
赤十字奉仕団の
新しい役員に委嘱状を交付

文化の日に絵本のイベント

戦没者追悼式で平和を願う

(株 ) 石川酒造場が
各種受賞を記念して寄付

富士山五合目で記念撮影

　明るく住みよい社会づくりのために身近な奉仕活動

を行う西原町赤十字奉仕団に、新しい役員が就任しま

した。このたび役員に就任したのは、儀間信子委員長、

奥浜末子・城間和子副委員長の 3名です。

　10 月 27 日に行われた委嘱状の伝達式では、日本赤

十字社沖縄県支部の仲井眞弘多支部長名の委嘱状が、

上間明町長から新役員に手渡されました。儀間委員長

は「団員のみ

なさんと協力

して、奉仕の

精神で活動

していきた

い」と抱負を

語りました。

　町内の小中学校で活動する読み聞かせサークルの

ネットワーク組織「読みあいネットワーク喜楽星 7」が

主催するイベント、第 7回ブックフェスタ「喜楽星のた

まて箱」が、11月3日に西原町立図書館で開催されま

した。

　図書館のエントランスでは、読み聞かせやミニコン

サートが行われました。大型紙芝居や絵本の読み聞か

せでは、子どもたちが物語に耳を傾け、ミニコンサート

では、ピアノ、リコーダー、チェロのアンサンブルが奏

でる音色を楽しみました。

　また絵本のフリーマーケットや、折り紙コーナーな

どのイベント

も実施され、

来場者は文

化の日なら

ではのイベ

ントを満喫

しました。

戦没者に追悼の言葉をささげる玉城会長

　日露戦争から先

の大戦にかけて戦

争で犠牲になった

御霊の冥福と恒久

平和を願う「平成

26 年西原町戦没者

追悼式」が、10 月

31 日に西原の塔で

行われました。式には県内外から遺族会をはじめ、多く

の関係者が参列し、戦没者に祈りを捧げました。

　西原町遺族会の玉城弘昌会長は｢たくさんの尊い命

の犠牲のうえに、現在の平和が成り立っている。二度と

悲惨な戦争を繰り返さないことを誓い、これからも平

和な世の中が続くよう努力していく｣と追悼の言葉を

述べました。

　追悼式の後には、公共工事等で発見された遺骨や無

縁墓、身寄りがなく亡くなった方の遺骨などを一時的

に収容する、西原町納骨堂の慰霊祭が行われました。

　10月に東京都で開催された2014 年秋季全国酒類コン

クール ( 全日本国際酒類振興会主催 ) で、( 株 ) 石川酒造

場 ( 仲松政治代表取締役社長 ) が、リキュール部門で特

賞第 1 位を、泡盛部門で第 1 位を受賞しました。また、

11 月 4 日に那覇市で開催された 2014 年度泡盛鑑評会

では県知事賞・沖縄国税事務所長賞をダブル受賞しま

した。

　これらの受賞を記念し、同社から西原町人材育成会

( 上間明会長 ) と西原町社会福祉協議会 ( 新川善昭会長 )

に 10万円、西原町行政区自治会長会 (新田宗信会長 )、西

原町老人クラブ

連合会 ( 屋良朝

光会長 )、西原町

青年協議会 (屋嘉

部景介会長) に 5

万円の寄付金が

贈られました。
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臨時職員

嘱託員

建築技術業務

電算事務指導業務

学校給食費等滞納整理業務

学校給食調理業務

パート調理業務（午前中・年休代替）

学校事務管理嘱託員（町立小中学校）

幼稚園教諭業務 

パート幼稚園預かり保育業務

年休代替幼稚園業務

学習支援員

図書館業務(学校)

