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報告(29 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 11 日 議案第 35号 平成 30年度使用小学校用教科用図書｢特別の教科 道徳｣の採択につい

て 

7 月 30 日 議案第 36号 八戸市教育振興基本計画策定委員会委員の委嘱について 

議案第 37号 平成 30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 23 日 議案第 38号 八戸市学校給食審議会委員の委嘱について 

議案第 39号 八戸市文化財対泉院山門の指定解除に関する諮問について 

9 月 26 日 議案第 40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 

2．八戸市教育振興基本計画 

教育基本法第17条の規定に基づき教育の振興に関する施策についての基本的な計画を定めるもの 

7月19日(水)  第1回 庁内検討委員会 

8月 7日(月)  第1回 有識者による策定委員会 

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26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 8日(火)  学識経験者との第1回会議 

9月20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(水) 

場所 福祉公民館(大会議室) 

テーマ ｢ライフプランの必要性と資産管理｣ 

 講師 須長 忠男 氏 (野村證券株式会社) 

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(29 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等 

(1) 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工事  (工期 9月～平成30年3月) 

田面木小学校校舎・屋内運動場トイレ改修機械設備工事 (工期 9月～平成30年3月) 

根岸小学校校舎・屋内運動場トイレ改修建築工事  (工期 9月～平成30年1月) 

根岸小学校校舎・屋内運動場トイレ改修機械設備工事 (工期 9月～平成30年2月) 

高館小学校校舎・屋内運動場トイレ改修建築工事  (工期 9月～平成30年1月) 

高館小学校校舎・屋内運動場トイレ改修機械設備工事 (工期 9月～平成30年2月) 

②中学校 

第三中学校校舎トイレ改修建築工事     (工期 8月～平成30年1月) 

第三中学校校舎トイレ改修機械設備工事    (工期 8月～平成30年1月) 

(2) 営繕工事 

第二中学校昇降口前通路舗装工事     (工期 8月～12月) 

(3) 委託 

旧柏崎小学校校舎及び屋内運動場他解体工事実施設計業務委託 

            (工期 7月～11月) 
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報告(29 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) 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：7月31日(月)、8月 7日(月) 

予約採用決定：8月17日(木) 

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 19 人程度 19 人程度 20 人程度 26 人程度 3 人程度 

応募者数 3 人 11 人 35 人 15 人 1 人 

第一次選考合格者 3 人 11 人 32 人 14 人 1 人 

第二次選考受験者 3 人 11 人 31 人 14 人 1 人 

採用者数 3 人 11 人 29 人  8 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 33 人 17 人 

第一次選考合格者 3 人 8 人 15 人 

第二次選考受験者 3 人 8 人 15 人 

採用者数 2 人 7 人 15 人 

【経営支援グループ】 

3．学校経営支援 

(1) 学校訪問 

時期 7月3日(月)～9月29日(金) 

訪問校 小学校20校、中学校8校 合計28校 

訪問者 課長、経営支援GL、主任指導主事、課職員 

内容   教職員の人事評価制度に係る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 
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報告(29 年度第 2 四半期) 
学校教育課

(2) 他管交流者勤務校訪問 

時期 7月25日(火)～26日(水)  

訪問先 西北管内2名、下北管内1名 

訪問者 教育長、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(金) 

出席者 教育長、課長、教育センター所長、経営支援GL、主任指導主事 

29年度市内小・中学校の採用教頭 小学校10名 中学校4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20日(木) 

場所 本館3階 議会第1委員会室 

内容 委嘱状の交付 

平成29年度学校給食の概要について 

(2) 第 2 回献立検討会議 

期日 9月26日(火) 北・東地区給食センター分 

9月28日(木) 西地区給食センター分 

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(29 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3日(月)の白銀小学校から9月29日(金)の島守小学校まで、小学校18校、中学校3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 

会議用のお茶等を配付し、コーディネーター用パソコンの希望調査を実施した。 

3．教育研究指定事業 

・柏崎小学校で研修会を開催した。 

開催日 8月18日(金)    

