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報告(30 年度第 1 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 

4 月 25 日 議案第 18 号 八戸市社会教育委員の委嘱について 

議案第 19 号 八戸市文化財審議委員の委嘱について 

議案第 20 号 八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

5 月 11 日 議案第 21 号 八戸市教育支援委員会委員の委嘱について 

5 月 30 日 

 

 

議案第 22 号 八戸市学校給食審議会委員の委嘱について 

議案第 23 号 八戸市少年相談センター運営協議会委員の委嘱について 

議案第 24 号 八戸市埋蔵文化財センター運営協議会委員の委嘱について 

議案第 25 号 八戸市史跡是川石器時代遺跡整備検討委員会委員の委嘱について 

議案第 26 号 教育財産の用途廃止について 

議案第 27 号 旧柏崎小学校校舎及び屋内運動場他解体工事請負契約の締結について 

6 月 25 日 議案第 28 号 八戸市学校給食審議会委員の委嘱について 

議案第 29 号 八戸市史跡根城跡整備活用検討委員会委員の委嘱について 

議案第 30 号 八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償

に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

議案第 31 号 平成 31 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 

議案第 32 号 平成 31 年度使用中学校用教科用図書の採択について 

議案第 33 号 八戸市文化財指定に関する諮問について 

 

 

2．市立学校長会議 

 日時 4月12日(木) 午前9時30分 

 場所 総合教育センター 

 内容 平成30年度教育行政の展開について ほか 

 

 

【学校施設グル－プ】 

 

3．平成30年度第1四半期発注済工事 

 旧柏崎小学校校舎及び屋内運動場他解体工事   (工期6月～平成31年3月) 

 下長中学校防音機能復旧事業実施設計業務委託  (工期6月～10月)
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報告(30 年度第 1 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。 

 

2．八戸市奨学生 

 募集期間 5月21日(月)～6月15日(金) 

 応募状況 

 

 

【経営支援グループ】 

 

3．年度始業務 

 4月3日(火) 新校長・教頭宣誓式 

 

4．学校評価の適正な実施に係る指導・支援 

 時期 通年 

 内容 4月下旬に実施要項等を通知 

学校訪問時に各学校の計画及び取組状況を把握 

 

5．学校訪問 

 時期 5月8日(火)～6月29日(金) 

 学校数 小学校16校、中学校4校、計20校 

 訪問者 次長、課長、経営支援GL、主任指導主事、課職員 

 内容 教職員の人材育成・評価、学校評価に係る計画及び取組状況の把握、 

人事面における現状と課題の把握 

 

 

 

区分 一般奨学金 
第 1 種特別 

奨学金 
第 2 種特別 

奨学金 

対象 
大学 

(在学) 
専修学校 

(在学) 
高校 

(在学) 
大学 

(予約) 
高校 

(予約) 
大学 

(予約) 
大学 

(予約) 
高校 

(予約) 

募集人員 9 人程度 3 人程度 19 人程度 20 人程度 26 人程度 2 人程度 2 人程度 10 人程度 

応募者数 6 人 4 人 5 人 31 人 12 人 4 人 28 人 26 人 
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報告(30 年度第 1 四半期) 

学校教育課 

 

6．よい歯のコンクール 

 開催日 6月27日(水) 

 会場 八戸市総合教育センター 

 対象 市内小・中学校 児童生徒 91名 

 内容 八戸歯科医師会・市教委共催による口腔審査と表彰 

併せて、八戸歯科医師会主催による図画ポスターコンクールの表彰 

 

 

【学校給食グループ】 

 

7．学校給食関係 

(1) 八戸市学校給食主任研修会 

 開催日  5月18日(金) 

 会場  八戸市福祉公民館 

 参加者  小・中学校給食主任等 

 内容  学校給食における安全・衛生管理について 

    給食管理システムについて 等 

 

(2) 学校給食関係職員夏期研修会(安全・衛生研修会) 

 開催日  6月4日(月) 

 会場  八戸市福祉公民館 

 参加者  給食センター調理員等 

 内容  講演｢安全・安心な給食提供をめざして ～衛生管理の基本～｣ 

    講師 八戸市 健康部 八戸市保健所 衛生課  

     獣医師(食品衛生監視員) 千葉 榛華 氏 

 

