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村職員の給与等を公表します。
村では、適正な給与水準の維持と広く村民の理解を得るため、職員の給与などを次のとおり公表します。

(1) 人件費の状況（令和３年度普通会計決算）
村の人口

（R4.3.31 現在）
歳出額
Ａ 実質収支 人件費

Ｂ
人件費率
Ｂ／Ａ

（参　　　考）
令和２年度決算の人件費率

1,289 人 253,032 万円 7,619 万円 35,061 万円 13.9％ 13.8％
（注）　１　実質収支とは、歳入額－歳出額の形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた額のことです。
　　　２　人件費には、共済費、退職手当組合負担金、公務災害補償基金負担金などを含みます。

(2) 職員給与費の状況（令和３年度普通会計予算）
職員数
Ａ

給　　　与　　　費 一人当たり
給与費　B/A給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ

38 人 13,368 万円 1,499 万円 5,105 万円 19,972 万円 526 万円
（注）　１　職員手当には退職手当を含みません。
　　　２　職員数は、令和３年４月１日現在の人数です。

(3) 平均給料、平均給与及び平均年齢の状況（令和４年度普通会計予算）
区　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
一般行政職 292,404 円 314,468 円 44.8 歳
技能・労務職 204,465 円 207,340 円 53.8 歳

「給与」とは給料表で定められた給料に扶養手当、通勤手当などの諸手当を加えた支給額のことです。

(4) 初任給の状況（令和４年４月１日現在）

区　　　分 学歴
西目屋村 （参考）国家公務員

初任給（円） 採用２年経過
日給料月額（円） 初任給（円） 採用２年経過

日給料月額（円）

一般行政職
大学卒 171,700 188,700 182,200 195,500
高校卒 150,600 160,100 150,600 160,100

技能職 高校卒 147,900 157,400 ― ―
労務職 高校卒 143,800 152,700 143,800 ―

(5) 経験年数別・学歴別平均給料の状況（令和４年４月１日現在）
区　　　分 学歴 経験年数 10年以上 15 年未満 経験年数 15 年以上 20 年未満 経験年数 20 年以上 25 年未満

一般行政職
大学卒 241,600 円 292,400 円 　　　　　※円
高校卒 　―　　円 　―　　円 　　　　　※円

技能労務職 高校卒 　―　　円 　―　　円 　　　―　　円
（注）「※」は、対象者が２人以下のため公表できません。

(6) 一般行政職の級別職員数の状況（令和４年４月１日現在）

区　　分 標準的な職務（代表的職名） 職員数（人） 構成比（％）
参考（過去の構成比）

１年前（％） ５年前（％）
1級 主事、技師 8 25.8 25.8 13.2
2 級 主査、主事 2 6.4 6.5 15.8
3 級 係長、主査 7 22.6 32.3 28.9
4 級 課長補佐、主幹 6 19.4 12.9 15.8
5 級 課長、室長、局長、副参事 7 22.6 16.2 23.7
6 級 参事 1 3.2 6.5 2.6
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(7) 期末手当・勤勉手当（令和４年４月１日現在）
令和３年度

支給割合
西目屋村職員 （参考）国家公務員

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
６月期 1.225 月分 0.90 月分 1.275 月分 0.95 月分
12 月期 1.175 月分 0.90 月分 1.125 月分 0.95 月分

合計 2.400 月分 1.80 月分 2.400 月分 1.90 月分
（注）　算定基礎額には、職制上の段階や職務の級などによる加算措置があります。

(8) 退職手当（令和４年４月１日現在）
区分 自己都合退職 応募認定・定年退職

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分
勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分
勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分
最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

定年前早期退職特例措置 ― 2 ～ 45% 加算
(9) その他の手当（令和４年４月１日現在）

手　当　名 内容及び支給単価 国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

扶養手当
扶養親族のある職員に支給
　配偶者　　　　 6,500 円
配偶者以外　子　10,000 円　　父母など　6,500 円
子（満 16 歳～ 22 歳）　　加算 5,000 円

同じ

住居手当 借家・借間に居住する職員に支給
　借家・借間住居職員　　　最高 27,000 円 異なる

通勤手当

通勤距離が片道２ｋｍ以上である職員に支給
　交通機関などの利用者　　６箇月定期券などの価格により一括支給
　　　　　　　　　　　　　（支給額限度額：１箇月 55,000 円）
　自動車などの使用者　　　通勤距離に応じた月額を毎月支給
　　　　　　　　　　　　　（月額 2,000 円～ 22,300 円）