対象 柏崎小学校職員及び市内小学校教員 

内容 講演・演習｢小学校『外国語科』における短時間学習のあり方｣ 

講師 紫波町立赤石小学校 教諭 阿部勲寿 氏 

   ・江南小学校で研修会を開催した 

開催日 8月22日(火) 

対象 江南小学校職員及び市内小学校教員 

内容 講演・演習｢特別の教科『道徳の授業をつくる』道徳の指導案づくりの実際を通して｣ 

講師 筑波大学附属小学校 教諭 加藤宣行 氏 

4．小・中学校ジョイントスクール推進事業 

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。 

5．さわやか 八戸 グッジョブ・ウィーク事業 

7月 9校実施(南浜中・明治中・第一中・小中野中･白山台中・中沢中・大館中・第二中・白銀中)   

9月 9校実施(江陽中・島守中・湊中・白銀南中・北稜中･市川中・三条中・是川中・東中)  

6．幼保小連携推進事業 

8月9日(水)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132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～発達障害理解のための疑似体験を通して～｣ 

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 ｢小学校への引き継ぎ｣｢各地区の児童幼児の交流｣｢教員同士の相互参観｣ 
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報告(29 年度第 2 四半期) 
教育指導課

7．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2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15名程度であった。対象及び内容を小学校と中学校で分けて開催したことで、中学生の

参加者が増えた。 

8．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→41.4％  7月→26.3％  8月→28.1％  3か月で95.8％ 

7月13日に是川小学校において、八戸ブックセンター、八戸工業高等専門学校の方を講師にブック

トークを実施。 

9．いのちを育む教育アドバイザー事業 

9月までに中学校13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) 

10．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30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22日(火)に市内各小・中学校に直接送付さ

れた。 

11．学校飼育動物ネットワーク支援事業 

7月28日(金)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34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。 
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報告(29 年度第 2 四半期) 
教育指導課

12．広域的体験学習支援事業 

7月１1日の江陽小学校の是川縄文館の体験学習から始まり、14校が体験学習を行った。 

13．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28日(金) 図書の修理(市立図書館) 

9月21日(木) 選書について(市立図書館) 

14.ひらく･楽しむ新聞活用力事業 

市内小中学校のうち１０校について、新聞活用事例を各校へ情報提供した。 

学校訪問の際に、新聞活用の工夫について助言した。 

15．教育施策市民啓発事業 

｢第4回教育の広場はちのへ｣の全体構想について検討した。 

16．教員海外派遣交流事業 

派遣教員を決定し、各校へ通知した。 

   三条小学校 吉田千春教諭   下長中学校 安田麻衣教諭 

【青少年グル－プ】 

17．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42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23日(金) 

2回目研修会   7月 7日(金) 

遠野市・紫波町訪問 7月26日(水)～28日(金) (2泊3日) 

(2) 受け入れ事業 8 月 3 日(木)～4 日(金) 

遠野市から26名の小学生と6名の引率者 

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(火)

(4) 報告会  8 月 10 日(木) 

18．青少年グル－プ学校訪問(7月～9月) 

八戸市内の小学校43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。 
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19．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 22校 1,329名、 高校 14校 2,147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40行事 1,142名が参加 

20．｢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25日(火) 10：30～10：45 

場所 八戸市庁本館前市民広場 

参加団体 15団体 参加者 160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25日(火) 11：00～11：30 

場所 三日町、十三日町交差点付近 

21．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 

22.八戸市スクールソーシャルワーカー(ＳＳＷ)活用事業 

  八戸市のＳＳＷ(6名)と県のＳＳＷ(３名)及び階上町ＳＳＷ(1名)、高等学校ＳＳＷ(1名)が、それぞれの対

応事例について、共有・協議することにより、学校や保護者・関係機関との連携強化や相談体制の充実

を図った。 

9月29日(金) 10:00～12:00 〔八戸市総合教育センター〕 

23．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29年度利用状況(7月～9月) 

