
役　職 氏　名 会　社　名 会社役職 会社電話 会社ＦＡＸ

委　員　長 武村　周児 　沖縄美装管理㈱ 　代表取締役社長 098-930-5522 098-930-5577

副　委員長 幸地　均 　沖縄ビル・メンテナンス㈱ 　代表取締役社長 098-862-2551 098-862-2378

委    　員 新垣　淑典 　沖縄ビル管理㈱ 　代表取締役社長 098-861-8555 098-862-1227

委    　員 宮村　敏郎 　㈱沖縄ゼネラルサービス 　代表取締役社長 098-897-2604 098-897-3855

委    　員 山盛　博文 　㈱沖縄ダイケン 　代表取締役社長 098-876-5910 098-873-0109

委    　員 仲地　良彰 　㈱国際ビル産業 　代表取締役社長 098-876-8111 098-876-6648

役　職 氏　名 会　社　名 役　職 会社電話 会社ＦＡＸ

委 員 長 大嶺　健太郎 　読谷協同産業㈱ 　代表取締役社長 098-958-0900 098-958-0898

副　委員長 山城　弘 　共栄ビル整備㈱ 　代表取締役 098-890-5617 098-890-5611

委  　員 新垣　和史 　沖縄ビル・メンテナンス㈱ 　現業部長 098-862-2551 098-862-2378

委  　員 金城　隆史 　沖縄県ビルメンテナンス協会 　講師

委  　員 中真　心 　㈱沖縄ダイケン  北部支店長 098-876-5910 098-873-0109

役　職 氏　名 会　社　名 役　職 会社電話 会社ＦＡＸ

委  員  長 佐渡山　安秀 　㈱総合管理産業 　代表取締役 098-939-4508 098‐937‐3942

副　委員長 喜世川　優 　北沖縄ビル管理㈱ 　代表取締役社長 0980-52-2500 0980-54-2866

委    　員 新垣　幸男   ㈱沖縄環境開発センター 　代表取締役社長 0980-51-7067 0980-51-7068

委    　員 新崎　貴也 　テルウェル西日本㈱沖縄営業支店 　支店長 098-870-4801 098-874-1901

委    　員 徳田　安秀 　沖縄ビル・メンテナンス㈱ 　執行役員部長 098-862-2551 098-862-2378

委    　員 山城　哲雄 　㈱沖縄ダイケン 　施設管理部部長 098-876-5910 098-873-0109

役　職 氏　名 会　社　名 役　職 会社電話 会社ＦＡＸ

委  員  長 志喜屋　孝彦 　（有）向組 　代表取締役社長 098-921-1117 098-929-0555

副　委員長 宮城　　敦 　沖縄ビル管理㈱ 　常務取締役 098-861-8555 098-862-1227

委    　員 下地　正人 　(資)沖縄つやげん 　代表者 098-947-2565 098-947-2572

委    　員 杉本　佳隆 　㈱国際ビル産業 　人財企画部長 098-876-8111 098-876-6648

委    　員 松田　義男 　㈱沖縄ビジネスサービス 　営業部長 098-868-9088 098-868-9964

委    　員 細原　浩平 　沖縄ビル・メンテナンス㈱ 　営業課長 098-862-2551 098-862-2378

広報・交流委員会

令和３・４年度(一社）沖縄県ビルメンテナンス協会委員会名簿

総務・経営委員会

労働安全委員会

事業委員会

常設委員会



役　職 氏　名 会　社　名 会社役職 会社電話 会社ＦＡＸ

委　員　長 武村　周児 　沖縄美装管理㈱ 　代表取締役社長 098-930-5522 098-930-5577

副委員長 仲地　良彰 　㈱国際ビル産業 　代表取締役社長 098-876-8111 098-876-6648

委    　員 宮城　敦 　沖縄ビル管理㈱ 　常務取締役 098-861-8555 098-862-1227

委    　員 山盛　博文 　㈱沖縄ダイケン 　代表取締役社長 098-876-5910 098-873-0109

委    　員 平良　守 　沖縄ビル・メンテナンス㈱ 　営業部長 098-862-2551 098-862-2378

委    　員 古川　祐起 　日本総合整美㈱ 　代表取締役 098-840-2777 098-840-2780

役　職 氏　名 会　社　名 役　職 会社電話 会社ＦＡＸ

委 員 長 幸地　均 　沖縄ビル・メンテナンス㈱ 　代表取締役社長 098-862-2551 098-862-2378

副委員長 武村　周児 　沖縄美装管理㈱ 　代表取締役社長 098-930-5522 098-930-5577

委  　員 志喜屋　孝彦 　（有）向組 　代表取締役社長 098-921-1117 098-929-0555

委  　員 下地　正人 　(資)沖縄つやげん 　代表者 098-947-2565 098-947-2572

役　職 氏　名 会　社　名 役　職 会社電話 会社ＦＡＸ

委  員  長 大嶺　健太郎 　読谷協同産業㈱ 　代表取締役社長 098-958-0900 098-958-0898

副委員長 山城　弘 　共栄ビル整備㈱ 　代表取締役 098-890-5617 098-890-5611

委    　員 金城　隆史 　沖縄県ビルメンテナンス協会 　講師

委    　員 中真　心 　㈱沖縄ダイケン 　北部支店長 098-876-5910 098-873-0109

委    　員 漢那　清 　（有）向組 　専務取締役 098-921-1117 098-929-0555

委    　員 古波蔵　浩 　沖縄ビル管理㈱ 　取締役業務部長 098-861-8555 098-862-1227

委    　員 野崎　真 　沖縄美装管理㈱ 　管理部次長 098-930-5522 098-930-5577

委    　員 仲井間　憲久 　㈱国際ビル産業 　美装部課長 098-876-8111 098-876-6648

令和３・４年度(一社）沖縄県ビルメンテナンス協会委員会名簿

入札問題検討委員会

経営研究特別委員会

品質評価管理特別委員会

特別委員会


