
Ⅱ　教育委員会の活動状況

　１　教育委員会教育委員(平成30年９月１日現在）

役職

教育長

教育長
職務代理者

委員

委員

委員

　２　教育委員会の開催状況 (平成29年度）

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

280定例会 H29.6.26 承認

承認

承認

その他
地域と子どもたちが音楽でつながる楽器整備事
業について

その他
「名護市子どもの読書活動推進計画」策定スケ
ジュール及び進捗状況について

その他
名護第二学校給食センター建設候補地選定に係
る進捗状況の報告について

議案第２３号 平成２９年度７月幼稚園教諭人事異動について

345臨時会 H29.7.21

議案第２４号 平成３０年度使用教科用図書の採択について

議案第２５号 名護市スポーツ推進委員の委嘱について

その他 博物館の用地選定について

344臨時会 H29.5.31

議案第２０号
平成２９年度名護市一般会計補正予算（教育費
予算（補正第１号））の要求について

議案第２１号 名護市教育支援委員の委嘱について

議案第２２号 真喜屋運動広場の指定管理者の指定について

報告第７号
真喜屋運動広場整備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

279定例会 H29.4.27

議案第１８号 名護市文化財保存調査委員の委嘱について

議案第１９号 名護市教育支援委員の委嘱について

報告第５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係る専決処分事項の報告に
ついて

報告第６号
平成２９年度名護市学校給食センター予算（給
食費予算）の報告について

宮城　博
自　平成28年２月１日
至　平成32年１月31日

大城　千代子
自　平成29年７月１日
至　平成33年６月30日

名嘉　チエミ
自　平成28年７月９日
至　平成32年７月８日

氏名 任期

岸本　敏孝
自　平成30年３月１日
至　平成31年１月31日

照屋　厚
自　平成30年７月１日
至　平成34年６月30日

2



承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

283定例会 H29.12.21 承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

議案第３５号
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

347臨時会 H30.1.12

議案第１号
小学校整備楽器購入のための物品売買契約につ
いて

議案第２号
中学校整備楽器購入のための物品売買契約につ
いて

284定例会 H30.2.20

議案第５号
平成３０年度教育委員会重点施策の策定につい
て

議案第６号
平成３０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

議案第７号 平成３０年度教育委員会人事異動方針について

348臨時会 H30.2.5

議案第３号 名護市教育長の辞職について

議案第４号
名護市教育委員職務代理者における事務執行等
の委任について

その他
平成３０年度コミュニティ・スクール制度設置
及び手順について

346臨時会 H29.11.24

議案第３１号
平成２９年度名護市一般会計補正予算（教育費
予算（補正第６号））の要求について

議案第３２号
屋我地小中一貫校校舎改築工事請負契約につい
て

議案第３３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２８年
度）について

282定例会 H29.10.26

議案第３４号 平成２９年度名護市教育功労者の承認について

議案第３０号
久辺中学校屋内運動場新増改築工事請負契約に
ついて

その他 幼保一体化組織の構築について

その他
名護市総合教育会議の組織及び運営に関する要
領及び名護市総合教育会議傍聴要領の制定につ
いて

その他 「平成２９年度名護市の教育」について

その他 幼保連携型認定こども園について

議案第２８号
平成２９年度名護市一般会計補正予算（教育費
予算（補正第５号））の要求について

議案第２９号
屋我地小中一貫校屋内運動場新増改築工事請負
契約について

281定例会 H29.8.30

議案第２６号
平成２９年度名護市一般会計補正予算（教育費
予算（補正第３号））の要求について

議案第２７号
名護市立幼稚園における複数年教育・保育の試
行実施及び休園・混合保育に関する考え方につ
いて

報告第８号
平成２８年度名護市学校給食センター決算の報
告について

報告第９号
平成２９年度名護市学校給食センター運営委員
の委嘱に係る専決処分事項の報告について
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284定例会 H30.2.20 承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

