
（資料２）

No. 所　　　属 役　　職 氏　　　名

1 石川県漁業協同組合 副組合長 嶋崎　正朗

2 石川県漁業協同組合 参事 青山　邦洋

3 日本海かにかご漁業協会 専務理事 古木　均

4 日本海かにかご漁業協会 事務局 藤原　慶

5 兵庫県機船底曳網漁業協会 会長（幸榮丸） 川越　一男

6 兵庫県機船底曳網漁業協会 理事（大正丸） 塩谷　政弘

7 兵庫県機船底曳網漁業協会 理事（第十八永晃丸） 日浦　延彦

8 兵庫県機船底曳網漁業協会 幹事（美寿丸） 濱根　秀樹

9 兵庫県機船底曳網漁業協会 事務局長 塩谷　政人

10 兵庫県機船底曳網漁業協会 事務局 松岡　頼都

11 浜坂漁業協同組合販売課 販売係 松岡　穂

12 鳥取県沖合底曳網漁業協会 会長 船本　源司

13 鳥取県沖合底曳網漁業協会 副会長 板倉　高司

14 鳥取県沖合底曳網漁業協会 事務局長 前嶋　宏

15 鳥取県漁業協同組合境港支所販売課 販売統括部長 景山　悟

16 山陰旋網漁業協同組合 部長 井本　慶子

17 一般社団法人全国底曳網漁業連合会 業務課長 筆谷　拓郎

18 一般社団法人全国底曳網漁業連合会 業務課主任 小川　翼

19 境港魚市場株式会社 境港魚市場株式会社 木村　純一

20 境港魚市場株式会社 境港魚市場株式会社 濱田　寛顕

21 境港魚市場株式会社 境港魚市場株式会社 太田　大介

22 日本海冷凍魚株式会社 代表取締役社長 越河　彰統　　

23 石川県農林水産部水産課 技師 原田　浩太朗

24 石川県農林水産部水産課 主任技師 島田　拓土

25 兵庫県但馬県民局但馬水産事務所 主任 齋藤　公司

26 境港水産事務所 係長 志村　健

27 島根県農林水産部水産課 企画員 高橋　一郎

28 鳥取県水産試験場 主任研究員 野々村　卓美

29 水産研究・教育機構　水産資源研究所水産資源研究センター　底魚資源部 底魚資源部長 森　賢

30 水産研究・教育機構　水産資源研究所水産資源研究センター　底魚資源部 副部長 服部　努

31 水産研究・教育機構　水産資源研究所水産資源研究センター　底魚資源部 副部長 養松　郁子

32 水産研究・教育機構　水産資源研究所水産資源研究センター　底魚資源部 グループ長 藤原　邦浩

33 水産研究・教育機構　水産資源研究所水産資源研究センター　底魚資源部 研究員 佐久間　啓

34 水産研究・教育機構　水産資源研究所水産資源研究センター　底魚資源部 研究員 吉川　茜

35 水産庁管理調整課 資源管理推進室長 魚谷　敏紀

36 水産庁漁場資源課 課長補佐 上田　祐司

37 水産庁管理調整課 課長補佐 藤原　孝浩

38 水産庁管理調整課 許可係長 地道　弘貴

39 水産庁管理調整課 係員 落合　里菜

40 水産庁境港漁業調整事務所 所長 田原　康一 

41 水産庁境港漁業調整事務所 資源課長 佐々木　真一郎

42 水産庁境港漁業調整事務所 資源管理推進官 佐藤　英輔

43 水産庁境港漁業調整事務所 許可係 水野　一穂

資源管理方針に関する検討会（ズワイガニ 日本海系群Ａ海域）（第３回）出席者名簿

日時：令和３年３月１２日（金）

場所：境夢みなとターミナル　待合ホール



※ウェブ参加

No. 所　　　属 役　　職 氏　　　名

1 島根県かにかご漁業組合 牧野　一

2 島根県かにかご漁業組合 竹谷　洋司

3 島根県かにかご漁業組合 加納　冨士夫

4 島根県かにかご漁業組合 藤田　直行

5 島根県かにかご漁業組合 福本　秀人

6 島根県かにかご漁業組合 湊　剛

7 島根県かにかご漁業組合 岩本　大樹

8 石川県底曳網漁業組合 事務局長 舛田　徳好

9 石川県漁業協同組合かなざわ総合市場 業務部長 油谷　安弘

10 石川県漁業協同組合かなざわ総合市場 市場長 福平　伸一郎

11 城崎温泉旅館協同組合 理事長 芹澤　正志

12 浜坂観光協会 会長 沼田　宏一

13 柴山港水産加工業協同組合 代表理事組合長 寺川　雄大

14 香住水産加工業協同組合 参事 濱戸　康幸

15 但馬漁業協同組合津居山支所 支所長 大津　智之

16 但馬漁業協同組合津居山支所 業務課長 川尻　慎二

17 但馬漁業協同組合津居山支所 庶務課主任 南北　拓哉

18 但馬漁業協同組合柴山支所 庶務課長 福丸　美香

19 但馬漁業協同組合柴山支所 業務課長 守山　学

20 但馬漁業協同組合柴山支所 庶務課 加藤　仁

21 但馬漁業協同組合香住支所 支所長 山田　正孝

22 但馬漁業協同組合香住支所 販売課長 澤田　敏幸

23 但馬漁業協同組合統括本部 総務課長 島崎　卓也

24 兵庫県但馬県民局但馬水産事務所 所長 中岸　明彦

25 兵庫県但馬県民局但馬水産事務所 水産課長 西野　英樹

26 富山県農林水産部水産漁港課 技師 大津　創

27 石川県水産総合センター 技師 川畑　達

28 京都府水産事務所 技師 水谷　昂栄

29 兵庫県農林水産技術総合センター但馬水産技術センター 研究員 田村　一樹

30 島根県隠岐支庁水産局 主任技師 佐々木　雄基

31 島根県隠岐支庁水産局 主任技師 渡邉　至誠

32 福井県立大学海洋生物資源学部 准教授 東村　玲子

33 水産経済新聞大阪支局 記者 川邉　一郎

34 （株）みなと山口合同新聞社 記者 谷澤　和実

35 水産研究・教育機構　水産資源研究所水産資源研究センター　底魚資源部 主任研究員 千葉  悟

36 水産研究・教育機構　水産資源研究所水産資源研究センター　底魚資源部 主任研究員 山本　圭介

37 水産研究・教育機構　水産資源研究所水産資源研究センター　社会・生態系システム部 研究員 半沢　祐大


