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報告(28 年度第 2 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 

7 月 22 日 議案第 50号 平成 29年度使用小･中学校特別支援学級用教科用図書の採択について 

8 月 17 日 議案第 51号 西地区給食センター移転増改築強電設備工事請負の一部変更契約の

締結について 

議案第 52号 西地区給食センター移転増改築空調設備工事請負の一部変更契約の

締結について 

議案第 53号 西地区給食センター移転増改築給排水衛生設備工事請負の一部変更

契約の締結について 

8 月 23 日 議案第 54号 八戸市いじめ問題専門委員の委嘱について 

議案第 55号 史跡是川石器時代遺跡整備検討委員の委嘱について 

議案第 56号 教育財産の用途廃止について 

9 月 30 日 議案第 57号 八戸市教育委員会指定管理者選定委員会委員の委嘱及び任命につい

て 

議案第 58号 八戸市総合教育センター運営協議会委員の委嘱について 

 

2．総合教育会議 

第 1 回会議 

 開催日 8月26日(金)  

 議題 新聞を活用した主体性豊かな人材育成について 

子どもの貧困と教育について 

 

3．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 

 8月23日(水)  学識経験者との第1回会議 

 9月21日(水)  学識経験者との第2回会議 

 

4．技能主事職員研修 

職員の知識・能力の向上を図ることを目的として実施。 

 開催日 8月9日(火) 

 場所 福祉公民館(大会議室) 

 テーマ ｢楽しく学べる公務員倫理｣ 

 講師 総務部 人事課  奈良岡 邦彦 主査 

 対象 小中学校及び給食センターの技能主事 
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報告(28 年度第 2 四半期) 

教育総務課 

【学校施設グル－プ】 

 

5．第2四半期発注済工事 

(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(4校)  (工期 7月～平成29年1月) 

 (桔梗野小、白銀小、鮫小、多賀小) 

 

(2) 大規模改修工事 

 白山台中学校エレベータ設置工事     (工期 8月～平成29年2月) 

 根城中学校校舎・屋内運動場トイレ改修工事設計業務委託 

            (工期 9月～11月) 

 

(3) 営繕工事 

 桔梗野小学校防球ネット設置工事     (工期 7月～11月) 

 鮫小学校他2校埋設ガス管改修工事     (工期 9月～平成29年1月) 
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報告(28 年度第 2 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】 

 7月 5日(火) 18:30～19:40 於：白山台小学校 

第2回西白山台小学校開校準備委員会 

 9月13日(火) 18:30～19:50 於：白山台小学校 

第3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。 

 

2．八戸市奨学金 

 在学採用決定：8月 1日(月)、8月 5日(金) 

 予約採用決定：8月19日(金) 

区分 一般 

対象 
大学 

(在学採用) 
高校 

(在学採用) 
大学 

(予約採用) 
高校 

(予約採用) 
専修学校 

(在学採用) 

募集者数 20 人程度 16 人程度 20 人程度 26 人程度 6 人程度 

応募者数 9 人 11 人 29 人 18 人 1 人 

第一次選考合格者 7 人 11 人 22 人 15 人 1 人 

第二次選考受験者 7 人 11 人 22 人 15 人 1 人 

採用者数 7 人 11 人 19 人  9 人 1 人 

 

区分 第一種特別 第二種特別 

対象 
大学 

(予約採用) 
大学 

(予約採用) 
高校 

(予約採用) 

募集者数 2 人程度 2 人程度 10 人程度 

応募者数 4 人 31 人 13 人 

第一次選考合格者 3 人 11 人 11 人 

第二次選考受験者 3 人 11 人 11 人 

採用者数 2 人  6 人 11 人 
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報告(28 年度第 2 四半期) 

学校教育課 

【経営支援グループ】 

 

3．学校経営支援 

(1) 学校訪問 

 時期 7月4日(月)～9月29日(木) 

 訪問校 小学校13校、中学校10校 合計23校 

 訪問者 課長、経営支援GL、主任指導主事、課職員 

 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 

 

(2) 他管交流者勤務校訪問 

 時期 7月28日(木)～29日(金)  

 訪問先 西北管内2名、東青管内1名、下北管内1名 

 訪問者 教育部次長、課長、経営支援GL、主任指導主事 

 内容 計画的他管交流者として転出・勤務している管理職の勤務状況の把握 

学校経営・運営の充実に向け管理職の激励(計画的交流の初年度および3年目) 

 

(3) 教頭と教育長の情報交換会 

 期日 8月4日(木) 

 出席者 教育長、次長、課長、教育センター所長、経営支援GL、主任指導主事 

28年度市内小・中学校の採用教頭 小学校6名 中学校3名 

 内容 教頭としての職務等について意見交換、学校経営・運営の充実に向けた新教頭への激励 

 

 

【学校給食グループ】 

 

4．学校給食関係 

(1) 第 1 回学校給食審議会 

 期日 7月26日(火) 

 場所 本館3階 議会第3委員会室 

 内容 委嘱状の交付(異動人員分について) 

