
網走海区漁業調整委員会の委員候補者の推薦・応募の結果について（令和２年８月５日～９月４日）中間・最終

募集人数１５名に対して、推薦１５名、応募０名 合計１５名 内漁業者等 １０名（推薦１０名、応募０名）

（推薦） ※（注）経歴は前職まで掲載

受付
氏 名 年齢 性別 職業 経 歴

漁業者
漁業の状況

推薦をした者［法人又は団体の場合］
備考

番号 等該当

団体等の名称 設立の目的等 推薦の理由

及び代表者氏名

０１ 馬場 浩一 ６５ 男 漁業 平成３０年６月～ 漁業種類 北見管内漁業 北見管内漁業 昭和５３年４月から漁業に従事し、秋さけ定置網漁業を営むほか、

斜里第一漁業協同組合 さけ定置漁業 協同組合長会 協同組合の一 定置部会活動などの経験も豊富であり、地域の漁業に精通している。

代表理事組合長 該当 使用漁船 層の発展を図 平成２７年から斜里第一漁業協同組合の理事、平成３０年から代表

さけ定置漁船(19トン） 阿部 與志輝 るため、相互 理事組合長として組合運営に携わり、漁業者からの信頼も厚く、また、

令和２年４月～ 年間従事日数 連絡を密にし 令和２年３月からは網走海区漁業調整委員会委員として公平な立場か

網走海区漁業調整委員会 240日 協同運動を推 ら的確な意見を述べるなど、指導力に優れた人物である。

委員 進し、以て水 平成２８年から斜里定置部会部会長として定置漁業の発展に携わり、

産の振興を期 漁業者からの信頼も厚く、また、令和元年より秋鮭普及協議会並びに

することを目 秋鮭流通対策協議会の理事として秋鮭の消費回復や輸出対策に携わっ

的とする。 ている。

以上のことから、網走海区漁業調整委員会委員として推薦する。

０２ 清野 一幸 ５７ 男 漁業 平成３０年３月～ 漁業種類 北見管内漁業 北見管内漁業 昭和５６年４月から漁業に従事し、しじみ漁業等を営むほか、青年

西網走漁業協同組合 しじみ漁業漁業 協同組合長会 協同組合の一 部活動などの経験も豊富であり、地域の漁業に精通している。

代表理事組合長 該当 使用漁船 層の発展を図 平成８年に青年部長に就任し、部長退任後も青年部に残り、現在も

小型機船底引き漁船（2.2トン）阿部 與志輝 るため、相互 後継者の育成に尽力するなど高い指導力を発揮している。

年間従事日数 連絡を密にし 平成１８年に西網走漁業協同組合の理事、平成３０年から代表理事

140日 協同運動を推 組合長として組合運営に携わり、漁業者からの信頼も厚い人物である。

進し、以て水 また、令和元年に北海道内水面漁業管理委員会の副会長に就任し、

産の振興を期 公平な立場から的確な意見を述べるなど、指導力に優れた人物である。

することを目 そのほか、昭和５７年に地元消防団に入団し、平成３０年に退団す

的とする。 るまでの永きにわたり地域の消防活動に貢献しており、責任感が強い

人物である。

以上のことから、網走海区漁業調整委員会委員として推薦する。



０３ 片川 隆市 ７３ 男 団体 平成１７年３月～ 北見管内漁業 北見管内漁業 平成２年より雄武漁業協同組合理事、副組合長理事を歴任し、組合

役員 雄武漁業協同組合 協同組合長会 協同組合の一 経営や漁業経営基盤の安定などの課題に対し、勇猛果敢に挑み続ける

代表理事組合長 － 層の発展を図 姿勢が強く支持され、平成１７年に代表理事組合長に就任。

阿部 與志輝 るため、相互 昭和３８年３月から漁業に従事し、平成３０年まで沖の第一線で漁

平成１７年７月～ 連絡を密にし を続けた。青年部長も勤め、水揚げでも他組合員の範であるとともに

