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⑴ 中区まちづくり懇談会 

相 正信 広瀬地区自主防災会連合会 

岡山 ユリコ 中区民生委員児童委員協議会 

久保田 耕一 一般社団法人広島青年会議所 

近藤 聿興 中区社会福祉協議会 

佐藤 一直 中区子ども会連合会 

䑓 和彦 神崎学区連合町内会 

高本 洋美 中区身体障害者福祉協会 

高山 正 まちなか西国街道推進協議会 

徳弘 親利 中区青少年健全育成連絡協議会 

中川 千恵子 中区女性団体連合会舟入女性会 

パルサド・シリ 鷹野橋商店街組合 

藤原 美喜 基町地域包括支援センター 

増矢 学 （公社）中国地域創造研究センター 

三上 賢治 広島市立大学社会連携センター 

若狭 利康 ＮＰＯ法人セトラひろしま 

 

 

⑵ 東区まちづくり懇談会 

秋本 昇 戸坂学区社会福祉協議会 

大西 知子 東区緑のボランティアの会 

緒方 直之 東区ＰＴＡ連合会 

川尻 七美 東区しょうがい者父母の会 

川野 幸代 二葉の里歴史の散歩道ボランティ

アガイドの会 

栗栖 和子 東区民生委員児童委員協議会 

齋木 俊彦 学区体育団体東区連合会 

佐伯 利明 東区青少年健全育成連絡協議会 

下河内 一成 エキキタまちづくり会議 

峠井 克己 ふれあいもてなし市協議会 

谷本 合一 東区老人クラブ連合会 

中井 公孝 馬木地区社会福祉協議会 

林 武広 比治山大学現代文化学部 

古川 平三郎 牛田新町地区社会福祉協議会 

向井 春代 東区地域女性団体連合会 

森平 茂章 尾長地区社会福祉協議会 

 

 

 

 

 

 

⑶ 南区まちづくり懇談会 

秋田 正洋 段原地区町内会連絡協議会 

沖本 啓子 南区スポーツ推進委員協議会 

越智 正紀 南区自主防災会連合会 

門 隆興 元宇品地区社会福祉協議会 

加藤 健夫 楠那学区社会福祉協議会 

神出 恭子 大河子育て広場「ぴよぴよ」 

角田 洋子 広島南交通安全運動推進隊 

髙橋 直嗣 南区青少年健全育成連絡協議会 

田丸 尚美 広島都市学園大学子ども教育学部 

子ども教育学科 

日浦 章裕 学区体育団体南区連合会 

平岡 果代子 南地区更生保護女性会 

松田 智仁 元 広島大学大学院社会科学研究科 

丸山 義一 南区ＰＴＡ連合会 

向江 清 南区社会福祉協議会 

山口 厚司 比治山学区社会福祉協議会 

 

⑷ 西区まちづくり懇談会 

石﨑 恵里子 主任児童委員 

泉 茂基 広島西防犯連合会 

岩井 慶子 オタフクホールディングス株式会社 

梅本 智美 西区地域活動連絡協議会 

浦 伸嘉 株式会社広島ドラゴンフライズ 

川﨑 芳昭 西広島駅周辺にぎわいづくり委員会 

眞田 耕治 西消防団 

谷口 重徳 広島国際学院大学地域連携センター 

椿原 俊憲 西区民生委員児童委員協議会 

内藤 邦雄 西区青少年健全育成連絡協議会 

朴 大王 広島修道大学ひろしま未来協創セン

ター 

橋川 徹 南観フレッシュクラブ 

原田 明 西区身体障害者福祉協会 

古道 博彦 学区体育団体西区連合会 

満田 チヱコ 西区老人クラブ連合会 

水戸川 旭 西区社会福祉協議会 

村上 正 横川商店街振興組合 

本西 文雄 井口・鈴が峰魅力づくり委員会 
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⑸ 安佐南区まちづくり懇談会 