八戸市立学校給食センター調理等業務委託業者について 

 

(2) 第 2 回献立検討会議 

 期日 9月27日(火) 

 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 1月～3月分の献立検討 
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報告(28 年度第 2 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) 

7月4日(月)の白銀南中学校から9月29日(木)の白 小学校・江陽小学校まで、小学校15校、中学校8

校、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・助言を行った。 

 

2．地域密着型教育推進事業 

事業推進のための取組 

 7月6日(水) 地域密着型教育研修会(参加者 67名) 

 特定非営利活動法人「まちと学校のみらい」代表理事 竹原和泉氏を講師に 

第一部 講演「地域とともにある学校の推進のために」 

  対象：教職員・地域学校連携協議会委員・コーディネーター 

第二部 講演・演習「地域とともにある学校の取組のために」 

  対象：コーディネーター 

各地区の「地域学校連携協議会」の開催状況 

 第1回協議会 7月に1地区で開催 

地域密着型教育推進事業に関わる要綱等を見直し、全ての学校にコーディ ネーターを配置できるこ  

ととした。 

 

3．小・中学校ジョイントスクール推進事業 

 担当主任指導主事が中学校区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・助言を行った。 

 

4．教育研究指定事業 

小中野小学校で研修会を開催した。 

 開催日 9月7日(水)    

 対象 小中野小学校職員 

 内容 「知の感性を磨く理科授業」 

 講師 早稲田大学 教育・総合科学学術院  教授 露木和男 氏 

 

5．さわやか 八戸 グッジョブ・ウィーク事業 

7月は南浜中・明治中・第一中・小中野中・第三中・白山台中・中沢中・大館中の8校、8月には是川

中・東中の2校、9月には江陽中・島守中・湊中・白銀南中・北稜中・市川中・三条中・田代中の8校が計

画どおり実施した。 
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報告(28 年度第 2 四半期) 

教育指導課 

6．市学力実態調査等 

 各学校における結果分析及び活用について学校訪問等で助言した。 

 8月31日(水)に県学習状況調査が実施された。対象は小学校第5学年と中学校第2学年で、教科は

小学校が国、算、社、理の4教科、中学校が国、社、数、理、英の5教科である。 

 全国学力・学習状況調査の結果は、文部科学省より8月17日(水)に市内各小・中学校に直接送付さ

れ、9月26日(月)に文部科学省より市内中学校に修正された結果が直接再送付された。た。 

 

7．幼保小連携推進事業 

8月12日(金)に幼保小連携研修講座(全体研修会)を開催した。幼稚園・保育所(園)・認定こども園・小

学校の指導者及び保護者等計139名が参加し、全体会や分科会を通して研修を深めた。 

[全体会] (講演) 

 講演 「気になる子どもの支援と幼保小の連携」 

 講師 宮城学院女子大学 児童教育学科 特任教授  渡辺  徹 (わたなべ とおる) 先生 

[分科会] (幼保小指導者による話合い……グループ協議) 

 テーマ 「特別な支援を要する幼児児童に対する指導や引き継ぎについて」 

 

8．国際理解教育・英語教育推進事業 

 外国語指導助手(ALT)が市内全小・中学校の要請計画により訪問を実施した。 

 小学校では、外国語及び総合的な学習の時間活動の授業、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(合唱コンクール、体育祭、市中体秋季大会等)に参加し、生徒とのコミュ

ニケーションに努めた。 

 7月、9月に全小・中学校へALT通信を送付した。 

 9月に行われた市英語弁論大会に向けて、7月下旬～8月下旬にかけて原稿作成の補助やスピーチ

の指導に関わった。大会当日は新規ALTがゲストスピーカーを務め、自己紹介、生徒の弁論につい

ての感想、英語学習についてのアドバイス等を述べた。また、三戸郡英語弁論大会では1名が審査

員として参加した。 

 ALTと話そう①(児童生徒対象講座)の講師として活躍した。7月27日(水)、28日(木)に実施し、参加者

は1日当たり20名程度であった。 

 

9．マイブック推進事業 

 マイブッククーポンを確実に使用してもらうよう、小学校校長会において周知を依頼した。 

 広報はちのへやBeFMを通して、使用を呼びかけた。 

 参加書店に対し事業協力に対するお礼とアンケート調査への協力を依頼する文書を送付した。 

(8月30日に訪問することとし、その旨予め文書を送付していたが台風対応のため実施せず) 

 8月24日付けで各学校及び児童・保護者に対してアンケート調査を依頼した。 

 マイブッククーポン(500円券)の使用割合 

6月→42.2％  7月→24.0％  8月→28.9％  3か月で95.1％ 

 

10．教育施策市民啓発事業 

 「第3回教育の広場はちのへ」の基本計画を作成した。 
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報告(28 年度第 2 四半期) 

教育指導課 

11．広域的体験学習支援事業 

 7月１日の城北小学校の八戸リサイクルプラザの体験学習から始まり、35校が体験学習を行った。 

 

