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報告(29年度第 3四半期) 
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 

10月 30日 議案第41号 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報告書について 

11 月 27日 議案第42号 八戸市文化財の指定解除について 

12 月 8 日 議案第43号 八戸市特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改正する条例の制

定に係る意見について 

12 月 25日 議案第44号 八戸市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

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 

10月13日(金)  第2回 庁内検討委員会 

10月25日(水)  第2回 有識者による策定委員会 

11月16日(木)  第3回 庁内検討委員会 

11月27日(月)  第3回 有識者による策定委員会 

12月11日(月)～ パブリックコメントの実施(1月10日まで) 

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 

10月30日(月)  点検評価報告書の決定 

12月 5日(火)  市議会への報告、公表 

【学校施設グル－プ】 

3．第3四半期発注済工事 

①小学校 

江南小学校キュービクル改修建築工事  (工期 12月～平成30年3月) 

中居林小学校屋内運動場屋根改修工事  (工期 10月～平成30年2月) 

②中学校 

根城中学校屋内運動場屋根改修工事  (工期 10月～平成30年3月) 

是川中学校校舎屋外非常階段改修工事  (工期 12月～平成30年3月) 
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報告(29年度第 3四半期) 
学校教育課

【学校教育課】 

【学務グループ】 

1．就学事務 

(1) 新小学 1年生就学通知 

対象者 1,883人 

発送日 10月6日(金) 

(2) 就学時健康診断 

実施校 42校 

期間 10月20日(金)～11月24日(金) 

2．市立小・中学校適正配置 

(1) 短期検討課題 

青潮小学校の通学区域のうち、下記5町内を指定校変更許可地域(許可する学校…湊小学校)に決

定する。 

柳町， ホロキ長根， 高台町， 第一永楽町， 赤坂 

(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．学校経営支援 

学校訪問 

時期 10月2日(月)～10月26日(木) 

訪問者 課長、経営支援GL、主任指導主事、課職員等 

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 
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報告(29年度第 3四半期) 
学校教育課

【学校給食グループ】 

4．学校給食関係 

(1) 平成 29 年度第 2回｢手づくり弁当の日｣の実施 

期日 10月2日(月) 

実施校 67校(小学校43校、中学校24校) 

小学校 中学校 合計 

持参した 11,028人(99.63%) 5,636人(99.61%) 16,664人(99.62%)

持参しない 41人 (0.37%)    22人 (0.39%) 63人 (0.38%)

計 11,069人  (100%) 5,658人  (100%) 16,727人  (100%)

(2) 平成 29 年度青森県学校給食表彰 (県教育長表彰) 受賞 

期日 11月1日(水) 

受賞校 第一中学校 

(3) 平成 29 年度八戸市学校給食実践発表会 

期日 11月20日(月) 

場所 新井田小学校  

内容 実践発表 

講演｢好き嫌いなく何でも食べよう、望ましい食生活｣ 

青森県立中央病院 医療管理監  小野 正人 氏 
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報告(29年度第 3四半期) 
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) 

10月3日(火)の金浜小学校から11月17日(金)の多賀台小学校まで、小学校13校・中学校12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・助言を予定通り行った。 

2．地域密着型教育推進事業 

11月28日(火) コーディネーター研修会 

今年度の市教委としての取組についての情報交換と協議、コーディネーターの取組の課題につい

ての分科会を実施した。コーディネーター事例集を作成し、各校へ配付した。 

3．小・中学校ジョイントスクール推進事業 

主任指導主事が中学校ごとのジョイントスクール研修会に出席し、指導・支援に努める。 

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・助言に努める。 

4．教育研究指定事業 

研究指定校で、下記のとおり研修会を開催した。 

(1) 城下小学校 

開催日 11月1日(水) 

対象 城下小学校教員 

内容 通常学級、特別支援学級の授業観察及び指導助言 

講師 立教大学現代心理学部 教授  大石 幸二 氏 

(2) 第二中学校 

開催日 11月2日(木) 

対象 第二中学校、八戸小学校、城下小学校全教職員 

内容 通級指導教室への指導観察及び指導助言 

通常学級の授業参観及び指導助言 

講話｢支援を要する子を支える学習集団・学級集団をつくるには｣ 

講師 立教大学現代心理学部 教授  大石 幸二 氏 

(3) 金浜小学校  

開催日 11月28日(火) 

対象 金浜小学校全教職員 

内容 考えや解決の方法の表現のさせ方の工夫 

講師 元白山台小学校 校長 土岐ハルミ 氏 
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報告(29年度第 3四半期) 
教育指導課

