
Ⅱ　教育委員会の活動状況

　１　教育委員会教育委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２　教育委員会の開催状況　　　　　　　　　　　　　　　　（平成24年度）

H24.5.22 第314回臨時会

（２期：平成21年7月1日～）

２期：平成21年7月1日～

２期：平成24年7月9日～

委　員

座間味　法子

１期：平成24年2月1日～

（教育長） （１期：平成24年2月1日～）

委　員 宮城　博 １期：平成24年2月1日～

島袋　信子

太田　一郎

任　　期役　職

委員長

区　分 議案番号 議　　案　　名

委　員

結果

大嶺　眞順

２期：平成24年4月21日～

選挙第1号

名護市教育委員会委員長の選挙に

ついて

H24.4.19 第249回定例会

議案第26号

議案第27号

議案第28号

報告第2号

報告第3号

報告第4号

報告第5号

名護市立図書館管理運営規則の一

部を改正する規則の制定について

名護市スポーツ推進委員の委嘱に

ついて

名護市公民館運営審議会委員の委

嘱について

専決処分事項の報告について（名

護市スポーツ推進委員の委嘱につ

いて）

平成２２年度名護市学校給食セン

ター決算の報告について

専決処分事項の報告について（教

職員の服務規律違反行為に係る内

申について）

専決処分事項の報告について（教

職員の不適切な服務管理に係る対

応について）

年月日

氏　名

（委員）

委　員

平成２４年度名護市一般会計（教

育費予算（補正第１号））の要求

について

屋部小学校校舎改築工事（管理

棟）請負契約について

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

議案第29号 承認

承認議案第30号
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H24.5.22 第314回臨時会

報告第6号

報告第7号

名護市社会教育委員の委嘱につい

て

名護市学校給食センター運営委員

会への諮問について

承認

平成２４年度名護市学校給食セン

ター予算の報告について

専決処分事項の報告について（公

立学校教職員の辞職に関する内申

について）

承認

承認

議案第31号

議案第32号

承認

H24.6.26 第250回定例会

指定第1号

名護市教育委員会委員長職務代行

者の指定について

承認

承認

承認

承認

承認

承認

議案第35号

議案第36号

議案第37号

報告第8号

報告第9号

その他

名護市スポーツ推進委員に関する

規程の一部を改正する規程の制定

について

名護市中学生海外短期留学派遣事

業分担金徴収条例の制定について

平成２４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

専決処分事項の報告について（学

校医の委嘱について）

専決処分事項の報告について（名

護市文化財保存調査委員の委嘱に

ついて）

「名護市嘉陽層の褶曲」の国の天

然記念物指定に関する報告につい

て

名護市就学指導委員の委嘱につい

て

議案第33号 承認

承認

名護市スポーツ推進委員の委嘱に

ついて

議案第34号

H24.7.18 第315回臨時会

議案第38号

議案第39号

議案第40号

議案第41号

承認

承認

承認

承認

平成２４年度名護市一般会計（教

育費予算（補正第３号））の要求

について

真喜屋小学校屋内運動場新増改築

工事請負契約について

名護市中学生海外短期留学派遣事

業分担金徴収条例施行規則の制定

について

教育委員会事務局職員の人事異動

について
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H24.11.30 第318回臨時会

第251回定例会

H24.9.26 第317回臨時会 議案第47号

議案第48号

議案第49号

議案第50号

教育委員会事務局職員の人事異動

について

名護市子ども夢基金条例施行規則

の一部を改正する規則の制定につ

いて

議案第45号

議案第43号

議案第44号

議案第46号

報告第12号

その他

承認

承認

承認

承認

H24.8.8 第316回臨時会

議案第42号

報告第10号

報告第11号

承認

承認

承認

平成２４年度名護市一般会計（教

育費予算（補正第４号））の要求

について

専決処分事項の報告について（公

立学校教諭の懲戒免職に係る校長

の文書訓告について）

専決処分事項の報告について（平

成２４年度８月人事異動につい

て）

名護市立学校設置条例の一部を改

正する条例の制定について

平成２４年度名護市一般会計（教

育費予算（補正第５号））の要求

について

市指定文化財の新規指定について

