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報告(28 年度第 1 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 

4 月 27 日 議案第 32 号 八戸市社会教育委員の委嘱について 

議案第 33 号 八戸市文化財審議委員の委嘱について 

議案第 34 号 

 

八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 35 号 八戸市立小学校及び中学校の管理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 36 号 通学区域の一部変更について 

4 月 27 日 議案第 37 号 八戸市文化財審議委員に対する諮問について 

5 月 11 日 議案第 38 号 八戸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 39 号 八戸市教育委員会事務局職員等の職名に関する規則の一部を改正す

る規則の制定について 

5 月 17 日 議案第 40 号 八戸市学齢児童生徒就学指導委員会委員の委嘱について 

5 月 23 日 議案第 41 号 八戸市少年相談センター運営協議委員の委嘱について 

議案第 42 号 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館運営協議会委員の委嘱について 

議案第 43 号 八戸市図書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 44 号 八戸市文化財の指定について 

6 月 10 日 議案第 45 号 市立根城公民館本棟工事請負の契約の締結について 

6 月 29 日 議案第 46 号 八戸市学校給食審議会委員の委嘱について 

議案第 47 号 八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償

に関する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 48 号 平成 29 年度使用小学校用教科用図書の採択について 

議案第 49 号 平成 29 年度使用中学校用教科用図書の採択について 

 

2．南郷小学校開校式 

 日時 4月6日(水) 午前10時30分 

 場所 南郷小学校体育館 

 

3．市立学校長会議 

 日時 4月11日(月) 午前9時30分 

 場所 総合教育センター 

 内容 平成28年度教育行政の展開について ほか 
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報告(28 年度第 1 四半期) 

教育総務課 

【学校施設グル－プ】 

 

4．平成28年度第1四半期発注済工事 

(1) 非構造部材耐震化事業 

 小学校屋内運動場天井等落下防止対策工事(３校) (工期 6月～10月) 

(町畑小、美保野小、城北小) 

 中学校屋内運動場天井等落下防止対策工事(４校) (工期 6月～10月) 

(大館中、明治中、豊崎中、南浜中) 

 

(2) 大規模改修事業 

 図南小学校校舎・屋内運動場トイレ改修(建築･機械設備)工事 (工期 4月～8月) 

 湊中学校校舎・屋内運動場トイレ改修(建築･機械設備)工事  (工期 4月～9月) 

 根城小学校校庭改修工事  (工期 6月～11月) 
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報告(28 年度第 1 四半期) 

学校教育課 

【学校教育課】 

 

【学務グループ】 

 

1．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 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】 

 5月16日(月) 18:00～19:30 於：白山台小学校 

第1回西白山台小学校開校準備委員会 

(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。 

 

2．八戸市奨学生 

 募集期間 平成28年5月23日(月)～6月17日(金) 

 応募状況 

 

 

【経営支援グループ】 

 

3．年度始業務 

 平成28年4月4日(月) 新校長・教頭宣誓式 

 

4．学校評価の適正な実施に係る指導・支援 

 時期 通年 

 内容 4月下旬に実施要項等を通知 

学校訪問時に各学校の計画及び取組状況を把握 

  

区分 一般奨学金 
第 1 種特別 

奨学金 
第 2 種特別 

奨学金 

対象 
大学 

(在学) 
専修学校 

(在学) 
高校 

(在学) 
大学 

(予約) 
高校 

(予約) 
大学 

(予約) 
大学 

(予約) 
高校 

(予約) 

募集人員 20 人程度 6 人程度 16 人程度 20 人程度 26 人程度 2 人程度 2 人程度 10 人程度 

応募者数 9 人 1 人 11 人 29 人 18 人 4 人 31 人 13 人 
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報告(28 年度第 1 四半期) 

学校教育課 

5．学校訪問 

 時期 平成28年5月10日(火)～6月30日(木) 

 学校数 小学校17校、中学校4校、計21校 

 訪問者 次長、課長、経営支援GL、指導主事、課職員 

 内容 教職員の人材育成・評価、学校評価に係る計画及び取組状況の把握、 

人事面における現状と課題の把握 

 

6．よい歯のコンクール 

 期日 平成28年6月23日(木) 

 会場 八戸市総合教育センター 

 対象 市内小・中学校 児童生徒 

 内容 八戸歯科医師会・市教委共催による口腔審査と表彰 

併せて、八戸歯科医師会主催による図画ポスターコンクールの表彰 

 

 

【学校給食グループ】 

 

7．学校給食関係 

(1) 平成 28 年度八戸市学校給食主任研修会 

 期日 平成28年5月20日(金) 

 会場 八戸市福祉公民館 

 参加者 小・中学校給食主任等 

 内容 学校給食における安全・衛生管理について 

準要保護児童・生徒学校給食費扶助費について等 

 

(2) 平成 28 年度学校給食関係職員夏期研修会(安全・衛生研修会) 

 期日 平成28年6月6日(月) 

 会場 八戸市福祉公民館 

 参加者 給食センター調理員等 

 内容 講演「給食施設における衛生管理について」 

講師 三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(八戸保健所)生活衛生課  

  主幹 西 村 秀太郎 氏 

  技師 水 島  亮   氏 

 

(3) 平成 28 年度第 1 回献立検討会議 

 期日 平成28年6月20日(月) 

 会場 八戸市福祉公民館 

 参加者 給食主任、保護者 

 内容 9～12月分の献立検討 
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報告(28 年度第 1 四半期) 

