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予定(27 年度第 3 四半期)
教育総務課

【教育総務課】
【総務企画グループ】
1．総合教育会議
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4の規定に基づく、市長と教育委員会の協議並
びに事務の調整
 11月5日

第2回会議

【学校施設グループ】
2．第3四半期発注予定工事
(1) 営繕工事
①小学校
 明治小学校土留改修工事

(工期 10月～平成28年1月)

 高館小学校門柱移設工事

(工期 12月～平成28年2月)

 大久喜小学校屋根改修工事

(工期 12月～平成28年2月)

 新井田小学校給水方式変更工事

(工期 12月～平成28年3月)

 旧松館小学校トロッコ塗装及び上屋設置工事

(工期 11月～12月)

②中学校
 中沢中学校屋内運動場屋根改修工事

(工期 10月～12月)

 白山台中学校普通教室改修工事

(工期 12月～平成28年3月)

 白山台中学校エレベータ設置工事実施設計業務委託 (工期 11月～平成28年3月)
(2) 橋向尻引線他道路改良事業に伴う工事
 多賀小学校土留め改修工事

(工期 11月～平成28年3月)

 多賀小学校受電設備改修工事

(工期 11月～平成28年3月)

(3) 非構造部材落下防止対策事業(工事)
①小学校
 小学校屋内運動場天井等落下防止対策工事(18校) (工期 10月～平成28年2月)
(豊崎小、図南小、是川小、下長小、八戸小、長者小、根城小、江南小、白銀小、鮫小、
大久喜小、金浜小、高館小、根岸小、西園小、桔梗野小、轟木小、町畑小)
 小学校屋内運動場天井等落下防止対策工事(11校) (工期 11月～平成28年3月)
(城北小、吹上小、柏崎小、青潮小、白鴎小、日計ヶ丘小、多賀小、田面木小、島守小、
美保野小、明治小)
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②中学校
 中学校屋内運動場天井等落下防止対策工事(10校)

(工期 10月～平成28年2月)

(島守中、根城中、下長中、第一中、第二中(※)、長者中、小中野中(※)、江陽中、湊中、
白銀南中)※屋内運動場と併せて柔剣道場も工事対象となる学校
 中学校屋内運動場天井等落下防止対策工事(8校)

(工期 11月～平成28年3月)

(第三中、明治中、豊崎中、大館中、中沢中、東中、南浜中、是川中)
(4) 西白山台小学校建設事業
 西白山台小学校校舎・屋内運動場

(工期 11月～平成29年3月)

本棟／強電設備／弱電設備／給排水衛生設備／空調設備工事
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学校教育課

【学校教育課】
【学務グループ】
1．就学事務
(1) 新小学 1 年生就学通知
 対象者

1,829人

 発送日

10月7日(水)

(2) 就学時健康診断
 実施校

42校

 期間

10月20日(火)～12月1日(火)

2．市立小・中学校適正配置
(1) 短期検討課題
課題が解決した短期検討課題について、統合や分離・新設に向けて、引き続き保護者、地域、学校
との話し合いや事務手続き等を進める。
1

市野沢小と中野小と鳩田小の統合

平成 28 年 4 月 1 日実施予定

2

白山台小の分離・新設

平成 29 年 4 月 1 日実施予定

(2) 中期検討課題
短期検討課題及び着手済みの中期検討課題の進捗状況を考慮しながら、予定している検討課題に
順次着手する。

【経営支援グループ】
3．学校経営支援
(1) 学校訪問
 時期

10月2日(金)～10月29日(木)

 訪問者

次長、課長、経営支援GL、指導主事、課職員等

 内容

教職員の自己目標達成に向けた計画と進捗状況の把握
学校目標に係る学校評価の計画と進捗状況の把握
教職員の人事面における現状把握
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【学校給食グループ】
4．学校給食関係
(1) 平成 27 年度第 2 回「手づくり弁当の日」の実施
 期日

10月5日(月)

 実施校

70校(小学校45校、中学校25校)

(2) 平成 27 年度青森県学校給食表彰受賞(青森県教育委員会教育長表彰)
 期日

10月22日(木)

