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令和３年６月９日 現在

沖縄県振興審議会部会名簿

（任期：令和元年７月16日から令和４年３月31日まで）

（◎：会長 ○：副会長 ●：審議会委員）

１ 総合部会（11名）

◎●大城 郁寛 琉球大学国際地域創造学部名誉教授

○●島袋 伊津子 沖縄国際大学経済学部教授

岩井 健一 那覇空港ビルディング株式会社会長

獺口 浩一 琉球大学国際地域創造学部教授

喜納 育江 琉球大学国際地域創造学部教授

下地 祥照 一般財団法人南西地域産業活性化センター専務理事

髙平 光一 公益社団法人沖縄県不動産鑑定士協会会長

仲宗根 君枝 特定非営利活動法人消費者センター沖縄会員

藤田 陽子 琉球大学島嶼地域科学研究所教授

●真喜屋 美樹 沖縄持続的発展研究所所長

村上 尚子 こころ法律事務所弁護士

２ 産業振興部会（14名）

◎●金城 克也 一般社団法人沖縄県経営者協会会長

○山城 博美 沖縄地方内航海運組合理事長

新 賢次 株式会社あざみ屋代表取締役社長

井口 治 全日本空輸株式会社沖縄支店長

井瀧 史洋 独立行政法人日本貿易振興機構沖縄貿易情報センター所長

糸数 剛一 株式会社リウボウホールディングス代表取締役会長

稲垣 純一 一般社団法人沖縄ＩＴイノベーション戦略センター理事長

上原 啓司 株式会社琉球ネットワークサービス代表取締役社長

●古波津 昇 公益社団法人沖縄県工業連合会会長

清水 雄介 琉球大学大学院医学研究科教授

鈴木 和子 沖縄税理士会税理士

千住 智信 琉球大学工学部教授

●本村 真 琉球大学人文社会学部教授

山本 貴史 東京大学副理事

株式会社東京大学TLO代表取締役社長

資料 ５
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３ 文化観光スポーツ部会（15名）

◎●下地 芳郎 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー会長

○平田 大一 沖縄文化芸術振興アドバイザー

現代版組踊推進協議会会長

石原 端子 沖縄大学人文学部准教授

大城 學 岐阜女子大学沖縄サテライト校教授

倉科 和子 独立行政法人国際協力機構沖縄国際センター所長

小島 博子 株式会社EGL OKINAWA 代表取締役

一般社団法人日本旅行業協会沖縄支部副支部長

佐久本 嗣男 一般社団法人劉衛流龍鳳会会長

渡嘉敷 通之 公益財団法人沖縄県体育協会専務理事

富田 めぐみ 合同会社琉球芸能大使館代表

原田 宗彦 一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構会長

東 良和 沖縄ツーリスト株式会社代表取締役会長

前田 裕子 公益財団法人名護市観光協会理事長

ミゲール・ダルーズ

沖縄空手案内センタースタッフ

與座 博好 公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団理事長

與座 嘉博 一般社団法人日本旅行業協会沖縄県支部支部長

４ 農林水産業振興部会（９名）

◎●内藤 重之 琉球大学農学部教授

○普天間 朝重 沖縄県農業協同組合代表理事理事長

●上原 亀一 沖縄県漁業協同組合連合会代表理事会長

具志 純子 沖縄県生活協同組合連合会副会長理事

嵩原 義信 沖縄県農業協同組合中央会常務理事

立原 一憲 琉球大学理学部教授

谷口 真吾 琉球大学農学部教授

宮城 園子 ＪＡおきなわ女性部会長

山城 隆則 沖縄県中央卸売市場協会会長
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５ 離島過疎地域振興部会（11名）

