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予定(29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14日(水) 平成29年度 第1回会議 

2．八戸市教育振興基本計画 

1月19日(金)  第4回 庁内検討委員会 

1月31日(水)  第4回 有識者による策定委員会 

2月定例会   教育振興基本計画の決定

3月上旬   市議会へ報告、公表

3．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19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】 

4．第4四半期発注予定工事 

①小学校 

中居林小学校屋内消火設備改修工事  (予定工期 1月～3月) 

町畑小学校校門側児童通路等改良工事  (予定工期 1月～3月) 

②中学校 

江陽中学校キュービクル改修工事   (予定工期 1月～3月) 

湊中学校管理教室棟外壁改修工事   (予定工期 1月～3月) 
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予定(29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 1,883人 

発送日 1月10日(水)

2．市立小・中学校適正配置 

 中期検討課題 

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(金)～24日(水) 延べ6日間 

場所 議会第一委員会室

実施校 67校(小学校43校、中学校24校)

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 29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19日(金) 西地区給食センター献立:1月22日(月) 

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30年度1学期分の献立検討 

(2) 平成 29 年度第 2回八戸市学校給食審議会 

期日 2月20日(火) 

場所 議会第一委員会室 

内容 ・八戸市学校給食基本計画(案)について 

・その他 
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予定(29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30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｣を見直し、集計した

ものを報告集に掲載する。 

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23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26日(金) 

内容 第1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(長者小学校、小中野中学校) 

第2部(見学) 

・三八地区教育支援見本市見学

第3部(小・中学校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(下長中学校区) 

5．幼保小連携推進事業 

1月に小学校については、幼保小連携推進事業の実施報告書の提出を依頼する。また、幼稚園・保

育所(園)・認定こども園については、今年度の取組にかかわる状況についてのアンケートを依頼する。

さらに、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。 

2月8日(木)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話合いを行う。 

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9日(火)、10日(水)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14日(水)、15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(29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25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30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。

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20日(土)に｢ポータルミュージアムはっち｣で｢第4回 教育の広場はちのへ｣を開催する。

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＞ ｢世界一大きな絵｣｢教育施策紹介｣｢学校給食｣｢西白山台小学校校歌｣等

11．学校飼育動物ネットワーク支援事業 

1月23日(火)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 

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。

2月23日(金)と3月26日(月)、学校司書研修を実施する。

14．ひらく・楽しむ新聞活用力事業 

小・中学校を対象に本事業に対するアンケートを実施し、成果と課題を集約する。



- 5 - 

予定(29年度第 4四半期) 
教育指導課

【青少年グル－プ】 

15．学校訪問(中学校) 

1月16日(火)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。 

16．防災ノート活用事業 

教科等研究委員「防災ノート活用」実践発表(2月1日 研究委員発表会) 

「防災ノート」(二訂版)印刷業者に製本依頼 

17．八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16日(金) 

協議内容 ①平成29年の活動提言状況報告について 

②平成30年度の青少年健全育成の活動提言について 

18．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｣94号を発行する。 

内容 平成30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。 

19．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 8回 

活動人数 76名 

活動内容 ○成人式準備 1月6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7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(水) 

  ボランティア参加予定 (中・高生対象) 審判(判定)、表彰介添え 

○教育の広場 はちのへ 1月20日(土) 

  ボランティア参加予定 (中学生対象) ブックリサイクルフェア補助 

○地区公民館行事 
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予定(29年度第 4四半期) 
教育指導課

20．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(水) 9:30～11:30 

会場 八戸市総合福祉会館 

参加児童 小学1年生から6年生を1チ－ムとする。(11チ－ム) 

21．八戸市スクールソーシャルワーカー活用事業 

八戸市スクールソーシャルワーカーが、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る。 

2月16日(金) 10:00～12:00 〔八戸市総合教育センター〕 
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予定(29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30年八戸市成人式 

日時 1月 7日(日) 式典   13:00～

ふれあいタイム 14:00～

場所 八戸市東体育館

対象者 平成9年4月2日から平成10年4月1日までの出生者

2,046名(平成29年12月31日時点) 

(男1,034名 女1,012名) 

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2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 特定非営利活動法人 フリースペースたまりば 

理事長  西野 博之(にしの ひろゆき)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5日(月)  湊小学校 

