
団体・会社名 氏　　名

ＪＡあいち経済連 鋤柄　恵子

ＭＯＡ自然農法文化事業団 浅尾　俊治

青森県東京事務所 長内　昌彦

青森県養鶏協会 佐藤　利稔

青森ポートリー 青野　正太郎

赤堀農場 赤堀　武義

アグリテクノ 三品　清重

あじたま販売㈱ 井村　茂雄

味の素冷凍食品㈱ 鳥羽　茂

味の素㈱ 天明　英之

アマタケ 工藤　義孝

イオン㈱畜産商品部 山嵜　高彦

イオン㈱品質管理部 東畑　進

イシイ 谷村　光弘

イシイ 今村　弘美

イセ食品㈱ 山田　邦雄

イセ食品㈱ 照山　可純

イセファーム㈱つくば研究所 児矢野　宏徳

イトーヨーカドー食品事業部 藍原 康雅

ウチナミ 高田　雄詳

エヌシーエフ 後藤　直樹

大石商店 大石　正

甲斐食産㈱ 高浜　禎

化学及血清療法研究所 徳永　英治

家庭栄養研究会 蓮尾　隆子

神奈川県衛生部生活衛生課 平川　静雄

神奈川県養鶏協会 岸井　誠男

神奈川県養鶏経済農業協同組合連合会 齋藤　富士雄

神奈川県養鶏経済農業協同組合連合会 尾崎　喜重

神奈川中央養鶏農業協同組合 彦坂　誠

神奈川中央養鶏農業協同組合 斉藤　忠次

川崎市消費者の会 松井　よし子

「高病原性鳥インフルエンザに関する意見交換会」
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カンショク 山田　和弘