(3) 第 1 回献立検討会議 

 開催日 6月26日(火) 西地区給食センター分 

6月28日(木) 北・東地区給食センター分 

 会場 八戸市福祉公民館 

 参加者 給食主任、保護者 

 内容 9～12月分の献立検討 
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報告(30 年度第 1 四半期) 

学校教育課 

 

(4) 平成 30 年度第 1 回｢手づくり弁当の日｣ の実施 

 実施日 6月4日(月) 

 対象校 小学校43校、中学校24校、計67校 

 アンケート結果(人数内訳・食育活用事例) 

  小学校 中学校 合 計 

持参した 10,911 人(99.77%) 5,669 人(99.35%) 16,580 人 (99.63%)  

持参しない 25 人 (0.23%)    37 人 (0.65%)  62 人  (0.37%)※ 

計 10,936 人 (100%) 5,706 人 (100%) 16,642 人 (100%)  

                      ※修学旅行や調理実習で持参しなかった児童・生徒含む 

～小学校～ 

○児童が手づくり弁当にかかわるように工夫をした学校 17 校 

 栄養面や地産地消を考えて買い物を計画させ、実行させた。 

 保健だよりで、手伝いできることや栄養バランスの良い弁当を紹介した。 

○食べるときの工夫をした学校 25 校 

 児童会行事のひとつとして、縦割り班でお弁当を食べ、楽しく異学年の交流を図った。 

 校外学習と組み合わせて、楽しく食べることができるようにした。(絵を描く会、生活科の学習など) 

○その他の工夫をした学校 17 校 

 給食委員会で、手作り弁当ポスターを作成し校内に掲示した。 

 自分で作った児童のお弁当の写真や、本人、保護者のコメントを掲示予定。 

 

～中学校～ 

○生徒が手づくり弁当にかかわるように工夫をした学校 6 校 

 全校朝会の委員会発表で、手づくり弁当ではおかずを一品作るなどして親に日頃の感謝の気持ち

を表そうと給食委員が呼びかけた。 

 弁当の作り方に関して、掲示物にして呼びかけた。 

 ２学年で調理実習を行った。(献立： 煮込みハンバーグ、サラダ、コンソメスープ、オレンジゼリー、ラ

イス)。各自１合の米を持ちより、各班で炊飯した。栄養素(１～６群)の勉強後、まとめをし、調理実習

を計画、実践した。 

○食べるときの工夫をした学校 2 校 

 当日の昼の放送で、お弁当を作ってくれた家の人に感謝の心を言葉や態度で伝えるよう原稿を作り、

放送委員に放送してもらった。 

 普段から、全校給食の縦割り活動を通じて、｢みんなが楽しい給食時間｣にするための配慮や工夫の

仕方について考えて給食時間を過ごすよう指導を行っている。 

○その他の工夫をした学校 6 校 

 食事のマナーや望ましい食事の摂り方の定着を目的とした委員会生徒によるチェック活動や委員会

新聞の発行。 

 事後アンケートをとり、その結果を給食便りで発表する。 
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報告(30 年度第 1 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、要請訪問) 

 計画訪問 

時期  5月8日(火)～6月28日(木) 

学校数 小学校16校、中学校6校 計22校 

計画訪問後、まとめ会議を行い、学校ごとの報告書を校長に手交した。 

 要請訪問 5月2日(水)～ 26校で実施 

    うち一般研修等支援 9校 

 

2．地域密着型教育推進事業 

 ｢地域学校連携協議会｣は、市内全域で54の協議会があり、第1回協議会に担当指導主事が出席し、

助言・支援に努めた。 

 4月24日(火)  地域密着教育合同説明会 

     ＜対象＞学校代表者、地域密着型教育コーディネーター 

     ＜内容＞コーディネーターへの委嘱状交付及び30年度事業説明 

 6月26日(火)  地域密着型教育研修会及びコーディネーター研修会 

     ＜講師＞NPO法人｢まちと学校のみらい｣ 代表理事 竹原和泉氏 

     ＜対象＞学校関係者、地域学校連携協議会委員、コーディネーター 

     ＜内容＞先進地区の取組とコーディネーター業務について 

 

