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委員

　2教育委員会の開催状況 （平成28年度）　　

区分 年月日 議案番号 議案名 結果

議案第２１号
真喜屋運動広場整備事業用地の取得
について

承認

議案第２２号 名護市教育支援委員の委嘱について 承認

議案第２３号
平成２８年度名護市一般会計（教育費
予算（補正第２号））の要求について

承認

議案第２４号 市指定文化財の名称変更について 承認

議案第２５号
教育委員会事務局職員の人事異動に
ついて

承認

議案第２６号
名護市博物館の設置及び管理に関する
条例施行規則の一部を改正する規則の
制定について

承認

議案第２７号
名護市立小学校及び中学校管理規則
の一部を改正する規則の制定について

承認

議案第２８号
学校長に対する事務の委任に関する規
程の一部を改正する規程の制定につい
て

承認

報告第４号
専決処分の報告について（文化財保存
調査委員の委嘱について）

承認

議案第２９号
平成２８年度名護市一般会計補正予算
（第３号）の要求について

承認

議案第３０号
真喜屋運動広場整備工事請負契約に
ついて

承認

議案第３１号
平成２９年度使用教科用図書の採択に
ついて

承認

議案第３２号
名護市立幼稚園保育料条例施行規則
の一部を改正する規則の制定について

承認

照屋　厚 2期：平成29年7月1日～

宮城　博 2期：平成28年2月1日～

大城　千代子 ２期：平成29年7月1日～

Ⅱ　教育委員会の活動状況

　1　教育委員会教育委員（平成29年11月１日現在）

氏名 任期

座間味　法子 ２期：平成28年2月1日～

274定例会 H28.6.28

275定例会 H28.8.30

名嘉　チエミ 1期：平成28年7月9日～

273定例会 H28.4.15

337臨時会 H28.5.23
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議案第３３号
名護市立幼稚園管理規則の一部を改
正する規則の制定について

承認

議案第３４号 市指定文化財の新規指定について 承認

議案第３５号
平成２９年度名護市立幼稚園における
休園・混合保育に関する考え方につい
て

承認

その他 平成２９年度名護市の教育について

その他
教育に関する事務の管理及び執行の状
況の点検及び評価の結果に関する報告
書（平成２７年度実績）について

その他 平成２９年度の組織改正について

その他
名護市立幼稚園における複数年教育・
保育の施行実施について

338臨時会 H28.9.6 議案第３６号
県費負担教職員人事異動（管理職）の
内申について

承認

276定例会 H28.10.6 議案第３７号 名護市社会教育委員の委嘱について 承認

339臨時会 H28.10.31 議案第３８号
（仮称）名護第二学校給食センターの建
設候補地及び調理能力について

承認

議案第３９号
平成２８年度名護市一般会計補正予算
（第５号）の要求について

承認

議案第４０号
名護市学校給食センター運営委員の委
嘱について

承認

議案第４１号
教育に関する事務の管理及び執行の状
況の点検及び評価の結果に関する報告
書（平成２７年度）について

承認

議案第４２号
平成２８年度名護市教育功労者の承認
について

承認

報告第５号
名護中学校校舎改築工事（その２）請負
契約の契約金額を変更する契約に係る
専決処分事項の報告について

承認

報告第６号
平成２８年度名護市学校給食センター
予算の報告について

議案第４３号
名護市立幼稚園管理規則の一部を改
正する規則の制定について

承認

報告第７号
平成２７年度名護市学校給食センター
決算の報告について

278定例会 H29.2.2 議案第１号
平成２９年度教育委員会重点施策の策
定について

承認

議案第２号
平成２９年度県費負担教職員定期人事
異動（管理職・一般）の内申について

承認

議案第３号
平成２９年度教育委員会人事異動方針
について

承認

275定例会 H28.8.30

340臨時会 H28.11.28

277定例会 H28.12.27

341臨時会 H29.2.21
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議案第４号
平成２９年度教育委員会組織編成方針
について