 受賞校

明治小学校

(3) 平成 27 年度第 4 回献立検討会議
 期日

11月26日(木)

 場所

八戸市福祉公民館

 出席者

給食主任代表、保護者代表

 内容

2・3月分の献立検討
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【教育指導課】
【実践支援グル－プ】
1．学校訪問(計画訪問)
10月1日(木)の高館小学校から11月20日(金)の図南小学校まで、小学校18校・中学校10校及び田代
小・中学校を訪問し、「わかった！できた！身についた！が実感できる授業づくり」についての各学校の
取組状況の把握と指導・助言を行う。
2．さわやか 八戸 グッジョブ・ウィーク事業
10月は、第三中・湊中・根城中・下長中・是川中・市川中・豊崎中の7校、11月は江陽中・鮫中の2校
が実施予定。
3．幼保小連携推進事業
 各小学校において実施される就学時健診において、就学児保護者向けパンフレット「わくわくいっぱ
い いちねんせい」を未就園児の保護者に対して配付する。
 12月に小学校については、幼保小連携推進事業の実施報告書の提出を依頼する。また、幼稚園・
保育所(園)については、今年度の取組に関わる状況についてのアンケートを依頼する。
4．地域密着型教育推進事業
 各推進校への支援のために、下記連絡会等を開催する。
11月26日(木)

コーディネーター研修会③

12月10日(木)

地域密着型教育推進校連絡会

 要請に応じて、各地区の協議会へ担当指導主事が出席し、助言・支援に努める。
 年内をめどに、本事業の成果と課題を分析し、次年度以降の方針について決定する。
5．小・中学校ジョイントスクール推進事業
 担当指導主事が中学校ごとのジョイントスクール研修会に出席し、指導・支援に努める。
 学校訪問の際に、授業改善、学力向上に当事業の効果的な活用を進めるよう指導・助言に努める。
6．教育研究指定事業
 指定校の計画に沿って校内研や講師派遣等の指導支援に努める。
 研究指定校で、下記のとおり研修会を開催予定である。
(1) 第二中学校
 開催日

10月30日(金)

 対象

第二中学校全教職員、八戸小学校・城下小学校教員

 内容

通常学級・特別支援学級・通級指導教室への授業観察及び指導助言
講話「すべての生徒の参加を目指した授業改善」

 講師

立教大学現代心理学部 教授 大石幸二 氏
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(2) 長者小学校
 開催日

11月11日(水)

 対象

長者小学校教員、他校からの参加希望者

 内容

提案授業及び研究協議

 講師

東京大学大学院教育学研究科 教授 市川 伸一 氏

7．国際理解教育・英語教育推進事業
 外国語指導助手(ALT)による市内全小・中学校の訪問(授業支援・学校行事参加)を実施予定
 11月11日(水)、12日(木)に2回目の市民英会話教室(市民対象講座)を実施予定。
 10月中旬～下旬に学習発表会や文化祭等の学校行事参加予定。
 11月にALT通信を全小・中学校へ送付予定。
8．マイブック推進事業
 各学校・児童並びに保護者・参加書店からのアンケート結果を集約し、成果と課題をまとめる。
※ アンケート締切 10月30日(金)
 成果と課題は、各学校に対しては校長会並びに学校図書館協議会冬期研修会等を通して、参加書
店に対しては郵送して周知する。
 未使用のクーポンがどの程度あるのかについては、現在担当課にて確認作業中である。12月をめど
に把握したい。
9．教育の広場 はちのへ
 日時

12月26日(土) 13:00～16:00、 27日(日) 10:00～16:00

 会場

八戸ポータルミュージアム はっち

 対象

教育に関心のある幅広い世代の八戸市民

 参加費

無料

 主催

八戸市教育委員会

 ねらい

八戸市で行っている「地域密着型教育」等の取組を広く市民に周知する機会とする。

 内容(予定)
[ステージ]
 26日(土)

オープニングセレモニー、市内小中学校の各種大会の優秀者の発表、講演会など

 27日(日)

表彰、教育に関わる施策の紹介、子どもたちのものづくり活動体験など

[展示]
 26日(土)

