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【農林水産物等輸出促進全国協議会 茂木友三郎会長のご挨拶】

それでは一言御挨拶申し上げたいと思います。私はただ今ご紹介いただきましたとおりでございますが、農

林水産物等輸出促進全国協議会の会長を仰せつかっています、キッコーマンの茂木でございます。皆さんお

忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日は江藤農林水産大臣にもご臨席を賜って

おります。また安倍総理にも後ほどお越しをいただけるということでございますが、安倍総理、江藤大臣に

御礼を申し上げたいと思います。まずは日本食海外普及功労者として表彰をお受けになる５人の皆さま、誠

におめでとうございます。現在海外では日本食への人気が高まっておりますが、これも皆さまのような方々

が長年にわたって、食習慣の異なる海外でご努力をされたことによるものだというふうに考えております。

心から敬意を表したいと思います。また今回の総会から輸出に取り組む優良事業者への表彰状授与も行うこ

ととなりました。今回輸出に取り組む優良事業者として、表彰される10事業者の皆さま、おめでとうござい

ます。さて本年の農林水産物・食品の輸出でございますが、目標は１兆円ということでございます。その達

成には約１０%の増加が必要になります。しかしながら１０月まででは対前年と同程度にとどまっておりま

して、残りの２カ月で大幅な拡大が必要となるということであります。

さて政府全体の司令塔組織を農林水産省に設置することなどを内容とする、農林水産物および食品の輸出の

促進に関する法律が、１１月に成立いたしました。こうした取り組みは輸出に取り組む事業者が望んでいた

ものでございまして、大変心強く感じております。われわれといたしましても、官民を上げた取り組みと

オールジャパン体制によりまして、世界に向けて安全で高品質な農林水産物・食品の輸出を拡大するため、

さらに努力いたしたいと思います。結びに協議会会員各位のますますのご活躍を期待申し上げまして、私の

挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
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【江藤拓農林水産大臣のご挨拶】

