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予定(28 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．総合教育会議 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4の規定に基づく、市長と教育委員会の協議並

びに事務の調整。 

 2月13日(月) 平成28年度 第2回会議 

 

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20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 

 江陽小学校側溝改修工事      (工期 1月～3月) 

 南郷小学校屋内運動場屋根改修工事   (工期 1月～3月) 

 

(2) 大規模改修工事 

①小学校 

 田面木小学校校舎・屋内運動場トイレ改修(建築･機械設備)工事設計業務委託 

           (工期 2月～4月) 

 根岸小学校校舎・屋内運動場トイレ改修(建築・機械設備)工事設計業務委託 

           (工期 2月～4月) 

 高館小学校校舎トイレ改修(建築・機械設備)工事設計業務委託 

           (工期 2月～4月) 

②中学校 

 根城中学校校舎・屋内運動場トイレ改修建築／機械設備工事 

           (工期 3月～8月) 

 第三中学校校舎トイレ改修(建築・機械設備)工事設計業務委託 

           (工期 2月～4月) 
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予定(28 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 2,008人 

 発送日 1月6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 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(木)～13日(金) 延べ5日間 

 場所 議会第一委員会室 

 実施校 68校(小学校43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 28 年度第 3 回献立検討会議 

 期日 北・東地区給食センター献立:1月18日(水) 西地区給食センター献立:1月19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29年度１学期分の献立検討 
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予定(28 年度第 4 四半期) 

学校教育課 

 

(2) 平成 28 年度第 2 回八戸市学校給食審議会 

 期日 2月16日(木) 

 場所 議会第二委員会室 

 内容 ・食物アレルギー対応管理マニュアルについて 

・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 
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予定(28 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29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。 

 

3．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24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。 

 

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｣及び｢地域密着型教育推進事業｣実践研究発表会 

 開催日 1月27日(金) 

 内容 第1部(ジョイントスクール推進事業実践発表) 

 ・学校の特色を生かした小中連携(第二中学校区、三条中学校区) 

第2部(地域密着型教育推進事業実践発表) 

 ・地域密着型教育の取組(柏崎小学校・江南小学校) 

 

5．幼保小連携推進事業 

 2月13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)・認定こども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。 

 

6．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11日(水)、12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15日(水)、16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。 
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予定(28 年度第 4 四半期) 

教育指導課 

7．マイブック推進事業 

 各学校・児童及び保護者・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26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。 

 アンケート結果の概要については、2月20日発行の｢広報はちのへ3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、来年度の方向性を文書で周知する予定である。 

 

8．いのちを育む教育アドバイザー事業 

 1月31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、市健康部健康づくり推進

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。 

 

9．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。 

 

10．教育施策市民啓発事業 

 1月21日(金)に｢ポータルミュージアムはっち｣で｢第3回 教育の広場はちのへ｣を開催する予定。 

主な内容 

 ＜ステージ部門＞オープニングセレモニー・合唱・弁論・研究発表、ジャズ演奏・バトン演技等 

 ＜展示部門＞｢これが我が校の自慢です｣｢教育施策紹介｣｢学校給食｣｢田代小中学校｣等 

 

11．学校飼育動物ネットワーク支援事業 

 1月25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。 

 

12． 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を受け付け、承認後に各校で施設等と交渉し本申請を行う。 

 

13．学校図書館支援事業 

 1月11日(水)14:00～16:00 八戸ブックセンターにおいて、学校司書と担当主任指導主事、地域

密着型教育コーディネーター(6名)による｢読書会 学校図書館を語ろう｣を開催する予定である。   

内容としては、｢子どもたちに薦めたい本について｣｢学校図書館及び学校司書の活動について｣ 

 来年度の事業の方向性については、2月下旬開催の小・中学校定例校長会において説明する。 

 1月26日(木)と2月17日(金)、学校司書研修を実施する。 

 3月下旬、5日間にわたって白山台小学校の図書移動に係る活動を行う予定である 
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予定(28 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16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．防災ノート活用事業 

 印刷業者に製本依頼 

 数回の校正後、｢防災ノート｣二訂版完成 

 

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14日(火) 

 協議内容 ①平成28年の活動提言状況報告について 

②平成29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｣91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 10回 

 活動人数 120名 

 活動内容 ○成人式準備 1月7日(土) 

  ボランティア参加予定 (高校生対象) 成人式会場準備 

○成人式  1月8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 

○新春｢はちのへ郷土かるた大会｣ 1月10日(火) 

  ボランティア参加予定 (中・高生対象) 審判(判定)、表彰介添え 

○地区公民館行事 
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予定(28 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10日(火) 9:30～11:30 

