
クロニカ（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）

国際会議

期　  間  　氏　　　名 　　用                          　務 出 　張 　先
 4.18-26 西田 IOTC･OFCF まぐろ統計改善共同事業　第4回運営委員会及び

現場モニタリング調査
ジャカルタ（イ
ンドネシア）

 4.28- 5. 8 宮部、岡本 IATTC はえ縄漁獲統計レビュー会合及び第6回資源評価レ
ビュー会合

ラホヤ（米）

 5. 7-16 余川、齋藤 ICCAT カジキ類データ作業部会 ナタール（ブラ
ジル）

 5. 8-17 鈴木（治） 世界養殖会議2005年及び IOTC バリマグロ類水揚げ調査検
討会

バリ（インドネ
シア）

 5.14-24 辻、高橋（紀）、黒 CCSBT 第4回管理手続きワークショップ及び特別諮門会合 キャンベラ
 5.27- 6. 6 西田 IOTC 第9回年次会議 マヘ(セーシェ

ル）
 5.27- 6.25 宮下 第57回 IWC 年次会議（科学委員会、技術委員会、本会議） ウルサン（韓
 5.27- 6.11 島田 第57回 IWC 科学委員会 ウルサン（韓
 5.29- 6.11 川原、岩﨑、岡村 同上 ウルサン（韓
 5.29- 6.12 加藤 同上 ウルサン（韓
 6. 2-11 吉田 同上 ウルサン（韓
 6. 5-12 鈴木（治）、清田 国連海洋法条約非公式協議プロセス ニューヨーク

（米）
 6.17- 7.10 宮部 IATTC 第73回本会合、太平洋メカジキ資源会合及び ICCAT

メバチ・キハダ最小体長規制見直し作業部会
ランザローテ､マ
ドリッド（スペ
イン）

 6.19-25 加藤 第57回 IWC 本会議 ウルサン（韓
 6.20- 7. 2 鈴木（治） マグロ類研究関連協議 ICCAT クロマグロ研究計画会合 マドリッド（ス

ペイン）
 6.21- 7.10 竹内 中西部熱帯まぐろ資源評価事前作業部会 ヌーメア

（ニューカレド
 6.23- 7.16 永延 CCAMLR 科学者作業部会会議 横浜市
 6.26- 7. 1 川原 同上 横浜市
 7. 3-15 瀧 同上 横浜市
 7.16-23 庄野 IOTC 第7回熱帯まぐろ作業部会 プーケット（タ

イ）
 7.16-24 西田、岡本 同上 プーケット（タ

イ）
 7.25-31 辻、伊藤 ミナミマグロ加入量モニタリング年次ワークショップ ホバート（豪）
 8. 6-20 魚住、馬場、宮部、

魚﨑
WCPFC 第1回科学委員会 ヌーメア(ニュー

カレドニア）
 8.10-20 鈴木（治） 同上 ヌーメア(ニュー

カレドニア）
 8.28- 9. 3 永延 CCAMLR 海洋保護区に関するワークショップ ワシントン
 8.28- 9. 9 辻、伊藤、黒田 CCSBT 資源評価会合及び拡大科学委員会 台北（台湾）
 8.29- 9. 9 鈴木（治） クロマグロ類蓄養・養殖研究関連協議及び延縄による海亀

等の混獲防止方策等に関する情報交換
ラコルニャ､サン
タンデール（ス
ペイン）

 9. 4- 9 宮部 CCSBT 拡大科学委員会 台北（台湾）
 9. 5-12 瀬川 室内型 VPR のシステム設計及び試験計測に関する会合 ウッズホール

（米）
 9.25-10. 7 宮部 ICCAT 魚種別統計作業部会及び科学理事会会合 マドリッド（ス

ペイン）
 9.25-10. 9 岡本、魚﨑、竹内 同上 マドリッド（ス

ペイン）
10. 2－5 宮下、瀧 第14回 PICES年次会議 ウラジオストッ

ク（露）
10. 8-15 永延 第3回南極ロス海海洋学に関する国際会議 ベニス（伊）

10. 9-17 田邉、佐藤 CLIOTOP（海洋高次捕食者に対する気候の影響）初期生活史
作業部会

マラガ（スペイ
ン）

10.10-14 伊藤 CCSBT 第12回年次会合拡大委員会 台北（台湾）

10.10-15 宮部 同上 台北（台湾）

10.16-11. 6 永延 CCAMLR 魚類資源評価作業部会及び第24回年次会合 ホバート（豪）

10.18-30 鈴木（治) 地中海まぐろ類資源評価情報交換会及び第8回GFCM科学委員
会

カスレラマーレ
（伊)、ティラー
ナ（アルバニ

11. 4-11 岡本 IOTC 第8回科学委員会及びまぐろ統計改善共同プロジェク
ト協議

ビクトリア
（セーシェル）

11. 4-14 西田 同上 ビクトリア
（セーシェル）

11. 4-13 竹内、黒田 IATTC データ作業部会及び IATTC 資源評価モデル検討会合 ラホヤ（米）

11.11-22 宮部 ICCAT 第19回年次会合 セビリア（スペ
イン）

11.14-23 余川、齋藤 ISC かじき類作業部会マカジキ資源評価会合 ホノルル（米）



11.15-23 鈴木（治) ハワイ大学太平洋外洋漁業研究センターでの講演及び米国
西太平洋漁業管理委員会との研究協力についての会議

ホノルル（米）

11.27-12. 4 魚﨑、竹内、渡邉
（久）

2005年ISC ビンナガグループ会合 ラホヤ（米）

12. 4-18 宮部 2005年 WCPFC 遵守小委員会及び委員会本会合 ポンペイ（ミク
ロネシア）

12. 6-18 魚住 同上 ポンペイ（ミク
ロネシア）

 1.31- 2. 5 西田 IOTC 東部インド洋標識放流計画に関するワークショップ パダン（インド
ネシア）

 2.19-24 清田 CCSBT 第6回生態学的関連種作業部会 高雄（台湾）
 3.19-29 魚住、宮部、岡本、

清田、山田、魚﨑、
余川

ISC 作業部会及び第6回本会議 ラホヤ（米）

国内会議（国際対応）

期　  間  　氏　　　名 　　用                          　務 出 　張 　先
 4. 8 永延 CCAMLR-WG 会議開催準備打合せ 東京

