
役職 氏名 代理
1 構成員 名護市長 総務部長 比嘉 一文 ○
2 (市町村) 国頭村長 国頭村長 知花 靖
3 大宜味村長 総務課 主任 安里 瞬 ○
4 東村長
5 今帰仁村長
6 本部町長 本部町長 平良 武康
7 恩納村長
8 宜野座村長 総務課長 城間 真 ○
9 金武町長

10 伊平屋村長 建設課長 伊礼 直樹 ○
11 うるま市長 企画部参事 中里 和央 ○
12 宜野湾市長 市民防災室長 宮城 竜次 ○
13 浦添市長 防災危機管理室長 津嘉山 朝之 ○
14 沖縄市長 防災課長補佐 天貝 壽也 ○
15 読谷村長 総務課 主任主事 大城 執 ○
16 嘉手納町長 副町長 比嘉 孝史 ○
17 北谷町長 町長 渡久地 政志
18 北中城村長 総務課長 喜納 克彦 ○
19 中城村長 中城村長 浜田 京介
20 那覇市長 総務部長 仲本 達彦 ○
21 糸満市長
22 豊見城市長
23 南城市長 総務部長 糸数 義人 ○
24 八重瀬町長 町長 新垣 安弘
25 西原町長
26 南風原町長 総務課長 新垣 圭一 ○
27 渡嘉敷村長 村長 座間味 秀勝
28 座間味村長
29 久米島町長 町長 大田 治雄
30 石垣市長
31 竹富町長 防災危機管理課長 新城 寛樹 ○
32 与那国町長 課長 前大舛 和夫 ○
33 与那原町長 副町長 城間 秀盛 ○
34 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 伊江村長
35 伊是名村長
36 粟国村長
37 渡名喜村長
38 南大東村長 副村長 新垣 利治 ○
39 北大東村長
40 宮古島市長
41 多良間村長
42 構成員(国) 沖縄総合事務局 開発建設部長 技術管理官 赤沼 隼一 ○
43 沖縄総合事務局 北部ダム統合管理事務所長 北部ダム統合管理事務所長 内里 清一郎
44 沖縄気象台次長 次長 杉浦 伊織
45 国土地理院 沖縄支所長 支所長 星野 秀和
46 構成員(県) 沖縄県 知事公室長 防災危機管理課長 池原 秀典 ○
47 沖縄県 農林水産部長 農地農村整備課 技師 比嘉 健太 ○
48 沖縄県 土木建築部長 土木建築部長 島袋 善明
49 沖縄県 北部土木事務所長 技術総括 砂辺 秀樹 ○
50 沖縄県 中部土木事務所長 所長 仲嶺 智
51 沖縄県 南部土木事務所長 技術総括 比嘉 喜彦 ○
52 沖縄県八重山土木事務所長 所長 上原 正也
53 沖縄県宮古土木事務所長 主幹 比嘉 博也 ○
54 沖縄県 八重山農林水産振興センター所長 農林水産整備課 主任 増井 寛 ○
55 沖縄県 北部農林水産振興センター所長 農業水産整備課長 高原 景正 ○
56 事務局(県) 沖縄県 土木建築部 河川課 河川課長 波平 恭宏
57 沖縄県 土木建築部 河川課 管理班長 金城 佐枝美
58 沖縄県 土木建築部 河川課 河川班長 當眞 和彦
59 沖縄県 土木建築部 河川課 企画開発班長 前堂 達哉
60 沖縄県 土木建築部 河川課 企画開発班 主任技師 高江洲 薫

参加 39 名
不参加 16 名
合計 55 名

令和３年度 沖縄県管理河川の大規模氾濫に関する減災対策協議会 第２回協議会
【 出席者名簿 】
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