
別表１（第４条関係）

No. 役員/委員 所属 役職
1 会長 沖縄県 知事
2 副会長 沖縄県議会 議長
3 副会長 沖縄県 副知事
4 副会長 沖縄県 副知事
5 副会長 沖縄県市長会 会長
6 副会長 沖縄県市議会議長会 会長
7 副会長 沖縄県町村会 会長
8 副会長 沖縄県町村議会議長会 会長
9 副会長 (一社)沖縄県経営者協会 会長
10 副会長 沖縄県商工会議所連合会 会長
11 副会長 (公財)沖縄県国際交流・人材育成財団 理事長
12 副会長 (一財)沖縄観光コンベンションビューロー 会長
13 副会長 独立行政法人国際協力機構沖縄センター 所長
14 委員 (公社)沖縄県工業連合会 会長
15 委員 沖縄県中小企業団体中央会 会長
16 委員 沖縄経済同友会 代表幹事
17 委員 沖縄県商工会連合会 会長
18 委員 沖縄県中小企業家同友会 代表理事
19 委員 沖縄県農業協同組合中央会 代表理事会長
20 委員 沖縄県漁業協同組合連合会 代表理事会長
21 委員 (一社)沖縄県建設産業団体連合会 会長
22 委員 沖縄県情報通信関連産業団体連合会 会長
23 委員 沖縄県酒造組合 会長
24 委員 協同組合沖縄フリートレードゾーン 代表理事
25 委員 ＷＵＢ沖縄 会長
26 委員 (一社)沖縄県銀行協会 会長
27 委員 沖縄県金融協会 会長
28 委員 沖縄電力(株) 代表取締役社長
29 委員 (一財)沖縄美ら島財団 理事長
30 委員 沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合 理事長
31 委員 (一社)沖縄県ホテル協会 会長
32 委員 (一社)日本旅行業協会沖縄支部 支部長
33 委員 (一社)全国旅行業協会沖縄県支部 支部長
34 委員 沖縄県旅行・観光事業協同組合 理事長
35 委員 （一社）沖縄観光の未来を考える会　 代表理事
36 委員 （一社）美ら島観光施設協会 代表理事
37 委員 (一社)沖縄県バス協会 会長
38 委員 (一社)沖縄県ハイヤー・タクシー協会 会長
39 委員 沖縄都市モノレール（株） 代表取締役社長
40 委員 那覇空港ビルディング（株） 代表取締役社長
41 委員 （一社）沖縄県レンタカー協会 会長
42 委員 NTT西日本沖縄支店 支店長
43 委員 沖縄セルラー電話(株) 代表取締役社長
44 委員 沖縄ケーブルネットワーク（株） 代表取締役
45 委員 沖縄通信ネットワーク(株) 代表取締役社長
46 委員 金秀ホールディングス株式会社 代表取締役副会長
47 委員 （株）サンエー 代表取締役社長
48 委員 イオン琉球（株） 代表取締役社長
49 委員 ＮＨＫ沖縄放送局 局長
50 委員 琉球放送(株) 代表取締役社長
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51 委員 沖縄テレビ放送(株) 代表取締役社長
52 委員 琉球朝日放送(株) 代表取締役社長
53 委員 (株)沖縄タイムス社 代表取締役社長
54 委員 (株)琉球新報社 代表取締役社長
55 委員 (株)ラジオ沖縄 代表取締役社長
56 委員 (株)エフエム沖縄 代表取締役社長
57 委員 在沖米国商工会議所 会頭
58 委員 台北駐日経済文化代表處那覇分處 處長
59 委員 沖縄ブラジル協会 会長
60 委員 沖縄ペルー協会 会長
61 委員 沖縄ハワイ協会 会長
62 委員 沖縄アルゼンチン友好協会 会長
63 委員 沖縄ボリビア協会 会長
64 委員 沖縄フィリピン協会 会長
65 委員 沖縄カナダ協会 会長
66 委員 沖縄メキシコ協会 会長
67 委員 沖縄フランス協会 会長
68 委員 沖縄インドネシア友好協会 会長