 4.19-22 鈴木（治） 第3回 ICCAT クロマグロ資源管理戦略会議 福岡市

 4.19-23 竹内 同上 福岡市

 5.11 辻、高橋（紀）、黒 CCSBT 管理方式特別諮問会合事前打合せ 東京

 5.13 西田 IOTC 第9回本会議の国内対策会議 東京

 5.20 永延 CCAMLR-WG 開催打合せ 東京

 5.26 鈴木（治） ICCAT クロマグロ研究計画会議 東京

 5.27 永延 WG-EMM 日本開催準備打合せ 東京

 6. 3 永延 CCAMLR WG-EMM 会議打合せ 東京

 6. 9 宮部 IATTC 第73回本会合対処方針会議 東京

 7.12 宮下 PICES 国内委員会 横浜市

 8. 2 辻 日・NZ非公式協議 東京

 9. 8- 9 魚住 WCPFC 非公式協議 東京

 9.12-13 魚住 WCPFC 北小委員会非公式協議 東京

 9.15 永延、瀧 CCAMLR 年次会合に関する打合せ 東京

 9.22-24 島田 2005年度 IWC/SOWER 東京計画会議 東京

10. 6 魚住、鈴木（治）、
山田

ISC クロマグロ作業部会に関する事前打合せ 東京

10. 6 伊藤 CCSBT 第12回年次会合事前打合せ会議 東京

10. 6 清田、南、松永 混獲関連の国際対応に関する打合せ 東京

11. 8 宮部 ICCAT 第19回年次会合対処方針会議 東京

11.16-17 永延 CCAMLR 本会議報告会及び開洋丸ロス海調査データ解析打合 東京

 1.30 西田 日仏科学技術協力協定「第21回日仏海洋開発専門部会」 東京

 2.20 宮部、伊藤、黒田 CCSBT に関するバタワース氏との検討会 東京

 3.24 伊藤 CCSBT 打合せ 東京

学会・研究集会

期　  間  　氏　　　名 　　用                          　務 出 　張 　先
 4. 1- 2 加藤、庄野 平成17年度日本水産学会大会 東京

