
（資料３）

所属 役職 氏名
共和水産㈱ 取締役専務 前橋　知之

北部日本海まき網漁業協議会 船主部会長 及川　晋

中部日本海まき網漁業協議会 専務理事 石井　功

東洋漁業株式会社　漁撈部 執行役員漁撈部長 大畑　博俊

大栄水産株式会社 専務取締役 本川　貴広

株式会社伊藤商店 代表取締役 伊藤　忠光

のぞみ漁業株式会社 代表取締役 谷　綾一

のぞみ漁業株式会社 取締役営業部長 野村　悦朗

海興水産株式会社 取締役 朝野　勝

昭徳水産株式会社 中脇　陽光

開成水産株式会社 木場　啓太

大祐漁業株式会社 大曽　亮太

大祐漁業株式会社 秋本　一彦

(有)　柏木水産 代表取締役 柏木　俊彦

(有)　柏木水産 柏木　孔輔

(株)　タカスイ 代表取締役 髙須　清光

(株)　タカスイ 総務部長 佐藤　みゆき

(株)　桑原水産 代表取締役 髙須　義隆

(株)　桑原水産 経理部長 田熊　栄二郎

(株)　ハマヒロ 代表取締役 濵田　幸雄

エテルナワコー（株） 副社長 溝口　昇二

エテルナワコー（株） 総務経理課長 溝口　雄耶

日本遠洋旋網漁業協同組合 組合長 加藤　久雄

日本遠洋旋網漁業協同組合 参事 保田井　真

日本遠洋旋網漁業協同組合 部長 末武　大幸

日本遠洋旋網漁業協同組合 課長 川原　真佐男

日本遠洋旋網漁業協同組合 主任 新野　耕平

日本遠洋旋網漁業協同組合 山本　麻倫子

日本遠洋旋網漁業協同組合 濵﨑　千諒

山陰旋網漁業協同組合 代表理事組合長 岩田　祐二

山陰旋網漁業協同組合 専務理事 川本　英文

鹿児島県旋網組合 参事 小湊　幸彦

長崎県旋網漁業協同組合 専門員 三根　敏彦

長崎県旋網漁業協同組合 専務理事 柳村　智彦

全国まき網漁業協会 参与 熊谷　徹

野母崎三和漁業協同組合 専務理事 岡部　聖二

大分県漁業協同組合津久見支店 運営委員長 山尾　和久

大分県漁業協同組合津久見支店 支店長 後藤　信二

大分県漁業協同組合鶴見支店 支店長 山田　正喜

大分県旋網漁業協議会 成松　喜和子

大分県漁業協同組合 課長 永井　真二郎

大分県漁業協同組合 係長 橋本　圭介

大分県漁業協同組合 野田　直美

宗像漁業協同組合 代表理事組合長 桑村　勝士

美津島町漁業協同組合 代表理事組合長 水主川　澄男

みなと新聞西日本支社 記者 宇多村　隆一

鹿児島県水産技術開発センター 研究員 伊口　航平

資源管理方針に関する検討会（マイワシ対馬暖流系群及びマアジ太平洋系群・対馬暖流系群）（第２回）出席者名簿
日時：令和２年９月29日（火)～30日（水）
場所：福岡国際会議場国際会議室５０１



所属 役職 氏名

資源管理方針に関する検討会（マイワシ対馬暖流系群及びマアジ太平洋系群・対馬暖流系群）（第２回）出席者名簿
日時：令和２年９月29日（火)～30日（水）
場所：福岡国際会議場国際会議室５０１

