
 
水産物・水産加工品輸出拡大協議会の概要 

名称 
 水産物 ･水産加工品輸出拡大協議会 
 

発足日 
 平成27年2月23日 
 

会員数 （平成28年1月5日現在） 

 ９ （水産関係全国団体（県レベルの団体を傘下に含む） ） 
▪ 一般社団法人大日本水産会 
▪ 全国漁業協同組合連合会 
▪ 一般社団法人 全国海水養魚協会 
▪ 全国水産加工業協同組合連合会 
▪ 全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会 
▪ 一般社団法人全国養殖魚輸出振興協議会 （平成27年4月加入） 
▪ 一般社団法人日本真珠振興会 （平成27年6月加入） 
▪ 全日本錦鯉振興会（入会手続き中：平成27年9月加入） 
▪ 北海道漁業協同組合連合会（平成27年11月加入） 

 

役員 

 会長 一般社団法人大日本水産会 顧問 齋藤 壽典 
 理事長 一般社団法人大日本水産会 会長 白須 敏朗 
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活動実績（2015年12月末現在）(1/3) 

他の品目別輸出団体と協働による活動 
 
  食品輸出PRセミナー（ロンドン）  

 開催日：５月５日 
 内容： セミナー、ワークショップ（水産物輸出概況、HACCPの取組、蒲鉾、ホタテ、ブリについてプレゼンした。） 
 結果： 対象者は食品バイヤーや日本食レストラン関係者、政府関係者、現地メディア来場者数は300名以上 
 備考： ジェトロと連携、他の各品目別輸出団体と共催で実施 

食品輸出PRセミナー（香港）  
 開催日：８月１３－１５日 
 内容： セミナー、ワークショップ（水産物輸出概況、蒲鉾、ブリについてプレゼンした。） 
 結果： 対象者は食品バイヤーや日本食レストラン関係者、政府関係者、現地メディア来場者数は200名以上 
 備考： ジェトロと連携、他の各品目別輸出団体と共催で実施 

食品輸出PRセミナー（モスクワ）  
 開催日：10月5－8日 PIR2015にて料理デモブース出展 全米輸と協働で実施 
 内容： セミナー、調理デモ ブリ、鯛、マグロを使ったメニュウを調理し試食。日本酒の試飲も好評だった。 
 結果： 対象者は食品バイヤーや日本食レストラン関係者、政府関係者、現地メディア来場者数は300名以上 
 備考： ジェトロと連携、ジャパンパビリオンに併設 
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活動実績（2015年12月末現在）(2/3) 

本協議会単独によるセミナー等活動  
食品輸出PRセミナー（シンガポール神田わだつみ店等で実施）  

 開催日：7月4日 7月14日 9月5日 9月12日 10月7日 11月7日 1月16日 
 内容： セミナー、三陸、房総・東海 青森 九州 等産地の旬の水産物を対象にセミナーと試食を実施。 
 結果： 対象者は食品バイヤーや日本食レストラン関係者、政府関係者、現地メディア来場者数は約30名/回 
 備考： JF全漁連主体に実施し、県漁連などの役員による水産物の紹介を実施した。 

食品輸出PRセミナー（ロシア ベトナム、米国 中国 タイ）  
 開催日：9月17日ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙｽﾌﾞﾙｸﾞ、 10月26日 ダﾅﾝ 10月26日 LA 11月25日 バンコク 12月10 上海  
 内容： セミナー、ワークショップ（水産物輸出概況、ブリや水産加工品等についてプレゼンした。） 
 結果： 対象者は食品バイヤーや日本食レストラン関係者、政府関係者、現地メディア来場者多数  
 備考： 全国海水養魚協会、全水加工連、全国養殖魚輸出振興協議会がそれぞれ実施した。 

国内検討会の開催  
 開催日： 7月17日、7月29日（協議会運営委員会） 、6月5日 6月26日 10月16日 10月23日 （生鮮・冷凍水産物輸

出促進委員会）、 5月15日、6月10日、 7月15日、7月16日（水産加工品輸出促進委員会）、5月22日 10月5日（輸出
振興・品質管理委員会） 

 内容：海外セミナー実施計画について、海外マーケット調査について、ジェトロの機能と活用について等 
 備考：協議会内に、協議会運営委員会、生鮮・冷凍水産物輸出促進委員会（同養殖魚部会）、水産加工品輸出促進委

員会、練り製品輸出促進委員会、輸出振興・品質管理委員会を設置した。 
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活動実績（2015年12月末現在）(3/3) 

海外マーケット調査 
 イギリス、タイ、マレーシアについて、水産物、特にブリと練り製品を主体にマーケット調査を開始し、11月25日に中間

報告会を実施した。 

その他  
 海外への日本産品ＰＲのため、パンフレット等の作成している。 
 欧州委員会のHACCP担当官等を講師として招へいし、輸出に取り組む事業者等を対象としたセミナー開催を進めて

いる（2016年2月予定）。 
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水産物・水産加工品輸出拡大協議会の年間活動スケジュール 
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平成27年 平成28年 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

国内検
討会等
の開催 

協議会運営委員会 7/7  7/29 ④ 

生鮮・冷凍水産物輸出促進委員会 6/5 10/16 ③ 

同養殖魚部会 6/26大阪 10/23 ③ 

水産品加工品輸出促進委員会 5/15 6/10函館 
7/15大分 
7/16宮崎 

9/16 ⑤ 

練り製品輸出促進委員会 ① 

輸出振興・品質管理委員会 5/22 10/5 ③ 

海外マーケット調査の実施 
 

 
 
 

○ 

 
 
 

○ 

海外への日本産品PR  他団体との協同 
 
 
              
 
 協議会単独での開催  

 
 
○ﾛﾝﾄﾞﾝ 
 
 

 
 
○香港 

 
 
○ﾓｽｸﾜ 

輸出環境課題の解決に向けた取り組み  
仙台
6/16-17 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
鹿児島 
11/4-5 

 
 
 
 

 
 ○ 
関東 

調査内容の検討 調査の実施 

品目別団体連携セミナー 

中間報告 最終報告 

海外事業者等によるセミナー 

米と魚のコラボで海外
セミナー共同開催 

EU・HACCP担当
官招聘セミナー 

海外招聘バイヤーによるセミナー 

シンガポール、ベトナム、ミャンマー、タイ、アメリカ、ロシア、中国などで合計20回程度開催 

品目別団体連携セミナー 
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