皆さま、こんにちは。ご紹介賜りました江藤拓でございます。農林水産物等輸出促進全国協議会の皆さま方、

この開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。今会長からお話がありましたけれども、今日表彰さ

れる個人の皆さま方、それから団体の皆さま方、本当におめでとうございます。皆さま方のような方々が本

当に地道でそして堅実なご努力をいただいたおかげで、目標には若干厳しい水準にはなっておりますが、急

激な輸出の伸びを達成できたのは皆さま方のおかげだと、この機会を借りまして心から感謝を申し上げたい

と思っております。さて少し話は変わりますけれども、２０１５年は世界の食市場、これは890兆円という

ふうに言われておりました。それが２０３０年に1360兆円と、日本の国内市場は残念ながら、人口の減少や

高齢化等に伴いまして、シュリンクしていくことは致し方ありませんが、世界の市場は今申し上げましたよ

うに爆発的に拡大していきます。このビジネスチャンスをわれわれは何としてもつかまなければなりません。

そしてこの間の国会で日米の貿易協定も締結されまして、国会を通過いたしました。いよいよ日本も広い世

界に開かれたマーケットとして、国際競争の中で頑張っていく時代となったわけでございます。アメリカに

対しましても、これまで4.4セント、キロ当たり約５円ですが、低関税枠の牛乳の輸出の枠は今まで200トン

しかございませんでした。これが今回の協定の成立によりまして、6505トンという大幅な拡大につながって

おります。これも大きなビジネスチャンスでございます。それで今日は私の宮崎からも実は団体が一つ表彰

されるのですが、おととい中国の駐日大使孔さんが、宮崎の食肉処理場の視察にお越しをいただきました。

そして素晴らしい施設だと、こんな素晴らしい施設は見たことがないと。中国の消費者の皆さま方にぜひと

も、ＢＳＥ以来輸出が今は禁止になっておりますけれども、これをできるだけ早く解禁をして、中国の国民

に日本のこのおいしい牛肉を楽しんでもらいたい、その努力をしたいと。牛肉にとどまらず、日本の食文化

も含めて協力したいという温かいお言葉も大使からいただいたような次第でございます。もう会長からお話

がありましたから重複は避けますが、今度新しい法律の下で六つの省を束ねまして、農林省入れれば七つで

すが、私が本部長になりまして、今まで何かというとこの縦割りであると。いろいろとめんどくさい手続き

がたくさんあると。外国との窓口もなかなか難しい話がありましたけれども、これを一つにまとめさせてい

ただいて、いろんなことを効率化させていただいて、そして皆さま方のお役に立てるように、農林水産省、

来年の４月１日から一丸となって頑張ってまいります。どうぞ皆さま方は今日また機会にぜひとも日本の魅

力、食だけではなくて、食を通じた日本の文化も世界に広めていただきますご努力を、重ねて賜りますこと

を心からお願い申し上げまして、本日の祝辞とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。あ

りがとうございました。
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【安倍晋三内閣総理大臣のご挨拶】

農林水産物等輸出促進全国協議会の総会の開催に当たり、一言御挨拶を申し上げたいと思います。

始めに、日本食海外普及功労者、輸出に取り組む優良事業者として表彰された皆様に、心からお祝いを申

し上げます。おめでとうございます。食習慣の異なる海外において、様々な苦労を乗り越え、我が国の食文

化の普及や輸出の拡大に大きな貢献をされた皆様に対しまして、深く敬意を表したいと思います。

農林水産物や食品の輸出は、昨年、９,０００億円を超えまして、６年連続で過去最高を更新したところで

あります。かつて政権がスタートした当初、１兆円という目標を掲げたときには、それは絶対に無理だと、

こう言われていたわけでありますが、最初から諦めていたら何事も達成できない。正に目標を掲げ、皆様方

に大変な御貢献を頂いた結果、ここまで来れたと、このように思います。海外の日本食レストランも、増加

の一途をたどっています。その数、約１６万店。日本食が世界中に浸透している証と言えるでしょう。アジ

アを中心に、拡大を続ける世界の食市場。この需要を取り込んでいけば、輸出の可能性は更に広がっていき

ます。

先日、日米貿易協定が国会で承認されました。米国への牛肉輸出に係る低関税枠が大きく拡大するなど、

新しいチャンスが生まれています。そうした状況に対応できるように、江藤大臣の主導によって、農家の、

言わば生産力を高めるための予算も、今回の補正予算に組んだところでございまして、しっかりと世界の和

牛、日本食に対する、この要望に対する、日本の食材に対する要求に対して、需要に対して、しっかりと対

応できるようにしていきたいと、こう思っています。今申し上げましたように、和牛の増産や酪農の生産基

盤強化を強力に進めていきたいと考えています。また、農林水産物の輸出を加速するための新たな法律も成

立いたしました。各国の規制の緩和・撤廃や、国内の環境整備を、オールジャパンで進め、我が国の安全で

おいしい農林水産物を、世界中に売り込んでまいります。

日米の貿易協定は、来年の１月１日発効でございますが、日ＥＵ（欧州連合）のＥＰＡ（経済連携協定）

既に今年発効しております。その中で、ＥＵ向けの和牛の輸出は３割も増えているところでございますし、

また日本製のワインが５割増えている。茂木会長の所も、そうとう増やしているのではないのかなと、こう

思いますが、ただ元々ちょっとしかヨーロッパに対してはワインの輸出少なかったのですが、正にこれから

日本の味を覚えていただければ、間違いなく増えていくんではないかと期待しております。

今後とも、江藤大臣、そして、この場にいらっしゃる皆様と力を合わせ、まずは輸出目標額１兆円を達成

し、更なる高みを、皆さん、目指していこうではありませんか。安倍内閣は、これからも、輸出に取り組む

皆様を全力で応援してまいります。

結びに、茂木会長を始め、御臨席の皆様のますますの御発展を祈念いたしまして、私の挨拶とさせていた

だきたいと思います。どうか皆さん今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。
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【受賞者スピーチ：アーレフ・サアーデ氏】