カンショク 久保　英俊

北里研究所・生物製剤研究所 五反田　亨

キトクフーズ㈱ 星野　吉久

木下ファーム 木下　壽美

キューピー㈱ 栗原　健志

キューピー㈱ 松本　浩樹

キューピー㈱広報室 大山　敏雄

共栄火災海上保険㈱ 和野　嗣賢

協同組合日本飼料工業会 武馬　孝門

共立製薬㈱ 斉藤　文俊

グリーンファーム 拓植　雅寛

ゲン・コーポレーション 草間　保明

埼玉学校給食を考える会 大森　章子

埼玉県農林部畜産安全課 宮本　賢一

境食鳥 鈴木　竹夫

境食鳥 倉持　武

坂本産業㈱ 坂本　克彦

サミオ食品㈱ 本間　敦

参議院事務局農林水産委員会調査室 橋本　貴義

三州食品㈱ 岩井　敬洋

シーエーエフラボラトリーズ 大田　博昭

シゲタ動物薬品工業㈱ 鷲尾　政二

シゲタ動物薬品工業㈱ 西野　隆

重利鶏園 榎本　利雄

シジシージャパン 岩井　弘光

シジシージャパン 野崎　博延

シジシージャパン 堀井　伸

静岡県養鶏協会 石田　美登利

首都圏コープ事業連合 小林　秀樹

主婦連合会 和田　正江

消費経済研究所 小林　孝夫

昭和産業㈱ 東嶋　正典

昭和産業㈱飼料畜産部 井田　順二

食の安全協会事務局 福田　武志

食品産業センター 村上　勝一郎

食品産業中央協議会 新田　治延

食品と暮らしの安全基金 丸田　晴江

白州たまご生産組合 鈴木　祐次



スーパーアルプス 嶋田　裕治

すかいらーく 田村　ひろ子

杉並区消費者の会 小池　信子

鈴木商店 鈴木　芳郎

鈴木商店 高橋　扶明

スズキファーム 鈴木　憲一

生活協同組合コープかながわ 藤丸　賢一

生活協同組合コープかながわ組合員（消費者） 諏訪部　玲子

生活協同組合東京マイコープ 松本　清二

生活協同組合東京マイコープ 残間　よう子

全国消費者団体連絡会 高野　ひろみ

全国知事会調査第二部 松浦　康二

全国農業協同組合中央会 今　由秋

全国農業協同組合連合会畜産販売部鶏卵課 入澤　和弘

全国養鶏経営者会議 道岡　佳伸

全農 北村　守

全農 日沖　憲治

全農 平石　重次郎

全農家畜衛生研究所 柴田　勲

全農畜産総合対策部統轄課 永松　保久

大地を守る会 野田　克己

大地を守る会 吉田　和生

大地を守る会 柳沢　祥一

大日本印刷㈱ 秋山　登

高島産業 高嶋　浩司

タカノ 斉藤　綾

タカノ 高野　浩司

タカノ 南部　隆彦

田村製薬㈱ 田村　敏広

千葉県庁畜産課 橋本　能子

千葉市エコリーダー連絡協議会 木野村　秀夫

千葉チキンフーズ 斎藤　忠夫

中央区消費者友の会 二瓶　紀美代

中部飼料㈱大府研究所 白川　浩二

電通パブリックリレーションズ 衣川　真理子

東京中央鳥卵㈱ 大田垣　光春

東京中央鳥卵㈱ 会田　正宏

東京都生活協同組合 藤野　雅史

東京都地域消費者団体連絡会 江木　和子



東京都福祉保険局健康安全課 原口　直美

東西産業貿易㈱ 岩村　忠輔

東西産業貿易㈱農畜産部 奥山　海平

東都生活協同組合 飯島　雅巳

西野 梅原　正一

日鶏食産㈱ 松井　次郎

日商岩井ミートアンドアグリプロダクツ㈱ 平川　新一郎

日商岩井ミートアンドアグリプロダクツ㈱ 野沢　敏邦

日商岩井ミートアンドアグリプロダクツ㈱ 佐伯　秀彰

日本鶏卵産業協会 守本　隆夫

日本鶏卵生産者協会 栗木　鋭三

日本鶏卵生産者協会 菊地　実

日本鶏卵生産者協会 三倉　健

日本鶏卵生産者協会 水村　芳弘

日本鶏卵生産者協会 大橋　信博

日本鶏卵生産者協会 松本　義治

日本種鶏孵卵協会 林　正司

日本スープ協会 上水流　忠

日本生協連　安全政策推進室 原　英二

日本成鶏処理流通協議会 宮本　一彦

日本動物用医薬品協会 矢ヶ崎　忠夫

日本農業法人協会 清野　英二

日本農産工業㈱ 横山　次郎

日本農産工業㈱研究開発センター 加藤　真也

日本農産工業㈱マーケティング部 伊藤　博史

日本ハム㈱ 千田　英一

日本ハム㈱国内チキン部 内藤　篤

日本養鶏協会 梅原　宏保

日本養鶏協会 中村　光夫

日本養鶏協会 島田　英幸

日本養鶏協会 倉持　正実

日本養鶏協会 村石　愛二

日本養鶏協会　㈱愛鶏園 齋藤　地平

日本卵業協会 杉田　明

農研テクノ㈱ 石原　達也

農事組合法人旭愛農生産組合 大松　秀雄

農事組合法人セイメイファーム 嶋田　匡武

農畜産業振興機構 藤野　哲也

配合飼料供給安定機構 石田　修三



阪大微生物病研究会観音寺研究所 組橋　英明

阪大微生物病研究会東京事務所 高島　正和

ピュア 菅野　裕治

福島県東京事務所 廣田　雅幸

鮒忠生産流通本部 島守　義和

鮒忠生産流通本部 金丸　等

プリマハム㈱ 鬼沢　雅幸

フレンズファーム 入来院　重彬

房総ファーム㈱ 庄司　幸男

ホクレン東京事務所 吉田　英雄

丸紅㈱ 谷口　宏文

丸紅㈱畜産部 岡本　尚之

目黒区消費者グループ連絡会 水上　武子

横浜市衛生局感染症・難病対策課 小黒　大治

丸トポートリー食品㈱ 広田　忠造

首藤　隆信

川嶋　美紀

夏川　文子

村井　清人

田中　健介

学識経験者

　小澤　義博　　国際獣疫事務局名誉顧問

　河岡　義裕　　東京大学医科学研究所ウィルス感染分野教授

　谷口　清州　　国立感染症研究所感染症情報センター第一室長

　寺門　誠致　　農林漁業金融公庫技術参与

内閣府食安全委員会事務局

　西郷　正道　　リスクコミュニケーション官

厚生労働省

　前田　光哉　　健康局結核感染症課課長補佐

農林水産省

　高橋　直人　　消費・安全局審議官

　栗本まさ子　　消費・安全局衛生管理課長

　境　　 政人　　消費・安全局衛生管理課薬事・飼料安全室長

　杉崎　知己　　消費・安全局衛生管理課課長補佐

進　行

　姫田　　 尚　　消費・安全局消費者情報官


