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１ 主要事業一覧について 

 第２期八戸市教育振興基本計画は、教育理念である「夢はぐくむ ふれあいの教育 八戸」 

の実現に向けて、５つの大施策のもと平成 30～35 年度の６年間に取組む施策を掲げていま

す。 

 この主要事業一覧は、基本計画の付属資料として、八戸市教育委員会が実施するとしてい 

る主要な事業を整理したものであり、毎年度の「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」の結果を受けて更新を図ります。 

 

 

２ 登録事業数                  (平成 29 年 11 月 20 日現在) 

大  施  策 事業数 再掲 関連 合計 

１ 社会を生きるための力の育成 ３０ ５ ５ ４０ 

２ 学びのセーフティネットの構築 ９ ２ ０ １１ 

３ 学校教育をめぐる環境の充実 １１ ５ ２ １８ 

４ 生涯を通じて学べる環境の整備 １３ ０ ０ １３ 

５ 文化財等の保護の推進 ２０ ０ ０ ２０ 

合    計 ８３ １２ ７ １０２ 

 ※関連：市長部局が所管する事業 

 

 

 

 

 

  



 

 

目   次 

 

 

１ 社会を生きるための力の育成      ・・・・・・・・・・・・・ 1 

 (1)確かな学力の育成          ・・・・・・・・・・・・・ 1 

 (2)豊かな心の育成           ・・・・・・・・・・・・・ 2 

 (3)健やかな体の育成          ・・・・・・・・・・・・・ 4 

 (4)就学前教育・高等学校教育の充実   ・・・・・・・・・・・・・ 5 

 

２ 学びのセーフティネットの構築     ・・・・・・・・・・・・・ 6 

 (1)多様なニーズに応じた教育の推進   ・・・・・・・・・・・・・ 6 

 (2)経済的支援の充実          ・・・・・・・・・・・・・ 8 

 

３ 学校教育をめぐる環境の充実      ・・・・・・・・・・・・・ 9 

 (1)教職員支援体制の充実        ・・・・・・・・・・・・・ 9 

 (2)教育環境の充実           ・・・・・・・・・・・・  10 

 (3)学校・家庭・地域の連携・協働の推進 ・・・・・・・・・・・・  11 

 

４ 生涯を通じて学べる環境の整備     ・・・・・・・・・・・・  12 

 (1)多様な学習機会の提供        ・・・・・・・・・・・・  12 

 (2)社会教育施設の整備         ・・・・・・・・・・・・  14 

 

５ 文化財等の保護の推進         ・・・・・・・・・・・・  15 

 (1)文化財の保存活用          ・・・・・・・・・・・・  15 

 (2)歴史記録の保存活用         ・・・・・・・・・・・・  17 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

2 学力実態調査の活用
小学校５・６年生児童と全中学校生徒の学力を把握し、学
校教育に対する適切な指導・支援を推進するとともに、関
係諸事業に活用する。

教育指導課

１ 社会を生きるための力の育成
⑴確かな学力の育成
①授業の充実

1 学校訪問(計画訪問・要請訪問)
市内全小・中学校に対して、計画訪問を年1回行う。
要請訪問は、集中授業や一般研修等について、学校の要請
に応じて行う。

教育指導課

9 教員海外派遣交流事業
八戸市から小・中学校教職員を各１名派遣し、蘭州市より
２名の教職員を受け入れ、視察や交流活動を行う。

教育指導課

②校種間連携の推進

5
幼稚園・保育所(園)・認定こども園・
小学校の連携推進事業

代表者会議や研修講座等を開催し、幼稚園・保育所(園)・認
定こども園・小学校の教職員が、子どもの発達や互いの教
育内容について理解し、連携を深める。

教育指導課

③国際理解教育・英語教育の推進

7 国際理解教育・英語教育推進事業

8 青少年派遣交流事業
青少年の海外派遣及び青少年の海外からの受け入れによ
り、学校訪問、市内見学、ホームスティ等を行う。

教育指導課

4
学校教育サポート事業
(小学校理科「観察実験アシスタント」)

