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報告(26 年度第 3 四半期)
教育総務課 

【教育総務課】 

 

【総務企画グル－プ】 

 

1．教育委員会 

日程 内容 

10 月 29 日 議案第 41 号 八戸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 

議案第 42 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報告書

について 

11 月 10 日 議案第 43 号 八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する

条例の制定に係る意見について 

議案第 44 号 指定管理者の指定について 

11 月 13 日 議案第 45 号 史跡是川石器時代遺跡保存管理計画策定委員の委嘱について 

11 月 28 日 議案第 46 号 八戸市公民館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 47 号 通学区域の設定及び変更について 

12 月 25 日 議案第 48 号 八戸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 

議案第 49 号 八戸市学校給食条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 50 号 八戸市図書館条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 51 号 八戸市博物館条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 52 号 八戸市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

 

2．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 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の規定に基づく、事務の管理及び執行状況の

点検及び評価 

 10月29日(水)  点検評価報告書の決定 

 12月2日(火)  市議会への報告、公表 

 

 

【学校施設グル－プ】 

 

3．第2四半期発注済工事 

 

(1) 非構造部材落下防止対策事業(点検) 

①小学校 

 小学校屋内運動場天井等落下防止対策点検業務委託 (11校) (工期 12月～3月) 

(城北小、日計ヶ丘小、多賀小、清潮小、白鴎小、美保野小、柏崎小、 

田面木小、島守小、吹上小、明治小) 

②中学校 

 中学校屋内運動場天井等落下防止対策点検業務委託 (8校) (工期 12月～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) 
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報告(26 年度第 3 四半期)
教育総務課 

 

 

(2) 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点検業務委託 (9校) (工期 12月～3月) 

(新井田小、中居林小、多賀台小、湊小、城下小、小中野小、江陽小、市野沢小、三条小) 

②中学校 

 中学校屋内運動場天井等落下防止対策点検業務委託 (5校) (工期 12月～3月) 

(白銀中、鮫中、市川中、三条中、北稜中) 

 

(3) 主な営繕工事 

①小学校 

 小学校トイレ改修工事 (4校) (工期 11月～2月) 

(湊小、是川小、町畑小、市野沢小) 

 三条小学校屋上改修工事 (工期 11月～2月) 

 西園小学校下水道切替工事 (工期 11月～3月) 

 図南小学校キュービクル改修工事 (工期 11月～3月) 

②中学校 

 中学校トイレ改修 (3校) (工期 11月～3月) 

(下長中、三条中、中沢中) 

 小中野中学校校舎屋上防水工事 (工期 7月～2月) 

 南浜中学校校舎屋根改修工事 (工期 7月～3月) 

 

(4) 八戸市避難施設再生可能エネルギー等導入事業(設計委託) 

①小学校 

 八戸市避難施設再生可能エネルギー等導入事業設計委託 (2校) (工期 11月～2月) 

(多賀小、田面木小) 

②中学校 

 八戸市避難施設再生可能エネルギー等導入事業設計委託 (3校) (工期 11月～3月) 

(大館中、豊崎中、是川中) 
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報告(26 年度第 3 四半期)
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 1,897人 

 発送日 10月6日(月) 

 

(2) 就学時健康診断 

 実施校 44校 

 期間 10月21日(火)～11月28日(金) 

 

2．市立小・中学校適正配置 

市立小・中学校の適正配置に関する「検討課題」のうち、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ている。 

1 是川小と是川東小の統合 平成 27 年 4 月 1 日実施予定 

2 新井田小と松館小の統合 平成 27 年 4 月 1 日実施予定 

3 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 

4 白山台小の分離・新設 平成 29 年 4 月 1 日実施予定 

 主な実績 

(仮称)第二白山台小学校に関する地区住民説明会 

12月25日(木)18:30～19:45 於：白山台公民館 

  (仮称)第二白山台小学校の通学区域及び建設の概要について説明。 

 

 

【経営支援グループ】 

 

3．学校経営支援 

学校訪問 

 時期 10月3日(金)～11月17日(月) 

 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 26 年度第 2 回「手づくり弁当の日」の実施 

 期日 10月6日(月) 

 実施校 71校(小学校47校、中学校24校) 

東中学校については、台風の接近に伴い、登校した生徒の出欠確認と連絡事項の確認後に生徒

を帰宅させたため、やむを得ず実施できなかった。 

  小学校 中学校 合計 

持参した 11,798 人(99.81%) 5,831 人(99.64%) 17,629 人(99.75%)

持参しない 23 人( 0.19%)    21 人( 0.36%) 44 人 (0.25%)

計 11,821 人 (100%) 5,852 人 (100%) 17,673 人 (100%)

 

(2) 平成 26 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15日(水) 

 受賞校 白銀南中学校 

 

(3) 平成 26 年度八戸市学校給食実践発表会 

 期日 11月6日(木) 

 会場 明治小学校 

 参加者 小・中学校教員他 77名 

 

(4) 平成 26 年度第 4 回献立検討会議 

 期日 11月27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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報告(26 年度第 3 四半期)
教育指導課 

【教育指導課】 

 

【実践支援グル－プ】 

 

1．学校訪問(計画訪問) 

 10月3日(金)の小中野小学校から12月1日(月)の東中学校まで、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・助言を予定どおり行った。 

 12月18日(木)付けで、各小・中学校へ平成27年度の計画訪問の希望日調査を送付した。 

 

2．さわやか 八戸 グッジョブ・ウィーク事業 

 10月は、鮫中・根城中・下長中・第二中・江陽中・湊中・是川中・市川中・豊崎中の9校が実施、11月

は、白銀中・長者中の2校が予定どおり実施した。 

 

3．幼保小連携推進事業 

 各小学校で実施された就学時健康診断の際に、未就学児の保護者に対して、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」を配付した。 

 12月に各小学校・幼稚園・保育所(園)に対して、今年度の取組状況についての報告書提出(小学校)

とアンケート提出(幼・保)を依頼した。 

 

4．地域密着型教育推進事業 

 11月27日(木) コーディネーター研修会の開催 

情報交換及びコーディネーター業務に関するアンケート 

 12月11日(木) 推進校連絡会の開催 

情報交換及び取組状況に関するアンケート 

 

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区ごとの研修会に出席し、指導・支援に努めた。 

 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・支援に努めた。 

 

6．市学力実態調査等 

 平成27年度全国学力・学習状況調査実施について全小・中学校に通知文書と実施要領等を送付し

た。 

 青森県学習状況調査の結果が12月末に送付された。 
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報告(26 年度第 3 四半期)
教育指導課 

 

 

7．教育研究指定事業 

研究指定校で、下記のとおり研修会を開催した。 

(1)八戸市立高館小学校 

 月日 11月4日(火) 

 対象 八戸市立高館小学校教職員・保護者及び他校からの参加希望者 

 内容 2学年提案授業及び講演 

 講師 青山学院大学教育人間学部特認教授 坪田 耕三 氏 

(2)八戸市立長者小学校 

 月日 11月14日(金) 