 通年講座  45 回  284 名 

 短期講座   3 回   27 名 

 クラブ活動  94 回  822 名 

 団体利用   3 回   40 名 

 個人利用  71 回  377 名 

 合計    216 回 1,550 名 
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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 5日(水) 十日市 秀悦 氏 文化ホール 18:30～ 受講者 男152名 女370名  計522名 

7月12日(水) 濵田 洋平 氏 文化ホール 18:30～ 受講者 男 87名 女109名  計196名 

7月27日(木) 鈴木 尚広 氏 公会堂  14:00～ 受講者 男125名 女161名  計286名 

(2) 後期開講日 

8月19日(土) あんびる やすこ 氏 文化ホール 13:30～ 受講者 男 44名 女127名  計171名 

8月23日(水) 栗城 史多 氏  文化ホール 18:00～ 受講者 男125名 女145名  計270名 

8月31日(木) ヘネシー澄子 氏  文化ホール 18:00～ 受講者 男 64名 女227名  計291名 

9月29日(金) 岩田 清文 氏  文化ホール 18:00～ 受講者 男150名 女 91名  計241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 4日(火) 新井田小学校 

② 7月20日(木) 島守小学校 

③ 8月11日(金) 是川保育園 

④ 8月29日(火) 江陽小学校 

⑤ 9月10日(日) 美保野小学校 

3．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 

八戸市教育委員会主催、八戸工業大学後援、国立研究開発法人海洋研究開発機構協力 

八戸港寄港記念 地球深部探査船｢ちきゅう｣展～一般公開が88倍楽しくなる ｢ちきゅう｣の話～ 

＜講演会＞ 

日 時 7月28日(金) 午前の部11：00～  午後の部15：00～ 

場 所 八戸ポータルミュージアムはっち1階 はっちひろば 

参加者数 150名 

＜パネル展示＞ 

７月24日(月)～7月28日(金) 八戸ポータルミュージアムはっち1階 ギャラリー１ 

8月10日(木)～8月25日(金) 八戸市庁本館1階 市民ホール 

｢住みたい家・住みたい街コンクール2017｣ 優秀作品選考会 

日 時 9月23日(土) 13:00～ 

場 所 八戸工業大学  
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社会教育課

4．地球深部探査船｢ちきゅう｣寄港記念行事 

八戸市市制施行88周年記念並びに八戸市水産科学館マリエント｢はちのへ“ちきゅう”情報館｣開館

10周年を記念し、国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)所有の地球深部探査船｢ちきゅう｣

の一般公開を開催するとともに、関連行事を行う 

(1) JAMSTEC職員による出前授業 

7月13日(木) 豊崎中学校 

7月14日(金) 小中野小学校、轟木小学校 

(2) 八戸港寄港記念 地球深部探査船｢ちきゅう｣展 

 一般公開が88倍楽しくなる ｢ちきゅう｣の話 

 ※詳細は上記｢3．公開講座開催促進事業｣のとおり 

(3) 地球深部探査船｢ちきゅう｣八戸港寄港歓迎セレモニー 

日 時 9月16日(土)13:00～ 

場 所 八戸港八太郎1号ふ頭E岸壁 

出席者数 192名 

(4) マリエント｢はちのへ“ちきゅう”情報館｣開館 10 周年記念リニューアルセレモニー 

日 時 9月16日(土)15:30～ 

場 所 八戸市水産科学館マリエント 

出席者数 15名 

(5) マリエント｢はちのへ“ちきゅう”情報館｣開館 10 周年記念式典 

日 時 9月16日(土)17:00～ 

場 所 八戸グランドホテル1階 マリーンホール 

出席者数 194名 

(6) 地球深部探査船｢ちきゅう｣八戸港寄港歓迎レセプション 

日 時 9月16日(土)18:00～ 

場 所 八戸グランドホテル2階 グランドホール 

出席者数 227名 

(7) 地球深部探査船｢ちきゅう｣一般公開 

日 時 9月17日(日) 9:00～17:00 

場 所 八戸港八太郎1号ふ頭E岸壁 

参加者数 4,265名 

   ※18日に予定していた一般公開は台風18号の接近により中止
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【文化財グループ】 

