
（資料３）

　　　　 日時：令和４年３月28日（月）

場所：ＡＰ市ヶ谷　会議室Ａ

No. 所　　　属 役　　職 氏　　　名
1 一般社団法人全国まき網漁業協会 専務理事 武井　篤
2 一般社団法人日本定置漁業協会 嘱託 木村　秀二
3 日本生活協同組合連合会 サステナビリティ戦略室水産担当 松本　哲
4 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 専務理事 加藤　雅丈
5 愛知県水産試験場漁業生産研究所 所長 中村　元彦
6 株式会社水産経済新聞社 報道部長代理 黒岩　裕樹
7 みなと新聞東京支社 記者 古家　健太郎
8 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 部長 福若　雅章
9 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
10 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 主幹研究員 渡邊　千夏子
11 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 任期付研究員 木下　順二
12 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　漁業情報解析部 グループ長 市野川　桃子
13 水産庁 資源管理部長 藤田　仁司
14 水産庁管理調整課 資源管理推進室長 魚谷　敏紀
15 水産庁管理調整課 課長補佐 藤原　孝浩
16 水産庁管理調整課 課長補佐 晝間　信児
17 水産庁管理調整課 係長 小路口　拡輝
18 水産庁管理調整課 係員 福島　早紀
19 水産庁管理調整課 係員 早川　晋平
20 水産庁漁場資源課 課長補佐 上田　祐司
21 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 株式会社浜平漁業 専務取締役 山田　智之
2 株式会社桑原水産　 代表取締役社長 高須　義隆
3 椎名大敷組合 組合長 橋本　健
4 大津漁業協同組合 参事 坂本　善則
5 大津漁業協同組合 鈴木　雅博
6 大津漁業協同組合 山形　正幸
7 大津漁業協同組合 山形　成利
8 大津漁業協同組合 冨永　道雄
9 大津漁業協同組合 鈴木　巌
10 北海道漁業協同組合連合会 漁政部次長 斉藤　要
11 北海道漁業協同組合連合会室蘭支店 支店長 渡辺　雅也
12 宮城県漁業協同組合 指導課長 土方　規生
13 はさき漁業協同組合 指導課長 加瀬　雅之
14 茨城県旋網漁業協同組合 専務 神長　比呂志
15 夷隅東部漁業協同組合 代表理事組合長 滝口　洋
16 千葉県水産加工業協同組合連合会 専務理事 清水　正夫
17 千葉県旋網漁業協同組合 参事 相澤　省吾
18 千葉県旋網漁業協同組合 鈴木　英之
19 九十九里漁業協同組合 代表理事組合長 小栗山　喜一郎
20 愛知県漁業協同組合連合会 主事 石垣　伸浩
21 愛知県ぱっち網漁業者組合 組合長 磯部　治男
22 愛知県ぱっち網漁業者組合 理事 山下　孝好
23 愛知県ぱっち網漁業者組合 理事 磯貝　貢
24 愛知県ぱっち網漁業者組合 理事 間瀬　和美
25 愛知県ぱっち網漁業者組合 理事 山下　礼志
26 愛知県ぱっち網漁業者組合 理事 杉浦　国敏
27 愛知県ぱっち網漁業者組合 理事 江端　和訓
28 愛知県ぱっち網漁業者組合 監事 板谷　成郎
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29 愛知県ぱっち網漁業者組合 事務局 坂本　度
30 愛知県しらす船びき網連合会 会長 高塚　武史
31 愛知県しらす船びき網連合会 本部長 辻　禎成
32 愛知県しらす船びき網連合会 役員 吉戸　克
33 愛知県しらす船びき網連合会 役員 小久保　元央
34 愛知県しらす船びき網連合会 支部長 久田　久哉
35 愛知県しらす船びき網連合会 支部長 中川　芳彦
36 愛知県しらす船びき網連合会 支部長 丹羽　法長
37 愛知県しらす船びき網連合会 支部長 飯田　幹久
38 愛知県しらす船びき網連合会 支部長 平松　大樹
39 愛知県しらす船びき網連合会 事務局 石橋　光輝
40 静岡県漁業協同組合連合会 指導部長 高瀬　進
41 静岡県漁業協同組合連合会 職員 桐林　義彦
42 山陰旋網漁業協同組合 専務理事 川本　英文
43 山陰旋網漁業協同組合 部長 井本　慶子
44 鹿児島県旋網漁業協同組合 参事 小湊　幸彦
45 日本水産株式会社 顧問 小風　茂
46 北海道水産林務部漁業管理課 主査 鈴木　祐太郎
47 釧路水産試験場 部長 美坂　正
48 釧路水産試験場 主幹 石田　良太郎
49 釧路水産試験場 研究職員 生方　宏樹
50 神奈川県環境農政局農政部水産課 技幹 井塚　隆
51 神奈川県環境農政局農政部水産課 主査 樋田　史郎
52 神奈川県環境農政局農政部水産課 主査 山本　貴一
53 千葉県農林水産部水産局漁業資源課 班長 山田　創一
54 千葉県農林水産部水産局漁業資源課 主査 吉野　暢之
55 千葉県水産総合研究センター資源研究室 室長 内山　雅史
56 千葉県水産総合研究センター資源研究室 研究員 鈴木　孝太
57 新潟県水産海洋研究所 漁業課専門研究員 丸山　克彦
58 静岡県水産・海洋技術研究所 研究員 鈴木　聡志
59 静岡県水産・海洋技術研究所伊豆分場 主任 長谷川　雅俊
60 静岡県水産・海洋技術研究所伊豆分場 鈴木　勇己
61 三重県農林水産部水産資源管理課 課長補佐兼班長 勝田　孝司
62 三重県水産研究所 研究員 福田　遼
63 愛知県農業水産局水産課 主任 今井　彰彦
64 愛知県農業水産局水産課 技師 荒木　克哉
65 愛知県水産試験場漁業生産研究所 主任研究員 今泉　哲