まずは皆さま、今夜はこのような場を設けていただきましたこと、大変ありがたく思っております。

私が日本食と出会ったのは１９８５年のことです。フィリピン在住の日本人の友人に紹介されたのが最初

だったのですが、初めは生の魚を食べるのには躊躇いたしました。というのも中東の私の国では何か変わっ

た食べ物、何かちょっとおかしな食べ物を魚臭いというふうに形容していたからです。最初は躊躇したので

すが、食べて大好きになりました。それ以来、この出会いが情熱に変わりまして、以来30年にわたって抱き

続けてきました。そしてこの情熱に突き動かされて、これまでに中東、ヨーロッパ、アフリカの12カ国以上

に日本食材の調達・供給、またコンサルティングを行ってまいりました。

この度、このような賞を受賞することができ、本当に言葉では表せないほど嬉しく思っております。これま

で支えてくださった皆さま、そして選んでくださった皆さま、本当に感謝を申し上げたいと思います。間違

いなくこれまでの私の活動の大きな節目となり、また私の第２の故郷とも言える国から、今回このような賞

をいただき、日本食文化の普及に努めるものとして、大変光栄に思っております。私の家族に感謝を述べる

とともに、私はレバノン・レストラン協会のメンバーでもありますので、私をサポートいただいた協会にも

感謝を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。

【受賞者スピーチ：大野 剛浩氏】

【受賞者スピーチ：小西 史彦氏】

日本の裏側アルゼンチンより参りました、大野剛浩と申します。今回の受賞に当たり、在アルゼンチン日本

国大使館の皆さまには、何年にもわたり推薦していただいたとことに感謝申し上げます。

私は27年前にスペインに旅立ちまして、22年前にアルゼンチンに渡りました。そして、10年前から南米全土

に放送されている料理番組を持っております。

16万を超える南米日系人の方々に元気になってもらうため、また、たくさんの方々にお世話になり、私を育

てていただいた日本のために、日本ってこんな素晴らしい国なのだ、日本に行ってみたいと一人でも多くの

南米の方に思ってもらえるよう、日の丸を胸にこれからも頑張っていきたいと思っております。本日は誠に

ありがとうございました。

私、23歳の時に青雲の志を抱いてマレーシアに渡り、以来52年間東南アジアでいろんな事業をやってまいり

ました。そのうちの一つがレストラン事業でございます。25年前に「すし金」というブランドで事業を始め

た時、最大のチャレンジは、マレーシアでは３分の２に至るイスラム教徒の人々にどうやって日本食を食べ

ていただくか、ということでございました。それにはハラルの認証を取らなければどうにもならないという

ことで、以来15年をかけて遂にハラル認証を取得いたしました。それからは、どんどん業績は上がっており

まして、現在マレーシア国内で137店、東南アジア各地を入れますと、150店に上るレストランを営業してお

ります。私は自分の生涯を懸けて、日本の食文化を東南アジアに普及させていくということを掲げておりま

す。本日は大変ありがとうございました。
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【受賞者スピーチ：滕 玉娣氏】

【受賞者スピーチ：豊島 年昭氏】

私は中国から参りました。中国は非常に大きいマーケットですが、日本食の歴史は短いです。日本食と呼ば

れるものが中国に入ってきたのは1994年頃なので、まだ25年しか経っていません。当時は日本食の輸入も、

日本食のスーパーも、もちろん、日本食のレストランも全然ありませんでした。

そういった状況の中、この25年間、日本食の普及を務めてきました。日本政府の目標は輸出額１兆円にする

ことと聞いておりますので、今後、私の方でも輸入を増やして日本産食材を広め、

中国での日本食の普及により一層の努力をしたいと思います。本日はありがとうございました。

ただ今ご紹介にあずかりました、米国ロサンゼルスから参りました豊島年昭でございます。このような名誉

ある賞を頂き、農林水産省および関係者の皆さまには心より感謝申し上げます。

私は、1973年に渡米して46年、リトル・トーキョーで日本食レストランを開店して40年となります。本日は

誠にありがとうございました。
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【受賞者スピーチ：株式会社ヤマナカ】