69 委員 沖縄ニューカレドニア友好協会 会長
70 委員 沖縄日伊協会 会長
71 委員 那覇市国際交流市民の会 会長
72 委員 （一社）沖縄市国際交流協会 代表理事
73 委員 浦添市国際交流協会 会長
74 委員 宜野湾市国際交流協会 会長
75 委員 名護市国際交流協会 会長
76 委員 （一社）世界若者ウチナーンチュ連合会 代表理事
77 委員 沖縄県青年海外協力協会 会長
78 委員 沖縄県ボランティア通訳友の会 会長
79 委員 国際ソロプチミスト沖縄 会長
80 委員 (公社)日本青年会議所沖縄地区協議会 会長
81 委員 (一財)りゅうぎん国際化振興財団 理事長
82 委員 (NPO法人)沖縄NGOセンター 代表理事
83 委員 ライオンズクラブ国際協会337-D地区沖縄リジョン リジョンチェアパーソン
84 委員 国際ロータリー第2580地区沖縄分区 ガバナー補佐
85 委員 (公財)国立劇場おきなわ運営財団 常務理事兼事務局長
86 委員 (公財)沖縄県文化振興会 理事長
87 委員 沖縄県文化協会 会長
88 委員 沖縄伝統空手道振興会 理事長
89 委員 （一社）伝統組踊保存会 会長
90 委員 琉球舞踊保存会 会長
91 委員 （一社）沖縄県芸能関連協議会 代表理事
92 委員 沖縄芸能協会 会長
93 委員 沖縄芸能連盟 会長
94 委員 沖縄県ロック協会 事務局長
95 委員 沖縄JAZZ協会 会長
96 委員 沖縄県立看護大学 学長
97 委員 沖縄県立芸術大学 学長
98 委員 国立大学法人琉球大学 学長
99 委員 公立大学法人名桜大学 学長
100 委員 沖縄国際大学 理事長・学長
101 委員 沖縄キリスト教学院大学・短期大学 学長
102 委員 沖縄大学 学長
103 委員 沖縄女子短期大学 学長
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104 委員 沖縄科学技術大学院大学 理事長・学長
105 委員 （一社）沖縄県専修学校各種学校協会 会長
106 委員 (公財)沖縄県スポーツ協会 専務理事
107 委員 沖縄県青年団協議会 会長
108 委員 (一社)沖縄県婦人連合会 会長
109 委員 (一社)沖縄県女性の翼 会長
110 委員 沖縄パイロットクラブ 会長
111 委員 コザパイロットクラブ 会長
112 委員 (一財)沖縄県遺族連合会 会長
113 委員 (公財)沖縄県平和祈念財団 常務理事・事務局長
114 委員 (公社)沖縄県緑化推進委員会 理事長
115 委員 (社福)沖縄県社会福祉協議会 会長
116 委員 (社福)沖縄県身体障害者福祉協会 会長
117 委員 (一社)沖縄県医師会 会長
118 委員 (一社)沖縄県歯科医師会 会長
119 委員 (一社)沖縄県薬剤師会 会長
120 委員 (公社)沖縄県看護協会 会長
121 委員 (公財)沖縄県老人クラブ連合会 会長
122 委員 （一社）沖縄県介護福祉士会 会長
123 委員 （社福）日本保育協会沖縄県支部 支部長
124 委員 沖縄県 政策調整監
125 委員 沖縄県 議会事務局長
126 委員 沖縄県 教育長
127 委員 沖縄県 企業局長
128 委員 沖縄県 警察本部長
129 委員 沖縄県 病院事業局長
130 委員 沖縄県 知事公室長
131 委員 沖縄県 総務部長
132 委員 沖縄県 企画部長
133 委員 沖縄県 環境部長
134 委員 沖縄県 子ども生活福祉部長
135 委員 沖縄県 保健医療部長
136 委員 沖縄県 農林水産部長
137 委員 沖縄県 商工労働部長
138 委員 沖縄県 文化観光スポーツ部長

139 委員 沖縄県 土木建築部長
140 監事 沖縄県 会計管理者
141 監事 沖縄県 財政統括監


