
No.1

日時：８月７日（水）～９日（金）

場所：TKP神田ビジネスセンター 

No. 区分 所属 役職 氏名 備考

1 石巻漁業㈱ 代表取締役専務 及川　晋

2 石巻漁業㈱ 常務取締役 太田　昇

3 石巻漁業㈱ 取締役 伊藤　英敏

4 日東水産㈱ 取締役営業部長 青木　健治

5 ㈱酢屋商店 代表取締役 野﨑　哲

6 ㈱酢屋商店 代表取締役 野﨑　太

7 ㈱儀助漁業 代表取締役 栁内　克之

8 ㈱清八屋漁業 代表取締役 才賀　正紀

9 ㈱石田丸漁業 代表取締役 石田　和芳

10 丸徳漁業㈱ 代表取締役 鈴木　徳穂

11 ㈲山仙丸漁業 代表取締役 西宮　大和

12 清洋水産(株) 船舶部 中村　直登

13 大師丸漁業㈱ 取締役社長 長島　孝好

14 ㈱浜平漁業 取締役専務 山田　智之

15 ㈱福島漁業 代表取締役社長 福島　全良

16 株式会社早田大敷 漁労長 中井　恭佑

17 東洋冷蔵株式会社 担当役員付き 竹下　佳伸

18 清洋水産株式会社 管理担当 中村　直登

19 日本水産株式会社 顧問 小風　茂

20 大祐漁業株式会社 代表取締役専務 濱田　憲志

21 株式会社カネジョウ大崎 代表取締役 大崎　哲也

22 全国漁業協同組合連合会 漁政部長 田中　要範

23 全国漁業協同組合連合会 漁政部部長代理 貴家　誠

24 全国漁業協同組合連合会 漁政部次長 木山　真一

25 全国漁業協同組合連合会 漁政部調査役 藤田　真悟

26 全国漁業協同組合連合会 広報担当 佐藤　隆司

27 全国まき網漁業協会 専務理事 武井　篤

28 全国まき網漁業協会 参与 熊谷　徹

29 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 代表理事会長 成子　隆英

30 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 専務理事 田中　弘太郎

31 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 参事 桜井　均

32 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 指導部長 盛　高明

33 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 課長 中山　英

34 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 職員 庵原　弘貴

35 日本遠洋旋網漁業協同組合 組合長 加藤　久雄

36 日本遠洋旋網漁業協同組合 参事 保田井　真

37 日本遠洋旋網漁業協同組合 部長 末武　大幸

38 山陰旋網漁業協同組合 代表理事組合長 岩田　祐二

39 山陰旋網漁業協同組合 専務理事 川本　英文

40 中部日本海まき網漁業協議会 専務理事 石井　功

41 青森県旋網漁業協同組合 参事 安田　充昭

42 福島県旋網漁業協同組合 参事 馬上　龍人

43 茨城県旋網漁業協同組合 専務 神長　比呂志