学校教育課 

(4) 平成 28 年度第 1 回｢手づくり弁当の日｣ の実施 

 期日 平成28年6月6日(月) 

 対象校 小学校43校、中学校25校、計68校 

 アンケート結果(人数内訳・食育活用事例) 

  小学校 中学校 合 計 

持参した 11,104 人(99.40%) 6,301 人(99.53%) 17,405 人(99.45%)  

持参しない 67 人(0.60%)    30 人(0.47%) 97 人 (0.55%)※ 

計 11,171 人 (100%) 6,331 人 (100%) 17,502 人 (100%)  

                      ※修学旅行や調理実習で持参しなかった児童・生徒含む 

～小学校～ 

○児童が手づくり弁当にかかわるように工夫をした学校 15 校 

 手づくり弁当の手伝い状況についての学校独自のアンケートを実施し、手伝いした結果を集計した。 

 保護者と一緒に弁当食材を買い出しに行くよう呼びかけた。また、店内で青森県産の食材を見つけ

てみるよう呼びかけた。 

 弁当箱にご飯やおかずをつめる手伝いをするよう呼びかけた。 

 自分でできるおかずを作ってみるよう呼びかけた。 

 事前に、家庭へのお便りでねらいやお手伝いの協力を呼びかけた。 

 家庭科の授業のなかで、食事のマナーや食事の重要性を学習内容に組み入れて学習を行った。 

○食べるときの工夫をした学校 31 校 

 生活科の学習で学区探検に出かけ、地域の公園でお弁当を食べた。 

 縦割り班で昼食を行い、食事をする楽しさを学習させた。 

 弁当を食べた後にゲームなどをおこない、交流を深めた。 

○その他の工夫をした学校 17 校 

 安全なお弁当を作るためのポイントをお便りで知らせた。 

 お礼のことばを書いて、お弁当にそえた。 

 保護者と連携した「食育」を進めていく計画を立てているため、お手伝いの実施結果を掲示板やお

便りで積極的に保護者に知らせていく予定。 

 

～中学校～ 

○生徒が手づくり弁当にかかわるように工夫をした学校 11 校 

 買い物を一緒にする、一品作ってみる、弁当箱に詰める等、手づくり弁当の日が家族とコミュニケー

ションをとる機会となるように、家庭へは文書でのお願い、生徒へは学級担任からの指導を行った。 

 家庭科の授業を通して、弁当のつめ方のコツを指導。また、料理に積極的に関わるよう促した。 

 家庭科通信を通じ、献立を考えるポイント、弁当のつめ方、あおもり型レシピの紹介をした。 

○食べるときの工夫をした学校 1 校 

  友達同士で班を作らせ、おかずの交換等をして人間関係を深めながら楽しく食べられるようにした。 

○その他の工夫をした学校 10 校 

 「手づくり弁当」の案内に、夏場に向けて傷みにくい弁当の作り方を載せた。 

手づくり弁当の写真を募集し、廊下に掲示する。 
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報告(28 年度第 1 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) 

5月11日(水)の第三中学校から「教育指導課・総合教育センター学校訪問(計画訪問)」を開始し、6月30

日(木)の白山台小学校まで、小学校14校・中学校7校の訪問を終了した。 

学校訪問のまとめ会議を行い、訪問の所感「学校訪問(計画訪問)を終えて」として作成し、今後の授

業改善に活用していただくために直接学校を訪問して届けている。 

 

2．地域密着型教育推進事業 

学校・保護者・地域住民の三者で構成する「地域学校連携協議会」は、学校単独または中学校区ごと

に設置しており、53の協議会がある。 

 4月25日(月)に、学校代表者、地域密着型教育コーディネーターを対象に地域密着教育合同説明

会を開催し、コーディネーターへの委嘱状交付と今年度の方針・事務手続きなどについて説明した。 

 第１回「地域学校連携協議会」は、51の協議会で開催され、都合がつく限り担当指導主事が出席し、

助言･支援に努めた。 

 

3．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毎のジョイントスクール研修会に出席し、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・助言に努めた。 

 

4．教育研究指定事業 

下記の6校に指定書を交付した。 

① 北稜中学校  学習指導(3年目) 

② 第二中学校  学習指導(2年目) 

③ 城下小学校  学習指導(1年目) 

④ 小中野小学校 学習指導(1年目) 

⑤ 第三中学校  学習指導(1年目) 

⑥ 田代小中学校 学習指導(1年目) 

 

5．さわやか 八戸 グッジョブ・ウィーク事業 

今年度は25校(第一中・第二中・第三中・長者中・小中野中・江陽中・湊中・白銀中・白銀南中・鮫中・

南浜中・根城中・白山台中・下長中・北稜中・是川中・三条中・明治中・市川中・豊崎中・大館中・東中・

中沢中・島守中・田代中)の参加である。 

 4月26日(火)に実施校の担当者を対象に実施校連絡会を実施した。 

 5月17日～20日 長者中が実施した。 
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報告(28 年度第 1 四半期) 

教育指導課 

6．市学力実態調査等 

4月8日(金)～4月28日(木)の期間中の各学校が定めた日に、市学力実態調査(図書文化社「教研式

標準学力検査」)を、「生活や学習についてのアンケート」とあわせて実施した。また、市内全体の結果に

ついて、各教科の傾向やアンケートを考察した。対象学年及び実施教科は次のとおりである。 

小学校 5、6 年 国語・社会・算数・理科 4 教科 

中学校 1 年 国語・社会・数学・理科 4 教科 

中学校 2、3 年 国語・社会・数学・理科・英語 5 教科 

 