3．教育研究指定事業 

 下記の5校に指定書を交付した。 

① 城下小学校  学習指導 3年目 

② 八戸小学校  学習指導 1年目 

③ 新井田小学校 学習指導 1年目 

④ 西白山台小学校 学習指導 1年目 

⑤ 豊崎中学校  学習指導 1年目 

 

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・助言した。 

 

5．さわやか 八戸 グッジョブ・ウィーク事業 

 全中学校(24校)が参加。 

 4月23日(月)に実施校の担当者を対象に実施校連絡会を実施した。 
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報告(30 年度第 1 四半期) 

教育指導課 

 

6．幼保小連携推進事業 

 4月27日(金)｢オープンスクール｣用小学校行事予定一覧を市内各施設(幼・保・こ・小)に配付した。 

 5月15日(火)  代表者研修会 

     ＜アドバイザー＞八戸学院短期大学 差波直樹氏 

     ＜対象＞小学校長･保育所(園)長･幼稚園長･認定こども園長9名 保護者代表3名 

     ＜内容＞30年度の事業の方向性について 

 就学児保護者用パンフレット｢わくわくいっぱい いちねんせい｣を市内各施設(幼･保･こ)に配付した｡ 

 

7．国際理解教育・英語教育推進事業 

 5月25日(金)中学校英語科教員、6月19日(火)小学校教員を対象に研修講座を開催した。 

 外国語指導助手(ALT)が中学校24校、小学校43校の要請計画により教員と一緒に授業を行った。 

 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｣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(遠足、体育祭、市中体夏季大会等)に参加し、生徒とのコミュニケーショ

ンに努めた。 

 5月に全小・中学校へALT通信を送付した。 

 

8．マイブック推進事業 

 4月24日(火)の小学校長会と4月27(金)の学校図書館担当者研修会において、当事業の趣旨等につ

いて説明し、学校内での共通理解を図るように依頼した。 

 5月16日(水)参加書店に対しマイブック推進事業実施説明会を行い、共通理解を図った。 

 5月23日(水)～25日(金)の3日間に渡って、教育指導課窓口において各学校に対してマイブッククー

ポンを配付し、各学校では5月下旬に児童に配付した。 

 6月1日(金)からマイブッククーポンの利用開始(9月30日まで)。 

 各小学校に対して｢ブックトーク｣の希望調査を実施した。 

 

9．八戸市いのちを育む教育アドバイザー事業 

 4月18日(水)に、八戸市医師会から推薦を受けた医師に委嘱状を交付し、各中学校へ平成30年度の

事業推進の資料を送付した。 

 各グループの医師と学校担当者との間で打合せ会を実施し、実施時期・内容・講演対象者・準備物

等について検討した。 

 

10．市学力実態調査等 

 市学力実態調査(図書文化社｢教研式標準学力検査｣)について、下記調査対象学年で実施した。 

実施日 4月10日(火)～4月26日(木) 

 ｢生活や学習についてのアンケート｣を同時に実施し、テストの結果と合わせて調査分析を行った。  

小学校 5、6 年 国語・社会・算数・理科 4 教科 

中学校 1 年 国語・社会・数学・理科 4 教科 

中学校 2、3 年 国語・社会・数学・理科・英語 5 教科 

 



 

- 7 - 

報告(30 年度第 1 四半期) 

教育指導課 

 

 全国学力・学習状況調査について、下記調査対象学年で実施した。 

実施日 4月17日(火) (うち中学校1校は学校行事のため1週間後実施) 

小学校 6 年 国語・算数 主として｢知識｣に関する問題と主として｢活用｣に関する問題 

中学校 3 年 国語・数学 主として｢知識｣に関する問題と主として｢活用｣に関する問題 

 

