
No.1

No. 区分 所属 役職 氏名 備考

1 宗像漁業協同組合 組合員 桑村　勝士

2 共和水産㈱ 専務 橋津　寛

3 若葉漁業㈱ 社長 森脇　寛

4 のぞみ漁業㈱ 社長 谷　綾一

5 のぞみ漁業㈱ 取締役営業部長 野村　悦朗

6 ㈱伊藤商店 社長 伊藤　忠光

7 大栄水産㈱ 社長 近藤　直美

8 大栄水産㈱ 取締役 本川　貴広

9 東洋漁業㈱ 執行役員　経営企画室部長 織田　厚

10 東洋漁業㈱ 濵﨑　千諒

11 昭徳水産㈱ 取締役漁撈部長 冨島　豊

12 大祐漁業㈱ 専務 濵田　憲志

13 大祐漁業㈱ 大曽　亮太

14 開成水産㈱ 社長 入江　和好

15 開成水産㈱ 木場　啓太

16 海興水産㈱ 取締役 朝野　勝

17 有限会社　柏木水産 代表取締役社長 柏木　俊彦

18 株式会社　タカスイ 代表取締役社長 髙須　清光

19 株式会社　タカスイ 総務部長 佐藤　みゆき

20 株式会社　桑原水産 代表取締役社長 髙須　義隆

21 株式会社　桑原水産 経理部長 田熊　栄次郎

22 福岡県漁業協同組合連合会 代表理事会長 佐藤　政俊

23 福岡県漁業協同組合連合会 企画指導課　主任 岸田　一勢

24 福岡県漁業協同組合連合会 企画指導課　課長 脇坂　慎治

25 福岡県漁業協同組合連合会 企画指導課　職員 豊見山　竜太

26 福岡県宗像漁業協同組合 理事 松尾　克樹

27 福岡県宗像漁業協同組合 主事 中川　智裕

28 郷ノ浦町漁業協同組合 代表理事組合長 中山　等

29 郷ノ浦町漁業協同組合 参事 田中　忠明

30 野母崎三和漁業協同組合 専務理事 岡部　聖二

日時：２月20日（木）～21日（金）   　

資源管理方針に関する検討会
（マサバ対馬暖流系群及びゴマサバ東シナ海系群）（第２回）出席者

場所：福岡市鮮魚市場会館２階会議室
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No.2

No. 区分 所属 役職 氏名 備考

日時：２月20日（木）～21日（金）   　　　

資源管理方針に関する検討会
（マサバ対馬暖流系群及びゴマサバ東シナ海系群）（第２回）出席者

場所：福岡市鮮魚市場会館２階会議室

31 新三重漁業協同組合 代表理事組合長 柏木　俊彦

32 長崎県旋網漁業協同組合 専務理事 栁村　智彦

33 長崎県旋網漁業協同組合 専門員 三根　敏彦

34 山陰旋網漁業協同組合 代表理事組合長 岩田　祐二

35 山陰旋網漁業協同組合 専務理事 川本　英文

36 中部日本海まき網漁業協議会 専務理事 石井　功

37 北部日本海まき網漁業協議会 船主部会長 及川　晋

38 日本遠洋旋網漁業協同組合 組合長 加藤　久雄

39 日本遠洋旋網漁業協同組合 参事 保田井　真

40 日本遠洋旋網漁業協同組合 部長 末武　大幸

41 日本遠洋旋網漁業協同組合 課長 川原　真佐男

42 日本遠洋旋網漁業協同組合 主任 持丸　理恵

43 日本遠洋旋網漁業協同組合 主任 新野　耕平

44 日本遠洋旋網漁業協同組合 山本　麻倫子

45 鹿児島県旋網漁業協同組合 参事 小湊　幸彦

46 全国まき網漁業協会 参与 熊谷　徹

47 石川県水産課 技師 原田　浩太朗

48 島根県総務部隠岐支庁水産局 主任技師 佐々木　雄基

49 福岡県水産振興課 技術主査 杉野　浩二郎

50 福岡県水産振興課 係長 佐藤　博之

51 長崎県水産部漁業振興課 資源管理班係長 永井　克宜

52 石川県水産総合センター 主任研究員 四方　崇史

53 長崎県総合水産試験場 海洋資源科長 高木　信夫

54 長崎県総合水産試験場 海洋資源科　主任研究員 永谷　浩

55 長崎県総合水産試験場 海洋資源科　主任研究員 北原　茂

56 鹿児島県水産技術開発センター 資源管理部長 西野　博

57 鹿児島県水産技術開発センター 研究員 福元　亨介

58 （株）はまげん 代表取締役 石谷　誠

59 （株）はまげん 職員 野瀬　瑠美

60 報道 みなと新聞西日本支社 記者 宇多村　隆一
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No.3

No. 区分 所属 役職 氏名 備考

日時：２月20日（木）～21日（金）   　　　

資源管理方針に関する検討会
（マサバ対馬暖流系群及びゴマサバ東シナ海系群）（第２回）出席者

場所：福岡市鮮魚市場会館２階会議室

61 水研機構本部 理事 堀井　豊充

62 水研機構本部 理事 田中　健吾

63 水研機構本部 研究主幹 森永　健司

64 中央水産研究所 資源研究センター長 西田　宏

65 中央水産研究所 主幹研究員 渡邊　千夏子

66 中央水産研究所 資源生態グループ長 安田　十也

67 中央水産研究所 研究員 林　晃

68 中央水産研究所 資源評価グループ長 由上　龍嗣

69 中央水産研究所 主任研究員 市野川　桃子

70 中央水産研究所 任期付き研究員 西嶋　翔太

71 中央水産研究所 資源経済グループ長 亘　真吾

72 中央水産研究所 研究員 半沢　祐大

73 中央水産研究所 研究支援職員 金森　由妃

74 国際水産資源研究所 主幹研究員 大島　和浩

75 西海区水産研究所 資源海洋部長 大下　誠二

76 西海区水産研究所 浮魚資源グループ長 高橋　素光

77 西海区水産研究所 主任研究員 黒田　啓行

78 西海区水産研究所 研究支援職員 向　草世香

79 水産庁 資源管理部長 神谷　崇

80 水産庁 漁場資源課長 江口　静也

81 水産庁 管理調整課　課長補佐 赤塚　祐史朗

82 水産庁 漁場資源課　課長補佐 船本　鉄一郎

83 水産庁 管理調整課　係長 土方　教義

84 水産庁 管理調整課　係長 若山　賢一

85 水産庁 管理調整課　係員 上村　洋亮

86 水産庁境港漁業調整事務所 資源管理推進官 山本　峰雄

87 水産庁九州漁業調整事務所 所長 加藤　雅丈

88 水産庁九州漁業調整事務所 次長 小林　一彦

89 水産庁九州漁業調整事務所 沖合課　課長 角町　正隆

90 水産庁九州漁業調整事務所 沖合課　係長 松永　典子

91 水産庁九州漁業調整事務所 沿岸課　係員　 中須　麻衣子

92 水産庁九州漁業調整事務所 資源管理推進官 松本　貴弘

93 水産庁九州漁業調整事務所 資源課　係長 平岡　孝啓
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