66 愛知県水産試験場漁業生産研究所 植村　宗彦
67 大阪府環境農林水産部水産課 主査 寺倉　涼子
68 大阪府立環境農林水産総合研究所 主幹研究員 大美　博昭
69 大阪府立環境農林水産総合研究所 研究員 山中　智之
70 和歌山県資源管理課 主査 土居内　龍
71 香川県農政水産部水産課 副主幹 中山　博志
72 香川県農政水産部水産課 大山　憲一
73 高知県漁業管理課 主査 渡邊　真緒
74 高知県水産振興部室戸漁業指導所 所長 大河　俊之
75 長崎県漁業振興課 企画監 松本　昌士
76 長崎県漁業振興課 主任技師 石田　直也
77 長崎県総合水産試験場 研究員 吉田　侑平
78 宮崎県農政水産部漁業管理課 主幹 田口　智也
79 宮崎県農政水産部漁業管理課 主査 溝口　幸一郎
80 共同通信社 記者 吉田　啓生
81 長崎大学水産・環境科学総合研究科 教授 清田　雅史
82 長崎大学水産学部 学生 井口　直人
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83 鹿児島県水産技術開発センター 主任研究員 槐島　光次郎
84 一般社団法人マリン・エコラベル・ジャパン協議会 技術部課長 秋本　佳佑
85 水産研究・教育機構　水産資源研究所 所長 田中　健吾
86 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
87 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 副センター長 上原　伸二
88 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
89 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
90 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 安田　十也
91 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 主幹研究員 河野　悌昌
92 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 髙橋　正知
93 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
94 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 依田　真里
95 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 向　草世香
96 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 日野　晴彦
97 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 部長 森　賢
98 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
99 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
100 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 木所　英昭
101 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 山下　夕帆
102 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 森田　晶子
103 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
104 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 平井　慈恵
105 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 金谷　彩友美
106 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 副部長 米崎　史郎
107 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 グループ長 亘　真吾
108 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
109 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 竹茂　愛吾
110 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 川内　陽平
111 水産研究・教育機構　企画調整部門 顧問 大関　芳沖
112 水産研究・教育機構　企画調整部門 研究開発C 安部　幸樹
113 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課 課長補佐 松井　恵子
114 水産庁仙台漁業調整事務所 所長 南　克洋
115 水産庁仙台漁業調整事務所 資源課長 西部　博秀
116 水産庁仙台漁業調整事務所 資源管理推進官 本多　靖孝
117 水産庁仙台漁業調整事務所 資源課長 西部　博秀
118 水産庁仙台漁業調整事務所 係員 佐々木　皓文
119 水産庁仙台漁業調整事務所 係員 岩田　晋太朗
120 水産庁新潟漁業調整事務所 漁業監督指導官 松本　直樹
121 水産庁九州漁業調整事務所 資源課長 角町　正隆
122 水産庁九州漁業調整事務所 資源管理推進官 小田宮　仁
123 水産庁九州漁業調整事務所 係長 平岡　孝啓
124 水産庁九州漁業調整事務所 係員 高野　有紀