全国学力・学習状況調査は4月19日(火)に対象児童が在籍していない小学校1校を除く小中学校を

対象に実施した。(うち中学校1校は学校行事のため1週間後実施) 

調査の対象学年及び教科は次のとおりである。 

小学校 6 年 国語・算数 主として「知識」に関する問題と主として「活用」に関する問題 

中学校 3 年 国語・数学 主として「知識」に関する問題と主として「活用」に関する問題 

 

7．幼保小連携推進事業 

5月16日(月)に、小学校長・保育所(園)長・幼稚園長・認定こども園長の計9名及び幼・保・こ・小の保

護者代表計3名、外部講師によるアドバイザー1名からなる代表者研修会を開催し、今年度の事業の方

向性について協議した。 

就学児保護者用パンフレット「わくわくいっぱい いちねんせい」を市内各幼稚園及び保育園(所)に6

月末まで配布した。 

 

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43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」の音声重視

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(遠足、体育祭、市中体夏季大会等)に参加し、生徒とのコミュニケーショ

ンに努めた。 

 5月に全小・中学校へALT通信を送付した。 

 1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。6月16日(木)、17日(金)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 

 4月22日(金)の小学校長会と4月26日(火)の学校図書館担当者研修会において、当事業の趣旨等に

ついて説明し、学校内での共通理解を図るように依頼した。 

 5月11日(水)参加書店に対しマイブック推進事業実施説明会を行い、共通理解を図った。 

 5月24日(火)～26日(木)の3日間に渡って、教育指導課窓口において各学校に対してマイブッククー

ポンを配付し、各学校では5月下旬に児童に配付した。 

 6月1日(水)からマイブッククーポンの利用開始。 

 6月23日(木)に、担当指導主事が参加協力店に出向き、売り場の様子や市教育委員会等に対する

要望等の現状把握を行った。各参加店からは、「図鑑や実用書より児童書を購入する児童が増え

た。」「クーポンの正しい使い方については周知が必要ではないか。」等の意見が寄せられた。 
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報告(28 年度第 1 四半期) 

教育指導課 

 

10．教育施策市民啓発事業 

 校長会で、今年度の日程について周知した。 

 

11．広域的体験学習支援事業 

 バス会社5社と契約した。 

 4月27日(水)白銀小学校の是川縄文館での体験学習から開始し、市内12校、三戸郡・おいらせ町25

校で実施した。校長会で、今年度の日程について周知した。 

 

12．教員海外派遣交流事業 

 今年度初めて、5月11日(水)から25日(水)まで、中国蘭州市より2名の教員を受け入れ、市内の小・中

学校での視察や交流を行った。 

 5月21日(土)には、青少年派遣交流の団員の事前研修に参加し、5月27日(金)からの実地研修の打

合せなどを行った。 

 

13．八戸市いのちを育む教育アドバイザー事業 

 4月20日(水)に、八戸市医師会から推薦を受けた医師に委嘱状を交付し、各中学校へ平成28年度の

事業推進の資料を送付した。 

 各グループの医師と学校担当者との間で打合せ会を実施し、実施時期・内容・講演対象者・準備物･

その他について話し合い、予定を調整した。 

 

14．学校飼育動物ネットワーク支援事業 

 4月28日(木)に、青森県三八支部獣医師会から推薦を受けた獣医師に委嘱状を交付した。 

 5月26日(木)に、各小学校の担当者を対象とした説明会を実施し、青森県三八支部獣医師会で作成

した「八戸市学校飼育動物管理マニュアル」をもとに獣医師からの講演と、学校担当者からの実践発

表、担当者からの本事業の説明を行った。 

 各小学校における訪問指導日が決定し、「平成２８年度 ふれあい指導実施日一覧」を作成した 

 

15．学校図書館支援事業 

 4月5日(火)教育長室にて、3名の学校司書に委嘱状を交付。 

 4月11日(月)には学校司書派遣校校長に対して、4月22日(金)には派遣校学校図書館担当者に対し

て、学校司書派遣に係る説明会を実施した。 

 4月18日(月)市立図書館において学校司書研修会を実施。 

 5月9日(月)から各派遣校での活動開始。 

 5月31日(火)及び6月24日(金)に学校司書研修会を実施。 

 派遣校の学校図書館担当者からは、「自分ひとりでは無理だと思っていたことが、学校司書の派遣に

より実現している。」「図書ボランティアとうまく連携し始めている。」等の感想が寄せられている。 
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教育指導課 

【青少年グル－プ】 

 

16．スクールカウンセラー配置事業 

スクールカウンセラーを小中学校に派遣し、児童生徒の問題行動やいじめ、不登校などの諸問題の

解決と防止のためにカウンセリングの充実を図る。 

 派遣校 A〈年間140時間〉 8校(中学8校) 

 根城中 大館中 第三中 市川中 白山台 第一中 長者中 江陽中 

Ｂ〈年間75時間〉 22校(中学12校、小学10校) 

 第二中 中沢中 下長中 東中 豊崎中 南浜中 是川中 湊中 北稜中 

島守中 明治中 三条中 根城小 新井田小 柏崎小 桔梗野小 白山台小 

吹上小 長者小 青潮小 明治小 白銀南小 

Ｃ〈年間36時間〉 4校(中学3校、小学1校) 

鮫中、白銀中、小中野中、江陽小 

 カウンセラー数 13名 

 