承認

報告第１号
専決処分の報告について（物品の購入
について（教育用実物投影機））

承認

議案第５号
平成２９年度名護市一般会計教育費予
算について

承認

議案第６号
平成２８年度名護市一般会計（教育費
予算（補正第７号））の要求について

承認

議案第７号
平成２９年度県費負担教職員定期人事
異動（新規採用・再任用）の内申につい
て

承認

議案第８号 平成２９年度４月定期人事異動について 承認

報告第２号
名護小学校校舎改築工事（その２）請負
契約の契約金額を変更する契約に係る
専決処分事項の報告について

承認

報告第３号
瀬喜田小学校校舎改築工事請負契約
の契約金額を変更する契約に係る専決
処分事項の報告について

承認

報告第４号
羽地中学校校舎改築工事請負契約の
契約金額を変更する契約に係る専決処
分事項の報告について

承認

議案第９号
名護市教育委員会の権限に属する事務
の委任に関する規則の一部を改正する
規則の制定について

承認

議案第１０号
名護市教育委員会事務局組織規則の
一部を改正する規則の制定について

承認

議案第１１号
名護市教育委員会事務決裁規程の一
部を改正する規程の制定について

承認

議案第１２号
名護市教育委員会文書取扱規程の一
部を改正する規程の制定について

承認

議案第１３号
名護市社会教育指導員設置等に関する
規則の一部を改正する規則の制定につ
いて

承認

議案第１４号
名護市立幼稚園管理規則の一部を改
正する規則の制定について

承認

議案第１５号
平成２９年度学校医、学校歯科医及び
学校薬剤師の委嘱について

承認

議案第１６号
名護市教育情報化推進計画の策定に
ついて

承認

議案第１７号
名護市スポーツ推進審議会委員の委嘱
について

承認

341臨時会 H29.2.21

342臨時会 H29.2.27

343臨時会 H29.3.28
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（平成28年度）　　

（平成28年度）　　

月　日

4月4日

4月6日

4月7日

4月8日

4月11日

5月17日 教育委員学校訪問（屋我地ひるぎ学園）

6月1日 教育委員学校訪問（真喜屋小）

6月3日 国頭地区市町村教育委員会協議会総会

　3　教育委員会教育委員の主な活動

月　日 活動内容

5月11日 教育委員学校訪問（緑風学園）

5月12日・13日 沖縄県市町村教育委員会連合会定期総会並びに研修会

7月13日 教育委員学校訪問（屋部小）

10月6日 第2回名護市教育行政点検評価に係る学識経験者懇話会

10月7日 第3回名護市教育行政点検評価に係る学識経験者懇話会

6月8日 教育委員学校訪問（羽地小）

6月30日 教育委員学校訪問（瀬喜田小）

7月6日 教育委員学校訪問（名護中）

　4　教育長の主な活動

活動内容

4月1日

教育委員会辞令交付式（新採用・出向者、内部異動職員）

市長部局辞令交付式

転入教職員辞令交付式・教育講演会

10月12日 平成28年度沖縄県市町村教育委員会研修会

11月11日 国頭地区市町村教育委員会協議会研修会及び情報交換会

2月13日 平成28年度市町村教育委員会委員・教育長研修会

屋我地ひるぎ学園入学式

平成28年度教育研究所研究員入所式

4月5日

学校給食センター臨時職員辞令交付式

春の交通安全運動出発式

【表敬】名護市交通安全母の会

平成28年度名桜大学入学式

屋我地ひるぎ学園出発式
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月　日

4月13日

4月14日