小学校へ「観察実験アシスタント」を派遣し、理科室や理
科準備室等の環境整備、理科の観察・実験の準備・片付
け、理科の授業おける教職員への補助等を行う。

総合教育ｾﾝﾀｰ

3 教科等研究委員制度
八戸市の教育課題の解決に迫るために、研究分野等を見直
し、市内教員に委嘱して研究を進めるとともに、その成果
を活用する。

総合教育ｾﾝﾀｰ

ＡＬＴ（外国語指導助手）を小・中学校へ派遣し、小学校
の外国語活動の授業や中学校の英語科の授業への補助、日
本人教員に対する現職研修への補助、特別活動及び課外活
動への協力等を行う。

教育指導課

6 小・中学校ジョイントスクール推進事業
各中学校区ごとに小・中学校の教師間の情報交換や児童と
生徒の交流会、児童の中学校訪問、生徒の小学校訪問など
を実施する。

教育指導課

再掲 地域密着型教育推進事業

保護者及び地域住民が学校運営に参画できる「地域学校連
携協議会」を設置し、地域住民等と学校の協働による「開
かれた学校づくり」を推進する。
コーディネーターを配置し、学校支援ボランティアの活用
等により「地域学校連携協議会」支援を実施する。

教育指導課

1
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②読書教育の充実

14

11 いのちを育む教育アドバイザー事業

生徒が自己の性に対する認識をより確かなものにするため
の性に関する専門的な指導を行い、性にかかわる諸問題に
対して適切に判断し対処できる資質や能力の育成を支援す
る。

教育指導課

再掲 学校訪問（要請訪問）
要請訪問は、集中授業や一般研修等について、学校の要請
に応じて行う。

教育指導課

13 学校図書館ネットワーク事業

小・中学校の蔵書の登録・点検や貸出業務等、蔵書管理と
事務の効率化を推進する。
図書ネットワークシステムで結んだ小・中学校図書館及び
総合教育センターの蔵書の相互貸借を実施する。

教育指導課に学校司書を配置し、派遣校に派遣する。 教育指導課

総合教育ｾﾝﾀｰ

教育指導課

１ 社会を生きるための力の育成
⑵豊かな心の育成
①道徳教育の充実

10 学校飼育動物ネットワーク支援事業

小動物との触れ合いを通して、児童に豊かな心（思いやり
の心、生物愛護・生命尊重の態度等）を育むために、学校
飼育動物の飼育管理等について、地域の獣医師(八戸市学校
獣医師)と連携したネットワークの構築を図る。

教育指導課

図書館

マイブック推進事業
市内全小学校と特別支援学校小学部の児童にマイブック
クーポンを配り、小学生が保護者とともに書店に出かけ自
ら本を選び購入する。

教育指導課

幼児教育の初めとなる３歳児に対し、親(保護者)が絵本等の
読み聞かせを行うきっかけ作りをし親子のふれあいと本に
親しみを持つことを目的にキッズクーポンを配付する。

子育て支援課

12 学校図書館支援事業

ブックスタート事業
総合健診センターで行われる股関節脱臼検診時に、対象の
親子に読み聞かせのボランティアが絵本の読み聞かせを
し、ブックスタートパックを手渡す。

児童生徒が活字に触れ、活字情報に親しみながら、広い視
野で物事を見つめる「知力」の醸成のため、小・中学校に
複数紙の新聞を配備する。

読み聞かせキッズブック事業

16 ひらく・楽しむ新聞力活用事業

15

関連

2



１ 社会を生きるための力の育成
⑵豊かな心の育成

№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

防災危機管理課

住民等への防災意識の啓発 防災危機管理課

22

教育指導課

教育指導課

⑤情報安全教育の推進

南部藩ゆかりの都市との交流事業
八戸市、遠野市、紫波町の小学校6年生児童の相互交流を行
う。

教育指導課

再掲 青少年派遣交流事業
青少年の海外派遣及び青少年の海外からの受け入れによ
り、学校訪問、市内見学、ホームスティ等を行う。

教育指導課

④防災教育の推進

21

関連

学校・家庭・地域社会が連携し、中学校2年生を対象とし
て、地域の事業所における3～5日間の職場体験を行う。

23 インターネットトラブル防止教室

児童生徒がインターネットを介したトラブルや事件に巻き
込まれないよう、児童生徒や保護者・教職員がインター
ネットについての最新の知見や適切な対処方法を身につけ
るため、各学校や学校区で研修会を開催し、児童生徒の安
全なインターネットの利用や情報活用能力の向上を目指
す。

