
区    分 氏　　名 役　　職　　等　　 区    分 氏　　名 役　　職　　等　　

会       長 前橋　知之 一般社団法人境港水産振興協会会長 会   　　長

副　会　長 柏木　頼文 境港市産業部長 森脇　寛 山陰旋網漁業協同組合副組合長

岩田　祐二 山陰旋網漁業協同組合代表理事組合長 橋津　寛 山陰旋網漁業協同組合理事

野津　千寿夫 島根県まき網漁業協議会会長 川本　英文 山陰旋網漁業協同組合専務

景山　一夫 鳥取県漁業協同組合代表理事組合長 平木　操 島根県まき網漁業協議会副会長

喜多村　実 鳥取県かにかご漁業組合組合長 喜多村　実 鳥取県かにかご漁業組合組合長

岩田　慎介 鳥取県小型いかつり漁業協会会長 岩田　慎介 鳥取県小型いかつり漁業協会会長

岸　宏 漁業協同組合JFしまね代表理事会長 田渕　幸一 田後漁業協同組合代表理事組合長

佐々木　六郎 境港魚市場株式会社代表取締役会長 赤井　栄作 鳥取県漁業協同組合境港支所支所長

島谷　憲司 境港鮮魚仲買協同組合理事長 オブザーバー 杉山　豊 境港水産物市場管理株式会社設備部長

越河　彰統 境港カニ水揚日本一ＰＲ実行委員会会長　 鳥取県農林水産部水産振興局水産振興課長

奥森　清 境港商工会議所参与 鳥取県境港水産事務所長

木村　眞理子 境港商工会議所女性会監事 鳥取県県土整備部空港港湾課長

結城　豊弘 一般社団法人境港観光協会会長 鳥取県西部総合事務所県土整備局河川砂防課長

土肥　順市 境港“旬の魚”を食べる会会長 境港市産業部水産商工課

小西　大幸 境港管理組合事務局長 一般社団法人境港水産振興協会

國米　洋一 鳥取県農林水産部水産振興局長 (一財)漁港漁場漁村総合研究所

阿部　智 水産庁境港漁業調整事務所長

浦野　貴司 境海上保安部交通課長

北野　茂樹 境港水産物市場管理株式会社専務取締役

山本　紀子 鳥取県農林水産部市場開拓局長

木村　公亮 鳥取県西部総合事務所県民福祉局西部観光商工課長

朝倉　学 鳥取県西部総合事務所環境建築局長

石原　幸雄 鳥取県水産試験場長

細本　誠 鳥取県農林水産部水産振興局水産振興課長

寺田　ルミ 鳥取県境港水産事務所長

清水　丈二 鳥取県県土整備部空港港湾課長

末好　正名 鳥取県西部総合事務所環境建築局建築住宅課参事

田中　勲 鳥取県西部総合事務所米子県土整備局河川砂防課長

山田　幹夫 境港市産業部水産商工課長

江尻　敏美 一般社団法人境港水産振興協会専務理事

区    分 氏　　名 役　　職　　等　　 区    分 氏　　名 役　　職　　等　　

会　　　長 中尾　由岐夫 漁業協同組合ＪＦしまね専務理事 会　　　長 江尻　敏美 境港天然本マグロＰＲ推進協議会事務局長

景山　悟 鳥取県漁業協同組合境港支所販売統括部長 岩田　祐二 山陰旋網漁業協同組合代表理事組合長

石橋　久 境港魚市場株式会社代表取締役社長 川口　利之 有限会社川口商店取締役

島谷　憲司 株式会社島谷水産代表取締役社長 板倉　一晃 有限会社板倉博商店代表取締役

大澤　宏光 共和産業株式会社代表取締役社長 土肥　順市 境港“旬の魚”を食べる会会長

北野　茂樹 境港水産物市場管理株式会社専務取締役 成相　和宏 境港商工会議所中小企業相談所長

山田　孝則 有限会社山芳海産相談役 木村　眞理子 境港商工会議所女性会監事

武田　智保 有限会社武田水産取締役 掃部　真一 一般財団法人鳥取県観光事業団夢みなとタワー館長

一般社団法人境港水産振興協会専務理事 古橋　剛 一般社団法人境港観光協会事務局長

鳥取県農林水産部水産振興局水産振興課長 景　愛子 一般社団法人境港水産振興協会境港お魚ガイド

鳥取県境港水産事務所長 松本　美穂子 一般社団法人境港水産振興協会境港お魚ガイド