17．心の教室相談員配置事業 

生徒が、悩み等を気軽に話せ、ストレスを和らげる第三者機関的な存在になりうる「心の教室相談員」

を学校に配置し、心のゆとりを持てるような環境づくりを図る。配置校は、中学校を基本とする。 

 配置校 9校 第二中、小中野中、湊中、鮫中、下長中、北稜中、東中、白銀中、白銀南中 

 

18．八戸市青少年派遣交流事業 

八戸市の青少年(中学2年生)を海外に派遣し、訪問国の歴史、文化、産業、教育等の見学や、青少

年との親善交歓を通して、国際協調の精神を育て、次代の国づくり、まちづくりを担う青少年の健全育成

を図るとともに、参加青少年による青少年団体活動への寄与を期待して行った。 

 訪問先 中国(蘭州、北京、西安) 

 特別団員委嘱状交付式 4月16(土) 

 事前研修 4月16日(土)、23日(土)、5月14日(土)、21日(土) 

 現地研修 5月27日(金)～6月3日(金) 

 

19．南部ゆかりの都市との交流事業 

市内の各小学校から1名(41名)を岩手県遠野市・紫波町へ派遣し、遠野市の小学生と交流を図る。 

 結団式・事前研修会 6月24日(金) 

 2回目研修会  7月 8日(金) 

 遠野訪問   7月26日(火)～28日(木) (2泊3日) 

 

20．青少年グル－プ学校訪問 

生徒指導上の課題に対する助言と、生徒指導状況の情報収集のために4月25日(月)～5月23日(月)

で市内25中学校と1小学校(小中併設校)へ訪問した。 

子ども支援センター相談員が同行し、生徒指導的な視点に加えて発達障がいのより専門的な視点か

ら助言をした。問題行動、不登校、発達障がい関係の生徒への対応について、継続的に支援していく。 
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教育指導課 

21．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－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。 

平成 28 年度利用状況(4 月～6 月) 

 通年講座  40回   281名 

 クラブ活動 103回 1,177名 

 団体利用   8回   180名 

 個人利用  90回   406名 

 合計 241回 2,044名 

 

22．防災ノート活用事業 

教科等研究委員「防災ノート活用」の部員を防災ノート(二訂版)の作成委員として、内容の検討会を

実施し、授業実践を通して明らかになった課題や学校での活用方法の課題などを明かにしながら，二

訂版に向けた研究を進める。 

 4月7日～14日 27年度に作成した「防災ノート」(改訂版)を市内全小中学校に配付。 

※小学校１年生、小学校４年生、中学校１年生に配付し、他の学年の児童生徒には、   

改訂された内容を差込み版にして本冊とは別に配付 

 5月13日(金) 教科等研究員研修会 防災ノート活用部会 組織作り 

 部員 小学校教員4名 中学校教員2名 

 5月  授業実践等の計画 

 6月 6日(月) 防災教室支援事業 多賀小学校防災教室において防災ノート活用 

 

23．青少年(中・高生)の地域活動(ボランティア)事業 

中・高校生からボランティアの登録をしていただき、公的機関や市民団体等からボランティア派遣依

頼を受けて派遣した。 

 登録者数 2,701名(中学校21校 897名、高校14校 1,804名) 

 実施回数 3回(リレーフォーライフジャパン八戸、地区公民館) 

 実績人数 133名 
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報告(28 年度第 1 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) 前期開講日 

① 5月11日(水) 養老 孟司 氏 公会堂 開講式18:15～ 講義18:30～ 

      受講者 男282名 女601名 計883名 

② 5月18日(水) 辰野 勇 氏   文化ホール 18:30～ 

       受講者 男186名 女218名 計404名 

③ 5月25日(水) 今 明秀 氏   文化ホール 18:30～ 

       受講者 男192名 女462名 計654名 

④ 6月 1日(水) 林 典子 氏   文化ホール 18:30～ 

       受講者 男123名 女179名 計302名 

⑤ 6月22日(水) 都並 敏史 氏 文化ホール 18:30～ 

       受講者 男209名 女159名 計368名 

※ 5講義受講者小計  受講者 男992名 女1,619名 計2,611名 

 

2．社会教育委員 

(1) 社会教育委員の会議 

 日時 6月2日(木) 

 場所 市庁本館3階議会第1委員会室 

 案件 ①平成28年度社会教育関係事業について 

②平成28年度社会教育関係団体への補助金交付について 

(2) 社会教育委員研修会 

 日時 6月28日(火) 

 場所 八戸商工会館6階会議室A 

 講師     八戸学院大学ビジネス学部教授 石橋 修 氏 

 

3．家庭教育に関する事業 

(1) 子育て・親育ち講座 

市内各小中学校・保育園、幼稚園及びPTAに実施を依頼 

① 6月27日 南郷小学校 

② 6月28日 西園小学校 

③ 6月30日 湊小学校 

(2)家庭教育支援基盤形成事業 

4月12日付けにて、子育て支援コーディネーターを委嘱し、城北小学校に家庭教育支援チームを配置 

(3)幼稚園家庭教育学級事業 

八戸市私立幼稚園協会と6月1日付けで委託契約を締結 

各園にて講座を実施 
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社会教育課 

4．地域生涯学習活動奨励事業 

4月28日 南郷地域の自治会長宛に事業実施依頼 

 

5．第1四半期発注済工事等 

(1) 地区公民館建替え事業 

①根城公民館 本棟工事       (工期 6月21日～29年3月20日) 