 対象 八戸市立長者小学校教員及び県内小学校教員 

 内容 授業研究及び「教えて考えさせる授業」についての講演 

 講師 東京大学大学院教育学研究科 教授 市川 伸一 氏 

 

8．国際理解教育・英語教育推進事業 

 外国語指導助手(ALT)が中学校25校、小学校47校の要請計画により訪問を実施した。 

 小学校では、外国語活動の授業、中学校では、英語科の授業における「聞く」・「話す」音声重視の英

語教育及び特別活動等における国際理解教育に尽力した。 

 ベース・スクールの学校行事(文化祭、合唱コンクール、2学期終業式)や小学校の学校行事(学習発

表会、スケート教室、クリスマス会、民謡鑑賞等)に参加し、児童・生徒とのコミュニケーションに努めた。 

 11月に全小・中学校へALT通信を送付した。 

 2回目の市民英会話教室(市民対象講座)の講師として活躍した。11月11日(火)、12日(水)に実施し、

参加者は1日当たり25名程度であった。 

 

9．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、11月の

教育委員会定例会において報告した。 

 大まかなアンケート結果については、学校図書館担当者が集まる学校図書館協議会冬期研修会(12

月25日開催)を通して、周知した。 

 1枚も使用されなかったクーポンの割合ついては、12月末現在担当課にて確認作業中である。 

 

 

【青少年グル－プ】 

 

10．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状況 

 実施回数  30回 

 参加生徒数 396人 

 事業内容  ハロウィンツアー、うみねこ学園・いちい寮文化祭、八戸南部氏庭園秋の開園、第 

  二養護学校卒業生と在校生との交流会、教育の広場、地区公民館での行事支援 



 

- 7 - 

報告(26 年度第 3 四半期)
教育指導課 

 

 

11．さわやか八戸あいさつ運動街ぐるみ編 

 11月3日(月・祝)暴風警報が発表されたため中止 

湊朝市、八戸駅、八食センターで、その学区の中学生やPTA等であいさつ運動を実施する予定であ

ったが、防風警報のため中止した。 

 

12．平成26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12日(水) 14:00から 

 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) 

 参加人数 60名 

 

13．平成26年度 八戸市青少年健全育成「市民の集い」 

 日時 11月24日(月・祝振) 13：30～15：30 

 場所 八戸市総合福祉会館 多目的ホール 

 内容 「愛の一声」市民会議による、青少年健全育成関係団体を中心に市民一般を対象とし

た講演と発表 

 講演  「青少年の自殺予防について」八戸学院大学教授 瀧澤 透 氏  

 鮫神楽伝承会  鮫神楽 

 高館小学校  駒踊 

 児童生徒弁論発表 

 参加人数 180人 

 

14．少年相談センター事業 

少年指導員施設研修会 

 日時 10月8日(水) 8:00～17:00 

 場所 青森少年鑑別所、青森県立子ども自立センターみらい 

 参加人数 20人 

 

15．防災教育副読本作成事業 

 小・中学校各1名以上参加の研修会を開催し、副読本作成の途中過程での意見交換を行った。 

10月6日(月) 八戸市福祉公民館 

 研修会での意見やアドバイザー(八戸工業大学教授、防災士)からの助言を取り入れ、原稿の仕上げ

作業を行った。 

 印刷業者に製本依頼 
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【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8日 (水) 戸部 栄一 氏 文化ホール 18:30～ 受講者 男95名  女98名 計193名 

 10月15日(水) 渡邊 隆 氏  文化ホール 18:30～ 受講者 男139名 女75名 計214名 

 10月21日(火) 西田 小夜子 氏 文化ホール 18:30～ 受講者 男90名  女140名 計230名 

(2) 閉講式 

 11月11日(火) ロバート・キャンベル氏  公会堂  18:15～修了式 18:30～講演 

           受講者 男206名 女486名 計692名 

※第17～20講義受講者小計 男   530名 女   799名 計 1,329名 

※第 1～20講義受講者合計 男 2,576名 女 4,935名 計 7,511名 

  (25年度 20講義合計)    (男 3,053名 女 5,396名 計 8,449名) 

 

2．学校支援地域本部事業 

(1) 各学校区地域教育協議会の開催 

① 10月30日(木) 中居林小学校 

② 11月25日(火) 白山台小学校・白山台中学校(合同開催) 

③    〃  根城中学校 

④ 12月 1日(月) 明治小学校・明治中学校(合同開催) 

⑤ 12月 2日(火) 第三中学校 

⑥ 12月 3日(水) 第一中学校 

⑦ 12月10日(水) 柏崎小学校 

⑧ 12月12日(金) 根城小学校 

 

3．平成27年八戸市成人式 

(1) 平成 26 年度新成人代表者と市長との懇談会 

 日時 11月23日(日) 10:00～ 

 場所 八戸グランドホテル 1階 マリーンホール 

 

4．家庭教育充実事業 

(1) 子育て・親育ち講座 

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 

① 10月24日(金) すぎのこ保育園 

② 11月 6日(木) 江南小学校 

③ 11月13日(木) 旭ヶ丘小学校 

④ 11月21日(金) 第二中学校 

⑤ 11月26日(水) 田面木小学校 

⑥ 11月27日(木) 図南小学校 
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5．第3四半期発注済工事・業務委託 

地区公民館 

 市立江陽公民館設計業務委託 (工期 10月～3月) 

 市立館公民館地質調査業務委託 (工期 11月～1月) 

 八戸市避難施設再生可能エネルギー等導入事業設計委託(上長公民館他２か所) (工期 11月～3月) 

 市立江陽公民館地質調査業務委託 (工期 12月～2月) 

 市立白銀公民館下水道接続工事 (工期 12月～3月) 

 

 

【文化財グループ】 

 

6．芸術文化活動の推進 

(1) 先人周知事業 

第1回「ふるさと先人資料収集検討ワーキング会議」開催 

 日時 12月19日(金) 13:30～15:00 

 

7．文化財の保護・活用 

(1) 第 61 回文化財保護強調週間 

八戸消防署の協力を得て、糠塚大慈寺において消火訓練を実施 

 期間 11月4日(火) 

(2) 史跡長七谷地貝塚の説明板修繕・注意看板設置 

老朽化した説明板の修繕と注意看板を新規に設置 

 工期 10月10日(金)～12月19日(金) 

 場所 史跡長七谷地貝塚(桔梗野工業団地) 

(3) 蕪島ウミネコ繁殖地廃棄物処分業務 

業者委託により刈った草を搬出処分 

 期間 10月24日(金)～12月19日(金) 

 場所 蕪島 

(4) 三八地区文化財保護研究集会 

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

動等についての研修会を実施 

 日時 10月17日(金) 13:30～16:10 

 場所 ハートフルプラザ・はしかみ、寺下観音 
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是川縄文館 

【是川縄文館】 

 

【本館】 [入館者数 5,406人] 

 