5．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24日(土)～27日(火)、9月26日(火)～28日(木) 

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22日(木)～29日(木)、9月26日(火)～28日(木) 

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2日(金)～10月31日(火) 

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1日(木)～8月31日(木) 

場 所 鮫町字小舟渡平ほか 

内 容 業者委託により、58,475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 

①陸上自衛隊八戸駐屯地による駆除ボランティア 

日時 7月1日(土) 9：00～11：15 

場所 鮫町字小舟渡平10-27(ホロンバイル周辺) 

内容 陸上自衛隊八戸駐屯地70名により、4,447本駆除 

②SeRV八戸による駆除ボランティア 

日時 7月9日(日) 9：45～12：00 

場所 鮫町字小舟渡平7-2ほか(鮫角灯台周辺) 

内容 SeRV八戸95名により、7,331本駆除 

③青森県立八戸高等支援学校による駆除ボランティア 

日時 9月14日(木) 9：30～11：30 

場所 鮫町字小舟渡平7-2ほか(鮫角灯台周辺) 

内容 青森県立八戸高等支援学校16名により、800本駆除 

(6) 天然記念物蕪島ウミネコ保護事業 

監視業務 4月1日(土)～8月8日(火) 

特定外来生物アレチウリ駆除  8月6日(日)･8月26日(土)実施、3本駆除 

島内草刈り 8月20日(日)･8月23日(水)～26日(土) 



- 12 - 

報告(29 年度第 2 四半期) 
社会教育課

(7) 三社大祭山車祭り行事調査 

期 間 7月上旬～8月4日(金) 

場 所 新羅神社、 神社、神明宮ほか

内 容  神社山車人形準備、行事内容など

(8)  神社山車人形文化財調査

日 時 8月20日(日) 

場 所  神社

内 容  神社山車人形の復元新調(或いは修復)に向けた文化財調査。女子美術大学大﨑先

生等3名を調査員として招聘 

(9) ユネスコ登録パネル写真展 

期 間 7月25日(火)～8月6日(日) 

場 所 はっち、さくら野百貨店、八戸クリニック街かどミュージアム 

内 容 ユネスコ無形文化遺産に登録された三社大祭や山・鉾・屋台行事の文化財的価値につ

いて、写真やパネルをとおして紹介 

(10) 平成 29 年度こども民俗芸能大会 

日 時 9月3日(日) 13：00～ 

場 所 八戸市公会堂文化ホール 

主 催 青森県教育委員会 

共 催 八戸市教育委員会 

出演団体 こどもの部：駒込獅子踊保存会(青森市)、浅井獅子踊保存会(五所川原市)、上十川小学

校獅子踊子供組(黒石市)、沢田鶏舞保存会(十和田市)、北稜中えんぶりクラブ(八戸市)、

明盛組(むつ市)、大人の部：八太郎おしまこ保存会(八戸市) 

(11) 史跡等標示事業 

期 間 7月～12月 

場 所 塩町、寺横町ほか 

内 容 ｢塩町｣標柱設置工事、｢寺横町｣ほか3件標柱修繕 
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報告(29 年度第 2 四半期) 
是川縄文館

【是川縄文館】 

1．入館者数 

本館 12,495人  分館 1,766人 

2．管理運営事業  

(1) 土曜日体験教室     (7月1日・9月16日)  2回開催      28人参加 

(2) 日曜日縄文体験コーナー  (7月2日～16日・8月27日～9月24日) 期間中8回開催  139人参加 

(3) 夏休み縄文体験コーナー  (7月22日～8月13日) 期間中の土曜・日曜日8回開催  268人参加 

(4) 考古学講座      (7月15日) 1回開催        58人参加 

(5) 特別展｢発掘された日本列島2017｣ (8月5日～9月18日) 42日間開催      7,600人 

(6) 特別展ギャラリートーク    (8月5日～9月17日) 期間中の土曜・日曜日21回開催  283人参加 

(7) 特別展高校生スタッフ活動 (8月5日～9月19日) 26日間実施       190人参加 

(8) 特別展開催記念イベント｢はちのへ土偶会へようこそ！｣ (8月11日) 1回開催     120人参加 

(9) 特別展考古学講座   (8月26日) 1回開催        62人参加 

(10) 縄文の布を編む講座  (9月 2日)  1回開催        10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        1,912人 