関連

町内会や小・中学校等において、防災研修会を開催すると
ともに、防災パンフレットや防災チラシの配付を行う。

防災市民研修会開催事業
自主防災組織、町内会、学校等が開催する防災講演会等へ
講師を派遣する。

防災教育副読本「防災ノート」を市内全小中学校（対象学
年のみ）に配布する。また、教科等研究委員による授業実
践などを通して、防災ノートの効果的な活用方法を研究す
る。

防災教室支援事業
学校の防災教室に防災士・消防士等を派遣し、学校の防災
教育を支援する。

防災ノート活用事業 教育指導課

教育指導課

③体験学習の推進

19 広域的体験学習支援事業
八戸圏域連携中枢都市圏内の児童が、圏内にある公共施設
を活用した体験学習を行う際のバスの借上料や施設入館料
を補助する。

教育指導課

17 青少年の地域活動の推進事業
中学生や高校生がボランティア活動をとおしてさまざまな
体験活動を行う。

教育指導課

18

20 さわやか八戸グッジョブウィーク推進事業

3
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給食に市内及び県産品をより多く取り入れるため、事業者
及び関係機関と情報交換を行い、新商品の開発を働きかけ
るほか、児童・生徒及び保護者に対しては、地産地消への
関心・理解を促す内容の食育教室を開催する。

学校教育課

②体力の向上

27

関連 食育推進事業
地域・学校・農林業者等の関係団体への普及啓発及び国・
県と連動して食育推進運動を行う。

健康づくり
推進課

関連
トップレベルのスポーツ選手による
スポーツ教室

八戸市体育協会、各種協議団体及びその他の関係団体と連
携し、トップレベルのスポーツ選手を招へいし、小中学生
を対象としたスポーツ教室を開催する。

スポーツ振興課

28 ｢八戸市児童生徒の健康と体力｣の刊行

定期健康診断の集計結果及び全国・県との比較、文部科学
省が導入している「新体力テスト」の結果の集計及び全
国・県との比較、学校管理下災害（負傷等）の様態の集計
結果をまとめて刊行する。

学校教育課

１ 社会を生きるための力の育成
⑶健やかな身体の育成
①学校保健・食育の推進

給食センターを活用した食育研修会

小・中学校等（児童・生徒・未就学児及びPTAや地域住民）
に対し、西地区給食センター内に設けられた食育コー
ナー、食育研修室を活用した見学・研修会等の開催を促
す。

学校教育課

学校教育課
各校における学校保健委員会の設置を進め、学校と家庭・
地域・関係機関が連携した、児童生徒の健康に関する課題
の解決を図る。

学校保健委員会の設置・活用24

25 栄養教諭・学校栄養職員の派遣・活用
栄養教諭や、学校栄養職員を活用した食に関する指導の充
実を図る。

学校教育課

26 学校給食への地産地消の推進

4
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再掲 ブックスタート事業
総合健診センターで行われる股関節脱臼検診時に、対象の
親子に読み聞かせのボランティアが絵本の読み聞かせを
し、ブックスタートパックを手渡す。

図書館

再掲
幼稚園・保育所(園)・認定こども園・
小学校の連携推進事業

代表者会議や研修講座等を開催し、幼稚園・保育所(園)・認
定こども園・小学の教職員が、子どもの発達や互いの教育
内容について理解し、連携を深める。

教育指導課

１ 社会を生きるための力の育成
⑷就学前教育・高等学校教育の充実
①就学前教育の充実

29 私立幼稚園補助金制度
市内の学校法人が設置する私立幼稚園及び認定こども園に
対して、教材・教育備品の整備及び施設・設備の整備等に
要する費用を助成する。

学校教育課

②高等学校教育の充実

30 私立高等学校助成補助金制度
市内の私立高等学校・私立中高一貫校に対して、教材・教
育備品の整備及び施設・設備の整備等に要する費用を助成
する。

学校教育課

5
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２　学びのセーフティネットの構築
⑴多様なニーズに応じた教育の推進
①特別支援教育の推進