4月16日

4月17日

4月18日

4月19日

4月20日

4月23日

4月28日

5月7日

5月9日

活動内容

羽地中学校起工式

沖縄県教育委員会教育長等　訪問

4月15日
名護小学校起工式

第273回教育委員会定例会

タピック 屋我地ビーチ海開き

4月24日
【市長代理】安和区区民運動会

【市長代理】宮里区区民運動会

4月25日
NAGOURAマラソン報告会

屋我地小学校　訪問

名護市婦人会定期総会

家庭教育支援講演会

小・中学校長研修会

国頭教育事務所長　訪問

小・中学校教頭及び事務職員研修会

4月21日

第270回名護市議会臨時会

名護市育英会審査会

教員養成講座調整会議

国頭地区PTA連合会総会及び懇親会

第1回市町村教育委員会教育長連絡協議会及び懇親会

4月29日
屋我地支所落成式

屋我地ひるぎ学園開校式典

4月30日
羽地ダム鯉のぼり祭りオープニングセレモニー

大浦マングローブ林自然体験施設オープニングセレモニー及び祝賀会

4月26日
名護市更生保護女性会定期総会

幼稚園長・教頭・教諭研修会

4月27日
沖縄地区史跡整備市町村協議会監査

副市長退任辞令交付式及び退任式

第47回名護市ミニバスケットボール大会

平成28年度北部振興会第1回評議員会
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月　日

5月9日

5月12日

5月18日

5月23日

5月24日

5月28日

5月31日

5月11日

名護学院キッズライブラリー　訪問

教育委員学校　訪問【緑風学園】

名護市青少年育成協議会定期総会

沖縄県市町村教育委員会連合会定期総会並びに研修会　～13日（金）

5月13日
伊集祭り

新PTA会員歓迎会（屋我地ひるぎ学園）

活動内容

平成28年度北部振興会第1回総会及び北部地域の道路網の整備促進並びに離島架
橋の早期実現に向けた決起大会

5月10日
浦島氏・石川氏　来訪

うみのほし幼稚園 シスター田中・徳永先生　訪問

第68回全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会徳島大会　～21日
（土）

第337回教育委員会臨時会

第272回名護市議会臨時会

5月25日

評価システム校長面談[当初]

宮城弘氏　来訪（画集贈呈）

租税推進協議会総会

5月16日
第271回名護市議会臨時会

沖縄県中小企業家同友会北部支部第27回記念講演及び懇親会

5月17日

副市長辞令交付式及び就任式

教育委員学校訪問【屋我地ひるぎ学園】

名護市学力向上推進運営委員会

教頭会歓迎会・懇親会

第26回やんばる駅伝与論島大会　～29日（日）

5月30日
評価システム校長面談[当初]

新規採用職員との懇親会

評価システム校長面談[当初]

5月26日
評価システム校長面談[当初]

細水保宏氏　算数・数学講演会及び懇親会

5月27日
名護学院崎浜理事長　来訪

契約締結式（真喜屋運動広場）
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月　日

6月3日

6月4日

6月8日

6月11日

6月13日

6月15日

活動内容

6月1日

教育委員学校訪問【真喜屋幼・小学校】

大中郵便局長等　来訪

名護市剣道連盟会長 与那覇 正　氏　来訪

学校評議員委嘱状交付式・事例発表会

6月2日

評価システム校長面談[当初]

勝山区 真栄田先生　来訪

名護市学力向上推進運営委員会総会

平成28年度国頭地区市町村教育委員会協議会[幹事会・総会・情報交換会]