 4. 1- 3 齊藤 同上 東京

 4. 2 佐藤 同上 東京

 4. 2- 3 西田、竹内 同上 東京

 4. 2- 4 高橋（未） 同上 東京

 4. 3- 4 岡村 同上 東京

 4. 4 山田 同上 東京

 4. 7 加藤、宮下、島田、
岡村

第25回クロミンク資源分科会 東京

 4.25 川原、加藤、岩﨑、
木白、島田、岡村

平成16年度第8回鯨類資源研究会 東京

 4.28 加藤 海洋生物資源の持続的利用に関する IWC 事前シンポジウム 東京

 5.11 山田、竹内 第51回水産資源管理談話会 東京

 5.16 加藤、宮下、島田、
岡村

クロミンク資源量分科会及び鯨類資源研究会 東京

 5.19 川原、加藤、宮下、
岩﨑、木白、島田、

平成16年度第9回鯨類資源研究会 東京

 6.18 加藤 SPLASH-Asia 国際シンポジウム 東京

 7. 1- 3 植原 2005年第1回リモートセンシング研究会 山梨県山中湖村

 7. 9-16 田邉 米国水産学会第29回仔魚会議年次会合 バルセロナ（ス
ペイン）



 7.11 加藤、西田、高橋
（紀）

平成17年度国際資源調査等推進対策委託事業第1回クライテ
リア検討委員会

東京

 7.12 加藤、島田、岡村 第27回クロミンククジラ資源量分科会 東京

 7.13 川原、加藤、岩﨑、
木白、吉田、宮下、
島田、岡村

平成17年度第１回鯨類資源研究会 東京

 7.14-15 山田 日本水産学会中部支部大会 福井市

 7.31- 8. 5 木白 第9回国際哺乳類学会 札幌市

 8. 3- 5 吉田 同上 札幌市

 8. 4- 6 岩﨑 同上 札幌市

 8.20-28 西田 水産科学・水圏生態分野におけるGIS・空間解析に関する第
3回国際シンポジウム

上海（中国）

 8.21-26 永延 同上 上海（中国）

 8.21-24 清田 国際応用動物行動学会 相模原市

 8.30- 9. 2 植原 大槌シンポジウム「北太平洋の表層水魂過程」 岩手県大槌町

 9.13-15 渡邉（久） 水産海洋学会 高知市

 9.15 石塚、岩﨑、吉田、
島田、岡村

平成17年度第2回鯨類資源研究会 東京

 9.26-10. 1 亀田、植原 2005年度日本海洋学会秋季大会 仙台市

 9.27-28 瀬川 同上 仙台市

10. 6 川原、宮下、島田、
岡村

ニタリクジラWS検討会・第28回クロミンククジラ分科会・
JARPA 新計画トラックデザイン検討会

東京

10.13-14 魚住 海洋理工学会平成17年度秋季大会シンポジウム 京都市

10.17 石塚、川原、宮下、
島田、岡村

平成17年度第3回鯨類資源研究会 東京

10.21-22 植原 黒潮続流域での海面フラックスに関する研究集会 名古屋市

10.30-11. 5 魚住、余川、齋藤 第4回国際かじき類シンポジウム サンタカタリナ
（米）

11. 4 庄野、岡村 「水産資源に対する観察データ解析のための統計推測」研 東京

11.10-11 馬場、山田、渡邉
（久）

集会東京大学海洋研究所シンポジウム「低水準期にある浮魚資
源の管理」

東京

11.17 石塚、川原、岩﨑、
宮下、木白、吉田、
島田、岡村

平成17年度第4回鯨類資源研究会 東京

11.25 川原、岡村 生態系モデル作業部会 東京

12. 1- 3 西田 水産海洋学会大会 東広島市

12. 1- 4 稲掛 同上 東広島市

12. 2- 3 仙波 同上 東広島市

12. 8 島田 極域生物シンポジウム 東京

12. 8- 9 永延 同上 東京

12.17-18 岡村 日本水産学会関東支部大会シンポジウム 東京

12.18 馬場、山田 同上 東京

12.19 川原、岩﨑、木白、
吉田、宮下、島田、

平成17年度第5回鯨類資源研究会 東京

 1.13-14 岡村 科研費シンポジウム「個票開示問題及び関連領域に関する
研究集会及び研究打合せ

金沢市

 1.23 亀田 AMSR･AMSR-E/GLI シンポジウム 東京

 1.26 石塚、川原、岩﨑、
島田、岡村

平成17年度第6回鯨類資源研究会 東京

 1.28 岩﨑 全国シャチ研究会 東京

 1.31 宮下、島田、岡村 第30回クロミンククジラ資源量分科会 東京

 1.31- 2.11 一井、酒井 国際頭足類シンポジウム ホバート（豪）

 2.13 島田 第31回クロミンククジラ資源量分科会 東京

 2.16 黒田 国際シンポジウム「海洋生物資源管理の最近の潮流」～持
続可能な利用と予防的アプローチの適用～

東京

 2.19-20 庄野、岡村 「水産資源に対する観察データ解析のための統計推測」第2
回研究集会

東京

 2.21-22 川原、宮下、島田、
岡村

鯨類資源国際検討会 東京

 3. 3 石塚、川原、岩﨑、
宮下、木白、吉田、

平成17年度第7回鯨類資源研究会 東京

 3. 8 島田 第32回クロミンククジラ資源量分科会 東京

 3.10 黒田 横浜国立大学公開シンポジウム「持続可能な漁業と自由貿
易を考える」

横浜市

 3.11-12 稲掛 水産海洋学会地域研究集会「駿河湾シンポ」 静岡市

 3.16 瀬川、亀田 「衛星観測システムの海洋生態系研究及び水産業の利用の
ための基盤技術に関する共同研究」研究発表会

東京

 3.16-17 西田 国際漁業研究会日台セミナー 東京

 3.24-28 黒田 日本生態学会第53回大会 新潟市

 3.28-30 佐藤 平成18年度日本水産学会 高知市



 3.28-31 松永 同上 高知市

 3.29-31 庄野 同上 高知市

 3.30-31 岡村 同上 高知市

研修

期　  間  　氏　　　名 　　用                          　務 出 　張 　先
 4. 5-21 仙波、渡邉（久） 平成17年度国家公務員採用Ⅰ種試験採用者研修 東京