② 2月25日(日) 島守小学校 

3．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7回会議 1月4日(木) 

第8回会議 1月5日(金) 

第9回会議 1月6日(土) 

4．第2回社会教育委員の会議 

開催日時 2月14日(水) 10:00～ 

場所 議会第1委員会室 

5．発注予定工事等 

(1) 地区公民館施設整備 

鮫公民館下水道接続工事   (予定工期 1月～3月) 
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予定(29年度第 4四半期) 
社会教育課

【文化財グループ】 

6．芸術文化活動の推進 

(1) ｢第 40 回民俗芸能の夕べ｣開催 

期日 2月3日(土) 

場所 八戸市公会堂文化ホール 

出演団体 東十日市 組、高館駒踊保存会、長者山麓八戸虎舞保存会、八戸藩伝神道無念流居

合保存会(第40回記念特別出演) 

(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 

7．文化財の保護・活用 

(1) 八戸三社大祭山車祭り行事保存会研修会 

開催日 2月23日(金) 

場所 八戸市役所別館2階会議室C 

内容 青少年ボランティアについて研修他 

(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景観及び植生維持のためのクロマツ等の伐採業務委託を 2月以降に実施 

④種差海岸名勝指定 80周年記念パネル展開催 

開催期間 1月2日(火)～2月28日(水)予定 

場所 種差海岸インフォメーションセンター 

内容 名勝種差海岸の文化財的価値及び保護と活用のあり方についてパネルで紹介 

(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 

(4) 市天然記念物イチイ・モミ・クリ・アカマツの木の標柱設置 

期間 平成29年11月24日(金)～平成30年2月28日(水)作業予定 

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 
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予定(29年度第 4四半期) 
社会教育課

(5) ｢第 64 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(金) 

場所 市内各所 

(6) 八戸市文化財審議委員の会議 

平成29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(29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 6日・3月10日)    2回開催 

(2) 冬季日曜日縄文体験コーナー (1月 7日～3月25日)  期間中 12回開催 

(3) サポートスタッフ研修会   (1月20日～2月24日)    6回開催 

(4) 考古学講座     (1月13日・2月3日)        2回開催 

(5) 第2回是川縄文館運営協議会 (2月15日) 

(6) ボランティアによる展示室・是川遺跡ガイド 

(7) グループ･団体の体験学習 

2．埋蔵文化財調査事業 

(1) 補助事業 

八戸市内遺跡発掘調査報告書作成   (3月末まで) 

林ノ前遺跡発掘調査報告書作成   (3月末まで) 

史跡是川石器時代遺跡発掘調査報告書作成 (3月末まで) 

(2) 受託事業 

松ヶ崎遺跡・田面木遺跡発掘調査報告書作成 (3月末まで) 

熊野堂遺跡発掘調査報告書作成   (3月末まで) 

坂中遺跡・綣久保遺跡・石橋遺跡発掘調査報告書作成(3月末まで) 

櫛引遺跡発掘調査報告書作成    (3月末まで) 

3．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) 

(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) 

4．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 
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予定(29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) 基本研修 

初任者研修    2講座 

中堅教諭等資質向上研修 1講座 

(2) 一般研修    2 講座

(3) 市民公開研修   3 講座 計 8 講座を開催予定 

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1日、2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14日、15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5日・6日に養護教諭を対象に、｢校務支援システム『えがお』研修会｣を実施予定。 

HENS更新に向けての導入計画作成を行う。 

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30校に、延べ110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

1月中旬までに研修報告書の原稿を提出。 

2月1日、2日に｢研修発表会｣を｢研究委員発表会｣と合同で開催。 

研修報告書の冊子を市内小・中学校、研修協力機関等へ発送。 

7．児童科学館事業

冬休みの週末を中心に、神話おばけ屋敷など多彩なイベントを企画・運営する。 
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予定(29年度第 4四半期) 
総合教育センター

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、教育支援(就学調査)に関する業務を行う。 

健康づくり推進課ことばの未就学児相談員が毎週月･水・金、2名ずつセンターに勤務しているので、

幼稚園、保育所(園)、認定こども園への巡回相談を一緒に行い、早期支援につなげる。 

健康づくり推進課で行っている「3歳児健康診査」に月2回、「発達相談」に月1回検査員、相談員とし

て従事する。 

年長児を対象としたリトル(学校生活適応支援のための小集団活動)を実施する。 

9．教育相談・適応指導教室事業  

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18日(木)、2月1日(木)、3月2日(金) 