北部地区スポーツ推進委員実技研修会情報交換会

6月6日
名護市職員分限・懲戒審査委員会

沖縄県ロック協会　来訪（50周年記念誌贈呈）

6月7日

定例記者会見

名護市遺族会　来訪（資料DVD贈呈）

名護地区安全なまちづくり推進協議会総会

6月14日
第183回名護市議会定例会　一般質問

平成28年度名護市青少年育成協議会屋我地支部定期総会

第183回名護市議会定例会　一般質問

6月16日
海洋研究開発機構　来訪

第183回名護市議会定例会　一般質問

教育委員学校訪問【真喜屋幼・小学校】

6月9日
第183回名護市議会定例会　議案上程及び説明

臨時校長会

第22回高校生とともに考えるやんばるの沖縄戦

第183回名護市議会定例会　議案質疑

6月17日
第183回名護市議会定例会　一般質問

島袋里奈さん追悼名護市民集会

6月18日

教育講演会「ネット・スマホから子どもを守るために」

【市長代理】男女共同参画月間標語・写真表彰式

やんばる芸能の集い
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月　日

6月19日

6月20日

6月24日

6月26日

6月27日

6月28日

7月1日

7月3日

7月4日

活動内容

沖縄県子ども会育成連絡協議会平成28年度第16回通常総会

第183回名護市議会定例会　一般質問

6月21日
第183回名護市議会定例会　一般質問

平和祈願祭　久志・黎魂の塔

やんばるサイクリング

名護市育英会総会

山浩商事55周年記念事業報告

6月29日

池間 学　氏　来訪（在北部宮古郷友会）

東京書籍　来訪

名護ライオンズクラブ第55回新旧役員交代式及び新会員入会式

6月22日
教育長訓示

第183回名護市議会定例会　一般質問

平成28年度名護市民大会緊急代表者会議

6月25日

国際バカロレア初等教育課程認定校オキナワインターナショナルスクール公開
授業

『源河誌』発刊祝賀会

名護市PTAバレーボール大会

名護警察署　訪問

7月5日

台湾交流校長等　来訪

定例記者会見

名護市子ども夢基金寄附金贈呈式（国吉設計）

「なごの日」まちなか交流マルシェオープニングセレモニー

6月30日
教育委員学校訪問【瀬喜田幼・小】

教育研究所運営審議会

新城 光　氏　来訪

7月2日

第26回北部地区吹奏楽コンクール

あすなろグレース保育園落成式及び祝賀会

名護市婦人会講演会及び交流会

7月6日
教育委員学校訪問【名護中】

「青少年の深夜はいかい防止・未成年者飲酒防止・夏の交通安全運動・いじ
め・暴力根絶」市民大会
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月　日

7月8日

7月9日

7月10日

7月14日

7月15日

7月17日

7月20日

7月24日

7月26日

名護市文化財保存調査委員会委嘱状交付式

第10回日本語弁論大会

中央図書館特別おはなし会（新見南吉絵本・原画展）

7月11日
教育委員辞令交付式

名護市青少年の主張大会

活動内容

7月7日

名護税務署長　来訪

フレッシュミートがなは　来訪（かぼちゃ寄贈）

名護市管理職及びミドルリーダー研修会及び懇親会

国頭地区市町村教育委員会協議会臨時教育長部会

第1回沖縄県都市教育長協議会【名護市開催】

第27回屋我地サイクルロードレース大会

名護税務署長　来訪

7月21日
俳句授業見学【安和小】

第43回沖縄県中学校総合体育大会総合開会式

7月12日
名護市校長会　来訪

葉書「かもめ～る」贈呈式

7月13日
教育委員学校訪問【屋部幼・小】

小中学校理科クラブ等設置校担当者及び理科専科教諭等連絡会

中央図書館上映会（はなちゃんのみそ汁）

第2回小中校長研修会及び懇親会

7月27日
海外短期留学派遣者激励会

学校運営協議会設置推進検討懇話会委嘱状交付式及び第1回懇話会

7月29日

沖縄県生涯学習振興課等　来訪（CGG運動協力依頼・青少年健全育成意見
交換）

滝川児童交歓会歓迎レセプション及び食事会

7月22日
学校法人佐藤学園校長及び理事長　来訪

第1期ガチンコ市長塾（第1回及び懇親会）

7月23日

昆虫採集・同定標本づくり（名護青少年の家）

子ども食堂見学

講演会・シンポジウム《詩を書くということ・読むということ》
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月　日