　３　教育委員会教育委員の主な活動 （平成29年度）

11月10日 平成29年度第１回名護市総合教育会議

11月16日・17日 平成29年度市町村教育委員会研究協議会

8月21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

8月23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

10月18日 沖縄県教育委員会連合会研修会

6月29日 教育委員学校訪問（大北幼稚園・小学校）

7月5日 教育委員学校訪問（名護幼稚園・小学校）

7月12日 教育委員学校訪問（安和幼稚園・小学校）

5月30日 教育委員学校訪問（屋部中学校）

5月31日 第344回教育委員会臨時会

6月2日 平成29年度国頭地区市町村教育委員会協議会定期総会

月　日 活動内容

5月9日・10日 第62回沖縄県市町村教育委員会連合会定期総会並びに研修会

5月17日 教育委員学校訪問（大宮中学校）

議案第１９号 平成３０年度４月定期人事異動について

議案第２０号 名護市スポーツ推進委員の委嘱について

議案第２１号
平成３０年度学校医、学校歯科医及び学校薬剤
師の委嘱について

351臨時会 H30.3.19

議案第１５号 名護市学校運営協議会規則の制定について

議案第１６号
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

議案第１７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

議案第１８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

議案第１２号 平成３０年度名護市立幼稚園の休園について

350臨時会 H30.3.14

議案第１３号
平成３０年度４月定期人事異動（給食センター
職員、学校市費負担職員、臨時・嘱託職員）に
ついて

議案第１４号
平成３０年度名護市立真喜屋幼稚園の休園につ
いて

議案第８号 平成３０年度教育委員会組織編成方針について

349臨時会 H30.2.26

議案第９号
平成３０年度名護市一般会計教育費予算につい
て

議案第１０号
平成２９年度名護市一般会計補正予算（教育費
予算（補正第９号））の要求について

議案第１１号
平成３０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
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　４　教育長の主な活動 (平成29年度）

4月24日 （市長代理）平成29年度名護市赤十字奉仕団定期総会

4月25日

国頭教育事務所所長表敬

小中教頭及び事務職員研修会

少年野球チーム　市長表敬

4月20日 名護市育英会審査会

4月21日 宮平 正治　氏　沖縄県体育協会スポーツ功労賞受賞祝賀会

4月23日 「子どもの読書の日　記念フォーラム」（宜野湾市中央図書館）

4月17日 小中校長研修会

4月18日
教育研究所研究員への教育長講話

商工観光局事務所移転に伴う事務所お披露目会

4月19日
県教育長表敬

創立135周年記念事業準備に係る懇談会

4月14日
日伯経済友好使節団ブラジル・ロンドリーナ市長一行　来訪

ブラジル・ロンドリーナ市長歓迎会

4月15日 （市長代理）名護市婦人会総会

4月16日
（市長代理）安和区民運動会

（市長代理）金秀シニアメモリアルプロトーナメント表彰式

4月7日
平成29年度北部農林高校入学式

新規採用職員との懇親会

4月8日 平成29年度名桜大学入学式

4月13日 教育研究所入所式及び研究協力校連絡会

4月5日

学校給食センター訓示

名桜大学　訪問

平成29年春の全国交通安全運動出発式

交通安全母の会　来訪

4月6日 （市長代理）平成29年度北部看護学校入学式

2月23日 北海道日本ハムファイターズ2018年キャンプ　夕食会

月　日 事業名

4月3日

教育委員会辞令交付式（新規採用者・出向者）

市長部局辞令交付式

教育委員会辞令交付式（異動職員）

名護市転入職員等辞令交付式並びに教育講演会

1月31日 平成29年度市町村教育委員会委員・教育長研修会

2月10日 第28回名護市文化祭

2月14日 名護滝川児童交歓会壮行会

11月22日 国頭地区市町村教育委員会協議会研修会並びに情報交換会
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5月29日

