
 

 

 

別表第１（第４条第２項関係） 

役 職 団  体  名 名  前 

顧問 福山城築城４００年事業推進企画委員会相談役 水野 勝之 

福山城築城４００年事業推進企画委員会相談役 阿部 正紘 

福山城築城４００年事業推進企画委員会相談役 木曽  功 

会長 福山市長 枝広 直幹 

副会長 福山市議会議長 小川 眞和 

福山商工会議所会頭 林  克士 

福山市自治会連合会会長 佐藤 賢一 

監事 福山市教育委員会教育長 三好 雅章 

広島銀行常務執行役員福山営業本部本部長 佐藤 弘規 

委員 福山城築城４００年事業推進企画委員会委員 大島 衣恵 

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員 小川 智弘 

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員 小林  實 

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員 佐藤 昭嗣 

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員 髙橋 邦宏 

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員 藤江 健介 

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員 三浦 正幸 

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員  宇田 貴美 

広島県環境県民局文化芸術課長  原田 英樹 

広島県立歴史博物館館長  佐藤 哲義 

公益財団法人 ふくやま芸術文化財団理事長 豊田 泰久 

福山文化連盟会長  藤間妃利美 

福山市文化財協会会長 鐘尾 光世 

福山明るいまちづくり協議会会長 廣田  要 

福山市ＰＴＡ連合会会長  藤井 裕久 

福山市子ども会育成協議会会長 笹木 秀雄 

広島経済同友会福山支部副支部長  小川 恭史 

西日本旅客鉄道株式会社岡山支社ふるさとおこし本部本部長 伊東  暁 

中国銀行福山支店支店長 能宗 宏行 

もみじ銀行福山支店常務執行役員支店長 大下  壱 

連合広島福山地域協議会議長 木村 英明 

福山市商店街振興組合連合会副理事長 河島 洋三 

一般社団法人 広島県観光連盟専務理事 岡村  清 

公益社団法人 福山観光コンベンション協会専務理事 寺岡千佳雄 

福山市立大学理事長兼学長 田丸 敏髙 

福山大学学長  大塚  豊 

福山平成大学学長 坪井  始 

36 人 

 



 

 

 

【部会】 

【福山城顕彰部会】 

団 体 名 等 名   前  

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員 三浦 正幸 部会長 

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員 佐藤 昭嗣 副部会長 

福山市経済環境局文化観光振興部長兼経済環境局 

文化観光振興部文化振興課文化財担当課長事務取扱 

岩本信一郎  

福山市建設局土木部長  児玉 信治    

福山市建設局福山駅周辺再生推進部長 池田 圭次  

建設局都市部長兼建設局福山駅周辺再生推進部参与  神田 量三  

福山市建設局建築部長 渡邉 桂司  

 

【歴史・文化部会】 

団 体 名 等 名   前  

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員 小林  實 部会長 

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員 大島 衣恵 副部会長 

広島県立歴史博物館学芸課長兼草戸千軒町遺跡研究所長 木村 信幸  

福山市文化財協会会長 鐘尾 光世  

公益財団法人ふくやま芸術文化財団事務局長  矢野 隆正  

公益財団法人ひろしま文化振興財団参与  津田 春奈  

福山城博物館友の会会長 檀上 幸久  

福山市立大学都市経営学部教授 八幡 浩二  

 

【地域部会】 

団 体 名 等 名   前  

福山市自治会連合会会長 佐藤 賢一 部会長 

福山市自治会連合会中央東ブロック長 大原  博 副部会長 

福山市自治会連合会中央西ブロック長 枝廣  稔  

福山市自治会連合会東部ブロック長 三好 寛治  

福山市自治会連合会西部ブロック長 横山 典好  

福山市自治会連合会西南ブロック長 大濵 憲司  

福山市自治会連合会南部ブロック長  宮澤  泉  

福山市自治会連合会北部ブロック長 河上 正次  

福山市自治会連合会神辺ブロック長 和田 秀俊  

 

 

 

 



 

 

 

【交流部会】 

団 体 名 等 名   前  

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員 小川 智弘 部会長 

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員  宇田 貴美 副部会長 

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員 髙橋 邦宏  

福山市商店街振興組合連合会副理事長 河島 洋三  

公益社団法人福山観光コンベンション協会事務局長 伊田 敬造  

沼隈内海商工会事務局長 篠原 裕之  

福山あしな商工会事務局長  脇安 秀明  

福山北商工会事務局長 荒川 雅和  

福山市立大学学友会会長  大村 晴音  

福山大学学友会会長 髙森 怜也  

福山平成大学学友会会長 斎木 玲於  

福山商工会議所青年部会長 籔田 健一  

株式会社築切家守舎 代表取締役 藤本 慎介  

株式会社 leuk 代表取締役 古賀 大輔  

株式会社 umika 代表取締役 谷田 恭平  

福山電業株式会社 代表取締役社長 島田 宗輔  

【市民企画部会】 

団 体 名 等 名   前  

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員 大島 衣恵 部会長 

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員  宇田 貴美 副部会長 

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員 三浦 正幸  

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員 佐藤 昭嗣  

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員 小林  實  

福山城築城４００年事業推進企画委員会委員 小川 智弘  

【募金委員会】 

団 体 名 等 名   前  

福山城築城４００年記念事業実行委員会顧問 水野 勝之 名誉委員長 

福山城築城４００年記念事業実行委員会顧問 阿部 正紘 名誉委員長 

福山城築城４００年記念事業実行委員会副会長 林  克士 委員長 

福山城築城４００年記念事業実行委員会副会長 佐藤 賢一 副委員長 

福山城築城４００年記念事業実行委員会監事 佐藤 弘規  

福山城築城４００年記念事業実行委員会委員  小川 恭史  

福山城築城４００年記念事業実行委員会委員 大島 衣恵  

福山城築城４００年記念事業実行委員会委員  宇田 貴美  

福山城築城４００年記念事業実行委員会委員 三浦 正幸  

 