平成２３年度名護市学校給食セン

ター決算の報告について

名護市教育委員会教育長に対する

事務の委任等に関する規則につい

て

承認

承認

H24.10.22 第252回定例会

報告第13号

その他

その他

承認

承認

承認

承認

名護市教育功労者表彰規則の一部

を改正する規則について

平成２４年度名護市教育功労者の

承認について

平成２４年度名護市一般会計（教

育費予算（補正第６号））の要求

について

名護市学校給食センター運営委員

会の答申について

全国学力テストの結果公表につい

て

二見以北の「認定こども園」につ

いて

H24.8.31

承認議案第51号

平成２４年度名護市一般会計（教

育費予算（補正第８号））の要求

について
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H24.11.30 第318回臨時会

H25.2.22 第254回定例会

その他

学校給食費値上答申後の取組状況

について

H25.2.7 第319回臨時会

議案第1号

その他

平成２５年度名護市教育委員会重

点施策について

安和小学校への中村秀雄・阪子氏

「二人句碑」建立について

平成２５年度教職員定期人事異動

（管理職・一般・新規採用）の内

申について

平成２４年度名護市一般会計（教

育費予算（補正第１１号）の要求

について

専決処分事項の報告について（平

成２４年度名護市一般会計（教育

費予算（補正第１０号）の要求に

ついて）

承認

議案第2号

議案第3号

報告第1号

承認

承認

承認

二見以北の「認定こども園」につ

いて

承認

承認

承認

議案第53号

議案第54号

議案第55号

その他

その他

名護市立小学校及び中学校の通学

区域に関する規則の一部を改正す

る規則の制定について

名護市学校給食センター管理規則

の一部を改正する規則の制定につ

いて

名護市立羽地幼稚園及び羽地小学

校余裕教室の有効活用について

二見以北の「認定こども園」につ

いて

屋我地小・中学校の今後の在り方

について

H24.12.18 第253回定例会

承認

承認

承認

承認

議案第52号

報告第14号

報告第15号

報告第16号

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２３年度）につ

いて

専決処分事項の報告について（台

風１６号・１７号の被害賠償につ

いて）

専決処分事項の報告について（公

立学校教職員（教諭）の辞職に関

する内申について）

専決処分事項の報告について（平

成２４年度名護市一般会計教育予

算補正第６号の要求について）
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H25.2.22 第254回定例会

H25.3.22 第321回臨時会

議案第9号

議案第10号

議案第11号

議案第12号

議案第13号

議案第14号

名護市認定就学者の認定に関する

規則の制定について

平成２５年度教育委員会組織編成

方針について

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

名護市教育委員会の権限に属する

事務の委任及び補助執行に関する

規則の一部を改正する規則の制定

について

名護市教育委員会臨時職員に関す

る規則の一部を改正する規則の制

定について

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

平成２５年度４月定期人事異動に

ついて

議案第5号

議案第6号

議案第7号

報告第4号

平成２５年度名護市一般会計教育

費予算について

平成２５年度教育委員会人事異動

方針について

平成２５年度４月幼稚園教諭定期

人事異動について

平成２５年度４月小学校及び中学

校市費職員定期人事異動について

専決処分事項の報告について（平

成２４年度名護市一般会計（教育

費予算（補正第１１号）の要求に

ついて）

安和小学校への中村秀雄・阪子氏

「二人句碑」建立について

承認

承認

承認

承認

その他

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

専決処分事項の報告について（屋

部小学校校舎改築工事（管理棟）

請負契約の契約金額を変更する契

約について）

議案第8号

専決処分事項の報告について（真

喜屋小学校屋内運動場新増改築請

負契約の契約金額を変更する契約

について）

報告第2号

報告第3号

H25.3.5 第320回臨時会

議案第4号

承認

承認
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　３　教育委員会教育委員の主な活動　　　　　　　　　　　　　　（平成24年度）