5．さわやか 八戸 グッジョブ・ウィーク事業 

10月は、根城中・下長中・鮫中・長者中・第三中の5校が実施、11月は豊崎中の1校が予定どおり実施

した。 

6．幼保小連携推進事業 

各小学校において実施される就学時健診において、就学児保護者向けパンフレット｢わくわくいっぱ

い いちねんせい｣を未就園児の保護者に対して配付した。 

7．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・中学校の要請計画により訪問を実施した。 

小学校では外国語活動の授業、中学校では英語科の授業における｢聞く｣・｢話す｣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(文化祭、合唱コンクール、2学期終業式)や小学校の学校行事(学習発

表会、スケート教室、クリスマス会等)に参加し、児童生徒とのコミュニケーションにつとめた。 

11月7日(火)、8日(水)に2回目の市民英会話教室(市民対象講座)を実施し、参加者は1日あたり20名

程度であった。 

9月と11月にALT通信を全小・中学校へ送付した。 

8．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、12月の教

育委員会定例会において報告した。 

今年度のクーポン使用率は95.8％に向上し、1枚もクーポンを使用しなかった児童数は296名、全体

の2．6％と昨年度に比べて減少した。各学校が様々な工夫を行った結果、確実にクーポンを使用す

る児童が増えた一方で、様々な背景をもつ児童及び保護者がいるため、趣旨及び使用の徹底につ

いては難しい面もある。 

9．いのちを育む教育アドバイザー事業 

中学校9校で医師による講演会を実施した。 

10．学校飼育動物ネットワーク支援事業 

小学校8校で｢ふれあい指導｣を実施した。実施後は、学校獣医師とふれあい指導担当者から、実施

報告書の提出を受け、成果と課題について分析した。 

11．広域的体験学習支援事業 

11月24日(金)三戸郡教頭会にて、来年度の事業の概要説明及び今年度の活用を依頼した。報告書

の感想等を12月で集約する予定だったが、1月以降にもスケート教室等での活用が多いため延期した。 
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報告(29年度第 3四半期) 
教育指導課

12．学校図書館支援事業 

10月31日(火)は総合教育センターで、11月24日(金)、12月20日(水)は本庁教育指導課で、学校司書

に対する研修をそれぞれ実施した。 

各派遣校においては、学校司書と図書ボランティアが連携を図った活動が増えた。 

13．ひらく･楽しむ新聞活用力事業 

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。 

14．教育施策市民啓発事業 

ステージ発表の出演者を決定し、出演を依頼した。 

市制施行88周年記念世界一大きな絵プロジェクトとして、各校に分担した絵の作成を依頼し、12月

末に各校から提出された。 

15．市学力実態調査等 

平成29年度全国学力・学習状況調査実施について、全小・中学校に通知文書と実施要領等を送付

した。 

青森県学習状況調査の結果が12月末に送付された。 
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報告(29年度第 3四半期) 
教育指導課

【青少年グル－プ】 

16．青少年(中・高生)の地域活動(ボランティア)事業 

10月から12月までのボランティア活動状況 

実施回数  24行事 

参加生徒数 437人 

事業内容 ボランティア・市民活動フェスティバル、八戸市環境・健康フェスタ、うみねこコンサート、

ハロウィンツアー、八戸南部氏庭園秋の開園、湊たんけん買物ウォーク、チャレンジラン

キング大会、地区公民館での行事支援 

17．さわやか八戸あいさつ運動街ぐるみ編 

11月3日(金・祝)、湊朝市、八戸駅、八食センターで、その学区の中学生やPTA等であいさつ運動を

実施した。 

湊朝市    6:40～7:00 

八戸駅    7:35～7:55 

八食センター 11:00～11:20 

参加人数     69人 

18．平成29年度子ども・若者育成支援強調月間街頭キャンペ－ン 

日時 11月1日(水) 14:00から 

場所 中心街にて街頭活動 

内容 ｢愛の一声｣市民会議による青少年の健全育成ピーアール(記念品の配布) 

参加人数 10名 

19．平成29年度 八戸市青少年健全育成｢市民の集い｣ 

日時 11月18日(土) 13：30～15：30 

場所 八戸市総合福祉会館 多目的ホール 

内容 ｢愛の一声｣市民会議による、青少年健全育成関係団体を中心に市民一般を対象とした

講演と発表 

講演  ｢話す｣ BeFMパーソナリティー  大地 球 氏 

金浜小学校 よっちょれ・金浜ソーラン 

根岸小学校 根岸っ子 虎舞 

児童生徒弁論発表 

参加人数 150人 

20．防災ノート活用事業 

教科等研究委員｢防災ノート活用｣の部員による、小学校･中学校での授業実践を行った。 
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報告(29年度第 3四半期) 
教育指導課

