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報告(27度第 4四半期) 

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 

1 月 26 日 議案第 1 号 八戸市社会教育委員の委嘱について 

 議案第 2 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 3 号 八戸市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 4 号 八戸市文化財保護条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 5 号 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館条例の一部を改正する条例の

制定について  

 議案第 6 号 教育財産の用途廃止について 

 議案第 7 号 八戸市いじめ防止基本方針の策定について 

 議案第 8 号 八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例を廃止する条例によ

る廃止前の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 9 号 八戸市職員定数条例の一部を改正する条例の制定に係る意見につい

2 月 16 日 議案第 10 号 八戸市通学区域審議会委員の委嘱について 

 議案第 11 号 八戸市通学区域審議会特別委員の委嘱について 

 議案第 12 号 八戸市南郷スクールバス運営規則の一部を改正する規則の制定につ

 議案第 13 号 八戸市通学区域審議会に対する諮問について 

2 月 22 日 議案第 14 号 県費負担教職員の異動内申について 

 議案第 15 号 八戸市教育委員会教育長に対する事務委任等規則の一部を改正する

規則の制定について  

 議案第 16 号 八戸市教育委員会教育長に対する事務委任等規則の一部を改正する

規則の一部を改正する規則の制定について  

3 月 10 日 議案第 17 号 地方自治法第 180 条の 2 の規定に基づく協議について 

 議案第 18 号 市立館公民館本棟工事請負の一部変更契約の締結について 

 議案第 19 号 市立江陽公民館本棟工事請負の一部変更契約の締結について 

3 月 22 日 議案第 20 号 八戸教育委員会事務局及び教育機関の職員(県費負担教職員を除

く。)の人事について 
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報告(27 度第 4四半期) 

教育総務課 

   

日 程 内        容 

3 月 23 日 議案第 21 号 八戸市立公民館長の委嘱について 

 議案第 22 号 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館館長の委嘱について 

 議案第 23 号 八戸市南郷歴史民俗資料館館長の委嘱について 

 議案第 24 号 八戸市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について 

 議案第 25 号 八戸市南郷教職員住宅規則の一部を改正する規則の制定について 

 議案第 26 号 八戸市いじめ問題専門委員会規則の制定について 

 議案第 27 号 八戸市史跡是川石器時代遺跡整備検討委員会規則の制定について 

 議案第 28 号 八戸市史跡是川石器時代遺跡保存管理計画策定委員会規則を廃止

する規則の制定について  

 議案第 29 号 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文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 30 号 八戸市視聴覚センター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 31 号 八戸市博物館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 

2．市長からの「記念の盾」贈呈式 

各種全国大会で優勝等の成績を収めた小・中学生(団体・個人)の栄誉を讃え、市長から記念の盾を

贈呈した。 

 贈呈式 2月22日(月) 

 受賞者 団体：3  個人：10人  

 

 

【学校施設グル－プ】 

 

3.平成27年度第4四半期発注済工事 

 

(1) 営繕工事 

①小学校 

 新井田小学校給水方式変更工事（1月～6月末） 

 大久喜小学校屋根改修工事（1月～3月末）    

 

(2) 非構造部材落下防止対策事業（工事） 

①小学校（7 校） 

 小学校屋内運動場天井等落下防止対策工事 

   （旧松館小、中野小、鳩田小、是川東小、日計ヶ丘小、柏崎小、吹上小） 

②中学校（4 校） 

 中学校屋内運動場天井等落下防止対策工事            

   （白山台中、第三中、中沢中、東中）     
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報告(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ている。 

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 

【主な実績】 

 2月16日(火)18:30～20：00 於：市野沢小学校 

南郷小学校開校に関する打合せ 

 

(2) 中期検討課題 

着手した検討課題の対象地域に出向き保護者、地域、学校の代表者とそれぞれの地域に応じた進

め方を尊重しながら話合いを進めている。 

 

 

【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 
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報告(27 年度第 4 四半期) 

学校教育課 

 

【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 平成28年度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 4 報告案件 