「これが我が校の自慢です！」「さわやか八戸グッジョブ・ウィーク事業」
「小中学校の学校生活に関わる展示」「学校教育に関する様々な施策の紹介」

 27日(日)

「これが我が校の自慢です！」「さわやか八戸グッジョブ・ウィーク事業」
「小中学校の学校生活に関わる展示」「学校教育に関する様々な施策の紹介」
「学校図書館ブックリサイクルフェア」「本の紹介」
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10．いのちを育む教育アドバイザー事業
 10～11月に中学校9校で医師による講演会を実施する予定。
11．学校飼育動物ネットワーク支援事業
 10月に小学校16校で学校獣医師を招いて「ふれあい指導」及び「適正飼育管理指導」を実施予定。
12．広域的体験学習支援事業
 11月から1月に、三戸郡・おいらせ町・八戸市内小学校を対象に来年度の事業説明を実施予定。
 報告書の感想等を集約し、1月には各施設への来年度の事業説明や活動内容等についての検討
会を実施予定。

【青少年グル－プ】
13．青少年(中・高生)の地域活動(ボランティア)事業
10月から12月までのボランティア活動の予定は、28行事、参加生徒数は約530名を予定している。事
業内容は、うみねこ学園・いちい寮の文化祭、ハロウィンツア－、第二養護学校「卒業生と在校生の交流
会」、南部氏庭園の秋の開園、地区公民館での行事支援等を行う。
14．さわやか八戸あいさつ運動～街ぐるみ編～(11月3日)
あいさつ運動の「街ぐるみ編」を実施予定。各学校で実施しているあいさつ運動を地域にも広めるべく、
朝地域住民で賑わうむつ湊駅前朝市、八戸の玄関である八戸駅、八食センターの3ヶ所を選定し、その
学区の中学生やPTA等であいさつ運動を実施する。
① むつ湊駅前朝市

6:40～7:00

② 八戸駅

7:35～7:55

③ 八食センター

11:00～11:20

15．平成27年度子ども・若者育成支援強調月間街頭キャンペ－ン
 日時

11月5日(木) 14:00～

 場所

中心街にて街頭活動

 内容

「愛の一声」市民会議による青少年の健全育成ピーアール(記念品の配布)

16．平成27年度 八戸市青少年健全育成「市民の集い」
 日時

11月22日(日) 13：30～15：30

 場所

八戸市総合福祉会館「はちふくプラザねじょう」 多目的ホール

 内容

講演(八戸学院短期大学 看護学科 准教授 山野内 靖子 氏)
児童発表(江南小学校法霊神楽、湊小学校第5学年郷土芸能)、児童生徒弁論発表
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17．八戸市青少年派遣交流事業(蘭州市青少年友好交流団受入)
蘭州市青少年友好交流団の八戸訪問を受け入れ、ホームステイ、学校訪問などの親善交歓を通して、
次代の国づくり、まちづくりを担う青少年の国際協調の精神を育んだ。
 交流団

蘭州市青少年友好交流団 38名(引率者9名、団員29名)

 訪問期間 10月14日(水)～18日(日)
 交流内容 ホームステイ、市長表敬訪問、歓迎会、奥入瀬渓流散策、市内視察
東中学校訪問(授業及び給食体験、交歓会)
18．防災教育副読本作成事業
教科等研究委員「防災ノート活用」の部員による、小学校・中学校での授業実践と内容検討。
小・中学校各1名以上の参加の研修会を行い、防災教育副読本「防災ノート」の内容と活用方法につ
いて意見交換を行う。
11月16日(月) 八戸市総合教育センター
 研修会での意見やアドバイザー(工業大学教授、防災士)からの助言を取り入れ、改訂版の原稿の仕
上げ作業を行う。
19．平成27年度 青森県少年補導センター連絡協議会研修会
 日時

10月28日(水)13：20～

 場所

八戸市総合教育センター

 内容

県内の青少年補導(相談)センター関係者を対象とした研修会
講演(学職開発株式会社 代表取締役 森 淑乃氏)