網走海区漁業調整委員会 協同運動を推 強い責任感で浜を牽引し続けながら、組織の重要性・報徳精神を重ん

委員 進し、以て水 じ、組合経営にあたっている。

産の振興を期 また、平成１７年７月からは網走海区漁業調整委員会委員として公

することを目 平な立場から意見を述べるなど、指導力に優れた人物である。

的とする。 平成５年にホタテ貝漁業生産部会長就任。稚貝引揚方法改善、八尺

改良、調査データ収集に重点的に取り組んだ結果、年間水揚数量を飛

躍的に増大させ、体制強化を図った。

過去、爆弾低気圧など自然災害により、ほたて放流資源の消失とい

う甚大な被害を受け、ほたて資源の保護・回復対策にも尽力した。

平成１６年の被害の際には５年の歳月を費やし、中間育成施設沖合

施設、ホタテ漁場移動と併せて操業秩序の再編成など「災害に強い漁

場づくり」を構築し、更に平成２６年の被害においても他地区から稚

貝を購入し、足し撒きする方策の実施によって、危機的状況で衰退し

つつあったほたて漁業の早期回復と経営基盤の立て直しを図るなど、

大きな指導力と経営手腕を発揮した。

また、将来の流通基盤を見据えた施設整備にも積極的に取り組み、

漁港拡張及び地区主要拠点漁港への屋根付き岸壁の増設のほか。組合

水産物処理加工施設への HACCP 等対応可能なクリーンルームの増設
など漁協全体の施設衛生機能を強固なものとし、組合運営と漁業者の

収入向上に大きく寄与した。

管内においては北見管内漁業協同組合長会副会長、網走支庁管内毛

がに漁業対策協議会会長。全道においては北海道漁業共催組合理事、

北海道信用漁業協同組合連合会理事、北海道水産物検査協会理事、北

海道定置漁業協会理事等の要職を歴任し、現在は北海道漁業協同組合

連合会理事に就任している。

また、秋さけ資源管理調整協議会委員など、さけ、ほたて、毛がに

全ての要職を歴任し、雄武のみならず、全道漁業の振興・発展に尽く

している。

以上のことから、網走海区漁業調整委員会委員として推薦する。



０４ 深山 和彦 ６４ 男 漁業 平成２４年６月～ 漁業種類 北見管内漁業 北見管内漁業 昭和５３年４月から漁業に従事し、秋さけ定置網漁業を営むほか、

ウトロ漁業協同組合 該当 さけ定置漁業 協同組合長会 協同組合の一 青年部や漁業士活動などの経験も豊富であり、地域の漁業に精通して

代表理事組合長 使用漁船 層の発展を図 いる。

さけ定置漁船(19トン） 阿部 與志輝 るため、相互 平成６年６月からウトロ漁業協同組合の理事、平成２４年６月から

平成２４年８月～ 年間従事日数 連絡を密にし 代表理事組合長として組合運営に携わり、漁業差からの信頼も厚く、

網走海区漁業調整委員会 200日 協同運動を推 また、平成２４年８月からは網走海区漁業調整委員会委員として公平

委員 進し、以て水 な立場から的確な意見を述べるなど、指導力に優れた人物である。

産の振興を期 また、平成２１年から平成２４年までウトロ鮭定置部会長として、

することを目 卓越した指導力と統率力で部会をまとめ、減少しつつあった基幹漁業

的とする。 のサケ・マス資源の回復に向け、海中飼育等に積極的に取り組み、リ

ーダーシップを発揮してきた。

平成６年から平成２４年まで JF共済推進委員長として、新規契約髙
の不振、保有契約の減少が続いている中、JF 共済の使命である「漁業
者への充実した補償の提供」「JF 経営への貢献」をより一層果たすた
め、加入促進、保有増大に尽力した。

