
令和３年度
日本食・食文化の魅力発信による日本産品海外需要拡大委託事業
（日本食・食文化の功労者表彰）

媒体掲載関連



7171

媒体掲載関連/新聞・雑誌・Web

■媒体掲載関連/WEB

掲載日 メディア名 タイトル URL

2021/12/16 日本食糧新聞 農林水産物等輸出促進全国協議会、輸出・日本食普及で表彰 岸田総理「目標に全力」 https://news.nissyoku.co.jp/news/honmiya20211214
045401820

2021/12/14 食肉通信 農水省が輸出優良事業者表彰、大臣賞にJA飛騨ミートなど4事業者 https://www.shokuniku.co.jp/9468

2021/12/11 NEWS Collect 農水省が輸出事業者表彰 ＪＡ飛騨ミートなど大臣賞 https://newscollect.jp/article/?id=842177341259923
456

2021/12/11 NewsPicks 農水省が輸出事業者表彰 ＪＡ飛騨ミートなど大臣賞 https://newspicks.com/news/6447039/

2021/12/11 YUIME Japan 農水省が輸出事業者表彰 ＪＡ飛騨ミートなど大臣賞 https://yuime.jp/feed/httpsnordot-
app842177341259923456

2021/12/11 日本農業新聞 農水省が輸出事業者表彰 ＪＡ飛騨ミートなど大臣賞 https://www.agrinews.co.jp/news/index/44784

2021/12/11 Yahoo! ニュース 「日本一の技」を世界へ…JA飛騨ミートなど大臣賞 農水省が輸出事業者表彰 https://news.yahoo.co.jp/articles/db71cc64ac5f3cc4
99fdd7b19ea8c7bb0b736ffc

2021/12/11 livedoor 農水省が輸出事業者表彰 ＪＡ飛騨ミートなど大臣賞 https://news.livedoor.com/article/detail/21336290/

2021/12/11 ノアドット 農水省が輸出事業者表彰 ＪＡ飛騨ミートなど大臣賞2021/12/11 05:00 (JST)© 株式会社日本農業新聞 https://nordot.app/842177341259923456

2021/12/08 Catch Our News 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://catchournews.com/?p=312462

2021/12/08 DIGINEWS 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://digitalnewstimeline.com/?p=312462

2021/12/08 Increment Timeline 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://incrementtimeline.com/?p=312462

2021/12/08 Jungle! 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://jungleposts.com/?p=312462

2021/12/08 WAKUWAKU POST 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://wakuwakuposts.com/?p=312462

2021/12/08 You Know News 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://you-know-news.com/?p=312462

2021/12/08 コミュニティ・ポスト 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://communitytimeline.com/?p=312462

2021/12/08 Culture Post 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について – カルチャー・ポスト http://culture-posts.com/?p=312462

2021/12/08 NewsPicks 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について https://newspicks.com/news/6429230?ref=user_234
5

2021/12/08 ビズハック！ 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://www.biz-hacks.com/pressrelease/?id=202305

2021/12/07 @nifty ビジネス 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について https://business.nifty.com/cs/catalog/business_rele
ase/catalog_atp288770_1.htm

2021/12/07 @Press 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について https://www.atpress.ne.jp/news/288770

2021/12/07 Ba-ter.News※ 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について https://news.ba-ter.com/user/

2021/12/07 bizocean※ 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://www.bizocean.jp/news/pr/

2021/12/07 BREAK TIME NEWS 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://break-time-news.com/?p=312462

2021/12/07 Business Times 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://business-timeline.com/?p=312462

2021/12/07 Django 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://djangomedias.com/?p=312462

2021/12/07 Excelletor 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://excelletors.com/?p=312462

2021/12/07 excite.ニュース 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について https://www.excite.co.jp/news/article/Atpress_2887
70/

2021/12/07 GOOD LUCK NEWS 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://good-luck-news.com/?p=312462

2021/12/07 IDENTITY 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://identity-news.com/?p=312462

2021/12/07 Infoseekニュース 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について https://news.infoseek.co.jp/article/atpress_288770/

2021/12/07 Mapionニュース 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について https://www.mapion.co.jp/news/release/ap288770-
all/

2021/12/07 News Create 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://news-create.com/?p=312462

2021/12/07 Newsweek 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について https://www.newsweekjapan.jp/press-
release/2021/12/post-630.php

2021/12/07 Ordinal 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://ordinallinks.com/?p=312462

2021/12/07 REGUTAR 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://regutar.com/?p=312462

2021/12/07 rentaloffice.bz 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について https://rentaloffice.bz/atpress/?pr_id=288770&chars
et=UTF-8

2021/12/07 SANSPO.COM 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について https://www.sanspo.com/geino/news/20211207/prl2
1120710320037-n1.html

2021/12/07 SEOTOOLS 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://www.seotools.jp/news/id_at_288770.html

