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報告(28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 24 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 八戸市公民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 月 20 日 議案第 5 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

いて 

 議案第 6 号 県費負担教職員の異動内申について 

3 月 7 日 議案第 7 号 西白山台小学校校舎･屋内運動場本棟工事請負の一部を変更契約の

締結に係る意見について 

3 月 17 日 議案第 8 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 

3 月 22 日 議案第 9 号 八戸市立公民館長の委嘱について 

議案第 10 号 八戸市教育委員会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第 11 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 12 号 八戸市学齢児童生徒就学指導委員会規則の一部を改正する規則の

制定について 

議案第 13 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 14 号 八戸市南郷歴史民俗資料館館長の委嘱について 

3 月 30 日 議案第 15 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 16 号 八戸市立図書館組織等規則の一部を改正する規則の制定について 

 議案第 17 号 八戸市総合教育センター運営協議会規則の一部を改正する規則の制

定について 

 議案第 18 号 八戸市博物館組織等規則の一部を改正する規則の制定について 

 議案第 19 号 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館運営協議会規則の一部を改正

する規則の制定について 

 議案第 20 号 八戸市史跡是川石器時代遺跡整備検討委員会規則の一部を改正す

る規則の制定について  

 議案第 21 号 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館組織等規則の一部を改正する

規則の制定について  
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報告(28 度第 4四半期) 

教育総務課 

 

2．総合教育会議 

 第2回会議 

 開催日 2月13日(月) 

 議題 小・中学校の運動部活動(スポーツ)のあり方について  

 

3．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20日(月) 

 受賞者 団体：1  個人：8人  

 

 

【学校施設グル－プ】 

 

3.平成28年度第4四半期発注済工事 

 

(1) 大規模改修工事 

①小学校 

 南郷小学校屋内運動場屋根改修工事    (工期 1月～3月) 

②中学校 

 根城中学校校舎・屋内運動場トイレ改修建築工事  (工期 3月～8月) 

 根城中学校校舎・屋内運動場トイレ改修機械設備工事 (工期 3月～8月) 
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報告(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】 

 2月14日(火)18:30～19：00 於：白山台小学校 

西白山台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(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 
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報告(28 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 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 

 

(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 報告案件 

  学校給食における食物アレルギー対応管理マニュアルの作成について 

  八戸市学校給食条例の一部改正案の概要について(報告) 

  西地区給食センター供給開始に係るスケジュールについて(報告) 

  その他 

 

(3) 平成 28 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。 
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報告(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を踏まえて平成29年度の訪問計画を作成し各校へ通知した。 

 

2．地域密着型教育推進事業 

 1月27日(金)に｢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

発表会を実施した。 

・実践発表｢地域密着型教育への取組｣(柏崎小学校・江南小学校) 

 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。 

 

3.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5校を平成29年度の指定校

に決定した。 

① 第二中学校 ｢すべての生徒が参加できる授業のあり方｣  3年目 

② 城下小学校 ｢確かな学力を育む授業づくり｣    2年目 

③ 柏崎小学校 ｢自己決定しながら、たくましく学ぶ子｣   1年目 

④ 江南小学校 ｢問いをもち、主体的に問題解決に向かう子の育成｣ 1年目 

⑤ 金浜小学校 ｢進んで学び、表現する子の育成｣   1年目 

 

4．小・中学校ジョイントスクール推進事業 

 1月27日(金)に｢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

発表会を実施した。 

 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) 

 

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｢成果と課題｣及び｢来年度

の取組｣についての話合いをした。 

 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24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。 
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報告(28 年度第 4 四半期) 

教育指導課 

 

6．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)｣を実施した。  

 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)｣を実施した。 

 1月、3月にALT通信を全小中学校へ送付した。 

 

7．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26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、｢広報はちのへ2月号｣に掲載した。 

 

8．いのちを育む教育アドバイザー事業 

 1月31日(火)に、アドバイザー(医師)、中学校の担当者、小学校教員、三八地域県民局保健総室職

員、市健康づくり推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。 

 

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して

まとめた。 

 