異なる
自動車等の使
用者の最高支

給額（国は
31,600 円）

寒冷地手当
寒冷地に在勤する職員に支給
支給期間　11 月～３月までの５ヶ月間
　世帯主　扶養親族有　月額 17,800 円　扶養親族無　月額 10,200 円
　その他の職員　月額 7,360 円

同じ

特殊勤務手当 コミュニティバスの運転に従事した職員に支給
　運転手手当　１時間につき 300 円

（10）特別職の報酬などの状況（令和４年４月１日現在）
区　　　分 給料月額等 期末手当　（令和３年度支給割合）

給
料

村　長
副村長
教育長

678,000 円
515,000 円
475,000 円

村　長
副村長
教育長

3.15 月分

報
酬

議　長
副議長
議　員

245,000 円
217,000 円
208,000 円

議　長
副議長
議　員

3.15 月分

（11）　職員数の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各年４月１日現在）
区分

部門
職　　　員　　　数 対前年

増減数 主な増減理由令和 3 年度 令和 4 年度

一
般
行
政
部
門

議会
総務企画
税務
民生
衛生
農林水産
商工
土木

1
13
1
2
3
3
5
3

1
13
1
2
2
5
2
4

0
0
0
0

△ 1
2

△ 3
1

職務の兼務による減
業務範囲の拡大による増
職務の兼務による減
業務内容の充実による増

小計 31 30 △ 1
特別行政

部門
教育 7 6 △ 1 業務の兼務による減

小計 7 6 △ 1

公営企業等
会計部門

水道 1 1 0
その他 5 4 △ 1 青森県後期高齢者医療広域連合派遣終了

小計 6 5 △ 1
合　　　計 44 41 △ 3
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■視察の目的
　西目屋村農業委員会では、農家の減少や高齢化などといった弱体化の脱却を考え令和４年 11 月 23 日から３泊 4
日で関西方面へ青果市場調査県産りんご農産物販売状況などの視察研修を行いました。
　視察先は、つがる弘前農協の取引先である大阪市中央卸売市場本場大果大阪青果株式会社で、県産りんご価格、
他県との比較や流通状況、セリの様子などを JA 全農青森県本部大阪事務所職員（業務管理棟 16 階建全国の全農
が事務所を置く・常駐青森県から派遣）から説明を受け市場での研修を行い、京都では、400 年の歴史のある京都
の台所として親しまれ観光客でも賑わう錦市場を視察しました。
■研修先の概要
　大阪市中央卸売市場は、大阪の食卓として歴史も古く、西日本の中核市場としての
最新の機能を完備しており、その広大さに驚かされました。そのなかで大果大阪青果
株式会社では、青果専門では全国各地から集められた野菜、果物が所狭しに並べられ、
セリにかけられていました。青森県産りんごは年間約 2万トンを扱っており、つがる
弘前農協でも最も多く、ふじが 1.3 万トン程の出荷量となっています。他県産のりんご
もセリにかけられていましたが、青森県産は品質も良く売れ行きがとても好調で、主
力は見た目の良い有袋りんごで高値でも需要があるということでした。
　京都錦市場は、老若男女、地元はもちろん観光客も多いようで、各店舗混雑していました。長さ390メートルのアー
ケードに約 130 件の店舗が軒を並べており京都ならではの食材、他では目にできない珍しいものもありその食文
化にふれ、伝統食材などを大切に守り引継ぐことの重要性を感じました。
■総括
　今回の視察を通して、青森県産りんごの需要の高さを再確認したとともに、農家の高
齢化によるベテラン農家の離農や担い手不足が深刻な西目屋村農業には、農業委員・農
地利用最適化推進委員が明確な目的意識を持ち、りんごを含めた農作物の生産流通、持
続活性化のための基盤強化、
先進農業に取り組んでいかな
ければと考えます。
　最後に、大変有意義な研修
ができたことを、関係各位の
皆さまに感謝申し上げ研修の
報告とさせていただきます。

西目屋村農業委員会　関西視察研修

　　　
　　