 5.11-13 仙波、渡邉（久） 海洋グループでの所内研修及び新規採用者研修 横浜市

 9.21-22 鈴木（宏） 平成17年長期給付実務研修会 東京

11.29- 松本 東部太平洋の最新のはえなわデータの解析 ラホヤ（米）

職員の主な動き

期　  間  　氏　　　名 　　用                          　務 出 　張 　先
 4. 4 川原、加藤、宮下、

岩﨑、木白、吉田
2005年三陸沖鯨類捕獲調査計画会議 東京

 4. 5 石塚 海洋研究グループ移転挨拶 横浜市

 4. 5- 6 加藤 太地漁業協同組合と日本動物園水族館協会鯨類会議幹事の 和歌山県太地町

 4. 5- 7 松永 会平成17年度全国水産高等学校実習船職員研究協議会及びま
ぐろ公庁船調査検討会

大阪市

 4. 6 瀬川、余川 平成17年度まぐろ公庁船調査検討会 大阪市

 4. 6 魚住、川原、岡本、
一井、魚﨑、松本

H17年度第1回開洋丸・照洋丸合同委員会 東京

 4. 8- 9 西田 東京海洋大学（XIAO博士講演）、JICA 打合せ 東京

 4.10-11 稲掛、亀田、植原、
岡崎

海洋研究グループ移転に伴う作業 静岡市

 4.11-12 瀬川 同上 横浜市

 4.12 白鳥 海洋研究グループ移転に伴う打合せ 横浜市

 4.14-16 島田 第46次南極地域観測隊夏隊持ち帰り物資の整理 東京

 4.18 白鳥、田添 海洋研究グループ業務に関する打合せ 横浜市

 4.18 魚住、川原、馬場、
辻、岡本、清田、山
田、永延、宮下、高
橋（紀）、岩﨑、余

平成17年度国際資源調査等推進対策事業推進検討会 横浜市

 4.20 石塚 研究業務打合せ（水産庁各課）、海洋研究グループ及び中
央水研との打合せ

東京、横浜市

 4.20 魚住、小倉、白鳥 海洋研究グループと打合せ 横浜市

 4.20 酒井 アルゼンチンマツイカの調査計画の打合せ 東京

 4.22 永延 WG-EMM会議場 LANシステム他打合せ 横浜市

 4.27 魚住 研究評価、事業などに関する本部との打合せ 横浜市

 4.27-28 馬場 他水研資源部長との意見交換及び事業打合せ 横浜市､東京

 4.28 植原 交付金プロ研「海況予測モデルの開発」の事業化に向けた 東京

 5. 6 川原、加藤 会2005年北西太平洋鯨類捕獲調査会議 東京

 5. 6- 7 南、仙波 気仙沼海亀･海鳥混獲調査打合せ 気仙沼市

 5. 9 酒井 開洋丸アルゼンチン航海時の海洋データ受信に関する打合 横浜市

 5. 9-12 宮下 くろさき用船開始及び日本海北部鯨類目視調査説明会 岩手県山田町、
塩釜市

 5.11-13 加藤 コククジラ混獲処理 千葉県富山町

 5.12 辻、高橋（紀）、伊 加入量モニタリング事業実務者打合せ会議 東京

 5.12 藤島田 南極海・海氷域における鯨類・鰭脚類・海鳥類の分布特性 東京

 5.13 瀬川 解研究計画及び調査航海に関する打合せ 横浜市

 5.17 石塚 海洋グループとの打合せ 横浜市

 5.17-18 加藤 IWC 対策会議と混獲コククジラの報告方針についての協議 東京

 5.20 稲掛 部課長会議 静岡市

 5.23-25 加藤 沿岸域鯨類捕獲調査終了時関係機関挨拶及び記者会見 仙台市、石巻市
鮎川

 5.24 酒井 アルゼンチン調査の第2回打合せ及び衛星 HPRT 受信に関す
る調整等

東京

 5.24 稲掛、植原 海洋グループ移転後の整理 静岡市

 5.24 魚住 広報に関する企画総務部長・企画連絡室長懇談会 横浜市

 5.26 望月 図書資料管理システム担当者向け説明会 つくば市

 5.26 魚住、馬場、一井、
岩﨑、松永

平成17年度国際資源調査等推進対策事業第1回広報部会 東京

 5.31 植原 北太平洋の表層水魂形成過程に関する研究打合せ つくば市

 6. 1 石塚 海洋研究グループとの打合せ 横浜市

 6. 1- 2 田邉 カツオ用中層トロール網の修理打合せ 下関市



 6. 7 馬場 GPS ブイ特許手続きに関する説明協議 東京

 6. 9 魚住 海洋研究グループとの研究職業績評価に関する面談 横浜市

 6.13 石塚 人事関係打合せ 横浜市

 6.13 永延、瀧 開洋丸南極海調査結果打合せ及びオキアミ漁船混獲調査講 東京

 6.13-15 加藤 会トド SG 推進検討会 札幌市

 6.14 稲掛 「平成18年度概算要求漁船利用人工衛星技術開発」打合せ 東京

 6.14 植原 航走図自動作成システム導入の検討 静岡市

 6.14-16 余川 GPS ブイデータ解析及びメカジキ漁獲データ解析打合せ 函館市

 6.15 馬場、稲掛、魚﨑、
田邉、渡邉（久）

平成17年度カツオ来遊資源動向予測会議（カツオ・ビンナ
ガ SG 推進検討会）

東京

 6.15 永延 WG－EMM 会場準備打合せ 横浜市

 6.16 稲掛 部課長会議 静岡市

 6.17 齋藤 かじき類標識放流調査打合せ 東京

 6.20 植原 国資調査(冬季航海)の打合せ 東京

 6.20 佐藤 照洋丸への調査器材積み込み 東京

 6.21 石塚、岡本 調査打合せ及び照洋丸出航見送り 東京

 6.21 辻、高橋（紀）、伊
藤

平成17年度温帯性まぐろ資源調査(加入量状況モニタリング
調査)検討会

東京

 6.22-24 酒井 アルゼンチンマツイカ調査についての打合せ及びホタルイ
カの研究指導打合せ

函館市

 6.23-24 岡本、魚﨑、余川 市場における魚体測定調査に関する打合せ 和歌山県那智勝
浦町
串本町

 6.27 白鳥 海洋グループとの打合せ 横浜市

 6.29-30 宮下 第二昭南丸用船解除 塩釜市

 6.29-30 山田 陽光丸調査打合せ 長崎市

 6.30- 7. 1 加藤 捕鯨問題対策協議会及び事前協議、並びに共同研究協議 東京

 7. 3- 4 一井 開運丸用船手続き 八戸市

 7. 4- 6 加藤 今後の共同研究体制に関する協議 高知市、高知県
大方町

 7. 5 石塚 CCAMLR ワーキンググループ会合歓迎会 横浜市

 7. 5 植原 航路図自動作成システム構築の打合せ 静岡市

 7. 6- 7 石塚 平成17年度春季東海ブロック水産試験場長会 焼津市

 7. 8- 9 岡村 くろさき用船解除 宮古市

 7.11-13 魚住 平成17年度第1回タイマイ増養殖推進委員会 石垣市

 7.12 白鳥 第20回関東支部運営委員会 さいたま市

 7.12 瀬川 VPR システムの開発に関する打合せ 市川市

 7.15 石塚 水産研究所長懇談会、平成17年度第1回水産研究所長会議 東京

 7.15 魚住 平成17年度第1回水産研究所長会議 東京