第276回名護市議会臨時会

ＦＭやんばる　紙芝居製作委員会　来庁

名護小学校創立135周年記念事業期成会

5月26日 名護市管工事業協同組合懇親会

5月27日 平成29年度「ＥＣＯ人やんばる」懇親会

5月28日
広瀬 要平　氏　訪問

前宮内庁侍従職侍医長　大城秀巳先生　講演会

5月24日 教職員評価システム当初申告に係る面談

5月25日

大北郵便局　荻堂　氏　来庁

名桜大学学長　訪問

名護市青年ネットワーク連合会総会

5月19日 第69回全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会奈良大会

5月20日
第33回名護市ワラビンピック

名護市母子寡婦福祉会定期総会

5月23日
名護市校長会役員　来庁

教職員評価システム当初申告に係る面談

5月16日
名護市学童保育連絡協議会　宮城　陽子　氏　来庁

講演会「支援を要する児童生徒との具体的な関わりと学校体制づくり」

5月17日 第69回全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会奈良大会

5月18日 第69回全国都市教育長協議会定期総会並びに研究大会奈良大会

5月12日 名護市子ども会育成連絡協議会総会及び懇親会

5月13日 第49回ミニバスケットボール大会

5月15日
沖縄県中学校体育連盟　理事長　来庁

市教頭会歓迎会・懇親会

5月9日 第62回沖縄県市町村教育委員会連合会定期総会並びに研修会

5月10日

第62回沖縄県市町村教育委員会連合会定期総会並びに研修会

岸本　マリ子　氏　来訪

市学推企画・運営委員会

4月28日 新・旧名護警察署歓送迎会

5月1日 平成29年度沖縄地区史跡整備市町村協議会会計監査

5月2日 第１回市町村教育委員会教育長連絡協議会

4月26日 名護市更生保護女性会定期総会

4月27日

北部建設コンサルタント業協会　来庁

指導主事等連絡会

第279回教育委員会定例会

（市長代理）名護市文化協会定期総会

人事異動に伴う教育委員と各課長級職員の懇親会
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6月23日 名護・滝川児童交歓会歓迎レセプション・歓迎食事会

6月25日

東江中学校・羽地中学校運動会

やんばるの森の美　写真展

第４回子育てセミナー報告大会

6月21日
名護市平和祈願祭（屋部）

台湾東部文化交流会　民俗音楽・芸能交流会

6月22日
下山 久　氏　来庁

名護市平和祈願祭（屋我地）

6月16日
第187回名護市議会定例会　一般質問

アメリカ総領事館　来庁

6月17日 男女共同参画月間講演会

6月20日 台湾東部文化交流会　歓迎の夕べ

6月13日 第187回名護市議会定例会　一般質問

6月14日 第187回名護市議会定例会　一般質問

6月15日 第187回名護市議会定例会　一般質問

6月9日 第187回名護市議会定例会　議案質疑

6月10日
高校生とともに考えるやんばるの沖縄戦

済井出区アブシバレー

6月12日 第187回名護市議会定例会　一般質問

6月6日 平成29年度第１回学校等関係機関連絡会議

6月7日 第187回名護市議会定例会　議案上程及び説明

6月8日
第１回教科用図書調査研究委員会

大城 秀樹　議員　来庁

6月2日
第１回教科用図書国頭採択地区協議会

平成29年度国頭地区市町村教育委員会協議会総会

6月5日
Ｂ＆Ｇ修繕助成金交付決定授与式及び懇親会

名護市租税教育推進協議会総会

5月31日
市学推総会・各部会

第344回教育委員会臨時会

6月1日

教職員評価システム当初申告に係る面談

コミュニティスクールマイスター　宮田　氏　来庁

学校評議員委嘱状交付式及び研修会

コミュニティースクールマイスター　宮田　氏との懇親会

5月30日

教育委員学校訪問（屋部中学校）

教職員評価システム当初申告に係る面談

（市長代理）花の里づくり総会及び懇親会
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7月14日 第277回名護市議会臨時議会