32 特別支援教育アシスト事業
特別な教育的支援を必要とする児童生徒が在籍する学校に
特別支援アシスタントを配置し、個々の教育的ニーズに応
じた支援を行う。

こども支援ｾﾝﾀｰ

35 いじめの問題に対する取組

小学生対象の「いじめ問題等に関する対話集会」と中学生
対象の「生徒会交歓会」を行い、自らいじめ等の問題につ
いて話し合い、いじめ等の未然防止のためにどのような活
動をすればよいかを考える。

教育指導課

36

33 特別支援教育体制整備事業

特別支援教育専門指導員を配置し、幼児児童生徒の検査を
行ったり、保護者の相談に応じたりするとともに、校内の
体制づくりや保護者･関係機関との連携について指導･助言
を行う。
教育・保健・福祉の連携により、こども・教員・保護者を
総合的に支援する体制づくりに努める。

こども支援ｾﾝﾀｰ

②多様な対応が必要な子どもへの支援

34 特別支援教育看護支援員配置事業

看護師資格のある特別支援教育看護支援員の配置により、
市内小中学校に在籍する医療的ケア等を必要とする児童生
徒の支援体制の充実と安全な学習環境の整備を目指すほ
か、教員のバックアップ体制の確立、保護者の負担軽減を
図る。

こども支援ｾﾝﾀｰ

スクール・ソーシャルワーカー活用事業

いじめや不登校等、児童生徒が抱える課題を解決するため
に、学校、家庭、関係機関とのネットワークを構築や児童
生徒への支援を行うスクールソーシャルワーカーを配置す
る。

教育指導課

31 特別支援教育推進事業
ふれあい遠足やふれあい宿泊学習、ふれあい作品展等の実
施、及び文集「はまぼうふう」の発行等を、八戸特別支援
教育研究会への委託事業として行う。

