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【お問い合わせ】　福祉部こども福祉課　社会福祉係　☎945-5311

　日本赤十字社は、人道・博愛の理念をもとに世界189か国の赤十字社と

連携し、災害や紛争等により飢餓、貧困・病気等に苦しむ人々を国際的に救護するとともに、国内においても各

種災害救護や輸血用血液の供給、医療の提供、青少年の健全育成などの事業を実施しています。

　近年、毎年のように異常気象による自然災害が多発するなか、昨年、沖縄地方では台風8号に特別警報が発令

されケガ人が相次ぎ、また最大60万人への避難勧告が出されるなど、多くの被害が発生しました。国内におい

ては、広島県大雨災害や御嶽山噴火災害、長野県地震災害等、これまで経験したことのない災害に見舞われま

した。国外では、西アフリカでエボラ出血熱の感染拡大や南アジア洪水災害など、世界各地において未曾有の

被害となりました。日本赤十字社は、医療救護班の派遣や救援物資の支給など、被災地のニーズに応えた活動

を展開するとともに世界の赤十字社と連携のもと、人道支援活動を推進しています。
　これらの赤十字活動は、赤十字の人道的事業に賛同される県民一人ひとりが赤十字社員として毎年協力い
ただく社資と寄付金を財源として行われています。
　5月は赤十字へのご理解とご協力をお願いし、ご支援していただく方を募集する月間です。
　赤十字に協力するということは、世界各地で救援を必要としている人々を支援することになります。自治会
役員や赤十字奉仕団員などのみなさまが、奉仕活動として各家庭や事業所を訪問して社員への
加入や寄付金をお願いしています。
　本年も町民のみなさまには、赤十字の人道的事業をご理解とご協力をお願い申し上げます。