(12) グループ・団体の体験学習・講話 

市内 八戸市総合教育センター、八戸市 盟大学、初任者研修、石手洗子ども会、八戸市博

  物館、白山台連合町内会女性部、浜市川なかよしクラブ、小学校4校、中学校1校 

市外 あおもりJOMONフェスタ､宮交観光サービス株式会社､階上町教育委員会､小学校3校 

(13) 講師派遣(ボランティア含む)・講話 

市内 八戸市中心街方面、根岸公民館、八戸市博物館、八戸工業大学、きざん八戸 

市外 むつグランドホテル 

3.埋蔵文化財調査事業 

(1)補助事業 

個人住宅建築に伴う調査 雷遺跡・田面木遺跡・館平遺跡・松長根遺跡 4遺跡5ヵ所 

長芋作付けに伴う調査 雷遺跡(7月11日～9月12日)     1遺跡1ヵ所 

その他開発に伴う調査 白蛇遺跡・三社遺跡・市子林遺跡・狐平遺跡 4遺跡4ヵ所 

(2)受託事業 

道路工事に伴う調査  中ノ沢遺跡(7月10日)      1遺跡1ヵ所 

集合住宅建築に伴う調査 新井田古館遺跡(Ⅰ工区：8月21日～9月26日) 1遺跡1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・台帳作成     (前期 4月11日～9月30日) 

是川遺跡関係ガラス乾板69点の保存修復  (委託期間 6月30日～9月29日) 

(2)是川遺跡美術工芸品保存修理事業 

土器3点・漆製品18点・木製品1点の修理及び台座作成 (委託期間 7月3日～平成30年2月23日) 
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報告(29 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 

(1) 基本研修 

① 初任者研修    7講座開催 受講者各講座28名 延べ195名(1名欠席) 

② 中堅教諭等資質向上研修 3講座開催 受講者各講座15名  延べ 45名 

(2) 一般研修  21 講座開催 受講者 1,285 名 

(3) 市民公開研修  1 講座開催 受講者   25 名       計 1,550 名 

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 

8月31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20校への学習用タブレット導入の準備を進めている。 

9月より実物投影機(小学校各2台・中学校各1台)プロジェクタ(小学校各1台)電子黒板(中学校各1台)

の導入を行った。 

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27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4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13日に平成29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名が教育長及び三八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。 
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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34作品

を購入した。 

8．児童科学館事業

8月6日、7日に科学の祭典を開催し、4,057人が来場した。 

8月8日(火)～15日(火)の期間、市制施行88周年記念事業｢プラネタリウム無料解放8days！｣を開催

し、2,004名が来場した。 

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、教育支援(就学調査)等の業務を行った。 

1年生巡回相談を6月から実施している。特別な支援を必要とする小学1年生の学習面や生活面での

適応状況を観察し、必要に応じて担任に支援方法等を助言した。 

4月に幼稚園等に調査した教育的支援を要する幼児についての調査をもとに、7月からは園等に巡

回相談を実施し、幼児の観察を行い、園等の先生方に支援方法について助言した。 

今年度、健康づくり推進課の未就学児ことばの教室相談員が月・水・金に2名ずつセンターで勤務し

ている。専門指導員と一緒に幼稚園等の巡回相談を行い、早期支援につなげている。 

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。 

ソーシャルスキルやスタディスキルを身に付けることを目的として、年長児を対象に｢リト

ル｣という小集団活動を9月から実施している。

主な業務状況は、教育相談180件、巡回・訪問相談209件、就学指導に係わる調査46件、電話相談8

件、リトル(小集団活動)6件の合計449件の相談状況である。 

巡回・訪問相談の内訳は、幼稚園･保育所(園)・認定こども園が125件、小学校74件、中学校10件で

ある。 

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1,117件(延べ件数)で、前年比約1.3倍である。主な内容は、発達行