阿佐 巖 安佐南区民生委員児童委員協議会 

川口 隆司 認定ＮＰＯ法人コミュニティリーダ

ーひゅーるぽん 

宅見 伸夫 安佐南区身体障害者福祉協会連合会 

竹内 功 広島高速交通株式会社 

蓼 正成 安佐南区商工会連絡協議会 

谷口 正行 安佐南区青少年健全育成連絡協議会 

寺尾 一秀 安佐南区社会福祉協議会 

内藤 正芳 学区体育団体安佐南区連合会 

林 裕 毘沙門台学区社会福祉協議会 

檜山 秀夫 広島市農業協同組合 

藤井 豊 ひろしま西風新都クラブ 

松井 一洋 広島経済大学経済学部 

村田 裕彦 安佐南区地域保健対策協議会 

森崎 智美 ＮＰＯ法人e子育てセンター 

渡部 和子 安佐南区女性団体連合会 

 

 

⑹ 安佐北区まちづくり懇談会 

石井 宏佳 広島文教女子大学教養教育部 

岩谷 秀秋 安佐北区身体障害者福祉協会連合会 

大石 康朗 広島安佐商工会 

大倉 信治 安佐北区子ども会連合会 

大畠 正彦 可部地域町内会・自治会連絡協議会 

尾田 豊機 安佐北区自主防災会連合会 

河野 雅江 安佐北区民生委員児童委員協議会 

佐々木 恒 白木町まちづくり推進協議会 

杉野 俊昭 学区体育団体安佐北区連合会 

土井 澄男 高陽地区町内会・自治会連絡協議会 

中山 忠幸 安佐北区社会福祉協議会 

平岡 明彦 安佐北区防犯組合連合会 

藤原 信彦 安佐北区青少年健全育成連絡協議会 

増谷 郁子 ＮＰＯ子どもネットワーク可部 

水口 弘士 高陽町商工会 

元木 禎宏 安佐北区公衆衛生推進協議会 

山田 豊子 安佐北区地域女性団体連合会 

山本 忠義 安佐町自治会連絡協議会 

 

 

 

 

⑺ 安芸区まちづくり懇談会 

池本 良教 広島国際学院大学情報文化学部 

稲垣 潤哉 ふなこしマチオコシ会議 

上 郁子 笑顔つながり隊 

金子 和泰 安芸区青少年健全育成連絡協議会 

金月 節男 安芸区連合町内会連絡協議会 

上垣内 啓治 安芸区身体障害者福祉協会 

倉増 治男 広島安芸商工会 

佐々木 隆之 安芸区公衆衛生推進協議会 

住本 照文 安芸区民生委員児童委員協議会 

中島 幸子 安芸区社会福祉協議会 

西井 康子 安芸区連合女性会 

西佐古 信夫 広島安芸交通安全運動推進隊 

畠山 一美 矢野町町内会連合会 

松田 康憲 阿戸町連合町内会 

森重 晶 安芸区ＰＴＡ連合会 

森本 博 学区体育団体安芸区連合会 

門前 賢四郎 安芸区自主防災会連合会 

 

⑻ 佐伯区まちづくり懇談会 

井唯 瑞彦 佐伯区老人クラブ連合会 

井戸 菫子 佐伯区女性団体連合会 

上圡井 讓 佐伯区身体障害者福祉協会 

木元 千鶴 湯来町農事研究会 

國澤 紀代子 湯来町観光協会・湯の山温泉商工同

業組合 

久保田  詳三  佐伯区社会福祉協議会 

鉄村 忠基 佐伯区公衆衛生推進協議会・佐伯区

防犯連合会 

橋本 英樹 佐伯区青少年健全育成協議会 

肥後井 昭 佐伯区民生委員児童委員協議会 

平田 圭子 広島工業大学環境学部 

古川 孝義 佐伯区町内会連合会 

増田 昭美 佐伯区自主防災会連合会 

益本 義信 佐伯区子ども会連合会 

光井 利成 五日市商工会湯来地区振興委員会 

六拾部 忠紀 佐伯区まちづくり百人委員会正副部

会長会議 

 

 

 