11．学校飼育動物ネットワーク支援事業 

 4月25日(水)に、青森県三八支部獣医師会から推薦を受けた獣医師に委嘱状を交付した。 

 5月29日(火)に、各小学校の担当者を対象とした説明会を実施し、青森県三八支部獣医師会で作成

した｢八戸市学校飼育動物管理マニュアル｣をもとに獣医師からの講演と、学校担当者からの実践発

表、担当者からの事業説明を行った。 

 各小学校における訪問指導日が決定し、｢平成30年度 ふれあい指導実施日一覧｣を作成した。 

 

12．広域的体験学習支援事業 

 バス会社6社と契約し、各施設の入館料と支払い方法を確認した。 

 校長会で今年度の日程について周知した。 

 4月1校、5月3校、6月19校が実施した。 

 

13．学校図書館支援事業 

 4月13日(金)教育長室にて、4名の学校司書に委嘱状を交付した。 

 4月27日(金)には派遣校学校図書館担当者に対して、学校司書派遣に係る説明会を実施した。 

 5月から派遣校での活動を開始した。 

 5月30日(水)に学校司書打合せ、6月29日(金)に学校司書研修会を実施した。 

 

14．ひらく・楽しむ新聞活用事業 

 4月1日より、各校に新聞が配達された。 

 学校訪問の機会に、新聞活用の工夫した各校の取組について情報収集した。 

 

15．教育施策市民啓発事業 

 校長会で、｢第5回教育の広場はちのへ｣を平成31年1月19日(土)に八戸ポータルミュージアムはっち

で開催することを周知した。 

 

16．教員海外派遣交流事業 

 次年度予定している八戸市からの派遣教員の候補を検討(引き続き検討中)した。 
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報告(30 年度第 1 四半期) 

教育指導課 

 

【青少年グル－プ】 

 

17．スクールカウンセラー配置事業 

スクールカウンセラーを小・中学校に派遣し、児童生徒の問題行動やいじめ、不登校などの諸問題の

解決と防止のためにカウンセリングの充実を図る。  

派遣校 44校(中学校 24校、小学校 20校)   カウンセラー数 14人   

 派遣校A〈年間105時間〉 10校(中学校9校) 

 根城中 大館中 第三中 市川中 白山台 第一中 東中 江陽中 湊中 第二中 

 派遣校Ｂ〈年間60時間〉 21校(中学校11校、小学校10校) 

 中沢中 下長中 是川中 北稜中 明治中 三条中 長者中 白銀中  

白銀南中 鮫中 小中野中 

根城小 新井田小 柏崎小 桔梗野小 白山台小 吹上小 長者小 明治小 

白銀南小 田面木小 

 派遣校Ｃ〈年間36時間〉 13校(中学校3校、小学校10校) 

島守中 豊崎中 南浜中  

  江陽小 中居林小 多賀台小 鮫小 西園小 根岸小 青潮小 図南小 白銀小 小中野小 

 

18．八戸市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、学校や家庭と関係機関等とのネットワー

クの構築や、児童生徒への支援を行うスクールソーシャルワーカー(ＳＳＷ)を配置・派遣し、相談体制の

充実を図る。 

 配置校・・・いじめ、不登校等の生徒指導上の課題について、関係機関との連携による生徒や保護

者への支援が必要とされる市内中学校 

 30年度配置校 

第一中・第二中・長者中・江陽中・湊中・白銀南中・根城中・下長中・北稜中・大館中の10校に5

人のＳＳＷを配置した。 

 配置校以外の小・中学校57校については、要請に応じて近隣の配置校から派遣する。 

 市教育委員会内にある八戸市少年相談センターにＳＳＷスーパーバイザー(ＳＳＷＳＶ)1名を配置し、

ＳＳＷとの連絡・調整を行った。 

 4月 4日(水)  委嘱状交付式・SSW研修会 〔市総合教育センター〕 

 4月19日(木)  配置校との連絡協議会  〔市総合教育センター〕  

 6月29日(金)  SSW連絡協議会    〔市総合教育センター〕 

  

19．八戸市青少年派遣交流事業 

［派遣事業］ 

八戸市の青少年(中学2年生)を海外に派遣し、訪問国の歴史、文化、産業、教育等の見学や、青少

年との親善交歓を通して、国際協調の精神を育て、次代の国づくり、まちづくりを担う青少年の健全育成

を図るとともに、参加青少年による青少年団体活動への寄与を期待して行った。 

 訪問先 中国(上海、西安、蘭州、北京) 

