
２０２２年度（令和４年度） 

福山防災リーダー連絡協議会 

総会 議案書 
 

 

 

 

 

総 会 次 第 

  

 １ 開会 

 

 ２ あいさつ    福山防災リーダー連絡協議会 会長 

 

 ３ 来賓あいさつ  福山市 防災担当部長 

 

 ４ 議決事項 

     

議案第１号   ２０２１年度（令和３年度）事業報告について 

     

   議案第２号   ２０２２年度（令和４年度）事業計画（案）について 

 

   議案第３号   福山防災リーダー連絡協議会役員の改選について 

 

 ５ その他 

 

 ６ 閉会 

 

 

 

 

 

 

日時 ２０２２年（令和４年）５月２９日（日）１４：００～ 

会場 福山市役所 本庁舎３階 大会議室 

 

 



議案第１号 ２０２１年度（令和３年度）事業報告について 

 

月 日 事  業 

４月１１日 女性部会総会 

４月１５日 西部ブロック総会 

４月１７日 北部ブロック総会 

４月１８日 中央ブロック総会                    【書面会議】 

４月２３日 東部ブロック総会 

５月 ６日 神辺ブロック総会 

５月１５日 福山防災リーダー連絡協議会総会             【書面会議】 

５月２３日 

  ～ 

６月２０日 

福山防災リーダー連絡協議会ブロック別研修会         【中止】 

５月２７日 
福山市災害対応訓練（風水害） 

※ひろしま防災チャットボットを活用しての訓練参加 

６月１３日 中央ブロック研修会                     【中止】 

７月１８日 女性部会研修会 

８月 １日 女性部会研修会 

９月 ５日 中央ブロック研修会                     【中止】 

９月１２日 中央ブロック研修会                     【中止】 

１０月１７日 女性部会研修会 

１０月１９日 福山防災リーダー連絡協議会役員会 

１０月３０日 女性部会研修会 

１１月 

～２月 
東部ブロック防災研修会                   【中止】 

１１月 ５日 神辺ブロック研修会 

１１月２８日 
福山市総合防災訓練 

※ひろしま防災チャットボットを活用しての訓練参加 

１２月 ５日 福山防災リーダー地域役員部会総会 

１２月 ５日 中央ブロック研修会 



１２月１２日 女性部会研修会 

１２月１６日 北部ブロック研修会 

 １月 ９日 

 １月２３日 

 ２月 ６日 

福山防災大学～防災士養成講座～               【中止】 

 ３月 福山東部フェスタ２０２２                  【中止】 

３月１６日 北部ブロック総会 

 ３月２０日 女性部会役員会 

 

 

議案第２号 ２０２２年度（令和４年度）事業計画（案）について 

月 日 事  業 

４月１７日 女性部会総会 

４月２２日 神辺ブロック総会 

４月２９日 中央ブロック総会 

５月２０日 東部ブロック総会 

５月２２日 女性部会研修会 

５月２６日 西部ブロック総会 

５月２９日 福山防災リーダー連絡協議会総会 

６月１９日 中央ブロック研修会 

７月１７日 女性部会研修会 

６月～７月 西部ブロック会議及び研修会 

９月 東部ブロック研修会 

９月２５日 女性部会研修会 

１１月１１日 神辺ブロック研修会 

１１月２７日 福山市総合防災訓練 

１２月 中央ブロック研修会 

１２月 ４日 女性部会研修会 



 

 

 

議案第３号 福山防災リーダー連絡協議会役員の改選について 

 

２０２２年度 福山防災リーダー連絡協議会役員名簿（案）（任期２年） 

役員名 名前（学区） 備考 

会長 佐藤 千代子 （深津学区） 中央ブロック会長 

副会長 浅野 洋二  （駅家学区） 北部ブロック会長 

幹事 岩﨑 和紀  （引野学区） 東部ブロック会長 

幹事 髙橋 光晴  （東村学区） 西部ブロック会長 

幹事 清水 文雄  （水呑学区） 南部ブロック会長 

幹事 下江 利昭  （道上学区）               神辺ブロック会長 

 

 

（参考）２０２２年度 各ブロック連絡協議会 役員名簿 

ブロック名 名前（学区） 

中央 

会長   佐藤 千代子（深津学区） 

副会長  尾熊 良一 （西深津学区） 

幹事   高橋 正憲 （西学区）      橋本 克矢 （曙学区） 

藤井 浩介 （多治米学区）    檀上 敏子 （東学区） 

   浦上 武  （霞学区） 

北部 

会長   浅野 洋二 （駅家学区） 

副会長  松井 康弘 （駅家学区） 

幹事   堀田 光世 （宜山学区）    木村 繁夫 （福相学区） 

山本 京子 （網引学区）    坂井 正文 （網引学区） 

三島 誠治 （加茂学区） 

東部 

会長   岩﨑 和紀 （引野学区） 

副会長  秋田 省次 （伊勢丘学区） 

幹事   山本 弘  （坪生学区）    藤井 雅子（大津野学区） 

     坂本 始  （日吉台学区）   木下 共子 （旭丘学区） 

     三谷 俊夫 （御幸学区） 

顧問   三好 寛治 （福山市自治会連合会） 

西部 

会長   髙橋 光晴 （東村学区） 

副会長  小林 修藏 （神村学区） 

幹事   髙橋 浩一 （神村学区）    柿本 千春 （松永学区） 

顧問   牧平 健児 （今津学区） 

南部 

会長   清水 文雄 （水呑学区） 

副会長  本原 眞二 （明王台学区） 

幹事   近藤 秀隆 （瀬戸学区）    小森 弘敏 （水呑学区） 

２月 女性部会役員会 

３月 福山東部フェスタ２０２３（東部市民センター） 



神辺 

会長   下江 利昭 （道上学区） 

副会長  森島 繁樹 （中条学区） 

幹事   中山 勝弘 （神辺学区）    佐藤 功二 （神辺学区） 

高林 光男 （御野学区）    坂本 達治 （竹尋学区） 

上川内 いつ子（湯田学区）   川相 星明 （湯田学区） 

和田 昭弘 （道上学区） 

 


