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予定(27 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 

 新年度契約事務の手続き 

 

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22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4四半期発注予定工事 

(1) 営繕工事 

①小学校 

 大久喜小学校屋根改修工事    (工期 1月～3月) 

 新井田小学校給水方式変更工事   (工期 1月～3月) 

②中学校 

なし 

(2) 大規模改修工事 

①小学校 

 図南小学校トイレ改修建築／機械設備工事 (工期 2月～7月) 

②中学校 

 湊中学校トイレ改修建築／機械設備工事   (工期 2月～7月) 

 

(3) 非構造部材落下防止対策事業 

①小学校 

 小学校屋内運動場天井等落下防止対策工事 (工期 1月～3月) 

(日計ヶ丘小、柏崎小、吹上小、中野小、鳩田小、旧是川東小、旧松館小 計7校) 

②中学校 

 中学校屋内運動場天井等落下防止対策工事 (工期 1月～3月) 

(白山台中、第三中、中沢中、東中 計4校) 
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予定(27 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 2,147人 

 発送日 1月8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 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．学校目標等の達成状況に関する校長面接 

 実施日 1月5日(火)～14日(木) 延べ7日間 

 場所 議会第一委員会室 

 実施校 70校(小学校45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 27 年度第 5 回献立検討会議 

 期日 1月28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 1学期分の献立検討 

(2) 平成 27 年度第 2 回八戸市学校給食審議会 

 期日 2月18日(木) 

 場所 議会第二委員会室 

 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(27 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28年度の訪問計画を作成し、各学校へ通知する。 

 

2．地域密着型教育推進事業 

 各推進校からの報告書を基に、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、「7．小・中学校ジョイントスクール推進事業」の項目を参照。 

 

3．幼保小連携推進事業 

 2月12日(金)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。 

 

4．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(木)、8日(金)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17日(水)、18日(木)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。 

 

5．いのちを育む教育アドバイザー事業 

 2月2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。各学校の実施報告所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。 

 

6．学校飼育動物ネットワーク支援事業 

 1月27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

告所を基に成果と課題について協議する。 
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予定(27 年度第 4 四半期)
教育指導課 

 

 

7．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18日(月) 

 内容 第1部(実践発表) 

 ・学校の特色を生かした小中連携(是川中学校区) 

 ・地域密着型教育への取組(白山台小学校) 

第2部(講演) 

演題 「地域とともにある学校 －大人も子供も一緒に学ぶ－」 

講師 横浜市立東山田中学校コミュニティハウス 館長 

    特定非営利活動法人 まちと学校のみらい 代表  竹原 和泉 氏 

 

8．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。 

 

9．教育研究指定事業 

 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22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。 

 

10．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28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。 

 

11．教員海外派遣交流事業 

 1月12日(火)に市長への報告、2月4日(木)に教科等研究・派遣研修発表会で報告を行う。 

 次年度の蘭州市からの受入について、連絡や事前打合せを進める。 

 

12．教育施策市民啓発事業 

 今年度の「教育の広場」についてのアンケート等を基に、成果と課題を分析し、来年度の時期や内容

について検討し、会場の予約をする。 

 

13． 広域的体験学習支援事業 

 1月にスケート教室などで本事業を活用する学校が多数あるため、1月までの報告書の感想等を施設

毎に集約し、2月に各施設に送付する。 

 2月までに次年度の仮申請受け付け、承認後に各校で施設等と交渉し本申請を行う。 
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予定(27 年度第 4 四半期)
教育指導課 

 

 

【青少年グル－プ】 

 

14．学校訪問(中学校) 

1月18日(月)から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。 

 

15．防災教育副読本作成事業 

 印刷業者に製本依頼 

 数回の校正後、副読本「防災ノート」改訂版完成 

 

16．八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17日(水) 

 協議内容 ①平成27年の活動提言状況報告について 

②平成28年度の青少年健全育成の活動提言について 

 

17．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」88号を発行する。 

内容 平成28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。 

 

18．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 月の予定 

 活動回数 7回 

 活動人数 76名 

 活動内容 ○新春「はちのへ郷土かるた大会」 

 1月8日(金) 

 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10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 
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予定(27 年度第 4 四半期)
教育指導課 

 

 

19．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8日(金) 14:30～16:30 

 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。(11チ－ム) 

 

20．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7日(日) 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 講師 川端 悠 氏 

 内容 あそびを通して行えるコーディネーショントレーニング 
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予定(27 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28年八戸市成人式 

 日時 1月10日(日) 式典   13:00～ 

    ふれあいタイム 14:00～ 

 場所 八戸市東体育館 

 

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5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 独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター 

院長  樋口 進(ひぐち すすむ)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 

 講座実施予定 

① 1月29日(金)  鮫小学校・鮫中学校 

 

3．第2回社会教育委員の会議 

 開催日時 1月27日(水) 10:00～ 

 場所 議会第3委員会室 

 

4．発注予定工事等 

(1) 地区公民館施設整備 

 下長公民館屋根及び外壁改修工事 (予定工期 12月～ 3月) 

 大館公民館屋根及び外壁改修工事 (予定工期 12月～ 3月) 

 

 

【文化財グループ】 

 

5．芸術文化活動の推進 

(1) 「第 38 回民俗芸能の夕べ兼三圏域郷土芸能交流祭」開催 

 期日 1月17日(日) 

 場所 八戸市公会堂文化ホール 

 出演団体 【民俗芸能の夕べ枠】鳩田学区子どもえんぶり組(泉清水えんぶり)、白銀四頭権現神楽

保存会、八太郎おしまこ保存会、左比代虎舞 

【三圏域郷土芸能交流祭枠】五戸町連合婦人会(以上五戸町)、坂本七ツ物保存会、武内

神社神楽保存会(以上二戸市)、夏井大梵天神楽保存会、戸呂町神楽保存会(以上久慈市) 
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予定(27 年度第 4 四半期)
社会教育課 