10．学校飼育動物ネットワーク支援事業 

 1月25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)、八戸家畜保健衛生所、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21日(火)の大久喜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。 

 1月30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63校が仮申請している。(85％の

申請率、28年度の実施率は74校中64校で86％) 

 

12．学校図書館支援事業 

 1月11日(水)に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

ディネーターによる｢読書会：学校図書館を語ろう｣を開催した。 

 1月26日(木)、2月17日(金)に学校司書研修会を実施し、3月末には白山台小学校の図書室移動に

係る活動を行った。 
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報告(28 年度第 4 四半期) 

教育指導課 

 

13. ひらく楽しむ新聞活用事業 

 3月の小・中学校長会と新聞社対象説明会において、事業について説明を行い、各校に要項等を配

布した。 

 各校では、4月から購入する新聞を決定し、各社に依頼した。 

 

 

【青少年グル－プ】 

 

14．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  11回 

 参加生徒数 128人 

○ 成人式   1 月 7 日(土)、1 月 8 日(日) 

 ボランティア参加者 61人(高校生) 

 活動内容   準備・後片付け、来賓受付、新成人受付、ふれあいタイムプラカード係 

○ 郷土かるた大会 1 月 10 日(火) 

 ボランティア参加者 18人 

 活動内容   審判(判定)、会場整理 

○ 教育の広場 はちのへ 1 月 21 日(土) 

 ボランティア参加者 15人 

 活動内容   リサイクルブックフェアの準備・片付け、来場者対応 

○ 地区公民館行事 7 回 34 人 

 

15．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10日(火) 午前9時30分～午前11時30分 

 会場 八戸市総合教育センター 

 参加児童 66名(11チ－ム) 

 

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った。 

○第 2 回協議会 2 月 15 日(水) 

 出席委員 15名 

 協議内容 ・平成28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 

・情報交換  
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報告(28 年度第 4 四半期) 

教育指導課 

 

17．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｣91 号を発行。(年 3 回) 

 内容 平成29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 48 件(電話相談 34 件・来所相談 14 件) 

 (※平成28年4月～平成29年3月分) 

 

18．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。 

 

19．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  39回   197名 

 クラブ活動  89回   905名 

 その他 119回 1,073名 

 合計 247回 2,175名 

 

20．八戸市防災ノート活用事業 

2月2日(木) 教科等研究委員の発表会において、防災ノートを活用した実践を発表した。 

印刷業者に製本依頼をし、数回の校正後、｢防災ノート｣二訂版が完成した。 

 

21．八戸市いじめ問題対策連絡協議会 

いじめ防止対策推進法(平成２５年法律第７１号)第１４条第１項の趣旨を踏まえ、本市におけるいじめ

防止等に関係する機関及び団体等が、相互に情報交換をすることにより、いじめ問題への対策等につ

いて一層の連携を図り、いじめの防止等に資することを目的に開催した。 

○協議会 3 月 13 日(月)  

出席委員 11名 

議   事 ○｢八戸市いじめ問題対策連絡協議会｣について 

   ○｢八戸市いじめ防止基本方針｣について 

   ○本市におけるいじめの実態について 

   ○本市におけるいじめ防止推進の取組等について
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報告(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 

(1) 日時 平成 29 年 1 月 8 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 8 年 4 月 2 日～平成 9 年 4 月 1 日生 

 男  1,134 

 女  1,033人 

 合計 2,167人 

(4) 参加者 1,890 人(87.2％) 

 

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 

 参加者 108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 2月10日(金) 日計ヶ丘小学校 

② 2月26日(日) 島守小学校 

 

3．地域生涯学習活動奨励事業 

南郷地域内の自治会において講座を実施 

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 

 大学等と連携し、中心市街地において公開講座を実施 

① 日 時 2月25日(土) 10:00～12：00 

② 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ＡＢＣ 

③ 講 師 八戸工業高等専門学校 

            准教授 齋 麻子(さい あさこ)氏 

④ 参加者 31人 
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社会教育課 

5．第2回社会教育委員の会議 

 開催日 2月1日(水) 10:00～11：30 

 案件 平成28年度社会教育関連事業の実施状況について他 

 