適応指導教室 体験活動 

 1月17日(水) 3学期始業日オリエンテーション、1月25日(木) スケート教室、 

 2月6日(火) スポーツ活動、3月9日(金) 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。 

上学年適応支援活動｢ジュニア｣は2回実施予定。親の会も同時に実施予定。 

「ペアレントトレーニング」は1回実施予定。 

10．特別支援教育アシスト事業 

1月15日(月)に特別支援アシスタント研修会を実施する。 

1月5日(金)付けで、各校に対して、平成30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(水)発行の｢広報はちのへ｣で平成30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29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22日(月) ｢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5日(月) 表彰式開催(16:00～ 教育長室予定) 



- 13 - 

予定(29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  

(1) 企画展示・貸出し 

①「師走、正月、ゆく年、来る年、大忙し。」  12月1日(金)～1月8日(月) 

②「追悼 赤染 晶子」      12月18日(月)～1月24日(水) 

③「冬休みおすすめ本」     12月26日(火)～1月14日(日) 

④「追悼 葉室 麟」      12月26日(火)～1月19日(金) 

⑤「「新成人に贈る」      1月5日(金)～1月19日(金) 

⑥「まだまだ新刊！2017年出版本」   1月5日(金)～1月30日(火) 

⑦「芥川賞・直木賞受賞作品展」    1月10日(水)～2月12日(月) 

⑧「第7回八戸市図書館を使った調べる学習コンクール作品展」(＊展示のみ) 

          1月20日(土)～2月12日(月) 

⑨「世界にひとつだけ、手づくりの味」   2月1日(木)～2月16日(金) 

⑩「冬がアツい絵本」      2月1日(木)～2月27日(火) 

⑪「銀幕の中に芸術がある」     2月14日(水)～3月11日(日) 

⑫「青春の一冊」       2月17日(土)～3月4日(日) 

⑬「わくわく、ドキドキ、冒険だ！」   3月1日(木)～3月21日(水) 

⑭「イキモノがたり」      3月1日(木)～3月29日(木) 

⑮「ご長寿のものがたり」     3月12日(月)～4月6日(金) 

⑯「春からの新生活を応援！」    3月23日(金)～4月20日(金) 

(2) 学校図書館出前講座 

多賀小学校訪問 

日時 1月12日(金) 13：30～15：30 

対象 教諭 

内容 図書の除籍について 

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29日(月)～2月2日(金) 4日間 

      ※1月31日(休館日)を除く 

3．特別図書整理に伴う休館 

南郷図書館   1月30日(火)～2月2日(金) 4日間  

図書情報センター 2月27日(火)～3月2日(金) 4日間  
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予定(29年度第 4四半期) 
図書館

【歴史資料グループ】 

4．八戸藩日記解読作業 

5．遠山家日記校正作業 

6．古文書点検に関わる作業 

目録作成、検索システム用登録データ作成等 
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予定(29年度第 4四半期) 
博物館

【博物館】 

1.博物館・管理運営事業 

【おとなの博物館クラブ】 

1月14日(日)  資料の取り扱い方法 

【博物館クラブ】 

2月 4日(日)  博物館クラブ 「エンコエンコの銭太鼓作り」 

2月25日(日)  博物館クラブ 「貝びな作り」 

【市民講座】 

1月13日(土)  「青森のアイヌ語地名と存在意義」 

2月10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】  「えと展-いぬ-」 

期間 12月16日(土)～ 1月14日(日) 

【企画展】  「えんぶり展」「ひな人形展」  

期間 1月27日(土)～ 3月11日(日) 

併催 2月18日(日)・19日(月)  ギャラリートーク 

3．第2回博物館協議会 

日時 2月9日(金) 13：30～15：30 

場所 市庁 本館3階 第1委員会室 

出席者 委員 10名/事務局 12名 

案件 ①平成29年度事業実施状況について 

②平成30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(日) ・19日(月) 史跡根城えんぶり撮影会  

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 1月9日～12日、2月下旬～3月上旬、3月中旬に1週間程度 

【南郷歴史民俗資料館】 

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-」      