【受賞者スピーチ：株式会社大水】

【受賞者スピーチ：オタフクソース株式会社】

ただ今ご紹介いただきました、株式会社ヤマナカの髙田と申します。本日はこのような栄誉ある賞をいただ

きまして、本当に心から感謝を申し上げたいというふうに思います。私どもは宮城県の石巻市に本社がござ

います。主に天然の魚ではなくて、特に養殖されたものに特化して、それを国内と海外のほうに展開をさせ

ていただいているという一応事業者でございます。で、今回このような賞をいただきましたことについては、

個人ですとか商品ですとか、そういったところが評価されたのではなくて、取り組み自体評価いただいたと

いうことについて、ほんとにこれは関係している生産者の皆さんですとか、あとは私どもの会社の全スタッ

フと本当にこの結果を喜んでおります。これを胸にこれからもますます精進してまいりたいなというふうに

思います。今後ともよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。

大水の山橋と申します。栄えある農林水産大臣賞を頂き、農林水産省を始め関係者の皆さまに、社員一同を

代表して心より御礼を申し上げます。ありがとうございました。当社株式会社大水は大阪・京都・神戸の中

央卸売市場で、主に魚の卸売業を80年間にわたって営んでまいりました。市場での魚の取り扱いが近年減少

傾向にある中で、新たな成長の糧として10年前より輸出に取り組み始めました。中国からの留学生を社員に

迎え、今日この会場に来ているソン君ですけれども、彼を中心に０からスタートしました。実は彼が東北出

張の時に石巻で震災に遭い、その時に助けていただいた浜の生産者の皆さまへの恩返しの気持ちから、東北

の魚の輸出に一層力を入れるようになったというようなエピソードもございます。昨年１年間で全国の水揚

げの魚、サバ・イワシを中心に、アフリカ・中東・アジアへ約1300コンテナ、３万1000トン輸出するまでに

いたりました。これもひとえに浜の生産者の皆さまのご協力のたまものと感謝する次第です。世界のマー

ケットを見れば水産業は明らかに成長産業です。この受賞を励みに輸出拡大に向けて、これからも少しでも

お役に立てればと思う次第であります。重ねて本日の受賞、誠にありがとうございました。

オタフクソースの社長をしている佐々木でございます。本日は農林水産大臣賞を授与いただき、誠にありが

とうございます。心よりお礼申し上げます。オタフクソースはお好みソースを始めるソースまたお好み焼き

関連の事業をやっておりまして、約20年前にアメリカから輸出を本格的に始めました。最初は鉄板焼き文化

があったので、簡単に導入されるだろうと思いましたが、全くアメリカ人にはお好み焼きは受けなかったで

す、その当時。それを知って以来、お好み焼き文化を普及させなきゃいけないということで、いろんなとこ

ろにデモ班とかイベントだとかフェアなんかに出店しまして、そうやって文化そのものを広げる活動をずっ

と行ってまいっております。そのおかげで現在では世界各国に350店舗のお好み焼き店、また私ども55カ国

ぐらいに輸出をさせていただくようになりました。そういう活動が評価されたのだと思います。現在はイン

バウンドで関西とか広島に多くの外国人が宿泊されて、お好み焼きを食べて、おいしいと言って帰っていた

だけるようになりました。ますますこの文化を世界に発信して、日本のために尽くしていきたいなというふ

うに思います。本日はどうもありがとうございました。



5555

協議会総会議事録7

【受賞者スピーチ：青森トレーディング株式会社】

【受賞者スピーチ：大七酒造株式会社】

【受賞者スピーチ：株式会社ミヤチク】

皆さん、こんばんは。株式会社ミヤチクの有馬と申します。本日は農林水産大臣賞受賞ということで、栄え

ある受賞いただきましたことをほんとに感謝申し上げたいと思います。この賞を受賞したのも弊社の社員の

おかげと、また出荷される農家さんのおかげかなというふうに感謝しているとこであります。弊社は牛肉、

宮崎牛の輸出をこれまで取り組んでまいりました。平成２年の日本から初めて輸出する認定工場として認定

されまして、それ以後２度にわたる口蹄疫とＢＳＥということで、輸出がストップしたわけなのですが、そ

の後再開しまして、昨年度は305トンの輸出というふうになっております。305トンといいますと、日本から

輸出する牛肉の約１割弱といった数量にあります。それと３年前からハローキティちゃんを一緒に宣伝マン

として、世界に宮崎牛を輸出しております。世界今12カ国の輸出をしているとこであります。今後私ども弊

社としましては、会社の資本の半分がＪＡグループ、要は農家の資本ということであります。また弊社の会

社の理念としましては、地域の経済の発展と地域社会の貢献というのがありまして、それにはやはり宮崎牛