その他、平成８年１０月から平成２２年９月までに斜里町教育委員

会委員として、社会で生き抜く力を身につけ、持続可能な地域づくり

に貢献できる人づくりのために、未来を見据えた組織的、計画的な教

育行政の推進に貢献された。

令和元年６月から現在に至るまで北海道信用漁業協同組合連合会の

代表理事会長に就任し、北海道を代表する指導者として漁協信用事業

の健全性及び信頼性の確保に向けて、「JF マリンバンク基本方針」に
基づき、漁協の経営基盤の安定化に取り組むとともに、各種モニタリ

ングや漁協信用事業委事務処理点検を継続実施し、諸課題の早期発見

や不祥事未然防止に尽力し、一方で金融機能の強化・充実についても

提言する等、JF マリンバンクの信頼性を高める取り組みに尽力してい
る。

以上のことから、網走海区漁業調整委員会委員として推薦する。



０５ 阿部 與志輝 ６９ 男 団体 平成２２年３月～ 北見管内漁業 北見管内漁業 平成１６年から佐呂間漁業協同組合の常務理事、平成２２年から代

役員 佐呂間漁業協同組合 － 協同組合長会 協同組合の一 表理事組合長として組合運営に携わり、漁業者からの信頼も厚く、平

代表理事組合長 層の発展を図 成２２年から北見管内さけ・ます増殖事業協会の監事、平成２４年８

阿部 與志輝 るため、相互 月からは網走海区漁業調整委員会委員、平成３０年より北見管内漁業

平成２４年８月～ 連絡を密にし 協同組合長会会長として公平な立場から的確な意見を述べるなど、指

網走海区漁業調整委員会 協同運動を推 導力に優れた人物である。

委員 進し、以て水 平成２２年からサロマ養殖漁業協同組合副組合長として、サロマ湖

産の振興を期 のかき・ほたての養殖許容量の設定に携わり、資源管理型漁業や漁場

することを目 環境保全対策等の推進に取り組んでいる。

的とする。 また、オホーツク海へのホタテ稚貝の放流やさけます稚魚の放流、

中間育成等つくり育てる漁業を推進し、安定した漁業経営基盤の確立

に貢献している。

以上のことから、網走海区漁業調整委員会委員として推薦する。

０６ 新谷 哲也 ６８ 男 漁業 平成３０年３月～ 漁業種類 北見管内漁業 北見管内漁業 昭和４９年１０月から漁業に従事し、さけ定置網漁業、ほたてがい

網走漁業協同組合 ほたて貝漁業、 協同組合長会 協同組合の一 漁業を営むほか、青年部活動など経験も豊富であり地域の漁業に精通

代表理事組合長 該当 さけ定置漁業 層の発展を図 している。

使用漁船 阿部 與志輝 るため、相互 昭和５１年２月に網走漁業協同組合の正組合員に加入。平成１２年

平成３０年６月～ ほたて漁船(14トン) 連絡を密にし から網走海区漁業協同組合の理事、平成３０年から代表理事組合長と

網走海区漁業調整委員会 さけ定置漁船(19トン） 協同運動を推 して組合運営に携わり、漁業者からの信頼も厚く、平成３０年６月か

委員 年間従事日数 進し、以て水 らは網走海区漁業調整委員会委員として公平な立場から的確な意見を

300日 産の振興を期 述べるなど、指導力に優れた人物である。

することを目 平成１８年から平成２７年までの間、ほたて事業部会部会長として

的とする。 ほたてがい漁業経営安定の基礎を築き、また、平成１８年から平成２

９年までの間、網走合同定置漁業の副代表としてさけ定置網漁業にお

ける経営の合理化に尽力されている。

環境保全活動では、網走川流域に関わる各種団体、企業、行政機関、

大学、研究機関等で組織する「網走川流域の会」の会長として網走川

流域一斉清掃事業、流域学習事業、農地崩落対策等各課題に取り組ん

でいる。

以上のことから、網走海区漁業調整委員会委員として推薦する。



０７ 元角 文雄 ６７ 男 漁業 令和元年７月～ 漁業種類 北見管内漁業 北見管内漁業 昭和５６年５月から漁業に従事し、さけ定置網漁業、ほたてがい漁

網走漁業協同組合 ほたて貝漁業、 協同組合長会 協同組合の一 業を営むほか、青年部活動などの経験も豊富であり地域の漁業に精通