11月8日

平成24年度国頭地区市町村教育委員会連合会研修会・情報交

換会

9月20日 点検評価プレゼン（内部評価）、市長・教育委員懇談会

点検評価プレゼン（内部評価）9月21日

5月10日・11日 平成24年度沖縄県市町村教育委員会連合会研修会

教育委員計画訪問（久辺中学校）

教育委員計画訪問（大北小学校）

教育委員計画訪問（源河小学校）

5月29日

平成25年2月7日 平成24年度市町村教育委員会教育委員・教育長研修会

10月1日

7月10日

5月22日

教育委員計画訪問（名護小学校）

7月4日 教育委員計画訪問（東江小学校）

4月20日 平成24年度国頭地区市町村教育委員会連合会総会

5月9日 教育委員計画訪問（屋部中学校）

5月16日

教育委員計画訪問（緑風学園：久志中学校）

平成24年度沖縄県市町村教育委員研修会

年月日 活動内容

7月12日
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４　教育長の主な活動

（１）平成24年4月

4月12日

4月17日

4月18日

4月19日

4月21日

4月25日

4月26日

平成24年度国頭市町村教育長会総会・情報交換会

4月16日

4月13日

名護市栄養士会との話し合い

市内小中学校入学式

名護税務署長来訪（就任挨拶）

名護市子ども会育成連絡協議会定期総会

緑風学園 出発式(始業式）

源河小校長来訪

「学校家庭地域連携事業」エデュケーションカフェ

春の全国交通安全出発式

平成24年度家庭倫理講演会

教員採用候補者選考試験勉強会開始式

地域からの教育づくり懇話会

教育講演会（教職員）

4月1日

4月8日

4月3日

4月4日

4月5日

4月10日

転入教職員・初任者研修会（名護市の文化財について）

活動内容

4月9日

年月日

名護市婦人会定期総会

名護市サッカー協会総会

名護市育英会審査会

名護高校校長来訪

名護市学力推進運営委員会

Ｂ＆Ｇプール事業報告

4月2日

名護市小・中学校教頭研修会

4月27日

仲宗根脩真君世界大会出場記念激励会

人形劇団カジマヤ芸術選奨受賞祝賀会

4月28日

4月23日

4月29日

沖縄県市町村教育長協会・情報交換会

平成24年度新1年生の激励会・定期総会

名護市小・中学校長研修会、事務職員研修会

こども夢基金寄付

平成24年度女性ネットワーク協議会総会
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（２）平成24年5月