7月31日

8月3日

8月4日

8月5日

8月9日

8月13日

8月14日

8月18日

8月25日

8月26日

8月30日

9月4日

9月6日

9月9日

沖縄県公立文教施設整備期成会理事会及び総会【理事会：市長代理】

定例記者会見

2016年歴史教育者協議会　第68回全国大会

8月6日
第39回沖縄県ミニバスケットボール夏季大会

愛楽園夏祭り

活動内容

夏祭り夜間街頭指導活動

8月1日
永年勤続職員表彰

名護市市制46周年記念懇親会

8月2日
海外短期留学派遣出発式

沖縄県適応指導教室連絡協議会　第1回適応指導教室担当者等研修会

「大西区子育て支援事業」開講式

夏休み子ども書道教室

ハワイ郡ヒロ2016ハーリーボートフェスティバル【市長代理】　～23日（火）
まで

名護市育英会入学準備金審査会

沖縄2020事前キャンプ等誘致推進委員会【市長代理】

8月27日
豊原区夏まつり【市長代理】

大西区夏まつり【市長代理】

嘉数悠子ロッキーチャレンジ賞受賞講演会

8月10日

第36回北部地区老人ゲートボール大会【市長代理】

瀬名波 榮吉　氏、上間 長德　氏　死亡叙勲伝達式

北部連合文化協会　平成28年度定期総会【市長代理】

8月12日

名護市経済講演会「広域地域連携による北部地域の活性化」（大西達也
氏）

第32回全国小学生陸上競技交流大会出場選手激励会

【市長表敬】琉球コラソン　来訪

第275回教育委員会定例会

9月3日
沖縄県ミニバスケットボール3on3大会

第27回名護市青年エイサー祭り

オリンピック東京大会聖火宿泊記念第52回久志駅伝大会

第338回教育委員会臨時会
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月　日

9月9日

9月16日

9月17日

9月19日

9月21日

9月23日

9月24日

9月25日

9月26日

9月27日

9月29日

10月1日

10月1日

活動内容

【市長代理】宮里区 豊年祭

9月10日
【市長代理】屋部区 八月踊り

【市長代理】山入端区 豊年祭

9月13日

定例記者会見

ハワイ郡副郡長　市長表敬

ハワイ郡副郡長歓迎夕食会

9月14日
第184回名護市議会定例会　議案質疑

名護市学推運営委員会

9月11日
【市長代理】第61回九州沖縄男子ボディビル・フィットネス選手権大会

【市長代理】安和区 敬老会

9月12日

第184回名護市議会定例会　議案説明

ガチンコ市長塾　第1期第3回

『名護・やんばるの沖縄戦』出版記念講演会

9月20日
第184回名護市議会定例会　一般質問

秋の交通安全運動出発式

第184回名護市議会定例会　一般質問

第184回名護市議会定例会　一般質問

平成28年度沖縄県中学校対抗団体戦卓球大会

9月15日
第184回名護市議会定例会　一般質問

秋田大学 阿部 昇　先生　懇親会

第184回名護市議会定例会　一般質問

ルアウパーティー

ガンジュウ城アカデミー開設披露

【市長代理】第35回羽地支部老人・婦人合同運動会

平成28年度第42期教育研究員成果報告会・修了式並びに第43期教育研究員入所
式

沖縄キリスト教学院大学　訪問

大城 博　氏　叙勲伝達式

第43回国頭地区陸上競技大会

うみのほし幼稚園第50回運動会
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月　日

10月1日

10月1日

10月8日

10月10日

10月11日

10月12日

活動内容

土地言葉シンポジウムin名護

第2回なりやまあやぐ大会

10月5日

教職員評価システム校長面談（中間）

真喜屋運動広場起工式並びに安全祈願祭

平成28年度北部農林高校定時制課程第58回前期卒業式

第32回やんばるの産業まつりオープニングセレモニー

10月9日

【市長代理】第37回名護支部老人・婦人運動会

池田 清彦　氏　講演会

屋我区豊年祭

城区奉納例際

10月6日

教育長講話：教育研究所

【市長代理】「ナンマムイネイチャーリゾート」内覧会

名護市行政点検・評価に係る学識経験者懇話会

第276回名護市教育委員会定例会

10月7日
名護市教育行政点検・評価に係る学識経験者懇話会

