
１．市町村文化行政担当者一覧

課長名(館長名) 担当職員名 課長名(館長名) 担当職員名

TEL  《内線》 FAX TEL  《内線》 FAX

大田　孝佳 古堅　哲明 大田　孝佳 赤嶺　信哉

ＴＥＬ　0980-41-5308 ＦＡＸ 0980-41-3168 ＴＥＬ　0980-41-5308 ＦＡＸ 0980-41-3168

山城　均 寄合　龍己 山城　均 寄合　龍己

TEL　0980-44-3006 FAX　0980-44-3029 TEL　0980-44-3006 FAX　0980-44-3029

比嘉　鶴見 渡久山　尚子 比嘉　鶴見 渡久山　尚子

TEL　0980-43－2130 FAX　0980-43－2017 TEL　0980-43－2130 FAX 0980-43－2017

嘉陽　建 新城　亮子
幸地　真樹子 與那嶺 俊

堀　真一

TEL　0980-56-2645 FAX　0980-56-5274 TEL　0980-56-3201 FAX　0980-56-2789

上原　正史 大城　睦 上原　正史 大城　睦

TEL　0980-47-5211 FAX　0980-47-3081 TEL　0980-47-5211 FAX　0980-47-3081

渡具知　武勝 渡口　裕

池宮城　勝也 宮城　智浩

松原　彰子

具志堅　ひな子

TEL　0980-53-5427 FAX　0980-53-5426 TEL　0980-53-3012 FAX　0980-53-3078

親泊　誠 親泊　誠

崎原　恒寿

TEL  098-982-5112 FAX  098-982-5115 TEL  098-982-5112 FAX  098-982-5115

金城　勉 仲間　出 山城　智 田里　一寿

ＴＥＬ　098-968-5125 FAX  098-968-5037 ＴＥＬ　098-968－4378 FAX  098-968－8790

新里　朝治 安座間　充 新里　朝治 安座間　充

玉元　孝治 金城 　忍

ＴＥＬ　098-968-8996 FAX　098-968-4963 ＴＥＬ　098-968-8996 FAX　098-968-4963

（平成２８年5月1日現在）

市町村名

ⅩⅤ　市町村文化財等関係者一覧

教育長名 所　　在　　地

E-mail

園原　實

比嘉　貴一

社会教育課

〒905-0014　名護市港２－１－１
　　　　　　　　　名護市民会館

佐久川　純

〒904-1209 金武町字金武7758番地
               （町立中央公民館２階）

〒905-0292　本部町字東５

kyouiku@town.motobu.okinawa.jp

shiminkaikan@city.nago.okinawa.jp

2130@vill.higashi.okinawa.jp

社会教育課

〒905-0401　今帰仁村字仲宗根232

与那　満

所　　在　　地

E-mail

文化振興担当課 文化財担当課

社会教育課

〒905-0292　本部町字東５

kyouiku@town.motobu.okinawa.jp

比嘉　久

〒905-0021　名護市東江１－８－１１
                   名護博物館２F

bunka@city.nago.okinawa.jp

 tsune.sakihara@gmail.com

2130@vill.higashi.okinawa.jp
社会教育課

与那　満
石野　裕子（館長）

大城　保篤

n-bunkazai@woody.ocn.ne.jp

教育委員会事務局　社会教育班

社会教育課

名護市

本部町 仲宗根　清二

座間味 法子

今帰仁村

社会教育課

恩納村

比嘉　一之

教育委員会

〒905－1292　東村字平良804

教育委員会事務局 社会教育班

新城　敦

国頭村

教育委員会

教育課

大宜味村 米須　邦雄

教育課

東村

〒905-1392　大宜味村字大兼久157番地

〒905－1292　東村字平良804

教育課 教育課

〒905-1495　国頭村字辺土名１１２ 〒905-1495　国頭村字辺土名１１２

〒905-1392　大宜味村字大兼久157番地

 onnaculture@gmail.com

izuru-n@vill.ginoza.okinawa.jp

石川　哲夫

金武町

宜野座村 志良堂　芳男

〒904-0415 恩納村字仲泊1656-8（恩納村博物館内）

大城　保篤

観光商工課

社会教育課

〒904-1302　宜野座村字宜野座296
〒904-1302　宜野座村字宜野座232番地
　　　　　　　　（宜野座村立博物館）

〒905-0428　今帰仁村字今泊5110

文化課

教育課

〒904-1209 金武町字金武7758番地
               （町立中央公民館２階）

〒904-0415 恩納村字仲泊1656-8（恩納村博物館内）

hakubutu-1@ginoza.ed.jp
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課長名(館長名) 担当職員名 課長名(館長名) 担当職員名