7月16日 第28回屋我地サイクルロードレース大会

7月18日

県教育庁職員　来庁

国税事務所長　来庁

【表敬訪問】屋我地ひるぎ学園　九州・全国大会出場報告

7月13日

名護市校長会役員　来庁

轟の滝周辺整備事業現場視察

【表敬訪問】北部農林高校後援会　来庁

北部農林高校後援会との懇親会

前今帰仁村教育長　新城 敦　氏激励会

7月11日 名護地区安全なまちづくり推進協議会総会

7月12日

教育委員学校訪問（安和幼・小）

りゅうしん地域医療包括ケアセンター竣工祝賀会・内覧会

青少年の深夜はいかい防止等市民大会（受付　16：15～）

7月8日 瀬名波榮喜名誉学長「瑞宝中綬章」受章祝賀会

7月9日 屋我地ひるぎ学園　運動会

7月10日 教育委員会辞令交付式

7月5日

教育委員学校訪問（名護幼・小）

緊急地震速報対応訓練

市管理職及びミドルリーダー研修

「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

7月7日
名護商工生による平和学習発表会

第37回名護市少年の主張大会

7月3日

教育委員辞令交付式（照屋 厚委員・大城 千代子委員）

指導改善研修入所式

沖縄タイムス賞授賞式

7月4日 藤原 文雄　氏　との懇親会

6月30日 かもめーる贈呈式

7月1日 名護市婦人会交流会

7月2日
真喜屋運動広場供用開始セレモニー

名護市ＰＴＡバレーボール大会

6月26日
教育委員会定例会

太田一郎氏との懇親会

6月27日 第２給食センター建設候補地　視察

6月28日

名護市消防庁舎落成式式典及び祝賀会

教育委員学校訪問（大北幼・小）

名護市育英会総会
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8月20日 第２回羽地青年エイサー祭り

8月21日 点検評価ヒアリング

8月22日
市算数・数学研修会

細水 保宏 氏との懇親会

8月16日 叙位伝達式

8月18日 依存症を知るセミナーin沖縄

8月19日
第32回北部地区ソロ・デュエットコンテスト

幸地尚子芸暦20周年記念公演「謝名堂珠緒ピアノライブ」

8月11日 第６回名護市空手道選手権大会

8月14日
県カウンセリング研修

第33回全国小学生陸上競技交流大会出場選手激励会

8月15日 叙位叙勲伝達式

8月8日 国頭地区市町村教育委員会協議会　教育長部会

8月9日 点検評価学識経験者辞令交付及び意見交換

8月10日
第45回九州中学校相撲大会

教育研究所　授業参観

8月1日 海外短期留学出発式

8月5日
館林市・名護市児童交流　歓迎セレモニー・交流会

大西区子育て支援事業開講式

8月7日 北部地区学校給食共同調理場合同衛生講習会

7月29日
第37回新報児童オリンピック　バレーボール大会

夏祭り夜間街頭指導

7月30日
2017国際児童・青少年フェスティバルおきなわ　りっかりっかフェスタ

2017国際児童・青少年フェスティバルおきなわ　クロージングパーティー

7月26日
【表敬訪問】ＣＧＧ運動役員　来庁

キジムナーフェスタ

7月27日 名護市育英会審査会（入学準備金制度）

7月28日 第１回沖縄県都市教育長協議会及び情報交換会

7月21日 第345回教育委員会臨時会

7月24日
名護市子ども夢基金への寄付金贈呈式（照屋電気工業株式会社）

【市長・教育長表敬訪問】沖縄・名護ジュニアコーラス　軽井沢国際合唱フェス
ティバル出場報告

7月25日
嘉数 悠子氏との昼食会

海外短期留学派遣者激励会

7月19日
第２回教科用図書国頭採択地区協議会

国頭地区市町村教育委員会協議会　臨時教育長部会

7月20日
下山先生・當山先生　来庁

大城　進　先生　来庁
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9月24日 名護市立小学校運動会（久辺小）