21．『｢インターネットトラブル防止｣に向けた3つの提言』リーフレット作成 

児童生徒がインターネットに関連するトラブルに巻き込まれる事案が、本市においても発生している。

そのため、児童生徒をインターネットトラブルから守ることを目的として、市連合PTAと教育委員会･市

小学校長会･市中学校長会が協議して『｢インターネットトラブル防止｣に向けた3つの提言 PartⅢ』

をリーフレットにまとめ、12月20日、市内全児童生徒の保護者に配布した。 

本提言を保護者集会や面談等の機会に周知し、家庭で保護者が児童生徒と話し合う材料として活

用するよう、学校訪問等で学校現場に指導した。 

22．平成29年度 八戸市いじめ問題専門委員会 

日時 11月28日(火) 14：00～15：30 

場所 八戸市庁本館3階第三委員会室 

内容 八戸市いじめ防止基本方針改定について、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り組み等について 

出席者 八戸市いじめ問題専門委員5名、教育長、教育部長、教育指導課長、 

教育指導課青少年グループ員 

23．平成29年度 第1回八戸市いじめ問題対策連絡協議会 

日時 12月20日(水) 10:00～11:30 

場所 八戸市庁別館8階研修室 

内容 八戸市いじめ防止基本方針改定について、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り組み等について 

出席者 八戸小学校長会、八戸市中学校長会、八戸市小学校長会、八戸児童相談所、 

八戸警察署、青森地方法務局八戸支局、八戸市民生委員児童委員協議会、 

八戸市連合PTA、八戸市青少年生活指導協議会連合会、 

八戸市少年団体活動振興協議会、八戸市福祉部福祉政策課、 

教育長、教育部長、教育指導課長、教育指導課青少年グループ員 
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報告(29年度第 3四半期) 
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) 後期開講日 

10月 6日(金) 山根 基世 氏 文化ホール 18:00～ 受講者 男119名 女281名 計400名 

10月11日(水) 黒川 勇人 氏 文化ホール 18:00～ 受講者 男86名  女131名 計217名 

10月18日(水) 増岡 弘 氏  文化ホール 18:00～ 受講者 男83名  女160名 計243名 

10月24日(火) 笹原 美智子 氏 文化ホール 18:00～ 受講者 男64名  女140名 計204名 

(2) 修了式 

11月 2日(木) 齋藤 孝 氏  公会堂  17:45～ 修了式 18:00～講演

  受講者 男196名 女464名 計660名 

          年間計  男 1,936名  女3,432名  計5,368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 10月28日(土) サンフラワー保育園 

② 11月18日(土) ほうりん保育園 

③ 11月20日(月) 白 小学校

④ 11月29日(水) 吹上小学校 

⑤ 12月 8日(金) 明治小学校 

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 

＜八戸工業大学(市と共催)＞ 

(1) 「君の発電所を作ろう」 ブロック玩具を組み立てて、グリーンエネルギーを学ぶ 

  日 時  10月1日(日) 1回目：13：00～14：50  2回目：15：00～16：50 

  場 所  チーノはちのへ1階  八戸工業大学地域産業総合研究所 産学連携プラザ 

  募集対象 一般(小学5年生以上) 

  募集人数 1回につき5組(1組2名) 

  参加人数 1回目5組11名、2回目4組9名 

(2) 「まちとつながる美術館」 新美術館のあり方 オープンミーティング 

  日 時  10月13日(金) 18: 00～20:00 

 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   

 募集対象 一般(小学生以上) 

 募集人数 50名 

 参加人数 50名 
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社会教育課

(3) 「住みたい家・住みたい街コンクール 2017」 

 (応募対象は小学校5・6年生で、応募総数は327点) 

優秀作品発表会・最優秀作品選考会・表彰式 

 日 時  11月3日(金・祝) 9:30～11:50 

   場 所  八戸ポータルミュージアムはっち2階 シアター2 

  募集対象 一般(小学生以上) 

  募集人数 40名  

  参加人数 40名 

作品展示 

 期 間 11月3日(金・祝)～9日(木) 

   場 所 八戸ポータルミュージアムはっち2階 ギャラリー2 

優秀作品展示 

  期 間 11月14日(火)～21日(火)  