1．管理運営事業 

(1) 日曜日縄文体験コーナー (10月5日～10月26日) 4回開催 42人参加 

(2) 土曜日体験教室 (12月20日) 1回開催 8人参加 

(3) 冬季日曜日縄文体験コーナー (11月2日～12月21日)     期間中 8回開催 82人参加 

(4) 秋季企画展「海と火山と縄文人」 (10月11日～11月24日) 39日間開催 3,168人 

(5) 縄文土器作り講座 (10月11日・10月18日・11月22日) 3回開催 47人参加 

(6) 秋季企画展ギャラリートーク (11月8日)  49人参加 

(7) 企画展考古学講座 「海と火山と縄文人」  (11月8日)  116人参加 

(8) 考古学講座 「ニューギニア島の新石器文化について」  (12月6日)  33人参加 

(9) ボランティアによる展示室・是川遺跡ガイド  期間中 1,425人 

(10) グループ･団体の体験学習・講話 

 市内 小学校4校、中学校1校、個人体験学習3件、吹上おやじの会、きくよしスクール、 

八戸自由大学、ふるさとの味倶楽部 

 市外 小学校2校、八戸学院野辺地西高等学校PTA、有限会社阿部悦三商店、 

公開研究会「八戸の集落一万年 vol.2」 

○講師派遣(ボランティア含む)・講話 

 市内 多賀台小学校6年親子レク、是川中学校、青森県退職校長会第2回理事会、 

南部フォトレッキングガイド、ひらないカレッジ・すこやかウォーキング、 

はっち市「まなび舎」、平成26年度種差海岸ガイド研修会 

 市外 南部学研究会、平成26年度青森県埋蔵文化財発掘調査報告会、 

北の縄文世界「是川石器時代遺跡と丘珠縄文遺跡～遺跡公園の整備に向けて～」 

 

2．埋蔵文化財調査事業 

(1) アパート建築に伴う熊野堂遺跡発掘調査 (10月1日～10月31日)  

(2) 長芋・ごぼう作付けに伴う田面木遺跡発掘調査 (10月1日～10月31日) 

(3) 内容確認に伴う一王寺(1)遺跡確認調査 (10月1日～10月31日)  

(4) 土地改良工事に伴う根城跡発掘調査 (10月30日～12月13日) 

(5) 倉庫建築及びソーラーパネル設置に伴う史跡根城跡確認調査  2ヵ所(11月) 

(6) 田面木遺跡現地見学会 (10月17日) 10:00～16:00一般公開 55名参加 

(7) 一王寺(1)遺跡現地説明会 (10月18日) 10:00・13:00  2回 73名参加 

(8) 遺跡調査報告会         (11月15日) 14:00～16:00 是川縄文館体験交流室 80名参加 

 

3．埋蔵文化財活性化事業 

 収蔵資料の再収納・再整理 (10月1日～12月26日) 期間中 
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4．グッジョブウィーク受け入れ 

 是川中学校2年 2名 (10月7日～10日)  一王寺(1)遺跡  発掘調査 

 長者中学校2年 2名 (11月11日～13日)  遺物整理 

 

 

【分館：縄文学習館】 [入館者数 461人] 

 

5．管理運営事業 

 土曜日体験教室  (10月25日・11月29日)        2回開催  58人参加 
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報告(26 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 

 職務・準職務研修講座 3講座3日開催 受講者 215人 

 選択研修講座   4講座4日開催 受講者 272人 

 市民研修講座   3講座5日開催 受講者 170人 

合計657人の受講 

 

2．教科等研究委員 

 11月7日に「教科等研究委員研修会(2)」を開催した。 

 各部会ごとに研究授業や研究協議などを実施し研究をまとめ、研究報告書の作成を進めている。 

 

3．教育相談・適応指導教室事業 

［10～12 月の相談状況］ 

 全相談回数574回(来所相談は326回) 

 「不登校」にかかわる相談回数は、259回(小学生は82回、中学生は176回、他1回) 

 「発達・行動」にかかわる相談回数は、151回(小学生は99回、中学生は21回、他31回) 

 初回相談件数は54件(4～6月40件、7～9月56件) 

教育相談の周知が進み、来所相談が増加。(昨年度10～12月199回) 

［適応指導教室「うみねこ教室」 ］ 

 通室生は、10～12月までに18名増加(小学生5名、中学生13名) 

→12月末の全通室生は52名(中学生43名、小学生9名) 

 下学年適応指導「うみねこキッズ」は、10～12月 8回実施。 

→10月は「協力する」、11月は「しっかり聞く」、12月はクリスマス会として、ルールを守って楽しむこ

とをテーマに実施した。参加児童たちは、ゲーム等を通してコミュニケーション方法等の社会適応ス

キルを学習している。 

 受検に向けて「高校進路説明会」を実施した。また、12月に開催した「うみねこ祭」には保護者、学校

教員等も含めて約90名の参加があった。 

［その他］ 

 臨床心理士による緊急対応及びカウンセリング、学校訪問は、90時間 

 拡大スーパービジョンを、外部講師3名を招いて、3回実施した。 

 外部講師を招いて「心のケア支援事業」を実施した。 

 

4．特別支援教育アシスト事業 

 9月に提出された学校からの活用報告書並びに本人からの活動報告書をもとに、後期の配置計画を

行い、10月1日付けで後期の配置を行った。 

 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する助言を行った。 

 12月20日(土)発行の「広報はちのへ」で平成27年度特別支援アシスタントの募集を開始した。ハロー

ワークを活用し、幅広い人材の確保に努める。 
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総合教育センター 

 

 

5．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、検査等の業務を行った。 

 業務内容は、教育相談80件、電話相談3件、巡回相談95件、就学指導に関わる検査等は51件、合計

229件(延べ件数)(第2四半期は212件)の状況であった。 

 早期発見･早期支援に向けて、健康増進課の事業「3歳児健康診査」ことばの検査者として1名各月2

回、発達相談の各クラスに相談員として1～2名各月1回従事した。 

 

6．教育の情報化推進事業 

 11月11日、12日に2回目の「市民パソコン教室」(市民対象講座)を実施した。 

 

7．小学校理科「観察実験アシスタント」 

 「小学校理科支援員」を市内小学校30校に、延べ150回派遣した。 

 

8．視聴覚教育関係事業 

 11月13日に総合教育センターにおいて、「三八視聴覚教育協議会後期運営員会」を開催した。視聴

覚教材を選定し、DVD教材43作品を購入した。 

 11月12日～11月19日に児童科学館において、「16mm映写機検定」を実施した。 

 

9．学校図書館ネットワーク事業 

 各校で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等の

利用を促した。 

 冬季休業中の学校の図書貸出のサポートを行い、貸出業務が円滑に進められた。 

 

10．いのちを育む教育アドバイザー事業 

 10月：5校、11月：5校、12月：1校で、「いのちを育む教育アドバイザー」が担当の各中学校を訪問し、

講演会等を実施した。 

 実施後は、アドバイザーと学校担当者から、実施報告書の提出を受け、成果と課題について分析し

た。 

 