 7.15 清田 大日本水産会国際対策委員会 東京

 7.15-18 加藤 コククジラ混獲処理 石巻市鮎川

 7.19 加藤 水研センター本部､東京海洋大での研究打合せ及び日鯨研と
SOWER 南極海鯨類資源調査実務打合せ

横浜市、東京

 7.19 稲掛 部課長会議 静岡市

 7.19 鈴木（宏） 平成17年度所属所事務担当者会議 さいたま市

 7.19 岡村 シーズ研究(統計モデルによる不完全データの分析)打合せ 東京

 7.19 清田 数理解析に関する研究打合せ 東京

 7.19 南 責任あるマグロ漁業に向けた国際漁業者会議に関する打合 東京

 7.19-20 酒井 開洋丸の調査機材積み込み及び調査打合せ 東京

 7.20-21 加藤 今後のシロナガスクジラ共同研究の枠組み等に関する協議 下関市

 7.20-21 小倉 広報事業打合せ 横浜市

 7.22-24 加藤 トド資源量調査に関する専門家協議 函館市、札幌市

 7.25 川原 仙台湾における餌調査の打合せ いわき市

 7.25-28 清田、南 第3回国際漁業者フォーラム 横浜市

 7.26-28 馬場 同上 横浜市

 7.27 西田、岩﨑 同上 横浜市

 7.27-28 宮下 用船開始解除及び調査説明会 塩釜市

 7.28 山田、高橋（未） ISC データベース構築打合せ つくば市

 7.28-29 島田 ロシア人オブザーバーの出迎えと引率 塩釜市

 7.28-30 余川 新宮城丸の運行に関して宮城県庁及び宮城県水産試験場と
意見交換

石巻市

 8. 2 亀田、植原 交付金プロ研Ⅱ系第1回進捗状況会議 東京

 8. 2- 4 一井、酒井 平成17年度スルメイカ資源評価会議 新潟市

 8. 4- 5 白鳥 総務管理者会議 横浜市

 8. 5 永延 研究打合せ（南極海調査の成果について） 神栖市

 8. 5 酒井 全国いか加工協同組合主催研修会の講師 東京



 8. 7- 8 一井 開洋丸用船終了手続き 八戸市

 8. 7- 9 余川、仙波 気仙沼漁労通信協会近海はえ縄部会総会 気仙沼市

 8. 9 一井、酒井 開洋丸出港見送り及び調査打合せ 東京

 8. 9-10 石塚 水産研究業績審査会 横浜市

 8.11 吉田 北西太平洋鯨類捕獲調査運営協議会及び2005年釧路調査打
合せ会議

東京

 8.12 島田 南極海・海氷域における鯨類・鰭脚類・海鳥類の分布特性 東京

 8.17 酒井 解安定同位体に関する打合せ 横浜市

 8.17 白鳥 人事院勧告説明会 名古屋市

 8.19 岩﨑 和歌山県いるか漁業についての実態聴取 東京

 8.19 島田 南極海・海氷域における鯨類・鰭脚類・海鳥類の分布特性 東京

 8.23 魚住 解遠水研ヒアリング（海洋研究グループ） 横浜市

 8.23 岩﨑 伊東市漁協によるいるか漁業研修会 伊東市富戸

 8.25 瀬川 平成18年度国家公務員採用試験第1回試験問題検討会 東京

 8.26 鈴木（治)、清田 サメ・海鳥保全管理プログラム作成調査第1回検討会議 東京

 8.29 石塚 研究管理職員業績評価に係る業務目標設定のための面談 横浜市

 8.29-30 川原 17年度北西太平洋鯨類捕獲調査の沿岸域調査に関する漁業
協同組合への説明会

北海道広尾町

 8.30-31 小倉 水産総合研究センター第3回成果発表会 東京

 9. 1 川原、岩﨑、木白 17年度北西太平洋鯨類捕獲調査の沿岸域調査計画会議 東京

 9. 6- 7 望月 EDB 講習会及び図書担当者打合せ 横浜市

 9. 8 馬場 国際資源調査事業打合せ 東京

 9. 9 永延 CCAMLR 漁獲データ打合せ 東京

 9. 9 石塚、岡本、仙波 照洋丸帰港出迎え及び調査打合せ 東京

 9.12 鈴木（宏） 平成17年度共済組合員証等の更新 さいたま市

 9.12-13 馬場 全国資源評価会議 東京

 9.13 石塚 鯨類研究所評議委員会 東京

 9.13-16 松永 サメ類飼育実験及びジンベエザメ標識放流打合せ 鹿児島県笠沙
町、鹿児島市

 9.13-19 鈴木（治） まぐろ類資源等に関する講演 台北（台湾）

 9.15-16 一井 大学院黒潮圏海洋科学研究科委員会 高知市

 9.15-16 魚住 平成17年度秋季東海ブロック水産試験場長会 神奈川県箱根町

 9.19-20 岩﨑 昭南丸ロシア人オブザーバー帰国のための案内 広島県瀬戸田
町、東京

 9.20 稲掛 部課長会議 静岡市

 9.20-27 西田 「アジア・太平洋域における内水面漁業管理に関するセミ
ナー」でGIS利活用に関する基調講演

ニューデリー
（インド）

 9.21 岩﨑、一井、瀧 外洋資源部移転に関する現地視察 横浜市

 9.22 瀬川 平成18年度国家公務員採用試験第3回試験問題検討会 東京

 9.27 馬場、山田 静岡県魚市場協会との意見交換 静岡市

 9.27 島田 海洋大型動物モニタリング観測打合せ 東京

 9.27-28 岩﨑 くろさき用船開始手続き 岩手県山田町

 9.28 吉田 スナメリに関する学術研究等の進捗状況報告会 名古屋市

 9.29 稲掛 研究打合せ（レジームシフト関係） 東京

 9.30 馬場 開発調査部との連携及び国際資源調査事業打合せ 横浜市、東京

 9.30 吉田 横浜庁舎移転に伴なう中央水研水産遺伝子解析センターの 横浜市

 9.30 瀬川 察実験室用 VPR の開発に関する打合せ 市川市

10. 3- 5 伊藤 交付金プロ研「日本周辺海域におけるブリの回遊と海洋環
境の関係に関する研究」ワークショップ

新潟市

10. 4 馬場、西田 平成17年度第1回ロボットオブザーバーシステム開発検討会 東京

10. 4- 5 永延 開洋丸南極海調査による採集オキアミの飼育実験の打合せ 名古屋市

10. 6 白鳥 横浜駐在地における事務打合せ 横浜市

10.11 亀田 交付金プロ研サーバ設置打合せ つくば市

10.11-14 植原 交付金プロ研「太平洋及び我が国周辺の海況予測モデルの
開発」中間検討会

つくば市

10.12 魚住 平成17年度研究機関等企画調整部長等会議 東京

10.12-14 松永 平成17年度第51回全国水産高等学校実習船運営協会研究協 高松市

10.13 瀬川 会平成18年度国家公務員採用試験第4回試験問題検討会 東京

10.14 亀田 交付金プロ研1・2系中間検討会 つくば市

10.14 庄野 水産資源管理談話会及定例幹事会 東京

10.16-19 南 海亀混獲回避試験及び研究打合せ 石垣市

10.17-18 岩﨑 くろさき用船解除 宮古市

10.19 宮部 海外まき網漁業協会第一回全体会議におけるWCPFC第一回科
学委員会の結果報告

東京

10.19-20 石塚 研究所長懇談会及び研究所長会議 横浜市