を世界に輸出しまして、そしてそのことでインバウンドを受給を受けるのと、また世界で輸出することで日

本に来られたときに宮崎牛を食する、要は日本の宮崎のほうに来ていただくということで、観光も活性化に

もつなげていけたらなというふうに思っているとこであります。まだまだ弊社の牛肉の処理頭数の輸出量は

まだまだ少ないのですけれど、さらに輸出を深めまして、地域の活性化につなげていきたいなというふうに

思っているところであります。本日は誠にありがとうございました。

今ご紹介にあずかりました、青森トレーディング株式会社米澤と申します。このたびはこのような素晴らし

い賞を頂き、社員一同とても誇りに思うとともに皆さまに感謝申し上げます。ありがとうございました。弊

社は２０１２年に設立いたしまして、青森りんごの海外の販路を拡大するため、その目的でつくられました。

そのために海外でのいろいろな食品展示会に参加したり、ジェトロが主催する商談会に参加したりしており

ます。それとともにサンリオ香港とハローキティの使用契約を結びまして、今まで日本のりんごを手に取っ

てくださらなかった東南アジアの方々のために、ハローキティのシールを貼ったり袋に詰めたり、そしてハ

ローキティの力をちょっとお借りして、今ではたくさんの方が手に取ってくれるようになりました。このよ

うに小さなアイデアを大きくして、海外のお客さま、日本のお客さまと力強く取り組んで、そして一つ一つ

の仕事を丁寧に間違いなくすることによって、これからも輸出の拡大に取り組んでいきたいと思っておりま

す。どうもありがとうございました。

福島県の二本松市で日本酒を造っております、大七酒造の太田と申します。私どもの会社は今年で創業267

年目、そして日本酒の伝統製法であります生もと造りと、それから弊社独自の精米法の超扁平精米という技

術に強みを持っておりまして、杜氏さんと精米部長と両方とも現代の名工まで上り詰めたのは、全国でも大

七だけです。私どもは20年余り前から輸出に取り組み始めましたけれども、ともすると日本製の商品という

のは品質はいいけれども、価格はリーズナブルと。それで、だんだんいつの間にかコモディティ化してしま

うという例をよく見るので、私は日本酒の蔵元でもフランスの銘醸ワイナリーのようにしっかりとブランド

を確立するという、そういう存在になりたいという一念でやってまいりました。おかげさまで近年は海外の

欧州の王室晩さん会で使っていただいたり、五つ星ホテルで採用していただいたりと、少しずつ努力が実を

結んできたなということを感じております。これからも頑張っていきますので、皆さまどうぞよろしくお願

いいたします。
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協議会総会議事録8

【受賞者スピーチ：みなみ信州農業協同組合】

ＪＡみなみ信州の寺沢でございます。私どもの産地は市田柿の輸出ということで、今回受賞させていただく

ことができました。市田柿という名前で販売をしまして、来年でちょうど100年というようなことでござい

まして、ちょうどいい励みになったなというふうに思っております。市田柿につきましては20年前から台湾

のほうへ輸出をしてまいりました。ここ数年非常に数量が増える中で、東南アジアのちょうど春節の時期、

１月から２月に需要が非常にあるというようなことで、ターゲットを絞らしていただいて輸出を進めており

ます。国内につきましては年末から正月、それから１月から２月は東南アジアというようなことで、安定的

に出荷をしながら生産者の所得増大というようなことで、取り組んできております。これからは欧州、それ

からアメリカ等につきましても、消費動向をしっかり調査をしながら取り組みを進めてまいりたい、いうふ

うに考えております。また平成２８年にＧＩを取得いたしまして、現在海外のＧＩを取得すべき申請をして

おりまして、ベトナム対マレーシア等にも今後取り組みを進めてまいりたいというふうに思っております。

非常に長野県の中山間地多く抱える産地でございますけれど、2000名の方が一生懸命市田柿を生産しており

ます。輸出事業販売の大きな一つの柱として、今後も取り組んでまいりたいというふうに考えております。

今日は大変ありがとうございました。

【受賞者スピーチ：豊明花き株式会社】

ただ今ご紹介いただきました、豊明花き株式会社の福永と申します。花きというのはお花のことでございま

して、弊社は愛知県の豊明市にございます花の卸売市場でございます。２００３年から花の輸出に取り組み

いたしまして、市場が花の輸出を取り組むというのは、実は花は非常に１月から１２月、各四季の折々に品

目もそれから産地も変わってまいります。なかなか花について産地で単一品目で輸出をするというのは季節

