
トラフグ資源管理検討会議

日時：平成２６年１１月２０日（木）１３：３０～１６：００

場所：海峡メッセ下関９階海峡ホール（山口県下関市）

議事次第

１．開会

２．議題

（１）資源管理のあり方検討会取りまとめについて

（２）トラフグ資源状況と資源回復に向けた提言

（３）これまでのトラフグ資源管理に関する取組の紹介

（４）トラフグ資源管理検討会議設置要領、海域別･課題別作業部会の設置

について

（５）その他

３．閉会



日時：平成26年11月20日（木）13:30～16:00　

場所：海峡メッセ下関９Ｆ　海峡ホール

藤村　和義

齋藤　秀郎

トラフグ資源管理検討会議　出席者名簿

所　　属 役職 氏　名
【府県の関係漁業者、行政・試験研究機関】
［石川県］
石川県漁業協同組合企画指導課 田中　裕基
石川県農林水産部水産課 主任技師 井上　晃宏
石川県水産総合センター 専門研究員 奥野　充一
［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 技師 冨士　泰期
［兵庫県］
兵庫県漁連指導部 統括 佐藤　泰弘
兵庫県水産課漁政班 主査 大野　泰史
兵庫県立農林水産技術総合センター 主席研究所 長濱　達章
［和歌山県］
和歌山県農林水産部水産局資源管理課 副主査 南　友樹
［鳥取県］
鳥取県農林水産部水産振興局水産課 係長 渡辺　秀洋
［島根県］
島根県農林水産部水産課 主任技師 白石　陽平
［岡山県］
岡山県資源管理協議会（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 主任 清水　泰子
岡山県農林水産総合センター水産研究所 専門研究員 草加　耕司
［広島県］
広島県農林水産局水産課 事業推進員 山地　幹成
広島県立総合技術研究所水産海洋技術センター 主任研究員 村田　憲一
［山口県］
山口県延縄協議会 会長 吉村　正義
山口県延縄協議会 副会長 山本　直勝
山口県漁業協同組合 専務理事 仁保　宣誠
山口県漁業協同組合総務指導部 次長 宮崎　達弥
山口県漁業協同組合総務指導部 指導課長 室重　和彦
山口県漁業協同組合越ヶ浜支店 支店長 末武　史伴
山口県新宇部漁業協同組合 代表理事組合長 渡辺　英雄
山口県漁業協同組合吉佐統括支店 統括支店長 佐々木　惠彦
山口県漁業協同組合周南統括支店 徳山市支店副運営委員長 西山　靖雄
山口県漁業協同組合周南統括支店 統括支店長
山口県水産振興課 課長 矢尾　宏志
山口県水産振興課生産振興班 主査 澁谷　賢司
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 内田　喜隆
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 水産課長 秦　紳介
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 主査 木嶋　久登
山口県柳井水産事務所水産班 主査
山口県水産研究センター内海研究部 専門研究員 天野　千絵

［徳島県］
徳島県農林水産部水産課 主任 嶋村　一郎
［香川県］
香川県漁連総務部 部長 永島　浩一郎
香川県漁連総務部指導課 主任 塩田　元広
香川県水産課 課長補佐 柏山　浩史
香川県水産課 主任 加賀田　薫
香川県水産試験場 主任研究員 赤井　紀子



所　　属 役職 氏　名
［愛媛県］
愛媛県漁業協同組合連合会漁政部 部長 杉　義晴
愛媛県農林水産部水産局水産課 主幹 前原　務
愛媛県栽培資源研究所 主任研究員 渡邊　昭生
［福岡県］
宗像漁業協同組合 代表理事組合長 中村　忠彦
宗像漁業協同組合 理事 松尾　克樹
福岡県漁業協同組合連合会指導購買課 主任 稗田　善宗
福岡県有明漁業協同組合連合会 指導課長 田中　則彰
福岡県農林水産部水産局水産振興課 課長技術補佐 上妻　智行
福岡県農林水産部水産局水産振興課漁船漁業係 係長 深川　敦平
福岡県農林水産部水産局水産振興課漁船漁業係 技術主査 上田　拓
福岡県水産海洋技術センター研究部資源環境課 研究員 杉野　浩二郎
福岡県水産海洋技術センター豊前海研究所 研究員 宮内　正幸
［佐賀県］
佐賀県生産振興部水産課 副主査 佃　政則
佐賀県生産振興部水産課 技師 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 河田  耕介
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漁業資源部　　 栽培漁業科長 渡邉　庄一
［熊本県］
熊本県漁業協同組合連合会指導部 職員 友田　歩
熊本県水産振興課 参事 石動谷　篤嗣
熊本県水産研究センター 研究参事 安東　秀徳
［大分県］
大分県漁業協同組合 漁政課長 上野　英志
大分県農林水産部水産振興課 主査 渡辺　新吾
大分県農林水産研究指導センター 主幹研究員 田村　勇司
［宮崎県］
宮崎県農政水産部水産政策課 主査 福田　博文
宮崎県漁業協同組合連合会漁政課 課長補佐 荒武　久道
［鹿児島県］
鹿児島県漁業組合連合会総務指導室漁政対策課 課長補佐 新納　敬志
鹿児島県水産振興課漁業監理係 技術主査 榊　純一郎