TEL  《内線》 FAX TEL  《内線》 FAX

市町村名 教育長名 所　　在　　地

E-mail

所　　在　　地

E-mail

文化振興担当課 文化財担当課

東江　民雄
友寄　健吾
玉榮　飛道

東江　民雄 玉榮　飛道

TEL　0980-49-2334 FAX　0980-49-2503 TEL　0980-49-2334 FAX　0980-49-2503

大城　剛 美里　直樹 大城　剛 久場　兼作

奥間　智 市原　里美

前田　一舟 國吉　康孝

佐久田　浩樹 横尾　昌樹

TEL　098-923-7182 FAX　098-923-7674 TEL　098-923-7182 FAX　098-923-7674

普久原　徹 大湾　充 新里　邦一 比嘉　清和
玉城　千恵美 縄田　雅重

田川　岳愛 稲嶺　麻子 比嘉　二規

ＴＥＬ　098-929-0261 ＦＡＸ　098-939-7341 ＴＥＬ　098-932-6882 ＦＡＸ　098-933-6218

仲宗根　求 玉城　勝教 仲宗根　求 玉城　勝教

プレスリー－葉子

小原　裕也

TEL　098-958-2254 FAX　098-958-2254 TEL　098-958-3141 FAX　098-982-9022

山内　昌直 松田　勝 仲宗根　求 上地　克哉

東恩納　聖透

TEL　098-982-9292 FAX　098-958-6669 TEL　098-958-2142 FAX　098-958-1957

上地　康夫 伊波　和美 （館長）新垣　美佐 名城　久勝

 宮城　亜希 知念　純

ＴＥＬ　098-956-1111（内線２６３）ＦＡＸ　098-956-9240 ＴＥＬ　098-956-2213 ＦＡＸ　098-956-8921

池原　誠 比嘉　敬文 池原　誠 米須　健

東門　研治 山城　安生

藤　彰矩 松原　哲志

TEL　098-936-3159 FAX　098-926-2871 TEL　098-936-3159 FAX　098-926-2871

名幸芳徳 砂川　正幸 名幸芳徳 砂川　正幸

小橋川　剛 小橋川　剛

TEL　098-935-3773 FAX　098-935-5056 TEL　098-935-3773 FAX　098-935-5056

金城　勉 渡久地  真 金城　勉 渡久地  真

新城　卓也 新城　卓也

TEL　098-895-3707 FAX　098-895-6353 TEL　098-895-3707 FAX　098-895-6353

〒901-2303　北中城村字仲順435番地

〒904－0301　読谷村字座喜味708－6

社会教育課

生涯学習課

gakusyu@vill.kitanakagusuku.lg.jp

生涯学習課

〒901-2407　中城村字安里190番地

syougai@vill.nakagusuku.lg.jp

生涯学習課

gakusyu02@vill.kitanakagusuku.lg.jp

syougai@vill.nakagusuku.lg.jp

文化課
iekyoui@iejima.org

宮里　徳成

読谷村立美術館(文化振興課）

生涯学習課（読谷村文化センター）
info-museum@yomitan.jp

文化観光課

伊江村 〒905-0501　伊江村字東江上75番地
　　　　　　　　　伊江村中央公民館内

生涯学習課

うるま市

沖縄市

kyo-bunkaka@city.uruma.lg.jp

a56bunka@city.okinawa.okinawa.jp

 〒904-2215　うるま市みどり町1-1-1　　　　　　　　

栄門　忠光

狩俣　智

edu-shakai@town.kadena.okinawa.jp

〒901-2407　中城村字安里190番地

shakai-kyoiku@chatan.jp

生涯学習課

〒901-2303　北中城村字仲順435番地

呉屋　之雄中城村

社会教育課

〒904-0192　北谷町字桑江226

gakusyu@vill.kitanakagusuku.lg.jp

gakusyu02@vill.kitanakagusuku.lg.jp

読谷村

〒904－0301　読谷村字座喜味708－6

嘉手納町

川上　啓一北谷町

松田　平次

info-bunka@yomitan.jp

〒904－0301　読谷村字座喜味2901

北中城村 森田　孟則

社会教育課

〒904－0293　嘉手納町字嘉手納588番地

iekyoui@iejima.org

〒905-0501　伊江村字東江上75番地
　　　　　　　　　伊江村中央公民館内

比嘉 秀勝

〒904－8501　沖縄市仲宗根町26－1

〒904－0322　読谷村字波平37

文化振興課（読谷村立歴史民俗資料館）

〒904－0031　沖縄市上地2－19－6　3Ｆ

〒904-2215　うるま市みどり町1-1-1

kyo-bunkaka@city.uruma.lg.jp

kyodhk@city.okinawa.okinawa.jp

〒904-0203　嘉手納町字嘉手納250-1
　　　　　　　　　嘉手納町民俗資料室

文化振興課（読谷村史編集室）
info-museum@yomitan.jp

社会教育課 中央公民館 民俗資料室
uechi722@yomitan.jp

生涯学習課

  edu-kouminkan@town.kadena.okinawa.jp 

〒904-0192　北谷町字桑江226

沖縄市立郷土博物館

文化課
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課長名(館長名) 担当職員名 課長名(館長名) 担当職員名