動にかかわる相談が378件、不登校児童生徒にかかわる相談が315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(中学生７名、小学生2名) 

→ 9月末現在の全通室生は32名(中学生23名、小学生9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29名参加)

上学年適応支援活動｢ジュニア｣は、1回実施(6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月には保護者面談月間を実施、同様に学校連絡会も実施し、保護者・担任等と情報共有・交

換をした。 
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[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。 

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4回実施した。 

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2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。事前事後ア

ンケートから勤務上の課題を把握し生かしている。 

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、新たに9名を小学校6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6日、平成29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25日～12月15日 
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【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 33,841 55,268 55,118 15,377 221 56 757 2,089

8 月 29 33,864 52,569 54,505 14,771 252 48 656 2,000

9 月 24 27,622 51,583 47,821 13,124 164 25 510 1,939

四半期 82  95,327 159,420 157,444 43,272 637 129 1,923 6,028

一日平均 1,163 1,944 1,920 528  8 2 23 74

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25(火)、7月30日(日)、8月3日(木)、8月8日(火) 9:00～16:00 

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 33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(金)～10月1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 8月5日(土)10:30～11:30 

場所 図書館2階集会室 

内容 ストーリーテリングと絵本の読み聞かせ 

対象 おおむね4歳以上 

協力 八戸おはなしの会紙風船 

参加 5名 

(4) 学校図書館出前講座 

①八戸小学校訪問 

日時 8月24日(木) 14:00～16:00 

対象 図書ボランティア7名、職員1名 

内容 本の修理 
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②明治小学校訪問 

日時 9月14日(木) 14:00～16:00 

対象 児童10名、教諭2名 

内容 展示の仕方、配架の仕方 

(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 4 4

配布数 108 133 125

3．企画展示・貸出し 

①｢子育て支援！｣              6月17日(土)～7月17日(月) 

育児、食事、子どもの健康など、子育てに役立つ本を展示・貸出し 

②｢海も山も！アウトドア｣        7月1日(土)～7月30日(日) 

手軽なものから本格的なものまで夏のアウトドア本を展示・貸出し 

③｢芥川賞・直木賞受賞作品展｣         7月1日(土)～7月30日(日) 

2017年上半期の各賞の発表に合わせ、過去の受賞作品を展示・貸出し 

④｢食べて元気に！夏レシピ｣           7月19日(水)～8月13日(日) 

暑い夏に食べたいスタミナ料理やひんやり冷たいレシピ本を展示・貸出し 

⑤｢夏休みおすすめ本｣                7月19日(水)～8月20日(日) 

自由研究・工作に役立つ本や夏休みに読んでほしい本を展示・貸出し 

⑥｢追悼 日野原 重明｣       7月19日(水)～7月30日(日) 

予防医療や終末期医療の普及に尽くした氏の作品を展示・貸出し 

⑦｢図書館を使った調べる学習コンクール受賞作品展｣ (＊展示のみ)  

             8月 1日(火)～8月20日(日) 

⑧｢意外と知らない皇室｣                 8月 1日(火)～8月30日(水) 

話題になることは多くても、意外と知らない皇室の本を展示・貸出し 

⑨｢夏はやっぱり、おばけ！｣      8月 1日(火)～8月30日(水) 

夏を涼しく乗り切る？おばけの絵本や読み物を展示・貸出し 

⑩｢わくわく絵本を見つけよう｣           8月21日(月)～9月24日(日) 

キッズブッククーポンにちなみ、おすすめの絵本を展示・貸出し 

⑪｢おはぎ、と言えばスイーツ｣            8月21日(月)～9月24日(日) 

お彼岸の食べ物｢おはぎ｣など、和スイーツの本を展示・貸出し 

⑫｢異常気象や自然災害に備える｣           9月 1日(金)～9月24日(日) 

異常気象や自然災害を考え、安全を守るための本を展示・貸出し 

⑬｢心豊かにシニアライフ！｣            9月 1日(金)～9月24日(日) 