  場 所 八戸市公会堂1階ロビー 

(4) 第 10 回青森土木フォーラム テーマ「これからの土木」 

講演会・パネルディスカッション 

 日 時  11月11日(土) 13: 30～16:30 

 場 所  八戸市公民館   

 募集対象 一般 

 募集人数 約500名 

 参加人数 170名 

市民・子供向け体験学習、ポスター展 

 日 時  11月11日(土)～12日(日)  

   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・シアター1 

     番町スクエア・ギャラリー1 

  募集対象 一般 

  参加人数 約400名 

現場見学会(親子バスツアー)  

 日 時  11月12日(日) 

 場 所  八戸市周辺 

 募集人数 35名 

 参加人数 30名 

(5) 「液晶パネルを作ろう」 目に見える電子技術に触れてみよう 

  日 時  11月26日(日) 13：00～16：00 

  場 所  チーノはちのへ 1階  八戸工業大学地域産業総合研究所 産学連携プラザ  

  募集対象 一般(中学生以上) 

  募集人数 10 名 

  参加者数  6 名 
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(6) 「やっぱし、ふるさとことばだじゃ！」 ―本と方言と、時々アンケート― 

  日 時  11 月 26 日(日)  13: 30～15:00 

 場 所  八戸ブックセンター 読書会ルーム  

 募集対象 一般(小学生以上) 

 募集人数 25名 

 参加人数  8名 

4．平成29年度新成人代表者と市長との懇談会 

日時 11月23日(木･祝) 10:00～ 

場所 八戸グランドホテル 

参加者 新成人10名 

5．成人式準備協力会 

新成人である市内の大学生、高等専門学校生等からなる成人式準備協力会において、平成30年成

人式の企画を行う 

第1回会議   10月14日(土)･ 19日(木)  参加者 延べ14名 

第2回会議   11月6日(月)･ 8日(水)・11日(土) 参加者 延べ16名 

第3回会議   12月18日(月)     参加者 3名 

第4・5回会議 12月26日(火)     参加者 延べ5名 

第6回会議   12月27日(水)     参加者 1名 

6．第3四半期発注済工事等 

(1) 主な営繕工事 

大館公民館下水道接続工事 (工期 10月12日～平成30年1月9日完了) 
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【文化財グループ】 

7．芸術文化活動の推進 

(1) 先人周知事業 

｢第1回ふるさと先人資料収集検討ワーキング会議｣の開催 

日時 12月15日(金)10：00～11：30 

場所 本館5階会議室 

内容 先人パネル制作にむけた資料所在地と原稿の検討を実施 

8．文化財の保護・活用 

(1) 史跡等標示事業 

塩町標柱設置工事(11月28日完成) 

八日町・十三日町・寺横町、徒士町標柱修繕(12月15日完成) 

(2) 市天然記念物イチイ・モミ・クリ・アカマツの木の標柱設置 

日時 11月～2月 

場所 南郷大字市野沢・島守・中野 

内容 市指定文化財の既存標柱7本の老朽化に伴い新規標柱を設置 

(3) 第 64 回文化財保護強調週間 

期間 11月2日(木) 

内容 八戸消防署、八戸東消防署の協力を得て、櫛引八幡宮及び浮木寺において消火訓練

を実施 

(4) 三八地区文化財保護研究集会 

日時 10月18日(水) 13:30～16:00 

場所 史跡聖寿寺館跡案内所 

内容 三八管内の文化財保護行政関係者及び社会教育関係者が一堂に会して、文化財の愛

護・保存活動等について研修を実施 

(5) 文化財審議委員の会議 

日時 11月27日(月) 10:00～12:00 

場所 本館3階第2委員会室 

内容 対泉院山門の市指定文化財解除の答申等 
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【是川縄文館】 

1．入館者数 

本館 5,216人 

分館  430人 

2．管理運営事業

(1) 土曜日体験教室 (11月18日) 1回開催 13人参加 

(2) 日曜日縄文体験コーナー (10月1日～10月29日) 期間中 5回開催 62人参加 

(3) 冬季日曜日縄文体験コーナー (11月5日～12月24日) 期間中 8回開催 98人参加 

(4) 考古学講座 (12月9日) 1回開催 62人参加 

(5) 企画展「是川縄文ムラを観る・描く」 (10月14日～11月26日) 38日間開催 2,653人参加 

(6) 企画展外部講師によるギャラリートーク (10月14日・11月4日) 2回開催 56人参加 

(7) 企画展学芸員によるギャラリートーク (10月21日・10月28日・11月11日・11月18日・11月25日) 