TEL  《内線》 FAX TEL  《内線》 FAX

市町村名 教育長名 所　　在　　地

E-mail

所　　在　　地

E-mail

文化振興担当課 文化財担当課

呉屋　寛文 山里　奈美 呉屋　寛文 山里　奈美

山田　浩久
呉屋　孝治

山田　浩久
呉屋　孝治

TEL　098-944-4998 FAX　098-944-4997 TEL　098-944-4998 FAX　098-944-4997

佐久原　昇 比嘉　祐子 比嘉　洋 吉村　純

上江洲　健一 千木良　芳範（館長） 長濱　健起

護得久　朝晶 仲村　毅 来間　千明
平敷　兼哉 仲村　健
安次富　尚金 伊藤  圭

TEL　098-893-4433 FAX　098-893-4434 TEL　098-893-4430 FAX　098-893-4434

松川　章 （文化振興担当） 松川　章 （文化財係）

町田　宗正 渡久地　政嗣

大浜　暢明 （ｸﾞｽｸ整備係） 安和　吉則

松田　奈津子 宮里　信勇 佐伯　信之

高良　文博 仲宗根　久里子

仁王　浩司 菅原　広史

安斎　英介 瑞慶覧　長順

TEL　098-876-1234 FAX　098-878-1487 TEL　098-876-1234 FAX　098-878-1487

砂川　龍也 山城　泰一 岸本　修 島　弘

花城　友也 内間　靖

秋元　祐美 根路銘　敦子 長嶺　盛孝

神谷　あけみ 玉城　安明

仲宗根　啓 大田　成子

髙嶺　朝美 樋口　麻子

當銘　由嗣 伊集　守道

安斎　真知子 上原　俊彦

吉田　健太 日高　一十三

〈歴史博物館G〉

大城　敦子 外間　政明

津波古　明子 鈴木　悠

〈壷屋焼物博物館G〉 山城　正章

外間　泉 倉成　多郎

知念　政樹 比嘉　立広

TEL　098-831-8401 FAX　098-855-5089 TEL　098-917-3501 FAX　098-917-3523

大城　達宏 与那嶺　豊 大城　達宏 与那嶺　豊

島袋　幸司
宮城　良真
島袋幸司

TEL　098-856-3671 FAX　098-856-1215 TEL　098-856-3671 FAX　098-856-1215

加島　由美子 大城　一成 湖城　清 大城　一成

麻生　清香 加島　由美子 呉屋　春英

又吉　順二

TEL　098-840-8163 FAX　098-840-8161 TEL　098-840-8163 FAX　098-840-8161

〒901-2203　宜野湾市野嵩1-1-2
　　　　　　　　　（宜野湾市民会館 １階）

〒901-2203　宜野湾市野嵩1-1-2
　　　　　　　　　（宜野湾市民会館 ２階）

〒902－0064　那覇市寄宮1－2－1
                 　 那覇市民会館内

c-bunka001@neo.city.naha.okinawa.jp

文化振興課

〒900－8585　那覇市泉崎1-1-1
 　　　　　　　　　那覇市役所10階

〒901-0232　豊見城市字伊良波392
　　　　　　　　　（市立中央図書館一階）

文化課

文化財課

bunkakaoru@city.urasoe.lg.jp

文化課

〒901-2103　浦添市仲間一丁目1番2号
　　　　　　　 　あかひらステーションビル2階

itobun@city.itoman.okinawa.jp

bunkakaoru@city.urasoe.lg.jp

kyoiku08@city.ginowan.okinawa.jp

〒901-2103　浦添市仲間一丁目1番2号
　　　　　　 　　あかひらステーションビル2階

文化課

 shougai_gakushu@town.nishihara.okinawa.jp

〒903－0111　西原町字与那城152-5
　　　　　　　　　　西原町立図書館内

kyoiku07@city.ginowan.okinawa.jp