-8-

予定(27 年度第 3 四半期)
社会教育課

【社会教育課】
【社会教育グループ】
1．八戸市民大学講座
(1) 後期開講日
 10月7日(水) 渡邉 修一 氏

文化ホール

18:30～

 10月14日(水) 小川 エリカ 氏

文化ホール

18:30～

 10月21日(水) 安藤 俊介 氏

文化ホール

18:30～

 10月27日(火) 浜田 敬子 氏

文化ホール

18:30～

公会堂

17:45～修了式

(2) 修了式
 11月19日(木) 東儀 秀樹 氏

18:00～講演

2．家庭教育充実事業
(1) 子育て・親育ち講座
市内各小中学校及び幼稚園、保育園及びPTAにおいて講座を実施
 実施予定講座(判明分)
① 11月5日(木)

江南小学校

② 11月5日(木)

根岸小学校

③ 11月20日(金) 第二中学校
④ 11月26日(土) 図南小学校
3．公開講座開催促事業
市内大学、高等専門学校の公開講座を中心市街地の施設で開催。
10月23日(金) 八戸工業大学(市と共催)
「スポーツ動作の科学～スポーツ科学の目から見た良い動きとは？」
八戸ポータルミュージアム1階はっち広場 18時30分～20時
募集対象 中学生以上
募集人数 30名
4．平成27年度新成人代表者と市長との懇談会
 日時

11月22日(日) 10:00～

 場所

八戸グランドホテル

5．成人式準備協力会
新成人である市内の大学生、高等専門学校生及び市内高校生からなる成人式準備協力会において、
平成28年成人式の企画を行う。
 第3回～第5回会議を実施予定。
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【文化財グループ】
6．芸術文化活動の推進
(1) 先人周知事業
先人パネル製作に際して「ふるさと先人資料収集検討ワーキング会議」を開催予定
7．文化財の保護・活用
(1) 史跡丹後平古墳群コンクリート擁壁調査
 日程

10月～11月

 場所

史跡丹後平古墳群(南白山台)

 内容

史跡用地を囲うコンクリート擁壁の健全度調査を業者委託により行う

(2) 名勝種差海岸保護事業
 景観及び植生維持のためのクロマツ伐採を12月以降に実施予定
(3) 史跡等標示事業
 朔日町標柱設置(10下旬設置工事予定)
 風張(1)遺跡説明板修繕予定(11月～12月)
(4) 第 62 回文化財保護強調週間
 期間

11月1日(日)～11月7日(土)

 内容

八戸市内の文化財を保有する社寺等において、期間中に消火訓練を実施

(5) 三八地区文化財保護研究集会
 日時

10月9日(金) 13:30～16:10

 場所

三戸町中央公民館(ホール)・城山公園

 内容

三八管内の文化財保護行政関係者及び社会教育関係者が一同に会して、文化財の愛
護・保存活動等について研修を行うもの
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【是川縄文館】
1．管理運営事業
(1) 日曜日縄文体験コーナー

(10月4日～10月25日)

期間中 4回開催

(2) 土曜日体験教室

(10月24日・11月28日・12月19日) 3回開催

(3) 冬季日曜日縄文体験コーナー

(11月1日～平成28年3月27日)

期間中の日曜日 8回開催

(4) 秋季企画展「小川原湖周辺の縄文文化」 (10月10日～11月23日) 39日間開催
(6) 縄文土器作り講座

(10月10日・10月17日・11月21日) 3回開催

(7) 企画展考古学講座

(11月7日)

(8) 考古学講座

(12月5日)

2．埋蔵文化財調査事業
(1) 受託事業
 道路改築事業に伴う調査

八戸城跡 (10月1日～11月30日)

 道路改良工事に伴う調査

田面木遺跡 (11月上旬～下旬)

 下水道工事に伴う調査

綣久保(へそくぼ)遺跡 (11月下旬)

(2) 市内遺跡
 長芋・牛蒡作付けに伴う調査

田面木遺跡 (10月1日～10月30日)

 自然崩落に伴う調査

林ノ前遺跡 (10月1日～10月30日)