 会場 八戸市総合教育センター 

 参加児童 小学1年生から6年生を1チ－ムとする。(11チ－ム) 
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予定(28 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29年八戸市成人式 

 日時 1月 8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3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 公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン 

代表理事  今井 悠介(いまい ゆうすけ)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 2月10日(金) 日計ヶ丘小学校 

② 2月26日(日) 島守小学校    

 

3．南郷地域生涯学習奨励事業 

南郷地域の地域活性化を図るため、自治会が講座を実施 

 講座実施予定 

① 1月8日(日) 島守地区自治会連合会 

 

4．公開講座開催促進事業 

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。 

 日時 2月25日(土) 10:00～12：00 

 場所 八戸ポータルミュージアムはっち5階 共同スタジオ 

 講師 独立行政法人 国立高等専門学校機構 

八戸工業高等専門学校 准教授 齋 麻子 

 

5．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 9回会議 1月4日(水) 11:00～15:00 参加者3名 

 第10回会議 1月4日(水) 18:30～20:30 参加者3名 

 第11回会議 1月6日(金) 16:00～18:30 参加者3名 
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予定(28 年度第 4 四半期) 

社会教育課 

 

6．第2回社会教育委員の会議 

 開催日時 2月1日(水) 10:00～ 

 場所 議会第1委員会室 

 

7．発注予定工事等 

(1) 地区公民館施設整備 

 湊公民館下水道接続工事   (予定工期 1月～3月) 

 南郷公民館キュービクル改修工事 (予定工期 1月～3月) 

 瑞豊館キュービクル改修工事  (予定工期 1月～3月) 

 

 

【文化財グループ】 

 

8．芸術文化活動の推進 

(1) ｢第 39 回民俗芸能の夕べ｣開催 

 期日 1月22日(日) 

 場所 八戸市公会堂文化ホール 

 出演団体 大平大神楽、田代えんぶり組、新井田虎舞組、中野神楽保存会 

(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 

 

9．文化財の保護・活用 

(1) ユネスコ無形文化遺産登録記念講演会及び祝賀会 

八戸三社大祭の山車行事がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを祝し、講演会及び祝賀会を開

催予定 

 期日 2月5日(日) 

 場所 八戸パークホテル 

(2) 名勝種差海岸保護事業 

①保護指導員の報告会開催 

 開催日 3月頃予定 

②注意看板の設置 

 実施日 2月以降予定 

(3) 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月以降予定 

②ウミネコ監視小屋屋根修繕 

 実施日 2月以降予定 
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予定(28 年度第 4 四半期) 

社会教育課 

 

(4) 県天然記念物カヤの木説明板設置 

 期間 平成28年12月19日(月)～平成29年3月24日(金)作業予定 

 場所 高松寺(南郷島守) 

 内容 県天然記念物カヤの木説明板を業者委託により実施 

(5) ｢第 63 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 

(6) 八戸市文化財審議委員の会議 

平成28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 3月予定 
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予定(28 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 7日～3月11日)    3回開催 

(2) 冬季日曜日縄文体験コーナー (1月 8日～3月26日)  期間中 12回開催 

(3) ボランティア養成講座   (1月21日～3月25日)   10回開催 

(4) 考古学講座     (1月14日・2月 4日)    2回開催 

(5) 是川石器時代遺跡整備検討委員会  (2月15日) 

(6) 第2回是川縄文館運営協議会    (2月16日) 

 

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) 是川一王寺(1)遺跡発掘調査概要報告書(市内遺跡) (3月末まで) 

(3) 八幡遺跡第7地点発掘調査報告書 (3月末まで) 

(4) 重地遺跡第2地点発掘調査報告書 (3月末まで)  

 

3．埋蔵文化財の保存・活用事業 

(1) 埋蔵文化財活用活性化 

 パネル展｢伝える－大正・昭和初期の是川遺跡記録写真vol.2－｣ (1月5日～3月20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研究所 

               (1月5日～2月24日) 
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予定(28 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。 

 中核市移行に伴う教職員研修の実施に向けた準備を進める。 

 

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2日、3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15日、16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9日、10日に養護教諭を対象に、｢校務支援システム研修会｣を実施予定。 

 西白山台小学校学習用パソコン・タブレットの導入準備を進める。 

 3月に年次更新に向けた準備を進める。 

 各学校の校務支援システム運用への支援を行う。 

 各学校のネットワーク障害、機器故障等への対応を行う。 

 

4． 小学校理科｢観察実験アシスタント｣ 

 3学期の派遣申請を各小学校から募集し、訪問計画を立てた。申請した全24校に、延べ73回訪問す

る予定。 

 