12．いのちを育む教育アドバイザー事業 

 9月までに中学校16校にて医師による講演会を実施した。 

 9月に沐浴体験を実施した。(1校) 

 

13．学校飼育動物ネットワーク支援事業 

 7月28日(木)に「学校飼育動物ふれあい指導担当者事前研修会」を開催し、各小学校の担当教員と

学校獣医師とで「ふれあい指導」について打合せを行った。 

 9月に小学校33校で学校獣医師を招き「ふれあい指導」及び「適正飼育管理指導」を行った。 

 

14．学校図書館支援事業 

 各月1回、下記のとおり学校司書研修会を実施した。 

7月29日(金) 図書の修理(市立図書館) 

8月31日(水) 2学期の活動について 

9月26日(月) 選書について(市立図書館) 

 8月9日(火)八戸市総合教育センターにて、学校図書館ボランティア講習会を実施した。 

 参加者： 学校図書館ボランティア(29名) 地域密着型コーディネーター(23名)  

   学校図書館担当教員(12名) 

 内 容： Ａコース 効果的な読み聞かせ(講師：市立図書館職員 学校司書) 

       Ｂコース 明るい図書室づくり(講師：学校司書) 

  Ｃコース 図書の修理(講師：市立図書館職員)   

  Ｄコース 図書ボランティアの活用(講師：担当主任指導主事) 

参加者アンケートから 

  「実践的な内容だった。今後の活動の役に立つと思う。」 

  「他の学校の様子が分かって、参考になった。」 

  ｢一つの会場で二つのコースの講習があったので、集中しにくかった。」 

   ｢小さい子どもをもつボランティアが参加しやすいよう、時間帯を工夫して欲しい。｣ 

 

 

【青少年グル－プ】 

 

15．児童生徒の国内交流事業(南部藩ゆかりの都市との交流事業) 

八戸市内の各小学校から1名(計41名)を岩手県遠野市・紫波町へ派遣し、遠野市・紫波町の小学生

と交流を図った。また、遠野市からの受け入れ事業を行った。 

(1) 派遣事業 

 開講式・事前研修会 6月24日(金) 

 2回目研修会   7月 8日(金) 

 遠野市・紫波町訪問 7月26日(火)～28日(木) (2泊3日) 
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報告(28 年度第 2 四半期) 

教育指導課 

(2) 受け入れ事業 

 遠野市から24名の小学生と6名の引率者 

 8月3日(水)～4日(木) 

 八戸三社大祭山車引き子体験、種差少年自然の家での活動等 

(3) 事後研修 8 月 8 日(月) 

(4) 報告会  8 月 10 日(水)  

 

16．青少年グル－プ学校訪問(7月～9月) 

八戸市内の小学校42校を訪問し、校長・教頭・生徒指導主任から生徒指導上の学校状況、問題行動

児童、今後問題行動が心配される児童、不登校及び傾向がみられる児童などについて説明を受けた。

また、学校で抱えている生徒指導上の悩みや苦慮していることについても助言した。 

規範意識と交通安全のモラルの向上、協力体制が築きにくい保護者への対応、特別に支援を要する

児童への指導体制について苦慮している学校が多い。 

 

17．青少年(中・高校生)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

頼を受け実施した。 

 登録者 中学 23校 1,340名、 高校 15校 1,823名 

 7月～9月の実施状況 

地区公民館活動行事、おまつり広場、青少年のための科学の祭典等のボランティアに 

計33行事 1,299名が参加 

 

18．「さわやか 八戸 あいさつ運動」決起大会及び｢青少年の非行・被害防止全国強調月間」に伴う 

  特別啓発活動 

(1) 「さわやか八戸あいさつ運動」決起大会 

 日時 7月22日(金) 10：30～10：45 

 場所 八戸市庁本館前市民広場 

 参加団体 14団体 参加者 200人 

(2) 「青少年の非行・被害防止全国強調月間｣啓発活動 

 日時 7月22日(金) 11：00～11：30 

 場所 三日町、十三日町交差点付近 

 

19．防災教育副読本導入事業 

教科等研修委員「防災ノート活用」の部員を防災ノート改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らかにしながら、2訂

版に向けた研究を進める。 

 7･8月 防災ノートを活用した授業のあり方について研修 

 9月 各小中学校での防災ノート活用についてのアンケート実施 
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報告(28 年度第 2 四半期) 

教育指導課 

20．勤労青少年ホーム管理運営事業 

通常の講座、クラブ活動のほかに短期講座(初心者のためのヨガ教室 9/16～11/18、10 回)を企画・

実施した。 

 平成28年度利用状況(7月～9月) 

 通年講座  43 回  253 名 

 短期講座   3 回   21 名 

 クラブ活動 102 回 1,081 名 

 団体利用   3 回   23 名 

 個人利用  81 回  437 名 

 合計    232 回 1,815 名 
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報告(28 年度第 2 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 