②是川公民館 建設用地造成工事設計業務委託 (工期 6月28日～10月26日) 

 

 

【文化財グループ】 

 

6．芸術文化活動の推進 

(1) ふるさと先人パネル展 

 日程 4月19日(火)～5月15日(日) 

 場所 八戸市公会堂ロビー 

 内容 先人の功績を周知するため、昨年度に制作したパネルの展示を実施 

〈27年度制作パネル〉岩泉正意、岩岡德兵衞、小沼勉、夏堀悌二郎、松下正寿 

 

7．文化財の保護・活用 

(1) 八戸市文化財審議委員の会議 

 日時 5月17日(火) 13：30～ 

 場所 第1委員会室 

 案件 平成28年度の文化財関係の事業計画及び文化財の指定について 

(2) 史跡管理事業 

① 史跡長七谷地貝塚の草刈清掃等 

 日程 5月20日～9月30日 

 場所 史跡長七谷地貝塚(桔梗野工業団地) 

 内容 史跡の適切な保護のため年2回の草刈清掃等を業者委託により行う 

② 史跡丹後平古墳群の草刈清掃等 

 日程 5月20日～9月30日 

 場所 史跡丹後平古墳群(南白山台) 

 内容 史跡の適切な保護のため年2回の草刈清掃等を業者委託により行う 

③ 一里塚ポケットパークの清掃等 

 日程 6月6日～10月31日 

 場所 一里塚ポケットパーク(南郷大字中野・市野沢、県史跡) 

 内容 適切な保護のため草刈清掃等の管理を地区自治会により実施 

④ 県史跡一里塚の張芝 

 日程 5月27日～7月22日 

 場所    県史跡一里塚(南郷大字中野) 

 内容 一里塚土砂崩落防止のための新規張芝を業者委託により実施 

  



 

- 13 - 

報告(28 年度第 1 四半期) 

社会教育課 

(3) 種差海岸保護指導員への委嘱状交付 

 日時 4月19日(火) 14：00～14:30 

 場所 南浜公民館 １階和室 

 内容 国指定の名勝種差海岸の保護・指導にあたる、8名の指導員に委嘱状を交付 

(4) 種差海岸における外来植物オオハンゴンソウ駆除 

① 市職員・青森県退職校長会三八支部によるボランティア 

 日時 6月4日(土) 8：00～11:30 

 場所 鮫町字小舟渡平地内(レストランフェザント前) 

 内容 市職員１５名、青森県退職校長会三八支部１７名により、5,969本駆除 

② 種差小学校による環境教育としての駆除 

 日時 6月7日(火) 9:00～10:00 

 場所 種差小学校前 

 内容 種差小学校児童(4～6年生)14名により、734本駆除 

③ 鴎盟大学によるボランティア 

 日時 6月8日(水) 9:30～12:00 

 場所 鮫町字小舟渡平地内(レストランフェザント前) 

 内容 鴎盟大学学友会103名により、25,570本駆除 

④ 陸上自衛隊によるボランティア 

 日時 6月11日(土) 9:00～12:00 

 場所 ホロンバイル付近 

 内容 陸上自衛隊八戸駐屯地59名により、3,064本駆除 

⑤ 業者委託による駆除 

 期間 5月20日(金)～9月30日(金) 

 場所 蕪島から大久喜の海岸 

 内容 名勝地保護のため、有害な外来植物を業者委託により駆除 

(5) 天然記念物蕪島ウミネコ繁殖地保護監視等委託事業 

 期間 4月1日(金)から監視業務開始、～8月8日(月)まで実施 

 場所 蕪島 

 内容 監視及び清掃等の環境整備を行い、ウミネコの繁殖活動を保護するもの 

(6) 八戸三社大祭山車祭り行事保存会平成 28 年度総会 

 日時 6月3日(金)18：30～ 

 場所 別館2階会議室C 

 内容 三神社と27の山車組、11の郷土芸能団体で構成する当該保存会の総会を開催。ユネ

スコ登録に係る記念事業等を審議。 
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是川縄文館 

【是川縄文館】 

 

1．入館者数 

 本館  7,189人 

 分館   646人 

 

2．管理運営事業 

(1) 日曜日縄文体験コーナー  (4月 3日～6月26日)   期間中  13回開催 226人 

(2) 土曜日体験教室    (4月16日～6月11日)     3回開催  41人 

(3) 企画展「掘りdayはちのへ－平成27年度発掘資料展－」 

         (4月29日～6月26日)  52日間開催  4,532人 

(4) 本館入館者数15万人記念セレモニー  (5月2日)  

(5) 是川時空探検隊！(於分館)    (5月5日)         80人 

(6) 企画展ギャラリートーク   (5月7日・6月4日)    2回開催     38人 

(7) ｢さわやか八戸グッジョブ・ウィーク｣長者中学校2年生 

          (5月17日～5月20日)  2名受入 

(8) ボランティア養成講座 全10回 (5月21日～6月29日)   期間中  9回開催 138人 

(9) 考古学講座     (5月14日・6月18日)     2回開催 118人 

(10) 28年度第1回運営協議会   (6月23日) 

(11) ボランティアによる展示室・是川遺跡ガイド    期間中   1,974人 

(12) グループ･団体の体験学習・講話 

   市内：小学校9校、中学校1校、第二しののめ幼稚園、 盟大学、八戸学院短期大学 

   市外：小学校6校、中学校1校 

(13) 講師派遣(ボランティア含む)・講話 

   市内：小学校1校、八戸市立図書館 

 