資源管理方針に関する検討会（マサバ太平洋系群及びゴマサバ太平洋系群）

（第1回）出席者（令和元年8月5日時点）
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No.2

日時：８月７日（水）～９日（金）

場所：TKP神田ビジネスセンター 

No. 区分 所属 役職 氏名 備考

資源管理方針に関する検討会（マサバ太平洋系群及びゴマサバ太平洋系群）

（第1回）出席者（令和元年8月5日時点）

44 千葉県旋網漁業協同組合 参事 相澤　省吾

45 静岡県旋網漁業者協会 事務局 桐林　義彦

46 （一社）全国底曳網漁業連合会 職員 小川　翼

47 （一社）日本定置漁業協会 専務理事 玉置　泰司

48 宮城県定置漁業協会 副会長 泉澤　宏

49 一般社団法人　静岡県定置漁業協会 代表理事会長 日吉　直人

50 三重県定置漁業協会 会長 岩本　芳和

51 三重県定置漁業協会 事務局長 湯浅　敦史

52 善生丸漁業生産組合 理事 橋ヶ谷　善彦

53 北海道漁業協同組合連合会　東京事務所 主任 渡邉　英典

54 小川漁業協同組合 総務部長心得兼指導課長兼経理課長渡辺　光則

55 美津島町漁業協同組合 代表理事組合長 水主川　澄男

56 はさき漁業協同組合 指導課長 加瀬　雅之

57 はさき漁業協同組合 指導職員 藤平　聡司

58 大津漁業協同組合 参事 坂本　善則

59 三重外湾漁業協同組合 常務 植村　寿成

60 大分県漁業協同組合佐賀間支店 運営委員長 須川　直樹

61 大分県漁業協同組合佐賀間支店 主任 高瀬　大輔

62 大分県漁業協同組合津久見支店 運営委員長 山尾　和久

63 大分県漁業協同組合津久見支店 課長 後藤　真二

64 大分県漁業協同組合本店漁政課 課長 永井　真二郎

65 大分県漁業協同組合本店漁政課 係長 橋本　圭介

66 波崎水産加工業協同組合 総務課長 宮内　美喜

67 波崎水産加工業協同組合 副組合長理事 津久浦　裕之

68 福井県立大学海洋生物資源学部 准教授 東村　玲子

69 名古屋外国語大学 准教授 大西　学

70 東京大学大気海洋研究所 准教授 平松　一彦

71 元　水産大学校 名誉教授 原　一郎

72 東京海洋大学 名誉教授 櫻本　和美

73 東京海洋大学 教授 田中　栄次

74 オイシックスラ大地株式会社 一般社員 源河　直也

75 Seafood Legacy 漁業科学者 小池　春子

76 日本漁業認証サポート 代表 鈴木　允

77 日本エヌ・ユー・エス株式会社 技術理事 川村　始

78 みなと新聞 記者 棚澤　友美

79 みなと新聞東京支社 記者 太田　毅人

80 共同通信経済部 記者 奥田　真尚

81 水産経済新聞社 編集主幹 城崎　紀元

82 水産経済新聞社 記者 中島　雅樹

83 北海道新聞社 記者 小森　美香

84 有限会社湊文社 代表 池田　成己

85 日刊食料新聞 編集顧問 辻　雅司

86 フリーランス フリーライター 具志堅　浩二
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No.3

