
 

報道関係各位 発信年月日 令和４年２月１８日 
 

 
 

担当部課名 担当課長名 担当者職氏名 連絡先電話番号 

総務部総務課 課長 田尾 忠久 
課長補佐 

奥田 孝則 
（0836）82-1121 

件名 
【再修正】山陽小野田市表彰（一般表彰）及び山陽小野田市スポーツ及び芸

術文化奨励賞についてお知らせします 

内   容 

２月１７日（木）にお送りした標記件名の記者発表資料の修正について、受賞を

辞退された受賞者が辞退を撤回されましたので、再度修正した資料を送付いたしま

す。内容は、２月１４日（月）にお送りしたものに戻りました。 

度重なる修正となり、大変申し訳ありません。 

【再修正内容】 

１ 辞退を撤回された受賞者 

（１） 功労区分 自治功労 

（２） 功績概要 自治会長（１５年） 

（３） 氏  名 中村 正美（なかむら まさみ） 

２ 受賞者数 

【一般表彰の部】修正前 ４５名→ 修正後 ４４名→ 再修正後 ４５名 

  【スポーツ及び芸術文化奨励賞の部】９名（変更なし） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊以下、２月１７日送付内容＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

２月１４日（月）にお送りした標記件名の記者発表資料について、山陽小野田市

表彰（一般表彰）の受賞者１名が受賞を辞退されたため、修正した資料を送付致し

ます。 

【修正内容】 

１ 辞退された受賞者 

（１） 功労区分 自治功労 

（２） 功績概要 自治会長（１５年） 

（３） 氏  名 中村 正美（なかむら まさみ） 

２ 受賞者数 

【一般表彰の部】修正前 ４５名 → 修正後 ４４名 

  【スポーツ及び芸術文化奨励賞の部】９名（変更なし） 

 

記者発表資料 

 

 

 

 



 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊以下、２月１４日送付内容＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

令和３年度の山陽小野田市表彰について、別紙のとおり受賞者が決定したため、

下記のとおり表彰します。 

 新型コロナウイルス感染症対策のため、表彰式は執り行わず、市の関係部署の部

長等が各受賞者に直接表彰状等を持参する方法によることとしました。 

 つきましては、表彰状等を持参する場面の取材についてもお断りさせていただき

ます。詳細等のお問合せは市総務課までお願いします。 

 

記 

 

１ 表彰基準日  令和４年２月１９日（土） 

※各受賞者と日程調整をした上で表彰状等を持参するため、実際の持参日時には

ばらつきがあります。 

２ 内  容   

(1) 目 的  

【一般表彰の部】 

市の振興発展に功労顕著な方若しくは団体又は広く市民の模範となる方を表彰 

することを目的とする。 

 【スポーツ及び芸術文化奨励賞の部】 

  スポーツ及び芸術文化の分野において、優秀な成績を収めた方を表彰し、本市 

のスポーツ及び芸術文化の育成と発展に寄与することを目的とする。 

(2) 表 彰  表彰状及び記念品の授与 

(3) 受賞者 【一般表彰の部】４５名 

        【スポーツ及び芸術文化奨励賞の部】９名 

３ 添付資料  別紙のとおり 

４ 公表時期    公表は２月１９日以降でお願いします。 

 