副組合長理事 該当 さけ定置漁業 層の発展を図 している。

使用漁船 阿部 與志輝 るため、相互 昭和６０年２月に網走漁業協同組合の正組合員に加入。平成２１年

令和元年１２月～ ほたて漁船(14トン) 連絡を密にし から網走漁業協同組合の代表幹事、令和元年から副組合長理事として

網走海区漁業調整委員会 さけ定置漁船(19トン） 協同運動を推 組合運営に携わり、漁業者からの信頼も厚い。また、平成３０年２月

委員 年間従事日数 進し、以て水 に網走合同定置漁業の代表理事となり定置漁業権の切り替え時には優

300日 産の振興を期 れた調整力を発揮し、漁場の利用調整に積極的に取り組まれてている。

することを目 令和元年１２月から網走海区漁業調整委員会委員として公平な立場

的とする。 から的確な意見を述など、指導力に優れた人物である。

以上のことから、網走海区漁業調整委員会委員として推薦する。

０８ 石本 武男 ７２ 男 漁業 平成２１年４月～ 漁業種類 北見管内漁業 北見管内漁業 昭和４８年８月から漁業に従事し、ほたて養殖、かき養殖等を営む

湧別漁業協同組合 ほたて養殖漁業 協同組合長会 協同組合の一 ほか、地域の漁業に精通している。

代表理事組合長 該当 使用漁船 層の発展を図 平成９年から湧別漁業協同組合の理事、平成２１年から代表理事組

船内外機船(4.5トン） 阿部 與志輝 るため、相互 合長として組合運営に携わり、漁業者からの信頼も厚く、また、平成

平成２２年３月～ 年間従事日数 連絡を密にし ２２年３月からは網走海区漁業調整委員会委員として公平な立場から

網走海区漁業調整委員会 180日 協同運動を推 的確な意見を述べるなど、指導力に優れた人物である。

委員 進し、以て水 また現在、サロマ湖養殖漁業漁業協同組合副組合長理事。北海道信

産の振興を期 用漁業協同組合連合会理事、北見管内さけます増殖事業協会理事、北

することを目 海道ほたて漁業振興協会副会長ほか、上記各団体の役員に就任し水産

的とする。 業の発展に尽力している。

また、平成３０年１２月には北海道産業貢献賞を受賞されるなど、

地域への貢献も大きい。

以上のことから、網走海区漁業調整委員会委員として推薦する。



０９ 高桑 康文 ７３ 男 団体 平成１６年８月～ 北見管内漁業 北見管内漁業 昭和４２年７月に常呂漁業協同組合の職員となり、平成１０年から

役員 網走海区漁業調整委員会 － 協同組合長会 協同組合の一 常務理事、平成１９年から代表理事組合長として、漁業者の相談に親

委員 層の発展を図 身になって応じ、組合経営及び漁家経営の安定に心血を注ぎ、漁業者

阿部 與志輝 るため、相互 の健全経営の強化を図るべく積極的に貯蓄推進を図り、平成２５年に

平成１９年３月～ 連絡を密にし は単一漁協としては全国で初めて年度末の貯金残高が２００億円を超

常呂漁業協同組合 協同運動を推 え、特定組合として全道有数規模の漁協としての地位を築き上げるこ

代表理事組合長 進し、以て水 とに貢献した。

産の振興を期 さらに「つくり育てる漁業」をより強化すべく、主要漁業である外

することを目 海ほたてがい漁業及び鮭定置漁業における増養殖事業を積極的に推進

的とする。 し、漁業経営の安定向上に寄与してきた役割は極めて顕著である。

また、平成１６年８月からは網走漁業調整委員会委員、平成２４年

から副会長として公平な立場から的確な意見を述べるなど、指導力に

優れた人物であり、平成２２年にサロマ湖養殖漁業協同組合代表理事

組合長、平成２５年に北海道漁業協同組合連合会代表理事、平成３０

年に北海道ほたて漁業振興協会会長に就任し、地域のみならず全道の

リーダーとして漁業の振興に貢献している。

以上のことから、網走海区漁業調整委員会委員として推薦する。

１０ 川口 和良 ６１ 男 漁業 平成３１年４月～ 漁業種類 北見管内漁業 北見管内漁業 昭和５７年４月から家業のさけ定置漁業、昭和６２年から常呂漁協