名護市友好都市歓迎交流会

ガチンコ市長塾1期第5回

平成28年度沖縄県市町村教育委員会研修会

10月13日
教職員評価システム校長面談（中間）

名護市立教育研究所運営審議会

10月14日

日本ハム応援ツアー出発式

教職員評価システム校長面談（中間）

名護学院キッズライブラリー感謝祭

10月17日
定期人事説明会（国頭教育事務所）

国頭地区教育長部会県外研修（愛媛県）　～19日

10月15日
【市長代理】為又区敬老会

【市長代理】第8回三原まつり

10月16日
名護市青少年育成協議会リーダー研修報告会

安和区ウシデーク
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月　日

10月20日

10月22日

10月25日

10月27日

10月29日

10月30日

活動内容

九州都市教育長協議会定期総会並びに研究大会（福岡県）　～21日

【市長代理】大中区敬老会

第3回小中校長研修会

10月26日

日本ハム日本シリーズ応援ツアー出発式

名護中学校サイエンスクラブ　来訪

社会教育委員委嘱状交付式

東京書籍　来訪

10月23日
【市長代理】第37回久志支部老人・婦人運動会

第41期子供の本の学校　第2講「日々の生活の中に落ちている絵本の種」

10月24日
ガチンコ市長塾2期第3回

SUP世界大会3位報告

10月31日

兵庫教育大学　日渡教授　来訪

第339回教育委員会臨時会

第1回総合教育会議

11月1日
第43回やんばる展オープニングセレモニー

学校人事ヒアリング

10月28日

程順則展オープニングセレモニー及び厨子贈呈式

名護市中学生海外短期留学派遣者同窓会結成式

世界の名護人大会

おとなのための読み語り

『まどう』試写会

11月6日

やがじ祭り2016

【市長代理】第11回「沖縄男声合唱団・いそべとし記念男声合唱団」合同演奏
会及び懇親会

東江小学校運動会

11月2日

学校人事ヒアリング

北部農林高校　訪問

小中教頭研修会

11月4日
平成28年度沖縄県教育関係職員表彰

名護ライオンズクラブ結成55周年記念の会
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月　日

11月7日

11月8日

11月9日

11月10日

11月11日

11月13日

11月14日

11月16日

11月20日

11月24日

11月25日

11月27日

11月30日

11月30日

活動内容

学校人事ヒアリング

第28回ツール・ド・おきなわ2016閉会式・表彰式・ふれあいパーティー

第29回名護・やんばるツーデーマーチ実行委員会

11月15日

沖縄看護大学大学院保健看護学研究科　新城 正紀　教授　来訪

仲松 源光　氏　死亡叙位伝達式

国語教育研究会会長・副会長　来訪

学校人事ヒアリング

学校人事ヒアリング

沖縄県民大会名護市選手団団結式及び交流会

平成28年度国頭地区市町村教育委員会協議会研修会及び情報交換会

11月12日
ツール・ド・おきなわ一輪車大会

第28回ツール・ド・おきなわ2016開会式

国際海洋環境情報センター開所15周年事業報告会・懇談会

第273回名護市議会臨時会

第34回国頭地区レクリエーション大会

11月28日

国頭地区市町村教育委員会協議会第2回教育長部会

第340回教育委員会臨時会

第2回総合教育会議

平成28年度市町村教育委員会研究協議会（第2ブロック）　～19日

文部科学省平成28年度総合的な教師力向上のための調査研究事業

11月21日
平成28年度沖縄県公共図書館連絡協議会研修会

国頭教育事務所：定期人事異動ヒアリング

11月22日

うみのほし幼稚園　感謝の訪問

租税教育推進協議会税コンクール表彰式

北部農林高校定時制課程開設60周年記念行事：記念式典・記念講演・祝賀会

11月29日
ガチンコ市長塾3期第3回

ガチンコ市長塾2期第5回

第1回名護市教育情報化推進委員会

沖縄県教育委員会　来訪
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月　日

11月30日

12月1日

12月2日

12月3日

12月6日

12月7日

12月11日