 

 

(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 3月上旬開催予定 

 

6．文化財の保護・活用 

(1) 「第 62 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(火) 

 場所 市内各所 

(2) 八戸三社大祭山車祭り行事保存会研修会 

 開催日 1月25日(月) 

 場所 八戸市役所別館2階会議室C 

 内容 ユネスコ無形文化遺産の登録に向けた研修他 

(3) 史跡丹後平古墳群コンクリート擁壁調査 

 日程 平成27年11月20日(金)～平成28年3月11日(金) 

 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実施 

(4) 天然記念物蕪島ウミネコ繁殖地保護事業 

①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 

②刈り草の搬出処分 

 実施日 2月以降予定 

③フェンス隙間修繕 

 実施日 2月以降予定 

(5) 名勝種差海岸保護事業 

①クロマツ伐採の実施 

 実施日  2月以降予定 

②注意看板の設置 

 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27年度文化財関係事業実施状況に係る報告及び指定文化財に係る審議予定 

 開催日 2月及び3月予定 
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予定(27 年度第 4 四半期)
是川縄文館 

【是川縄文館】 

 

1．管理運営事業 

(1) 土曜日体験教室    (1月9日～3月12日)    3回開催 

(2) 冬季日曜日縄文体験コーナー (1月10日～3月27日)  期間中 12回開催 

(3) ボランティア養成講座   (1月23日～3月26日)   10回開催 

(4) 考古学講座     (1月16日・2月6日)     2回開催 

(5) 第2回是川縄文館運営協議会 (2月5日) 

(6) パネル展「伝える－大正・昭和初期の是川遺跡記録写真－」 

        (1月5日～3月21日)  期間中 48日間開催 

 

2．埋蔵文化財調査報告書作成事業 

(1) 八戸市内遺跡発掘調査報告書 (3月末まで) 

(2) 熊野堂遺跡発掘調査報告書 (3月末まで) 

(3) 新井田古館遺跡発掘調査報告書 (3月末まで) 
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予定(27 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1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4日、5日に「研究委員発表会」を開催。 

 

3． 教育の情報化推進事業 

 2月17日、18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。 

 2月15日、16日に教務主任対象の「校務支援システム研修会(新年度準備)」を実施予定。 

 

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」を市内小学校21校に、延べ87回派遣予定。 

 

5． 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。 

 

6．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4日、5日に「研修発表会」を「研究委員発表会」と合同で開催。 

 

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。 

 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。 

 

8．教育相談・適応指導教室事 

 こども支援センター適応指導教室と各学校との連絡会を、1月5日～1月29日の間に実施予定。 

 事例検討研修会(スーパービジョン)は1月13日，2月8日、3月3日に実施予定。 

 適応指導教室体験活動としてスケート教室(1月29日)、スポーツ活動(2月16日)を予定。 
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予定(27 年度第 4 四半期)
総合教育センター 

 

 

9．特別支援教育アシスト事業 

 1月8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(水)付けで、各校に対して、平成28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(日)発行の「広報はちのへ」で平成28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27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。 
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予定(27 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  

企画展示・貸出し 

①「まだまだ新刊！2015年出版本」  12月25日(金)～1月28日(木) 

②「新成人に贈る本」     1月 5日(火)～1月28日(木) 

③「イチオシ新書展」     1月13日(水)～2月11日(木) 

④「心に響く、大人向け絵本」   1月13日(水)～1月28日(木) 

⑤「芥川賞・直木賞受賞作品展」   1月13日(水)～2月11日(木) 

⑥「第5回八戸市図書館を使った調べる学習コンクール入賞作品展」 

         1月30日(土)～2月11日(木) 

⑦「シリーズ絵本大集合！」    1月30日(土)～2月28日(日) 

⑧「よくわかる○○本展」    1月30日(土)～2月28日(日) 

⑨「スイーツ・レシピ」     1月30日(土)～2月28日(日) 

⑩「お仕事小説」      2月13日(土)～3月11日(金) 

⑪「犬がすき 猫がすき」    2月13日(土)～3月11日(金) 

⑫「3．11の記憶～東日本大震災から5年」 3月 1日(火)～3月30日(水) 

⑬「海外文学イッキ読み」    3月 1日(火)～3月21日(月) 

⑭「舞台は図書館＆本屋さん」   3月12日(土)～4月15日(金) 

⑮「からだを動かそう」     3月12日(土)～4月15日(金) 

⑯「新生活応援！」     3月23日(水)～4月22日(金) 

 

2．インターンシップの受入れ 

 千葉学園高等学校 2名 2月1日(月)～4日(木) 4日間 

 

3．特別図書整理に伴う休館 

 南郷図書館   2月1日(月)～3日(水) 3日間  

 図書情報センター 3月1日(火)～3日(木) 3日間  

 

 

【歴史資料グループ】 

 

4．市史双書刊行のための作業 

市史双書「概説 八戸三社大祭」の印刷・校正事務 

 

5．八戸市史収集文書目録発行のための作業 
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予定(27 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6日(土) 銭太鼓作り 

2月27日(土) 貝びな作り 

 

・市民講座 

1月16日(土) 「南部昔ッコ」 

2月6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12日(土)～1月17日(日) 

 

・企画展「えんぶり展」「ひな人形展」 

1月30日(土)～3月13日(日) 

併催  2月18日(木)・19日(金) 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(木)・19日(金)  史跡根城「えんぶり撮影会」 

 

 

【南郷歴史民俗資料館】 

 

1．企画展 

 「なつかしいこどものせかい展」 9月19日(土)～3月27日(日) 

 