分限懲戒審査会

第64回全国都市教育長協議会定期総会・研究大会

「学校・家庭・地域連携事業」人材リスト作成研修会

評価システム当初面談②

大宮小学校50周年期成会役員来訪

第248回名護市臨時議会

年月日 活動内容

名護市PTA連合会定期総会

評価システム当初面談③5月28日

5月29日

5月30日

5月31日

5月1日 平成24年度名護市青少年育成協議会定期総会

5月6日 やんばる卓球選手権大会

5月9日 平成23年度沖縄地区史跡整備市町村協議会事務監査

5月12日 第39回名護市ミニバスケットボール大会

5月14日 沖縄名護ジュニアコーラス役員来訪

黒島直太先生叙勲受賞式

羽地小学校給食試食会

復帰４０周年記念イベント

名護市学力向上推進協議会総会・部会

5月15日

平成24年度名護市青年ネットワーク連合会定期総会

5月18日

5月19日

5月21日

5月22日

5月23日

5月24日

5月25日

第64回全国都市教育長協議会定期総会・研究大会

第28回名護市ワラビンピック

教職員評価システム評価者研修会Ⅱ

名護市校長会来訪

評価システム校長面談①

平成24年度名護市租税教育推進協議会

名護市青少年問題協会長来訪

議案説明会

評価システム校長面談④

5月16日

5月17日
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（３）平成24年6月

緑風学園開校記念式典並びに祝賀会

名護市PTA連合会会長来訪（シンポジウム講話依頼）

国頭地区レクリエーション協会会長来訪（顧問就任依頼）

オキナワハンズオンＮＰＯ理事長来訪

大北小難聴学級教材・備品等要請

第1回図書館協議会（委嘱状交付式）

平和祈願祭

書道家「高岡亜衣」書道パフォーマンス

平和祈願祭

第82回国頭地区ミニバスケットボール交歓会夏季大会

6月1日 沖縄地区史跡整備大会

学校評議員委嘱状交付式並びに研修会

第18回高校生とともに考えるやんばるの沖縄戦

6月18日

6月19日

6月20日

6月21日

6月22日

6月23日

6月25日

第14回アクア・インストラクター養成研修修了式

第1回窓口業務等民間委託業務プロポーザル選定委員会

第167回名護市定例会一般質問

6月27日

6月28日

年月日

第167回名護市定例会一般質問

第167回名護市定例会一般質問

第167回名護市定例会一般質問

6月16日

名護市公民館運営審議会（委嘱状交付式）6月26日

6月29日

6月30日

名護市区長会・名護市公民館連絡協議会定期総会

名護市立源河小学校統合準備委員会

第249回名護市臨時会

第1回社会教育委員会議（委嘱状交付式）

名護市育英会総会

小澤俊夫氏講演会「やんばるの森と昔ばなし」

活動内容

第6回瀬良垣杯ラージボール卓球大会

名護市営市場1周年記念イベント

第167回名護市定例会一般質問

名護市老人クラブ連合会役員来訪

6月4日

6月9日

6月12日

6月13日

6月14日

6月15日
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（４）平成24年7月

7月29日

7月30日

7月31日

名護市ＰＴＡバレーボール大会

7月21日

7月27日

中学生短期留学激励壮行会

鎌倉市教育委員長との意見交換

名護地区安全なまちづくり推進協議会総会

源河小統合に関する地域懇談会

大宮小学校ミニバスケット（女子）九州大会派遣報告

第37回名護市幼少年剣道大会

名護市婦人会交流のつどい

名護市幼年少年消防クラブ結成式

名桜大学　稲垣氏来訪（講義依頼）

名護市校長研修会

名護市子ども会育成連絡協議会壮行会

県民環境フエアINなごの実行委員会

第3回名護市窓口等一部民間委託業務選定委員会

7月8日

津嘉山酒造所修理委員会

北部地区吹奏楽コンクール

ガチンコ市長塾第3回

ＭＯＡ沖縄事業団具志堅氏来訪

名護市商工会要請

青少年の主張大会

大宮中学校女子空手部県大会優勝報告

夏まつり夜間街頭指導

7月1日

7月2日

7月4日

7月6日

7月10日

7月12日

7月13日

7月14日

7月19日

7月20日

7月23日

7月24日

7月26日

活動内容年月日

沖縄県公立文教施設整備期成会第41回定期総会・情報交換会

平成24年夏の交通安全県民運動巡視

第1回沖縄県都市教育長会連絡会・懇談会

日本語弁論大会（審査委員）

第13回しまくとぅば語やびら名護市大会

国頭地区教育長会役員会

第250回名護市臨時会

7月9日

7月11日

名護市老人クラブグランドゴルフ大会開会式

第2回プロポーザル選定委員会

夏の交通安全・深夜はいかい防止市民大会