12月12日

12月13日

12月16日

12月18日

12月20日

北部振興シンポジウム及び激励会

第185回名護市議会定例会　議案説明

第55回全国国語科教育研究大会

第48回国頭地区小学校音楽発表会

12月5日
第185回名護市議会定例会　議案質疑

名護中学校（科学の甲子園ジュニア大会結果報告）　市長表敬訪問

活動内容

第29回名護・やんばるツーデーマーチ

第185回名護市議会定例会　一般質問

第185回名護市議会定例会　一般質問

12月14日

名護ひかり学童クラブ　来訪

第14回國學院大學北海道短期大学部作文・創作文芸コンテスト表彰式

名護市商工会女性部第40回チャリティーふれあいパーティー

第185回名護市議会定例会　一般質問

第185回名護市議会定例会　一般質問

12月8日
ジャパンビバレッジエコロジー　来訪

第185回名護市議会定例会　一般質問

12月10日
第29回名護・やんばるツーデーマーチ

宮里 博輝　先生　「秋の叙勲受賞」を祝う会

CS導入等促進事業：保護者及び地域住民等対象講演会　屋我地ひるぎ学
園

12月19日

CS導入等促進事業招聘講師　立石克昭氏 来訪

校長会意見交換会

「年末・年始総合警戒」及び「交通安全運動」出発式

ガチンコ市長塾4期第1回

12月15日
学校給食センター職員　訓示

名護支部区長会忘年会

名護市議会慰労会

12月17日

子どもの本研究会

第2回羽地子ども豊年祭

チャリティー名護市民劇第30回記念祝賀会
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月　日

12月22日

12月26日

12月27日

12月28日

1月6日

1月7日

1月8日

1月14日

1月15日

1月20日

1月21日

「名護市教育の日」協賛団体との意見交換会

第277回教育委員会定例会

市長・教育長訓示

平成29年
1月4日

市長・教育長訓示

安全祈願

新春の集い

活動内容

12月21日

宮城 浩　氏、宮城 照明　氏、山城 修　氏　高齢者叙勲伝達表彰式

名護市商工会「子ども夢基金」寄附金贈呈式

ガチンコ市長塾3期第5回

『のぞみの像』文化財指定書交付式

林洋子「宮沢賢治ひとり語り」クラムボンの会名護公演・懇親会

平成28年度名護市教育の日

1月17日
仲宗根 末廣・カヨ子、吉川安一先生　来庁

国・県出先機関の長及び関係団体等との北部市町村との新年会

1月18日
ぴよぴよおはなし会（中央図書館）

名護市市指定研究発表会

上原 仁吉　氏　来庁

平成29年消防出初式

平成29年名護市成人式

1月12日

定例記者会見

丸金交通運天氏　来庁

大城 進　氏　来庁

名護中学校卓球部　市長表敬訪問

北部農林高等学校：レスリング部全国高等学校総合体育大会20回出場表彰並び
に2016カデット選手権出場祝賀会

1月19日

山川 良勝　氏　来庁

屋我地ひるぎ学園開学記念　地域クラシックコンサート in 名護市

B＆G指定管理団体　来庁

第2回教育情報化推進委員会

名護市スポーツ推進委員新年会

- 17 - 



月　日

1月21日

1月26日

1月27日

1月27日

1月29日

1月30日

1月31日

2月2日

2月4日

2月8日

2月10日

活動内容

第58回NAGOハーフマラソン関係者歓迎会

1月22日
第58回NAGOハーフマラソン

第37回北部地区小中学生珠算競技大会

名護市学力向上推進運営委員会並びに臨時総会

沖縄県中小企業家同友会主催 新春講演（諸見里明氏）

名護市長主催懇親会（友好都市）

1月28日

なごサイエンスフェスタ2017

第55回名護さくら祭りオープニングセレモニー・パレード

名護市友好都市歓迎昼食会

第33回二見情話大会（審査委員）

第19回名護ジュニアオーケストラ定期公演

名桜大学シンポジウム

2月5日
第40回沖縄一周市郡対抗駅伝競走大会【市長代理】

第20回世界の家庭料理フェア―【市長代理】

2月6日
教職員評価システムに係る説明会

第2回市町村教育委員会教育長連絡協議会及び情報交換会

名護さくら祭り夜間街頭指導活動

北部地域基幹病院整備推進会議名護支部

北部副市町村長会との意見交換会