文化課

〒903－0111　西原町字与那城152-5
　　　　　　　　　　西原町立図書館内

 shougai_gakushu@town.nishihara.okinawa.jp

生涯学習課

itobun@city.itoman.okinawa.jp

〒901-0392　糸満市潮崎町1-1

〒901-0232　豊見城市字伊良波392
　　　　　　　　　（市立中央図書館一階）

生涯学習課

生涯学習課

豊見城市

渡慶次　克彦

浦添市

那覇市

照屋　堅二

池原　寛安

西原町

文化課

bunka@city.tomigusuku.okinawa.jp

生涯学習課

小橋川　明

宜野湾市 知念　春美

糸満市 上原　武

bunka@city.tomigusuku.okinawa.jp

〒901-0392　糸満市潮崎町1-1

生涯学習課
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課長名(館長名) 担当職員名 課長名(館長名) 担当職員名

TEL  《内線》 FAX TEL  《内線》 FAX

市町村名 教育長名 所　　在　　地

E-mail

所　　在　　地

E-mail

文化振興担当課 文化財担当課

照屋　健 親里　尚美 照屋　健 玉城　のどか

謝花　哲康 新垣　有一郎

ＴＥＬ　098-835-7500 ＦＡＸ　098-835-7501 ＴＥＬ　098-835-7500 ＦＡＸ　098-835-7501

屋比久　正明 外間　勝利 親川　義一 山里　昌次

新垣　琴子 外間　史子

照屋　千秋 新垣武彦 西平　剛

當山　拓也 城間　真紀子 渡慶次健太郎

横山　幸平 津波　陽子

TEL　098-947-1100 FAX　098-947-0099 TEL　098-946-8990 FAX　098-946-5822

宮平　律子 漢那　江一郎 宮平　律子 宮城　明恵

TEL　098-835-8220 FAX　098-835-8617 TEL　098-835-8220 FAX　098-835-8220

神里　智 上原　守 神里　智 比嘉　純子

比嘉　純子 平良　次子

平良　次子 佐久川　真季

儀保　まゆみ 津波古　充晃 保久盛　陽

佐久川　真季 保久盛　陽

TEL　098-889-0568 FAX　098-888-3265 TEL　098-889-7399 FAX　098-889-0529

大田　悟 當間　直也 上里　宏美 山城　勇人

前原　朝考 中島　徹也
宮良　みゆき
佐藤　文保

TEL　098-985-2287 FAX　098-985-2856 TEL　098-896-7181 FAX 098-896-7182　

金城　満 小久保　栄太郎 金城　満 小久保　栄太郎

TEL　098-987-2120 FAX　098-987-2783 TEL　098-987-2120 FAX　098-987-2783

野崎　進 垣花　佑 野崎　進 垣花　佑

ＴＥL　098-987-2153 FAX　098-987-2252 ＴＥL　098-987-2153 FAX　098-987-2252

上原　一宏 伊佐　知剛 上原　一宏 伊佐　知剛

TEL　098-988-2449 FAX　098-988-2351 TEL　098-988-2449 FAX　098-988-2351

南風原　功夫 南風原　功夫 南風原　功夫 南風原　功夫

TEL　098-989-2015 FAX　098-989-2313 TEL　098-989-2015 FAX　098-989-2313

〒901－3121　久米島町字嘉手苅542番地

〒901-0512　八重瀬町字具志頭352番地
　（八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館内）

