
令和３年度 児童生徒健全育成表彰

　教育・文化、スポーツなどの分野で、他の模範となる活躍をした個人や団体を表彰する「児童健全

育成表彰」（市教育委員会主催）が行われ、美馬市内の小・中学生のうち書道や作文、陸上競技など

で優秀な成績をおさめた団体４組と個人２６名に賞状と記念品が贈られました。受賞者は次の皆さんです。

（順不同・敬称略）

岩倉中学校女子ソフトボール部

中村 那津希（３年）　大垣 舞乙（３年）

北　愛恋虹（３年）

宇山 なつみ（３年）　髙田 実沙希（３年）

松尾 美希（３年）　岡 　 瑞 希 （３年）

川人 寿羽（３年）　青山 美苑（２年）

池田 和華（２年）　髙田 さくら（１年）

美馬中学校女子ソフトボール部

団体の部

富永 未来（２年）　酒井 類飛（２年）

苛原 大智（２年）　中 川 　 隼 （２年）

岡 　泰 志 （２年）　髙田 拓海（２年）

山本 煌明（２年）　　坂 翔雅（２年）

宇山 和司（２年）　河野 佑平（２年）

宮田 桜二（２年）　藤 原 　 岳 （２年）

土井 陽人（２年）　杉山  航 大 （１年）

美馬本 真斗（１年）　都築 海吏（１年）

加 藤  優 和 （１年）　逢坂 　 練 （１年）

逢 坂  悠 星 （１年）　矢野 愛翔（１年）

美馬中学校サッカー部

東 　 優 花 （６年）　朝川 美流希（６年）

山下 琉奈（５年）　東 明香里（５年）

東 優香里（５年）　猪本 結梨（５年）

石川 叶音（５年）　朝川 永美琉（４年）

大前 歌祈理（４年）　大 内 　 樹 （３年）

村井 未空（３年）

穴吹レッドファイターズ

武田 浩二

藤村 孝志

大泉 勝嗣

藤田 英雄

岸 　 育 男

佐藤 里美

長江 三智子

前 田 　 仁

（消防本部 消防長）

（議会事務局 事務局長）

（教育委員会事務局 副教育長）

（吉野川環境整備組合 所長）

（保険福祉部 次長）

（保険健康課 課長）

（江原認定こども園 園長）

（用地課 課長）

山田 富久治

大垣 安代

下村 映子

中川 孝文

長 江 　 賢

猪尾 浩章

西岡 由起

相木 佑季

（会計課 課長）

（長寿・障がい福祉課 主幹）

（子どもすこやか課 主幹）

（秘書人事課 課長補佐）

（市民課 課長補佐）

（用地課 課長補佐）

（江原南共同調理場 主任調理員）

（美馬認定こども園 保育教諭）

退職者

消防長：根本 賢一　

次長兼消防署長：喜多 孝治　次長：金﨑  満男

消防本部

逢坂 一至　葛籠 寛人　緖方 潤　藤川 修平　髙田 英幸

金崎 柊人　續 敬介（新）　佐藤 弘都（新）

消防署（脇町字拝原）

総務課

金﨑 満男（課長）　 吉村 仁志 　田中 雄太 　逢坂 真人

職員の人事管理、消防団、消防施設の整備など

☎ 52-3061

消防署（脇町字拝原）

工藤 正人

佐 竹  真

眞 鍋  優   

予防課

大舘 直樹　 塩田 孝輔　 北岡 拓也

藤田 悠輔　 中山 将仁　 石川 祐人

知野 昌寿（課長）　 大谷 直哉　 三宅 純也 　佐藤 輝謙

消防用設備や危険物関係の検査・指導など

消防署（脇町字拝原）

警防課
火災の警戒・防ぎょ、地水利調査など

谷本 慎二　藤川 侑己　南後 尚幸　熊澤 大輔　田邊 慶太

喜多 孝治 ( 課長 )　 近藤 寛　 戸田 勇作　 片岡 孝樹

熊 井  誠 　 坂本 光希　武岡 拓海

副教育長（教育次長）: 園木 一昌

教育委員会事務局

新開 利恵　井手 和輝　藤村 孝志（再）　佐々木 彩　篠原 唯史

髙橋 深生

市役所南館３階

教育総務課

藤山 三樹（教育指導監）　 小倉 進（課長）　 片山 高広

教育計画、教職員の人事管理、学校給食など

☎ 52-8010

櫻間 光雄　藤田 英雄（再）　拝郷 哲也　中川 新（新）

市役所南館３階

地域学習推進課

藤田 慎二（課長）　増井 良和　西岡 健二郎　井口 ひろ

社会教育、文化財保護、スポーツ振興など

☎ 52-8011