 7月 6日(水) 藤原 義弘 氏 文化ホール 18:30～ 受講者 男 98名 女107名 計 205名 

 7月13日(水) 金 基英 氏  文化ホール 18:30～ 受講者 男 95名 女165名 計 260名 

 7月16日(土) 山岸 弘子 氏 文化ホール 13:30～ 受講者 男 76名 女154名 計 230名 

 7月26日(火) 中野 信子 氏 公会堂  18:30～ 受講者 男 284名 女773名 計1,057名 

 

(2) 後期開講日 

 8月23日(火) 伏木 亨 氏  文化ホール 18:30～ 受講者 男 86名 女149名 計 235名 

 8月31日(水) 久保田 昌希 氏 文化ホール 18:30～ 受講者 男135名 女131名 計 266名 

 9月10日(土) 花田 景子 氏 南郷文化ホール 13:30～ 受講者 男149名 女363名 計 512名 

 9月27日(火) 齋藤 隆 氏  文化ホール 18:30～ 受講者 男128名 女 77名 計 205名 

 

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 

① 7月 1日(金) 種差小学校 

② 7月 3日(日) 田代小中学校 

③ 7月 4日(月) 旭ヶ丘小学校 

④ 7月12日(火) 明治小学校 

⑤ 9月 １日(木) 鮫小学校・鮫中学校(合同開催) 

 

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。 

 7月30日(土)  八戸工業大学｢住みたい家・住みたい街コンクール2016｣ワークショップ 

     八戸ポータルミュジアムはっち5階 共同スタジオABC  

  ※申込者がなかったため中止 

 8月20日(土)～21日(日)、9月10日(土)～11日(日) 

    八戸工業大学｢地域デザインシンポジウム 裂織2.0～南部裂織の過去・ 

    現在・未来～｣ワークショップ 

      八戸ポータルミュジアムはっち4階 八戸南部裂織工房 澄 

    午前の部：11:00～12:30  午後の部：13:30～15:00  参加者数：25名 

 9月24日(土)  八戸工業大学「住みたい家・住みたい街コンクール2016」選考会 

              八戸工業大学 建築棟 ２階 A202 室 13:00～16:00 
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報告(28 年度第 2 四半期) 

社会教育課 

4．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29年成人式の企画を行う。 

 第1回会議 7月22日(金) 19:00～ 参加者 9名 

 第2回会議 8月29日(月) 19:00～ 参加者 9名 

 

5．地区公民館記念式典 

 江陽公民館落成式典  8月24日(水) 14:00～ 参加者 69名 

 館公民館落成式典  9月 4日(日) 11:00～ 参加者 42名 

 

 

【文化財グループ】 

 

6．文化財の保護・活用 

(1) 史跡長七谷地貝塚の草刈清掃 

 日時 6月27日(月)～30日(木)、9月26日(月)～30日(金) 

 場所 史跡長七谷地貝塚(桔梗野工業団地) 

 内容 史跡の適切な管理のために史跡指定地の草刈清掃等を年2回実施 

 

(2) 史跡丹後平古墳群の草刈清掃 

 日時 6月15日(水)～25日(土)、9月26日(月)～30日(金) 

 場所 史跡丹後平古墳群(南白山台) 

 内容 史跡の適切な管理のために史跡指定地の草刈清掃等を年2回実施 

 

(3) 県史跡一里塚ポケットパークの草刈清掃 

 日時 6月6日(月)～10月31日(月) 

 場所 一里塚ポケットパーク(南郷大字中野・市野沢) 

 内容 史跡の適切な保護のため史跡指定地の草刈清掃等を月1回実施 

 

(4) 種差海岸における外来植物オオハンゴンソウ駆除委託 

 日時 6月7日(火)～9月6日(火) 

 場所 鮫町字小舟渡平外 

 内容 業者委託により、66,841本駆除 

 

(5) 種差海岸における外来植物オオハンゴンソウ駆除ボランティア 

 日時 7月16日(土) 9：45～12：15 

 場所 鮫町字小舟渡平7-2(鮫角灯台周辺) 

 内容 ｢SeRV八戸｣96名により、6,544本駆除 
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報告(28 年度第 2 四半期) 

社会教育課 

(6) 天然記念物蕪島ウミネコ保護事業 

 監視業務  4月1日(水)～8月8日(土) 

 特定外来生物アレチウリ駆除  7月20日(水)･8月5日(金)実施、7本駆除 

 島内草刈り   9月24日(土)～9月30日(金) 

 

(7) 三社大祭山車祭り行事調査 

 期間 7月1日(金)～8月4日(木) 

 内容 お囃子、山車制作、各神社祭礼、お通り等の調査及び撮影 

 

(8) 史跡等標示事業 

 期間 9月26日(月)契約、9月28日(水)～29日(木)作業 

 場所 八戸市大字三日町13-5地先(三日町交差点) 

 内容 ｢札の辻｣標柱の修繕 
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報告(28 年度第 2 四半期) 

是川縄文館 

【是川縄文館】 

 

1．入館者数 

 本館 10,261人 

 分館  1,632人 

 