3．埋蔵文化財発掘調査事業 

(1)市内遺跡 

 個人住宅に伴う調査    八戸城跡・市子林遺跡・田面木遺跡等7ヵ所 

 自然崩壊に伴う調査    林ノ前遺跡 (6月6日～21日) 

 太陽光発電設備設置に伴う調査 中道遺跡・舟渡ノ上遺跡 その他合計18ヵ所 

 

4．埋蔵文化財保存・活用事業 

(1)埋蔵文化財活用活性化 

 収蔵資料の整理作業・台帳整理 第1期 (4月5日～9月30日) 

 是川遺跡関係ガラス乾板保存修復80点(委託先：株式会社堀内カラー) (5月31日～9月30日) 

 

(2)是川遺跡出土品保存修理 

 土器1点・木製品9点の修復及び保存台作成(委託先：株式会社東都文化財保存研究所) 

               (6月17日～29年2月24日) 
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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 

 職務研修講座  1講座1日開催 受講者  62人 

 準職務研修講座  8講座8日開催 受講者 476人 

 選択研修講座  6講座7日開催 受講者 169人 

 市民公開講座  3講座5日開催 受講者 136人 合計 843人が受講 

 

2．教科等研究委員 

「確かな学力研究分野」(4部会)、「今日的課題研究分野」(4部会)、「自由課題研究分野」(1部会)を設

定。5月13日(金)に第1回の全体研修会をもち、研究の進め方についての研修と総合教育センター所長

を講師に実践研究への心構えについて研修した。 

 委嘱委員数  小学校教諭21名、中学校教諭18名 計39名 

 

3．教育の情報化推進事業 

 4月14日・15日に「校務用コンピュータ及び校務支援システム活用研修講座」を開催した。他市町村

からの転入及び新採用の教職員を対象に、校務用コンピュータ、グループウェア及び校務支援シス

テムについての基本操作等を中心に研修を行った。2日間で、49名が受講した。 

 5月30日、6月6日・7日に「校務支援システム一般操作研修会」を開催した。成績入力や通知表作成

についての操作、活用を中心に研修を行った。 

  6月16日・17日に「市民パソコン教室①」(市民公開講座)を実施。 

  6月27日に「情報セキュリティ対策支援研修講座」を開催した。ワークショップ型の研修を中心に、学

校現場や日常における情報漏洩等の危険について具体的な研修を行った。55名が受講した。 

 電子黒板を5校に導入した。(小学校3校、中学校2校へ1台ずつの導入) 

 中学校学習用タブレット導入に向けた準備を行った。 

 各学校の校務支援システム運用への支援を行った。 

 各学校のネットワーク障害、機器故障等への対応を行った。 

 

4．小学校理科観察実験アシスタント 

学校教育サポート事業として、小学校理科観察実験アシスタント3名をそれぞれ要望のあった市内各

小学校に派遣した。理科授業の充実及び教師の指導力向上のため、17の小学校で活用された。 

 

5．学校図書館ネットワーク事業 

 4月22日(金)に各校学校図書館担当者を対象に「学校図書館担当者研修会」を開催した。学校図書

館ネットワーク事業の概要やシステムの活用についての周知を図った。 

 学校図書館担当者・学校司書を対象に、4月25日(月)に「図書システム(SLIB-OD)操作研修会」5月

19日(木)、20日(金)に「Tooli-S活用研修会」を開催した。図書管理用コンピュータソフトを活用した図

書の検索・注文等の操作の説明と演習を行った。 

 学校図書館支援図書や学校間相互貸借の対応を行った。 

 各学校の図書端末障害等への対応を行った。 
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総合教育センター 

6．教員国内・海外研修 

 5月16日(月)に研修派遣者選考委員会を開催し、国内研修派遣の専門課程研修5名、短期研修1名

を選考した。なお、海外研修派遣の希望者はなかった。 

 5月27日(金)に第1回研修会を行い、事務連絡、担当主任指導主事との話し合いを行った。 

 

7．視聴覚教育関係事業 

 三八視聴覚教育連絡協議会の平成27年度の事業報告に関わる事項及び平成28年度の事業計画

等について、5月6日(金)に「三八視聴覚教育協議会総会」を開催した。関係市町村教育長他10名が

出席した。 

 「視聴覚担当者連絡会」を5月12日に八戸市児童科学館で開催した。 

 16mm映写機の基本的な知識・技能の習得を目的に、5月21日～22日に八戸市福祉公民館を会場

に「16mm映写技術講習会」を開催した。参加者は2名であった。 

 

8．児童科学館事業  

 平成28年度の指定管理は、三八五ふれあいネットが第二期5年目の運営を行う。 

 

9．特別支援教育推進事業 

 5名の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。 

 早期発見・早期支援に向けて、健康づくり推進課の事業「3歳児健康診査」にことばの検査者として 

1名、発達相談の各クラスに相談員として1～2名ずつ参加した。 

 主な業務状況は、教育相談59件、巡回相談63件、就学指導に係わる調査57件、電話相談8件の合

計187件の相談状況である。 

 巡回相談の内訳は、幼稚園･保育所(園)・認定こども園が34件、小学校25件、中学校4件である。 

 