11．学校飼育動物ネットワーク支援事業 

 10月に17校、11月に1校の小学校で「ふれあい指導」を実施した。 

実施後は、学校獣医師とふれあい指導担当者から、実施報告書の提出を受け、成果と課題につい

て分析した。 

 

12．教員国内・海外研修派遣事業 

 9月から11月に、専門課程研修4名、短期研修(視察)2名の教諭を筑波大学附属小学校、筑波大学

附属中学校、昭和女子大学等に国内研修派遣生として派遣した。 
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報告(26 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・移動図書館)の利用状況 

区分 
開館日数

(日) 
入館者数

(人) 
貸出冊数

(冊) 
返却冊数

(冊) 
貸出利用者

(人) 
新規登録者

(人) 
CD 利用者 

(人) 
インターネット
利用者(人)

貸出予約
件数(件)

10 月 26 27,574 49,372 51,697 13,676 193 48 688 1,962

11 月 21 23,702 49,317 48,408 11,830 225 37 537 1,658

12 月 25 26,624 53,564 51,463 13,201 175 28 447 1,914

四半期 72 77,900 152,253 151,568 38,707 593 113 1,672 5,534

一日平均 1,082 2,115 2,105 538 8 2 23 77

 

2．図書館本館行事の実施状況 

(1) 秋の読書週間行事 

① 企画展示「八戸藩開藩 350 年を読む」 

 期間 10月15日(水)～11月14日(金)  於：図書館1階フロア 

 内容 八戸藩開藩350年を記念し八戸藩に関する図書を展示 

② 本と雑誌のリサイクルフェア 

 日時等 10月26日(日) 9:00～13:00   於：図書館1階車庫 

 内容 一般募集したリサイクル本と、図書館で除籍となった本や雑誌を希望者へ提供(一人

30冊まで) 

 来場者 313名(5,049冊) 

③ 講演会「図書館の古文書と八戸藩の歴史」 

 日時等 11月1日(土) 10:00～11:30   於：図書館2階集会室 

 講師 八戸歴史研究会 会長 三浦忠司氏 

 来場者 41名 

④ 朗読会「三浦文学を楽しむ」 

 日時等 11月1日(土) 14:00～15:00   於：図書館2階集会室 

 協力 朗読奉仕グループやまびこの会 

 来場者 28名 

⑤ 企画展示「八戸藩開藩 350 年記念古文書展」 

 期間 11月2日(日)～11月6日(木)   於：図書館2階集会室 

 内容 八戸藩に関する絵図や古文書を展示 

 来場者 517名 

  



 

- 15 - 

報告(26 年度第 3 四半期)
図書館 

 

 

(2) 第 4 回八戸市図書館を使った調べる学習コンクール 

 応募総数 19点(小学生17点、中学生2点) 

 審査結果 小学生 － 優秀賞1点、優秀賞2点、優良賞2点、佳作2点 

中学生 － 佳作1点 

 一次審査 10月14日(火)～16日(木) 10:00～16:00  於：図書館2階集会室 

 終審査 10月21日(火)    10:00～12:00    〃 

 表彰式 11月8日(土)    10:00～11:00    〃 

 

(3) クリスマスおはなし会 

 日時等 12月20日(土) 10:00～11:00   於：図書館2階集会室 

 対象 概ね4歳以上 

 協力 八戸おはなしの会紙風船 

 参加 74名 

 

(4) 企画展示・貸出 

①「シニア世代に贈る本」 

 9月17日(水)～10月13日(月)  ・シニア向けセカンドライフ関連本を展示･貸出 

②「サイエンスっておもしろい！」 

 9月17日(水)～10月13日(月)  ・科学の話題や新常識に関する本を展示･貸出 

③「星雲賞受賞国内作品展」 

 10月4日(土)～30日(木)   ・星雲賞を受賞した国内SF作品を展示･貸出 

④「ミステリー本大特集」 

 10月4日(土)～30日(木)   ・秋の夜長におすすめのミステリー本を展示･貸出 

⑤「体を動かし健康になろう！」 

 10月4日(土)～30日(木)   ・体を動かすきっかけになりそうな本を展示･貸出 

⑥「こわい？かわいい？おばけ・ようかいの本」 

 10月4日(土)～30日(木)   ・子ども向けのおばけ・ようかいの本を展示･貸出 

⑦「音楽×暮らし」 

 10月15日(水)～11月14日(金)  ・暮らしと音楽の結びつきを考える本を展示･貸出 

⑧「食欲の秋おすすめ本」 

 11月1日(土)～22日(土)    ・食欲の秋におすすめの本を展示･貸出 

⑨「日本語の魅力」 

 11月1日(土)～22日(土)    ・日本語の多様な魅力を紹介した本を展示・貸出 

⑩「心を込めた贈り物」 

 11月1日(土)～22日(土)    ・気持ちが伝わる贈り物に関する本を展示･貸出 

⑪「忍者の世界」 

 11月1日(土)～22日(土)    ・子ども向けの忍者に関する本を展示･貸出 

⑫「追悼 赤瀬川原平 展」 

 11月1日(土)～22日(土)   ・小説家の赤瀬川原平氏を偲びその作品を展示･貸出 
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⑬「小型絵本展」 

 11月15日(土)～12月12日(金)  ・手に取りやすい小さなサイズの絵本を展示･貸出 

⑭「海外小説を楽しむ」 

 11月15日(土)～12月12日(金)  ・海外のいろいろな国の小説を展示･貸出 

⑮「追悼 高倉健 展」 

 12月1日(月)～14日(日)    ・俳優の故高倉健氏の著書や関連本を展示･貸出 

⑯「クリスマス特集」 

 12月1日(月)～23日(火)   ・クリスマスに関する本やCDを展示･貸出 

⑰「しかけ絵本展」 

 12月1日(月)～27日(土)   ・開くと絵が飛び出すしかけ絵本を展示 

⑱「空を見上げて」 

 12月1日(月)～27日(土)   ・星座や宇宙に関する本を展示･貸出 

⑲「冬休みおすすめ本展」 

 12月13日(土)～1月12日(月)  ・冬休みにおすすめしたい本を展示･貸出 

⑳「暖」 

 12月13日(土)～1月12日(月)  ・体を暖める温泉・食事・運動などの本を展示･貸出 

 「追悼 香月日輪 展」 

 12月25日(木)～1月12日(月)  ・小説家の香月日輪氏を偲びその作品を展示･貸出 

 「暦と年中行事を楽しもう」 

 12月25日(木)～1月31日(土)   ・日本の暦や年中行事に関する本を展示･貸出 

 「八戸市民大学講座講師コーナー」 

 10月4日(土)～11月11日(火)   ・市民大学講座講師4名の著作や関連本を展示･貸出 

 

3．ブックスタート事業 

 日時 毎週水曜日(毎週水曜日に行われる股関節脱臼検診の後に実施) 

 場所 八戸市総合健診センター 

 対象 市内在住の生後90日から満1歳未満の乳児とその保護者 

 受講数 10月 174組、 11月 174組、 12月 145組  四半期計 493組 

 

