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広島都心地域 都市再生緊急整備協議会 構成員名簿 

（順不同、敬称略） 

氏  名 役 職 等 備  考 

◇国の関係行政機関 

菅 義偉 内閣総理大臣  

坂本 哲志 内閣府特命担当大臣（地方創生）  

赤羽 一嘉 国土交通大臣  

◇地方公共団体 

湯﨑 英彦 広島県知事  

松井 一實 広島市長  

◇独立行政法人 

中島 正弘 独立行政法人都市再生機構 理事長  

◇民間事業者等 

長谷川 一明 
西日本旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長兼執行役員 
 

椋田 昌夫 広島電鉄株式会社 代表取締役社長  

竹内 功 広島高速交通株式会社 代表取締役社長  

岡村 清治 株式会社広島バスセンター 代表取締役社長  

若林 健祐 広島駅南口開発株式会社 代表取締役社長  

谷山 勝彦 広島地下街開発株式会社 代表取締役社長  

池田 晃治 広島商工会議所 会頭  

衣川 和秀 日本郵便株式会社 代表取締役社長  

松岡 秀夫 中国電力ネットワーク株式会社 代表取締役社長  

部谷 俊雄 株式会社広島銀行 代表取締役頭取  

宍道 学 株式会社朝日ビルディング 代表取締役社長  

野坂 照光 富士見町開発合同会社 代表社員  

別 紙 



Press Release ―報道資料―             広島市 City of HIROSHIMA 
 

Press Release                        広島市 City of HIROSHIMA 

 

広島都心地域 都市再生緊急整備協議会会議 構成員名簿 

（順不同、敬称略） 

氏  名 役 職 等 備  考 

◇国の関係行政機関 

眞鍋 純 内閣府地方創生推進事務局長  

小平 卓 国土交通省中国地方整備局長  

河原畑 徹 国土交通省中国運輸局長  

◇地方公共団体 

田邉 昌彦 広島県副知事  

及川 享 広島市副市長  

◇独立行政法人 

田中 伸和 独立行政法人都市再生機構 理事・西日本支社長  

◇民間事業者等 

春名 幸一 
西日本旅客鉄道株式会社 執行役員 

創造本部副本部長 
 

横田 好明 
広島電鉄株式会社 常務取締役 

経営企画本部長・バス事業本部長 
 

平山 睦喜 広島高速交通株式会社 常務取締役  

臼井 牧生 株式会社広島バスセンター 常務取締役  

若林 健祐 広島駅南口開発株式会社 代表取締役社長  

石田 周司 広島地下街開発株式会社 常務取締役  

植野 実智成 広島商工会議所 専務理事  

竹中 等 日本郵便株式会社 不動産部長  

妹尾 雅雄 中国電力ネットワーク株式会社 常務取締役  

清宗 一男 株式会社広島銀行 取締役常務執行役員  

宍道 学 株式会社朝日ビルディング 代表取締役社長  

野坂 照光 富士見町開発合同会社 代表社員  

別 紙 
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広島都心地域 都市再生緊急整備協議会整備計画部会 構成員名簿 

（順不同、敬称略） 

氏  名 役 職 等 備  考 

◇国の関係行政機関 

森本 励 内閣府地方創生推進事務局参事官  

村上 威夫 国土交通省中国地方整備局建政部長  

太刀掛 眞治 国土交通省中国運輸局交通政策部長  

◇地方公共団体 

岡田 芳和 広島県地域政策局長  

中村 純 広島市都市整備局長  

加藤 浩明 広島市道路交通局長  

◇独立行政法人 

楠本 博 
独立行政法人都市再生機構 西日本支社 

都市再生業務部中国まちづくり支援事務所長 
 

◇民間事業者等 

塚本 大輔 
西日本旅客鉄道株式会社 創造本部 

不動産統括部 拠点開発グループ 総括部長 
 

小島 亮二 広島電鉄株式会社 経営企画本部 副本部長  

平山 睦喜 広島高速交通株式会社 常務取締役  

沖広 秀則 
株式会社広島バスセンター 

施設管理部開発整備担当部長 
 

若林 健祐 広島駅南口開発株式会社 代表取締役社長  

石田 周司 広島地下街開発株式会社 常務取締役  

伊木 剛二 広島商工会議所 事務局長兼産業・地域振興部長  

竹中 等 日本郵便株式会社 不動産部長  

三浦 徹 中国電力ネットワーク株式会社 業務部長  

松内 紀子 株式会社広島銀行 公務営業部長  

駒谷 庄二郎 株式会社朝日ビルディング 取締役企画開発室長  

野坂 照光 富士見町開発合同会社 代表社員  
 

別 紙 