   5回開催 40人参加 

(8) 企画展考古学講座 (11月4日) 1回開催 105人参加 

(9) 縄文土器作り講座 (10月21日・10月28日・11月25日) 3回開催 27人参加 

(10) ボランティアによる展示室・是川遺跡ガイド 期間中 1,131人 

(11) グループ･団体の体験学習・講話 

市内 小学校8校、中学校1校、放送大学八戸サテライトスペース、青森県老人クラブ連合会 

サポートセンター虹、株式会社エーシープロモート 

市外 小学校1校、株式会社青森テレビ 

(12) 講師派遣(ボランティア含む)・講話 

市内 小学校1校、八食わくわくフェスタ2017、青森県老人クラブ連合会 

市外 三沢市倫理法人会経営者モーニングセミナー 

3．埋蔵文化財調査事業 

(1) 補助事業 

史跡内容確認調査  一王寺遺跡  (10月23日～10月30日)    1遺跡1ヵ所 

個人住宅建築に伴う調査 松長根遺跡・八戸城跡・館平遺跡・田面木遺跡ほか  7遺跡8ヵ所 

その他開発に伴う調査 櫛引遺跡・石橋遺跡        2遺跡3ヵ所 

(2) 受託事業 

下水道工事に伴う調査 堀田遺跡  (11月22日・24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 (Ⅱ工区：9月27日～11月17日)  1遺跡1ヵ所 
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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 (後期 10月3日～平成30年3月31日) 

パネル展「伝える－大正・昭和初期の是川遺跡の記録写真 vol.3』 

          (12月16日～平成30年3月21日) 期間中観覧者153人 

(2) 是川遺跡出土品保存修理 

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) 

5．縄文の里整備事業 

史跡是川石器時代遺跡の公有化 

史跡是川石器時代遺跡整備基本計画策定 

第4回是川石器時代遺跡整備検討委員会 (11月15日) 

6．周知活動 

八戸遺跡調査報告会 (11月11日) 1回開催 60人参加 
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【総合教育センター】 

1．研修講座  

(1) 基本研修 

 ①初任者研修 4 講座   受講者各講座 28 名 延べ 112 名 

 ②中堅教諭等資質向上研修の開催はなし 

(2) 一般研修 4 講座開催   受講者 162 名 

(3) 市民公開研修 3 講座開催  受講者 168 名 

         合計 442 名の受講 

2．教科等研究委員

11月8日に教科等研究委員研修会②を開催。 

各部会で研究授業や研究協議などを実施し、研究のまとめを行う。 

3．教育の情報化推進事業

10月3日・10日に電子黒板(9月に導入)の操作研修会を開催し、研修会後各校での活用が進めら

れている。 

11月1日に中学校学習用タブレット機器等(各校10台)の導入を行った。 

11月7日、8日に2回目の｢市民パソコン教室｣(市民対象講座)を実施した。参加者数は延べ4名。 

11月24日・27日にタブレット操作研修会を開催し、研修会後各校での活用が進められている。 

12月25日に教務主任を対象に、校務支援システム研修会を開催した。年度末に向けて、指導要録

作成及び新年度準備の研修を行った。 

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、2学期は小学校28校に延べ274回派遣した。 

5．学校図書館ネットワーク事業

教育センター所蔵の学校図書館支援図書や所蔵資料等の利用を促した。 

今年度購入した蔵書をデータベース化した。 

6．教員国内・海外研修

9月から12月に、専門課程研修3名、短期研修(視察)1名の教諭を筑波大学附属小学校、筑波大学

附属中学校、筑波大学人間系藤田研究室、に国内研修派遣生として派遣した。 

11月10日に専門課程研修生が陸奥海会研修会に参加し、中央区立京橋築地小学校の視察を行っ

た。 

12月14日に第3回研修会を実施した。 
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7．視聴覚教育関係事業

11月14(火)日に総合教育センターにおいて、｢三八視聴覚教育協議会後期運営員会｣を開催した。

視聴覚教材(DVD)34作品を選定した。 

12月11日(月)～13日(水)に児童科学館において、｢16mm映写機検定｣を実施した。 

8．児童科学館事業

パネルヒーター工事のために10月7日から11月30日まで休館していたが、12月1日から再開した。 

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。 

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「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225(180)件、巡回・訪問相談157(209)件、就学指導に係わる調査57(46)

件、電話相談17(8)件、リトル(小集団活動)17(6)件の合計473(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62(125)件、小学校80(74)件、中学校