日時：８月７日（水）～９日（金）

場所：TKP神田ビジネスセンター 

No. 区分 所属 役職 氏名 備考

資源管理方針に関する検討会（マサバ太平洋系群及びゴマサバ太平洋系群）

（第1回）出席者（令和元年8月5日時点）

87 フリーランス 水産アドバイザー 澤野　敬一

88 北海道水産林務部漁業管理課 主査 村田　幸

89 北海道立総合研究機構　釧路水産試験場 研究主幹 山口　浩志

90 青森県農林水産部水産局水産振興課 主査 東野　敏及

91 青森県産業技術センター水産総合研究所 資源管理部長 伊藤　欣吾

92 岩手県農林水産部水産振興課 主任主査 高杉　知

93 宮城県水産林政部水産業基盤整備課 技術主査 永木　美智子

94 宮城県水産林政部水産業基盤整備課 技術主幹 小野寺　恵一

95 福島県水産資源研究所 － 山田　学

96 茨城県水産試験場 技師 多賀　真

97 茨城県農林水産部漁政課 主査 小澤　竜太

98 神奈川県庁水産課 主事 馬場　友成

99 東京都島しょ農林水産総合センター 副参事研究員 安藤　和人

100 東京都産業労働局農林水産部水産課 統括課長代理 米本　武史

101 千葉県農林水産部水産局漁業資源課 副主査 五味　勇気

102 静岡県経済産業部水産業局水産資源課 班長 伊藤　円

103 静岡県水産技術研究所 研究員 中村　健太郎

104 三重県水産研究所資源管理・海洋研究課 主幹研究員 岡田　誠

105 三重県農林水産部漁業環境課 課長補佐兼班長 水野　知巳

106 三重県農林水産部漁業環境課 主査 牧野　朗彦

107 大分県農林水産部水産振興課 課長補佐 倉橋　賢二郎

108 大分県農林水産部水産振興課 主任 野田　誠

109 宮崎県水産試験場　資源部 技師 堀江　ひかり

110 宮崎県漁業協同組合連合会 漁政担当次長 中尾　英樹

111 宮崎県水産政策課漁業・資源管理室 主査 溝口　幸一郎

112 長崎県総合水産試験場 海洋資源科　主任研究員 永谷　浩

113 鹿児島県商工労働水産部水産振興課 技術主幹兼漁業監理係長 池上　彰一

114 水研機構本部 理事 田中　健吾

115 水研機構本部 顧問 大関　芳沖

116 水研機構本部 連携・協力課長 高野　正嗣

117 水研機構本部 研究主幹 森永　健司

118 水研機構本部 研究開発コーディネーター 山下　紀生

119 水研機構本部 研究開発コーディネーター 南川　真吾

120 水研機構本部 研究開発コーディネーター 養松　郁子

121 水研機構本部 漁業情報解析室長 上原　伸二

122 水研機構本部 漁業情報解析室研究員 齋藤　類

123 中央水産研究所 資源研究センター長 西田　宏

124 中央水産研究所 資源管理グループ長 岡村　寛

125 中央水産研究所 主任研究員 市野川　桃子

126 中央水産研究所 主任研究員 山下　夕帆

127 中央水産研究所 主任研究員 福井　眞

128 中央水産研究所 研究員 西嶋　翔太

129 中央水産研究所 資源評価グループ長 由上　龍嗣

130 中央水産研究所 主幹研究員 渡邊　千夏子
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No.4

日時：８月７日（水）～９日（金）

場所：TKP神田ビジネスセンター 

No. 区分 所属 役職 氏名 備考

資源管理方針に関する検討会（マサバ太平洋系群及びゴマサバ太平洋系群）

（第1回）出席者（令和元年8月5日時点）

131 中央水産研究所 資源経済グループ長 亘　真吾

132 中央水産研究所 研究員 杉本　あおい

133 中央水産研究所 研究員 半沢　祐大

134 東北区水産研究所 所長 小倉　未基

135 東北区水産研究所 資源管理部長 服部　努

136 東北区水産研究所 底魚資源グループ長 成松　庸二

137 西海区水産研究所 資源海洋部長 大下　誠二

138 日本海区水産研究所 資源管理部長 川端　淳

139 北海道区水産研究所 主任研究員 森田　晶子

140 NOAA － Siri Hakala

141 水産庁 長官 山口　英彰

142 水産庁 次長 保科　正樹

143 水産庁 資源管理部長 神谷　崇

144 水産庁 管理調整課長 廣野　淳

145 水産庁 漁場資源課長 江口　静也

146 水産庁 資源管理推進室長 岩本　泰明

147 水産庁 管理調整課　課長補佐 赤塚　祐史朗

148 水産庁 管理調整課　課長補佐 藤原　孝浩

149 水産庁 管理調整課　課長補佐 高木　勇希

150 水産庁 漁場資源課　課長補佐 船本　鉄一郎

151 水産庁 漁場資源課　係長 冨澤　輝樹

152 水産庁 漁場資源課　係員 猪俣　安奈

153 水産庁 管理調整課　係長 土方　教義

154 水産庁 管理調整課　係員 中野　翼

155 水産庁 管理調整課　係員 大津山　賢人

156 水産庁 管理調整課　係員 上村　洋介

157 仙台漁業調整事務所 資源課長 佐藤　哲也

158 仙台漁業調整事務所 資源管理推進官 應本　大輔

159 瀬戸内漁業調整事務所 資源管理推進官 久住　壽治
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