2．管理運営事業  

(1) 土曜日体験教室   (7月2日・9月17日) 2回開催       22人参加 

(2) 日曜日縄文体験コーナー(7月3日～17日・8月28日～9月25日) 期間中8回開催     177人参加 

(3) 夏休み縄文体験コーナー (7月23日～8月14日) 期間中の土・日曜日8回開催   222人参加 

(4) 5周年記念行事   (7月9日・10日) 2日間開催 

 ７月 9日  是川遺跡ツアー、是川縄文館バックヤードツアー           57人参加  

 ７月10日  観覧無料開放、無料縄文体験コーナー、是川遺跡ツアー、 

    是川縄文館バックヤードツアー          555人参加 

(5) 特別展「山の縄文世界－中部高地の縄文時代」 (7月23日～9月4日) 39日間開催  5,320人参加 

(6) 特別展ギャラリートーク  (7月23日～9月4日)特別展期間中毎週土曜日8回開催 125人参加 

(7) これかわ考古学クラブ  (7月23日～8月7日) 6回開催       0人参加 

(8) 考古学講座    (7月16日)          63人参加 

(9) 特別展考古学講座  (8月27日)          87人参加 

(10) 縄文の布を編む講座  (9月 3日)          12人参加 

(11) ボランティアによる展示室・是川遺跡ガイド          期間中 2,004人 

(12) グループ･団体の体験学習・講話 

 市内 小学校4校、八戸市総合教育センター、八戸市 盟大学、八戸市中学校社会科教育

研究会、東糠塚百働会、 

 市外 小学校4校、青森放送株式会社 

(13) 講師派遣(ボランティア含む)・講話 

 市内 下長公民館、小中野小学校、八戸ポータルミュージアムはっち、八戸地区保護司会、

東公民館 

 

3.埋蔵文化財発掘調査事業 

(1) 受託事業 

 道路改良工事に伴う調査   八戸城跡  期間中 (9月20日～10月31日) 

(2) 市内遺跡 

 長芋・牛蒡作付けに伴う調査  田面木遺跡       (7月 1日～ 9月 9日) 

 史跡内容確認調査     一王寺(1)遺跡 期間中 (9月 5日～10月31日) 

 個人住宅建築に伴う調査     熊野堂遺跡    (7月19日～ 8月22日) 

 その他開発に伴う試掘調査 
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報告(28 年度第 2 四半期) 

是川縄文館 

4．.埋蔵文化財活用活性化事業  

(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期後半 (7月1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 (7月1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点の修復及び保存代作成 委託先:株式会社東都文化財保存研究所 

                     期間中 (7月1日～9月30日) 

 

5．周知活動 

 田面木遺跡現地見学会 8月27日  参加者41名 
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報告(28 年度第 2 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 4講座4日開催  受講者 265人 

 選択研修講座   11講座11日開催 受講者 665人 

 市民研修講座    1講座 2日開催  受講者  33人  合計 963人が受講 

 

2．教科等研究委員 

 8月までに研修計画を提出し、研修会や検証授業など、部会毎に研究を計画的に進めた。 

 研修講座や小・中学校教育研究会において、研究の概要や成果を発表した。 

 

3．教育の情報化推進事業 

 7月28日に、「ICT活用研修講座」を開催した。授業における実物投影機やタブレット等ICT機器の効

果的な活用のしかたについて、実際の授業場面での活用を想定した演習を中心に研修を行った。 

 中学校4校への学習用タブレット導入の準備を進め、9月から運用を開始した。(4校、160台) 

また、9月13日には、導入校4校の教員を対象に、導入研修会を行った。 

 特別教室用パソコン更新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 

 理科授業の充実及び教師の指導力向上のため、１学期は小学校17校で活用された。 

 観察実験アシスタントのこれまでの訪問校での活動を振り返り、理科室等の環境整備および理科の

観察・実験活動への支援が適切であるかを確認した。また、2学期の理科教材について、アシスタン

ト3名で実験演習などを行い、資質の向上に努めた。 

 

5．学校図書館ネットワーク事業 

 夏季休業中の学校における児童への貸出業務を円滑に進めるためのサポートを行った。 

 学校間、あるいは教育センターと学校とでの図書の相互貸借について、連絡や調整をしながら運用

を進めた。 

 

6.教員国内・海外研修 

 ７月８日、学校事情により第2回研修会に参加できない長期研修生１名が教育長を訪問し、研修計画

について説明を行った。 

 ７月１２日に平成28年度八戸市教員国内・海外研修派遣第２回研修会を実施した。長期研修生３名、

短期視察研修生１名が教育長及び教育事務所長を訪問し、各自の研修計画について説明した 

 

7．視聴覚教育関係事業 

 7月に三八視聴覚教育協議会前期運営委員会を開催した。視聴覚教材を選定し、DVD教材30作品

を購入した。 
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報告(28 年度第 2 四半期) 

総合教育センター 

8．児童科学館事業  

 平成29年度から33年度までの第三期指定管理者選考に向け、8月10日に公募説明会を行った。 

 公募説明会参加者及び申請書提出者は三八五ふれあいネット1団体であった。 

 