鳥取県県土整備部空港港湾課長 一般社団法人境港水産振興協会専務理事

鳥取県商工労働部市場開拓局販路拡大・輸出促進課 鳥取県農林水産部水産振興局水産振興課長

境港市産業部水産商工課 鳥取県境港水産事務所長

鳥取県県土整備部空港港湾課長

境港市産業部水産商工課

令和４年度　さかいみなと漁港・市場活性化協議会、各ワーキンググループ委員

さかいみなと漁港・市場活性化協議会委員 漁港ワーキンググループ委員

食と観光ワーキンググループ委員

オブザーバー

委 　   員

事　務　局

事　務　局

事  務  局

市場ワーキンググループ委員

事　務　局

委　　　員

委　　　員

委      員



区    分 所属 役職 氏名 備考

会　　長 境港水産物市場管理株式会社 代表取締役社長 佐々木　六郎 境港魚市場株式会社　代表取締役会長

境港水産物市場管理株式会社 専務取締役 北野　茂樹

山陰旋網漁業協同組合 副組合長 森脇　寛 若葉漁業株式会社　代表取締役社長

山陰旋網漁業協同組合 理事 橋津　寛
共和水産株式会社　取締役常務
執行役員　営業本部長

山陰旋網漁業協同組合 専務理事 川本　英文

島根県まき網漁業協議会 副会長 平木　操 有限会社共幸水産　代表取締役

鳥取県かにかご漁業組合 組合長 喜多村　実 有限会社北陽水産　代表取締役社長

島根県かにかご漁業組合 組合長 利見　秀治 株式会社利見水産　代表取締役

鳥取県小型いかつり漁業協会 会長 岩田　慎介 有限会社日吉水産　代表取締役社長

田後漁業協同組合 代表理事組合長 田渕　幸一

鳥取県漁業協同組合境港支所 支所長 赤井　栄作

漁業協同組合ＪＦしまね 専務理事 中尾　由岐夫

鳥取県漁業協同組合境港支所 販売統括部長 景山　悟

境港魚市場株式会社 代表取締役社長 石橋　久

境港鮮魚仲買協同組合 理事長 島谷　憲司 株式会社島谷水産　代表取締役社長

境港鮮魚仲買協同組合 副理事長 越河　彰統 日本海冷凍魚株式会社　代表取締役社長

境港鮮魚仲買協同組合 副理事長 川口　利之 有限会社川口商店　代表取締役社長

境港鮮魚仲買協同組合 副理事長 森脇　哲雄 大海株式会社　代表取締役

山陰化成工業株式会社 専務取締役 福島　光春 資材（発泡）業者

山陰冷蔵株式会社 代表取締役 山本　徹 氷業者

全漁連境港油槽所 所長 浜野　茂夫 燃油業者

一般社団法人鳥取県西部建設業協会 会長 下本　八一郎 株式会社シモモト　代表取締役社長

境港管理組合 事務局長 小西　大幸

境港商工会議所 中小企業相談所長 成相　和宏

災害復旧ワーキンググループ委員

委　　員

事　務　局

一般社団法人境港水産振興協会専務理事

鳥取県農林水産部水産振興局水産振興課長

鳥取県境港水産事務所長

鳥取県県土整備部空港港湾課長

鳥取県西部総合事務所県土整備局河川砂防課長

境港市産業部水産商工課



区    分 氏　　名 役　　職　　等　　

会　　長 佐々木　六郎 境港魚市場株式会社代表取締役会長

景山　一夫 鳥取県漁業協同組合代表理事組合長

中尾　由岐夫 漁業協同組合ＪＦしまね代表理事専務

島谷　憲司 境港鮮魚仲買協同組合理事長

川口　利之 境港鮮魚仲買協同組合副理事長

川本　英文 山陰旋網漁業協同組合専務理事

國米　洋一 鳥取県農林水産部水産振興局長

笹岡　実也 国土交通省中国地方整備局境港湾・空港整備事務所副所長

小西　大幸 境港管理組合事務局長

鳥取県農林水産部水産振興局水産振興課長

鳥取県県土整備部空港港湾課長

鳥取県境港水産事務所長

境港市産業部水産商工課長

一般社団法人境港水産振興協会専務理事

共同利用冷凍・冷蔵施設ワーキンググループ委員

委      員

オブザーバー

事  務  局