 その他開発に伴う試掘調査

3遺跡

計8か所

3. 埋蔵文化財活用活性化事業
 収蔵資料の整理 (10月1日～平成28年3月8日)
 パネル展『伝える－大正・昭和初期の是川遺跡の記録写真』 (12月19日～平成28年3月21日)
4. 周知活動
 田面木遺跡現地説明会 (10月3日)
 第3回 八戸城跡現地見学会 (10月24日)
 八戸市遺跡調査報告会 (11月14日)
 全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会 北海道・東北ブロック会議 (11月18日～19日)
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予定(27 年度第 3 四半期)
総合教育センター

【総合教育センター】
1．研修講座
 10月に2講座、11月は10講座、12月は2講座を実施予定。
2．教科等研究委員
 11月6日に教科等研究委員研修会②を開催予定。
 各部会で研究授業や研究協議などを実施し、研究のまとめを行う。
3．教育の情報化推進事業
 事務用のコンピュータを一斉更新する。10月中に各校での更新作業を実施し、11月から市内全校で
の運用を開始する。
 11月10日、11日に2回目の「市民パソコン教室」(市民対象講座)を開催する。
 校務支援システムの周知に向けて、「一般操作研修会」の実施や、各校での訪問研修、操作につい
ての問合せ対応など、運用支援を行う。
4．小学校理科観察実験アシスタント
 小学校理科観察実験アシスタント3名の派遣は、訪問校19校、訪問延べ回数159回の予定。
 市内各小学校を計画的に訪問し、理科室及び理科準備室などの理科教育に使用する特別教室の
環境整備とともに授業支援を行う。
5．学校図書館ネットワーク事業
 各校が予定している秋の読書推進週間等に向けて、教育センター所蔵の学校図書館支援図書や所
蔵資料等の利用を促す。
6．視聴覚教育関係事業
 11月5日に三八視聴覚教育協議会後期運営委員会を開催し、視聴覚教材を選定する。
 11月11日に16mm映写機検定を実施予定。
7．特別支援教育推進事業
 専門指導員によって、教育相談、巡回相談、就学調査、検査等の業務を行う。
 こども支援センターの専門指導員が、健康増進課で行っている3歳児健診に月2回ことばの検査者と
して、また、発達相談(のびのび・あいあいクラス)に各月1回相談員として従事する。
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予定(27 年度第 3 四半期)
総合教育センター

8．教育相談・適応指導教室事業
 こども支援センター事例検討研修会(スーパービジョン)を11月20日、11月27日に行う。
 適応指導教室での体験活動
 10月9日

押し花活動

 10月16日 「いのちを育む」講演会
 10月23日 調理実習
 11月5日

進路指導説明会

 11月17日 スポーツ活動
 12月11日 適応指導教室・文化祭
 12月16日 フルート鑑賞会
 保護者面談(12月1日～12月22日)
9. 特別支援教育アシスト事業
 支援内容や対象児童生徒の変容について記載した活動日誌を毎月提出させ、業務が適切であるか
を確認し、必要に応じて本人及び学校に対して助言を行う。
 アシスタント配置校に対して、学校訪問時に効果的な活用についての事例を紹介する。
 前期の活動状況から配置計画を見直した上で、10月1日付けで後期の委嘱を行う。
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予定(27 年度第 3 四半期)
図書館

【図書館】
【図書館運営事業】
1．図書館本館行事の開催
(1) 企画展示・貸出し
①「本で世界を旅しよう！」

9月25日(金)～10月12日(月)

②「“本のほん”展」

9月25日(金)～10月20日(火)

③「もっと知りたい！ノーベル賞」

10月3日(土)～10月29日(木)

④「ハッピーハロウィン！」

10月3日(土)～10月29日(木)

⑤「アートの秋」

10月14日(水)～11月23日(月)

⑥「めざせ！コミュニケーション力UP」

10月21日(水)～11月23日(月)

⑦「偉人に学ぶ」

10月31日(土)～11月29日(日)

⑧「ディック・ブルーナ展～ミッフィー生誕60周年～

11月25日(水)～12月11日(金)

⑨「おすすめノンフィクション本展」

11月25日(水)～12月11日(金)

⑩「ハッピー♪クリスマス」

11月25日(水)～12月23日(水)

⑪「八戸市民大学講座講師コーナー」

9月15日(火)～11月23日(月)