10.20 魚住 平成17年度第2回研究所長会議 横浜市



IOTC-OFCF まぐろ漁業統計改善事業（研修指導）

10.20 山田 統計部とのクロマグロ漁業データ収集打合せ 東京

10.20 魚﨑、田邉、植原 照洋丸平成17年度第3次航海の調査打合せ 東京

10.21 稲掛 部課長会議 静岡市

10.22 石塚 横浜庁舎一般公開 横浜市

10.24 田邉 中央水研にて照洋丸調査打合せ 横浜市

10.24-25 岩﨑 くろさき用船開始手続き 岩手県山田町

10.26 瀬川 平成18年度国家公務員採用試験第5回試験問題検討会 東京

10.31 田邉 照洋丸測器委員会 東京

11. 1 石塚 海洋研究グループとの研究打合せ 横浜市

11. 2 植原 国資調査「黒潮続流・南側再循環海域の環境調査」のデー
タ解析に関する打合せ

つくば市

11. 2 伊藤 ミナミマグロ加入量モニタリング打合せ会議 東京

11. 2 馬場 まぐろ講演会及び国際資源調査事業打合せ 東京、横浜市

11. 4 小田 PCB 廃棄物等の処理及び早期登録に係る説明会 静岡市

11. 5 清田 国際セミナー「野生動物の被害管理の現状と未来」 富士吉田市

11. 5-13 木白 沿岸域捕獲調査の資材標本確認及び現地打合せ 石巻市鮎川

11. 7 瀬川 平成18年度国家公務員採用試験第6回試験問題検討会 東京

11. 7 南 インドネシア・オサガメ調査打合せ 東京

11. 8 亀田、植原 交付金プロ研「海況予測モデルの開発」Ⅱ系進捗状況報告 東京

11. 8-12 松永 会サメ類飼育実験実施及びジンベイザメ標識放流打合せ 鹿児島県笠沙町､
鹿児島市

11. 9 石塚、魚住、川原、
白鳥

外洋資源部移転に関する中央水研との打合せ 横浜市

11.11 白鳥 改正給与法説明会 名古屋市

11.12-26 岡本 JICA の専門家短期派遣としてセイシェル水産局の漁獲デー
タ収集システムの改善作業

ビクトリア
（セーシェル）

11.14 山田、高橋（未） クロマグロ養成技術交流会 横浜市

11.14-16 島田 IWC/SOWER 調査説明・打合せ及び調査機材搬入 広島県瀬戸田町

11.15-17 西田 IOTC-OFCF まぐろ漁業統計改善事業（研修指導） 千葉市

11.17 田邉 運営費交付金プロジェクト研究計画説明会 横浜市

11.21 稲掛 部課長会議 静岡市

11.22 石塚、魚住、白鳥 外洋資源部横浜移転に関する本部報告 横浜市

11.22 島田 海洋大型動物モニタリング観測打合せ 東京

11.24-12.15 黒田 ケープタウン大学バタワース教授との「ミナミマグロ資源
評価モデルと管理方策に関する共同研究」

ケープタウン
（南アフリカ）

11.24 稲掛、岡﨑 照洋丸調査資材積み込み 東京

11.25 石塚、稲掛、岡﨑 照洋丸見送り及び調査打合せ 東京

11.28 庄野 統計数理研究所公開講座 東京

11.28 永延 開洋丸ロス海調査データ解析打合せ 東京

11.28-12.22 高橋（紀） ミナミマグロ資源の分布と延縄船の CPUE との関係の解析 東京

11.29 稲掛 遠洋専門特別部会 静岡市

11.29 瀬川 平成18年度国家公務員採用試験第7回試験問題検討会 東京

11.30 石塚 鯨類研究所評議委員会 東京

12. 1 宮下、岩﨑 「いるか漁業の捕獲枠の配分方法」の見直しに関する説明 東京

12. 4- 5 西田 会 東京

12. 5 魚住 次期研究開発課題検討会 横浜市

12. 5 馬場 まぐろ講演会及び次年度国際資源調査事業打合せ 横浜市､東京

12. 6 木白、吉田 日本小型捕鯨協会総会 東京

12. 6- 7 岩﨑 調査船くろさき用船解除手続き 岩手県山田町

12. 8 岡村 所内プロ研「シュミレーションを用いた混獲･捕獲可能数の
検討」打合せ

東京

12.12 白鳥 海洋グループとの事務打合せ 横浜市

12.13 瀬川 平成18年度国家公務員採用試験第8回試験問題検討会 東京

12.13-14 永延 開発調査部とのオキアミ資源に関する会議及び新研究室配
置下調べ

横浜市

12.13-15 清田 混獲回避説明会 那覇市

12.15-17 余川 北西太平洋域におけるメカジキ調査についての意見交換及
び新宮丸はえ縄調査のあり方についての情報提供

仙台市

12.16 清田、岡村、島田、
黒田

第2回所内プロ研「シュミレーションを用いた混獲･捕獲可
能数の検討」会合

東京

12.18-20 伊藤 ミナミマグロ加入量モニタリング調査打合せ及び第2大慶丸
出港見送り

石巻市

12.19 稲掛 部課長会議 静岡市

12.19 黒田 ミナミマグロ行動解析に関するCCS(セントラル･コンピュー
タ･サービス)との研究打合せ

東京

12.19-20 田邉、渡邉（久） カツオ稚魚調査に関する青海丸との打合せ 下関市



12.20 石塚､鈴木(治)､馬場､
小倉､望月、白鳥､中
島､乗田､稲掛､岡崎､
岡本､佐藤､仙波､黒
田､清田､宮部､竹内､
庄野､魚﨑､余川､齋
藤、高橋(未)､南

講演会「岐路に立つまぐろ漁業！今後何をすべきか」 東京

12.20-22 魚住 第2回タイマイ増殖推進委員会(専門委員会） 長崎市

12.21 川原、一井 開洋丸の出迎え及び調査打合せ 東京

12.21-22 馬場 国際資源調査事業打合せ､ミナミマグロSG検討会 東京

12.22 宮部、伊藤、庄野、
黒田

平成17年度国際資源等推進対策事業ミナミマグロSG推進検
討会

東京

12.22 岩﨑、木白、島田 横浜庁舎視察 横浜市

12.25-28 永延 開洋丸南極海調査音響データ解析評価会議及びオキアミ混
獲生物調査オブザーバー検討会

神栖市､横浜市

12.26 魚住、小倉、馬場、
山田

太平洋クロマグロ検討会議 東京

12.26 西田 GGT 平成17年度国際資源調査等推進対策委託事業第2回クラ
イテリア検討委員会

東京

12.26 南 インドネシア・オサガメ調査の結果報告及び打合せ 横浜市

12.26-27 石塚 臨時研究所長打合わせ会 横浜市

 1. 4-20 高橋（紀） ミナミマグロ資源の分布と延縄船の CPUE との関係の解析 東京

 1. 5 石塚 海洋研究グループとの打合せ 横浜市

 1. 6 魚住、稲掛 照洋丸との緊急打合せ 東京

 1. 6 白鳥、岡村 外洋資源部移転に関する打合せ 横浜市

 1. 9-13 齋藤 照洋丸調査打合せ 那覇市、糸満
市、日南市、日
向市、津久見

 1.11 吉田 2006年西部北アフリカ沖鯨類目視調査打合せ 東京

 1.12 岡村 統数研ワークショップ“まぐろ漁混獲データによる海洋資
源の予測と保護”