丹羽 香菜　空山 里奈　竹岡 陽香

脇町大字猪尻字西ノ久保

脇町幼稚園

鉄野 美幸（園長）　田所 真理　石川 佳代子　福見 みのり

幼児教育

☎ 52-0086

木屋平字谷口

木屋平幼稚園

尾形 利江

幼児教育

☎ 68-3733

☎ 52-1539

穴吹町口山字初草

穴吹学校給食センター

伊藤 裕章（所長）　 須藤 ふみ子　 田岡 公裕　 大谷 貴宏

藤島 美代子（再）

学校給食の調理・運搬など

学校給食の調理・運搬など

脇町大字猪尻字西ノ久保

脇町共同調理場

小泉 七重　柿窪 恵美子　大村 香織

学校給食の調理・運搬など

脇町字拝原

江原南共同調理場

田邊 弘 　天田 比呂子　 金泉 尚子

学校給食の調理・運搬など

平岡 美都保　 藤本 美由紀

脇町岩倉

岩倉共同調理場

消防署（脇町字拝原）

救急救助課

田 邊  諒  長谷 昌典　畑中 昌典　柿原 克哉　中妻 秀仁

真鍋 克志　長谷 仁嗣　緒方 亮介　藤村 将嗣　榎丸 雅望

谷 和夫 ( 課長 )　 石川 英樹 　西村 正照　 奈良井 光宏

救急救助、救急救助資機材の整備など

消防署（脇町字拝原）

丸山 賢悟　國見 建太　中川 達朗　尾方 賢一　小 笠  真

北岡 和人

西川 猛司 ( 課長 )　 棚上 寿和 　松本 大輔 　藤林 良樹

通信指令課
消防・救助の通信および指令など

（　）内は、退職時職名

３月 31 日付けで次の皆さんが退職されました。（順不同・敬称略）
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美馬小学校

荒岡 佑依
（６年・作文）

髙田 泰快
（６年・陸上競技）

原田 紘太朗
（６年・作文）

中学生の部小学生
の部

江原中学校

國安 瑛太
（１年・陸上競技）

東　璃紗
（２年・ポスター）

三島中学校

大塚 しずく
（３年・作文）

美馬中学校

ハントレス莉織
（３年・陸上競技）

岡田 大地
（３年・陸上競技）

平岡 未羽
（３年・陸上競技）

岩倉中学校

小畠 凛香
（２年・陸上競技）

山﨑 葉月
（２年・陸上競技）

笠井 友斗
（２年・作文）

脇町中学校

寺岡 歩汰
（１年・詩）

住友 愛彩
（２年・詩）

藤岡 瑠奈
（２年・ポスター）

上田 一彪
（３年・水泳）

江原南小学校

美馬 滉輝
（３年・書道）

下久保 漱亮
（６年・柔道）

青井 一翔
（６年・書道）

美馬 大輝
（６年・書道）

三宅 圭汰
（５年・水泳）

脇町小学校

篠原 銀成
（３年・研究）

田上 太陽
（３年・ポスター）

平岡 秀貫
（５年・作文）

中本 侑志
（４年・作文）

中本 基壱
（６年・作文）

第 59 回四国中学校総合体育大会ソフト
ボール競技　女子優勝JOC ジュニアオリンピックカップ第 52 回 U16 陸上競技

大会 U16 女子ジャベリックスロー　第 1 位

美馬中学校３年　平岡 未羽さん

第 71 回“社会を明るくする運動”作文コンテスト日本
更生保護協会理事長賞 受賞

美馬中学校女子ソフトボール部

岩倉中学校女子ソフトボール部

（個人）
（団体）

同じ功績で次の方が受賞されています。令和３年度徳島県藍青賞の受賞

美馬小学校６年　原田 紘太朗さん
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　日本遺産の日に、「大切な人に、藍で愛を、
伝えよう。」をテーマに藍染の文化や伝統をPR
するイベントが開催されました。吉田家住宅の
玄関先に設置された笹飾りには、市内の認定
こども園・幼稚園に通う子どもたち作成の藍色
のハート短冊が飾り付けられ、感謝や愛のメッ
セージがしたためられた短冊を探す親子連れで
賑わいました。また、同住宅で開催された華道
展「うだつをいける」の来館者先着200名様に
は１日早いバレンタインデーの意味も込め、ハー
ト型の「藍色アイシングクッキー」と藍の種がプ
レゼントされ、受け取った方々の嬉しそうな笑
顔が溢れていました。