   八戸市学校給食条例の一部改正(案)について 

   東地区給食センター調理等業務委託について 

   給食管理システムの導入について 

   新学校給食センター建設事業について 

 

(3) 平成 27 年度非常食カレー(通称：ホッとするカレー)の提供 

 提供日： 3月11日またはその前後日 

※年間を通じて給食センターの設備故障等がなく、非常食を使用することがなかった場合には、 

  「防災教育の日」の一環として当日または前後に提供している。 

※北地区給食センター供給校については、3月は提供無し。(1月使用済) 
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報告(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を踏まえて平成28年度の訪問計画を作成し各校へ通知した。 

 

2．幼保小連携推進事業 

 2月15日(日)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し合い

をした。 

 12月～1月にかけて、市内の小学校・幼稚園・保育所(園)、認定こども園に依頼した報告書・アンケー

トを集計し、今年度の成果と課題をまとめ、2月19日(金)に市内の小学校・幼稚園・保育所(園)、認定

こども園に報告書を送付した。 

 

3．地域密着型教育推進事業 

 1月18日(月)に小・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

表会を実施した。 

 多くの推進校において、1月から2月にかけて第3回の「地域学校連携協議会」を開催し、学校関係者

評価を実施した。 

 今年度の成果と課題を実践報告集にまとめた。 

 

4．小・中学校ジョイントスクール推進事業 

1月18日(月)に小・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

表会を開催した。 

 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) 

 講演 「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 

 

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して

まとめた。 
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報告(27 年度第 4 四半期) 

教育指導課 

 

6．教育研究指定事業 

 1月中に実施要項を配付し、各校からの申請書を審査した結果、下記の6校を平成28年度の指定校

に決定した。 

① 北稜中学校 「確かな学力(思考力・判断力・表現力)を育てる授業の研究」 3年目 

② 第二中学校 「すべての生徒が参加できる授業のあり方～特別支援教育の視点を生かして～」 

2年目 

③ 城下小学校 「確かな学力を育む学習指導の工夫」 1年目 

④ 小中野小学校 「学ぶ楽しさを感じる授業」 1年目 

⑤ 第三中学校 「ユニバーサルデザインの視点を生かした授業づくり 

    ～“わかった！できた！身についた！”が実感できる指導法の工夫～」 1年目 

⑥ 八戸市階上町学校組合立田代小中学校  

  「学習課題を的確にとらえ、論理的に考え自信をもって表現・伝達させる授業づくり 

  ～統合を見据え「伝え高め合う」ことを重視した言語活動の充実を通して～」 1年目 

 

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)を実施した。 

 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)」を実施した。  

 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)」を実施した。 

 1月、3月にALT通信を全小中学校へ送付した。 

 

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、1月29日の小学校長会で成

果や課題について報告した。 

 主なアンケート結果について、1月20日発行の「広報はちのへ2月号」に掲載した。 

 

9．いのちを育む教育アドバイザー事業 

 2月2日(火)に、アドバイザー(医師)、中学校の担当者、小学校教員、八戸保健所職員、市健康増進

課職員が参加して「思春期ネットワーク研修講座」を実施した。 

 各学校の実施報告書を基に成果と課題について協議し、次年度の方向性を確認した。 

 

10．学校飼育動物ネットワーク支援事業 

 1月27日(水)に、青森県獣医師会事務局長、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(教員、保護者)、家畜保健衛生所、教育委員会代表が参加して「学校飼育動物

ネットワーク協議会」を実施した。 

 各学校の実施報告書を基に成果と課題について協議し、次年度の方向性を確認した。 

 

11．広域的体験学習支援事業 

 2月23日(火)の多賀小学校のスケート体験学習をもって、今年度の事業活用が終了した。 

 各小学校からの今年度の活動についての感想をまとめ、次年度の体験活動に活用できるよう、事業

で活用された全施設へ届けた。 
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報告(27 年度第 4 四半期) 

教育指導課 

 1月18日(月)より次年度の仮申請受付を開始し、3月現在で74校中64校が仮申請している。(86％の

申請率、27年度の実施率は76校中61校で80％) 