島尻教育事務所訪問（国頭地区教育長会）

名護市青年エイサー祭り実行委員会定期総会

12



（５）平成24年8月

8月12日

8月13日

8月14日

8月18日

8月21日

8月29日

沖縄県教職員組合来訪

8月24日

金秀ｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ大会寄付金贈呈式

8月28日

沖縄県科学作品展事務局来訪

点検評価プレゼン（教育長・次長へ）総務課・社会教育課・学校教育課

年月日

定例記者会見

国頭市町村教育委員会教育長役員会

8月11日 大東体験学習施設落成記念式典

第33回北部地区小中学生珠算競技大会

第251回名護市臨時会

沖縄県B＆G財団地域海洋センター連絡協議会・マリンスポーツ大会

ふるさと･未来・絆ﾘｰﾀﾞｰ本研修

第1回名護市空手道選手権大会

為又区夏祭り・大西区夏祭り

産業カウンセリングフォーラムin名護

真喜屋小学校屋内運動場起工式

中学生短期留学報告会

叙勲伝達表彰式

平成24年（第22回）国頭地区文化財行政連絡協議会

名護市ＰＴＡ連合会研修会（教育長講演）

オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会

沖縄県少年少女合唱団

活動内容

点検評価プレゼン（教育長・次長へ）中央図書館

おきなわアジェンダ21県民環境フェアinなご第2回実行委員会

第1回名護市環境基本条例・基本計画策定委員会

研究授業参観（学びの共同体）

エイサー祭り実行委員会役員来庁

名護税務所長就任挨拶

平和展示

沖縄県北部農林高等学校同窓会来訪

沖縄県学校体育研究会来訪

ファイターズ銅像設立期成会

第25回名護・やんばるツーデーマーチ実行委員会

子ども会事業報告

教員採用候補者選考模擬面接試験

8月2日

8月3日

8月5日

8月6日 名護市史芸能編市長報告

名護市教頭会研修会

名護市職員永年勤続表彰式

8月9日

8月17日

8月20日

8月23日

8月22日

政策法務研修（～10日）

8月7日

8月1日
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（６）平成24年9月

9月27日

9月28日

小山田真氏歓迎レセプション

第168回名護市定例会一般質問

名桜大学与那覇先生来訪

9月22日

9月23日

第23回名護市青年エイサー祭り

9月24日

9月25日

9月26日

9月4日

9月9日

9月11日

9月14日

9月17日

第168回名護市定例会一般質問

第168回名護市定例会一般質問

9月定例記者会見

9月7日

第2回やんばる21世紀ビジョンをめざして「地域産業や文化との融合」

第54回ＮＡＧＯハーフマラソン実行委員会

平成24年度沖縄県中学対抗団体戦卓球大会

屋我地小中学校運動会

第40回名護市長杯争奪ラグビーフットボール大会（高校の部）閉会式

第36回北部地区畜産共進会

山入端地区豊年祭

年月日

屋我地中学校教頭来庁

活動内容

名桜大学与那覇先生来訪

第3回源河小学校統合準備委員会

教育研究所研究員中間発表

平成24年秋の全国交通安全運動巡視

第2回学力向上推進協議会運営委員会

屋部八月踊り

9月19日

9月18日

点検評価プレゼン（教育長・次長へ）こども家庭部・文化課・博物館

第6回 重要文化財津嘉山酒造所施設修理委員会

久志駅伝大会開会式

9月12日

9月13日

沖縄県防災訓練

第168回名護市定例会一般質問

第168回名護市定例会一般質問

14



（７）平成24年10月

仲田和子水彩画展

10月4日 点検評価　有識者辞令交付式

10月5日 八幡平市山賊祭り（～9日）

10月1日

10月10日

10月11日

10月12日

10月13日

10月17日

10月26日

10月27日

国頭こだまの会会長来訪

校長面談①

10月24日

10月25日

校長面談③

平成24年度第2回沖縄県都市教育長会連絡会・懇親会

第40回名護市ミニバスケットボール大会

10月定例記者会見

おきなわアジェンダ21県民環境フェアinなご第3回実行委員会

第1回北海道日本ハムファイターズ大社オーナー銅像設立期成会

全国地域安全運動名護地区大会

沖縄平和賞受賞式

第28回やんばる産業まつり

源河区豊年祭

第14回吉田カップ沖縄製粉ビーチバレートーナメント2012

第33回名護支部老人・婦人運動会

学力向上推進班長による緊急訪問

第20回沖縄県社会教育指導員研修会

上本部中校長来訪

窓口業務民間委託開始式

10月2日

緑風学園校長来訪

10月3日

久志区カジマヤー祝い（宮里卯太郎氏）

教育長会(定期人事異動説明会)