こども支援ｾﾝﾀｰ

38 日本語教育支援事業
ＮＰＯ法人等と連携し、外国語を母国語とする児童生徒の
日本語学習を支援する。

学校教育課

教育相談・適応指導教室事業

電話相談、来所相談等により、不登校状態の児童生徒への
支援を実施する。
不登校の未然防止を図るため、適応支援活動「キッズ・
ジュニア」を実施する。

こども支援ｾﾝﾀｰ

37

6



２　学びのセーフティネットの構築
⑴多様なニーズに応じた教育の推進

№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

再掲 青少年派遣交流事業
青少年の海外派遣及び青少年の海外からの受け入れによ
り、学校訪問、市内見学、ホームスティ等を行う。

教育指導課

③青少年の健全育成

39 少年相談センター事業
街頭指導、少年指導研修会、少年相談、社会環境調査のほ
か、広報紙「かがみ」の発行を行う。

教育指導課

再掲 青少年の地域活動の推進事業
中学生や高校生がボランティア活動をとおしてさまざまな
体験活動を行う。

教育指導課

7



№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

学校教育課
高等学校及び大学などの学生に対する奨学金の貸与又は給
付を行う。

八戸市奨学金制度40

２　学びのセーフティネットの構築
⑵経済的支援の充実
①奨学金事業の推進

8



№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

３　学校教育をめぐる環境の充実
⑴教職員支援体制の充実
①教職員研修の充実

41 教職員研修事業
教育の情報化、特別支援教育に対する講座など、教職員の
資質向上、市の教育課題や今日的な課題に対応するための
各種研修を実施する。

総合教育ｾﾝﾀｰ

②教職員校務の支援推進

42 校務支援システム活用の推進
校務の効率化と教職員の多忙化の解消を図るため、小・中
学校に導入した校務支援システムの更なる活用を図る。

総合教育ｾﾝﾀｰ

再掲 学力実態調査の活用
小学校５・６年生児童と全中学校生徒の学力を把握し、学
校教育に対する適切な指導・支援を推進するとともに、関
係諸事業に活用する。

教育指導課

再掲 教員海外派遣交流事業
八戸市から小・中学校教職員を各１名派遣し、蘭州市より
２名の教職員を受け入れ、視察や交流活動を行う。

教育指導課

再掲 学校訪問(計画訪問・要請訪問)
市内全小・中学校に対して、計画訪問を年1回行う。
要請訪問は、集中授業や一般研修等について、学校の要請
に応じて行う。

教育指導課

9



№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

関連 放課後児童健全育成事業
遊びを通じた自主性・社会性・創造性の育成など、児童の
健全育成に必要な活動を実施する。

子育て支援課

関連 放課後こども教室推進事業
放課後や週末等に、地域の方々の参画を得ながら、子ども
たちに学習や様々な体験・交流の機会を提供する。

子育て支援課

３　学校教育をめぐる環境の充実
⑵教育環境の充実
①教育環境の整備

44 小・中学校適正配置事業

児童生徒の教育環境の充実を目的として、通学区域や学区
外通学許可基準の見直し、学校の統合や新設などについ
て、それぞれの学校にとって最善の手法を検討し、実施す
る。

学校教育課

43 学校施設の長寿命化の推進
学校施設の長寿命化計画を策定するとともに、危険な部分
の改修や老朽化した部分の修理などの整備を行う。

教育総務課

②教育の情報化の推進

46 教職員のＩＣＴ活用指導力の育成 学校訪問等で、校務や授業でのICT活用推進の支援を行う。 総合教育ｾﾝﾀｰ

教育の情報化推進事業
総合教育センターを核とした「八戸市教育情報ネットワー
クシステム」（HENS）及び校務支援システムの活用及びタ
ブレットPCや電子黒板等の新しい機器の活用を推進する。

総合教育ｾﾝﾀｰ

47 インターネットトラブル防止教室支援事業

児童生徒の安全なインターネットの利用や情報活用能力の
向上を図るため、各学校からの要請に応じて、各学校や学
校区が企画・運営するインターネットトラブル防止教室等
に講師を派遣したり、講師謝礼や資料印刷費等の費用を補
助する。

教育指導課

45

10



№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

教育指導課

49 教育支援ボランティア推進事業

優れた知識や技能を有し、学校および地域の教育活動に携
わるに相応しい人材を登録する人材バンクを設置し、登録
した人材を市内の小・中学校および社会教育施設など地域
における教育活動に活用する。

社会教育課

３　学校教育をめぐる環境の充実
⑶学校･家庭･地域の連携･協働の推進
①地域密着型教育の推進

48 地域密着型教育推進事業

保護者及び地域住民が学校運営に参画できる「地域学校連
携協議会」を設置し、地域住民等と学校の協働による「開
かれた学校づくり」を推進する。
コーディネーターを配置し、学校支援ボランティアの活用
等により「地域学校連携協議会」支援を実施する。

教育指導課

51 家庭の教育力充実事業

教育関係者や子育て中の保護者を対象とした家庭教育研修
会、幼稚園・保育所（園）・小・中学校及びPTАを実施主体
とした、家庭教育に関する講座「子育て・親育ち講座」を
実施する。
児童科学館・公民館・図書館・博物館においても、子育て
に関する学級や、親子で学習する講座など、各施設の特性
を生かした講座を開催する。

社会教育課
総合教育ｾﾝﾀｰ
図書館
博物館

再掲 小・中学校ジョイントスクール推進事業
各中学校区ごとに小・中学校の教師間の情報交換や児童と
生徒の交流会、児童の中学校訪問、生徒の小学校訪問など
を実施する。