10．教育相談・適応指導教室事業 

 こども支援センター全相談数は731件(延べ件数)で、前年比約1.3倍である。主な内容は、不登校児

童生徒にかかわる相談が274件、発達行動にかかわる相談が127件である。 

 教育相談部の6月までの相談数は326件、来所相談が最も多く、192件だった。 

 適応指導部｢適応指導教室｣の通室生は26名。通室生のうち中学3年生が12名と最も多くなってい

る。 

 6月の学校連絡月間では、相談員、適応指導員と学級担任とが面談し情報交換をした。また、適応

指導教室保護者の会を実施した。 

 下学年適応支援活動「キッズ」は、２グループで各2回実施、同時に保護者対象の「キッズ親の会」も

実施した。 

 毎週水曜日に臨床心理士によるカウンセリングを実施した。 

 スーパービジョン(事例検討会)を1回、外部講師を招いた拡大スーパービジョン(拡大事例検討会)を

2回実施した。 
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総合教育センター 

11．特別支援教育アシスト事業 

 4月4日(月)にアシスタント71名に対して委嘱状を交付、4月7日(木)から各学校での支援を開始した。 

 配置を受けた学校に対し、アシスタントをより適切に活用するために学校が配慮すべきことについて、

文書及び口頭で説明し、適切に対応することを求めた。アシスタント配置校に対して、専門指導員に

よる巡回相談時や学校訪問時に効果的な活用についての事例を紹介している。 
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報告(28 年度第 1 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) 

4 月 29 30,631 54,999 55,684 15,485 320 49 480 2,094 

5 月 28 31,100 52,128 52,862 14,896 289 48 508 2,107 

6 月 29 32,996 52,003 52,705 14,813 224 49 548 1,973 

四半期 86 94,727 159,130 161,251 45,194 833 146 1,536 6,174 

一日平均  1,101 1,850 1,875 526 10 2 18 72 

 

2．図書館本館行事の実施状況 

(1)こどもの読書週間行事 

①企画展示「郷土の児童文学」 

 期間等 4月23日(土)～5月12日(木)   於：図書館1階フロア 

 内容 子どもの読書週間4月23日(土)～5月12日(木)にちなみ、馬場のぼるさんなど郷土 

作家の絵本を展示・貸出し 

②春のおはなし会 

 日時等 5月14日(土)  10:30～11:30   於：図書館2階集会室 

 内容 子どもの読書週間にちなみ、柾谷伸夫氏によるおはなし会(南部弁の昔語り)を開催 

 対象 おおむね4歳以上 

 参加者 41名 

 

(2)企画展示・貸出 

①「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物語を展示・貸出し 

②「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 

③「新生活応援！」       

3月23日(水)～4月22日(金) ・進学、就職など新生活に役立つ本を展示・貸出し 

④「こだわりのガーデニング」 

4月 1日(金)～4月27日(水) ・庭づくりや家庭菜園に役立つ本を展示・貸出し 

⑤「マンガとアニメーション」     

4月16日(土)～5月13日(金) ・マンガやアニメについて書かれた本を展示・貸出し 

⑥「芸能人が書いた本」  

4月16日(土)～5月13日(金) ・芸能人が書いた小説やエッセイなどを展示・貸出し 

⑦「はじめよう DIY」 

4月29日(金)～5月30日(月) ・「Do it Yourself」に役立つ本を展示・貸出し 
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図書館 

⑧「追悼 戸川 昌子」 

4月29日(金)～5月 5日(木) ・作家で歌手の故戸川氏の著書等を展示・貸出し 

⑨「気になるビジュアル図鑑」 

5月13日(金)～6月16日(木) ・新しい切り口の様々な図鑑を展示・貸出し 

⑩「ＮＨＫ朝ドラ本展」 

5月14日(土)～6月16日(木) ・「朝ドラ」の原作やノベライズなどを展示・貸出し 

⑪「司馬遼太郎 没後 20 年」 

6月 1日(水)～6月29日(水)  ・司馬遼太郎の著作、関連本を展示・貸出し 

⑫「自然を守るエコなくらし」 

6月 1日(水)～6月29日(水) ・楽しいエコ生活に役立つ本を展示・貸出し 

⑬「謎を解け！ミステリー」 

6月17日(金)～7月18日(月) ・有名な作家等が書いた推理小説を展示・貸出し 

⑭「八戸市民大学講座講師コーナー」   

5月 7日(土)～7月28日(木) ・前期講座講師9名の著書や関連本の展示 

 

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) 

 4 月 5 月 6 月 

回 数 4 3 5 

配布数 133 100 127 

 

4．分室運営連絡会議 

 日時等 6月16日(木)  13:30～15:00   於：図書館2階集会室 

 内容 分室の運営状況等について 

 出席者 6分室の分室長等15名、図書館長他1名 

 

5．調べる学習チャレンジ講座 

 日時等 6月25日 (土) 13:00～15:00  於：図書館2階集会室 

 講師 中村 伸子氏(白百合女子大学非常勤講師) 

 対象 小学３年生～中学生、保護者   

 参加者  24名 

 

6．寄附に対する感謝状贈呈 

 寄附者 八戸電気工事業協同組合(図書購入費として30万円寄附) 

 日時等 6月1日(水)   16:00～16:15     於：市長室(市長から贈呈) 

 

7．グッジョブ受入れ 

長者中学校 2名  5月17日(火)～5月20日(金)  4日間 
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図書館 

8．学校司書に対する研修 

 日時等 4月18日(月) 10:00～11:30  於：図書館2階集会室 

 内容 館内見学及び配本貸出・団体貸出・移動図書館等並びに学校図書館出前講座の 

概要について 

 対象 学校司書3名及び担当指導主事(教育指導課) 

 

9．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) 