 

12 教員海外派遣交流事業 

蘭州市との連絡を進め、次年度の蘭州市の派遣教員の受入計画を作成した。 

 

 

【青少年グル－プ】 

 

13．青少年(中・高校生)の地域活動(ボランティア)事業 

［1 月～3 月までのボランティア活動状況］ 

 実施回数 6回 

 参加生徒数 67人 

○ 郷土かるた大会 1 月 8 日(金) 

 ボランティア参加者 16人 

 活動内容   審判(判定)、会場整理 

○ 成人式   1 月 10 日(日) 

 ボランティア参加者 29人(高校生) 

 活動内容   来賓受付、新成人受付、ふれあいタイムプラカード係 

○地区公民館行事  4 回  22 人 

 

14．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した。 

 日時 1月8日(金) 午後2時30分～午後4時30分 

 会場 八戸市福祉体育館 

 参加児童 66名(11チ－ム) 

 

15．八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った。 

○第 2 回協議会 2 月 17 日(水) 

 出席委員 12名 

 協議内容 ・平成27年度青少年健全育成の活動提言内容の取組状況 

・平成28年度青少年健全育成の活動提言について 

・「八戸市いじめ防止基本方針」について 

・「「インターネットトラブル防止」に向けた3つの提言」について 
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報告(27 年度第 4 四半期) 

教育指導課 

 

16．少年相談センタ－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、少年相談活動を行った。 

○広報紙「かがみ」88 号を発行。(年 3 回) 

 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受付。 

○相談件数 73 件(電話相談 48 件・来所相談 25 件) 

 (※平成27年4月～平成28年3月分) 

 

17．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・助言を行った。 

 

18．勤労青少年ホ－ム 

勤労青少年福祉に関する事業を総合的に行う施設で、レクリェ－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った。 

 通年講座  40回   223名 

 クラブ活動  98回   957名 

 その他 139回  1,231名 

 合計 277回  2,411名 

 

19．防災教育副読本作成事業 

印刷業者に製本依頼をし、数回の校正後、「防災ノート」改訂版が完成した。 
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報告(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 

(1) 日時 平成 28 年 1 月 10 日(日) 

 式典  13:00～ 

 ふれあいタイム 14:00～ 

(2) 場所 八戸市東体育館 

(3) 該当者 平成 7 年 4 月 2 日～平成 8 年 4 月 1 日生 

 男  1,117人 

 女  1,108人 

 合計 2,225人 

(4) 参加者 1,889 人(84.9％) 

 

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 

精神保健福祉士・社会福祉士 前園 真毅(まえぞの まさき)氏 

 参加者 150人 

(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 

① 1月29日(金) 鮫小学校、鮫中学校 

② 2月26日(金) 根城小学校 

 

3．第2回社会教育委員の会議 

 開催日 1月27日(水) 10:00～11：30 

 案件 平成27年度社会教育関連事業の実施状況について他 

 

4．第4四半期完了工事等 

(1) 地区公民館建替え事業 

①根城公民館 

 基本・実施設計業務委託 

(工期 平成27年9月12日～平成28年3月15日:平成28年3月15日完了) 

②是川公民館 

 基本・実施設計業務委託  

(工期 平成27年6月27日～平成28年2月29日:平成28年2月29日完了) 
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社会教育課 

 

(2) 再生可能エネルギー等導入事業 

 八戸市避難施設再生可能エネルギー等導入事業 設備設置工事(東公民館) 

  (工期 平成27年11月27日～平成28年3月25日:平成28年3月23日完了) 

 八戸市避難施設再生可能エネルギー等導入事業 設備設置工事(根岸公民館) 

  (工期 平成27年11月28日～平成28年3月25日:平成28年3月22日完了) 

 八戸市避難施設再生可能エネルギー等導入事業 設備設置工事(上長公民館) 

  (工期 平成27年11月27日～平成28年3月25日:平成28年3月22日完了) 