9月20日
第188回名護市議会定例会　一般質問

秋の全国交通安全運動出発式

9月21日 第188回名護市議会定例会　一般質問

9月22日
第188回名護市議会定例会　一般質問・追加議案

金秀グループ創業70周年記念チャリティーゴルフ大会　表彰式・懇親会

9月16日 沖縄県中学校対抗団体戦卓球大会

9月17日 名護市立小学校運動会（屋部小・稲田小・大北小）

9月19日 第188回名護市議会定例会　一般質問

9月13日 第188回名護市議会定例会　議案質疑

9月14日 第188回名護市議会定例会　一般質問

9月15日 第188回名護市議会定例会　一般質問

9月10日
名護市立中学校運動会（久辺中・大宮中・名護中）

汀間区八月踊り

9月11日 第188回名護市議会定例会　議案説明

9月12日
９月定例記者会見

名護市青年ネットワーク連合会　来庁

9月7日 島尻教育研究所　訪問

9月8日 臨時校長会

9月9日 魔法の言葉プロジェクト2017全国セミナー（障害にテクノロジーを活用する）

9月2日
沖縄県総合防災訓練

国頭地区ミニバスケットボール大会

9月3日 第51回久志20kmロードレース

9月4日
平成29年度名護市学力向上推進委員会　第２回運営委員会・各部会

ＣＳ事務局連絡会

8月30日 第281回教育委員会定例会

8月31日
沖縄フランス協会ネームプレート寄贈式及び交流会

屋我地ルール会議

9月1日 沖縄県総合防災訓練

8月25日 名桜大学及び北部広域市町村圏事務組合との懇談会及び懇親会

8月27日 【市長代理】大南区盆踊り

8月28日 NAGOハーフマラソン実行委員会

8月23日

名護市議会臨時議会

算数・数学授業研修会

点検評価ヒアリング

8月24日
学校訪問報告

名護小学校座談会
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10月21日
第50回名護市ミニバスケットボール記念大会

山内 春子　先生　米寿祝い

10月23日 教育懇談会

10月24日 教職員評価システムに係る校長面談（中間）

10月18日 沖縄県市町村教育委員会連合会・研修会

10月19日
第２回名護市校長連絡会（屋部中）

教職員評価システムに係る校長面談（中間）

10月20日 第２回沖縄県都市教育長協議会

10月15日 名護市陸上競技大会

10月16日

平成29年度教育長・人事学務担当者会

国頭地区市町村教育長協議会臨時教育長部会

教職員評価システムに係る校長面談（中間）

10月8日
お仕事体験（やんばるきらりん）

東江小学校創立135周年記念式典・祝賀会

10月10日 国頭地区教育長部会県外研修（～11日）

10月12日 第31回九州都市教育長協議会総会（～13日）

10月6日
幼稚園会との情報交換会

名護市友好都市歓迎交流会

10月7日

国頭地区中学校陸上競技大会

第33回やんばるの産業まつり

なりやまあやぐ大会

10月2日 【市長代理】幸喜区豊年祭

10月3日 10月定例記者会見

10月5日 全国地域安全運動名護地区大会

9月30日
饒平名区豊年祭

屋部区八月踊り

10月1日
名護市南陸上競技大会（北体協・南体協）

第14回琉球国民謡芸能祭

9月27日

教育研究員修了式

宇茂佐郵便局　局長　来庁

沖縄県バレーボール協会会長　来庁

北部農林高等学校　定時制課程第59回前期卒業式

9月29日
指導改善研修　閉式

山入端区豊年祭

9月25日
教育研究員成果報告会

第53回琉球新報賞授賞式・祝賀会

9月26日 第41回北部地区畜産共進会
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11月15日
防火・防災紙芝居贈呈式