東京

 1.12-13 清田、仙波 同上 東京

 1.12-14 松永、庄野 統計数理研究所での講演及びマグロ漁混獲データによる海
洋資源の予測と保護に関する研究打合せ

東京

 1.16-17 永延 開洋丸南極海調査解析打合せ及び漁船漁業勉強会 東京､横浜市

 1.16-17 稲掛、瀬川 ISC クロマグロ作業部会 静岡市

 1.16-18 亀田 北太平洋での溶存酸素・栄養塩データ解析打合せ 塩釜市

 1.17 一井、酒井 外洋資源部移転の打合せ 横浜市

 1.18 岩﨑 研究打合せ（衛星追跡についての技術協力交流の可能性の
検討及び鯨類資源管理枠組と衛星追跡の役割について）

東京

 1.19 庄野 統計数理研究所公開講座「分子系統樹推定の理論と実際」 東京

 1.19-20 白鳥 総務管理者会議 横浜市

 1.23 瀬川 ISC 統計作業部会 静岡市

 1.23-28 宮下 壱岐海域鯨類目視調査指導及び実施 鹿児島県壱岐

 1.24 魚住、白鳥 海洋研究グループとの打合せ 横浜市

 1.24-28 高橋（紀） アーカイバルタグデータによるミナミマグロ好適環境条件 横浜市

 1.25 一井 解東京海洋大学研究打合せ（イカ類と鯨類の食うか食われる
かについての調査研究）

東京

 1.25 稲掛 部課長会議 静岡市

 1.26 西田 国際共同研究に関するヒアリング 横浜市

 1.27 岡村 外洋資源部移転打合せ 横浜市

 1.31 石塚 照洋丸帰港出迎え 東京

 1.31 稲掛、亀田 照洋丸出迎え・観測機材搬出 東京

 1.31 齋藤 照洋丸調査準備 東京

 2. 1 稲掛、植原 海洋環境SG検討会 静岡市

 2. 1- 2 宮下 ザトウクジラの個体識別写真の照合作業に関する打合せ及
び外洋資源部移転に関する打合せ

東京､横浜市

 2. 3 佐藤 平成17年度海外まき網調査マニュアル検討会 横浜市

 2. 5- 7 岩﨑 小型鯨類への衛星標識装着・放流 和歌山県太地町

 2. 5- 8 魚住 北西太平洋グループ推進検討会議 釧路市

 2. 6 亀田 観測機器の調整 東京

 2. 6- 8 馬場 照洋丸出港見送り及び調査研究打合せ 東京､横浜市

 2. 6-11 魚﨑 照洋丸(東京)、青海丸(下関)出港見送り及び調査打合せ、
照洋丸第３次航海にかかる調査打合せ

東京、下関市、
延岡市、宮崎市

 2. 7 南 実習船湘南丸調査の打合せ 横須賀市

 2. 7 川原、木白 外洋資源部移転に関する研究打合せ 横浜市

 2. 7 瀬川 平成17年度農学情報資源システム運営会議 つくば市

 2. 8 清田 ミナミマグロ生態系関連種作業部会対策検討会 東京



 2. 8-11 松永 サメ類飼育実験実施及びジンベエザメ標識放流打合せ 鹿児島県笠沙
町、鹿児島市

 2. 8-22 鈴木（治) “大西洋クロマグロと太平洋クロマグロの比較研究”の講
演及びGFCM･ICCAT 関連の研究打合せ

ファノ･ジェノア
（伊）セト

 2.10 馬場、西田、南、伊 第2回ロボットオブザーバーシステム開発検討会 東京

 2.13-14 藤山田 次年度クロマグロ調査打合せ 石垣市

 2.14 一井 平成17年度運営費交付金プロジェクト「中深層性マイクロ
ネクトン測定のための不可視ライトの開発」に係る評価会

横浜市

 2.15 白鳥 給与関係改正規制・通達等説明会 名古屋市

 2.15 川原 横浜移転打合せ 横浜市

 2.16-17 稲掛 海洋研究グループ評価部会準備及び出席 静岡市

 2.17 亀田、岡崎、瀬川、
植原

海洋研究グループ評価部会 静岡市

 2.17 庄野 研究打合せ（Tweedie 分布モデルのサメ類など混獲データ
への適用可能性について）

東京

 2.17 吉田 移転準備状況確認 横浜市

 2.17-19 余川 平成17年度カジキ類資源生態調査再委託事業の内、琉球大
学及び鹿児島大学に再委託分に関する検討会

那覇市

 2.18 植原、岡崎 照洋丸小型CTDフレームを白鳳丸へ運搬 東京

 2.20-22 亀田 親潮域におけるリモートセンシングデータ解析打合せ 釧路市

 2.23 小倉 平成17年度まぐろ調査研究成果報告会 静岡市

 2.23-24 石塚、魚住、鈴木
（治)、馬場、西田、
宮部、稲掛、瀬川、
山田、岡本、魚﨑、
植原、岡崎、亀田、
松永、西川、伊藤、
黒田、竹内、余川、
高橋（未）、仙波

同上 静岡市

 2.23-25 一井 流し網の検収 函館市

 2.27 石塚 17年度全国水産業関係試験研究推進会議 横浜市

 2.27 西田 ワシントン条約新クライテリアのまぐろ種・かじき種への
適応に関する共同作業

東京

 2.27-28 稲掛 鯨類G推進検討会議 静岡市

 2.27-28 瀧 移転研究室における新規購入実験台の設置作業 横浜市

 2.27- 3. 1 余川、仙波 気仙沼漁労通信協会との調査・測定等の打合せ 気仙沼市

 3. 1 西田 GGT 平成17年度国際資源調査等推進対策委託事業第3回クラ
イテリア検討委員会

東京

 3. 1- 2 望月 機関システム管理者打合せ会議 つくば市

 3. 1- 3 岡崎 海洋観測データの整理 静岡市

 3. 1-31 高橋（紀） ミナミマグロの分布密度と環境条件との関係の解析 横浜市

 3. 2 魚住、川原、馬場、
宮下、稲掛、宮部、
山田、岡本、清田、
松永、伊藤

国際漁業資源評価説明会 東京

 3. 2- 4 植原 研究打合せ 福岡市

 3. 6- 8 宮下 研究室引越し業務 静岡市

 3. 7 鈴木（治）、清田 平成17年度サメ・海鳥保全管理プログラム作成調査第2回検
討協議会

東京

 3. 7 木白、吉田 日本小型捕鯨協会総会 東京

 3. 8 吉田 移転残務処理 静岡市

 3. 9 清田、松永、伊藤 平成17年度ミナミマグロオブザーバーマニュアル検討会 東京

 3. 9 川原、稲掛 平成17年度遠洋水研機関評価会議 静岡市

 3. 9 永延 研究室移転業務 静岡市

 3. 9-10 馬場、余川 照洋丸出迎え及び調査打合せ 東京

 3.10 岡本、仙波、松永 平成17年度はえ縄調査マニュアル検討会 東京

 3.10 瀬川 平成18年度国家公務員採用試験第2回記述問題検討会 東京

 3.10 植原 照洋丸調査航海機材回収 東京

 3.10 木白 研究室移転作業 静岡市

 3.10-30 島田 鯨類目視調査データ解析・調査打合せ及びSOWER調査船機材 横浜市､塩釜市

 3.12-13 伊藤 第2大慶丸調査器材受け取り 石巻市

 3.13-16 川原 平成17年度サンマ等小型浮魚資源研究会議及び東北ブロッ
ク底魚研究連絡会議

八戸市

 3.14 石塚、白鳥 海洋研究グループとの打合せ 横浜市

 3.14 中島 事務打合せ 横浜市

 3.15-17 齋藤 クロカジキ調査打合せ 沖縄県与那国町

 3.16 岡本、植原 平成17年度第2回開洋丸・照洋丸合同委員会 東京

 3.17 川原、稲掛 部課長会議 静岡市

 3.17 永延 遠洋水研での残留パート職員との仕事打合せ/指示と残務処 静岡市



 3.22 川原、馬場 国際資源調査事業企画提案会 東京

 3.22-23 田邉 青海丸入港出迎え及び調査打合せ 下関市

 3.22-24 小野田 船長懇談会及び船長会議 東京

 3.23 南 混獲回避操業モデル化検討委員会 東京

 3.23-24 永延 遠洋水研での残務処理（漁獲データ処理/調査資料の整理） 静岡市

 3.24 石塚 研究業務打合せ 横浜市

 3.27-28 川原 JARPNⅡ沿岸域調査の現地への説明 福島市、相馬
市、いわき市、
ひたちなか市、
水戸市、神栖市

 3.27-29 馬場 クロマグロ研究打合せ 長崎市

 3.29 白鳥 外洋資源部に対する契約職員就業規則等の説明 横浜市

 3.29-30 石塚 17年度第3回研究所長会議 横浜市

 3.30 永延 遠洋水研でのパート職員との仕事打合せ/業務確認 静岡市

 3.30-31 岩﨑 いるか漁業捕獲枠案の説明 岩手県大槌町

 3.31 島田 調査用銃砲の横浜・金沢警察署及び中央水産研究所への運 横浜市

フィールド調査（海上）

官船及び水
研センター船
調査期間  　氏　　　名 調　　　査　　　名 　　海　　域 船舶名
 5.10- 6. 9 佐藤 まぐろ類・かつお類の初期生態調査 沖縄島周辺 俊鷹丸