10月15日

10月14日

10月18日

10月21日

10月23日

校長面談④

童話・お話・意見発表大会

やんばる展オープニングセレモニー

赤十字奉仕団との懇談

校長面談②

10月28日

10月29日

10月30日

10月31日

文部科学省調査官招聘事業（国語）

世冨慶誌発刊祝賀会

第33回久志支部老人・婦人運動会

大南区敬老会

ガチンコ市長塾

年月日 活動内容

地区別ブロック型研究会

オスプレイ配備に反対する名護市民大会

第11回名護市長杯職域剣道大会

産業カウンセラー協会来訪

文化財指定書交付式（川上区）

給食センタ－運営委員会答申手交式

教育研究所運営審議会２回目

九州都市教育長研究協議会（～19日）

国頭地区退職女性管理職の会
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（８）平成24年11月

11月26日 教育長人事ヒヤリング

11月27日 政策研究チーム報告会

11月29日

11月30日

11月18日 平成24年度「名護市教育の日」式典

11月19日

11月22日

ゴーダック来訪（久辺テクノフェスタ）

うみのほし園児来訪

「学校・家庭・地域連携事業」中間報告会トークセッション

中村秀雄・阪子氏二人句碑顕彰実行委員会来訪

名護市教育職員養成講座　前期開校式・勉強会

11月4日

おきなわアジエンダ２１県民環境フエア名護市

11月5日

11月6日

11月11日

11月12日

11月13日

11月14日

11月15日

11月23日

11月25日

子ども夢基金事業選定委員会

平成24年度沖縄県文化協会賞授賞式

教職員人事異動ヒアリング①

名護高校公開授業（英語科）

やんばる物産株式会社創立20周年記念式典・祝賀会

平成24年度文部科学省学力調査官招聘事業（国語）

市民劇

第７回生産物即売会（県立北部農林高等学校）

第5回やんばる２１世紀ビジョンをめざして「新しい観光資源の開発による北部地域の活性化」

11月21日

11月28日 第4回源河小学校統合準備委員会

子ども芸能まつり

第252回名護市臨時会

子育て支援塾定期総会

源河小学校運動会

11月1日 名護市青年ネットワーク被災地研修

11月2日

企画展「発見！私たちのすむ名護の川と自然」オープニングセレモ二ー

平成25年度予算編成事務説明会

教職員人事異動ヒアリング②

ガチンコ市長塾

第18回国頭地区中学校総合文化祭・第44回国頭地区中学校音楽発表会

どんぐりサミット①

11月24日

英語お話会

11月16日

11月17日

11月20日

教職員人事異動ヒアリング③

「二見情話ミュージックライン」開通記念「二見情話大会inわんさか大浦パーク」

ツールドおきなわ一輪車大会開会式

教員採用試験前期勉強会

名護市租税推進協議会/作文等表彰式

平成24年度国頭市町村教育長定例会（第3回）

PFI選定委員会

年月日 活動内容
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（９）平成24年12月

12月25日

平成24年年末年始交通安全県民運動巡視

富士産業より子ども夢基金へ寄付金贈呈

12月27日

沖縄県野球連盟来訪

時事通信社インタビュー（内外教育）

12月28日 仕事納め（市長訓示）・（教育長訓辞）

12月11日 第169回名護市定例会　一般質問

12月12日 第169回名護市定例会　一般質問

12月13日

第169回名護市定例会　一般質問

ジャパンビレッジ　中島氏来庁

12月14日 第169回名護市定例会　一般質問

12月20日

星槎高校センター長来庁

年末年始の交通安全県民運動出発式

12月21日 ガチンコ市長塾（Ｈ242期生3回）

12月22日 名護市職員三次試験面接

12月23日 ビックリマスコンサート

12月15日 全国市区町村教育長セミナー（～16日）

12月17日 第169回名護市定例会　一般質問

12月18日 郵便局児童生徒への年賀ハガキ贈呈