平成30年度人事異動に係る学校長ヒアリング

11月13日
平成30年度人事異動に係る学校長ヒアリング

沖教組国頭支部　来庁

11月14日

第280回名護市議会臨時会

名護警察署　生活安全課課長　来庁

名護商工高校建築科生徒製作の畳ベンチの贈呈式

第１回名護市子どもの読書活動推進計画策定委員会　辞令交付

11月11日

第25回一輪車競技大会

のぞみの像型取り作業見学

第29回「ツール・ド・おきなわ2017」レセプションパーティー

11月12日 ツール・ド・おきなわチャレンジレース（スターター）

11月7日 第14回Ｂ＆Ｇ全国教育長会議（～8日まで）

11月9日 名護高校女子ソフトテニス父母会　来庁

11月10日 平成29年度総合教育会議

11月5日

大宮小学校、東江小学校　運動会

「二見の里創立20周年」・平成29年度「秋祭り」

名護小学校創立135周年期成会　拡大同窓会

11月6日
平成30年度人事異動に係る学校長ヒアリング

沖縄県民体育大会名護市選手団結団式

11月3日

名護小学校　運動会

うみのほし幼稚園運動会

第４回商工祭

11月4日 安和区ウシデーク

11月1日
やんばる展オープニングセレモニー

定例記者会見

11月2日

平成30年度人事異動に係る学校長ヒアリング

【表敬訪問】平成29年度人事担当者離島へき地研修

平成29年度沖縄県教育関係職員表彰

10月27日 名護地区少年補導員協議会創立50周年記念式典・祝賀会

10月29日 大兼久豊年祭

10月30日
海外短期留学派遣者同窓会

世界ウチナーンチュの日　1周年記念イベント

10月25日

教職員評価システムに係る校長面談（中間）

海外短期留学　帰国報告会

国立沖縄高等専門学校　安藤 校長　来庁

10月26日 第282回教育委員会定例会
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12月12日 第189回名護市議会定例会　一般質問

12月13日 第189回名護市議会定例会　一般質問

12月14日
第189回名護市議会定例会　一般質問

大北小学校ＣＳ会議

12月7日 第189回名護市議会定例会　議案上程及び説明

12月9日
名護やんばるツーデーマーチ出発式（３kmコース）

北部農林高等学校　生産物即売会

12月11日 第189回名護市議会定例会　議案質疑

12月3日 屋我地まつり

12月5日
久辺中学校屋内運動場　安全祈願祭

第３回琉球新報教育賞贈呈式・祝賀会

12月6日
名護市国語研修会及び懇親会

名護市商工会女性部第41回チャリティーふれあいパーティー

11月30日
【教育長表敬】名護中学校　校長　他２名　来庁（税の作文表彰）

【教育長表敬】屋部中学校　校長　他２名　来庁（日Ｐ表彰）

12月1日 屋我地ひるぎ学園　屋内運動場新増改築工事　安全祈願祭

12月2日 第49回国頭地区小学校音楽発表会

11月26日
【市長代理】国頭地区レクリエーション大会

【市長代理】秋のらん展示会表彰式

11月27日 区長会との行政懇談会及び懇親会

11月29日 国頭地区市町村教育委員会協議会　教育長部会

11月23日 久辺テクノフェスタ2017

11月24日
第346回教育委員会臨時会

第12回名護市職員親睦フットサル大会

11月25日 愛楽園アブラムの会　落語講座

11月21日
うみのほし幼稚園園児　来庁（「勤労感謝の日」の訪問）

名護市租税教育推進協議会

11月22日

土橋　浩一　氏　来庁

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

平成29年度名護市青少年育成協議会　善行青少年等表彰式

11月18日 名護市職員採用候補者第２次試験

11月19日

【市長代理】「ヒヤミカチウチナー！平良新助物語」公演（世界のウチナーンチュ
の日関連イベント）

豊原区区制70周年記念式典・祝賀会

11月20日
名護市防災会議委員の委嘱状交付式及び防災会議

平成30年度定期人事異動に係る市町村教育委員会教育長ヒアリング

11月16日 平成29年度市町村教育委員会研究協議会（～17日まで）

11月17日 津嘉山酒造所施設　現地踏査
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1月26日 第３回沖縄県都市教育長協議会及び情報交換会