　１月 30 日、「子ども議会」が村議
場において開催され、西目屋小学校
５・６年生がこれまで総合的な学習の
時間「白神タイム」を通じて、学び考
えた「30 年後も住みやすい西目屋村
にするために」を中心に村の政策など
について質問を行い、村長、教育長及
び各課長が答弁しました。

【主な質問内容】
●総務課………総務課の具体的な仕事内容について。
●企画財政課…スクスクタウンに続く政策を考えているの

か。あるとしたら、どのようなものか。
●住民課………村の高齢者の実態と支援状況について。ま

た、今後の見通しについて。
●税務会計課…村ではどのような税金を村民から集めてい

るのか。
●産業課………白神山地が世界遺産に登録されてからの経

済効果と実態について。また、観光客が増
えることによる、環境への実態について。

●建設課………村の除雪に関してどのような施策が行われ
ているのか。

●森林バイオマス推進室…推進室ができた経緯と具体的な　　　
　　　　　　　　　　　　活動内容について。
●教育委員会…奨学金の現状について。また、今後も継続

して行われるものなのか。

子ども議会開催子ども議会開催
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交通災害共済は、全国どこで起きた交通事故でも、災害の程度に応じて見舞金などを支給する制度です。

●共済期間：令和５年４月１日～令和６年３月 31 日までの１年間
　　　　　　（４月１日以降に加入した場合は、加入した日時から令和６年３月 31 日まで）
●年 会 費：１人 350 円（４月１日以降に加入しても同額）
●申 込 先：総務課（役場２階）
●請求期間：事故にあった日から１年以内
●請求に必要な書類：自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書（被災者名が確認できるもの）
や医師の診断書などが必要です。（警察に届け出ない場合、交通事故証明書は発行されません。）事故
によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

交通事故にあったら必ず警察に届け出を！
●交通事故にあった場合、必ず警察署または最寄りの交番に届け出してください。
●同乗者や相手方のいない自損事故、自転車などの単独の転倒でも必ず届けましょう。
●届け出をし、交通事故と扱われた場合、交通事故証明書が発行されます。
●物件事故証明書の場合、同乗者の記載がありませんのでご注意ください。

支給の対象となる交通事故
自動車同士の事故、歩行中の自動車や自転車との接触事故、自転車走行中の転倒による自損事故など

支給の対象とならない交通事故
歩行中の転倒や作業中の事故、無免許運転や酒気帯び運転、自転車の２人乗りなどによる事故、地震・
強風などの天災が原因で発生した事故、車両の乗り降りのときに起きた事故など

募集種目 資格 受付期間 試験日
一般幹部候補生
（大卒程度試験）

・22歳以上26歳未満の者
・20歳以上22歳未満の者は大卒
（見込含）、修士課程修了者な
ど（見込含）は28歳未満の者

①４月14日（金）まで

②６月15日（木）まで

①４月22日（土）、23日（日）
（23日は海・空飛行要員のみ）

②６月24日（土）
一般幹部候補生
（院卒者試験）

20歳以上28歳未満の者
修士課程修了者など（見込含）

幹部候補生
（歯科・薬剤科試験）

専門の大学（見込含）
20 歳以上 30 歳未満の者
（薬剤科は 20 歳以上 28 歳未満
の者）

技術海上幹部
技術航空幹部

大卒以上の者で、応募資格に定
められた学部・専攻学科などを
卒業後、２年以上の業務経験の
ある者

５月 19 日（金）まで ６月 19 日（月）

技術海曹
技術空曹

20歳以上の者で国家免許資格取
得者など

６月 16 日（金）

一般曹候補生 18 歳以上 33 歳未満の者（32 歳
の者は、採用予定月の末日現在、
33 歳に達していない者）

５月９日（火）まで ５月 19 日（金）～ 28 日（日）
※いずれか 1日を指定されます

予備自衛官補
（一般）

18 歳以上 34 歳未満の者 ４月６日（木）まで ４月８日（土）～ 23 日（日）
※いずれか 1日を指定されます

予備自衛官補
（技能）

18歳以上で採用要綱に記載され
た国家資格を有する者

医科・歯科幹部 医師・歯科医師の免許取得者 ６月８日（木）まで ６月 23 日（金）
受験資格など細部につきましては、自衛隊弘前地域事務所へお問い合わせください。
問い合わせ先　自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所　☎ 27-3871