【トラフグ市場流通関係者】
下関唐戸魚市場株式会社 取締役会長 松村　久
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 取締役部長 郷田祐一郎
下関唐戸魚市場株式会社 営業部次長 鈴木　智雄
下関唐戸魚市場株式会社 営業部課長代理 杉浦　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 副理事長 森本　徹
下関唐戸魚市場仲卸協同組合 副理事長 吉田　則夫
下関唐戸魚市場仲卸協同組合 理事 酒井　一
下関唐戸魚市場仲卸協同組合 理事 平尾　泰範
下関唐戸魚市場仲卸協同組合 理事 畑　 栄次

【全国漁業協同組合連合会】
全国漁業協同組合連合会漁政部 部長 若林　満

【（公社）全国豊かな海づくり推進協会】
（公社）全国豊かな海づくり推進協会 専務理事 市村　隆紀
（公社）全国豊かな海づくり推進協会事業推進部 調査役 藤田　智也



所　　属 役職 氏　名
【（独）水産総合研究センター】
水産総合研究センター研究推進部 研究開発コーディネーター 久保田　洋
瀬戸内海区水産研究所増殖部 部長 藤井　徹生
西海区水産研究所資源海洋部 福若　雅章
増養殖研究所資源生産部 主任研究員 鈴木　重則

【下関市】
下関市 市長 中尾　友昭
下関市農林水産振興部 部長 村上　治城
下関市農林水産振興部 参事 中村　真弥
下関市農林水産振興部水産課 係長 吉原 裕滋

下関市農林水産振興部水産課 主任 山田 貴弘

下関市農林水産振興部水産課 主任 斉田 功二

下関市農林水産振興部水産課 主任技師 永井 英治

【報道関係者】
ＮＨＫ下関支局 記者 菊澤 正樹

水産経済新聞社 記者 黒岩　裕樹
みなと新聞中国支社 次長 樋口　順一
山口放送下関支社報道部 記者 松永　崇
山口放送下関支社報道部 記者 山崎　真哉
テレビ山口（株）報道部下関支局 記者 福永　太郎

【傍聴者】
（公社）山口県栽培漁業公社 事務局長 渡邊 憲一郎

水産大学校水産流通経営学科 准教授 大谷　誠
漁業技研 代表 長谷川　誠三

【水産庁】
資源管理部 部長 枝元　真徹
資源管理部管理課資源管理推進室 室長 黒萩　真悟
資源管理部管理課資源管理推進室 課長補佐 城崎　和義
資源管理部管理課 資源管理計画官 田口　一
増殖推進部栽培養殖課 課長補佐 内海　邦夫

【漁業調整事務所】
境港漁業調整事務所 資源管理計画官 桝田　浩美
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 中瀬　幸一
瀬戸内海漁業調整事務所 資源保護管理指導官 村山　正幸
瀬戸内海漁業調整事務所資源課 資源管理係長 西川　栄一
九州漁業調整事務所 所長 森　高志
九州漁業調整事務所 次長 盛　高明

九州漁業調整事務所資源課 資源管理係長 冨田　勝美

資源管理グループ長

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課 課長 渡邊　浩二



　

音響

装置

受
付

出入り口

○ ○ ○ ○

鹿児島県

大分県

○ ○ ○

柱

○

宮崎県

○ ○ ○ ○ ○○

佐賀県 長崎県 熊本県

山口県 山口県 福岡県 福岡県

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

山口県 山口県 愛媛県 福岡県

○ ○

○ ○ 柱

山口県 山口県 山口県 香川県

○

○○ ○ ○

○ ○

○

島根県 徳島県 岡山県 広島県 香川県 ○

○ ○ ○ ○ ○

兵庫県 和歌山県 鳥取県 唐戸魚市場 唐戸仲卸組合

○ ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○

○

石川県 福井県 京都府 唐戸魚市場 唐戸仲卸組合

○ ○ ○○ ○

柱

海づくり協会 全漁連 説明者 下関市

トラフグ資源管理検討会議座席表

日時：平成26年11月20日（木）13:30～16:00

場所：海峡メッセ下関 ９Ｆ 海峡ホール

スクリーン ピ
ア
ノ

一般傍聴者 

報道関係席 

Ｐ 


	001.pdf
	出席者（配布用）

	002.pdf
	座席表（配布用）