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 

⑭｢先取り三浦哲郎展｣               9月19日(火)～10月22日(日) 

秋の読書週間に実施される氏の作品展を先取りして作品を展示・貸出し 



- 19 - 

報告(29 年度第 2 四半期) 
図書館

⑮｢八戸市民大学講座講師コーナー｣     6月27日(火)～10月 9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．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 9月4日(月) 10:00～10:15  市長室 

5．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11日(火)～13日(木)  3日間 

第二中学校  2名 7月11日(火)～13日(木)  3日間 

江陽中学校  2名 9月 5日(火)～ 7日(木)  3日間 

(2) インターンシップ 

八戸商業高校 2名 7月5日(水)～ 6日(木)  2日間 

八戸中央高校 1名 7月27日(木)    1日間 

(3) 大学(図書館情報学)実習 

中央大学   1名 8月24日(木)～30日(水)  5日間(土・日除く) 

6．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 15,332 10,033  8,980 3,032 43 275 327 274

8 月 29 17,126 10,451 10,452 3,137 81 301 440 173

9 月 27 13,864  9,627 8,898 2,958 30 158 307 204

四半期 85 46,322 30,111 28,330 9,127 154   734 1,074 651

一日平均 545 354 333 107 2  9 13 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11回、図書情報センター5回) 

スウィングベリーでおはなし会  8月 6日(日)     60名参加   (南郷図書館) 

南郷図書館おはなし会  9月24日(日)  28名参加 (南郷図書館) 

夏のおはなし会    8月 5日(土)   9名参加 (南郷図書館) 

        8月 5日(土)   8名参加 (図書情報センター) 

出張おはなし会  7月 7日(金) 三条小学校 約260名参加 (図書情報センター) 

      7月20日(木) 南郷小学校   24名参加 (南郷図書館) 

      9月21日(木) 南郷小学校   53名参加 (南郷図書館) 

      9月22日(金) 島守小学校   48名参加 (南郷図書館) 

出張ブックトーク  7月 5日(水) 西園小学校   77名参加 (図書情報センター) 
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【歴史資料グループ】 

7．八戸藩日記解読作業 

8．遠山家日記校正作業 

9．｢新編八戸市史  通史編Ⅱ 近世｣校正・印刷・PR活動 8月10日納品 500冊 

10．｢遠山家日記｣第六巻 校正・印刷 9月29日納品 500冊 

11．八戸市史講座の開催 

①第 3回｢ふるさとてくてく旅 八戸町編｣ 

日時 7月8日(土)10:00～12:00 

講師 古舘 光治氏(是川縄文館館長) 

参加者 21名 

②第 4回｢ふるさとてくてく旅 舘村編｣ 

日時 8月5日(土)10：00～12：00 

講師 古舘 光治氏(是川縄文館館長) 

参加者 24名 

③第 5回｢徳川綱吉政権と元禄期の藩政｣ 

日時 8月26日(土)13：30～15：30 

講師 熊谷 隆次氏(八戸工大二高教諭) 

参加者 60名 

④第 6回｢幕末期の世情と藩政｣ 

日時 9月9日(土)13：30～15：30 

講師 中野渡 一耕氏(青森県県民生活課主幹) 

参加者 70名 

12．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した。 

日程 7月15日(土)、7月22日(土)、7月29日(土)、8月19日(土)、8月27日(日)、9月2日(土)、 

9月16日(土) 延べ参加者数130名 

時間 10：00～11：30 

場所 図書館2階集会室   

参加費 2,376円(辞典代) 

13．その他 

岩手デジタルミュージアム事業担当者会議  8月9日 

三浦哲郎展打合せ等 

旧番屋小学校へ書籍運搬     7月31日 
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八戸市博物館へ展示資料貸出し   7月8日～ 8月31日 