(2) 秋の読書週間行事
①企画展示「作家 三浦哲郎」
 日時

10月21日(水)～11月23日(月)

(於：図書館1階フロア)

②講演会「三浦哲郎文学資料と立花義康」
 日時

10月25日(日) 10:00～11:30

 講師

宮 忠氏(三浦哲郎文学顕彰協議会事業部長)

(於：図書館2階集会室)

③朗読会「三浦文学を楽しむ」
 日時

10月25日(日) 14:00～15:00

 協力

朗読奉仕グループ やまびこの会

(於：図書館2階集会室)

④特別展「三浦哲郎資料展 ～立花義康収蔵品より～」
 日時

10月31日(土)～11月8日(日)

(於：図書館2階集会室)

⑤本と雑誌のリサイクルフェア
 日時

11月1日(日) 9:00～13:00

(於：移動図書館車車庫)

(3) 図書館を使った調べる学習コンクール
 一次審査会 10月13日(火)～15日(木)

10:00～16:00 (於：図書館2階集会室)

 最終審査会 10月19日(月)

10:00～12:00

〃

 表彰式

10:00～12:00

〃

11月14日(土)
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予定(27 年度第 3 四半期)
図書館

(4) クリスマスおはなし会
 日時

12月19日(土) 10:00～11:00

 対象

おおむね4歳以上

 協力

八戸おはなしの会紙風船

(於：図書館2階集会室)

2．学校図書館出前講座
長者中学校訪問 10月5日(月)
 対象

図書ボランティア

 内容

購入図書の選書方法、展示の仕方

3．グッジョブの受入れ
 10月6日(火)～8日(木) 3日間

第三中学校 2名

 10月6日(火)～8日(木) 3日間

根城中学校 2名

【歴史資料グループ】
4．八戸市史講座の開催
①第 5 回 「八戸地方の古代社会」
 日時

10月4日(日) 10：00～12：00

 講師

宇部 則保氏(是川縄文館参事)

②第 6 回 「鎌倉時代糠部の世界」
 日時

11月15日(日) 13：30～15：30

 講師

七海 雅人氏(東北学院大学教授)

③第 7 回「八戸考古学研究のあゆみ」
 日時

12月13日(日) 10：00～12：00

 講師

工藤 竹久氏(前八戸市博物館長)

5．八戸市史双書刊行のための作業
 歴史双書「概説 八戸三社大祭」(仮称) 原稿校正、画像等掲載許可申請作業等
6．八戸藩日記解読作業
7．その他
 遠山家日記解読校正作業
 旧八戸市史保管資料、保管場所移動作業：11月4日(水)、11月24日(火)
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予定(27 年度第 3 四半期)
博物館

【博物館】
1．博物館・管理運営事業
 10月10日(土)

博物館無料開放 史跡根城まつり開催のため

 10月16日(金)

史跡根城ボランティアガイド館外研修(鹿角市)

 11月3日(火)

博物館無料開放 文化の日のため

染色講座
 10月4日(日)

「紅花と紫根」

博物館クラブ
 12月13日(日)

しめ飾り作り

市民講座
 11月28日(土)

「本州アイヌと北奥の戦国領主」

 12月12日(土)

「八戸のお殿様」

館外フィールドワーク
 10月24日(土)

八戸城下巡り

2. 特別展等開催事業
特別展 「八戸フード記 －自然・人・食－」
 期間

10月3日(土)～11月15日(日)

 併催

10月17日(土)・11月7日(土) 特別展ギャラリートーク
10月17日(土) 講演会① 「東北の食-自然環境との連動性-」
10月31日(土) 講演会② 「南部煎餅の昭和史」

新春ミニ企画展 「えと展」
 期間

12月12日(土)～1月17日(日)

3．根城の広場・管理運営事業
 10月10日(土)

根城本丸跡無料開放 史跡根城まつり開催のため

 11月3日(火)

根城本丸跡無料開放 文化の日のため

【南郷歴史民俗資料館】
1．教育普及
(1) 講座
 10月2日(金) 「南郷一周巡り」
 11月6日(金) 「南郷文化財巡り」
 12月5日(土) 「しめ縄作り」
(2) その他
 11月3日(火) 文化の日無料開放
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