2021/12/07 Skylish News 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://skylishnews.com/?p=312462

2021/12/07 Tommorow with you 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://tomorrowwithyou.com/?p=312462

2021/12/07 zakzak 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について https://www.zakzak.co.jp/eco/news/211207/prl2112
070037-n1.html

2021/12/07 いっしょのニュース 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://toggeterwithnews.com/?p=312462

2021/12/07 おたにゅー！ 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://ota-news.com/?p=312462

2021/12/07 とれまがニュース 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について https://news.toremaga.com/politics/country/207848
8.html

2021/12/07 クイックオーダー※ 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://www.quickorder.jp/q_news/banneta/index.ph
p

2021/12/07 トラベロ 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://newstravelo.com/?p=312462

2021/12/07 ニュース・アニマルズ 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://news-animals.com/?p=312462

2021/12/07 フーーード！！！ 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://www.foooods.info/?p=312462

2021/12/07 プリモ 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について http://pretty-motion.com/?p=312462

2021/12/07 徳島新聞Web 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について https://www.topics.or.jp/ud/pressrelease/61aeb983
7765613cdc010000

2021/12/07 朝日新聞デジタルマガジン＆ 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について https://www.asahi.com/and/pressrelease/41224457
6/

2021/12/07 財経新聞 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について https://www.zaikei.co.jp/releases/1505617/

2021/12/07 ノアドット
農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について 2021/12/7 10:30 (JST)© ソーシャルワイヤー株式会
社

https://nordot.app/840764010431234048

2021/12/07 トレミー 農林水産物等輸出促進全国協議会総会の開催について – トレミー http://treme.biz/?p=312462



7272

媒体掲載関連/新聞・雑誌・Web

■媒体クリッピング

■日本食糧新聞 ■食肉通信

■NEWS Collect ■NewsPicks



7373

媒体掲載関連/新聞・雑誌・Web

■媒体クリッピング

■YUIME Japan ■日本農業新聞

■Yahoo! ニュース ■livedoor



7474

媒体掲載関連/新聞・雑誌・Web

■媒体クリッピング

■ノアドット ■Catch Our News

■DIGINEWS ■Increment Timeline



7575

媒体掲載関連/新聞・雑誌・Web

■媒体クリッピング

■Jungle! ■WAKUWAKU POST

■You Know News ■コミュニティ・ポスト



7676

媒体掲載関連/新聞・雑誌・Web

■媒体クリッピング

■Culture Post ■NewsPicks

■ビズハック！ ■@nifty ビジネス



7777

媒体掲載関連/新聞・雑誌・Web

■媒体クリッピング
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■プリモ ■徳島新聞Web
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媒体掲載関連/首相官邸報道



令和３年度
日本食・食文化の魅力発信による日本産品海外需要拡大委託事業
（日本食・食文化の功労者表彰）

事務局関係
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受賞者対応

11月10日
受賞者5名へメールにてご案内送付。
・事務局の連絡先及び担当者情報
・来日希望のお伺い
・日本国入国規制に関するご案内

11月10日
御芳名の表記について確認メール送付。

受賞者への連絡

出欠の確認及び交通・宿泊手配

11月10日～
出欠の確認およびスケジュールの調整。

受賞者名
加柴 司郎 様： 来日希望。アメリカ国籍を取得している為、ビザの取得が必要。

11月22日、ビザ取得が間に合わないとの判断に至り、来日断念。

木村 重男 様： ご家族の都合により欠席。

末次 毅行 様： 来日ご希望でしたが、コロナ感染症拡大および水際対策強化に伴い、
11月29日、農林水産省の判断により渡航中止。

冨田 憲男 様： 来日ご希望でしたが、コロナ感染症拡大および水際対策強化に伴い、
11月29日、農林水産省の判断により渡航中止。

氷室 利夫 様： コロナ感染症拡大および水際対策強化に伴い、欠席。

受賞及び講演に際しての提出物の案内

11月22日～
欠席者へ順次、提出物のご案内をメール・電話等で対応。

11月29日
来日準備中の受賞者2名に対し、渡航取り止めの旨、電話にてご案内。

11月29日～
渡航中止者へ提出物のご案内をメール・電話で対応。

終了報告

12月17日
受賞者5名様へ、終了のご挨拶とともに式典時の記録写真を送付

12月20日
表彰状を発送（在外公館宛て4名様、日本国内宛て1名様）
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協議会会員・選考委員対応