12月19日

第169回名護市定例会　議案審議

名護市教育研究所運営審議会

12月6日

第169回名護市定例会　議案説明名護市商工会・名護市商工会女性部第36回チャリティーふれあいパーティー
12月7日

名護市史編さん委員会辞令交付式

文科省社会教育功労受賞祝賀会(伊野波盛博元青少協会長）

12月8日 第25回名護・やんばるツーデーマーチ

12月10日 第169回名護市定例会　議案質疑

12月1日

沖縄県特別支援教育研究大会文化財パネル展「わがまち・わがむら　お宝再発見！～名護市55字すべてに指定文化財を～」
12月3日 名護中駅伝優勝報告

12月5日

文化芸術体験事業（かなえ＆ゆかり）

12月定例記者会見

年月日 活動内容
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（１０）平成25年1月

1月29日 名護中学校沖縄県ｿﾌﾄﾃﾆｽ新人大会優勝報告

1月31日 第5回「B&G全国サミット」

1月25日

ゴーダック来庁

桜の女王お披露目会新潟県長岡柏ライオンズクラブ・名護ライオンズクラブ第14回姉妹クラブ児童交歓会歓迎夕食会
市長主催友好都市歓迎会

1月26日

八幡平市との防災協定締結調印式

第51回名護さくら祭り（オープニングセレモニー）

友好都市歓迎昼食会

第51回名護さくら祭りｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾊﾟﾚｰﾄﾞ

名護さくら祭り夜間街頭指導出発式

1月23日

文科省 串田施設助成課長来庁

教育研究所答申

1月24日 JB環境ネットワーク会発足５周年記念シンポジユウム

1月13日 平成25年名護市成人式

1月15日 1月定例記者会見・意見交換会

1月17日

屋我地振興会理事会（小中一貫校について）

国・県出先機関の長及び関係団体等と北部市町村との「新年会」

1月18日 ガチンコ市長塾（Ｈ24年３期生5回）

1月12日 第35回名護さくら祭り少年剣道大会

1月27日 屋我地小学校学習発表会

学校給食会来庁（新年のご挨拶）

1月10日 2013年度通常総会式典及び懇親会（名護青年会議所）

1月11日 新春の懇談会（名護市校長会主催）

1月20日 文化財防火デー(1/26)に伴う防火訓練（屋部分団）

1月21日 叙勲伝達式

1月4日

仕事始め（市長訓示）・（教育長訓辞）

新春の集い

1月7日

年月日 活動内容
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（１１）平成25年2月

2月28日

名護市防災会議

前原久氏叙勲伝達式

「勝山シークァーサー物語」贈呈（勝山区）

2月25日

指定管理者選定委員会

第2回沖縄県小学生駅伝大会2連覇優勝報告

2月26日

都市計画審議会答申

名桜大学　宮川先生来訪

2月27日

緑風学園とむつ市の児童交流報告

やんばる拠点情報交換会第2回会合

第5回源河小学校統合準備委員会・保護者地域説明会

平成25年度教職員人事異動（一般）内示後の教育長ヒアリング

ガチンコ市長塾（第3期生：第3回）

2月22日

北海道日本ハムファイターズ2013年キャンプ夕食会

第8回こども一万人の個展

2月23日 第３５回沖縄青少年科学作品展

2月24日 第16回名護ジュニアオーケストラ定期演奏会

2月21日

第23回名護市文化祭オープニングセレモニー

第23回名護市文化祭

コズミックカレッジ（ファンダメンダルコース）

2月18日 源河区代議委員会

2月19日

校長最終面談（名護中・東江中・大宮中・屋部中・羽地中・屋我地中・久辺中）
平成24年度国頭市町村教育長会2月定例会

2月20日

第253回名護市臨時会

国頭地区学力向上推進委員会

名護市長就任３周年激励会

校長最終面談（大宮小・屋部小・安和小・稲田小・羽地小・真喜屋小・源河小）
子ども夢基金寄付（名桜大学留学生）

2月14日

校長最終面談（名護小・東江小・大北小・瀬喜田小・屋我地小・久辺小・緑風学園）