第278回教委育委員会定例会

2月3日

第16回沖縄県健康教育研究大会

平成28年度北部振興会第２回評議員会

琉球新報社短編小説賞授賞式

教職員評価システム校長面談（最終）

2月7日
北海道日本ハムファイターズ名護協力会　平成28年度第1回理事会

教職員評価システム校長面談（最終）

教職員評価システム校長面談（最終）

2月9日
教職員評価システム校長面談（最終）

JB環境ネットワーク会　沖縄シンポジウム
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月　日

2月13日

2月14日

2月18日

2月19日

2月21日

2月22日

2月24日

2月25日

2月26日

2月27日

3月1日

3月3日

3月4日

3月5日

活動内容

2月11日
第27回名護市文化祭オープニングセレモニー（テープカット）

国頭地区学力向上実践報告会

竹下 和男　氏　食育講演会

沖縄あこがれ先生プロジェクト

名護市子ども芸能まつり

2月20日

教職員内示（管理職）

ガチンコ市長塾４期第３回

屋我地ひるぎ学園教諭市長表敬

海外移住者子弟等研修生修了式及び激励会

星 弘道　講演会

2月15日
道徳教育研究発表会

第43回名護・滝川児童交歓会壮行会

2月17日

第275回名護市議会臨時議会

教職員内示（一般）

玉城 本生 氏 来訪

第35回北部地区吹奏楽祭 第27回北部地区小学校管楽器フェスティバル

第１９回名護市児童劇団定期公演

第342回教育委員会臨時会

大北小金管バンド部市長表敬

3月2日
第186回名護市議会定例会　市政方針・議案上程及び議案説明

第２回北部地域基幹病院整備推進会議名護支部

第341回教育委員会臨時会

安田 栄三　氏　来訪

2月23日
第３回情報化推進会議

教職員人事ヒアリング

北海道日本ハムファイターズ2017年キャンプ夕食会

定例記者会見

沖縄三育中学校卒業礼拝

第３回NAGOURAマラソン大会開会式
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月　日

3月5日

3月6日

3月7日

3月8日

3月9日

3月14日

3月26日

3月27日

3月28日

英語遊び表彰

第186回名護市議会定例会　一般質問

第186回名護市議会定例会　一般質問

3月10日

名護警察署長離任挨拶

第186回名護市議会定例会　一般質問

名護中ダンスアライブ全国大会出場報告市長表敬

ライオンズクラブ第18回姉妹クラブ児童交歓会歓迎夕食会

活動内容

第24回小学校交流駅伝競走大会

東村文化・スポーツ記念館落成式・祝賀会

3月13日
第186回名護市議会定例会　一般質問

第７代がじゅまる王子お披露目パーティー

第186回名護市議会定例会　一般質問

3月15日
第186回名護市議会定例会　一般質問（追加議案）

高安 美智子　氏　来訪

3月11日
屋我地ひるぎ学園卒業式

北部地区スポーツ推進委員協議会情報交換会

3月12日
第13回勝山シークヮーサー花香り祭

大西区第４回文化芸能祭

3月24日
第186回名護市議会定例会　議案審議

北部地域における基幹病院の整備を求める北部12市町村住民総決起大会

コーラスフェスタin名護・やんばる及びコーラスフェスタ懇親会

第43期教育研究員研究成果報告会及び修了式

第343回教育委員会臨時会

3月16日
大宮小学校　卒業式

第186回名護市議会定例会　議案質疑

3月17日
第186回名護市議会定例会　議案質疑

屋我地ひるぎ学園職員送別会

3月29日
渡具知室長　来訪

退職者激励会
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月　日

3月31日

平成28年度退職者辞令交付式（国頭教育事務所）

退職者辞令交付式（指導主事）

安和小学校教頭　来訪

写真集贈呈（市史編さん）

退職者辞令交付式

退職者離任式

活動内容

3月30日

辞令交付式（八幡平市派遣）

うみのほし幼稚園創立50周年記念感謝のミサ及び竣工式・祝賀会

ガチンコ市長塾第４期第５回
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