FAX発信者：山陽小野田市企画部シティセールス課  

電話（0836）82-1148 FAX（0836）83-9336 



山陽小野田市表彰（一般表彰）　　受賞者一覧表
別紙１

（敬称略）

№ 功労区分 功績概要 氏　　名 ﾌﾘｶﾞﾅ

1 河﨑　平男 カワサキ　ヒラオ

2 髙松　秀樹 タカマツ　ヒデキ

3 中村　博行 ナカムラ　ヒロユキ

4 松尾　数則 マツオ　カズノリ

5 矢田　松夫 ヤタ　マツオ

6 磯部　吉秀 イソベ　ヨシヒデ

7 大森　弘文 オオモリ　ヒロフミ

8 斎藤　勝久 サイトウ　カツヒサ

9 中村　正美 ナカムラ　マサミ

10 中村　三成 ナカムラ　ミツナリ

11 平野　唯男 ヒラノ　タダオ

12 宮川　力雄 ミヤカワ　リキオ

13 守田　徹 モリタ　トオル

14 山田　伸幸 ヤマダ　ノブユキ

15 選挙管理委員会の委員(12年) 山本　眞理子 ヤマモト　マリコ

16 井上　和宏 イノウエ　カズヒロ

17 今原　竜男 イマハラ　タツオ

18 長田　英樹 オサダ　ヒデキ

19 河村　泰弘 カワムラ　ヤスヒロ

20 村上　浩樹 ムラカミ　ヒロキ

21 山髙　正義 ヤマタカ　マサヨシ

22 楳﨑　八由美 ウメザキ　ヤユミ

23 中村　久子 ナカムラ　ヒサコ

24 人権擁護委員(9年) 秋本　和美 アキモト　カズミ

25 保護司（15年） 西村　礼子 ニシムラ　レイコ

26 大井　淳一朗 オオイ　ジュンイチロウ

27 岡田　千鶴子 オカダ　チヅコ

28 兼石　満枝 カネイシ　ミチエ

29 野 　浩一 ノハラ　コウイチ

30 母子保健推進員（15年) 伊東　由紀子 イトウ　ユキコ

31 大田　範治 オオタ　ノリハル

32 屬　千賀子 サカン　チカコ

33 澤重　知行 サワシゲ　トモユキ

34 俵　一成 タワラ　カズナリ

35 増本　貴志 マスモト　タカシ

36 渡邉　希洋宏 ワタナベ　キヨヒロ

37 梅本　逸郎 ウメモト　イツロウ

38 河東　繁太郎 カワトウ　シゲタロウ

39 神田　眞一 カンダ　シンイチ

40 島津　博行 シマズ　ヒロユキ

41 嶋田　栄作 シマタ　エイサク

42 中務　敏文 ナカツカ　トシフミ

43 藤田　比呂史 フジタ　ヒロシ

44 中尾　信博 ナカオ　ノブヒロ

45 山本　寬 ヤマモト　ヒロシ

体育功労
体育の分野における指導従事

者(10年)

産業功労 商工会議所議員（20年）

交通安全功労 交通安全指導員（15年）

社会功労

福祉員（15年）

民生委員・児童委員(15年)

自治功労

市議会議員(12年)

自治会長（15年）

消防団員（25年）



山陽小野田市スポーツ及び芸術文化奨励賞　　受賞者一覧表
別紙２

スポーツ奨励賞

（敬称略）

主な成績 開催年月日 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

第６５回全日本ボディビルディング選手権大会
メンズボディビル　オーバー７０　　準優勝

令和３年１０月１７日 矢田部　立身 ﾔﾀﾍﾞ　ﾀﾂﾐ

芸術文化奨励賞

（敬称略）

主な成績 開催年月日 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

第９回全国競技かるた山口大会　Ｅ級
準優勝

令和３年１２月２５日 穐本　京香 ｱｷﾓﾄ　ｷｮｳｶ

小倉百人一首かるた第４３回全国高等学校選手権大会　Ｅ５級
優勝

令和３年７月２５日 末冨　優佳利 ｽｴﾄﾐ　ﾕｶﾘ

第９回全国競技かるた山口大会　Ｅ級
優勝

令和３年１２月２５日 杉　苺香 ｽｷﾞ　ﾏｲｶ

第１１回全国競技かるた岡山大会　Ａ級
優勝

令和３年１１月２７日 田中　雅貴 ﾀﾅｶ　ﾏｻｷ

第９回全国競技かるた山口大会　Ｅ級
準優勝

令和３年１２月２５日 中重　璃音 ﾅｶｼｹﾞ　ﾘｵﾝ

第１１回全国競技かるた岡山大会　Ｃ級
２位

令和３年１１月２７日～
令和３年１１月２８日 西川　悠 ﾆｼｶﾜ　ﾊﾙｶ

第１１回全国競技かるた岡山大会　Ｄ級
優勝

令和３年１１月２７日 藤野　杏美 ﾌｼﾞﾉ　ｱﾐ

第２７回全国高校生クリエイティヴコンテスト　クリエイティ
ヴ賞（２位）

令和３年１２月２３日 山本　陽菜 ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾅ



報道関係の皆様へ 

 

 山陽小野田市表彰は、「山陽小野田市表彰条例」に基づき、地方自治に関し永

年貢献された方々、あるいは福祉、教育、産業その他の分野において本市の振

興発展に永年尽力された方々を表彰するものです。 

被表彰者の決定に当たっては、公益を代表する者１０名で構成する「山陽小

野田市表彰審査委員会」（会長 山陽小野田市自治会連合会筆頭副会長 平中政

明氏）に選考をお願いしましたところ、別紙１のとおり自治功労２１名、社会

功労９名、体育功労６名、産業功労７名、交通安全功労２名の計４５名の方々

を表彰することとなりました。 

また、山陽小野田市スポーツ及び芸術文化奨励賞は、本市のスポーツ及び芸

術文化の育成と発展に寄与することを目的とした表彰制度です。 

 被表彰者の決定に当たっては、公益を代表する者５名で構成する「山陽小野

田市スポーツ及び芸術文化奨励賞審査委員会」（会長 山陽小野田市体育協会会

長 平中政明氏）に選考をお願いしましたところ、別紙２のとおりスポーツ奨

励賞 1 名、芸術文化奨励賞８名の計９名の方々を表彰することになりました。 

なお、スポーツ奨励賞の表彰対象は、中国大会以上で優勝し、又は準優勝し

た者又は団体、その他市長が特に認めた者又は団体、芸術文化奨励賞の表彰対

象は、中国大会以上で優勝し、準優勝し、又はこれらと同等の成績を収めた者

又は団体、その他市長が特に認めた者又は団体としております。 

ここに、その功績をたたえるとともに深甚なる敬意を表したいと存じます。 

 報道機関の方々におかれましては、何とぞこの栄ある表彰を広く市民の方々

に周知してくださいますようお願い申し上げます。 

 

  令和４年２月１９日 

 

                        総務部長 川地 諭 

 