＜協議会会員対応＞

協議会会員への連絡

11月15日
メールにて協議会総会のご案内を送付。

協議会本体：出欠確認案内（出欠回答締切：11月19日）
都道府県：総会終了後、資料送付のご案内
地域ブロック：総会終了後、資料送付のご案内

11月22日～
未回答者への出欠確認をメール・電話にて対応。

12月2日
出席者に開始時間変更案内および最終案内をメールにて配信。

＜選考委員対応＞

選考委員への連絡

11月22日
メールにて協議会総会のご案内を送付。（出欠回答締切：11月29日）

伏木 亨 様： 11月22日 メールにて欠席回答を受信。

佐竹 力總 様： 11月22日 メールにて出席回答を受信。

下渡 敏治 様： 11月24日 メールにて出席回答を受信。

服部 幸應 様： 11月29日 秘書室よりメールにて出席回答を受信。当日の移動について（代々木～会場～代々木）の回答。

村松 真貴子 様： 11月25日 メールにて出席回答を受信。
12月10日 欠席連絡を受電。
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プレス関係対応
プレス関係対応

プレスへの連絡
※農林水産省様とは別途、プレス関係者へ協議会総会に関する案内をリリース。

12月7日 10時30分（1stリリース）
総会開催案内および取材申し込み（事前登録）の案内をリリース。
（事前登録締切：12月8日）

12月10日 10時30分（2ndリリース）
@Pressおよび、公益財団法人フォーリン・プレスセンターにて
総会開催案内および取材申し込み（事前登録）の案内をリリース。

＜プレス関係対応＞
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事務局・運営報告
プレス関係対応

総会当日の運営について

<全体>
・昨年に続き、新型コロナウイルス感染症対策を徹底して開催にあたった。検温や消毒などの対応の他、ソーシャルディス
タンスを確保した受付、座席レイアウトを行った。ステージ上も受賞者、登壇者にマスク着用にご協力をいただくなど、対
策を各所施した上で開催した。

＜受付＞
・例年同様、参加者の出欠情報は、「五十音順」「団体名順」「兼務団体」の表記をリストに行い、受付のしやすさに重点
をおき対応した。参加人数を絞っていることもあり、受付前の待機列においてもソーシャルディスタンスを確保し、大きな
待機列ができることなく、対応できた。

・プレス受付に関しては、例年よりムービーの数が少なかったことから、大きな機材で通路が埋まるなど、混乱は無かった。
記者については例年通り、プレス席の数よりも多く来場したため、空き場所に随時イスを用意し、立ち見参加が出ないよう
対応した。

＜受賞者などの受付、誘導対応＞
・登壇者対応において、マスクをご着用されて来場される方が多数のため、受付スタッフにも来場者情報を確実に落とし込
むことでご案内に手間取らないよう徹底した。コロナ対策として、胸章はご本人に自身で着用いただく他、控室においても
入場人数を制限し、密にならないよう努めた。
・受賞者や委員の皆様は比較的早く来場され、レクチャーもスムーズに行うことができた。

＜パネル展示＞
・功労者５名、優良事業者10社・団体のパネル展示をホワイエにて実施した。早めに来場された方はじっくりとご覧になっ
ていることが多く、来場者の興味関心の高さがうかがえた。

<演出>
・受賞随行者の観覧用を兼ね、会場外においての進行状況のモニタリングは控室である桐の間にて中継をした。

・スタートは定刻で開始した。受賞者スピーチが長引いたが、岸田総理大臣のご入場や挨拶は定刻通りに行うことができた。
最終的には5～6分程度オーバーして、終了した。受賞者スピーチが遅延の原因のため、次年度はインタビュー形式にするな
ど対策を講じる必要がある。

・登壇者数が多かったため、昨年同様、会場で調整できる最大サイズのステージを組んだ。今回功労者が不参加のため、
ソーシャルディスタンスを確保しての記念撮影が可能だったが、次年度は記念撮影の参加数を検討する必要がある。

メディアの撮影位置も着席者が居る前から3列目まで使わないと、横幅が収まらないため、特に調整が必要になると見込
まれる。

・新型コロナウイルスの影響で功労者については訪日をご遠慮いただいた。ビデオメッセージをご提供いただき、テロップ
を挿入することで会場の皆様にも分かりやすい映像として展開できた。

・受賞者スピーチ用のマイクは常時アルコール消毒を行い、受賞者にもマスクを着用頂いた上でスピーチを行った。ただし、
スピーチ位置とフロア最前列まで、5.5Ⅿ以上確保できていることから、晴れの場という点もかんがみ、来年度はスピーチ
時のマスク着用は無しでも問題無いかと思われる。

総会の準備について

<受賞者対応>
・事務局開設から、受賞者様へ密に連絡を取り、各種提出物等も開催当日までにご提出いただき、当日の運営・進行をス
ムーズに行うことができた。

<協議会会員対応>
・本年は、47都道府県知事、地域ブロック輸出促進協議会会員の会員には資料送付とし、会員団体様に限り、1団体1名様に

て出席をお願いとした。
・欠席団体には、総会終了後当日資料の送付を行った。

<選考委員対応>
・問題なく、事前にご出欠の確認を行うことができた。伏木様、村松様はご都合により欠席された。

<プレス対応>
・事前申し込みよりも総会当日に申し込み無しで来場される方の方が多かったが問題なく対応できた。