的に限られてしまいますので、私ども卸売市場のほうの全国の移り変わる品目を集めまして、また市場内で

植物検疫を受けられるように貿易検疫所のほうと調整をしまして、年間120回以上出張検疫をさせていただ

いています。それから地元の中部国際空港さん、それから名古屋港さんと、こういった空港や港とも連携を

いたしまして、花の輸出に係るさまざまな手続きがスムーズに一元的に行えるようにと。こういったことが

今回評価をいただきまして、表彰していただいたのかなと思っております。ちょうど２週間前に私香港のほ

うに行ってまいりまして、香港ではいろいろなことが報道されていますけれども、どうなのかなと思って

行ってきたのですけれども、そういった中でも香港の皆さんも日本の花を美しいなということで、毎日たく

さんの方が訪れてお買い上げいただきました。やはり花は食べるものではないのですけれども、生活に潤い

を与える必需品であると、このように信じまして、これからも今日の表彰を励みにいたしまして、日本産の

花の輸出について頑張って取り組んでいきたいなと、このように思います。今日はどうもありがとうござい

ました。
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【受賞者スピーチ：株式会社兵殖】

【受賞者スピーチ：ヤマキ株式会社】

ご紹介をいただきましたヤマキの城戸でございます。このたびは栄えあるこのような立派な賞をいただきま

して、大変感激をしております。農林水産省関係の皆さま、茂木会長を初めとする協議会の皆さま、ご来席

の皆さんに深く御礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。弊社は１９１７年に愛媛県で創業を

しました。以来かつお節だし屋ヤマキと宣言いたしまして、かつお節だし一筋で事業展開をしております。

輸出に関しましては、80年ごろから本格的に取り組みを初めまして、おかげさまで今和食レストランを中心

に多くの皆さんにご愛顧をいただいております。ただ数十年輸出をやってまいりましたが、まだまだ頑張ら

なければいかんと、このように思っておりました。そうしたところ今回思いがけずこのような立派な賞を頂

き、感激しております。従いまして、この賞はいわばヤマキもっと頑張れという皆さまからの激励なんだろ

うというふうに思っております。わが国が世界に誇る和食、その重要なパーツの一つであるかつお節だしを

これからも世界の皆さんにもっと広げていくんだと、おいしさは国境を越えるのであるという信念で頑張っ

てまいりますと、こういった決意を皆さまに共有申し上げて、私の宣言、ご報告を御礼に代えたいなと思っ

ております。本日は誠にありがとうございました。

ただ今ご紹介いただきました兵殖の中迫です。今日はこのような名誉ある賞を頂きまして、ありがとうござ

います。われわれの会社は昭和３７年からブリを中心に淡路島で最初養殖を始めました。会社の由来が兵

殖っていうのは、元々兵養殖漁業生産組合っていうのがスタートで、その後いろいろありまして、九州に漁

場を移して、今は大分県と長崎県、宮崎県、高知県、この４県でブリの養殖と一部マグロの養殖をしていま

す。輸出のほうは昭和の５０年代後半、５８年か５９年ぐらいだと先輩から聞いていますけれど、その頃か

ら対米を最初スタートし、その後アジア各地、東南アジア、それからＥＵ、それと今は去年から中国も輸出

しています。アメリカ向けでは先ほど功労の表彰された鮨元にはロサンゼルスでもおそらく十七、八年前か

らうちのブリを本は本ハマチというブランドで、ずっと使っていただいています。今後ともよろしくお願い

します。われわれもさっき言われた中にあったんですけれど、実はサンリオのキティちゃんとちょうど丸１

年前、１２月の１４日の金曜日、ちょうど去年が、その日に有楽町でサンリオさんとコラボしまして。日本

の安心安全でおいしい良質な日本の養殖魚を、もっと世界の人に知ってもらいたい、食べてもらいたいとい

う思いで、ちょうどキティちゃんとコラボしたイベントをしました。そういうこともあって、もっともっと

世界の方々に今後とも日本の魚を知ってもらって、食べてもらいたいというそういう活動を推進していきた

いと思っています。今日は誠にありがとうございました。



令和元年度
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）

協議会総会 制作物
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ホームページへの掲載
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ホームページへの掲載