 6.16- 7. 1 瀬川 VPR によるプランクトン分布調査 三陸沖 俊鷹丸

 6.20- 7.30 仙波 海外まき網漁業で利用されるFADs 周辺における小型まぐろ
類の行動調査

中西部太平洋熱
帯域

照洋丸

 6.20- 9. 9 松本 同上 中西部太平洋熱
帯域

照洋丸

 7.28- 9. 9 佐藤 同上 中西部太平洋熱
帯域

照洋丸

 7. 7-20 植原 A-line の新潮流動構造調査 厚岸沖定線 若鷹丸

 7.12-20 一井 音響調査機器の試験航海 館山湾､駿河湾､
三陸沖

開洋丸

 7.26- 8.11 川原 三陸沖における高次捕食者の飼料環境調査 三陸沖 俊鷹丸

 7.29- 8. 9 山田 日本海クロマグロ初期生態調査 日本海 陽光丸

 8.23-12.21 酒井 南西大西洋若齢マツイカ加入量調査 南西大西洋 開洋丸

 8.26- 9.12 島田 マッコウクジラ音響調査 房総から北海道 俊鷹丸

11.24-12.27 亀田 中西部太平洋おけるかつお・まぐろ類の資源環境調査 中西部太平洋 照洋丸

11.24- 1.31 植原 同上 中西部太平洋 照洋丸

 2. 6- 3.10 田邉、齋藤 北西太平洋におけるカツオ・マグロ類生息環境調査 北西太平洋 照洋丸

 2.14-23 酒井 アカイカ秋生まれ群の若齢加入量調査 常磐沖 俊鷹丸

その他船舶
調査期間  　氏　　　名 調　　　査　　　名 　　海　　域 船舶名
 6.13- 7. 7 南 日本近海の混獲生物調査 常磐三陸沖 第二大慶丸

 7.28- 9.20 宮下 北太平洋鯨類目視調査 カムチャッカ東
方海域

昭南丸

 9.10-29 川原 道東沖における高次捕食者の餌料環境調査 道東沖 第七開洋丸

 1.12- 2. 1 吉田 2006年西部北アフリカ沖鯨類目視調査 西部北アフリカ
沖

General
Lansana
Conte 号

 1.18- 2. 8 伊藤 曳網によるミナミマグロ加入量モニタリングの調査 オーストラリア
大湾

セントゲラル
ト

 1.25- 2. 4 黒田 同上 オーストラリア
大湾

セントゲラル
ト

 2. 7- 3.24 渡邉（久） 平成17年度カツオの再生産及び初期生態調査 熱帯太平洋 青海丸

フィールド調査（陸上）

調査期間  　氏　　　名 調　　　査　　　名 出 　張 　先
 4. 5- 6. 2 吉田 2005年三陸沖鯨類捕獲調査 石巻市鮎川

 4. 6-18 木白 同上 石巻市鮎川

 4. 9-23 加藤 三陸沖鯨類捕獲調査の実施、現地機関との調整、報道機関
への広報

石巻市鮎川､仙台
市

 4.21-30 宮下 2005年三陸沖鯨類捕獲調査 石巻市鮎川

 4.30- 5. 8 岩﨑 同上 石巻市鮎川



 5. 9-16 木白 同上 石巻市鮎川

 5.24- 6.17 木白 小型捕鯨業の取締まり及び生物調査 函館市

 7.14-18 高橋（未）、齋藤 かじき類標識放流調査 下田市

 7.14-22 木白 土佐湾沿岸性鯨類生態調査 高知県大方町

 7.19-24 齋藤 かじき類標識放流調査及び市場測定打合せ 和歌山県那智勝
浦町､串本町

 7.20-23 魚崎、田邉 記録型標識放流予備調査 鹿児島県瀬戸内

 8. 7- 9 松永 ジンベエザメ標識放流 鹿児島県笠沙町

 8. 8-15 木白 野間池沖沿岸性鯨類生態調査 鹿児島県笠沙町

 8.16-22 木白 土佐湾ニタリクジラ衛星標識調査 高知県大方町

 8.20-31 南 パプアにおけるオサガメ産卵上陸に関する調査 パプア州（イン
ドネシア）

 8.28- 9. 1 吉田 スナメリ航空目視調査 仙台湾～東京湾

 9. 2-11. 3 木白 2005年釧路沖鯨類捕獲調査 釧路市

 9. 3-13 吉田 同上 釧路市

 9.21-25 吉田 同上 釧路市

 9.30-10. 7 岩﨑 和歌山県いるか漁業漁獲物調査 和歌山県太地町

10.13-22 吉田 スナメリ航空目視調査Ⅱ(瀬戸内海） 広島市､北九州市

10.24 南 御前崎アカウミガメ孵化調査 御前崎市

12.16-18 木白 小型捕鯨タッパナガ操業の監視と生物調査 石巻市鮎川

 1. 1-12 西田 第6回海外におけるオブザーバープログラム実態調査 上海（中国）釜
山（韓国）台北
（台湾）

 2.19- 3. 8 南 パプアにおけるオサガメ産卵上陸に関する調査 パプア州（イン
ドネシア）

主な来所者及び
行事

期日 目的及び行事 来所者（敬称略）
 4. 7 談話会 Youngshun Xiao博士

 4.27 委託事業打合せ JANUS：新田、北村

 5.16 国際資源事業予算打
合せ

水産庁国際資源班：中里、浦、池田

 5.16-18 研修 海外漁業協力財団：三橋

 6. 8- 9 観測準備 中央水研：市川、豊川

 6.13-15 観測準備 中央水研：市川

 6.23-24 所内プロ研打合せ 東大：平松、海洋大：北門

 6.30 会議 JANUS：北村

 7. 4 会議 水産資源保護協会：原、佐藤

 7.16 一般公開

 9. 6 研究所ヒアリング 水研センター：浅野、本多、淀江、田坂、久保田

 9. 8 打合せ 東京海洋大学：北門、学生1名

 9. 9 打合せ 海外漁業協力財団：首藤、内田

10. 3 談話会 中央水研：片山知史

10. 6 まぐろ類の耳石によ
る年齢査定法研修

Sampan Panjarat（タイ）

10.13-14 内部監査 水研センター：相澤、久保田

10.25-29 IWCニタリクジラ作業
部会

Donovan(IWC)､Allison(IWC)､Butterworth(S. Arica)､
Brownell(USA)､Perrin(USA)､Punt(USA)
Danielsdottir(Iceland)､畑中日鯨研理事長ほか

11. 2 海鳥解剖 目黒寄生虫館：巖城、三津シーパラ：香山

11. 2 見学 浜松西高中等部：先生1名、学生7名

11.15 鯨類G調査船調査打ち
合わせ

水産庁国際資源班：中里ほか

11.15 北太平洋鯨類目視マ
ニュアル検討会

センター本部：大八木、共同船舶：重宗ほか

11.21-25 IOTC-OFCFまぐろ統計
に関する研修

Jukiette Dorizo(セーシェル)､Sinan Hussain(モルディ
ブ)､J.A.D.B. Jayasooriya（スリランカ）

12. 5 壱岐目視調査打合せ 長崎県庁：細見

12.13 見学 韓国国立水産科学院

 2. 6-7 日韓鯨類目視調査検
討会

韓国国立水産科学院：An,Yong-Rock

 2.16 外洋資源部評価部会 東京海洋大：櫻本教授、統数研：中村教授

 2.28 鯨類G推進検討会 日大：朝比奈教授、日鯨研：藤瀬参事ほか

 3.22 カツオ日齢研究打合 東大海洋研：渡辺先生他１名



 3.23 混獲データ打合せ 統計数理研究所：大西
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