名護商工ものづくりｺﾝﾃｽﾄ全国大会出場報告

第39回名護・滝川児童交歓会派遣壮行会

2月15日

指定管理者選定委員会

「親子で考える進学費用対策～奨学金のすすめ～」　蔵根先生来校

2月13日

2月16日

北海道日本ハムファイターズ「ファンの集い」

2月10日 第16回世界の家庭料理フエアー

2月11日 大宮小学校創立50周年記念式典・祝賀会

2月12日

ゴーダック、沖縄海洋博、高専、名桜大学、琉球大学、名護市教育委員会との連携に関する会議
名護市小中校長研修会

2月1日 第12回沖縄県健康教育研究大会

2月3日 第54回名護ハーフマラソン開会式

2月4日

沖縄県バレーボール協会会長・理事長来庁

第2回スタッフ会議

2月5日

㈱金秀来庁

歌碑建立（安和小）について要請

2月定例記者会見

名護市学力向上推進運営委員会

文部科学大臣優秀教員表彰受賞報告

2月6日

みんなでワイワイ農業体験講座閉講式

第14回やがじ展

2月7日 平成24年度名護市海外移住者子弟等研修生修了式・激励会

2月9日

平成24年度第9回沖縄県小学生バレーボール各地区対抗6年生選抜大会

第31回北部地区吹奏楽祭

年月日 活動内容
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（１２）平成25年3月

3月1日

沖縄県立名護高等学校卒業式

平成25年度教職員定期人事異動伝達式（管理職・新規採用）

名護商工　進路指導部　ありがとう総合研究所　仲里先生来所

3月2日

名護市二見以北地域交流拠点施設「わんさか大浦パーク」オープン2周年感謝祭・やんばる風景花街道「フラワーフェスティバル2013」

3月24日 源河小学校閉校式典

3月25日 名護市立幼稚園の今後のあり方検討懇話会

学校法人カトリック学園うみのほし幼稚園卒園式

3月17日 名護市児童劇団・児童合唱団公演

3月18日 第170回名護市議会定例会（一般質問・追加議案）

3月19日

第170回名護市議会定例会（議案質疑）

ハワイ沖縄県人連合会ジョージ・バーテルズ新会長来訪

ガチンコ市長塾第5回

3月9日

第21回名護市職員親睦グランドゴルフ大会

勝山俳句大会

3月10日

羽地中学校卒業式

大西区第2回文化祭

3月11日

第170回名護市議会定例会（一般質問）

名護市青年ネットワーク連合会被災地訪問報告会・映画上映会

3月30日 沖縄・名護ジュニアコーラス定期演奏会

英語遊び支援ボランティア感謝状贈呈式

名護小学校書道市長賞受賞報告

3月27日

名護市防災会議委員の委嘱状交付並びに名護市防災会議

平成24年度北部振興会第2回総会

3月28日

「勝山シークァーサー物語」贈呈（勝山区）

教育研究所研究員成果報告会及び修了式

3月29日

退職教職員辞令交付式

名護市退職者辞令交付式・離任式

第170回名護市議会定例会（議案質疑）

3月22日 第170回名護市議会定例会（議案質疑）

3月23日 なごみ卒園激励会

3月21日

3月26日

どんぐりサミット　基調講演　シンポジューム　

3月3日

第20回名護市小学校交流駅伝競走大会

ひな祭り花展「植物に語らせる」

3月4日

第170回名護市議会定例会（施政方針）

第3代名護がじゅまる王子お披露目パーティー

3月6日 沖縄・名護ｼﾞｭﾆｱｺｰﾗｽ「沖縄県ｳﾞｫｰｶﾙｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ」金賞受賞報告

3月20日 稲田小学校卒業式

緑風学園卒業式

第170回名護市議会定例会（一般質問）

3月13日

第170回名護市議会定例会（一般質問）

名護桜太鼓沖縄県社会教育功労者表彰（団体の部）受賞祝賀会

3月14日 第170回名護市議会定例会（一般質問）

3月15日

第170回名護市議会定例会（一般質問）

3月12日

3月16日

年月日 活動内容
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