
都道府県名 所属 役職 氏名

北海道 水産振興課 主査（調査・計画） 神田　謙治

漁港漁村課 主査（漁港計画） 天間　　実

主任 伊藤　朋之

青森県 漁港漁場整備課 主幹 熊沢　正樹

主幹 西谷　正治

岩手県 漁港漁村課 技師 高師　拓也

宮城県 水産業基盤整備課 主任主査 千田　徹也

主任主査 遠藤　学

技術主査 都澤　清高

秋田県 水産漁港課 主幹（兼）班長 髙橋　隆二

主査 豊田　聡

山形県 生産技術課水産室 漁港専門員 安孫子　正昭

主査 佐々木　英正

福島県 水産課 主任主査 鈴木　宏

港湾課 主査 坂本　智正

茨城県 水産振興課 係長 冨永　敦

係長 小澤　竜太

千葉県 漁場資源課 副主幹 高山　敬介

漁港課 副主幹 徳留　顕二

副主査 川名　伸司

東京都 離島港湾部計画課 課長補佐 川村　信一

神奈川県 水産課 主幹 小野　能康

主査 折原　晋哉

技師 中川　英

新潟県 水産課 技師 番場　晃

漁港課 主任 野瀬　哲

主任 上村　友貴

富山県 水産漁港課 副係長 田中　孝義

石川県 水産課 主任技師 前野　誠治

専門員 中尾　和正

福井県 水産課 主査 笈田　雅章

静岡県 港湾企画課 副班長 杉本　文和

漁港整備課 副班長 稲葉　浩正

水産振興課 参事 柳本　仁

愛知県 港湾課 主任 鈴木　裕之

水産課 主査 二ノ方　圭介

三重県 水産基盤室 主査 西久保　典宏

技師 牛草　幸矢

滋賀県 水産課 副主幹 森　善和

京都府 水産課 副課長 森田　敏夫

副主査 長澤　輝佳

水産事務所 主査 大槻　憲太

大阪府 水産課 課長補佐 堀口　和弘

主査 辻　　光一

兵庫県 欠
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和歌山県 水産振興課 技師 武田　崇史

漁港整備室 副主査 村田　晶博

鳥取県 空港港湾課 土木技師 西垣　俊宏

水産課 水産技師 田中　靖

島根県 漁港漁場整備課 グループリーダー 新田　国善

主幹 平野　耕二

企画員 仲村　克広

主任 坂本　佑一

岡山県 水産課 主任 山本　邦一

主任 戸田　充彦

主任 岡崎　知治

広島県 水産課 主任 篠原　益光

山口県 漁港漁場整備課 主査 鑪　篤志

主任 渡壁　進

徳島県 水産課 係長 横手　孝英

香川県 水産課 課長補佐 本田　恵二

主任 藤田　吉幸

愛媛県 水産課 係長 加藤　利弘

漁港課 係長 垣見　創也

専門員 濱本　忠

高知県 漁港漁場課 主幹 西田　忠司

漁業振興課 主査 稲葉　太郎

福岡県 水産振興課 技術主査 泉　篤史

技術主査 的場　達人

佐賀県 農山漁村課 係長 前田　隆

水産課 主査 増田　裕二

長崎県 漁港漁場課 係長 冨永　兼悟

係長 荒尾　邦隆

熊本県 漁港漁場整備課 参事 布田　久雄

主任技師 濱田　統司

大分県 漁港漁村整備課 主幹 森　道徳

技師 新納　竜市

水産振興課 主幹 伊藤　龍星

宮崎県 漁村振興課 副主幹 安田　広志

主査 湯浅　隆規

鹿児島県 漁港漁場課 技術主幹兼計画係長 黒川　陽一

技術専門員 厚地　伸

技術主査 岩永　拓也

沖縄県 漁港漁場課 課長 増村　光広

計画調整班長 島袋　均

主任技師 甲斐　哲也

北海道開発局 水産課 建設係長 上杉　智

沖縄総合事務局 林務水産課 水産振興係長 金城　克幸

瀬戸内海漁業調整事務所 資源課 指導係長 中本　裕之

資源係 本城谷　多一郎

九州漁業調整事務所 資源課 沿岸漁場整備係長 石田　洋志

計　90名



水産庁

役職 氏名

漁港漁場整備部 部長 橋本　牧

計画課 課長 宇賀神　義宣

課長補佐（総括） 石井　馨

課長補佐（事業班） 田中　郁也

課長補佐（調査班） 青木　保男

課長補佐（企画班） 小林　聖治

課長補佐（利用調整班） 佐野　文敏

課長補佐（管理班） 宮内　信幸

課長補佐（計画班） 伊藤　敏朗

課長補佐（計画班） 内田　智

防災計画官 柳瀬　知之

企画係長 安田　大樹

計画係長 成田　賢仁

整備課 課長 高吉　晋吾

課長補佐（調整班） 小林　一彦

技術係長 梅津　建夫

防災漁村課 課長 本田　直久

水産施設災害対策室長 岡　貞行

基準係長 日野　雅貴

所属
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