1月21日 ＮＡＧＯハーフマラソン

1月22日 劇団はぐるま座　来庁

1月24日 教育長県外出張（東京都　～25日）

1月19日
名護市議会臨時会

緑風学園　伊波教諭　文部科学大臣優秀教職員表彰受賞報告

1月20日
「名護市教育の日」式典及び読書活動イベント「ビブリオバトル」

ＮＡＧＯハーフマラソン関係者夕食会

1月14日
第59回沖縄県ＰＴＡ研究大会国頭大会　第１分科会

第59回沖縄県ＰＴＡ研究大会国頭大会及び交流会

1月16日 那覇市教育委員会　訪問

1月17日 沖縄県ＮＩＥ実践フォーラム

1月10日 「名護市教育の日」協賛団体との意見交換会

1月11日
定例記者会見

Ｂ＆Ｇ財団　来庁

1月12日 第347回名護市教育委員会臨時会

1月6日 消防出初式

1月7日 名護市成人式

1月9日 博物館への寄附金贈呈式

12月28日 市長・教育長訓示

1月4日

市長・教育長訓示

安全祈願

新春の集い

12月26日
学校給食職員に対する教育長訓示

国頭地区市町村教育委員会協議会　臨時教育長部会

12月27日
太田 佐栄子　氏　来庁

【市長・教育長表敬】名護市剣道連盟会長　与那覇　正　氏　他２人　来庁

12月20日
臨時校長会

平成29年度年末年始の交通安全県民運動出発式

12月21日 第283回教育委員会定例会

12月25日 金武中学校　訪問

12月17日 ハンセン病市民学会ｉｎ那覇　名護現地実行委員会（愛楽園）

12月18日 第189回名護市議会定例会　一般質問

12月19日 第189回名護市議会定例会　一般質問・（追加議案）

12月15日
第189回名護市議会定例会　一般質問

緑風学園ＣＳ会議

12月16日
第38回北部地区小中学生珠算競技大会

ゆずり葉の季節
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3月17日 【市長代理】「大西区子育て支援事業」事業報告会

3月18日 【市長代理】Ｂ＆Ｇ海洋センタープール　リニューアルオープン式典

3月14日
第190回名護市議会定例会　一般質問

第350回教育委員会臨時会

3月15日 第190回名護市議会定例会　一般質問

3月16日

市内小学校卒業式

第190回名護市議会定例会　一般質問

【市長・教育長表敬】名護ジュニアコーラス

3月9日 市内中学校卒業式

3月12日 第190回名護市議会定例会　一般質問

3月13日
第190回名護市議会定例会　一般質問

【教育長表敬】国際海洋環境情報センター長　来庁

3月5日 第190回名護市議会定例会　施政方針・議案説明

3月6日 【市長・教育長表敬】キッズ・サポーターについての作文　全国表彰報告

3月7日
名護市職員分限・懲戒審査委員会

第3回名護市防災会議

3月1日
教育長指令交付式

教育長就任式

3月3日 第16回沖縄県ミニバスケットボールオールスターＧＡＭＥ国頭大会

3月4日
第25回名護市小学校交流駅伝競走大会

ランドセル贈呈式

2月4日 名護小学校創立135周年記念式典及び祝賀会

2月10日 【教育長職務代理者出席】第28回名護市文化祭（テープカット）

2月14日 【教育長職務代理者出席】名護滝川児童交歓会壮行会

1月31日

市小中校長研修会

平成29年度市町村教育委員会委員・教育長研修会

名護市校長会との懇親会

2月2日 高齢者叙勲伝達式

1月28日
北部農林高等学校同窓会結成70周年記念式典

さくら祭り夜間街頭指導

1月29日 第２回市町村教育長等連絡協議会及び情報交換会

1月30日
【教育長表敬】勝山シークヮーサー　来庁

緑風学園ＣＳ会議

1月27日

文化財防火デー

さくら祭りオープニングセレモニー

友好都市交流昼食会

さくら祭りオープニングパレード

沖縄セントポール会
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3月29日

国頭教育事務所長表敬

羽地支部青少協・婦人会（平和紙芝居寄贈）来庁

防犯ブザー贈呈式

退職者激励会

3月30日

屋部小学校期成会　来庁

退職者辞令交付式

退職者離任式

3月24日 がじゅまるパレード

3月25日 【市長代理】沖縄県ラグビーフットボール協会創立50周年記念式典・祝賀会

3月28日 沖縄県教育委員会訪問

3月20日 第190回名護市議会定例会　議案質疑

3月21日 平成30年度家庭倫理講演会

3月22日 第351回教育委員会臨時会

3月19日
第190回名護市議会定例会　一般質問・追加議案

第８代名護がじゅまる王子お披露目パーティー
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