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。 

 発達障害児の早期発見･早期支援に向けて、健康づくり推進課の母子保健事業のうち、3歳児健康

診査では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。 

 健康づくり推進課未就学児ことばの教室相談員とともに、認定こども園等の巡回相談を行った。 

 主な業務状況は、教育相談64件(59件)、巡回相談176件(63件)、就学指導に係わる調査29件(57件)、

電話相談２件(8件)の合計271件(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)等が114件(34件)、小学校53件(25件)、中学校12件(4件)で

ある。幼稚園･保育所(園)等の巡回相談は、平成29年度4月に小学校入学予定者のうち特別な支援

を要すると思われる幼児についての調査に基づき実施しているものを含む。 

  ※( )内は、今年度第一四半期の数値。 

 

10．教育相談・適応指導教室事業 

[7～9 月の相談状況] 

 こども支援センター全相談数は860件(延べ件数)で、前年比約1.2倍である。主な内容は、不登校児

童生徒にかかわる相談が241件。発達行動にかかわる相談が179件である。 

(教育相談部) 

 教育相談部の相談数は422件、相談の形態としては来所相談が最も多く、291件だった。 

(適応指導部) 

 通室生は、7～9月までに9人増加(小学生2名、中学生７名) 

→ 9月末現在の全通室生は35名(中学生29名、小学生6名) 

 下学年適応支援活動「キッズ」は、2グループで4回実施(延べ31名参加) 

 上学年適応支援活動「ジュニア」は、3回実施(延べ13名参加) 

 「キッズ・ジュニア」開催と同時に保護者対象の「親の会」も実施した。 

 8月には保護者面談週間を実施、9月には学校連絡月間を設け、担任等との情報交換をした。 

 

[その他] 

 臨床心理士による緊急対応及びカウンセリング、学校訪問を実施した。 

 スーパービジョン(事例検討会)を3回、外部講師(大学教授)を招いた拡大スーパービジョン(拡大事例

検討会)を1回実施した。  
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報告(28 年度第 2 四半期) 

総合教育センター 

11．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する助言を行った。 

 夏期休業中の8月9日にアシスタント研修会を実施し、支援を必要とする児童生徒に対し適切な支援

を検討する方法について学んだ。互いの実践からも手法を学び合うような研修となった。 

 前期の任期を終えることから、学校から活用報告書、本人から活動報告書を提出させ、前期の活動

状況を確認し、後期の配置計画を行った。 

 8月22日から後期特別支援アシスタントとして、10名を小学校７校・中学校3校に配置した。 

 

12．学校教育実践功労表彰制度 

 ９月12日、平成28年度「学校教育実践功労表彰」募集案内を市内小・中学校に配付。 

 ※募集期間：9月26日～12月16日 
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報告(28 年度第 2 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) 

7 月 29 34,717 57,212 56,365 15,979 288 38 535 2,103 

8 月 29 35,506 48,952 51,815 13,929 297 54 571 1,662 

9 月 21 24,377 46,101 42,864 11,560 176 28 511 1,813 

四半期 79  94,600 152,265 151,044 41,468 761 120 1,617 5,578 

一日平均  1,197 1,927 1,912 525 10 2 20 71 

 

2．図書館本館行事の実施状況 

(1) 夏休み調べ学習相談会 

 日時 7月24日(日)、7月28日(木)、8月2日(火)、8月7日(日) 10:00～16:00 

 場所 図書館1階児童コーナー 

 指導 図書館職員 

 対象 小学生・中学生・保護者 

 参加 72名 

 

(2) 図書館を使った調べる学習コンクール 

 作品募集 9月1日(火)～10月2日(日) 

 対象 市内在住・在学の小・中学生 

 

(3) 夏のおはなし会 

 日時 7月16日(土) 10:00～11:00 

 場所 図書館2階集会室 

 内容 絵本と紙芝居の読み聞かせ 

 対象 おおむね3歳以上 

 協力 八戸子どもの本の会 

 参加 60名 

 

(4) 学校図書館出前講座 

①長者中学校訪問 

 日時 8月26日(金) 10:00～12:00 

 対象 地域コーディネーター1名、図書ボランティア7名 

 内容 読み聞かせの仕方 
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②三条小学校訪問 

 日時 9月8日(木) 15:00～16:00 

 対象 児童20名 

 内容 展示の仕方、読み聞かせの仕方 

 

(5) 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) 

 7 月 8 月 9 月 

回 数 4 5 4 

配布数 147 136 105 

 

3．企画展示・貸出し 

①「謎を解け！ミステリー」             6月17日(金)～7月18日(月) 

 国内外の有名推理作家等の推理小説を展示・貸出し 

②「マイブッククーポン～本と出会おう～」      6月17日(金)～7月18日(月) 

 本選びの参考に図書館員おすすめの児童書を展示・貸出し 

③「使いこなそうパソコン＆スマホ」          7月1日(金)～7月28日(木) 