◎●嘉数 啓 琉球大学名誉教授

○上妻 毅 一般社団法人ニュー・パブリック・ワークス代表理事

新垣 盛雄 一般社団法人沖縄旅客船協会会長

鯨本 あつこ 特定非営利活動法人離島経済新聞社代表理事

金城 清典 琉球エアーコミューター株式会社代表取締役社長

古謝 安子 琉球大学医学部講師

崎原 永作 公益社団法人地域医療振興協会理事

富永 千尋 琉球大学研究推進機構研究企画室特命教授

宮里 哲 沖縄県離島振興協議会会長

座間味村長

山城 定雄 公益社団法人沖縄県地域振興協会プログラムオフィサー

龍 秀樹 株式会社ＮＴＴドコモ九州支社沖縄支店長

６ 環境部会（11名）

◎●宮城 邦治 沖縄国際大学名誉教授

○●竹村 明洋 琉球大学理学部教授

赤嶺 太介 一般社団法人沖縄県産業資源循環協会会長

大島 順子 琉球大学国際地域創造学部准教授

平良 喜一 公益社団法人沖縄県緑化推進委員会理事長

高平 兼司 沖縄県地球温暖化防止活動推進センター長

中村 崇 琉球大学理学部准教授

羽田 麻美 琉球大学国際地域創造学部准教授

比嘉 明美 元沖縄県農業研究センター名護支所長

藤田 喜久 沖縄県立芸術大学全学教育センター教授

山川 彩子 沖縄国際大学経済学部准教授
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７ 福祉保健部会（12名）

◎●安里 哲好 一般社団法人沖縄県医師会会長

○●湧川 昌秀 社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会会長

安座間 葉子 沖縄県保育協議会会長

岡野 みゆき 公益財団法人沖縄県労働者福祉基金協会事務局長

小那覇 涼子 公益社団法人沖縄県母子寡婦福祉連合会統括責任者

●亀谷 浩昌 一般社団法人沖縄県薬剤師会会長

高良 清健 一般社団法人沖縄県介護支援専門員協会会長

●仲座 明美 公益社団法人沖縄県看護協会会長

●真境名 勉 一般社団法人沖縄県歯科医師会会長

宮城 雅也 公益社団法人沖縄県小児保健協会会長

村田 凉子 社会福祉法人若竹福祉会理事長

村濱 千賀子 公益社団法人沖縄県栄養士会会長

８ 学術・人づくり部会（10名）

◎●前津 榮健 沖縄国際大学理事長兼学長

○仲村 守和 沖縄県ＮＩＥ教育推進協議会会長

大城 りえ 沖縄キリスト教短期大学教授

翁長 有希 一般社団法人沖縄キャリア教育支援企業ネットワーク理事

嘉納 英明 名桜大学国際学群教授

喜屋武 裕江 一般社団法人グッジョブおきなわプロジェクト代表理事

金城 伊智子 沖縄工業高等専門学校情報通信システム工学科教授

呉屋 良昭 学校法人琉美学園理事長

島袋 恒男 琉球大学名誉教授

宮城 潤 那覇市若狭公民館館長

特定非営利活動法人地域サポートわかさ理事兼事務局長
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９ 基盤整備部会（14名）

◎●有住 康則 琉球大学名誉教授

○高良 富夫 沖縄職業能力開発大学校校長

青木 紀将 日本トランスオーシャン航空株式会社代表取締役社長

東江 一成 一般社団法人沖縄県ハイヤー・タクシー協会会長

畔上 修一 西日本電信電話株式会社沖縄支店支店長

入部 綱清 琉球大学工学部助教

小川 吾吉 一般社団法人沖縄県バス協会会長

小野 尋子 琉球大学工学部准教授

神谷 大介 琉球大学工学部准教授

佐次田 朗 公益社団法人沖縄県トラック協会会長

平良 敏昭 株式会社沖縄建設新聞代表取締役社長

美里 義雅 沖縄都市モノレール株式会社代表取締役社長

宮城 茂 琉球海運株式会社代表取締役社長

湯淺 英雄 沖縄セルラー電話株式会社代表取締役社長

（敬称略、五十音順）