自 衛 官 募 集 案 内

１日１円で、ご家族に大きな安心を１日１円で、ご家族に大きな安心を
交通災害共済加入のご案内交通災害共済加入のご案内
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村
…………………………………………
から皆さんへの

　　　　　大
…………………………………………………
切なお知らせです。

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
………………………………………………………

１　保険料は納期限内に納めましょう
　保険料の納付にお困りの方は住民課住民係へご相談くだ
さい。災害により住宅などに著しく損害を受けたり、世帯
主の収入が著しく減少した場合など、保険料の減免が認め
られることがあります。保険料を滞納すると、通常より有
効期限が短い被保険者証が交付されることがあります。

２　新たに後期高齢者医療制度に加入された方の保険料の　
　　納め方について
　保険料は年金からの天引き（特別徴収）が原則ですが、
新たに後期高齢者医療制度に加入された方は年金からの天
引きが開始されるまで時間がかかるため、加入当初は納付
書で納めていただくことになります。
　口座振替を希望される場合は手続きが必要です。これま
で国民健康保険税（料）を口座振替で納めていた方も、改
めて手続きが必要です。

問　住民課住民係　☎ 85-2803

松くい虫被害及びナラ枯れ被害の予防について
………………………………………………………

　松くい虫被害は、マツノマダラカミキリという昆虫によって運
ばれるマツノザイセンチュウという小さな線虫がマツの木に侵
入することによってマツが枯れる伝染病で、県内では深浦町と
南部町で被害が確認されています。
　また、ナラ枯れ被害は、カシノナガキムシという昆虫が運ぶ
ナラ菌によってミズナラやカシワなどのナラ類が枯れる伝染病
で、県内では弘前市、西目屋村、五所川原市、つがる市、鰺ヶ
沢町、深浦町、中泊町の７市町村で被害が発生しています。
　これらの被害が、県内各地で発生するようになると、農林水
産業をはじめとする産業・経済のほか、本県が誇る自然景観
などに大きな影響を与えます。このため、以下の３点について
住民の皆さまのご協力をお願いします。

①マツノマダラカミキリとカシノナガキクイムシは、それぞれマ
ツとナラ類を伐採した際に発生する臭いに集まる習性がある
ため、これらの昆虫の活動期（6月～ 9月）には、マツと
ナラ類を伐採しないようにしましょう。
②マツ丸太やマツ苗木、ナラ丸太を被害地から持ち込むと、松
くい虫被害やナラ枯れ被害を呼び込む可能性があるため、
県内の未被害地のものを利用しましょう。
➂松くい虫被害やナラ枯れ被害を防ぐためには、葉が黄色に
変色したり、枯れたマツやナラ類を早い段階で取り除くこと
が大切です。自宅の庭木や街路樹、山林など、身の回りで
枯れている、または枯れかかっているマツやナラ類を見つけ
たら、役場森林バイオマス推進室、中南地域県民局林業振
興課、森林組合までお知らせください。

　大切な森林資源を次の世代へ引き継ぐため、ご協力をお願
いします。

【布ぞうり作り教室】参加者募集
………………………………………………………

　ご家庭にある使い古しのタオルや手ぬぐいを使って布ぞ
うりを作ってみませんか。

●と　　き　４月 22 日（土）９：30 ～ 15：00
●と こ ろ　弘前地区環境整備センター　プラザ棟　　
●講　　師　尾崎　行雄さん
●定　　員　中学生以上＝ 10 人
●参 加 料　無料
●持 ち 物　使い古しのタオル４枚（フェイスタオルの大

きさ・およそ 35cm× 80cm 色付きタオルが
望ましい）・裁ちばさみ・昼食・飲み物・作業
しやすく汚れても構わない服装でお越しくだ
さい。

●申込方法　往復はがきに教室名・住所・氏名・年齢・電
話番号（日中連絡のとれるもの）をご記入の
上、４月７日（金）必着にて、ご郵送ください。
※往復はがき１枚につき２人まで応募できま
す。応募多数の場合は抽選で決定し、４月 14
日（金）までに結果をお知らせします。詳細
はプラザ棟ホームページをご覧ください。