15(10)件である。 

10．教育相談・適応指導教室事業  

 【10～12 月の相談状況】 

こども支援センター全相談数は1,193件(延べ件数)で、前年比約1.2倍である。主な内容は、発達行

動にかかわる相談が444件、不登校児童生徒にかかわる相談が301件である。

 【教育相談部】 

教育相談部の相談数は653件、相談の形態としては来所相談が最も多く、453件だった。

「ペアレントトレーニング」は2回実施した。(延べ14名参加)

 【適応指導部】 

通室生は、10～12月までに9名増加(小学生3名、中学生6名)。 

→12月末現在の全通室生は41名(中学生29名、小学生12名)。

下学年適応支援活動｢キッズ｣は、2グループ各2回、最後の1回は、2グループ合同で実施した。(延

べ26名参加)

上学年適応支援活動｢ジュニア｣は、2回実施した。(延べ12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。 
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11．特別支援教育アシスト事業

9月に提出された学校からの活用報告書及び本人からの活動報告書をもとに、後期の配置計画を行

い、10月1日付けで後期の配置を行った。 

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。 

12月20日(水)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た。ハロー

ワークを活用し、幅広い人材の確保に努める。

12．学校教育実践功労表彰制度

12月15日(金)：平成28年度｢学校教育実践功労表彰｣募集〆切。 

 ＜応募・推薦団体＞ 

(1)長者中学校 校内研究の取組

(2)北稜中学校 えんぶり部

(3)すこやかみなみネット推進事業(白銀南小・中学校) 
｢学校教育実践功労表彰のための意見聴取会｣参加者の選定。 

(1)小･中学校長会長

(2)小･中学校教育研究会会長

(3)市連合 PTA 代表

｢学校教育実践功労表彰のための意見聴取会｣参加者への案内発送。 
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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) 

10 月 29 29,088 53,646 56,632 14,551 176 32 640 2,066

11 月 27 29,426 54,334 56,095 14,364 200 40 680 2,091

12 月 26 26,122 55,854 50,208 13,473 150 28 584 1,896

四半期 82 84,636 163,834 162,935 42,388 526 100 1,904 6,053

一日平均  1,032 1,998 1,987 517 6 1 23 74

2．図書館本館行事の実施状況 

(1) 秋の読書週間行事 

① 市制施行 88周年記念事業 

特別展「三浦哲郎の作品とその素顔 立花義康氏収蔵資料を中心に」 

日時 10月12日(木)～10月17日(火)  10:00～18:00   (於：デーリー東北ホール) 

内容 図書館所蔵の三浦哲郎氏愛用の机や著書・手紙・書、デーリー東北新聞社所蔵の生

原稿など、88周年を記念して880点を展示 

来場者 1,002名 

② 秋の読書週間に係る貸出数上限の変更 

期間 10月27日(金)～11月9日(木)     

内容 図書と雑誌について、通常合計5冊までを、期間中は8冊まで貸出し 

③ 三浦哲郎作品展 

日時 11月1日(水)～11月23日(木) (於：図書館1階展示テーブル) 

内容 図書館所蔵の三浦哲郎氏の著作本を展示・貸出し 

④ 本と雑誌のリサイクルフェア 

日時 11月5日(日) 9:00～13:00 (於：図書館1階車庫) 

内容 一般募集したリサイクル本と、図書館で除籍となった本や雑誌を希望者へ提供(一人

30冊まで) 

来場者 363名(4,955冊) 

(2) 第 7 回八戸市図書館を使った調べる学習コンクール 

応募総数 26点(小学生19点、中学生7点) 

審査結果 小学生 － 最優秀賞1点、優秀賞2点、優良賞2点、佳作4点 

中学生 － 最優秀賞1点、佳作1点 

一次審査会 10月10日(火)～12日(木)  9:00～16:00 (於：図書館2階集会室) 

最終審査会 10月23日(月)    10:00～11:00        〃 

表彰式  11月 4日(土)    10:00～11:00        〃 
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(3) 冬のおはなし会 

日時 12月16日(土) 10:30～11:30  (於：図書館2階集会室) 