 パソコンの入門書やＳＮＳの活用等に役立つ本を展示・貸出し 

④「暑さに負けない夏レシピ」            7月1日(金)～7月28日(木) 

 暑い夏に食べたいレシピ本を展示・貸出し 

⑤「追悼 永六輔」                 7月20日(水)～7月28日(木) 

 放送作家でタレントの永六輔氏の著作を展示・貸出し 

⑥「夏休みおすすめ本」                 7月20日(水)～8月19日(金) 

 宿題に役立つ本や夏休みに読んでほしい本を展示・貸出し 

⑦「芥川賞・直木賞受賞作品展」            7月20日(水)～8月19日(金) 

 賞の発表に合わせ、過去の受賞作品を展示・貸出し 

⑧「戦争と平和」                   7月30日(土)～8月30日(火) 

 世界各地で起きている紛争や、戦争に関する本を展示・貸出し 

⑨「図書館を使った調べる学習コンクール受賞作品展示」 7月30日(土)～8月16日(火) 

 コンクールの昨年度入賞作品(全国・市内)の複製を展示 

⑩「追悼 大橋巨泉、中村紘子」           7月30日(土)～8月16日(火) 

 司会者の故大橋氏とピアニストの故中村氏の著作を展示・貸出し 

⑪「夏にひんやりこわい話」              8月2日(火)～8月30日(火) 

 怪談絵本や本当にあったこわい話などを展示・貸出し 

⑫「昭和の歌謡と映画」                8月13日(土)～8月30日(火) 

 南郷名画座に関連する本を展示・貸出し 

⑬「なつかしの昭和」                 8月20日(土)～9月9日(金) 

 いろいろな視点から昭和を振り返る本を展示・貸出し 

⑭「宮沢賢治生誕120周年」               8月20日(土)～9月19日(月) 

 今も多くの人に愛されている宮沢賢治の作品を展示・貸出し 
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⑮「キッズブッククーポン～絵本と出会おう～」    9月1日(木)～9月22日(木) 

 本選びの参考に推薦絵本と読み聞かせ絵本を展示・貸出し 

⑯「追悼 大田大八」                 9月1日(木)～9月22日(木) 

 絵本や児童書の挿絵を書いた故人の著作を展示・貸出し 

⑰「いきいきシニアライフ！」             9月10日(土)～10月10日(月) 

 敬老の日にちなみ、シニアライフを応援する本を展示・貸出し 

⑱「現代を読む」                   9月21日(水)～10月30日(日) 

 現代の社会問題や世界情勢を知るための本を展示・貸出し 

⑲「八戸市民大学講座講師コーナー」     6月16日(木)～10月10日(月) 

 市民大学講座講師の著書や関連する本を展示・貸出し 

 

4．学校司書に対する研修 

 日時   7月29日(金) 9:00～11:00   

 場所 図書館2階集会室 

 内容 図書の修理について 

 対象 学校司書3名 

 

5．寄附に対する感謝状贈呈 

 寄附者 一葉会(幼児、小学校低学年用図書購入費として10万円寄附) 

 日時等 8月26日(金) 15:30～15:45   於：市長室(市長から贈呈) 

 

6．グッジョブ、インターンシップ等の受入れ 

(1) グッジョブ 

 白山台中学校 2名 7月 5日(火)～ 8日(金) 4日間 

 明治中学校  2名 7月 5日(火)～ 8日(金) 4日間 

 第三中学校  2名 7月12日(火)～14日(木) 3日間 

(2) インターンシップ 

 八戸中央高校 1名 8月17日(水)～19日(金) 4日間 

(3) 職場実習 

 障がい者   2名 9月 7日(水)～ 8日(木) 2日間 

 

7．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) 

7 月 29 15,251 10,976  9,903 3,322 69 267 326 206 

8 月 29 17,218  9,664  9,407 2,913 49 316 237 235 

9 月 27 15,107 10,147 8,940 3,089 56 194 255 276 

四半期 85 47,576 30,787 28,250 9,324 174   777   818 717 

一日平均  560 362 332 110 2  9 10 8 
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(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10回、図書情報センター13回) 

 スウィングベリーでおはなし会  8月 7日(日)     36名参加   (南郷図書館) 

 ぷちベリ－ズおはなし会  9月25日(日)  44名参加 (南郷図書館) 

 夏のおはなし会    8月 6日(土)  10名参加 (図書情報センター) 

        8月11日(木)  14名参加 (南郷図書館) 

 出張おはなし会  7月14日(木) 南郷小学校  75名参加 (南郷図書館) 

      9月15日(木) 南郷小学校  51名参加 (南郷図書館) 

 出張ブックトーク  7月13日(水) 西園小学校  50名参加 (図書情報センター) 

       8月24日(水) 中沢中学校  16名参加 (南郷図書館) 

 

 

【歴史資料グループ】 

 

8．八戸藩日記解読作業 

 

9．遠山家日記校正作業 

 

10．八戸市史講座の開催 

① 第 4 回 「山車人形の歴史」  

 日時 7月23日(土)13：30～15：30 (於：図書館2階集会室) 