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月中旬までに研修報告書の原稿を提出。 

 2月3日、4日に｢研修発表会｣を｢研究委員発表会｣と合同で開催。 

 

7．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に向け、1月に包括協定を締結。 

 

8．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。 

 こども支援センターの専門指導員が、健康づくり推進課で行っている3歳児健診に月2回ことばの検

査者として、また、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。 

 リトル(学校生活適応支援のための小集団活動：対象は年長児)を実施予定。 
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予定(28 年度第 4 四半期) 

総合教育センター 

 

9．教育相談・適応指導教室事 

 こども支援センター事例検討研修会(スーパービジョン) 

1月6日(金)、1月11日(水)、2月10日(金)、3月2日(木) 

 適応指導教室 体験活動 

1月18日(水) 3学期始業日オリエンテーション、1月20日(金) スケート教室、 

2月17日(金) スポーツ活動、3月9日(木) 中3生お別れ会 

 第4回保護者面談月間(2月1日～2月28日)を実施予定。 

 下学年適応支援活動｢キッズ｣は6回実施予定。親の会も同時に実施予定。 

 上学年適応支援活動｢ジュニア｣は1回実施予定。 

 

10．特別支援教育アシスト事業 

 1月11日(水)に特別支援アシスタント研修会を実施する。 

 1月6日(金)付けで、各校に対して、平成29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(火)発行の｢広報はちのへ｣で平成29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28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。 

 

11．学校教育実践功労表彰制度 

 1月18日(水) ｢学校教育実践功労表彰のための意見聴取会｣開催 

 1月下旬 表彰者決定・通知 

 2月 7日(火) 表彰式開催(16:00～ 教育長室予定) 
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予定(28 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｢年末年始お役立ち本｣    12月10日(土)～1月 9日(月) 

②｢冬休みおすすめ本｣    12月17日(土)～1月20日(金) 

③｢冬のあったか手づくり本展｣   12月17日(土)～1月20日(金) 

④｢まだまだ新刊！2016年出版本｣  12月27日(火)～1月30日(月) 

⑤｢新成人に贈る本｣      1月 5日(木)～1月30日(月) 

⑥｢八戸ブックセンターオープニング記念関連展示｢司修と三浦哲郎｣｣ 1月 5日(木)～1月30日(月) 

⑦｢第6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21日(土)～2月12日(日) 

⑧｢バレンタイン特集｣      1月21日(土)～2月17日(金) 

⑨｢アツい！時代小説｣       2月 1日(水)～2月27日(月) 

⑩｢シェイクスピア～没後400年～｣   2月 1日(水)～2月27日(月) 

⑪｢こんな本もあるよ！展｣     2月14日(火)～3月10日(金) 

⑫｢読む聞く、落語｣      2月18日(土)～3月20日(月) 

 

2．インターンシップの受入れ 

 千葉学園高等学校 2名 1月30日(月)～2月 3日(金) 4日間 ＊1月31日(休館日)除く 

 

3．特別図書整理に伴う休館 

 南郷図書館   2月1日(水)～3日(金) 3日間  

 図書情報センター 3月1日(水)～3日(金) 3日間  

 

【歴史資料グループ】 

 

4．目録作成作業(古文書点検による修正) 

 

5．古文書ラベルの作成及び貼り替え作業 

 

6．八戸藩日記解読作業 

 

7．遠山家日記校正作業 

 

8．市史収集文書目録第15集の発行及び寄贈分の発送 

 

9．その他 

   寄贈図書の登録・装備作業 
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予定(28 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 4日(土) 銭太鼓づくり 

2月25日(土) 貝雛づくり 

 

・市民講座 

1月14日(土) ｢八戸城下の商人・石橋徳右衛門憲勝の蔵書｣ 

2月11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-とり-｣ 

12月17日(土)～1月15日(日) 

 

・企画展｢えんぶり展｣｢ひな人形展｣ 

1月28日(土)～3月12日(日) 

併催  2月18日(土)・19日(日) ギャラリートーク｢えんぶり｣ 

 

3．第2回博物館協議会 

 日時  2月9日(木) 13：30～15：30 

 場所  市庁 本館3階 第2委員会室 

 案件     ①平成28年度事業実施状況について 

    ②平成29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 

2月18日(土)・19日(日)  史跡根城｢えんぶり撮影会｣ 

 

 

【南郷歴史民俗資料館】 

 

1．教育普及 

・企画展 ｢なつかしの絵はがき展｣      

期間 平成28年9月17日(土)～平成29年3月26日(日) 


