
別表（第３条関係）

Ⅰ 経済関係団体

当該団体は、加盟企業に属する従業員等に対する普及啓発やひとり親世帯

等の雇用促進、正規雇用への転換等を主な役割として、県民全体の取組を牽

引するものとする。

団体名 役職 備考

1 沖縄県商工会議所連合会 会長 副会長(第

3条関係)

2 沖縄県中小企業団体中央会 会長

3 沖縄県商工会連合会 会長

4 一般社団法人沖縄県経営者協会 会長 監事(第3

条関係)

5 公益社団法人沖縄県工業連合会 会長

6 沖縄経済同友会 代表幹事

7 一般社団法人沖縄県建設産業団体連合会 会長

8 沖縄県農業協同組合中央会 会長

9 沖縄県漁業協同組合連合会 代表理事

会長

10 沖縄県情報通信関連産業団体連合会 会長

11 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 会長

12 沖縄県中小企業家同友会 代表理事

13 沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合 理事長

14 一般社団法人沖縄県ホテル協会 会長

15 一般社団法人沖縄県銀行協会 会長

16 一般社団法人沖縄県ﾊｲﾔｰ・ﾀｸｼｰ協会 会長

17 一般社団法人沖縄県ﾊﾞｽ協会 会長

18 沖縄都市モノレール株式会社 代表取締

役社長

19 一般社団法人沖縄県指定自動車学校協会 代表理事

20 沖縄振興開発金融公庫 理事長

21 公益社団法人沖縄県宅地建物取引業協会 会長

22 公益社団法人全日本不動産協会沖縄県支部 本部長

23 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会沖縄県支部 支部長

24 公益社団法人日本青年会議所沖縄ブロック協議会 会長

25 沖縄弁護士会 会長



Ⅱ 労働関係団体

当該団体は、労働者の生活と権利を守る団体として、働く親たちの生活向

上、子育てと仕事の両立に伴う労働条件改善等の役割を果たすものとする。

団体名 役職 備考

1 日本労働組合総連合会沖縄県連合会 会長 副会長(第

3条関係)

2 沖縄県労働組合総連合 議長

3 沖縄県教職員組合 中央執行

委員長

4 沖縄県高等学校障害児学校教職員組合 執行委員

長

Ⅲ 教育関係団体

当該団体は、小中学校や高等学校における子どもの教育行政の実施者とし

て参画するとともに、教育行政に県民会議に集まる声などを生かす役割を果

たすものとする。

団体名 役職 備考

1 沖縄県教育委員会 教育長 監事(第3

条関係)

2 沖縄県市町村教育委員会連合会 会長

3 沖縄県小学校長会 会長

4 沖縄県中学校長会 会長

5 沖縄県高等学校長協会 会長

6 沖縄県特別支援学校長会 会長

7 沖縄県小・中学校退職校長会 会長

8 沖縄県高等学校退職校長春秋会 会長

9 一般財団法人沖縄県私学教育振興会 理事長

10 一般社団法人沖縄県ＰＴＡ連合会 会長 副会長(第

3条関係)

11 沖縄県高等学校ＰＴＡ連合会 会長

12 沖縄県特別支援学校ＰＴＡ協議会 会長

13 沖縄県私立中学高等学校保護者会 会長

14 沖縄県社会教育委員連絡協議会 会長

15 沖縄県学校栄養士会 会長

16 公益財団法人沖縄県学校給食会 理事長

17 一般社団法人沖縄県専修学校各種学校協会 会長



Ⅳ 福祉・医療・保健関係団体

当該団体は、子どもの福祉や健康維持・増進に係る各種施策の担い手とし

て、直に子どもの健全な心と体の成長等を支援する役割を果たすものとする。

団体名 役職 備考

1 社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会 会長 副会長(第

3条関係)