〒901-1113　南風原町喜屋武257番地
　　　　　　　　　南風原町立南風原文化センター内

H8897399@town.haebaru.okinawa.jp

教育総務課

〒901-3496　座間味村字座間味109

生涯学習文化課

生涯学習文化課

久米島博物館

〒901-3592　渡嘉敷村字渡嘉敷１８３番地

教育課

生涯学習文化課

〒901-0512　八重瀬町字具志頭352番地
　（八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館内）

教育課

shogaigakushubunka@town.yaese.lg.jp

生涯学習振興課

machi@city.nanjo.okinawa.jp

H8890568@town.haebaru.okinawa.jp

〒901－1113　南風原町字喜屋武236番地
　　　　　　　　　 南風原町立中央公民館内

粟国村 伊良皆　賢哲

中村　光男座間味村

吉野　剛

与那原町

八重瀬町

南城市

當山　健

南風原町

金城　隆雄

〒901－3192　久米島町字仲泊699番地

まちづくり推進課

赤嶺　正之

久米島町

新垣　一典渡嘉敷村

生涯学習文化課

〒901－1303　与那原町字与那原712番地

〒901－1403　南城市佐敷字佐敷307番地
　　　　　南城市文化センターシュガーホール

〒901-3592　渡嘉敷村字渡嘉敷１８３番地

渡名喜村

shogaigakushubunka@town.yaese.lg.jp

〒901-3496　座間味村字座間味109

教育委員会

文化課

kyouiku@vill.tonaki.okinawa.jp

〒901-3692　渡名喜村1917番地の3 〒901-3692　渡名喜村1917番地の3

kyouiku@vill.tonaki.okinawa.jp

渡口　亮

山城　馨

教育課

〒901-3702　粟国村字東580番地

教育総務課

教育行政課

〒901-3702　粟国村字東580番地

教育委員会

教育行政課

生涯学習振興課

〒901－1292　南城市大里字仲間807番地
                  南城市役所大里庁舎3F

〒901－1303　与那原町字与那原712番地

bunka@city.nanjo.okinawa.jp
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課長名(館長名) 担当職員名 課長名(館長名) 担当職員名