協議会総会配布物 受付配布･席置き配布

■受付配布物

・識別証

・胸章（赤：受賞者・白：登壇関係者、選考委員が着用）

■席置き配布物

【封入物一覧】
・総会議事次第
・資料 輸出促進全国協議会（構成員等）
・資料 功労者受賞者プロフィール
・資料 優良事業者事業紹介冊子

※上記を茶封筒に封入し、席置きにて出席者へ配布
※欠席者へは後日郵送

農林水産省

農林水産省様（赤）

ＭＥＭＢＥＲ

会員（緑）

都道府県・地方ブロック

地方自治体・地方ブロック職員（青）

関係者

関係者（薄緑）

省庁関係者

他省庁（ピンク）
ＰＲＥＳＳ

プレス（黄）

ＳＴＡＦＦ

運営スタッフ（黒）

※所属毎に、以下識別分けを行い、受付にて該当パスをお渡し

●識別証デザイン

食流機構関係者
食流機構関係者

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKDo99Ho8cYCFUonlAodMhUIWA&url=http://item.rakuten.co.jp/bridal-message/rbtr/&ei=rimxVaDZCsrO0ASyqqDABQ&bvm=bv.98476267,d.dGo&psig=AFQjCNExEumAF0tvZKBWfM0uOrDwzGJPuA&ust=1437760239685858


令和元年度
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
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媒体掲載関連/新聞・雑誌・Web

№ 掲載日 メディア名 タイトル URL

1 19年12月18日 日本食糧新聞 日本食海外普及で功労・優良者表彰 農林水産物等輸出促進全国協議会
https://news.nissyoku.co.
jp/news/kawasaki201912
17071052900

2 19年12月13日 産経ニュース 【安倍日誌】１３日（金）
https://www.sankei.com/
politics/news/191214/plt
1912140001-n1.html

3 19年12月13日 日本経済新聞 13日の安倍首相の動静
https://www.nikkei.com/
article/DGXMZO5331597
0T11C19A2EA3000/

4 19年12月13日 時事ドットコム 首相動静
https://www.jiji.com/jc/a
rticle?k=2019121300303&
g=pol

5 19年12月13日 朝日新聞 首相動静
https://www.asahi.com/a
rticles/ASMDF6D5QMDF
UTFK01X.html

6 19年12月13日 東京新聞 首相の一日

https://www.tokyo-
np.co.jp/article/politics/s
husho/CK2019121402000
140.html

■媒体掲載関連/WEB

https://news.nissyoku.co.jp/news/kawasaki20191217071052900
https://www.sankei.com/politics/news/191214/plt1912140001-n1.html
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媒体掲載関連/首相官邸報道



令和元年度
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18日
受賞者5名へ事務局の連絡先及び担当者情報をメールでご案内。

受賞者への連絡

渡航・宿泊手配

11月19日～
渡航スケジュールの調整及び航空会社・宿泊先の確認を行う。
※11月25日までに全員の航空券・宿泊先が確定。

航空券：確認・調整が取れ次第、予約・発券を行う。
滞在先：協議会会場と同じ施設(ザ・キャピトルホテル東急)内にある客室をご用意。

受賞者名 航空会社
アーレフ・サアーデ様 往復 カタール航空
大野剛浩様 往復 ルフトハンザ航空
小西史彦様 手配なし
滕 玉娣様 往復 深セン航空
豊島年昭様 往復 全日本空輸

受賞及び講演に際しての提出物と当日の案内

11月18日
提出物等のご案内をメール・電話等で行う。（提出締切は11月22日）
受賞者から順次送られてくる各種データを確認。

12月6日
受賞者5名全員へ最終案内をメールでご案内、

12月12日
受賞者5名全員分の各種データを拝受。

来日確認及びお出迎え

12月12日
日本への到着確認及び宿泊先でのチェックイン確認と打合せを行う。

12月13日
リハーサル時及び開会前のお出迎えを行う。
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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