対象 おおむね3歳以上 

内容 紙芝居と絵本の読み聞かせ 

協力 八戸子どもの本の会 

参加 62名 

3．企画展示・貸出し 

①「先取り三浦哲郎展」 

9月19日(火)～10月22日(日)  ・郷土の作家、故三浦哲郎氏の著作本を展示・貸出し 

②「秋になればアートがやってくる」 

10月1日(日)～10月30日(月)  ・古今東西の美術工芸品に関する本を展示・貸出し 

③「才能有り？ヒネル俳句、ヨム短歌。」 

10月1日(日)～10月30日(月)  ・巨匠から新鋭まで、俳句・短歌の作家本を展示・貸出し 

④「秋こそスポーツ！」 

10月1日(日)～10月30日(月)  ・各種スポーツの入門書、上達本、伝記等を展示・貸出し 

⑤「追悼 今井 絵美子」 

10月23日(月)～11月5日(日)  ・小説家の故今井絵美子氏の作品を展示・貸出し 

⑥「秋の紅葉と絶景を探して」 

11月1日(水)～11月29日(水)  ・紅葉や絶景スポット、名物に関する本を展示・貸出し 

⑦「音楽と文学は友達」     

11月1日(水)～11月29日(水)  ・音楽が主題又はタイトル等が題名の本を展示・貸出し 

⑧「日本の伝統行事と和の暮らし」 

11月7日(火)～11月29日(水)  ・日本の伝統行事や衣食住に関する本を展示・貸出し 

⑨「時代は、時代小説だ！」 

11月25日(土)～12月27日(水)  ・新旧人気シリーズものの時代小説を展示・貸出し 

⑩「ハッピー☆クリスマス」 

12月1日(金)～12月24日(日)  ・クリスマスに関する絵本やCDの展示・貸出し 

⑪「なにがでるかな？しかけ絵本展」 

12月1日(金)～12月27日(水)  ・いろいろなしかけが楽しい絵本を展示 

⑫「師走、正月、ゆく年、来る年、大忙し。」 

12月1日(金)～1月8日(月)    ・12月～1月の様々な行事や家事の本を展示・貸出し 

⑬「追悼 早坂 暁」  

12月17日(日)～12月27日(水)  ・脚本家で作家の故早坂暁氏の作品を展示・貸出し 

⑭「追悼 赤染 晶子」 

12月18日(月)～ 1月24日(水)  ・芥川賞作家の故赤染晶子氏の作品を展示・貸出し 

⑮「冬休みおすすめ本」 

12月26日(火)～ 1月14日(日)  ・冬休みにおすすめの児童書を展示・貸出し 

⑯「追悼 葉室 麟」 

12月26日(火)～ 1月19日(金)  ・歴史・時代小説作家の故葉室氏の作品を展示・貸出し 

⑰「八戸市民大学講座(後期)講師コーナー」 

8月21日(月)～11月5日(日)  ・市民大学講座講師の著書や関連する本を展示・貸出し 
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4．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) 

 10 月 11 月 12 月 

回 数 4 5 4 

配布数 105 122 131 

5．学校図書館出前講座

日時 11月6日(月) 9:00～11:00 

場所 多賀台小学校 

内容 図書の修理 

参加者 15名(図書ボランンティア、読み聞かせボランティア、コーディネーター) 

6．図書館相互利用事業 

八戸圏域連携中枢都市圏内の住民について、青森県内共通利用券の提示が不要になる。 

開始日 12月1日(金) 

対象 八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町の住民 

7．グッジョブ受入れ 

① 第三中学校 2 名 10 月 3 日(火)～5 日(木) 3 日間 

② 長者中学校 2 名 10 月 3 日(火)～5 日(木) 3 日間 

8．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) 

10 月 29 12,005 10,073 9,036 2,954 40 197 295 241

11 月 27 13,622 10,232 9,573 2,929 35 168 322 235

12 月 26 10,930 9,517 7,902 2,545 32 154 266 180

四半期 82 36,557 29,822 26,511 8,428 107 519 883 656

一日平均   446 364 323 103 1 6 11 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10回) 

雑誌のリサイクルフェア 10月28日(土)   延べ 289名来場  (図書情報センター) 

しおり作り    10月29日(日)・11月12日(日) 延べ68名参加(南郷図書館) 

本と雑誌のリサイクルフェア11月11日(土)・12日(日) 延べ 387名来場  (南郷図書館) 

臨時おはなし会       11月12日(日)        延べ 42名参加  (南郷図書館) 

秋のおはなし会(方言)   11月23日(木)      19名参加  (南郷図書館) 

出張おはなし会       10月19日(木)   南郷小学校 22名参加  (南郷図書館) 

出張ブックトーク       11月 8日(水)    西園小学校 87名参加  (図書情報センター) 
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出張おはなし会       11月16日(木)   南郷小学校 26名参加 (南郷図書館) 

出張おはなし会       11月29日(水)   島守小学校 57名参加  (南郷図書館) 

