
 

第２回トラフグ資源管理検討会議 次第 

開 会 

挨 拶 

議 題 

第１部  

（１）トラフグの資源状況と管理の方向性について 

（２）トラフグの調査研究について 

（３）その他 

  

第２部 

（１）報告「ふぐ延縄漁業者の資源管理の取り組み」 

（２）対談「トラフグの食文化を下関から発信する」 

閉 会 

 

 

 

 



所　　　属 役　　職 氏　　　　名
【府県の関係漁業者、行政・試験研究機関】
［秋田県］
　秋田県水産振興センター 主任研究員 斎藤　和敬

［石川県］
　石川県農林水産部水産課 主任技師 井上　晃宏

［福井県］
　福井県農林水産部水産課 主任 吉村　祐一

［京都府］
　京都府農林水産部水産課 主任 山本　圭吾

［大阪府］
　（公財）大阪府漁業振興基金栽培事業場 場長 森　政次

［兵庫県］
　兵庫県漁業組合連合会指導部 総括 佐藤　泰弘

　兵庫県農政環境部農林水産局水産課 職員 齋藤　公司

　兵庫県立農林水産技術総合センター水産技術センター 主席研究員 長濵　達章

［島根県］
　島根県農林水産部水産課 グループリーダー 川島　隆寿

　島根県水産技術センター 専門研究員 向井　哲也

［岡山県］
　岡山県漁業協同組合連合会 課長 平松　義明

　岡山県農林水産部水産課 副参事 元谷　剛

　岡山県農林水産総合センター水産研究所 技師 竹本　浩之

［広島県］
　広島県漁業協同組合連合会 専務理事 渡辺　雄蔵

　広島県農林水産局水産課 課長 宮林　豊

　広島県水産海洋技術センター 主任研究員 村田　憲一

［山口県］
　山口県漁業協同組合本店 代表理事組合長 森友　信

　山口県漁業協同組合本店 専務理事 仁保　宣誠

　山口県漁業協同組合本店 常務理事 山田　歳彦

　山口県漁業協同組合本店 総務指導部部長 宮﨑　達弥

　山口県漁業協同組合本店 総務指導部部長 髙木　繁行

　山口県漁業協同組合吉佐統括支店 販売部長 阿部　寿幸

　山口県漁業協同組合周南統括支店 統括支店長 藤村　和義

　山口県漁業協同組合越ヶ浜支店 支店長 末武　史伴

　山口県延縄協議会 会長 吉村　正義

　山口県水産振興課生産振興班 主査 宮内　聡

　山口県水産振興課生産振興班 主任 金近　哲彦

　山口県下関水産振興局水産課 課長 澁谷　賢司　

　山口県下関水産振興局普及振興班 主査 白木　信彦

　山口県萩水産事務所水産班 主任 土井　健一

　山口県防府水産事務所水産班 主査 塩山　正男

　山口県柳井水産事務所水産班 主査 齋藤　秀郎

　山口県水産研究センター外海研究部 専門研究員 内田　喜隆

［徳島県］
　徳島県農林水産部水産振興課 主任 石田　鉄兵

［香川県］
　香川県漁業協同組合連合会総務部指導課 主任 塩田  元広
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　香川県農政水産部水産課 主任 加賀田　薫

