
平成29年度「海・川の名人」一覧

No. 都道府県 市町村 部門 生業/魚種漁法 氏名 性別年齢

1 北海道 別海町 海の恵み 漁師（打瀬網漁） 小川 幸雄 男 71

2 岩手県 一関市 海の手技 大漁旗製作 伊藤 佳伸 男 75

3 岩手県 大船渡市 海の手技 船大工 新沼 留之進 男 86

4 山形県 鶴岡市
海の生活文

化
郷土料理・地魚料理 石塚 亮 男 64

5 千葉県 九十九里町 海の恵み 漁師（イワシ類まき網漁） 小栗山 喜一郎 男 64

6 千葉県 白浜町 海の恵み 海女 渕辺 とし 女 81

7 石川県 能登町 海の手技 漁具鍛冶・野鍛冶 干場 勝治 男 71

8 山口県 周防大島町 海の恵み
漁師（浮島イワシ網漁／

底曳網漁：カレイ・アカガイなど） 橋本 喜代人 男 67

9 愛媛県 宇和島市 海の手技 大漁旗・のぼり製作 黒田 勉 男 66

10 愛媛県 宇和島市 海の手技 大漁旗・のぼり製作 黒田 健 男 66

11 長崎県 壱岐市 海の恵み
漁師（ブリ・ヒラス・サワラ・カマス曳縄釣漁業、

タイ・イサキ・アラカブ・ヤリイカ一本釣漁） 安永 實 男 85

12 長崎県 西海市 海の恵み 漁師（カタクチイワシ活かし餌供給業） 竹下 浩一 男 69

13 熊本県 天草市 海の恵み 漁師（マダイ、クエ延縄漁） 吉田 健吾 男 69

14 鹿児島県 出水市 海の恵み 漁師（海苔養殖（在来種干出方式）） 島中 良夫 男 63

15 沖縄県 宮古島市 海の恵み 漁師（アギヤー漁） 国吉 正雄 男 66
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16 山形県 庄内町 川の恵み 川漁師（ヤツメウナギ荃漁） 鈴木 春男 男 77

17 茨城県 土浦市
川の恵み
川の手技

漁師(帆引き船漁業） 古仁所 登 男 75

18 新潟県 新潟市 川の恵み 川漁師（投網漁・追い込み漁） 増井 勝弘 男 72

19 石川県 能登町 川の恵み 川漁師（ヤツメウナギのカンコ漁） 道重 重一 男 68

20 長野県 高森町 川の手技 船大工 矢沢 啓志 男 56

21 長野県 栄村
川の手技
自然再生

川漁師・環境共生土木 山田 武雄 男 86

22 岐阜県 下呂市
川の恵み
生活文化

川漁師（アジメ荃漁）・郷土料理 田口 錠次 男 76

23 岐阜県 郡上市 川の手技 船大工 田尻 浩 男 57

24 岐阜県 郡上市 川の手技 釣竿製造（郡上竿） 福手 福雄 男 82

25 兵庫県 西脇市 川の手技 毛鉤製作（播州毛鉤） 横山 禧一 男 74

26 和歌山県 古座川町
川の恵み
生活文化

川漁師・川魚加工 東 功 男 80

27 和歌山県 古座川町
川の恵み
生活文化

川魚加工・郷土料理 東 英子 女 78

28 広島県 三次市 川の恵み 川漁師（ギギュウ漁ほか） 前角 節夫 男 74

29 愛媛県 宇和島市 川の恵み 川漁師（石倉漁） 小山 欣也 男 74

30 愛媛県 松山市 川の恵み 川漁師（投網漁） 本田 利彦 男 84

31 熊本県 人吉市 川の恵み 川漁師（鮎刺し網漁) 吉村 勝徳 男 69

32 大分県 佐伯市 川の恵み 川漁師（シロウオせきすくい漁） 河野 一郎 男 83
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