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８．浜田漁港周辺エリア活性化検討委員会 

8-1．要綱 
 

浜田漁港周辺エリア活性化検討委員会設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第 1 条 浜田漁港周辺エリアを核とした水産業の将来ビジョンを構築し、 多くの方が訪れる活気ある

エリアとするための検討を行うため、「浜田漁港周辺エリア活性化検討委員会」（以下、「委員会」

という。）を置く。 

（所掌事項） 

第 2 条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。  

⑴ 浜田漁港周辺エリアの活性化の検討に関すること。 

⑵ その他委員会の目的達成のために必要な検討に関すること。  

（組織及び委員） 

第 3 条 委員会は、識見者、各種団体から推薦された者、関係行政機関の職員及びその他市長が特に

必要と認める者をもって構成し、市長が委嘱し、又は任命する。  

2 委員のうちから会長 1 名、副会長 1 名を置く。  

3 会長及び副会長は、委員会において委員の互選により定める。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。  

5 委員の任期及び委員会の設置期間は、委員会の目的が達成されるまでとする。  

（会議）  

第 4 条 委員会は、必要の都度、市長が招集し、会長が議事の進行を務める。  

2 委員は、会議の際にやむを得ない理由により欠席する場合に、それぞれが委任した代理を立てるこ

とができる。  

3 会長が特に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（報償費及び実費弁償）  

第 5 条 委員が協議会等の会議に出席した場合は、 6,000 円の報償費及び浜田市参考人等の実費弁償

に関する条例（平成 28 年浜田市条例第 14 号）の規定の例により費用弁償に相当する額の実費弁

償を支給する。  

（事務局）  

第 6 条 委員会の事務は、産業経済部水産振興課が行う。  

（補則）  

第 7 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。  

 

附 則  

この要綱は、平成 31 年 1 月 23 日から施行する。 
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8-2．名簿 
浜田漁港周辺エリア活性化検討委員会 委員名簿 

＜委員＞ 

 
＜事務局（浜田市）＞ 

 

No. 役職 所属団体等 職名 選出区分 氏名

1 会長 公立大学法人島根県立大学 教授 識見者 藤原　 眞砂

2 副会長 一般社団法人 浜田市観光協会 会長 団体推薦 岩谷百合雄

本　 晃司　（～R1.10月）

福浜　 秀利　（R1.11月～）

4 委員 石央商工会 経営支援課長 団体推薦 植田　 尚樹

5 委員 一般社団法人 浜田金融会 会長 団体推薦 田中 　修司

6 委員 一般社団法人 浜田青年会議所 副理事長 団体推薦 名田　 勝之

7 委員 浜田女性ネットワーク 会長 団体推薦 賀戸 ひとみ

支所長 高木　 繁延　（～H31.3月)

運営委員長 渡邉　 恭郎　（H31.4月～)

9 委員 浜田魚商協同組合 事務局長 団体推薦 石井　 信孝

10 委員 島根県立浜田水産高校 学校長 団体推薦 中村　 公一

11 委員
JAしまね島根県農業協同組合
いわみ中央地区本部

営農経済部長 団体推薦 大堂 　和敏

伏谷　　  訓　（～H31.3月)

永富　　  聡　（H31.4月～)

横田　 幸男　（～H31.3月)

道根　　  淳　（H31.4月～)

村山　 達朗　（～H31.3月)

川島　 隆寿　（H31.4月～)

武田　　  淳　（～H31.3月)

山下　　  敦　（H31.4月～)

16 委員 浜田自治区地域協議会 副会長 その他 竹山　 勝彦

17 委員 金城自治区地域協議会 委員 その他 梶原　 和志

18 委員 旭自治区地域協議会 副会長 その他 塚崎　 育生

19 委員 弥栄自治区地域協議会 委員 その他 岡本　　  均

20 委員 三隅自治区地域協議会 委員 その他 石田　 義生

3 団体推薦副会頭浜田商工会議所委員

島根県浜田水産事務所委員13

行政機関港湾振興課長島根県浜田港湾振興センター委員15

所長 行政機関

8 委員 漁業協同組合JFしまね浜田支所 団体推薦

12 委員 島根県西部県民センター 商工観光部長 行政機関

島根県水産技術センター委員14

行政機関所長

No. 所属 職名 氏名

田村　 洋二　（～H31.3月)

湯淺　　　淳　（H31.4月～)

2 産業経済部水産振興課 課長 永見　　　監

3 産業経済部水産振興課 副参事 戸津川美二

4 産業経済部観光交流課 課長 岸本　 恒久

5 産業経済部水産振興課 水産係長 松井　 友和

6 産業経済部水産振興課 専門企画員 田中　　　寿

産業経済部 部長1
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8-3．活動実績 
 

浜田漁港周辺エリア活性化検討委員会 活動状況 

 

検討会議実施状況 

 

水産業関係者ヒアリング実施状況 

 

実施日 場所 会議名 主な協議内容

平成31年
1月23日

浜田市役所本庁舎
4階講堂

第1回浜田漁港周辺エリア
活性化検討委員会

・設置要綱について
・会⻑・副会⻑の選任
・浜田漁港周辺エリアの活性化検討

平成31年
2月5日

浜田合同庁舎
2階大会議室

第2回浜田漁港周辺エリア
活性化検討委員会

・第1回検討委員会での質問に対する資料
・浜田漁港周辺エリアの全体ビジョン
・新施設の役割と施設機能

平成31年
2月18日

浜田市役所本庁舎
4階講堂

第3回浜田漁港周辺エリア
活性化検討委員会

・浜田漁港周辺エリアの全体ビジョン
・「（仮称）山陰浜田港公設市場」の役割と施設機能

令和元年
5月14日

浜田市⽴中央図書館
多目的ホール

第4回浜田漁港周辺エリア
活性化検討委員会

・観光及び地域活性化の現状及び課題
・観光及び地域活性化について推進する取組み
・（仮称）山陰浜田港公設市場の整備概要

令和元年
7月5日

浜田市役所本庁舎
4階講堂

第5回浜田漁港周辺エリア
活性化検討委員会

・観光及び地域活性化の推進
・集荷・販売⼒の現状及び課題
・集荷・販売⼒の強化について推進する取組み

令和元年
8月21日

浜田市⽴中央図書館
多目的ホール

第6回浜田漁港周辺エリア
活性化検討委員会

・漁港・市場機能の現状及び課題
・漁港・市場機能の強化について推進する取組み

令和元年
10月23日

浜田市⽴中央図書館
多目的ホール

第7回浜田漁港周辺エリア
活性化検討委員会

・浜田漁港周辺エリア活性化計画の策定について

令和2年
2月12日

浜田市⽴中央図書館
多目的ホール

第8回浜田漁港周辺エリア
活性化検討委員会

・浜田漁港周辺エリア活性化計画の策定について

実施日 主な検討内容
令和元年6月26日
13︓00〜15︓00

・漁業経営の実態

令和元年6月26日
15︓10〜17︓10

・水産物の付加価値向上について
・水産物の販路拡大について

出席者
まき網漁業生産者、沖合底びき網漁業生産者、
漁業協同組合
仲卸事業者、水産加工事業者、小売・仲卸事業者、
浜田市水産物ブランド化戦略会議

実施日

令和元年7月30日

令和元年7月31日

漁業協同組合、A社（冷凍⿂販売・海外展開事業者）、B社（水産加工事業者）

C社（水産加工事業者）、D社（水産加工・海外展開事業者）

ヒアリング対象者