 八戸市避難施設再生可能エネルギー等導入事業 設備設置工事(白山台公民館) 

  (工期 平成27年12月3日～平成28年3月31日:平成28年3月24日完了) 

 八戸市避難施設再生可能エネルギー等導入事業 街路灯設置工事(白銀公民館他7館) 

  (工期 平成27年12月10日～平成28年3月8日:平成28年3月4日完了) 

(3) その他営繕工事 

 根岸公民館下水道接続工事 

 (工期 平成27年11月3日～平成28年1月31日:平成28年1月29日完了) 

 瑞豊館下水道接続工事 

  (工期 平成27年11月28日～平成28年3月26日:平成28年3月24日完了) 

 大館公民館屋根及び外壁改修工事 

  (工期 平成27年12月26日～平成28年3月31日:平成28年3月23日完了) 

 下長公民館屋根及び外壁改修工事 

  (工期 平成27年12月29日～平成28年3月31日:平成28年3月28日完了) 

 

 

【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 

 日時 1月17日(日)13：30～ 

 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、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) 

(2) 先人周知事業 

① 第 2 回「ふるさと先人資料収集検討ワーキング会議」開催 

 日時 3月16日(水)10:00～12:00 

 場所 別館6階選挙管理委員会室 

 内容 原稿の校正及び次年度の調査内容について検討 

② ふるさと先人パネル制作 

 岩泉正意、岩岡德兵衞、小沼勉、夏堀悌二郎、松下正寿のパネル5枚を制作 
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6．文化財の保護・活用 

(1) 「第 61 回文化財防火デー」巡回査察指導 

 日時 1月26日(火) 

 場所 市内各所 

 内容 八戸消防署の協力を得て、八戸市文化財審議委員と、おがみ神社、対泉院、福善寺、

清水寺、糠塚大慈寺、櫛引八幡宮、小田八幡宮の7カ所の査察指導を実施 

(2) 八戸三社大祭山車祭り行事保存会総会及び研修会 

 日時 1月25日(月) 

 場所 八戸市役所別館2階会議室C 

 内容 ①ユネスコ無形文化遺産の登録に向けて 

②「山・鉾・屋台行事」について～八戸三社大祭の位置づけ～ 

③ユネスコ無形文化遺産登録記念事業について 

④文化遺産を活かした地域活性化事業について 

(3) 史跡丹後平古墳群コンクリート擁壁調査 

 日時 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) 名勝種差海岸保護事業 

①クロマツ伐採 

 日時 2月16日(火)～3月25日(金) 

 場所 鮫町字赤コウ 

 内容 危険木除去のために淀の松原のクロマツを剪定 

②車両進入禁止看板設置 

 日時 3月4日(金)～31日(木) 

 場所 鮫町字日蔭沢 

 内容 名勝地保護のため、車両進入禁止看板を設置 

(5) 天然記念物蕪島ウミネコ繁殖地保護事業 

①「蕪島ウミネコ繁殖地」の保存と活用についての意見交換会 

 日時 3月25日(金) 

 場所 鮫公民館 

 内容 同繁殖地の監視業務委託先の「ウミネコ繁殖地蕪島を守る会」と意見交換実施 

②刈り草処分 

 日時 2月12日(金)～3月11日(金) 

 場所 蕪島 

 内容 刈り払いした草の収集搬出・処分 

③フェンス隙間修繕 

 日時 2月12日(金)～3月18日(金) 

 場所 蕪島 

 内容 天敵進入防止のためフェンス下に植生土のうを設置 

(6) 八戸市文化財審議委員の会議 

 日時 3月22日(火) 

 場所 本館3階第1委員会室 

 内容 27年度実施事業の報告 
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是川縄文館 

【是川縄文館】 

 

1．入館者数 

 本館 4,400人 

 分館  280人 

 

2．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  74人参加 

(2) 冬季日曜日縄文体験コーナー (1月10日～3月27日)       12回開催    174人参加 

(3) ボランティア養成講座   (1月23日～3月26日)   10回開催 295人参加 

(4) 考古学講座     (1月16日・2月6日)     2回開催 102人参加 

(5) 第2回是川縄文館運営協議会 (2月6日) 