6．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 

 本棟工事 

(工期 平成28年6月21日～平成29年3月20日:平成29年3月21日完了) 

 電気設備工事 

(工期 平成28年7月21日～平成29年3月20日:平成29年3月21日完了) 

 機械設備工事 

(工期 平成28年7月21日～平成29年3月20日:平成29年3月21日完了) 

 建築工事監理業務委託 

(工期 平成28年7月15日～平成29年3月30日:平成29年3月30日完了) 

 設計意図伝達業務委託 

(工期 平成28年7月16日～平成29年3月30日:平成29年3月30日完了) 

②是川公民館 

 用地造成工事 (工期 平成28年12月27日～平成29年5月31日日完了予定) 

 

(2) その他営繕工事 

 南浜公民館館屋根及び外壁改修工事 

 (工期 平成28年12月21日～平成29年3月25日:平成29年3月25日完了) 

 田面木公民館屋根及び外壁改修工事 

  (工期 平成29年 1月 6日～平成29年3月25日:平成29年3月25日完了) 

 八戸市農村環境改善センター瑞豊館キュービクル改修工事 

  (工期 平成29年 1月25日～平成29年3月25日:平成29年3月25日完了) 

 南郷体育館及び南郷公民館受変電設備改修工事 

  (工期 平成29年 3月 7日～平成29年 8月 3日完了予定) 

 湊公民館下水道接続工事 

  (工期 平成29年 3月 8日～平成29年 5月21日完了予定) 

 

 

【文化財グループ】 

 

7．芸術文化活動の推進 

 (1) ｢第 39 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22日(日)14：00～ 

 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 
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社会教育課 

(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1日(水)10:00～11:45 

 場所 本館5階会議室 

 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 

 小出義雄、佐藤眞弘、出町嘉明、寺下岩蔵、中村寿文のパネル5枚を制作 

 

6．文化財の保護・活用 

(1) ｢第 63 回文化財防火デー｣巡回査察指導 

 日時 1月26日(木) 

 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、来迎寺、浄生寺、伝昌寺、松館

大慈寺、清水寺、櫛引八幡宮、南宗寺の7カ所の査察指導を実施 

(2) ユネスコ無形文化遺産登録記念講演会及び祝賀会 

 日時 2月5日(日) 

 場所 八戸パークホテル 

 内容 ①八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 

②講演会演題：｢八戸三社大祭の山車行事とユネスコ無形文化遺産｣ 

講師：文化庁伝統文化課民俗文化財部門 文化庁調査官 石垣悟氏 

(3) 名勝種差海岸保護事業 

①保護指導員の報告会開催 

 日時 3月24日(金) 14時00分～14時30分 

 場所 南浜公民館 

 内容 28年度パトロール報告および意見交換を実施 

 ②注意看板設置 

 日時 3月10日(金)～31日(金) 

 場所 鮫町字小舟渡平 

 内容 名勝地保護のための注意喚起看板を設置 

(4) 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17日(金) 14時00分～14時50分 

 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ウミネコ監視小屋屋根修繕 

 日時 2月20日(月)契約、3月8日(水)修繕 

 場所 蕪島 

 内容 ウミネコ監視小屋屋根の修繕 

  



 

- 12 - 

報告(28 年度第 4 四半期) 

社会教育課 

(5) 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) 

 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 

(6) 八戸市文化財審議委員の会議 

 日時 3月21日(火) 

 場所 本館3階第2委員会室 

 内容 28年度実施事業の報告等 
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是川縄文館 

【是川縄文館】 

 

1．入館者数 

 本館 3,984人 

 分館  229人 

 

2．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  40人参加 

(2) 冬季日曜日縄文体験コーナー (1月8日～3月26日)   12回開催   129人参加 

(3) 考古学講座     (1月14日・2月4日)      2回開催 121人参加 

(4) ボランティア養成講座   (1月21日～3月25日)   10回開催 144人参加 

(5) 第2回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) 