平成26年度における実績は下記のとおりです。
温かいご支援に対し感謝申し上げます。ありがとうございました。

6名が正規職員として新規採用されました。よろしくお願いします。

配置部 職　名 前所属 備　考氏　名

（部長）2人

こ    ばし  がわ          けん   　　 じ

たま　な　　は　　　 みつ　　　ひこ

配置課 職　名 前所属 備　考氏　名

（課長）7人

教育部

建設部

教育部長

建設部長

総務課

上下水道課

昇　任

昇　任

小橋川　健　次

よ     な    みね                 つよし

総務課 総務課長 会計課與那嶺　　　剛
ご　　　　や　　　くに　　 ひろ

生活環境安全課 生活環境安全課長 町民生活課呉   屋   邦   広
また　 よし　　 むね　　 たか

上下水道課 上下水道課長 プロジェクト推進室又   吉   宗   孝
あら　　 かき　　　かず　　 のり

こども福祉課 こども福祉課長 福祉課新   垣   和   則
しま　 ぶくろ　　ゆう　　 いち

企画財政課 企画財政課主幹 企画財政課 昇　任島   袋   友   一
お          なが  　 しょういちろう

町民課 町民課長 生涯学習課 昇　任翁　長   　正一郎
ご　　　 や　　　      ま　 ゆ　み

会計課 会計課長 総務課 昇　任呉　屋   　真由美

配置課 職　名 前所属 備　考氏　名

（新規採用職員）6人

みや　　　ぎ　　　しょういち ろう

町民課 主事宮　城　正一朗
しま　　　ぶくろ　　たか　　　のり

生活環境安全課 主事島　袋　貴　範
なか       むら        くに        まつ

上下水道課 技師仲　村　国　松
みや       ひら        もと　      ひろ

都市整備課 技師宮　平　雅　広
こう         ち          はな         よ

教諭幸　地　英　代
きん      じょう       のぶ         え

教諭金　城　伸　江

職　名 （前）配置課 備　考氏　名

（教育指導主事）

ぎ　 し　とみ　　　きよ　　 ひろ

主幹 教育総務課 任期満了により退職宜志富　清　博
しん　　　ざと　　　よし　　　なり

主幹 教育総務課 就　任新　里　美　成

職　名 前所属 備　考氏　名

（退職者）4人

あら　　　かき　　　ひろ　　　こ

教育部長 教育部新　垣　洋　子
あら　　 かわ　　　よし　　 ひろ

建設部長 建設部新　川　善　裕
なか　　 むら　　　ふみ　　　え

副園長中　村　史　枝
あら　　 かき　　　　か　よ　こ

副園長新　垣　加代子 定年退職

定年退職

定年退職

定年退職

配置課 職　名 前所属 備　考氏　名

（係長等）18人 ※課名変更除く。

※課名変更除く。

みや　　　ぎ　　　　　　　 めぐみ

総務課 係長 福祉課宮　城　　　恵
なか　そ　ね　　　かず　　　ひこ

生活環境安全課 副主幹 町民生活課
（東部清掃組合）仲宗根　一　彦

と    け    し　　　　　　　 おさむ

税務課 係長 町民生活課渡慶次　　　修
たま  な    は                     　つかさ

生涯学習課 係長 生涯学習課
（西原町民体育館）玉那覇　　　司

たに く　 ぼ　　　 たつ　　　や 生涯学習課
（西原町民体育館） 係長 産業課

職務復帰

谷久保　達　弥
とみ        はら        ひで        とも

産業課 係長 プロジェクト推進室富　原　秀　朝
あら       かわ                     いさお

土木課 副主幹 都市整備課

土木課 係長 都市整備課

都市整備課 副主幹 土木課

都市整備課 副主幹 土木課

都市整備課 係長 プロジェクト推進室
教育総務課
（坂田幼稚園） 副園長

教育総務課
（西原東幼稚園）

企画財政課 係長 上下水道課 昇　任

生活環境安全課 係長 町民生活課 昇　任

健康推進課 係長 議会事務局 昇任
(監査事務局併任解除）

昇任(出向）

新　川　　　勲
こ     は   つ                      たかし

小波津　　　敬
おお       しろ        かず          ま

大　城　一　真

ほか         ま          たけ        かつ

外　間　武　克

みや        ひら                     あつし

宮　平　　　淳

おお         しろ         き   いち ろう

大　城　喜市郎

しろ         ま          ひろ         み

城　間　弘　美

ひ           が          とし        ゆき

比　嘉　敏　之
あわ　　　かわ　　　とも　　　こ

新　川　智　子

生活環境安全課 局長補佐 町民生活課
おお        しろ                    あきら

大　城　　　章
教育総務課

（西原東幼稚園） 副園長 昇　任教育総務課
（西原東幼稚園）

ひら　　　やす　　　み　き　こ

平　安　美樹子
教育総務課
（西原幼稚園） 副園長 昇　任教育総務課

（西原幼稚園）

た　　わ　 た　　　しょう　　　こ

多和田　祥　子

配置課 職　名 前所属 備　考氏　名

（職員）37人

なが        みね        ごう          た

総務課 主任主事 プロジェクト推進室長　嶺　剛　多
と　か　しき　　 ただ　　　 し

総務課 主任主事 税務課渡嘉敷　唯　史
ひ           が          はる         き

総務課 主事 福祉課比　嘉　春　樹
うえ　　　の　　　りょう　　　た

企画財政課 主任主事 総務課上　野　良　太
さき　　 やま　　 ま　　　　き

主任主事企画財政課 健康推進課崎　山　真　樹
いり  た   さと        こう          じ

生活環境安全課 主任主事 産業課入田里　幸　治
いと       かず        かず         よし