常呂漁業協同組合 該当 ほたて養殖漁業、 協同組合長会 協同組合の一 さけ定置運営協議会にてさけ定置網漁業に従事し、平成６年からほた

理事 たこ漁業、 層の発展を図 て養殖漁業やたこ漁業を営むほか、青年部活動などの経験も豊富であ

さけ定置漁業 阿部 與志輝 るため、相互 り、地域の漁業に精通している。

平成３１年４月 使用漁船 連絡を密にし 平成２５年か常呂漁業協同組合の監事、平成２８年からは代表監事、

網走海区漁業調整委員会 船内外機船(3.8トン）、 協同運動を推 平成３１年からは理事として組合運営に携わり、漁業者からの信頼も

委員 発動機船(4.8トン) 進し、以て水 厚く、また、平成３１年４月からは網走海区漁業調整委員会委員とし

さけ定置漁船(19トン) 産の振興を期 て公平な立場から的確な意見を述べるなど、指導力に優れた人物であ

年間従事日数 することを目 る。

250日 的とする。 漁業経営は個人で営むほたて養殖漁業、たこ漁業のほか、常呂漁業

協同組合さけ定置漁業共同経営部会部会長として、１３４名の共同経

営体による定置漁業の運営に尽力し漁業経営の手腕を発揮している。

以上のことから、網走海区漁業調整委員会委員として推薦する。



１１ 石塚 治 ６４ 男 団体 平成２５年４月～ 北見管内漁業 北見管内漁業 昭和４９年４月に北海道留萌支庁水産課に就職し、平成２５年３月

役員 (一社)北見管内さけ・ます 協同組合長会 協同組合の一 に北海道水産林務部漁業管理課長として退職するまで、全道の水産行

増殖事業協会 専務理事 － 層の発展を図 政の第一線で活躍し、常に漁業者の立場に立って、漁業経営や資源管

阿部 與志輝 るため、相互 理、水産振興等数多くの水産行政の場において積極的に貢献し秀逸な

平成２５年８月～ 連絡を密にし 成果を出し、漁業者の信頼も大変厚い、優秀な人物である。

網走海区漁業調整委員会 協同運動を推 道庁退職後は平成２５年４月より、一般社団法人北見管内さけ・ま

委員 進し、以て水 す増殖事業協会専務理事として、北見管内のさけ・ます増殖事業の推

産の振興を期 進に心血を注ぎ、昨今は秋さけ資源量が減少していく中、資源増大対

することを目 策や協会運営の安定を図るため、日々奮闘努力している。

的とする。 また、平成２５年８月より網走海区漁業調整委員会委員として、公

平な立場から的確な意見を述べるなど、指導力に優れた人物である。

以上のことから、網走海区漁業調整委員会委員として推薦する。

１２ 鈴木 英樹 ５３ 男 特別職 令和元年７月～ 北見管内漁業 北見管内漁業 管内有数の水産都市である紋別市の副市長であり、建設、農林、医

紋別市副市長 協同組合長会 協同組合の一 療、観光など多岐に亘る行政経験により培われた幅広い見識を有する

－ 層の発展を図 適格者である。

令和元年１２月～ 阿部 與志輝 るため、相互 また、令和元年１２月に網走海区漁業調整委員会委員に就任し、幅

網走海区漁業調整委員会 連絡を密にし 広い見識かつ中立的立場で議案に対し臨んでいる。

委員 協同運動を推 以上のことから、網走海区漁業調整委員会委員として推薦する。

進し、以て水

産の振興を期

することを目

的とする。

１３ 大澤 眞人 ６２ 男 漁業 平成１５年３月～ 漁業種類 北見管内漁業 北見管内漁業 昭和５２年４月から漁業に従事し、ほたて貝漁業や秋さけ定置網漁

紋別漁業協同組合 ほたて貝漁業、 協同組合長会 協同組合の一 業を営むほか、定置青年部や漁業士活動などの経験も豊富であり、地

理事 該当 さけ定置漁業 層の発展を図 域の漁業に精通している。

使用漁船 阿部 與志輝 るため、相互 平成６年３月から紋別漁業協同組合の正組合員を継承し、平成１５

ほたて漁船(14トン) 連絡を密にし 年３月から紋別漁業協同組合の理事に就任し、組合組織の発展に全力

さけ定置漁船(16トン） 協同運動を推 を注ぎ尽力している。