出張おはなし会＆ブックトーク12月8日(金)  三条小学校 全校生徒 (図書情報センター) 

出張おはなし会       12月21日(木)   南郷小学校 18名参加  (南郷図書館) 

第17回スウィングベリーで冬のおはなし会 12月23日(土)  37名参加 (南郷図書館) 

【歴史資料グループ】 

9．八戸藩日記解読作業 

10．遠山家日記校正作業 

11．『遠山家日記』第六巻及び『新編 八戸市史 通史編Ⅱ』増刷寄贈分の配付、発送及び販売 

12．三浦哲郎関係資料の目録作成 

13．八戸市史講座の開催 

①第 7回 「近世八戸の文芸」 

日時 10月14日(土)10：00～12：00  参加者40名 

講師 藤田 俊雄氏(八戸市立図書館主事兼学芸員) 

②第 8回 「遠山家日記の時代」  

日時 11月11日(土)10：00～12：00  参加者70名 

講師 三浦 忠司氏(八戸歴史研究会会長) 

14．古文書点検作業 10月2日(月)～11月30日(木) 

15．古文書目録作成作業 

10月～12月 

12月25日(月) 旧番屋小学校保管古文書の目録内容の確認作業 

16．八戸市博物館特別展へ資料貸出し 10月2日(月)～11月21日(火) 

17．寄贈歴史資料(戸来家)の整理及び目録作成 

18．資料保存に関わる作業 

県重宝遠山家日記ほか 中性紙保存箱・中性紙封筒への入替え 

19．その他 

三浦哲郎資料展対応〔10月12日(木)～17日(火)〕 18日(水)撤収作業 19日(木)展示資料返却 

グッジョブ対応  10月5日(木) 第三中学校2名 
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【博物館】 

1．博物館・管理運営事業            [入館者数  4,366人]

10月 7日(土) 博物館無料開放 史跡根城まつり開催のため   277人 

10月26日(木) 根城史跡ボランティアガイド館外研修 (二戸市ほか)  19人 

11月 3日(金) 博物館無料開放 文化の日のため     291人 

【おとなの博物館クラブ】 

10月 7日(土) 染色講座「紅花と紫根」        12人 

【博物館クラブ】 

11月18日(土) 博物館クラブ 「つるの編み方」      10人 

12月10日(日) 博物館クラブ 「しめ飾りづくり」      37人 

【市民講座】 

11月25日(土) 「近世北奥地域の造船動向～八戸藩領を中心に～」  19人 

12月 9日(土) 「江戸・明治の伝統木版文化について」    20人 

2．特別展等開催事業 

【市制施行 88 周年記念特別展】 

10月7日(土)～11月12日(日) 「米-育てる・食べる・祈る-」      3,048人 

併催 10月 8日(日) 「お米大使がやってきた！」       409人 

10月15日(日) 講演会① 「出土米からみるイネの伝播」    15人 

11月 4日(土) 講演会② 「中世のムラを考える―島守の田んぼから―」 15人 

10月22日(日)・11月3日(金)  ギャラリートーク 

【館外フィールドワーク】 

10月28日(土) 八戸城下めぐり    5人 

【新春ミニ企画】 

12月16日(土)～1月14日(日) 「えと展-いぬ-」 (12月16日～12月24日入館者数 170人) 

3．各種受入れ事業 

【グッジョブ受入れ】 

 10月 2日(月)～10月5日(木)  長者中学校   2人 



- 23 - 

報告(29年度第 3四半期) 
博物館

4．根城の広場・管理運営事業           [入場者数  4,130人]

10月 7日(土) 根城本丸無料開放 史跡根城まつり開催のため   1,680人 

11月 3日(金) 根城本丸無料開放 文化の日のため     245人 

【ものづくり体験工房】 

八幡馬の絵付け 10月 1日～12月23日 (期間中14回開催)    92人 

【史跡根城跡木橋改修工事】 

工期 10月23日～3月23日 (臨時休場 12月18日～21日)     

【南郷歴史民俗資料館】          [入館者数  446人] 

1．教育普及 

【企画展】 

9月16日(土)～3月25日(日)  「思い出の学校展-今はなき、南郷の学校-」 

       (9月16日～12月26日入館者数  562人)  

【講座】

10月 6日(金) 「南郷文化財めぐり」 23人 

11月10日(金) 「南郷一周めぐり」  24人 

12月 3日(日) 「しめ飾りづくり」  12人 

【その他】 

11月 3日(金) 文化の日無料開放  32人 