教育指導課

②家庭の教育力充実事業

50
地区公民館を各とした地域コミュニティ
活動の促進

公民館施設を会合や準備作業等の場として提供するととも
に、地域づくりに取り組む人材の育成や団体の組織化など
の支援を行う。

社会教育課

再掲 さわやか八戸グッジョブウィーク事業
学校・家庭・地域社会が連携し、中学校2年生を対象とし
て、地域の事業所における3～5日間の職場体験をする。

11



№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

４　生涯を通じて学べる環境の充実
⑴多様な学習機会の提供
①多様な学習機会の提供

54 公開講座開催促進事業
地元高等教育機関（八戸工業大学、八戸学院大学、八戸工
業高等専門学校）と連携し、中心市街地で公開講座を開催
する。

社会教育課

放送大学支援事業
放送大学学園が当市に設置する放送大学八戸サテライトス
ペースの運営を支援する。

社会教育課

52 八戸市民大学講座
各分野における専門家や第一人者、八戸市に縁のある方な
どを講師に迎えた講座を開催する。

社会教育課

53

②社会教育施設による講座･展覧会等の開催

55 公民館講座の開催
各種講座（公民館活動教室、青年学級、女性学級、高齢者
教室、市民学校、家庭教育学級、移動公民館、市民ＩＴ講
習会）を開催する。

社会教育課

56 ＩＣＴ講習会の開催
各地区公民館で「市民IT講習会」を、総合教育センターで
「市民パソコン教室」を開催する。

社会教育課
総合教育ｾﾝﾀｰ

57 学校出前講座の開催
小・中学校を会場として、各施設の特性を生かした講座を
開催する。

総合教育ｾﾝﾀｰ
図書館
是川縄文館
博物館

58 児童科学館各種体験活動
児童科学館にある設備や教育メディアを活用した体験活動
の充実に努めるとともに、視聴覚ライブラリーの映像利用
や、講師を招いた学習会を開催する。

総合教育ｾﾝﾀｰ

59 青少年のための科学の祭典
幼児児童生徒の「科学する心」の育成を図るため、青少年
のための科学の祭典を開催する。

総合教育ｾﾝﾀｰ

60 図書館の利用促進

子どもから大人まで、それぞれの世代が求める多種多様な
資料の収集と広報活動の充実を図る。
図書館本館・南郷図書館・図書情報センターの相互利用
や、移動図書館の巡回、分室の運営などにより、市民が利
用しやすい図書館づくりに努める。

図書館

61 ｢調べる学習コンクール」の開催
子どもたちの調べる力向上の一助となり、図書館の利用促
進につながるよう、児童生徒を対象に、図書館の資料を
使った調べる学習コンクールを開催する。

図書館

62
是川縄文館各種展覧会・体験
講座等開催事業

是川遺跡に関連する各種特別展、企画展を開催する。
考古学講座等の講座やボランティア養成講座を開催し、体
験講座等にボランティアを活用する。

是川縄文館
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４　生涯を通じて学べる環境の充実
⑴多様な学習機会の提供

№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

63
博物館・南郷歴史民俗資料館
各種展覧会・体験講座等開催事業

歴史・民俗の各分野を紹介する特別展、企画展を開催す
る。
博物館クラブ等の体験講座や講演会、根城史跡ボランティ
アガイド養成講座を開催する。

博物館

②社会教育施設による講座･展覧会等の開催

13



№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

４　生涯を通じて学べる環境の充実
⑵社会教育施設の整備
①社会教育施設の整備

64 教育施設の長寿命化の推進
教育施設の長寿命化対策のため、危険な部分の改修や老朽
化した部分の修理などの整備を行う。

社会教育課
是川縄文館
図書館
博物館
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№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

５　文化財等の保護の推進
⑴文化財の保存活用
①整備活用の推進

68 史跡根城の広場の活用事業
中世の城郭である史跡根城跡を紹介するとともに、復原・
整備された史跡を活用して、「根城おもしろ講座」など各
種事業を開催する。

博物館

66
北海道・北東北を中心とした縄文遺跡
群の世界遺産登録の推進

是川石器時代遺跡を含む、北海道・青森・岩手・秋田の4道
県に所在する縄文時代の代表的な17の遺跡の世界遺産登録
を推進する。

是川縄文館
社会教育課

65 是川縄文の里整備事業
是川遺跡の発掘成果をもとに、「縄文の里」を生涯学習及
び観光・まちづくりの拠点として整備するとともに、是川
遺跡や縄文文化に関する情報を発信する。