 講師 福原 敏男氏 (武蔵大学教授) 

 参加者 33名 

② 第 5 回 「三社大祭の山車作り」 

 日時 8月27日(土)10：00～12：00 

 講師 夏坂 和良氏 (山車絵師) 

 参加者 30名 

③第 6 回「ふるさとてくてく旅 鮫村編」鮫地区散策 

 日時 9月17日(土)10：00～12：00 

 講師 高橋 晃氏(八戸文化財審議委員) 

 参加者 23名 

 

11．古文書解読講習会の開催 

 講師 斎藤 潔氏 

 内容 初心者を対象に古文書を読むための基礎知識を学習する。 

 日程 7月9日(土)、7月24日(日)、7月30日(土)、8月6日(土)、8月20日(土)、9月3日(土)、 

9月10日(土)  延べ参加者数93名 

 時間 10：00～11：30 

 場所 図書館2階集会室   

 募集人員 25名 

 参加費 2,376円(辞典代) 
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12．遠山家日記第五巻発行及び寄贈分の発送作業 

 

13．遠山家日記県重宝指定記念展示 

 期間 9月1日～15日 

 

14．村次郎文庫寄贈資料の登録作業 

 期間 6月7日～8月28日 

 

15．その他 

 寄贈資料の目録整理作業 

 旧番屋小学校にある資料保存用の棚の組立作業 7月11日 

 蔵書点検 9月末までの期間内郷土資料を中心に行う。 

 古文書庫くん蒸のため2層古文書庫から1層古文書庫への資料搬入 9月15日～16日 

 1層古文書庫くん蒸作業 9月23日～26日      
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【博物館】 

1．博物館・管理運営事業   〔入館者数  7,585人〕 

博物館クラブ 

 7月 9日(土)  からくり貯金箱づくり  29人 

 7月17日(日)  ガラス工作に挑戦！  27人 

館外フィールドワーク 

 9月10日(土)  八戸城下めぐり   19人 

 

2. 特別展等開催事業 

特別展 「かっぱ展」       5,420 人 

 期間 7月16日(土) ～8月21日(日) 

 併催 7月17日(日) ギャラリートーク  

7月18日(月) 粘土でかっぱをつくろう        27人 

7月23日(土) 講演会①「アイヌにも『河童』がいるの?!」    31人 

7月30日(土) 講演会②｢メドツが出るぞ!-類家田んぼと八戸のかっぱ-｣ 41人 

8月10日(水) 館外講座「あちこちかっぱを見て歩き」     22人 

企画展 「八戸の災害」 

 期間 9月1日(木)～10月2日(日)  (9月1日～30日入館者数 1,402人) 

 

3．各種受け入れ事業 

グッジョブ受け入れ 

 7月5日(火)～8日(金)  明治中学校  2名 

    白山台中学校 2名 

博物館実習生受け入れ 

 8月18日(木)～25日(木)  8名 

インターンシップ受入れ 

 9月3日(土)～10日(土)  2名 

 

4．根城の広場・管理運営事業   〔入場者数  4,719人〕 

根城おもしろ講座 

 7月 3日(日)  歴史講演会「発掘された三戸南部氏の居城『聖寿寺館』」 64人 

 7月17日(日)  オリジナル箸置きを作ろう       10人 

 7月24日(日)  ミニ合掌土偶を作ろう                         13人 

 8月 6日(土)  姫かざりを作ろう                      15人 

 8月 7日(日)  木工細工 ～竹馬を作ろう～           24人 

 8月30日(日)  郷土玩具作りに挑戦 ～八幡馬を作ろう～     8人 

 9月 4日(日)  えんぶりミニ烏帽子を作ろう            13人 

 9月18日(日)  歴史講演会「中世の津軽-北畠氏浪岡城を中心として-」 44人 
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指定管理者自主事業 

 9月12日(月)  第11回「根城南部杯グラウンド・ゴルフ大会」        457人 

 

「ものづくり体験工房」 

 八幡馬の絵付け       7月 9日～9月17日(期間中20回開催)  41人 

 えんぶりミニミニ烏帽子づくり  7月 9日、8月16日              4人 

 えんぶり人形の各種絵付け  8月15日            1人 

 

【南郷歴史民俗資料館】       〔入館者数 1,278人〕 

 

1．企画展 

「ちょっと昔のゲームたち」   7 月 16 日(土)～9 月 4 日(日)  (入館者数 1,011 人) 

併催 

 かんたん工作教室  7月16日(土)  25人 

   7月31日(日)  17人 

 大道芸ショー 8月7日(日) 11：00～  15人 

    14：00～  15人 

 

「なつかしの絵はがき展」  9 月 17 日(土)～29 年 3 月 26 日(日) (入館者数 9 月 30 日まで 75 人) 

 

2．教育普及 

講座 

 「南郷文化財巡り」 7月1日(金) 参加者数 19人 

 「南郷わき水巡り」 8月5日(金) 参加者数 24人 

 「島守四十八社巡り」 9月2日(金) 参加者数 21人 

 




