
No 区分等 氏名 所属・役職 分野等

1 会長 麻生 泰 一般社団法人九州経済連合会 会長 経済団体

2 委員 金城 克也 一般社団法人沖縄県経営者協会 会長 経済団体

3 委員 池内 比呂子 株式会社テノ．ホールディングス 代表取締役 保育サービス

4 委員 石原 進 一般社団法人 九州観光推進機構 会長 観光

5 委員 大浦 敬子 株式会社おとなの学校 代表取締役 医療・健康

6 委員 甲斐 隆博 株式会社肥後銀行 代表取締役会長 金融

委員 （欠席） 坂下 栄次 宮崎県経済農業協同組合連合会 代表理事会長 農業

7 委員 中島 崇 東郷メディキット株式会社 代表取締役 医療

委員 （欠席） 西  亮 滲透工業株式会社 代表取締役社長 中小企業

8 委員 姫野 淸高 株式会社桃太郎海苔 代表取締役会長 食品

委員 （欠席） 藤田 雅史 フジミツ株式会社 代表取締役社長 食品

委員 （欠席） 森 義久 森産業グループ 会長 中小企業

9 委員 吉川 幸人 青紫蘇農場株式会社 代表取締役 農業

10 委員 吉田 力雄 株式会社ワイビーエム 代表取締役社長 環境・エネ

11 委員 龍造寺 健介 本多機工株式会社 代表取締役社長 中小企業

12 委員 代理 永田 明生 山口県 産業戦略部 審議監 自治体

13 委員 代理 江口 勝 福岡県 副知事 自治体

14 委員 代理 北村 志帆 佐賀県 産業政策部 ものづくり産業課 コスメティック構想推進室 室長 自治体

15 委員 代理 村田 誠 長崎県 産業労働部 次長 自治体

16 委員 代理 三輪 孝之 熊本県 商工労働部 政策審議監 自治体

17 委員 広瀬 勝貞 大分県 知事 自治体

18 委員 代理 南條 寿文 宮崎県 福岡事務所 次長 自治体

19 委員 塩田 康一 鹿児島県 知事 自治体

20 委員 代理 松永 享 沖縄県商工労働部 産業振興統括監 自治体

21 委員 代理 山口 博由 北九州市 産業経済局 緊急経済対策室 室長 自治体

22 委員 代理 立石 洋一 福岡市 経済観光文化局 政策調整課 課長 自治体

23 委員 代理 山田 信一郎 熊本市 経済観光局 産業部 部長 自治体

24 オブザーバー 坂中 靖志 九州総合通信局 局長 政府機関

25 オブザーバー 代理 小柳津 博 九州財務局 総務部長 政府機関

26 オブザーバー 代理 井 秀典 福岡財務支局 財務主幹 政府機関

27 オブザーバー 塚本 力 九州厚生局 局長 政府機関

28 オブザーバー 藤枝 茂 福岡労働局 局長 政府機関

29 オブザーバー 横井 績 九州農政局 局長 政府機関

30 オブザーバー 米田 健三 九州経済産業局 局長 政府機関

31 オブザーバー 代理 東 真生 九州地方整備局 副局長 政府機関

32 オブザーバー 岩月 理浩 九州運輸局 局長 政府機関

オブザーバー （欠席） 岡本 光之 九州地方環境事務所 所長 政府機関

33 オブザーバー 代理 大城 弘文 沖縄総合事務局 経済産業部 企画振興課長 政府機関

※敬称略。民間委員：五十音順、行政機関：建制順等。
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