［愛媛県］
　愛媛県農林水産部水産局水産課 主幹 平田　伸治

　愛媛県栽培資源研究所 所長 塩田　浩二

［福岡県］
　福岡県漁業協同組合連合会 企画指導課長 脇坂　慎治

　福岡県漁業協同組合連合会 企画指導課主任 稗田　善宗

　宗像漁協鐘崎本所 代表理事組合長 中村　忠彦

　宗像漁協鐘崎本所 船団長 八尋　時男

　宗像漁協鐘崎本所 副船団長 権田　彦

　宗像漁協鐘崎本所 副船団長 権田　清人

　宗像漁協鐘崎本所 理事 松尾　克樹

　宗像漁協鐘崎本所 業務係長 石橋　欣也

　福岡市漁協玄界島支所 支所運営委員会会長 細江四男美

　福岡有明海漁連 指導課長 田中　則彰

　福岡県水産局水産振興課漁船漁業係 主任技師 中岡　歩

　福岡県水産海洋技術センター資源環境課 研究員 杉野　浩二郎

　福岡県水産海洋技術センター有明海研究所資源増殖課 専門研究員 篠原　直哉

　公益社団法人ふくおか豊かな海づくり協会 事務局長 井ノ口　雅洋

［佐賀県］
　佐賀県生産振興部水産課 副主査 西山　嘉乃

［長崎県］
　長崎県漁業協同組合連合会総務部指導課 課長代理 北川　聡

　長崎県延縄協議会 副会長 吉住　正和

　長崎県資源管理課 課長補佐 松村　靖治

　長崎県総合水産試験場 栽培漁業科長 戸澤　隆

［熊本県］
　天草漁業協同組合深海支所 支所長 須崎　光輝

　天草漁業協同組合深海支所とらふぐ一本釣り組合 山道　清喜

　天草漁業協同組合深海支所とらふぐ一本釣り組合 新田　弘洋

　天草漁業協同組合深海支所とらふぐ一本釣り組合 山下　清二

　天草漁業協同組合佐伊津出張所 木山　裕一郎

　天草漁業協同組合佐伊津出張所とらふぐ一本釣り組合 岡　誠二

　熊本県水産振興課 参事 中根　基行

　熊本県水産研究センター 研究参事 安東　秀徳

　天草市水産振興課 主事 井坂　雄平

［大分県］
　大分県漁業協同組合総務部漁政課 課長 上野　英志

　大分県漁業協同組合総務部漁政課 主任 河野　耕志

　大分県農林水産部水産振興課 副主幹 平澤　敬一

［宮崎県］
　宮崎県漁業協同組合連合会漁政課 課長補佐 荒武　久道

　宮崎県水産政策課 主査 福田　博文

【トラフグ市場流通関係者】
　協同組合下関ふく連盟 理事長 松村　久

　株式会社吉田水産 代表取締役 吉田　福太郎

　有限会社森本商店 代表取締役社長 森本　徹

　有限会社森本商店営業部 森本　貴久

　株式会社畑水産 代表取締役 畑　栄次

　株式会社畑水産営業部 部長 蒲生　正博

　株式会社平越商店 代表取締役 平尾　泰範

　下関唐戸魚市場株式会社 代表取締役社長 原田　光朗

　下関唐戸魚市場株式会社 常務取締役 見原　宏

　下関唐戸魚市場株式会社 取締役営業部長 郷田　祐一郎



　下関唐戸魚市場株式会社 営業部長 岡村　政美

　下関唐戸魚市場株式会社 営業部長 阿部　日佐夫

　下関唐戸魚市場株式会社 営業部長 鈴木　智雄

　下関唐戸魚市場株式会社 営業部課長 福田　太一

　下関唐戸魚市場株式会社 営業部課長 山本　浩司

　下関唐戸魚市場株式会社 営業部課長 松浦　広忠

　下関唐戸魚市場仲卸協同組合 理事長 中川　雅則

　下関唐戸魚市場仲卸協同組合（株式会社酒井商店代表取締役） 理事 酒井　一

　株式会社酒井商店 専務 末永　博美

【全国漁業協同組合連合会】
　全国漁業協同組合連合会 常務理事 大森　敏弘

　全国漁業協同組合連合会漁政部 職員 金田　奈都子

【国立研究開発法人水産総合研究センター】
　西海区水産研究所資源環境部 部長 山田　陽巳

　瀬戸内海区水産研究所増養殖部 部長 小畑　泰弘

　増養殖研究所資源生産部 部長 桑田　博

　本部研究推進部 研究開発コーディネーター 久保田　洋

【独立行政法人水産大学校】
　独立行政法人水産大学校 理事 前　章裕

　独立行政法人水産大学校 講師 梶川　和武

【公立大学法人下関市立大学】
　公立大学法人下関市立大学 教授 濱田　英嗣

【下関市】
　下関市 市長 中尾　友昭

　下関市農林水産振興部 部次長 中村　真弥

　下関市農林水産振興部水産課 主幹 立畠　直子

【報道関係者】
　みなと新聞中国支社 支社長 樋口　順一

　みなと新聞中国支社 記者 中溝　れい

【傍聴者】
　漁業技研 代表 長谷川　誠三

　やまぐち6次産業化・農商工連携サポートセンター 総合コーディネーター 高崎　博司

【水産庁】
　資源管理部管理課 課長 木島　利通

　資源管理部管理課資源管理推進室 室長 加藤　雅丈

　資源管理部管理課資源管理推進室 課長補佐 竹越　攻征

　資源管理部管理課 資源管理計画官 鈴木　兵衛

　資源管理部管理課 係員 小川　太輝

　増殖推進部研究指導課 研究管理官 森　賢

　増殖推進部栽培養殖課 企画係長 手塚　潤

【漁業調整事務所】
　九州漁業調整事務所 所長 森　髙志

　九州漁業調整事務所 資源管理計画官 佐藤　英雄

　九州漁業調整事務所 資源管理係長 宮沢　哲

　瀬戸内海漁業調整事務所 資源課長 長野　正嗣

　瀬戸内海漁業調整事務所 資源管理計画官 登木　輝幸

　瀬戸内海漁業調整事務所 資源保護管理指導官 後藤　正行

【（公社）全国豊かな海づくり推進協会】
　公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会 専務理事 市村　隆紀

　公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会事業推進部 部長 岩橋　好敏

　公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会事業推進部 課長役 藤田　智也

　公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会事業推進部 職員 小迫　智宏
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