年間従事日数 進し、以て水 現在は、定置部会副部会長、オホーツク管内漁業士会において指導

275日 産の振興を期 漁業士として地域漁業の振興に積極的に参画し。漁家の経営安定のた

することを目 め尽力している。

的とする。 以上のことから、網走海区漁業調整委員会委員として推薦する。



１４ 飯田 弘明 ６８ 男 漁業 平成２８年８月～ 漁業種類 北見管内漁業 北見管内漁業 昭和４４年５月から漁業に従事し、ほたて貝漁業や秋さけ定置網漁

網走海区漁業調整委員会 該当 ほたて貝漁業、 協同組合長会 協同組合の一 業を営むほか、地域の漁業に精通し、平成３年３月から紋別漁業協同

委員 さけ定置漁業 層の発展を図 組合の理事、平成２７年３月から副組合長理事、平成３０年３月から

使用漁船 阿部 與志輝 るため、相互 代表理事組合長として組合運営に携わり、組合経営の健全性と組合員

平成３０年３月～ ほたて漁船(14トン) 連絡を密にし の経済的向上に尽力し、精力的に指導力を発揮し、漁業者からの信頼

紋別漁業協同組合 さけ定置漁船(19トン） 協同運動を推 も厚く、また、平成２８年８月からは網走海区漁業調整委員会委員と

代表理事組合長 年間従事日数 進し、以て水 して公平な立場から的確な意見を述べるなど、指導力に優れた人物で

275日 産の振興を期 ある。

することを目 昭和５５年１月に鮭定置漁業等を受け継ぎ、紋別漁業協同組合の正

的とする。 組合員となり、以降４０年間に亘り鮭定置漁業等に従事しながら、定

置部会長並びに紋別共同定置代表として沿岸漁業の振興と地域の活性

化に寄与した。

自ら漁業経営に携わる傍ら、豊富な漁業経験と誠実な人柄により、

紋別漁業協同組合代表理事組合長をはじめ、北見管内さけ・ます増殖

事業協会副会長、日本漁船保険北見支所運営委員を歴任し、地域の漁

業の振興に大きく貢献している。

以上のことから、網走海区漁業調整委員会委員として推薦する。



１５ 横内 武久 ７２ 男 漁業 平成１２年８月 漁業種類 北見管内漁業 北見管内漁業 昭和５９年４月からさけ定置漁業に従事し、昭和６２年８月からさ

網走海区漁業調整委員会 該当 さけ定置漁業 協同組合長会 協同組合の一 け定置漁業を経営している。

委員 使用漁船 層の発展を図 昭和６３年から沙留漁業協同組合の監事、平成６年から理事、平成

さけ定置漁船(19トン） 阿部 與志輝 るため、相互 １５年から代表理事組合長として組合運営に携わり、漁業者からの信

平成１５年３月～ 年間従事日数 連絡を密にし 頼も厚く、また、平成１２年８月からは網走海区漁業調委員会委員と

沙留漁業協同組合 260日 協同運動を推 して、公平な立場から的確な意見を述べるなど、指導力に優れた人物

代表理事組合長 進し、以て水 である。

産の振興を期 平成２５年６月から令和元年６月まで北海道信用漁業協同組合連合

することを目 会代表理事会長を務め、漁業金融の健全性・信頼性の確保と、新たな

的とする。 資金の創設により漁協経営の基盤強化と安定に尽力した。

自身が営んでいるさけ定置漁業では、部会長を２０年務め、その間

に価格急落、爆弾低気圧による定置網の流出被害があったことから、

鮮魚の付加価値向上や自然災害への対応に取り組み、漁家経営の安定

に心血を注いだ。

平成８年から実施しているさけ稚魚の海中飼育では、海中飼育由来

の回帰魚の有効利用を図るため、特別採捕による小定置網を申請。そ

の後、組合の自営漁業として、定置漁業権の免許取得に至った。

ふ化事業も北見管内さけ・ます増殖事業協会への強い働きかけによ

り、ふ化場新設を実現、さけの安定回帰や水揚げに大きく寄与した。

平成７年から２７年まで興部地区沿岸防犯協力会会長に就任、興部

町及び雄武町、興部警察署、雄武漁協と連携し、密漁等の沿岸犯罪や

水難事故等の予防に尽力している。

以上のことから、網走海区漁業調整委員会委員として推薦する。