(6) ボランティアによる展示室・是川遺跡ガイド       期間中 788人 

(7) グループ・団体の体験学習 

 市内：小学校1校、湊児童館母親クラブ、ソーシャルファームエッグス 

 市外：小学校1校、米軍三沢基地内ソラーズ小学校1年   

(8) 講師派遣(ボランティア含む) 

 市内：八戸幼稚園親子レク(於八戸幼稚園)、かがり火えんぶり点火式(於市庁前広場) 

 市外：是川公民館歴史講演会(於是川公民館)、 

二戸市埋蔵文化財センター発掘調査報告会(於二戸市埋蔵文化財センター)、 

あおもりJOMONフェスタ(於イオン下田ショッピングセンター) 

(9) 年報第4号、研究紀要第5号刊行 

 (10)ホームページのリニューアル 

 

3．埋蔵文化財調査報告書作成事業 

発掘調査報告書の刊行 

 八戸市内遺跡発掘調査報告書33 

 熊野堂遺跡第2地点発掘調査報告書 

 新井田古館遺跡第30地点調査報告書 

 

4．是川遺跡出土品の保存修理 

 修復遺物9点 

 

5．埋蔵文化財活用活性化事業 

 収蔵資料の再収納・再整理・台帳作成 

 パネル展『伝える－大正・昭和初期の是川遺跡記録写真－』  

(12月19日～3月21日)  48日間開催   2,775人参加 

 

6．縄文の里整備事業 

 「史跡是川石器時代遺跡保存活用計画書」の刊行 

 史跡是川石器時代遺跡の公有化に係る用地測量(28年度中の購入予定地) 

 「北海道・北東北の縄文遺跡群」推薦書素案の改訂 
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総合教育センター 

【総合教育センター】 

 

1．研修講座 

 5講座実施。「ALTと話そう」2日間(39名)、「教科等研究委員研究発表会」2日間(125名)、「思春期ネ

ットワーク研修講座」(26名)、「市民パソコン教室」2日間(26名)、「市民英会話教室」2日間(58名)。 

 平成27年度の研修講座の総数は、職務研修講座6講座で6日、準職務研修講が10講座で10日、選

択研修講座が24講座で27日、市民教育公開講座が5講座で18日。延べの受講者数は2762名。 

 

2．教科等研究委員 

 1月下旬に27年度の研究紀要を作成し、2月に各校へ配付した。 

 2月4日、5日に「研究発表会」を実施した。延べで125名が参加。教員国内派遣研修の報告会と兼ね

て実施。また、研究発表会の資料及び動画をグループウェアGovattに掲載し、市内の先生方がいつ

でも閲覧できるようにした。 

 

3．教育の情報化推進事業 

 2月8、9日に養護教諭対象の「校務支援システム保健研修会」を実施した。 

 2月15、16日に「校務支援システム年度末更新説明会」を実施した。各小中学校の教務主任を対象

に、28年度準備・年次更新作業等について周知を図った。 

 2月17、18日に3回目の「市民パソコン教室」(市民公開講座)を実施した。参加者は20名。 

 3月3日に、教頭先生を対象に校務用コンピュータの年次更新に係る「臨時情報管理研修会」を開催

した。年度末・年度初めにおける校務用コンピュータ・Fogosの取扱い及びセキュリティポリシーの遵

守について周知を図った。 

 

4．小学校理科観察実験アシスタント 

 小学校21校に1日を単位として、87回の訪問を行った。理科の授業づくりの助言や補助、理科室の

環境整備、観察・実験の準備・見守り・片付け等を行った。 

 

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した。 

 平成28年度の図書室利用者名簿等の年次更新について各学校に案内した。 

 学校図書館用コンピュータ及びプリンタの不具合対応を行った。 

 