4．グッジョブ受け入れ 

(1) 第二中 2 名 10 月 8 日(水)～10 日(金)  3 日間 

(2) 長者中 4 名 11 月 11 日(火)～13 日(木)  3 日間 

 

5．寄附に対する感謝状贈呈 

(1) 寄附者 商工中金八戸支店(図書館振興のため 20 万円の寄附) 

 日時等 10月21日(火) 10:00～  於：副市長室(奈良岡副市長から贈呈) 

(2) 寄附者 八戸電気工事業協同組合(図書購入費 30 万円の寄附) 

 日時等 11月27日(木) 10:30～  於：市長室(市長から贈呈) 
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6．指定管理者(南郷図書館・図書情報センター)選定関係 

・指定管理者選定委員会開催 

 第1回 10月 9日(木) 9:00～11:00  於：議会第1委員会室 

 第2回 10月23日(木)14:00～16:00          〃 

※出席者：選定委員6名、図書館職員2名 

 

7．図書館システム更新関係 

 新図書館システム  12月1日(月)から稼動 

 

8．指定管理図書館(南郷図書館及び図書情報センター)関係 

(1) 利用状況 

区分 
開館日数

(日) 
入館者数

(人) 
貸出冊数

(冊) 
返却冊数

(冊) 
貸出利用者

(人) 
新規登録者

(人) 
CD･DVD
利用者(人) 

インターネット
利用者(人)

貸出予約
件数(件)

10 月 29 13,730 9,910 9,320 3,052 40 256 207 246

11 月 21 11,009 9,864 8,714 2,471 37 219 199 234

12 月 25 10,387 9,181 8,399 2,594 18 186 199 310

四半期 75 35,126 28,955 26,433 8,117  95 661  605  790

一日平均 468 386 352 108 1 9 8 11

 

(2) 行事等の実施状況 

 企画展示コーナーの設置 (南郷図書館12回、図書情報センター13回) 

 しおり作り 10月12日(日)開催 30名参加 (南郷図書館) 

 雑誌のリサイクルフェア 10月25日(土)開催 302名来場 (図書情報ｾﾝﾀｰ) 

 本と雑誌のリサイクルフェア 11月8日(土)・9(日)開催 延べ660名来場 (南郷図書館) 

 出張ブックトーク 11月12日(水)開催 西園小学校 70名参加 (図書情報ｾﾝﾀｰ) 

 出張おはなし会・ブックトーク 12月9日(火)開催 三条小全児童参加 (図書情報ｾﾝﾀｰ) 

 第11回スウィングベリーで冬のおはなし会  12月23日(火)開催 41名参加 (南郷図書館) 
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報告(26 年度第 3 四半期)
図書館 

 

 

【八戸市史編纂事業】 

 

9．市史刊行のための事業 

『通史編Ⅰ 原始・古代・中世』の印刷・校正事務 

 

10．八戸市史講座の開催 

① 第 4 回「戦後八戸経済史概説」 33 名参加 

 日時 10月19日(日) 10:00～12:00  (於：図書館2階集会室) 

 講師 田中 哲 氏 (八戸学院大学教授) 

② 第 5 回「八戸のモダンガールズ」 35 名参加 

 日時 11月15日(土) 10:00～12:00  (於：図書館2階集会室) 

 講師 島守 光雄 氏 (元八戸大学教授) 

③ 第 6 回「昭和の戦争と八戸」  73 名参加 

 日時 12月13日(土) 10:00～12:00  (於：図書館2階集会室) 

 講師 本田 敏雄氏 (八戸工業高等専門学校名誉教授) 

 

11．市史双書刊行のための作業 

『八戸藩遠山家日記 第四巻』入札・入稿  10月7日(火) 

 

12．関連事業 

 青森県消費者協会講演 10月 7日(火) (於:図書館、講師：館長) 

 第40回全国歴史資料保存利用機関連絡協議会  11月13日(木)～14日(金) 

全国(福岡)大会及び研修会参加  (於：福岡市、館長参加) 

 第3回八戸市史編纂委員会開催 11月20日(木) (於:長者公民館) 

 八戸市史編纂委員会提言書の打合せ 11月28日(金) (於:図書館) 

 八戸統計協会講演 12月17日(水) (於：八戸プラザホテル、講師：館長) 

 八戸市史編纂委員会提言書の提出 12月18日(木) (於:市長室) 
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報告(26 年度第 3 四半期)
博物館 

【博物館】 

 

1．博物館・管理運営事業 ［入館者数 5,180人］ 

 10月11日(土) 博物館無料開放 史跡根城まつり開催のため 1,115人 

 10月17日(金) 史跡根城ボランティアガイド館外研修(盛岡市) 17人 

 11月 3日(月) 博物館無料開放 文化の日のため 511人 

・染色講座 

 10月 4日(土) 「紅花と紫根」 20人 

・博物館クラブ 

 12月14日(日) しめ縄作り 36人 

・市民講座 

 11月29日(土) 「北上山地のドングリ食と焼畑経営－藩政時代からの危機に備える暮らし－」 50人 

 12月20日(土) 「南部ダイバー」 37人 

 

2．特別展等開催事業 

・特別展「幕末明治の浮世絵探訪展」－幕末の歴史絵から明治の開化絵まで－ 4,016 人 

9月27日(土)～11月3日(月) 

併催 10月 5日(日) 講演会①「幕末明治の浮世絵・鑑賞のツボ」 40人 

  10月25日(土) 講演会② 「浅井コレクションの見どころ」  41人 

・新春ミニ企画展「えと展」 

12月20日(土)～1月18日(日) 

(12月20日・21日・23日・25日・26日  入館者数 164人) 

 

3．各種受け入れ事業 

・グッジョブ受け入れ 

 10月6日(月)～10月9日(木)  根城中学校  4人 

 10月7日(火)～10月10日(金) 第二中学校  2人 

 11月11日(火)～11月14日(金) 長者中学校  4人 

 

4．根城の広場・管理運営事業 ［入場者数  6,774人］ 

 10月11日(土) 根城本丸跡無料開放 史跡根城まつり開催のため 広場4,870人 

  (うち本丸 2,465人) 

 11月3日(月)  根城本丸跡無料開放  文化の日のため 87人 
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報告(26 年度第 3 四半期)
博物館 

 

 

【南郷歴史民俗資料館】 ［入館者数 939人］ 

 

1．企画展 

 「そばづくり道具展」 8月2日(土)～3月29日(日) (10月1日～12月26日 入館者数 939人) 

 

2．教育普及 

・講座 

 「南郷一周巡り」  10月3日(金) 参加者数 23人 

 「南郷文化財巡り」 11月6日(木) 参加者数 20人 

 「しめ縄作り」   12月5日(金) 参加者数 6人 

・出前授業(体験学習) 

 12月16日(火) 白銀小学校(3学年 35人) 昔の道具とくらし 

 

3．その他 

 文化の日無料開放 (11月3日 24人) 