(7) ボランティアによる展示室・是川遺跡ガイド 期間中 909人 

(8) グループ・団体の体験学習 

 市内：小学校1校、きくよし学童保育、株式会社ニチイ学館、八戸観光コンベンション協会、 

  青森テレビ、ソーシャルファームエッグス 

 市外：小学校2校、米軍三沢基地内ソラーズ小学校1年   

(9) 講師派遣(ボランティア含む) 

 市内：かがり火えんぶり点火式(於市庁前広場)、八戸自家用電気協議会(於グランドホテル)、 

   平成28年度縄文語り部勉強会＆交流会(於八戸まちかどニュージアム) 

(10) 研究紀要第6号刊行 

(11) 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34 

 一王寺(1)遺跡発掘調査概報 

 重地遺跡Ⅱ 

 八幡遺跡Ⅵ 

 

4．是川遺跡出土品の保存修理 

 土器・木製品10点の修理・台座作成 

 

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vol.2－』  

(12月17日～3月20日)  75日間開催   2,366人参加 
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是川縄文館 

6．縄文の里整備事業 

 史跡是川石器時代遺跡の公有化 

 ｢北海道・北東北の縄文遺跡群｣推薦書素案の改訂 

 第2回整備検討委員会の開催 (2月15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 

 5講座実施。｢ALTと話そう｣2日間(33名)、｢教科等研究委員研究発表会｣2日間(15１名)、｢思春期ネッ

トワーク研修講座｣(28名)、｢市民パソコン教室｣2日間(18名)、｢市民英会話教室｣2日間(44名)。 

 平成28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22講座で24日、市民教育公開講座が5講座で18日。延べの受講者数は2,535名。 

 

2．教科等研究委員 

 1月下旬に28年度の研究紀要を作成し、2月に各校へ配付した。 

 2月2日、3日に｢研究発表会｣を実施した。延べで130名が参加。教員国内派遣研修の報告会と兼ね

て実施。また、研究発表会の資料等をグループウェア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9、10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2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24校に、１１7回の訪問を行った。理科室の環境整備、観察・実験の準備・見守り・片付け、理

科の授業づくりの助言や補助等を行った。 

 

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。 

 学校図書館用コンピュータ及びプリンタの更新を行った。 

 

6．教員国内・海外研修 

 1月中旬までに研修報告書の原稿を提出。 

 2月2日、3日に｢研修発表会｣を｢研究委員発表会｣と合同で開催した。 

 

7．視聴覚教育関係事業 

 2月にDVD6本、3月に4本の残額執行分の視聴覚教材購入を行った。 

 3月に映像データブックの印刷を行った。 

 

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に向け、1月に包括協定を締結した。 
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総合教育センター 

 

9．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｣を開催した。 

 1月下旬、表彰者決定し通知した。 

 2月7日(火)：教育長室にて表彰式を開催した。 

 

 

【こども支援センター】 

 

1．特別支援教育体制整備事業 

 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。 

 主な業務状況は、教育相談143件(85件)、巡回相談件47件(65件)、就学指導に係わる調査6件(40

件)電話相談10件(8件)、その他(訪問相談・リトル等)25件(24件)の合計231件(222件)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10件(16件)、小学校23件(33 件)、中学校

14件(16件)である。 

 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｣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。 

※( )内は、今年度は第３四半期の数値 

 

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】 

 こども支援センター全相談数は906件(延べ件数)で、前年と比べ、約100件増加している。主な内容

は、発達行動にかかわる相談が315件、不登校児童生徒にかかわる相談が282件だった。 

 教育相談部の相談数は567件、相談の形態としては来所相談が最も多く、405件だった。 

【適応指導部】 

 通室生は、1～3月までに3人増加(小学生1名、中学生2名) 

→3月末現在の全通室生は47名(中学生35名、小学生12名)  

年度内に学校復帰した児童生徒は4名、部分的に登校できた児童生徒は22名であった。また、14

名が中学校を卒業、家事手伝い１名、入院中のためこれから通信を受検予定1名、残り12名は高

校へ進学した。 

 下学年適応支援活動｢キッズ｣は、2グループで2回実施(延べ17名参加) 