6．視聴覚教育関係事業 

 2月に残額執行分の視聴覚教材の購入を行った。(DVD7本)。 

 3月に映像データブックの印刷とリングファイルの購入を行った。 
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総合教育センター 

【こども支援センター】 

 

1．特別支援教育体制整備事業 

 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、来所相談103件、電話相談1件、巡回相談106件、就学指導に関わる検査等は22件、

合計232件であった。 

 相談の内訳は、幼稚園・保育所(園)・認定こども園が80件、小学校119件、中学校24件で前年度より

20件ほど増加した。 

 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」にことばの検査員として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。 

※数値は延べ件数 

 

2．教育相談・適応指導教室事業 

【教育相談部・1～3 月の相談状況】 

 全相談回数808回(来所相談は485回) 

 →前年度1～3月 全相談回数584回、来所相談384回 

 「不登校」にかかわる相談回数は、355回 

 「発達・行動」にかかわる相談回数は、155回 

 初回相談件数は32件(4～6月35件、7～9月62件、10～12月53件) 

【適応指導部】 

 通室生は、1～3月までに10名増加(小学生4名、中学生6名) 

 →平成27年の全通室生は52名(小学生11名、中学生41名) 

 下学年適応支援活動「キッズ」は、1～3月 4回実施。参加児童たちは集団生活適応のための各自の

課題解決に向けて活動することができた。 

 年度内に学校復帰した児童生徒は2名(1名は進級、1名は高校受検がきっかけで復帰)、部分登校な

どができた児童生徒は22名であった。また、11名が中学校を卒業し、全員が高校へ進学した。 

 第3回学校連絡相談会(学校訪問)を1月に実施した。(適応指導教室) 

【その他】 

 臨床心理士によるカウンセリング及び緊急対応は、85時間。(センター内でのカウンセリング54時間、

訪問相談6時間、緊急対応25時間。) 

 外部講師によるスーパービジョン(事例検討会)を1回、臨床心理士と教育相談アドバイザーによるス

ーパービジョンを2回実施した。 

 

3．特別支援教育アシスト事業 

 1月8日(金)にアシスタント研修会を実施した。 

 3月、学校から活用報告書、本人から活動報告書を提出してもらい、成果と課題をまとめ、次年度の

方向性を確認した。 

 市内小・中学校に対して、「平成28年度のアシスタント配置に関する要望」の調査を行い、それをもと

に配置人数を決定し、各校に通知した。 

 「広報はちのへ」で平成28年度の特別支援アシスタントの募集を行った。同時にホームページに掲

載するとともにハローワークを活用し、幅広い人材の確保に努めた。書類選考の後、面接を実施し、

採用者を決定した。採用者に対しては、3月25日(金)に事前研修会を実施し、アシスタントとしての心

構えや、特別支援教育の概要について説明を行い、自覚と資質の向上を図る研修とした。 
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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) 

1 月 25 27,991 49,580 57,321 13,906 186 31 403 1,923 

2 月 27 31,152 52,310 51,367 14,898 218 39 485 2,106 

3 月 29 31,364 55,710 57,383 15,848 207 63 500 2,272 

四半期 81 90,507 157,600 166,071 44,652 611 133 1,388 6,301 

一日平均  1,117 1,946 2,050 551 8 2 17 78 

 

