
（資料３）

No. 所　　　属 役　　職 氏　　　名

1 全国いか釣り漁業協議会 会長 大久保　照亨

2 青森県小型いか釣漁業協議会 会長 三國　　優

3 青森県小型いか釣漁業協議会 事務局 飯田　久彦

4 全国いか釣り漁業協会 会長 重　義行

5 全国いか釣り漁業協会 専務理事 中津　達也

6 一般社団法人全国底曳網漁業連合会 会長理事 富岡　啓二

7 一般社団法人全国底曳網漁業連合会 業務課主任 小川　翼

8 北海道機船漁業協同組合連合会 専務 柳川　延之

9 日本定置漁業協会 嘱託 木村　秀二

10 北海道定置漁業協会 専務理事 金森　浩一

11 全国漁業協同組合連合会 調査役 藤田　真悟

12 全国いか加工業協同組合 専務理事 韮澤　新太郎

13 みなと新聞東京支社 記者 松崎　良哉

14 株式会社水産経済新聞社 報道部長代理 黒岩　裕樹

15 北海道水産林務部漁業管理課 主査 新山　博史
16 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 センター長 西田　宏
17 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　浮魚資源部 副部長 大島 和浩
18 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　浮魚資源部 グループ長 久保田　洋
19 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　浮魚資源部 主任研究員 岡本　俊
20 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　浮魚資源部 研究員 宮原　寿恵
21 水産庁 資源管理部審議官 髙瀨　美和子
22 水産庁管理調整課 課長 坂本　清一
23 水産庁管理調整課 資源管理推進室長 魚谷　敏紀
24 水産庁管理調整課 課長補佐 晝間　信児
25 水産庁管理調整課 課長補佐 藤原　孝浩
26 水産庁管理調整課 漁業調整官 村主　岳志
27 水産庁管理調整課 係長 小路口　拡輝
28 水産庁管理調整課 係員 見﨑　日向子
29 水産庁管理調整課 係員 菅井　優衣
30 水産庁漁場資源課 課長補佐 上田　祐司
31 水産庁漁場資源課 係員 追中　大作

※ウェブ参加

No. 所　　　属 役　　職 氏　　　名
1 北海道漁業協同組合連合会 漁政部次長 斉藤　要
2 北海道漁業協同組合連合会 東京事務所長 田中　誠一郎

3 はさき漁業協同組合 指導課長 加瀬　雅之
4 石川県漁業協同組合 総務部長 地下　敦介
5 石川県漁業協同組合小木支所 支所運営委員長 山下　久弥
6 石川県漁業協同組合小木支所 坂東　博一
7 石川県漁業協同組合小木支所 秋脇　元
8 石川県漁業協同組合小木支所 釣谷　創祐
9 長崎県漁業協同組合連合会 総務指導部次長 河田　耕介
10 勝本町漁業協同組合 業務部　部長 小畑　剛
11 北海道定置漁業協会 専務理事 金森  浩一
12 全国いか釣り漁業協会 参与 斎藤　春夫
13 北海道いか釣漁業協会 専務理事 千葉　伸一

14 青森県いか釣り漁業振興協議会 会長 谷地　源士郎

15 有限会社長谷川漁業 代表取締役 長谷川　光治

16 有限会社長谷川漁業 長谷川　誠

17 鳥取県小型いかつり協会 会長 岩田　慎介
18 鳥取県小型いかつり協会 事務局長 前嶋　宏
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19 一般社団法人全国まき網漁業協会 専務理事 武井　篤
20 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 課長 國藤　哲也
21 福島県旋網漁業協同組合 参事 馬上　龍人
22 茨城県旋網漁業協同組合 専務 神長　比呂志
23 山陰旋網漁業協同組合 専務理事 川本　英文

24 山陰旋網漁業協同組合 魚食推進部長 井本　慶子
25 長崎県旋網漁業協同組合 専務理事 柳村　智彦
26 輪島漁業生産組合 参事 石井　功

27 輪島漁業生産組合 江端　英人

28 八戸機船漁業協同組合 代表理事組合長 川村　嘉朗

29 八戸機船漁業協同組合 常務理事 佐々木　元秋

30 八戸機船漁業協同組合 参事 吉田　親志

31 八戸機船漁業協同組合 総務係 鹿原　慧亮

32 岩手県底曳網漁業協会 会長理事 金澤　俊明

33 開洋漁業株式会社 代表取締役 河村　桂吉　
34 日本水産株式会社 顧問 小風　茂
35 水産北海道協会 代表 上田　克之
36 笹川平和財団海洋政策研究所 研究員 田中　元
37 漁業情報サービスセンター 嘱託 酒井　光夫

38 日本生活協同組合連合会 第一商品本部・本部長スタッフ 松本　哲
39 共同通信社 記者 林原　久俊
40 共同通信社 記者 松田　大樹
41 時事通信社 記者 磯部　敦子
42 北海道水産林務部水産局漁業管理課 資源管理係長 池田　秀樹

43 北海道立総合研究機構 研究主幹 石田　良太郎
44 北海道立総合研究機構中央水産試験場 研究主幹 山口　浩志
45 北海道立総合研究機構中央水産試験場 研究職員 富山　嶺
46 北海道立総合研究機構 稚内水産試験場 主査 佐藤　政俊
47 北海道立総合研究機構網走水産試験場 調査研究部長 奥村　裕弥

48 北海道立総合研究機構網走水産試験場 田中　伸幸
49 北海道立総合研究機構函館水産試験場 主任主査 三原　栄次
50 青森県農林水産部水産局水産振興課 主幹 竹谷　裕平
51 青森県産業技術センター水産総合研究所 主任研究員 三浦　太智
52 福島県農林水産部水産課 技師 森口　隆大
53 福島県農林水産部水産課 主任主査 早乙女　忠弘
54 千葉県農林水産部水産局漁業資源課 副主査 五味　勇気
55 千葉県水産総合研究センター 研究員 鈴木　孝太
56 新潟県水産海洋研究所 研究員 安藤　悠太

57 富山県農林水産部水産漁港課漁政係 主任 大津　創
58 石川県農林水産部水産課 主任技師 原田　浩太朗
59 静岡県水産資源課 主幹 池谷　得維
60 愛知県農業水産局水産課 技師 荒木　克哉
61 島根県隠岐支庁農林水産局 水産課長 池田　博之

62 島根県隠岐支庁農林水産局 主任 佐々木　雄基
63 福岡県水産海洋技術センター 研究員 長本　篤
64 長崎県水産部漁業振興課 主任技師 石田　直也
65 長崎県総合水産試験場 科長 北原　茂
66 長崎県総合水産試験場 主任研究員 蛭子　亮制
67 長崎県総合水産試験場 研究員 吉田　侑平
68 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　浮魚資源部 副部長 船本 鉄一郎
69 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　浮魚資源部 副部長 大下 誠二
70 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　浮魚資源部 グループ長 黒田 啓行
71 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　浮魚資源部 主任研究員 加賀 敏樹


