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農林水産業の輸出力強化ワーキンググループ 構成員

ワーキンググループの開催状況

第 1回 2月 2日 立ち上げ・有識者の紹介

第 2回 2月19日 ヒアリング①

第 3回 3月 3日 ヒアリング②

第 4回 3月14日 ヒアリング③

第 5回 3月22日 ヒアリング④

第 6回 4月 5日 テーマ別検討①（ニーズ把握、需要掘り起し）

第 7回 4月15日 テーマ別検討②（販路開拓、供給面の対応）

第 8回 4月20日 テーマ別検討③（物流、輸出環境の整備）

第 9回 4月27日 これまでの議論の整理、国・地域別戦略

第10回 5月12日 とりまとめ

ヒアリング先 一覧
●ヒアリング①
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（注）有識者の所属は、とりまとめ時のもの。
ヒアリング先の所属は、ヒアリング時のもの。



農林水産業の輸出力強化タスクフォースにおける国・地域別戦略等の検討状況

○ 農林水産業の輸出力強化ワーキンググループの下に設置された 「農林水産業の輸出力強化タスクフォース」 において、外務省・JETRO
の地域担当の協力を得つつ、地域の状況に詳しい有識者の意見も伺い、日本からの農林水産物・食品の輸出の多い国を中心に、21の国・
地域の国・地域別戦略について検討 （その後テーマ別の横断的課題についても検討）。

○ 国・地域別戦略では、それぞれの国・地域ごとに、消費者の嗜好、日本や他国からの輸入の状況、輸入規制などを調査・分析した上で、輸
出拡大に向けた基本的な方向性、重点品目とターゲット、需要の掘り起こしや販路開拓、輸入規制の撤廃・緩和に向けた取組みなど、輸出
に向けた具体的な戦略を提示。

第1回 2月12日 香港、台湾、韓国

第2回 2月18日 シンガポール、マレーシア、ブルネイ、インドネシア

第3回 2月25日 ベトナム、タイ、ミャンマー、フィリピン

第4回 3月 4日 中国、インド、中東、アフリカ

第5回 3月10日 アメリカ、カナダ、中南米、大洋州

第6回 3月17日 ＥＵ、ロシア

第7回 3月24日 テーマ別検討① （ニーズの把握、需要の掘り起し）

第8回 3月31日 テーマ別検討② （販路開拓、供給面の対応）

第9回 4月 7日 テーマ別検討③ （物流、輸出環境の整備）
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農林水産業の輸出力強化タスクフォース メンバー タスクフォースでの検討状況

（参考） この21の国・地域で、2015年の農林水産物・食品の輸出の
95％程度をカバー。

以下の地域は、括弧内の国を中心に分析・検討。

・ 中東 （サウジアラビア、UAE、カタール、トルコ）
・ アフリカ （エジプト）
・ 中南米 （メキシコ、ペルー、チリ、ブラジル）
・ 大洋州 （オーストラリア、ニュージーランド）
・ EU （ドイツ、イギリス、フランス、イタリア）



農林水産業の輸出力強化タスクフォースで意見を聴取した有識者 一覧

回 地域 品目・分野 氏名 所属

1

香港
台湾

など
小売 小西 毅

有限会社 City Super Japan 
食品部長

台湾 コンビニ 上野 美玲
統一超商東京マーケティング株式会社
顧問

韓国
など

ビール 深山 清志
アサヒビール株式会社
国際部担当部長営業グループリーダー

韓国
など

木材製品 久津輪 光一
池見林産工業株式会社
代表取締役社長

2

シンガポール
など

展示会 西田 滋直
株式会社おいしいJAPAN
代表取締役プロデューサー

マレーシア
インドネシア

など

ソース混合
調味料

勝山 忠昭
田中 信也

キユーピー株式会社
常務取締役（海外統括､海外本部担当）
経営推進本部危機管理室長

ブルネイ
マレーシア

など

飲料
加工食品

三坂 大作
ソイ＆ワールド株式会社
代表取締役社長

インドネシア
など

牛肉 （非公表） （食肉加工品メーカー）

3

タイ 青果物等 長谷川 久夫
株式会社みずほジャパン
代表取締役

タイ
ベトナム

など
小売

頼房 伸吾
伊藤 章彦

イオンリテール株式会社
食品商品企画本部輸出推進部長
食品商品企画本部コーディネーター部

ミャンマー
ベトナム

など
商社 （非公表） （商社）

フィリピン
など

播種用の種 永井 昇
カネコ種苗株式会社
取締役外国部長

回 地域 品目・分野 氏名 所属

4

中国 食品流通全般 西村 敦
叻克透商貿（上海）有限公司 董事総経
理
（株式会社ラクト・ジャパン）

中国 小売 橋本 方乃
株式会社マックスパワー
マネージャー

インド 食品流通全般 繁田 奈歩
株式会社ｲﾝﾌｫﾌﾞﾘｯｼﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ&ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｽﾞ

代表

中東 食品卸 藤澤 憲明
株式会社コスモトレードアンドサービス
海外事業部長

5

中東
アフリカ

など

水産加工品
（缶詰）

須田 昭彦
川商フーズ株式会社
海外事業部長

米州
大洋州

など

加工食品、
水産品、

日本酒等流通

加澤 保昌
石田 健

ＪＦＣジャパン株式会社 経営企画部長
キッコーマン株式会社 海外事業部/企
画グループ統括

アメリカ
中南米

など
調味料 伏見 和彦

マルコメ株式会社
海外事業本部海外事業グループ執行役
員

アメリカ
など

日本茶
若林 正之
宮坂 周

株式会社伊藤園 国際営業部長
国際本部グループリーダー

6

ヨーロッパ
など

食品卸
小売

福村 真宏
後藤 義幸

吉川商事株式会社 欧州営業責任者
欧州向証明書等対応責任者

ヨーロッパ
など

料理人 高木 慎一朗
株式会社銭屋
代表取締役社長

ヨーロッパ
など

ウイスキー 山本 憲一
【ニッカウイスキー】
アサヒビール株式会社 国際部担当部長

ロシア 商社 高橋 克弘
株式会社エル・アイ・ビー
代表取締役

（注）有識者の所属は、ヒアリング時のもの。