 



予定（26 年度第 4 四半期） 

 

 

 

 

平成２６度第４四半期 主な事業予定 
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予定(26 年度第 4 四半期)
教育総務課 

【教育総務課】 

 

【総務企画グループ】 

 

1．事務の執行管理 

 法令改正等による所管条例及び規則の改正事務 

 新年度契約事務 

 

2．市長からの記念の盾贈呈式の開催 

全国大会等で優勝等の成績を収めた小・中学校（団体・個人）の栄誉を讃え、市長から記念の楯を贈

呈する。 

 日時 2月23日（月） 10：30～ 

 場所 市庁別館2階会議室Ｂ・Ｃ 

 

 

【学校施設グループ】 

 

3．第3四半期発注予定工事 

 

(1) 防音機能復旧事業(工事) 

①中学校  

 市立北稜中学校防音機能復旧建築工事/電気工事/温度保持換気設備工事 

 (予定工期 3月～平成28年1月) 

 

(2) 主な営繕工事 

①小学校  

 小中野小学校給食用昇降機改修工事 (予定工期 2月～ 3月)  

 高館小学校非常階段改修工事 (予定工期 2月～ 3月) 

 

②中学校 

 第一中学校昇降口扉他改修工事 (予定工期 2月～ 3月) 

 第二中学校昇降口扉他改修工事 (予定工期 2月～ 3月) 
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予定(26 年度第 4 四半期)
学校教育課 

【学校教育課】 

 

【学務グループ】 

 

1．就学事務 

新中学 1 年生就学通知 

 対象者 2,202人 

 発送日 1月9日(金) 

 

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 是川小と是川東小の統合 平成 27 年 4 月 1 日実施予定 

2 新井田小と松館小の統合 平成 27 年 4 月 1 日実施予定 

3 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 

4 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．学校目標等の達成状況に関する校長面接 

 実施日 1月6日(火)～15日(木) 延べ7日間 

 場所 議会第一委員会室 

 実施校 72校(小学校47校、中学校25校 組合立田代小中学校含む) 

 概要 学校目標の達成状況(評価)の確認・指導助言 等 

 

 

【学校給食グループ】 

 

4．学校給食関係 

(1) 平成 26 年度第 5 回献立検討会議 

 期日 1月29日(木) 

 会場 八戸市福祉公民館 

 対象 給食主任代表、保護者代表 

 内容 4・5月分の献立検討 
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予定(26 年度第 4 四半期)
学校教育課 

 

 

(2) 平成 26 年度第 6 回献立検討会議 

 期日 3月5日(木) 

 会場 八戸市福祉公民館 

 対象 給食主任代表、保護者代表 

 内容 6月分の献立検討 

 

(3) 平成 26 年度第 2 回八戸市学校給食審議会 

 期日 2月19日(木) 

 場所 議会第一委員会室 

 内容 新学校給食センター建設事業について 等 
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予定(26 年度第 4 四半期)
教育指導課 

【教育指導課】 

 

【実践支援グル－プ】 

 

1．学校訪問(計画訪問) 

 各学校からの訪問希望日調査を踏まえ、平成27年度の訪問計画を作成し、各学校へ通知する。 

 

2．幼保小連携推進事業 

 2月16日(月)に代表者研修会を開催し、今年度の幼保小連携推進事業の取組についての話合いを

行う。 

 市内の小学校・幼稚園・保育所(園)に提出を依頼した報告書及びアンケートを集計し、今年度の成

果と課題をまとめた上で、報告集を作成する。 

 

3．地域密着型教育推進事業 

 各推進校から報告書を提出させ、本事業の今年度の状況並びに成果と課題を分析・検証して報告

集にまとめ、3月に市内小・中学校に配付する。 

 「取組状況に関するアンケート」及び「コーディネーター業務に関するアンケート」の回答を集計し、

各小・中学校へ情報提供する。 

 実践研究発表会については、「4．小・中学校ジョイントスクール推進事業」の項目を参照。 

 

4．小・中学校ジョイントスクール推進事業 

「小･中学校ジョイントスクール推進事業並びに地域密着型教育推進事業」実践研究発表会 

 開催日 1月19日(月) 

 内容 第1部 「学校の特色を生かした小中連携」(根城中学校区の実践発表) 

  「地域密着型教育への取組」(中居林小学校の実践発表) 

第2部 講演 「地域とともにある学校づくりの推進」 

   ～みんなで支え、みんなで育て、みんなが育つ八戸の教育をめざして～ 

  講師 福島県田村市立緑小学校 校長 安齋 宏之 先生 

 

5．市学力実態調査等 

 2月に、各小中学校に対して県学習状況調査と市学力実態調査の活用に関するアンケートを実施す

る予定である。 

 

6．教育研究指定事業 

 研究指定校で、下記のとおり研修会をする予定である。 

(1) 八戸市立北稜中学校 

 月日 1月13日(火) 

 対象 北稜中学校教員 

 1月中に各小・中学校へ実施要項を配付し、来年度の指定校に関する申請書の提出を2月21日まで

受け付ける。その後に審査し、3月末には指定校を決定する。 
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予定(26 年度第 4 四半期)
教育指導課 

 

 

7．国際理解教育・英語教育推進定事業 

 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 

 1月7日(水)、8日(木)に2回目の「ALTと話そう(市内児童生徒対象講座)」を実施予定。 

 2月12日(木)、13日(金)に3回目の「市民英会話教室(市民対象講座)」を実施予定。 

 1月、3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たものを、

1月29日の小学校長会定例会で報告し、来年度に向けた取組を各校で計画的に進めるよう依頼する。

その際、1枚も使用されなかったクーポンの割合ついても報告する。 

 大まかなアンケート結果については、1月20日発行の「広報はちのへ2月号」に掲載される。 

 各参加書店に対しては、アンケート結果とともに、購入できる本の種類等来年度の方向性を文書で

周知する予定である。 

 

 

【青少年グル－プ】 

 

9．青少年(中・高生)の地域活動(ボランティア)事業 

ボランティア活動をはじめとする様々な活動を通して、地域社会の一員としての自覚と関心を深めて

いくとともに、健全な仲間づくりを進める。また、障がいのある生徒との交流を通して、お互いの理解を深

め、仲間意識を形成していくように努める。 

1 月～3 月までの予定 

 活動回数 9回 

 活動人数 81人 

 活動内容 ○新春「はちのへ郷土かるた大会」 

 1月7日(水) 

 ボランティア参加予定 (中・高生対象) 審判(判定)、表彰介添え 

○成人式 

 1月11日(日) 

 ボランティア参加予定 (高校生対象) 来賓受付、新成人受付 

○地区公民館行事 

 

10．愛の一声市民会議  新春「はちのへ郷土かるた大会」 

新春「はちのへ郷土かるた大会」を通して、楽しみながら郷土についての知識を深めさせ、ふるさと八

戸を愛する子どもの育成を図るとともに、子どもたちの「はちのへ郷土かるた」を読む元気な読み声の輪

がひろがっていくことを願い開催する。 

 日時 1月7日(水) 14:00～16:00 

 会場 八戸市福祉体育館 

 参加児童 小学1年生から6年生を1チ－ムとする。(13チ－ム) 
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予定(26 年度第 4 四半期)
教育指導課 