図書館業務

図書館業務（土日）

文化振興業務

文化財調査業務

陸上競技場管理及び東崎公園芝生管理業務

町民体育館トレーニングルーム業務

用務嘱託員（町民体育館）

用務嘱託員（中央公民館）

公民館事務管理嘱託員（中央公民館）

公用車運転業務（中央公民館）

学校施設の建築関係業務

学校（小・中・幼）のパソコン指導、機器の保守管理業務

学校給食費等の徴収、滞納整理に関する業務

学校給食の調理に関する業務

学校給食の調理に関する業務

学校の用務（湯茶・接待，印刷，掃除等）及び一部事務含む

幼稚園教諭業務

幼稚園預かり保育業務

幼稚園教諭業務・幼稚園預かり保育業務

児童生徒への学習支援及び教育活動支援

町立学校図書館司書業務

町立図書館司書業務

町立図書館司書業務（土日及び多忙期） 

文化振興業務  

文化財調査業務 

陸上競技場管理及び東崎公園芝生管理業務

トレーニングルームに関する業務

施設内外の清掃業務

施設内外の清掃業務  

公民館事務業務

公民館バスの運転業務 

【名簿登載期間】　履歴書受付後一年  

　
【資格要件等】

西原町に住所を有する者で高等学校卒業以上の学

歴を有する者（要運転免許） 

・建築技術業務については2級以上建築士免許保持

者

・幼稚園教諭については幼稚園教諭免許保持者

・幼稚園預かり保育業務については保育士の資格保

持者であれば可

・学習支援員(小学校）については小学校の教諭免許

保持者

・学習支援員（中学校）については中学校、高等学校

の教諭免許保持者（国語・数学・英語の免許優先）

・特別支援教育支援員については教諭免許保持者ま

たは特別支援員の経験者 

・司書業務については司書資格保持者

・陸上競技場管理及び東崎公園芝生管理業務につい

ては、3級以上芝草管理資格保持者

・公用車運転業務については、中型自動車第二種免

許または大型自動車第二種免許保持者

　
【受付及び提出書類】

9：00～17：15（昼休み、土日、祝日を除く）

自筆履歴書１通（写真を貼ったもの）と資格要件等

がある職種については、その資格等の写しを添付

して教育部教育総務課へ提出してください。 

※　その他詳細については、西原町教育員会

　　教育部教育総務課へお問い合わせください。

町立中学校にて外国語授業の補助を行う
助手業務(外国人)（8月は勤務なし）

特別支援教育支援員

外国語指導助手業務

小・中学校にて発達障がい等を持つ児童・生徒の
学習支援や安全面の指導（夏休み期間中勤務なし）

職　　種 業務内容  

職　　種 業務内容  

職　　種 業務内容

西原町嘱託員採用予定候補者名簿登載について西原町嘱託員採用予定候補者名簿登載について

加配保育士業務嘱託員

年休代替保育士業務嘱託員

診療報酬明細書点検事務嘱託員

国民健康保険税徴収嘱託員

管理栄養士業務嘱託員

野犬捕獲等業務嘱託員

保育業務

保育業務

診療報酬明細書の点検業務

特定健診等の保健指導業務か
母子保健関係保健師業務

国民健康保険税の徴収業務

特定健診・特定保健指導業務

野犬捕獲、ハブ捕獲、公害指導業務

職　　種 業務内容

電算事務指導嘱託員

普通税徴収嘱託員

児童館業務嘱託員

年休代替等児童館業務嘱託員

大型車両運転業務嘱託員

用地業務嘱託員

国民健康保険普通税徴収業務

児童館の管理運営業務

年休代替等児童館業務

町道等及び河川排水の維持管理補修業務

用地の登記事務等

保健師業務嘱託員

本庁、出先機関、町立小中学校において
機器等の保守（一次対応）操作指導、簡
単なＰＣやネットワーク機器等の設置

【採用期間】

平成 2７年４月１日～平成 2８年３月３１日（更新可能性あり）

【資　　格】

・西原町に住所を有する者で高等学校卒業以上の学歴を有する者

（要運転免許）

・保育士業務、年休代替保育士業務嘱託員については、県内に住所を

有する者で正規の保育士登録を済ませた者

・診療報酬明細書点検事務嘱託員については、医療事務資格を有す

る者

・保健師業務嘱託員、管理栄養士業務嘱託員については、県内に住所

を有する者で各々資格免許を有する者

・電算事務指導業務嘱託員については、ITパスポートまたは初級シ

ステムアドミニストレーター（ともに経済産業省）の資格を有する

者。もしくは、これと同等以上の能力を有すると認められる者

・普通税徴収嘱託員については、税に関する経験及び知識を有する者

・児童館業務嘱託員、年休代替等児童館業務嘱託員については、県

内に住所を有し、保育士資格・児童厚生員資格・幼稚園教員免許・

その他教員免許のいずれかを有する者で運転免許所持者

・大型車両運転業務嘱託員については、車両系建設機械（整地）運転

免許取得者かつ移動式クレーン運転士免許を有する者又は小型

移動式クレーン運転技能講習等を修了した者

・用地業務嘱託員については、宅地建物取引主任者資格を有する者

【受付時間】

9：00～17：15（昼休み、土日、祝日を除く）

【提出書類】

自筆履歴書１通（写真を貼ったもの）と資格要件等がある職種につ

いては、その資格等の写しを総務部総務課へ提出してください。

※その他詳細については、西原町役場総務部総務課へお問い合わせ

　ください。

【お問い合わせ】総務部総務課　職員係　☎ 945-5011

平成27年度

教育部教育総務課
教育総務係　☎945-3655

お問い
合わせ

【職種区分及び職務内容】

一般事務  　 　  一般的な事務処理業務

ものまねタレント　魅川憲一郎
イメージキャラクター

ものまねタレント　魅川憲一郎
イメージキャラクター