講演｢博物館資料としての赤羽刀｣(八戸市博物館)   8月20日 

東北歴史博物館へ展示資料貸出し   9月6日～11月24日 

高等支援学校より職場実習受入れ    9月7日～8日 

 盟大学講義｢飢饉とやませ｣( 盟大学2年生14名)  9月 8日 

郷土資料本の請求記号変更に伴う棚移動 9月28日～9月29日 

古文書点検 11月末まで 
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【博物館】 

1．博物館・管理運営事業   〔入館者数  7,521人〕 

(1) 博物館クラブ 

 7月15日(土) 博物館クラブ ｢陶芸教室(絵付)｣  14人 

 7月23日(日) 博物館クラブ ｢草木染め｣   17人 

 7月30日(日) 博物館クラブ ｢からくり貯金箱｣  26人 

 8月 6日(日) 博物館クラブ ｢ガラス工作に挑戦！｣ 32人 

2. 特別展等開催事業 

(2) 特別展 ｢キレモノ-八戸市博物館所蔵刀剣資料展-｣  4,765 人 

期 間 7月 8日(土) ～8月27日(日) 

併 催 7月17日(月)・8月11日(金) ギャラリートーク  

7月 9日(日)・8月 6日(日) 刀剣初心者講座   2回合計 69人 

8月20日(日) 講演会 ｢博物館資料としての“赤羽刀”｣       41人 

期間中毎週土曜日開催 コレクショントーク 

(3) 市制施行 88 周年記念事業｢根城・島守 8×8 めぐり｣  1,354 人 

期 間 7月15日(土) ～8月27日(日) 

(4) ミニパネル展 ｢八戸の災害｣   2,391 人

期 間 9月1日(金)～9月30日(土)  

3．各種受け入れ事業 

(1) グッジョブ受け入れ 

7月 4日(火)～ 7日(金) 明治中学校 3人 

 7月11日(火)～14日(金) 白山台中学校 2人 

(2) 博物館実習生受け入れ 

8月17日(木)～24日(木) 10人 

(3) インターンシップ受入れ 

 9月1日(金)～ 7日(木) 八戸工業大学 1人 

4．根城の広場・管理運営事業   〔入場者数  5,610人〕

(1) 根城おもしろ講座 

7月 2日(日) 歴史講演会 ｢遺跡の発掘と活用について｣ 35人 

7月16日(日) 体験学習講座｢オリジナル箸置きを作ろう｣  10人 

7月23日(日) 体験学習講座｢消しゴムはんこでオリジナルマイバックを作ろう｣ 11人 

8月 5日(土) 体験学習講座｢姫かざりを作ろう｣     4人 

8月12日(土) 体験学習講座｢木工細工｣～竹馬を作ろう～ 10人 

8月20日(日) 体験学習講座｢八幡馬の歴史と絵付け体験｣ ～郷土玩具作りに挑戦～ 12人 

9月 3日(日) 体験学習講座｢ミニ烏帽子を作ろう｣    10人 

9月17日(日) 歴史講演会 ｢根城の築城から破却まで｣  79人 
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(2) 指定管理者自主事業 

9月11日(月)  第12回｢根城南部杯グラウンド・ゴルフ大会｣       433人 

(3) ものづくり体験工房 

八幡馬の絵付け       7月15日～9月8日(期間中14回開催)  57人 

えんぶりミニミニ烏帽子づくり  9月 5日                  5人 

【南郷歴史民俗資料館】    

1．教育普及                      [入館者数  3,835人] 

(1) 特別展｢しあわせのリカちゃん展｣ 

期 間 7月15日(土)～ 9月3日(日)  3,502人 

併催｢リカちゃん1日館長」  7月22日(土) ①約50人 ②約30人 ③約30人 

     7月23日(日) ①約80人 ②約80人 ③約100人 

期間中募集 リカちゃんドレスデザインコンテスト 応募総数 592点 

(2) 企画展｢思い出の学校展  今はなき、南郷の学校-｣ 

期 間 9月16日(土)～平成30年3月25日(日) (9月16日～9月30日 入館者数 116人) 

(3) 講座    

7月7日(金)  ｢南郷文化財めぐり｣ 23人 

8月4日(金)  ｢南郷わき水めぐり｣ 21人 

9月8日(金)  ｢島守四十八社めぐり｣ 22人 