問い合わせ・申込先　
弘前地区環境整備センター　プラザ棟
（〒036-8314　弘前市大字町田字筒井６-２　☎36－3388、
受付時間は午前９時～午後４時）
※月曜日は休館日です。月曜日が祝日の
　場合は翌日が休館日です。

転出届はマイナポータルからも可能に！
………………………………………………………

　マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルか
らオンラインでも転出の届出が可能です。詳しくはデジタル
庁ホームページをご覧ください。
　なお、マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、
別途、転入先市区町村の窓口で転入届などの手続が必要で
す。

国家公務員採用試験のお知らせ
………………………………………………………

　人事院では、下記のとおり国家公務員採用試験を実施します。
試験名 申込受付期間 第１次試験

総合職
（ 院 卒 者・
大卒程度）

【インターネット】
３月 20 日（月）まで
（受信有効）

４月９日（日）

一般職
（大卒程度）

６月 11 日（日）

一般職
（高卒者）

【インターネット】
６月 19 日（月）９：00 ～
６月 28 日（水）まで
（受信有効）

９月３日（日）

　なお、申込方法や受験資格などの詳しい内容については、
人事院ホームページの「国家公務員試験採用NAVI」又は問
い合わせ先までご連絡ください。

問　人事院東北事務局　第二課　試験係
　　☎ 022-221-2022

〈広報にしめや・2023. ３月号〉
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86-2026弘前市黒土

油屋です！

あんしん あんぜん

㈱角弘白神サービス
ステーション

2023 年度　国家公務員「国税専門官採
用試験」（大学卒業程度）のお知らせ
………………………………………………………

　仙台国税局では、バイタリティーあふれる国税専門官を
募集しています。
　国税専門官は、国の財政を支える重要な仕事を担い、税
務署などにおいて、調査・徴収・検査や指導などを行う税
務のスペシャリストです。
　
●受験資格
１　平成５年４月２日～平成 14 年４月１日生まれの者
２　平成 14 年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの
　⑴　大学を卒業した者及び令和６年３月までに大学を卒　

業する見込みの者
　⑵　人事院が⑴に掲げる者と同等の資格があると認める者
●受験申込受付期間　３月１日～３月 20 日（月）まで
●受験申込方法　受験申込みはインターネット申込みとする。
　　　　　　　　国家公務員試験採用情報NAVI
　　　　　　　　（https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html）
●第１次試験日　６月４日（日）
●試験に関する問合せ先
　仙台国税局人事第二課試験研修係
　☎ 022-263-1111　内線 3236
　人事院東北事務局　☎ 022-221-2022

村民税・県民税、所得税の申告
（村で申告する場合）

………………………………………………………
●受付期間　２月 16 日～３月 15 日（水）※期限厳守
・各地区集会所および庁舎での受付日程は、２月上旬頃に
お知らせしたとおりです。（集会所などの受付時は、庁舎
の税務係職員が不在となりますのでご注意ください。）
●必要書類など
・マイナンバーカード、または本人確認書類など
・「医療費控除の明細書」などの必要書類（控除を受ける場合）　
・自営業などは仕入、売上、経費などそれぞれの内訳毎に
計算した帳簿など（その領収書・通帳・帳簿などはおも
に７年間保管する必要があります）。
●その他
・所得が 48 万円を超えた人は扶養できません。
・住宅借入金等特別控除の初回の手続きは、弘前税務署で
お願いします。

問　税務会計課　☎ 85-2805

のの
戸戸
窓窓
籍籍

令和５年１月届出分

R5.1月末現在　（　）は前月比

村の人口
男　性
女　性

591人（ 1）
679人（-3）

合　計 1270人（-2）
世帯数 548世帯（-2）

wwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwww

【特別番組】メモリアルグラデュエーション2023
～小学校卒業生のメッセージ～

………………………………………………………
西目屋村児童の卒業メッセージがラジオで紹介されます。
３月 13 日（月）～ 17 日（金）19：00 ～ 21：00

　弘前市のコミュニティラジオ局「ＦＭアップルウェーブ」
で、小学校を卒業する６年生児童ひとりひとりが、将来の
夢や小学校での思い出などを語る特別番組が放送されます。
　この番組に、西目屋小学校が参加し、卒業生や担任の先生、
校長先生からの贈る言葉と、校歌が紹介されます。希望に
みち溢れた子どもたちの声、そして懐かしの学び舎を思い
出させる校歌を聴いてください。