 

 

11．八戸市青少年問題協議会 

青少年健全育成の基本方針を策定し、育成活動等の協議を行う。 

第 2 回協議会 

 日時 2月13日(金) 

 協議内容 ①平成26年の活動提言状況報告について 

②平成27年度の青少年健全育成の活動提言について 

 

12．少年相談センター事業 

青少年を非行から守り、健全に育成するために、関係機関・団体との連携を保ちながら青少年の問題

行動の早期発見・早期指導に努めるとともに、少年相談活動を行う。 

 広報紙「かがみ」85号を発行する。 

 内容 平成27年度八戸市青少年健全育成の活動提言他 

 相談業務 電話相談及び来所相談を行う。 

 

13．学校訪問(中学校) 

市内全中学校を訪問し、問題行動及び不登校生徒の実態を把握するとともに、学校において適切な

生徒指導が行われるよう指導・助言を行う。 

 

14．勤労青少年ホーム 

勤労青少年福祉に関する事業を総合的に行う施設で、レクリエーションや体力づくりなど余暇活動へ

の便宜を図るとともに、教養講座などの事業を行う。 

 短期講座 初心者のためのヨガ教室 

  1月16日・23日、2月6日・13日・20日 計5回 (19:00～21:00) 

お菓子作り教室 

  1月22日・29日、2月5日・12日・19日 計5回 (18:30～20:30) 

 

15．青少年指導者養成講座 

青少年関係団体の指導者及び育成者等の知識、技能の向上を目的として行う。 

 日時 2月14日(土) 10：00～12：00 

 場所 市庁別館2階会議室BC 

 講師 八戸学院短期大学 准教授 山野内 靖子 氏 

 内容 子どもの健康と生きる力 ～ストレス対処力を育てる～ 

 

16．防災教育副読本作成事業 

 副読本利用の手引き作成 

 数回の校正後、副読本完成 
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予定(26 年度第 4 四半期)
社会教育課 

【社会教育課】 

 

【社会教育グループ】 

 

1．平成27年八戸市成人式 

 日時 1月11日(日) 

  アトラクション 12:30～ 

  式典   13:00～ 

  ふれあいタイム 14:00～ 

 場所 八戸市体育館 

 

2．家庭の教育力充実事業 

(1) 第 3 回家庭教育研修会の開催 

 日時 2月6日(金) 14:00～15：30 

 場所 八戸グランドホテル 2階 翔鶴の間 

 講師 K．I．T．(金沢工業大学)虎ノ門大学院教授 三谷 宏治(みたに こうじ)氏 

(2) 子育て・親育ち講座 

 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 

 

3．学校支援地域本部事業 

 各学校区地域教育協議会の開催 

 

4．第2回社会教育委員の会議 

 開催日 2月3日(火)予定 
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予定(26 年度第 4 四半期)
社会教育課 

 

 

【文化財グループ】 

 

5．芸術文化活動の推進 

(1) 「第 37 回民俗芸能の夕べ」開催 

 期日 1月18日(日) 

 場所 八戸市公会堂文化ホール 

 出演団体 笹の葉踊り、重地えんぶり組、笹ノ沢神楽保存会、正調八戸盆踊保存会 

呑香稲荷神社神代神楽保存会(二戸市、特別参加) 

(2) 先人周知事業 

先人パネル製作に際して「第2回ふるさと先人資料収集検討ワーキング会議」を開催し、製作予定原

稿の校正及び次年度調査について検討 

 開催日 2月上旬開催予定 

 

6．文化財の保護・活用 

(1) 史跡等標示事業 

 堀端町標柱設置予定(1月下旬設置工事予定) 

(2) 「第 61 回文化財防火デー」巡回査察指導 

八戸消防署の協力を得て、八戸市文化財審議委員と、指定文化財所有者等に対する巡回訪問査察

指導を行う 

 期日 1月26日(月) 

 場所 市内各所 

(3) 八戸三社大祭山車祭り行事保存会研修会 

 開催日 2月中旬開催予定 

(4) 天然記念物蕪島ウミネコ繁殖地保護事業 

天然記念物蕪島ウミネコ繁殖地の保存・活用についての意見交換会の開催 

 開催日 2月頃予定 

(5) 名勝種差海岸保護事業 

①名勝種差海岸保護意見交換会の開催 

 開催日 2月頃予定 

②クロマツ伐採の実施 

 実施日 2月以降予定 

(6) 八戸市文化財審議委員の会議 

平成26年度文化財関係事業実施状況について報告予定 

 開催日 2月13日(金)予定 
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予定(26 年度第 4 四半期)
是川縄文館 

【是川縄文館】 

 

【本館】 

 

1．管理運営事業 

 土曜日体験教室 (1月10日～3月14日) 3回開催 

 冬季日曜日縄文体験コーナー (1月11日～3月29日) 期間中 12回開催 

 ボランティア養成講座 (1月17日～3月28日) 12回開催 

 考古学講座 (1月10日・2月7日) 2回開催 

 第2回是川縄文館運営協議会 (2月6日) 

 

2. 埋蔵文化財調査報告書作成事業 

 八戸市内遺跡発掘調査報告書(3月末まで) 

 白蛇遺跡発掘調査報告書(3月末まで) 

 根城跡発掘調査報告書(3月末まで) 
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予定(26 年度第 4 四半期)
総合教育センター 

【総合教育センター】 

 

1．研修講座 

 1月に2講座、2月は4講座を実施予定 

 次年度の研修講座案をもとに、外部講師との日程調整等の交渉を進める。 

 

2．教科等研究委員 

 1月中旬までに研究紀要の原稿を提出。その後、研究紀要の作成を行う。 

 2月5日、6日に「研究委員発表会」を開催。 

 

3．教育相談・適応指導教室事 

 うみねこ教室と各学校との連絡会を、1月13日～2月6日の間に実施予定。 

 教育相談「うみねこ」拡大事例検討研修会(スーパービジョン)(2月9日) 

 適応指導教室「うみねこ教室」体験活動 

スポーツ活動(1月22日)、お茶会(2月19日)、スケート教室(2月24日) 

 次年度計画検討 

 

4．特別支援教育アシスト事業 

 1月9日(金)に特別支援アシスタント研修会を実施する。 

 1月6日(火)付けで、各校に対して、平成27年度の特別支援アシスタント配置に関する要望の調査を

行う。3月議会の予算確定ののち派遣校を決定し、学校に対して通知する。 

 12月20日(土)発行の「広報はちのへ」で平成27年度特別支援アシスタントの募集を開始している。ハ

ローワークを活用し、幅広い人材の確保に努める。2月の面接を経て、3月に採用を決定して本人に

通知するとともに、3月末に事前研修会を開催し、職務の理解と資質の向上に努める。 

 3月に、学校から26年度特別支援アシスタントの活用報告書、本人から活動報告書を提出させ、後期

の活動状況を確認する。 

 