3
10

3
1

(株)グリラスと災害時応援協定を
締結

　株式会社グリラスと「災害時における食品等
の供給及び避難所の開設・運営に関する協
定」を締結しました。
　この協定は、災害時に市の要請に応じて、同
社の商品（食用コオロギ使用のカレーなど）を
供給いただくほか、事業所でもある芝坂地域活
動センターと美馬竜王の郷が避難所として開設
される場合に、その運営に協力いただくことに
ついて定めたものです。協定の締結にあわせて、
同社から備蓄食糧としてコオロギパウダー使用
の缶入りパン 300 缶が寄附されたほか、社員
の皆さんによるカレーの炊き出し演習も行われ
ました。

2
24

2
13

（一社）徳島県産業資源循環協会と
災害廃棄物処理に関する協定を締結

　一般社団法人徳島県産業資源循環協会と「災
害発生時における廃棄物処理等の実施に関する
協定」を締結しました。この協定により、災害
時および不測の事態において、災害廃棄物等の
処理を円滑に実施することができます。

(一社)日本石材産業協会と
災害時応援協定を締結

　一般社団法人日本石材産業協会および同協
会徳島県支部と「大規模災害発生時における応
急対策業務に関する協定」を締結しました。
　この協定は、大規模災害発生時に道路や学
校、避難所などに倒壊し復旧活動に支障を来す
墓石や石碑などの撤去・移設について協力いた
だくことを定めたもので、一日も早い復旧・復興
の実現につながるものと期待されます。

藍 Love Indigo Day
高齢者叙勲　瑞宝双光章

100歳おめでとうございます

　大西英男さんが、瑞宝双光章を受賞されました。おめでとうござい
ます。

主な経歴
　助教諭時代を経て、昭和 35 年三好郡東祖谷山村栃ノ瀬小学校に
新任教諭として赴任して以来、長きにわたり初等教育に携わる。郡里
小学校、重清西小学校、江原北小学校、江原南小学校、岩倉小学
校教頭、半平小学校校長を経て、大谷小学校校長を最後に退職。

喜びの声
　「高齢者叙勲の栄誉に浴し身に余る光栄に感謝いたしております。
家族をはじめ、教育委員会のご指導、行政の方々、児童保護者、地
域の皆様方のご協力のおかげであり、支えていただいた多くの方々に
感謝申し上げます。ありがとうございました。」

　令和４年３月に次の方が 100 歳を迎え、県と市から祝
い状等が贈られました。おめでとうございます。

石田　トシコさん    （大正 11 年３月 8 日生、春日）
大道　シゲ子さん（大正 11 年３月 17 日生、穴吹中央）
藤本　武夫さん　 （大正 11 年３月 25 日生、西ノ久保）

じんけん

多様
な性

につ
いて

考え
まし
ょう

大西 英男さん
（昭和 8 年 12 月 24 日生、

柴床南）

美馬市パートナーシップ宣誓制度が
2022年（令和4年）3月1日からスタートしました

パートナーシップ宣誓制度について
　婚姻関係とは異なり、法律上の効力（相続、税金の控除など）が生じるも
のではありません。一方または双方がセクシュアルマイノリティ（性的少数
者）であるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相
互に協力し合うことを約束した関係である旨の「宣誓書」を提出し、市が結
婚に準ずる関係として受領証等を交付するものです。

セクシュアルマイノリティとは
　「体の性」（戸籍上の性）と「こころの性」（自認する性）が異なる人、性的指向が同性（あるいは両性）に向
いている人などを、セクシュアルマイノリティ（性的少数者）と呼ぶことがあります。また、人間には性の要素の
組み合わせによって多様な性が存在し、誰もが多様な性の中のどこかへ入っています。

27 2022年 4 月号　広報みま

問 くらし・人権課  ☎   ５２－８００９  

み

ねん れい わ ねん がつ たちつい

ま し せん せい せい ど

せん せい せい ど

こん

しゃ

ご

こん じゅん

からだ せい

ひと

く あ た よう せい そん ざい だれ た よう せい なか はい

せい てきしょうすう しゃ よ にん げん せい よう そ

こ せきじょう せい せい じ にん せい こと ひと せい てき し こう どう せい せい むりょう

かん けい じゅりょうしょうなど こう ふ

きょうりょく あ やく そく かん けい むね せん せい しょ ていしゅつ し けっ

ふた り たが じん せい にちじょう せい かつ そう

いん かん けい こと ほう りつじょう こうりょく そう ぞく ぜい きん こう じょ しょう

いっ ぽう そう ほう せい てき しょうすう

26

地域レポート 地域レポート

2022年 4 月号　広報みま