福岡県水産海洋技術センター 技師 松島　伸代

福岡県水産海洋技術センター 資源情報課長 松井　繁明

福岡県水産海洋技術センター豊前海研究所 黒川　皓平

鹿児島県水産技術開発センター 主任研究員 槐島　光次郎

福岡県水産海洋技術センター 専門研究員 佐藤　博之

石川県農林水産部水産課 技師 原田　浩太朗

島根県農林水産部水産課漁業管理グループ 主任技師 竹谷　万理

山口県水産課 主査 内田 喜隆

大分県農林水産部水産振興課 主任 野田　誠

長崎県漁業振興課 主任技師 石田　直也

福岡県農林水産部水産局水産振興課 係長 佐藤　利幸

福岡県水産振興課 技術主査 杉野　浩二郎

長崎県総合水産試験場 研究員 山田　雄太

長崎県総合水産試験場 主任研究員 永谷　浩

長崎県総合水産試験場 海洋資源科長 北原　茂

宮崎県水産政策課 主査 溝口　幸一郎

鹿児島県商工労働水産部水産振興課 技術専門員 宍道　弘敏

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 副部長 大下 誠二

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 グループ長 黒田 啓行

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 主任研究員 依田 真理

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 主任研究員 向 草世香

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 副部長 船本 鉄一郎

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 研究主幹 森永 健司

水産庁 資源管理部長 藤田　仁司

水産庁資源管理部管理調整課 資源管理推進室長 魚谷　敏紀

水産庁資源管理部管理調整課指定漁業第１班 係長 土方　教義

水産庁資源管理部管理調整課漁獲情報班 係員 中野　翼

水産庁資源管理部管理調整課漁獲情報班 係員 吉永　未悠

水産庁増殖推進部漁場資源課沿岸資源班 課長補佐 上田　祐司

九州漁業調整事務所　 所長 中里　靖

九州漁業調整事務所 次長 小林　一彦

九州漁業調整事務所 総務課係長 堀江　誠治

九州漁業調整事務所　 資源課係長 末續　裕子

九州漁業調整事務所　 沿岸課長 和田　憲明

九州漁業調整事務所　 沿岸課係員 中須　麻依子

九州漁業調整事務所　 沖合課長 角町　正隆

九州漁業調整事務所　 沖合課漁業監督指導官 須田　清行

九州漁業調整事務所　 沖合課漁業監督指導官 小田宮　仁

九州漁業調整事務所　沖合課係長 沖合課係長 松永　典子

九州漁業調整事務所　漁業監督課漁業監督指導官 漁業監督課漁業監督指導官 渡邉　崇也

九州漁業調整事務所　漁業監督課係員 漁業監督課係員 亀園　莉菜

九州漁業調整事務所　漁業監督課係員 漁業監督課係員 坂田　匠

九州漁業調整事務所　漁業監督課係員 漁業監督課係員 馬場　大地

九州漁業調整事務所　資源管理推進官 資源管理推進官 松本　貴弘

九州漁業調整事務所　資源課係長 資源課係長 平岡　孝啓



○Web参加

所属 役職 氏名
共和水産㈱ 専務取締役 橋津　寛

共和水産㈱ 部長 足立　史生

マルハニチロ 神山　孝

北部日本海まき網漁業協議会 船主部会事務局長 大田　昇

山陰旋網漁業協同組合 井本　慶子

全国まき網漁業協会 専務理事 武井　篤

水産大学校名誉教授 原　一郎

北部太平洋まき網漁連 課長 中山　英

北部太平洋まき網漁連 課長補佐 國藤　哲也

鹿児島県漁業協同組合連合会 次長 新納 敬志

鹿児島県漁業協同組合連合会 指導課　係長 新郷 恵美

枕崎漁業協同組合 総括参事 竹内 厚内

枕崎漁業協同組合 市場部　部長 瀬戸口 靖典

枕崎漁業協同組合 市場部　販売二課　課長 下窪  卓郎

うえむら漁業生産組合 理事組合長 上村　忍

JF全漁連 調査役 深瀬　圭司

JF全漁連 調査役 涌井　海

日刊食料新聞 辻　雅司

青森県農林水産部水産局水産振興課 栽培・資源管理グループ主査 竹谷　裕平

三重県農林水産部水産資源管理課 土橋　靖史

三重県農林水産部水産資源管理課 牧野　朗彦

富山県水産漁港課漁政係 技師 大津　創

石川県水産総合センター 技師 武澤　圭剛

三重県水産研究所 福田　遼

鳥取県水産試験場 渡辺　秀洋
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