 上学年適応支援活動｢ジュニア｣は、１回実施(3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。 

【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2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。 

 

3．特別支援教育アシスト事業 

 1月11日(水)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。 
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 市内小・中学校に対して、｢平成29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29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24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 27,846 49,230 56,627 13,632 177 33 398 2,098 

2 月 26 28,565 50,712 50,773 14,209 152 35 548 2,082 

3 月 29 30,830 55,971 56,540 15,655 185 25 568 2,173 

四半期 80 87,241 155,913 163,940 43,496 514  93 1,514 6,353 

一日平均  1,091 1,949 2,049 544 6 1 19 79 

 

2．図書館本館行事の実施状況 

企画展示・貸出 

① ｢年末年始お役立ち本｣ 

 12月10日(土)～ 1月9日(月)  ・おせち料理や掃除の仕方、お正月の絵本などを展示・貸出し 

② ｢冬休みおすすめ本｣ 

 12月17日(土)～ 1月20日(金)  ・冬休みにおすすめの児童書を展示・貸出し 

③ ｢冬のあったか手づくり本展｣ 

 12月17日(土)～ 1月20日(金)  ・編み物や刺繍など、楽しい手づくりに関する本を展示・貸出し 

④ ｢まだまだ新刊！2016年出版本｣  

 12月27日(火)～ 1月30日(月)  ・2016年に出版された本の中からおすすめの本を展示・貸出し 

⑤ ｢新成人に贈る本｣ 

 1月5日(木)～1月30日(月)    ・成人の日にちなみ、新成人におすすめの本を展示・貸出し 

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)   ・三浦作品の装幀を手がける司氏の装幀本などを展示・貸出し 

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｣(＊展示のみ) 

 1月21日(土)～2月12日(日)   ・今年度のコンクール入賞作品を展示 

⑧ ｢バレンタイン特集｣ 

・1月21日(土)～2月17日(金)    ・お菓子づくりの本やラッピングの本を展示・貸出し 

⑨ ｢アツい！時代小説｣ 

  ・2月1日(水)～2月27日(月)    ・剣豪、人情ものなど幅広い題材の時代小説を展示・貸出し 

⑩ ｢シェイクスピア～没後400年～｣ 

 2月1日(水)～2月27日(月)      ・イギリスの劇作家シェイクスピアの作品・関連本を展示・貸出し 

⑪ ｢こんな本もあるよ！展｣ 

・2月14日(火)～3月10日(金)   ・図書館に隠れているマニアックな本などを展示・貸出し 

⑫ ｢追悼 三浦 朱門｣ 

 2月18日(土)～2月27日(月)    ・文化庁長官も務めた作家の故三浦氏の作品を展示・貸出し 
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⑬ ｢追悼 佐藤 さとる｣ 

 2月18日(土)～2月27日(月)    ・児童文学作家の故佐藤さとる氏の作品を展示・貸出し 

⑭ ｢読む聞く、落語｣ 

 2月18日(土)～3月20日(月)   ・名人から現代の噺家まで、本人著書やCDなどを展示・貸出し 

⑮ ｢日本・世界の昔話｣ 

 3月1日(水)～3月20日(月)   ・長く読み継がれてきた昔話の絵本や児童書を展示・貸出し 

⑯ ｢追悼 ディック・ブルーナ｣ 

 3月1日(水)～3月20日(月)    ・｢ミッフィー｣シリ－ズで有名な絵本作家の作品を展示・貸出し 

⑰ ｢追悼 まつい のりこ｣ 

 3月1日(水)～3月20日(月)    ・絵本・紙芝居作家・故まついのりこ氏の作品を展示・貸出し 

⑱ ｢癒しの本｣ 

 3月1日(水)～3月30日(木)   ・心や身体の疲れを癒すヒントになる本を展示・貸出し 

⑲ ｢グリーンのある暮らし｣ 

 3月11日(土)～4月14日(金)    ・グリーンインテリア、家庭菜園の関連本を展示・貸出し 

⑳ ｢春の新生活応援！｣ 

 3月22日(水)～4月21日(金)    ・進学、就職、異動など、新生活に役立つ本を展示・貸出し 

○21  ｢おうちdeかみしばい｣ 

 3月22日(水)～4月27日(木)   ・おすすめの紙芝居を展示・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 134 154 157 