TEL  《内線》 FAX TEL  《内線》 FAX

市町村名 教育長名 所　　在　　地

E-mail

所　　在　　地

E-mail

文化振興担当課 文化財担当課

沖山　諭 沖山　諭

TEL　09802-2-2531 FAX　09802-2-2557 TEL　09802-2-2531 FAX　09802-2-2557

知花　忠正 浅沼　拓道 知花　忠正 浅沼　拓道

ＴＥＬ　09802-3-4138 ＦＡＸ　09802-3-4358 ＴＥＬ　09802-3-4138 ＦＡＸ　09802-3-4358

名嘉　和子 嘉手納　知子 名嘉　和子 嘉手納　知子

TEL 0980-46-2003 FAX　0980-46-2832 TEL 0980-46-2384 FAX　0980-46-2384

高良　和彦 濱里　慎 高良　和彦 濱里　慎

ＴＥＬ　0980-45-2318 ＦＡＸ　0980-45-2144 ＴＥＬ　0980-45-2318 ＦＡＸ　0980-45-2144

下地　悟 友利　幸正 下地　悟 砂辺　和正

池城　翔太 久貝　弥嗣 久貝　春陽

川満　広紀 岩本　大輔

新垣　則子 佐藤　宣子

TEL　0980-77-4947 FAX　0980-77-4957 TEL　0980-77-4947 FAX　0980-77-4957

本村　和也 桃原　薫 本村　和也 桃原　薫

ＴＥＬ　0980-79-2674 ＦＡＸ　0980-79-2120 ＴＥＬ　0980-79-2675 ＦＡＸ　0980-79-2121

仲大底　まゆみ 武松　宏明 古堅　博之 島袋　綾野

盛山　泰貴 下野　栄高

長浜　秀樹 平得　菜子

大濱　永寛 比屋定　弘市

宮城　光平 仲山　忠優

TEL　0980-82-1515 FAX　0980-83-0191 TEL　0980-83-7269 FAX　0980-83-9251

前石野　裕和 根原　けい子 前石野　裕和 根原　けい子

仲盛　敦 仲盛　敦

根原　裕美子 新城　英秋

根原　裕美子

TEL　0980-82-6191 FAX　0980-82-0643 TEL　0980-82-6191 FAX　0980-82-0643

仲良　永克 村松　稔 仲良　永克 村松　稔

TEL　0980-87-2002 FAX　0980-87-2074 TEL　0980-87-2002 FAX　0980-87-2074

〒907-0013　石垣市浜崎町１－１－２
　　　　　　　　（石垣市民会館内）

宮古島市 宮國　博

生涯学習振興課

〒906－0103　宮古島市城辺字福里600番地1

kyouiku@vill.iheya.okinawa.jp

沖山　恒久南大東村

仲嶺　仁介北大東村

伊是名村

教育振興課

東恩納　吉一伊平屋村

〒905-0603　伊是名村字仲田1385番地1

〒901-3902　北大東村字中野218

教育委員会

〒905-0794　伊平屋村字我喜屋300番地

石垣市

与那国町 崎原　用能

竹富町

教育課

大田　綾子

石垣　安志

石垣市観光文化スポーツ局観光文化課

多良間村

名嘉　正

池城　三千雄

kyouitrm@vill.tarama.lg.jp  

教育課

takuji.a@vill.kitadaito.okinawa.jp

教育課

教育委員会文化振興担当

〒901－3895　南大東村字南144番地1 　２階 〒901－3895　南大東村字南144番地1　２階

〒906-0602　多良間村字仲筋99-2

教育課

〒907-0012　石垣市美崎町16－6

takekyousoumu@town.taketomi.okinawa.jp

〒907-1801　与那国町字与那国129番地 〒907-1801　与那国町字与那国129番地

教育委員会総務課

takekyousoumu@town.taketomi.okinawa.jp

〒907-8503　石垣市美崎町11番地１ 〒907-8503　石垣市美崎町11番地１

教育委員会総務課

教育委員会文化財担当

生涯学習振興課

教育委員会（歴史民俗資料館）

〒905-0603　伊是名村字仲田1385番地1

教育課

〒901-3902　北大東村字中野218

石垣市教育委員会文化財課

〒906-0602　多良間村字仲筋99-2

takuji.a@vill.kitadaito.okinawa.jp

教育課

〒905－0793　伊平屋村字我喜屋217-27

教育振興課

〒906－0103　宮古島市城辺字福里600番地1
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市町村名 文化財保護諮問機関名 委員長名