2．図書館本館行事の実施状況 

企画展示・貸出 

①「本屋大賞展」 

 12月12日(土)～ 1月11日(月) ・過去の受賞作及びノミネート作を展示・貸出し 

②「冬休みおすすめ本」 

 12月19日(土)～ 1月11日(月)  ・冬休みにおすすめの本を展示・貸出し 

③ 「まだまだ新刊！2015年出版本」 

 12月25日(金)～ 1月28日(木)  ・2015年に出版されたおすすめ本を展示・貸出し 

④ 「新成人に贈る本」 

 1月5日(火)～1月28日(木)    ・新成人におすすめの本を展示・貸出し 

⑤ 「心に響く、大人向け絵本」 

 1月13日(水)～1月28日(木)   ・大人にこそ読んでほしい絵本を展示・貸出し 

⑥ 「イチオシ新書展」 

 1月13日(水)～2月11日(木)   ・時事問題等を学べるイチオシ新書を展示・貸出し 

⑦ 「芥川賞・直木賞受賞作品展」 

 1月13日(水)～2月11日(木)   ・賞の発表に合わせ歴代受賞作品を展示・貸出し 

⑧ 「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)   ・今年度のコンクール入賞作品を展示 

⑨ 「シリーズ絵本大集合！」 

 1月30日(土)～2月28日(日)   ・人気のシリーズ絵本を展示・貸出し 

⑩ 「よくわかる○○本展」 

 1月30日(土)～2月28日(日)   ・様々なジャンルの入門書を展示・貸出し 

⑪ 「スィーツ・レシピ」 

 1月30日(土)～2月28日(日)   ・お菓子のレシピ本やラッピング本を展示・貸出し 

⑫ 「追悼 佐藤 初女」 

 2月2日(火)～2月11日(木)    ・福祉活動家の故佐藤氏の作品を展示・貸出し 
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図書館 

⑬ 「追悼 井上 洋介」 

 2月4日(木)～2月11日(木)    ・絵本作家・故井上洋介氏の作品を展示・貸出し 

⑭ 「お仕事小説」 

 2月13日(土)～3月11日(金)   ・様々な職場や仕事がテーマの小説を展示・貸出し 

⑮ 「犬が好き  猫が好き」 

 2月13日(土)～3月11日(金)   ・犬と猫の魅力がたっぷりの本を展示・貸出し 

⑯ 「追悼 津島 佑子」 

 2月19日(金)～2月28日(日)   ・作家で太宰治氏次女の故人の作品を展示・貸出し 

⑰ 「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)    ・被災者の体験談や復興に関する本を展示・貸出し 

⑱ 「海外文学イッキ読み」 

 3月1日(火)～3月21日(月)   ・海外文学が味わえるおすすめ作品を展示・貸出し 

⑲ 「オススメ文庫本展」 

 3月2日(水)～3月30日(水)    ・小説以外のおすすめの文庫本を展示・貸出し 

⑳ 「舞台は図書館＆本屋さん」 

 3月12日(土)～4月15日(金)   ・図書館や本屋さんが舞台の作品を展示・貸出し 

○21  「からだを動かそう」 

 3月12日(土)～4月15日(金)   ・簡単な体操やストレッチの本を展示・貸出し 

○22  「追悼 夏樹 静子」 

 3月23日(水)～3月30日(水)   ・作家の夏樹静子氏を偲び、作品を展示・貸出し 

○23  「新生活応援！」 

 3月23日(水)～4月22日(金)   ・春からの新生活に役立つ本を展示・貸出し 

 

3．ブックスタート事業 

実施回数及び配布数 (※配布数は健診センターにおける配布数) 

 1 月 2 月 3 月 

回 数 4 4 5 

配布数 133 133 159 

 

4．インターンシップ受入れ 

千葉学園高等学校  2名  2月1日(月)～2月4日(木)  4日間 

 

5．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) 

1 月 24 11,897 10,098 10,257 2,846 30 287 279 242 

2 月 24 12,841 10,385 9,406 3,012 34 240 277 281 

3 月 29 12,769 10,391 10,873 3,180 35 270 325 204 

四半期 77 37,507 30,874 30,536 9,038 99 797 881 727 

一日平均   487 401 397 117 1 10 11 9 
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図書館 

 

(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11回) 

 ぷちベリーのおはなし会  1月24日(日)            45名参加  (南郷図書館) 

 出張おはなし会      1月21日(木) 市野沢小学校 32名参加  (南郷図書館) 

                    2月18日(木) 市野沢小学校 41名参加  (南郷図書館) 

 冬のおはなし会      2月11日(木)          11名参加  (南郷図書館) 

 出張ブックトーク      2月8日(月)   西園小学校3～4年生 

  約80名参加(図書情報センター) 

 アニマシオン       3月2日(水)  中沢中学校  23名参加  (南郷図書館) 