 

4．インターンシップ受入れ 

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

 

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 25 11,234  8,466  8,982 2,484 30 172 181 218 

2 月 23 11,414  9,229 8,308 2,615 30 180 266 260 

3 月 29 11,344  9,275  9,448 2,766 29 235 347 261 

四半期 77 33,992 26,970 26,738 7,865 89 587 794 739 

一日平均   441 350 347 102 1  8 10 10 
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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11回、図書情報センター11回) 

 出張おはなし会      1月19日(木) 南郷小学校 46名参加 (南郷図書館) 

                    2月 8日(水) 西園小学校 80名参加 (図書情報センター) 

    2月16日(木) 南郷小学校 48名参加 (南郷図書館) 

       3月 6日(月) 三条小学校 約250名参加 (図書情報センター) 

 冬のおはなし会      2月11日(土)         12名参加  (南郷図書館) 

 出張ブックトーク      2月 8日(水)  中沢中学校 18名参加  (南郷図書館) 

 出張アニマシオン      2月22日(水)  田代小･中学校 15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(水)～2月3日(金) 3日間 

        図書情報センター 3月1日(水)～3月3日(金) 3日間 

 

 

【歴史資料グループ】 

 

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集の発行及び発送 

 

9．古文書点検後の作業 

 目録修正、印刷、データ作成作業、表題ラベル作成 

 

10.寄贈資料整理、目録作成作業 

 遠藤家文書、木幡家文書、村上家資料 ほか 

 

11.その他 

 寄贈図書の登録・装備作業 
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博物館 

【博物館】 

1．博物館・管理運営事業   〔入館者数 3,402人〕 

① 博物館クラブ 

 2月 4日(土)  銭太鼓づくり  16人 

 2月25日(土)  貝雛づくり  19人 

② 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｣ 46人 

 2月11日(土)  ｢えんぶりの見方入門｣ 30人 

③ 出前授業 

 1月27日(金)  八戸市立白山台小学校 3年生 ｢昔のくらし｣ 

 1月31日(火)  五戸町立倉石小学校  3年生 ｢昔のくらし｣ 

 2月 8日(水)  八戸市立長者小学校  3年生 ｢昔のくらし｣ 

 2月10日(金)  階上町立小舟渡小学校 3・4年生 ｢昔のくらし｣ 

 

2．企画展等開催事業 

① 新春ミニ企画｢えと展-とり-｣      507 人 

 期間 12月17日(土)～1月15日(日)     

② 企画展｢えんぶり展｣｢ひな人形展｣  2,367 人 

 期間 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) 午後1時30分～午後3時30分 

 場所  市庁 本館3階 第2委員会室 

 出席者  委員8名/事務局11名 

 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   〔入場者数 1,544人〕 

(1)指定管理者自主事業 

① 2 月 18 日(土)・19(日) 史跡根城・えんぶり撮影会  682 人 

② ｢ものづくり体験工房｣ 

 八幡馬の絵付け   (1月15日～3月31日) 期間中11回開催 43人参加 

 えんぶりミニミニ烏帽子作り (2月 8日～2月24日) 期間中 4回開催 11人参加 
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博物館 

【南郷歴史民俗資料館】  ［入館者数 273人］ 

 

1.企画展    ｢なつかしの絵はがき展｣      

 期間 9月17日(土)～3月26日(日) 

(1月～3月入館者数  265人) 

2．教育普及 

(1) 出前授業(体験学習) 

 2月24日(金)  八戸市立旭ヶ丘小学校 3年生 ｢昔のくらし｣ 

 (洗濯、水汲み、着物) 

(2) 見学 

 1月31日(火)  八戸市立下長小学校   3年生 46人 

 2月10日(金)   八戸市立南郷小学校  3年生 28人 

 