国 頭 村 国頭村文化財保存調査委員会 宮城 樹正 金城　賢 新里 孝和 島　親寄 宇榮原　宗貴

大 宜 味 村 大宜味村文化財保護審議会 前田 國男 宮城 長信 新城 和治 島袋 徳正 仲原　弘哲

東 村 東村文化財保護審議会 宮城　義幸 浦崎　永仁 宮城　調福 仲村　和子 金城　良武

今 帰 仁 村 今帰仁村文化財保存調査委員会 大城　茂樹 仲原　弘哲 新城　孝博 岩井　広子 玉城 松次

本 部 町 本部町文化財保存調査委員会 友利　哲夫 国場　幸典 安田きみ子 具志　守 屋嘉比　一聖

宜保　榮治郎 嵩原　建二 木下 義宣 渡邊　康志

比嘉　伝英 川満　彰 阿部　篤志 津波　順乃

田仲　康嗣

恩 納 村 恩納村文化財保護審議会 仲村　春吉 知念 勇 千木良芳範 糸数　吉雄 金城　啓

宜 野 座 村 宜野座村文化財保護調査審議会 知念　勇 知名 幹夫 平田　修 崎原　恒新 島田　忠彦

前田　直美 神谷 幸彦 伊藝 卓省 知念 　勇

宮里　実雄 田里　一寿

伊 江 村 伊江村文化財保護審議会 古堅　武守 大城　文進 新城　晃 金城　盛和

恩河　尚 稲福　政斉 宮城　弘樹 池原 直樹

大谷　勉 石川　朋子

崎原 恒新 吉里　伸 宮城　宏之 平良　徹也

高江洲　敦子 木下　義宣 比嘉　賀盛

読 谷 村 読谷村文化財保護委員会 古堅 宗彦 嵩原　建二 長浜　眞勇 上原　靜

泉川　良彦 古謝　政子 島袋　洋 長濱ミツエ

西平守一郎

北 谷 町 北谷町文化財調査審議委員会 知念　勇 大城 逸朗 崎原　恒新 平良　徹也 高江洲　敦子

北 中 城 村 北中城村文化財保護審議委員会 比嘉　榮吉 比嘉　政樹 金城　睦弘 稲福　政斉 宮城早綾佳

中 城 村 中城村文化財保護審議会 知念　勇 村吉　則雄 稲福　政斉

西 原 町 西原町文化財保護審議会

赤嶺 政信 新垣 義夫 池田 榮史 大城 逸朗

田名 真之 崎浜　靖 嵩元 政秀 波平　エリ子

福島 駿介

知念　勇 仲田　栄二 赤嶺　政信 大城　學

吉浜　忍 粟国　恭子

當間 一郎 粟国　恭子 岡本　亜紀 金武　正紀

祝嶺　恭子 新城　和治 嵩元　政秀 吉浜　忍

深澤　秋人 仲村　顕 林　進治

豊 見 城 市 豊見城市文化財保護審議会 長田 亮一 比嘉 邦昭 宮城　晃 長嶺　操 大城　慧

糸 満 市 糸満市文化財保護委員会 新田 重清 井上 秀雄 當眞　嗣一 前門　晃 稲福政斉

八 重 瀬 町 八重瀬町文化財保護審議会 桃原　茂夫 當眞　嗣一 大城　逸朗 長嶺　操

池田　榮史 當眞　嗣一 知念　孝 赤嶺　政信

長嶺　操 大城　逸郎

与 那 原 町 与那原町文化財保護審議会 津嘉山　斉 松村　真一 眞榮平　實 神山　本聖 青田　治夫

南 風 原 町 南風原町文化財保護委員会 吉浜　忍 赤嶺 政信 池田　榮史 翁長　丈子 中村　高一

喜久里　昭夫 新垣　康史 中村　昌成 山城　宗太郎

比嘉　隆 佐久田　勇

渡 嘉 敷 村 渡嘉敷村文化財保護審議委員会 小嶺　均 吉川　嘉勝 中村　朝匠 新垣　陽子

座 間 味 村 座間味村文化財保護審議委員会

粟 国 村 粟国村文化財保護委員会 玉寄　稔 与那　芳一 伊佐　晃

渡 名 喜 村 渡名喜村文化財保護審議会

南 大 東 村 南大東村文化財保護委員会 東　和明 儀間　勉 浅沼　清

北 大 東 村 北大東村文化財保護審議会 大澤　芳郎 大城　勝彦 仲里　淳二 城間盛男

伊 平 屋 村 伊平屋村文化財保護審議会

伊 是 名 村 伊是名村文化財保護審議会 中川　貞允 仲田　吉光 末吉　正子 東江　清和 城間　政悟

岡　徹 梶原　健次 金城　透 佐藤　宣子

佐渡山安公 下地　和宏

村山　武範 垣花　満 宮国　孝平 豊見城　正一

羽地　邦雄 豊見山　正 大城　隆夫 桃原　光盛

石垣　久雄 石垣　繁 大浜　英和 島村　賢正

久高　健 宮良　断 東田　盛善 松竹　喜生子

松島　昭司

大山　栄一 又吉　智永 黒島　茂信 新盛　基代

東田　千治

与 那 国 町 与那国町文化財保護審議会 米城　惠 田頭　政英 小嶺　長詳 前浜盛　光男 長濱　利典

２．市町村文化財保護諮問機関委員一覧

井上　秀雄

久 米 島 町 久米島町文化財保護審議委員会 小川　真司

南城市文化財保護審議会

大城 逸朗

那 覇 市 那覇市文化財調査審議会 福島　駿介

南 城 市

うるま市文化財保護審議会

沖 縄 市 沖縄市文化財調査審議会

浦 添 市

池原 直樹

宜 野 湾 市 宜野湾市文化財保護審議会 比嘉　悦子

浦添市文化財調査審議会

嘉手納町文化財調査審議会嘉 手 納 町

委員名

(平成28年5月1日現在）

名 護 市 名護市文化財保存調査委員会 岸本　林

名嘉山　兼宏う る ま 市

金 武 町 金武町文化財保護審議会 仲村 弘喜

竹富町文化財保護審議委員会 石垣　金星

石 垣 市 石垣市文化財審議会 石垣　博孝

多良間村文化財保護委員会多 良 間 村

宮 古 島 市 砂川　玄正宮古島市文化財保護審議会

竹 富 町
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