4 月 29 12,149 10,298 9,554 3,134 53 245 354 244 

5 月 28 12,963  9,950  9,271 3,016 39 211 347 224 

6 月 29 13,501 9,151 8,369 2,912 111 213 286 250 

四半期 86 38,613 29,399 27,194 9,062 203 669 987 718 

一日平均  449 342 316 105 2 8 11 8 

 

(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8回、図書情報センター12回) 

 ぷちベリーのおはなし会 6月19日(日)  14名参加   (南郷図書館) 

 のいちご特別おはなし会 5月 5日(木)  12名参加    (南郷図書館) 

 春のおはなし会   5月15日(日)  17名参加    (南郷図書館) 

 出張おはなし会   4月21日(木) 南郷小学校 53名参加 (南郷図書館) 

               5月19日(木) 南郷小学校 42名参加 (南郷図書館) 

              6月16日(木) 南郷小学校 46名参加 (南郷図書館) 

 出張ブックトーク   6月 8日(水) 西園小学校 63名参加 (図書情報センター) 

 1日体験！図書館司書 6月18日(土)   13名参加   (南郷図書館) 

 

 

【歴史資料グループ】 

 

10．市史双書の出版のための作業 

 八戸三社大祭の出版(旧年度出版予定分)の校正作業 

 5月23日の納品後は寄贈の発送作業を行った。 

 

11．寄託から寄贈になった資料の目録整理作業 

 

12．市史寄贈資料の図書館資料への保管替え作業 

 前年度に引き続き旧市史編纂室所蔵資料の登録・装備作業を行った。 
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図書館 

13．28年度八戸市史講座の開催 

①第 1 回「江戸時代の山車人形と練り物」 

 日時等 5月7日(土)10:00～12:00 (於：図書館2階集会室) 

 講師  三浦 忠司氏(八戸歴史研究会会長) 

 参加者 40名 

②第 2 回「明治から現代の三社大祭」 

 日時等  5月28日(土)10:00～12:00 (於：図書館2階集会室) 

 講師 工藤 竹久氏(元八戸市博物館館長) 

 参加者 40名 

③第 3 回「ふるさとてくてく旅 長者村編」 長者地区散策 

 日時 6月25日(土)10:00～12:00 

 講師 古舘 光治(是川縄文館館長) 

 参加者 20名 

 

14．八戸藩日記解読作業 

 

15．遠山家日記校正作業 

 

16．村次郎文庫寄贈資料の登録作業 

 6月7日～ 作業中 

 

17．その他 

 旧番屋小への荷物運搬及び暗幕張り 

 5月18日 青森県文化財保護課調査(遠山家日記調査のため来館) 

 市史講座「概説 八戸三社大祭」PRのための各社対応(デーリー東北、東奥日報、BeFM) 

 寄贈資料の目録整理作業 
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博物館 

【博物館】 

 

1．博物館・管理運営事業           〔入館者数 3,791人〕 

 4月 3日(日)  根城史跡ボランティアガイド出発式        27人 

 4月22日(金)～4月24日(日) 根城史跡ボランティアガイド養成講座  3回開催  延べ 28人 

 5月 1日(日)  博物館無料開放 史跡根城さくらまつり開催にあわせ実施   407人 

 5月22日(日)  博物館無料開放 根城記念祭開催にあわせ実施     75人 

・博物館クラブ 

 5月 3日(火)  博物館クラブ 折り紙かぶと           9人 

 5月 5日(木)  博物館クラブ 赤ちゃん集合～粘土で手形･足形を作ろう   73人 

 6月11日(土)  博物館クラブ 陶芸教室          40人 

 6月25日(土)  博物館クラブ 草木染め          18人 

・館外フィールドワーク 

 5月14日(土)  館外フィールドワーク 八戸城下めぐり       17人 

・出前講座 

 6月24日(金)  南部藩ゆかりの都市との交流事業研修会講師 

 

2．特別展等開催事業 

・企画展 

 4月30日(土)～5月29日(日) 「新収蔵資料展」         1,733人 

 

3．第1回博物館協議会 

 日 時 平成28年6月28日(火) 13：30～15：30 

 場 所 市庁本館3階 第2委員会室 

 出席者 委員9名/事務局10名  

 案 件 ①平成27年度事業実施報告について 

②平成28年度事業計画について 

③その他 

 

4．根城の広場・管理運営事業           〔入場者数 5,891人〕 

・根城おもしろ講座 

 6月 5日(日)  歴史講演会「参勤交代と菊作りのひろがり」       75人 

 6月12日(日)  体験学習講座「桜染め体験」           10人 

・指定管理者自主事業 

 4月29日(金)～5月5日(木)  史跡根城(主殿)で鎧を着よう    鎧着用  383人 

 5月 1日(日)  「史跡根城さくらまつり」根城本丸跡無料開放        1,082人 

 5月22日(日)  「根城記念祭」根城本丸跡無料開放         144人 
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・「ものづくり体験工房」 

 5月12日(木)  「八幡馬の絵付け」            1人 

 5月18日(水)  「八幡馬の絵付け」            2人 

 6月11日(土)  「八幡馬の絵付け」             2人 

 6月14日(火)  「八幡馬の絵付け」            2人 

 6月26日(日)  「八幡馬の絵付け」             4人 

 

【南郷歴史民俗資料館】         〔入館者数 481人〕 

教育普及 

・講座 

 5月13日(金)  「南郷一周めぐり」           22人 

 6月 3日(金)  「島守四十八社めぐり」          20人 


