゲ （株）西勘堂

有限会社中谷農場 （株）馬場米穀

ユニー株式会社 （合）さかなや本店

吉澤米店 （合）野田味噌商店

若松屋商事（株） （合）山本米店

和歌山県食品産業協議会 （社）大阪府植物防疫協会

輪島・海美味工房 （社）鹿児島県特産品協会

（有）アズマ （社）神奈川県観光協会

（有）飯田商店 （社）京都市観光協会

（有）カギサン支店 （社）京都府茶業会議所

（有）幸伸食品 （社）日本フィッシュ・ミール協会

（有）四季美台青木商店 （社）日本観光旅館連盟

（有）ショップしみず （有）越後屋

（有）瀧本屋 （有）土屋米穀

（有）鶴ヶ丘米店 （株）アイ・ケイコーポレーション

（有）沼田精米店 （株）浅田屋

（有）日之出屋酒店 （株）味萬

（有）ほっと今庄 （株）角谷文治郎商店

（有）山食 （株）サガミチェーン

（有）米福商店 （株）ささ営農

（株）Ermitage湘南 （株）杉村倉庫
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（株）製菓实験社 （財）山崎香辛料振興財団

（株）世界文化社 （社）愛知県観光協会

（株）全教図 （社）愛知県漬物協会

（株）ダイアスポラ （社）大阪外食産業協会

（株）ダイナミックフルーツ （社）京都府食品産業協会

（株）髙橋製粉所 （社）京のふるさと産品価格流通安定協会

（株）タカミインターナショナル （社）国際観光日本レストラン協会

（株）太郎カンパニー （社）国際観光日本レストラン協会関西支部

（株）中納言 （社）静岡県観光協会

（株）テンヨ武田 （社）島原半島観光連盟

（株）東京フード （社）上越観光コンベンション協会

（株）トータルフード （社）食博覧会協会

（株）トキワ （社）全国清涼飲料工業会

（株）トライエックス （社）全国トマト工業会

（株）西山酒造場 （社）全国旅行業協会富山県支部

（株）にんべん （社）全国生活衛生同業組合中央会

（株）ネオ昭和 （社）栃木県観光物産協会

（株）農協観光 （社）鳥取県観光連盟

（株）はづグループ （社）長崎国際観光コンベンション協会

（株）比叡ゆば本舗ゆば八 （社）日本観光振興協会関東支部

（株）ピックルスコーポレーション （社）日本惣菜協会

（株）ヒヨバク （社）日本フードサービス協会

（株）日鰹 （社）日本塩ソムリエ協会

（株）藤橋商店 （社）日本鰹節協会

（株）フタバ （社）日本麺類業団体連合会

（株）プチドール （社）日本料理文化振興協会

（株）宝来屋本店 （社）兵庫県物産協会

（株）みやまえ （社）兵庫県食品産業協会

（株）むそう商事 （社）福井市シルバー人材センター

（株）八木長本店 （社）米穀安定供給確保支援機構

（株）ヤマト醤油味噌 （社）北海道観光振興機構

（株）ライスアイランド FOODS★STORY

（株）ワンウェイ MOVE

（財）アジア太平洋観光交流センター（APTEC) NPO法人築地魚市場銀鱗会

（財）江頭ホスピタリティ事業振興財団 NPO法人トチモノＴＡＮＫ

（財）大阪２１世紀協会 NPO法人日本酒伝道師協会

（財）大阪府みどり公社 NPO法人日本プロ農業総合支援機構

（財）金森公顕彰会 NPO法人日本食レストラン海外普及推進機構

（財）漁船海難遺児育英会

（財）魚価安定基金 （注）この他、２６名の個人の方からの同意書の提出あり

（財）食品産業センター （注）平成２４年１月３１日時点

（財）水産物市場改善協会

（財）全国生活衛生営業指導センター

（財）全国瑞穁食糧検査協会

（財）日本穀物検定協会

（財）日本醤油技術センター

（財）日本ホテル教育センター

（財）飛騨・高山観光コンベンション協会

（財）福井県産業会館

（財）福井市中央卸売市場協会
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