生活環境安全課 主事 産業課

町民課 主事 福祉課

会計課 主任主事 福祉課 出納員

議会事務局 主査 教育総務課 監査事務局併任

税務課 主事 介護支援課

主査 会計課税務課

こども福祉課 主任主事 企画財政課

こども福祉課 主事 教育総務課

こども福祉課 主任主事 上下水道課

糸　数　一　芳
ち　　　　な　　　いく　　　こ

知　名　郁　子
みや　　　ぎ　　　たか　　　え

宮　城　孝　江

うえ        はら        たか        のり

上　原　隆　雅

か         よう        なる          み

嘉　陽　成　美

うえ        はら                       こ

上　原　すが子

ご           や          あつ         こ

呉　屋　敦　子

あ         さと                       ゆい

安　里　　　唯
きん       じょう      ひろ          こ

金　城　裕　子

こども福祉課 主事 健康推進課
い           は          こう        いち

伊　波　剛　一

主事健康推進課 町民生活課
しん        ざと

新　里　みなみ

主事健康推進課 介護支援課
かね　　　し　　　じゅん　　　こ

兼　次　順　子

主事健康推進課 税務課
みや　　ひら　　　ま　　　　こ

宮　平　真　子

配置課 職　名 前所属 備　考氏　名
しま        ぶくろ        み           か

健康推進課 主任保健師 福祉課島　袋　三　華
ふ   く   むら          さ   や    こ

健康推進課 保健師 福祉課譜久村　沙耶子
おお        しろ        とし        かず

介護支援課 主任主事 税務課大　城　俊　和
あか       みね        いく          え

介護支援課 主任保健師 福祉課赤　嶺　郁　恵
よ　　な　みね　　　よし　　　や

主事教育総務課 税務課與那嶺　良　也
よ    な   は                       わたる

土木課 主任主事 企画財政課 与那覇　　　道
ひ　　　 が　　　かづ　　　　な

土木課 技師 都市整備課

土木課 技査 上下水道課

都市整備課 技査 プロジェクト推進室

上下水道課 主任主事 企画財政課

上下水道課 技査 土木課

技師 土木課上下水道課

産業課 主事 総務課

産業課 主任主事 土木課
教育総務課

（西原南幼稚園）
教育総務課
（坂田幼稚園）
教育総務課
（坂田幼稚園）

教諭

比　嘉　一　奈
あら　　　かわ　　　ゆう　　　じ

新　川　裕　司
なか　　　や　　　なお　　　と

中　谷　直　人

よ    な  しろ                     ひとし

與那城　　　均

き　　ゃ　ん　　　 さち　　　こ

喜屋武　幸　子

ご           や          たか        はる

呉　屋　孝　治

い          れい       たつ        めい

伊　禮　達　明

ち           な         さだ        ゆき

知　名　定　之
あら　　　かき　　　か　　　おり

新　垣　香　織
教育総務課

（西原南幼稚園）

こども福祉課
（坂田保育所）
教育総務課

（西原南幼稚園）

教育総務課
（坂田幼稚園）
教育総務課
（西原幼稚園）

こども福祉課
（坂田保育所）

教育総務課
（坂田幼稚園）

教育総務課
（西原東幼稚園）

教育総務課
（西原幼稚園）

教諭
うえ          ち           わ    か    こ

上　地　和香子

教諭
みや        ひら        ゆう         こ

宮　平　裕　子

主任保育士
ね         がわ        あさ          こ

根　川　朝　子

玉那覇　満　彦

西原町定期人事異動西原町定期人事異動教育委員の選任について

赤十字の活動にご支援を！

平成27年度
　平成27年4月1日に第1回教育委員会臨時会が開かれ、教育委員長に大濵進氏が再任されました。また前
泊加代子氏が教育委員に再任されました。

　この１年間、下記の体制で頑張っていきますのでよろしくお願いします。

おおはま すすむ まえ

どまり かよこ

役　職　名 氏　　名 任　　期

教 育 委 員 長 大　濵　　　進 平成24年4月1日～平成28年3月31日
おお　　　はま　　　　　　　　すすむ

教育委員長職務代理者 伊　波　　　直 平成25年4月1日～平成29年3月31日
い           は　　　　　 　　　すなお

教 育 委 員 金　城　功　恵 平成26年4月1日～平成30年3月31日
きん　　じょう　　かつ　　　　え

教 育 委 員 前　泊　加代子 平成27年4月1日～平成31年3月31日
まえ      どまり         か    よ   こ

教  育  長 小橋川　　　明 平成25年4月1日～平成29年3月31日
こ　ばし がわ　　　　　　　あきら

教育委員会について
　教育委員会は５人の委員をもって組織する合議制の執行機関です。教育委員は、人格が高潔で教育、学術及び

文化に関し識見を有するもののうちから、町長が議会の同意を得て任命します。委員の任期は４年です。教育委

員長は、委員の中から互選され、教育委員会会議を主宰し、教育委員会を代表します。

　教育長は、委員長を除く教育委員の中から、教育委員会によって任命されます。教育長は、教育委員会で決定

した事務、教育委員会から委任された事務を処理し、事務局の事務を統括し、所属職員を指揮監督します。

赤十字の活動にご支援を！

・西原町分区における社費および寄付金総額　2,850,466円(目標額達成率　92.90％)
日本赤十字社沖縄県支部西原町分区　分区長　上間　　明

【お問い合わせ】　教育部教育総務課　教育総務係　☎945-3655

5月は
「赤十字社員増強運動」

月間

おんたけさん