是川縄文館

67

70
浜小屋及び漁撈民俗資料の保存・広報
事業

地元保存会による浜小屋のいぶしや学芸員による資料点検
などの管理保全を行うとともに、紹介リーフレットを作成
し周知を行う。

博物館

②保存活用の推進

69 収蔵資料の保存・活用
是川縄文館・博物館及び南郷歴史民俗資料館の収蔵資料や
写真を、他館の展示や学校、福祉施設等へ貸し出す。

是川縄文館
博物館

74 指定文化財管理事業
主に建造物などの有形文化財に対し、補修などに要する経
費の一部を補助する。

社会教育課

71 文化財の保存・活用事業
史跡、天然記念物、民俗文化財、国・県・市指定文化財等
の各種文化財の適切な記録・保存・管理を実施し、保護措
置を講じるとともに、積極的な公開・活用を図る。

社会教育課

③保護管理の充実

72 名勝種差海岸の保護管理事業
パトロールによる監視、増殖が問題となる植物の駆除、周
知看板の設置などを行う。

社会教育課

73
天然記念物「蕪島ウミネコ繁殖地」
保護事業

ウミネコ飛来時期における保護監視、草刈りと清掃作業に
よる環境整備を行う。

史跡等環境整備事業
市内にある長七谷地貝塚、是川石器時代遺跡、丹後平古墳
群、根城跡の4史跡の環境整備に努める。

社会教育課
是川縄文館
博物館

社会教育課
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５　文化財等の保護の推進
⑴文化財の保存活用

№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

77

78
八戸三社大祭ユネスコ無形文化遺産
登録ＰＲ事業

ユネスコ無形文化遺産である八戸三社大祭の各種周知活動
を行う。

75 無形民俗文化財後継者養成事業
神楽などの伝統芸能団体に対し、用具の修理や後継者養成
に要する経費の一部を補助することによって、無形民俗文
化財の保存と伝承を図る。

80 研究紀要の発行

八戸市の埋蔵文化財を中心に、考古学・自然科学・
保存科学等の諸分野から、年度毎に調査研究の成
果を公表する。
共同研究事業の年次成果をあわせて公表し、埋蔵
文化財の保存と活用、普及啓発に役立てる。

是川縄文館
博物館

④保存継承の推進

⑤調査研究の充実

79 発掘調査事業
各種開発による工事着工前に発掘調査及び試掘調
査を実施し、埋蔵文化財の記録保存を図るととも
に、その成果の公開を行う。

76 「民俗芸能の夕べ」開催事業
市内の民俗芸能団体に発表の機会を提供と市民への公開を
行う。

社会教育課

社会教育課

各団体の演舞や活動内容を撮影し、デジタル映像として記
録保存する。
過去に撮影・保管している古い映像等のデジタル化と編集
を行い、貸し出し・公開等により市民へ還元する。

郷土芸能ビデオライブラリー事業

社会教育課

是川縄文館

社会教育課
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№ 事　業　名 事　業　概　要 担当部署

82 歴史資料の収集・整理・保存・活用
八戸市の歴史に関する資料を収集し、市史の編さん作業を
進める。刊行後は、その成果の普及に努めるとともに、収
集資料等の保存・公開を行う。

図書館

５　文化財等の保護の推進
⑵歴史記録の保存活用
①歴史記録の保存活用

81 古文書の整理・解読の推進
古文書を、良好な状態で整理・保存するとともに、市文化
財に指定されている『八戸藩日記』の解読作業や『遠山家
日記』の校正作業を推進する。

図書館

83 史跡等標示事業
歴史的由緒のある地名・場所などを後世に伝えるため、そ
の概要を記した標柱や説明板を設置し周知する。

社会教育課

84 先人周知事業 先人の功績をまとめたパネルを制作し、公開する。 社会教育課
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