10月30日
メールにて協議会総会のご案内を送付。（出欠締切は11月8日）

11月8日～
未回答者への出欠確認をメール・電話にて行う。

11月25日
出席者に開始時間変更案内をメールにて配信する。

12月9日
出席者に最終案内をメールにて配信する。

＜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。（出欠締切は11月29日）

11月24日
村松真貴子様 メールにてご出席の確認が取れる。

11月25日
下渡敏治様 メールにてご出席の確認が取れる。

11月27日
佐竹力総様 メールにてご欠席の連絡をいただく。

11月29日
服部幸應様 メールにてご出席の確認が取れる。
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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する。

国内プレス・メディア向け（申込締切は12月11日まで）

・ファーストリリース
12月9日
メールにて案内を配信する。

・セカンドリリース
1２月13日午前（申込締切は12月13日午後14時）
メールにて案内を配信する。

＜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

<受付対応>
・過去の知見を活かし、事前段階での参加者出欠情報をリストにする際に、「五十音順」「団体名順」のほか、
「兼務団体」の表記を行い、受付のしやすさに重点をおき対応、窓口における混乱はなかった。

・当日にレバノン大使のご参加の連絡があった。農林水産省ご担当者様との迅速な確認にて随行者席の調整を行い、
ご到着時にはスムーズにお席へのご案内を行った。

・胸章の着用に関して、受賞者と選考委員は食流機構、JCDスタッフにて、登壇関係者についても農林水産省ご担当者様と
JCDスタッフにて事前に担当を決定したため、ご来場時にスムーズな対応ができた。

・受付開始直前から来場者の受付数が少なく30分経過してから多数の方がご来場された。受付前の誘導と連携し、お客様を
ストレスなく、各窓口で対応できたこともあり、開始前にはほぼ受付は完了した。遅刻者は昨年同様複数いらっしゃった。
場内スタッフと連携し、ご挨拶中や講話中にはご入場頂けないよう案内し、登壇者が集中しやすい環境を作ることを心掛け
た。

・プレス受付に関して、事前申し込み・開会前の入場が例年に比べると多数いた。ムービー台が埋まってしまったが、各メ
ディア同士で調整頂いた他、広報担当者からも協力頂くよう呼びかけた。

＜受賞者などの誘導対応＞
・例年より受賞者が多かったこともあり、各者ごと（功労者・優良事業者・各随行者・登壇者等）に誘導担当を明確にし、
場内への誘導を徹底したことで、混乱なく入場退場頂くことができた。

＜パネル展示＞
・今回は優良事業者10社・団体のパネル展示をホワイエ内にて行ったが、開始前後に興味深く見る方が多数見受けられた。

<ホワイエでのコーヒーサービス>
・来場者へのドリンク提供、また会場内に持ち込まれた方の紙カップなどごみの回収はホテルスタッフ、運営スタッフが連
係して行ったことで、開会までに完了させることができた。

<演出>
・今年度も会場外においても進行状況をモニタリングできるような体制（テレビモニター）を整えた。
・安倍総理大臣ご入場の前に予定通り、2分半ほどの空き時間が発生したため、司会の案内及び会場内にBGMを放送した。

・スタートは定刻で開始となり、全てのプログラムが予定通りの時間で進行できた。安倍総理大臣の入場前に2分程度の幕
間が発生したが上記のように司会による対応で時間を調整した。その後の記念撮影は時間通りに進行を行うことができた。
登壇者が多かったため、記念撮影後のステージ準備で予定より時間が掛かった。また、各受賞者のスピーチが長引いたため、
最終的には5分オーバーにて終了した。

・記念撮影は全３列で整列頂いた。椅子や撮影台の準備、登壇者が例年より多かったが、ステージスタッフ・ホテルスタッ
フと連携することで混乱なく対応できた。

・例年よりも登壇者が多く、また実施時間も少なかったことで、リハ―サルをより密に行うことでほぼ定刻で開演、閉演す
ることができた。

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。レバノンからのアーレフ・サアーデ様は短期商用ビザでの入国が必要だったため、
ビザ申請書類を作成し現地への郵送対応を行った。

<協議会会員対応>
・昨年同様に、メールによる総会開催の発信、及び締め切り前後での未回答者への電話連絡により、
全団体の出欠を事前に確認することができた。

<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。佐竹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。