西目屋小学校は３月 17 日（金）放送です。

番組は３月 13 日（月）～ 17 日（金）までの５日間。19 時
から２時間の放送です。
未来に羽ばたく子どもたち
から元気がもらえる２時間
です。お楽しみに！

問　ＦＭアップルウェーブ　
　　☎ 38-0788

　「戸籍の窓」は原則として「本
籍が西目屋村にある方」を掲載し
ています。掲載を希望しない方ま
た当村に本籍がなくて掲載を希
望する方などがありましたら、必
ず広報係までお申し出ください。

労働委員会委員による労働相談会（３月～４月）
………………………………………………………

　個々の労働者と事業主との間に生じた労働問題（解雇・
賃金引き下げ・長時間労働・パワハラなど）について、青
森県労働委員会委員が相談に応じます。
１　開催日時及び場所

開催日 時間 場所
３月７日（火）13時 30 分～ 15 時 30 分 青森県労働委員会

（東奥日報新町ビ
ル 4階）

３月19日（日）10時 00 分～ 12 時 00 分
４月４日（火）13時 30 分～ 15 時 30 分
４月16日（日）10時 00 分～ 12 時 00 分
２　対象者　県内の労働者・事業主
３　対応者　青森県労働委員会委員
４　その他　・費用無料、秘密厳守 ・随時受付（予約優先）
　　　　　　・新型コロナウイルス感染拡大防止の対応
（相談時の検温の実施、連絡先の確認、マスクの着用・手指
のアルコール消毒などの対応をお願いします。）

問　青森県労働委員会事務局　☎ 017-734-9832

〈広報にしめや・2023. ３月号〉

▓おくやみ
三上　兼司（69）…大秋
桑田　スワ（89）…村市
西川　つる（95）…白沢

▓おしあわせに ▓おめでとう
美村　祥臣
（東京都） ♥

米澤　里紗
（川原平）

桑
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田
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　朔
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弥
や

（翼・彩有里）村市 男
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　２月 18 日、西目屋小学校体育館及び中央公民館において第 24 回スポーツフェスティバルが開催されました。小学校体育
館でサッカー、中央公民館ではヨガが行われ、約 40 名が参加しました。
　サッカーでは、３つのグループに分かれリーグ戦を行いました。リーグ戦終了
後には、ブランデュー弘前の選手と子ども達による、エキシビションマッチが行
われ、真剣な表情でボールを追いかけていました。閉会式では、各グループのＭ
ＶＰの表彰や抽選会もあり、大盛り上が
りでした。
　中央公民館で行われたヨガでは、約１
時間からだを動かした後、コーヒーなど
が振る舞われました。

第２４回スポーツフェスティバル第２４回スポーツフェスティバル

　巷でちょっとした話題となっている、ティラノサウルス
レース。２月 12 日に弘前市で開催されましたが、その

前日、西目屋村にも２頭のティラノサウルスが小学校のグラウンドに出現。グラウン
ドで暴れたあとは、道の駅まで散歩をし、自販機でジュースを買っていました。
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〈広報にしめや・2023. ３月号〉

　

　満 88 歳になられた村元サガさん（村市）に　満 88 歳になられた村元サガさん（村市）に
長寿祝金が手渡されました。これからもお体長寿祝金が手渡されました。これからもお体
を大切にして、長生きなさってください。を大切にして、長生きなさってください。

　

　２月９日、令和４年度「青森県体育功労者表彰」
などの受賞者が教育長に受賞報告を行いました。
　【青森県体育功労者】（敬称略）
　米澤　勝義

【青森県優秀選手賞】（敬称略）
佐藤　匠真（東目屋中１年）
山下　栞和（西目屋小４年）
佐藤　友香（白神カヌークラブ）
矢澤　一輝（西目屋村教育委員会）

【青森県スポーツ奨励賞】
西澤　航成（東目屋中３年）
山下　來心（東奥義塾高１年）
滝吉　琉泉（東目屋中２年）
戸澤　紗來（西目屋小４年）

長 寿 祝長 寿 祝 金金
青森県体育功労者表彰報告