2 沖縄県市町村社会福祉協議会連絡協議会 会長

3 沖縄県民生委員児童委員協議会 会長

4 沖縄県保育協議会 会長

5 沖縄県社会福祉法人経営者協議会 会長

6 沖縄県児童養護協議会 会長

7 一般社団法人沖縄県里親会 会長

8 沖縄県学童保育連絡協議会 会長

9 公益社団法人沖縄県母子寡婦福祉連合会 会長

10 一般社団法人沖縄県社会福祉士会 会長

11 社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団 理事長

12 公益財団法人沖縄県老人クラブ連合会 会長

13 一般社団法人沖縄県医師会 会長

14 沖縄県小児科医会 会長

15 一般社団法人沖縄県歯科医師会 会長

16 一般社団法人沖縄県薬剤師会 会長

17 公益社団法人沖縄県看護協会 会長

18 公益社団法人沖縄県栄養士会 会長

19 沖縄県歯科衛生士会 会長

20 日本赤十字社沖縄県支部 副支部長

21 公益財団法人沖縄県保健医療福祉事業団 専務理事

22 公益社団法人沖縄県小児保健協会 会長

23 沖縄県臨床心理士会 会長

24 一般社団法人沖縄県助産師会 会長

25 沖縄県国民健康保険団体連合会 理事長

26 全国健康保険協会沖縄支部 支部長

27 公益財団法人沖縄県労働者福祉基金協会 専務理事

28 一般社団法人作業療法士会 会長



Ⅴ その他関係団体

当該団体は、行政と協働し各施策を推進するものとする。

団体名 役職 備考

1 公益社団法人沖縄県青少年育成県民会議 会長 副会長(第

3条関係)

2 一般社団法人沖縄県子ども会育成連絡会議 会長

3 沖縄県公民館連絡協議会 会 長

4 一般財団法人日本ボーイスカウト沖縄県連盟 理事長

5 一般社団法人ガールスカウト沖縄県連盟 連盟長

6 沖縄県婦人連合会 会長

7 一般社団法人大学コンソーシアム沖縄 代表理事

8 にじのはしファンド 代表

9 特定非営利活動法人沖縄青少年自立援助センター 代表

ちゅらゆい

10 子どもフードバンク沖縄 理事長

11 ＮＰＯももやま子ども食堂 理事長

12 生活協同組合コープおきなわ 副理事長

13 ＮＰＯ法人エンカレッジ 理事長

14 特定非営利法人珊瑚舎スコーレ 理事長

15 ＮＰＯ法人子どもシェルターおきなわ 理事長

16 国際ロータリー第2580地区沖縄分区 ガバナー

補佐

17 ライオンズクラブ国際協会337-D 地区・沖縄リジ 名誉顧問
ョン

18 公益財団法人沖縄県文化振興会 理事長

19 フードバンクセカンドハーベスト沖縄 代表理事

20 しんぐるまざあず・ふぉーらむ沖縄 代表

21 一般社団法人教育振興会 代表理事

22 特定非営利活動法人沖縄 CAPセンター 代表理事

23 公益財団法人みらいファンド沖縄 代表理事

24 一般社団法人沖縄産業開発青年協会 理事長



Ⅵ 報道関係団体

当該団体は、報道媒体を通じた県民会議に関する情報を県民に伝えるとと

もに、県民運動として展開するために必要な役割を果たすものとする。

団体名 役職 備考

1 株式会社沖縄タイムス社 代表取締

役社長

2 株式会社琉球新報社 代表取締

役社長

3 琉球放送株式会社 代表取締

役社長

4 沖縄テレビ放送株式会社 代表取締

役社長

5 日本放送協会沖縄放送局 局長

6 琉球朝日放送株式会社 代表取締

役社長

7 株式会社ラジオ沖縄 代表取締

役社長

8 株式会社エフエム沖縄 代表取締

役社長

Ⅶ 国・県・市町村

国・県・市町村は、子どもの貧困対策をはじめとする行政施策など県民

会議を総括する。

団体名 役職 備考

1 内閣府沖縄総合事務局 局長

2 厚生労働省沖縄労働局 局長

3 沖縄県 知事 会長（第3

条関係）

副知事

4 沖縄県議会 議長

5 沖縄県公安委員会 委員長

6 沖縄県市長会 会長 副会長(第

3条関係)

7 沖縄県町村会 会長 副会長(第

3条関係)

8 沖縄県市議会議長会 会長

9 沖縄県町村議会議長会 会長