5． 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。 

 健康増進課で行っている3歳児健康診査に月2回ことばの検査者として、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。 

 

6. 教育の情報化推進事業 

 2月12日、13日に3回目の「市民パソコン教室」(市民対象講座)を実施予定。 

 校務用サーバの慢性的な負荷増大解消のため、3月より新しい校務用サーバでの運用を開始する。 

 

7. 小学校理科「観察実験アシスタント」 

 「小学校理科支援員」を市内小学校19校に、半日単位で延べ78回派遣予定。 
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予定(26 年度第 4 半期) 
総合教育センター 

 

 

8. 学校図書館ネットワーク事業 

 次年度各学校が予定している図書の購入を計画的に進めてもらうために、学校所蔵図書の確認と購

入希望図書の集約を促す。 

 

9．いのちを育む教育アドバイザー事業 

 2月3日(火)に、事後研修として「思春期ネットワーク研修講座」を実施する予定。 

 この講座には、中学校の担当者の他に、小学校教員、八戸警察署職員、八戸保健所職員、市健康

増進課職員へも参加の案内をしている。各学校の実施報告書を基に成果と課題について協議した

後、医師からの講話により次年度の方向性を確認する。 

 

10．学校飼育動物ネットワーク支援事業 

 1月28日(水)に、学校飼育動物ネットワーク協議会を実施する予定。 

 参加者は、青森県獣医師会代表(事務局長)、青森県三八支部獣医師会代表(会長、事務局長、学

校獣医師)、学校代表、家畜保健衛生所、教育委員会代表で、各学校獣医師及び各学校の実施報

告書を基に成果と課題について協議する。 

 

 

11．教員国内・海外研修派遣事業 

 1月下旬までに研修報告書の原稿を提出。 

 2月5日、6日に「研修発表会」を「研究委員発表会」と合同で開催。 
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予定(26 年度第 4 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 「冬休みおすすめ本展」 12月13日(土)～1月12日(月) 

② 「暖」 12月13日(土)～1月12日(月) 

③ 「暦と年中行事を楽しもう」 12月25日(木)～1月31日(土) 

④ 「装丁の力」  1月5日(月)～1月29日(木) 

⑤ 「新成人に贈る本」  1月5日(月)～1月29日(木) 

⑥ 「まだまだ新刊！2014年出版本」  1月5日(月)～1月29日(木) 

⑦ 「第4回八戸市図書館を使った調べる学習コンクール受賞作品展」 

  1月14日(水)～1月29日(木) 

⑧ 「追悼 宮尾登美子展」  1月14日(水)～1月29日(木) 

⑨ 「芥川賞・直木賞受賞作品展」  1月14日(水)～2月11日(水) 

⑩ 「こだわる人のお菓子づくり」  1月31日(土)～2月11日(水) 

⑪ 「全国学校図書館協議会選定 よい絵本展」  1月31日(土)～2月26日(木) 

⑫ 「NHK大河ドラマ関連本」  1月31日(土)～2月26日(木) 

⑬ 「温泉めぐり」  2月11日(水)～3月13日(金) 

⑭ 「新社会人に贈る本」  2月28日(土)～3月30日(月) 

⑮ 「ロングセラー絵本展」  2月28日(土)～3月30日(月) 

⑯ 「春休みおすすめ本展」  3月14日(土)～4月10日(金) 

⑰ 「緑と触れ合う」  3月14日(土)～4月10日(金) 

 

2．インターンシップの受け入れ 

 千葉学園高等学校 2名  2月2日(月)～6日(金) 5日間 

 

3．特別図書整理に伴う休館 

 南郷図書館   2月 2日(月)～ 4日(水) 3日間 

 図書情報センター 2月24日(火)～27日(金) 4日間 
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予定(26 年度第 4 四半期)
図書館 

 

 

【八戸市史編纂事業】 

 

4．市史刊行のための事業 

 『通史編Ⅰ 原始・古代・中世』の校正・発送事務   

 

5．八戸市史講座の開催 

① 第 7 回「八戸近現代に登場する人と思想」 

 日時 1月10日(土)  10:00～12:00  (於：図書館2階集会室) 

 講師 渡部 髙明氏(ノースアジア大学准教授) 

② 第 8 回「八戸市の都市計画事業のあゆみ」 

 日時 2月21日(土)  10:00～12:00  (於：図書館2階集会室) 

 講師 宮本 利行氏(青森県立百石高等学校教諭) 

   

6．市史双書刊行のための作業 

 『八戸藩遠山家日記 第三巻』の発送事務 

 『八戸藩遠山家日記 第四巻』の印刷作業・発送事務 
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予定(26 年度第 4 四半期)
博物館 

【博物館】 

 

1.博物館・管理運営事業 

 博物館クラブ 

2月8日(日)  銭太鼓作り 

 市民講座 

1月24日(土) 「えんぶりの見方入門」 

 

2.企画展等開催事業 

 新春ミニ企画展「えと展」 

12月20日(土)～1月18日(日) 

 企画展「えんぶり展」「ひな人形展」 

1月31日(土)～3月8日(日) 

併催 2月18日(水)・19日(木)  ギャラリートーク「えんぶり」 

 

3．根城の広場・管理運営事業 

2月18日(水)・19(木)  史跡根城「えんぶり撮影会」 

 

 

 

【南郷歴史民俗資料館】 

 

1．企画展 

 「そばづくり道具展」 8月2日(土)～3月29日(日) 

 

 



教育委員会定例会 資料 

平成 27 年１月28日  

社 会 教 育 課 

 

平成２７年八戸市成人式について（報告） 

 

１．日 時  平成２７年１月１１日（日） 

        アトラクション １２：３０～１２：４５ 

       （島守神楽保存会による神楽） 

        式典      １３：００～１３：３０ 

        ふれあいタイム １３：４０～１４：３０ 

 

２．会 場  八戸市体育館 

 

３．新成人出席者数  平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれ 

１，９２１人（出席率：82.1％） 

対象者 2,339人／男 1,195人・女 1,144人 

           ※対象者数は平成 26年 12月末現在の市内在住者 

            

４．来賓・主催者出席者数  ９５名 

特別来賓          ３名 

一般来賓        ６７名 

市関係者        ２５名 

 

５．スタッフ  １４３名 

小学校教員ボランティア     １１校  １６名（会場整理） 

中学校教員ボランティア    ２２校 ３７名（会場整理） 

高校教教員ボランティア     ２校  ２名（会場整理）       

        青少年ボランティア（高校生）  ５校 ３０名（受付・案内） 

        八戸市福祉部高齢福祉課          １名（救護） 

青森県ろうあ協会            ２名（手話通訳）  

市教委職員（５課、総合教育センター） ４１名 

島守神楽保存会            １３名 

石岡知華                 １名（司会） 

 

６．その他   ふれあいタイム参加教員        ５４名 

         