 

(3)その他 

 特別図書整理に伴う休館  南郷図書館     2月1日(月)～2月3日(水) 3日間 

図書情報センター 3 月 1 日(火)～3 月 4 日(金) 4 日間 

 

 

【歴史資料グループ】 

 

6．八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』原稿校正、画像等掲載許可申請作業等 

入札 12月15日(火) 

 

7．「八戸藩日記」解読作業 

1月～3月  13冊 

 

8．「八戸市史収集文書目録」第13集の印刷、発行、送付作業 

 

9．27年度古文書の点検、目録の点検による目録修正及び新目録作成作業 

 

10．その他 

 長者小学校借用教室の引渡しに関する作業 

1月12日(棚解体)、13日(搬出) 

 資料調査 

廿三日町 金子薬局 蔵の解体に伴う所蔵資料の調査 

長者山下 西沢家訪問(図書寄贈) 
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【博物館】 

1．博物館・管理運営事業         〔入館者数 3,656人〕 

① 博物館クラブ 

 2月6日(土)   銭太鼓作り          6人 

 2月27日(土)   貝びな作り         12人 

② 市民講座 

 1月16日(土) 「南部昔ッコ」           39人 

 2月6日(土)  「えんぶりの見方入門」  47人 

③ 出前授業 

 1月28日(木)  五戸町立倉石小学校  3年生 「昔のくらし」 

 2月17日(水)  八戸市立白山台小学校 3年生 「昔のくらし」 

 

2．企画展等開催事業 

① 新春ミニ企画展「えと展」            704 人 

 12月20日(土)～1月18日(日)     

② 企画展「えんぶり展」「ひな人形展」  2,898 人 

 12月12日(土)～1月17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         〔入場者数 1,470人〕 

(1)指定管理者自主事業 

① 2 月 18 日(木)・19(金) 史跡根城「えんぶり撮影会」  458 人 

② 「ものづくり体験工房」 

 1月 7日(木) 「えんぶりミニミニ烏帽子作り」        1人 

 1月23日(土) 「八幡馬の絵付け」              2人 

 1月30日(土) 「八幡馬の絵付け」               4人 

 2月 1日(月) 「えんぶりミニミニ烏帽子作り」    2人 

 2月11日(木) 「えんぶりミニミニ烏帽子作り」         2人 

 2月13日(土) 「八幡馬の絵付け」                2人 

 2月14日(日) 「八幡馬の絵付け」                4人 

 2月17日(水) 「八幡馬の絵付け」                3人 

 2月19日(金) 「えんぶりミニミニ烏帽子作り」         1人 

         「えんぶり人形の各種絵付け」         1人 

 2月26日(金) 「えんぶりミニミニ烏帽子作り」         1人 

 3月17日(木) 「八幡馬の絵付け」                3人 

 3月20日(日) 「えんぶりミニミニ烏帽子作り」         3人 

 3月27日(日) 「えんぶりミニミニ烏帽子作り」         3人 

         「八幡馬の絵付け」                3人 

 3月30日(水) 「八幡馬の絵付け」                2人 

 3月31日(木) 「八幡馬の絵付け」                4人 
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【南郷歴史民俗資料館】       ［入館者数 134人］ 

 

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) 

(1月5日～3月27日 入館者数 126人) 

 

2．教育普及 

(1) 出前授業(体験学習) 

 1月29日(金)  八戸市立旭ヶ丘小学校 3年生  古い道具と生活の体験 

(洗濯、水汲み、着物、アイロン) 

(2) 見学 

  1月26日(火)  南部町立名久井小学校 3年生 21人 

 2月5日(金)  八戸市立下長小学校   3年生 56人 

 2月18日(木)   八戸市立市野沢小学校  3年生 21人 

 2月26日(金)   八戸市立島守小学校    3年生  3人 

 

(3) 講話 

 3月3日(木) 島守小学校(全校児童) 

「メリーちゃんとのひなまつり会」にて、青い目の人形とメリーちゃんについて講話 

 

 