 特別団員委嘱状交付式 4月14(土) 
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報告(30 年度第 1 四半期) 

教育指導課 

 

 事前研修 4月14日(土)、21日(土)、5月12日(土)、19日(土) 

 現地研修 5月24日(木)～6月1日(土) 

 

  ［受入事業］ 

中国蘭州市の中学校からの交流団を受入れ、当市でのホームステイや中学校との交流を通して国際

親善を図った。 

 受入期間 5月13日(日)～5月17日(木) 4泊5日 

 受入人員 中学生 14人 引率 6人  計20人 

 スケジュール 

 市長表敬訪問 5月14日(月) 

  歓迎会   5月14日(月) 

 

20．南部藩ゆかりの都市との交流事業 

市内の各小学校から1名(42名)を岩手県遠野市・紫波町へ派遣し、訪問先の小学生と交流を図る。 

 結団式・事前研修会 6月22日(金) 

 事前研修会(2回目) 7月 6日(金) 

 遠野市・紫波町訪問 7月25日(水)～27日(金) (2泊3日) 

 

21．青少年グル－プ学校訪問 

生徒指導上の課題に対する助言と、生徒指導状況の情報収集のために4月25日(水)～5月23日(水)

で市内24中学校を訪問した。 

こども支援センター相談員やスクールソーシャルワーカースーパーバイザーが同行し、生徒指導的な

視点に加えて発達障害に係る専門的な視点から助言をした。問題行動、不登校､発達障害関係の児童

生徒への対応について、継続的に支援している。 

 

22．勤労青少年ホーム 

勤労青少年福祉に関する事業を総合的に行う施設で、レクリエ－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。 

平成 30 年度利用状況(4 月～6 月) 

 通年講座  40回 261名 

 クラブ活動  98回  1,275名 

 短期講座 ｢初心者のためのヨガ教室｣5月16日～6月27日 毎週水曜日 (午後7時～9時) 

   7回  90名   

 その他     70回 526名 

 合計   215回  2,152名 

 

23．防災ノート活用事業 

各学校における防災ノートの効果的な活用と､地域の実情に応じた防災教育の研究を進める。 

 4月6日～13日 28年度に作成した｢防災ノート｣(二訂版)を市内全小中学校に配付した。 

  ※小学校１年生、小学校４年生、中学校１年生に配付  
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教育指導課 

 

24．青少年(中・高生)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もらい、公的機関や市民団体等からボランティア派遣依頼を

受けて派遣した。 

 登録者数 4,050名(中学校23校 1,513名、高校14校 2,537名) 

 実施回数 5回(リレーフォーライフジャパン八戸、地区公民館) 

 実績人数 256名 
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報告(30 年度第 1 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) 前期開講日 

① 5月16日(水)  林家 三平 氏 公会堂 開講式18:15～ 講義18:30～ 

       受講者 男233名 女504名  計737名 

② 5月23日(水)  フィフィ 氏    文化ホール     18:30～ 

       受講者 男128名 女279名  計407名 

③ 5月29日(火)  山田 昌弘 氏 文化ホール     18:30～ 

       受講者 男 79名 女160名  計239名 

④ 6月 8日(金)  錣山 矩幸 氏 公会堂         18:30～ 

       受講者 男266名 女435名  計701名 

⑤ 6月16日(土)  大島 花子 氏 南郷文化ホール 13:30～ 

       受講者 男78名 女196名  計274名 

⑥ 6月27日(水)  依田 司 氏   文化ホール      18:00～ 

                 受講者 男177名 女435名  計612名 

 

※ 6講義受講者小計  受講者 男961名  女2,009名  計2,970名 

 

2．社会教育委員 

(1) 社会教育委員の会議 

 日時 5月24日(木) 

 場所 市庁本館3階議会第1委員会室 

 案件 ①平成30年度社会教育関係事業について 

②平成30年度社会教育関係団体への補助金交付について 

 

3．家庭教育に関する事業 

(1) 子育て・親育ち講座 

市内各小中学校・保育園、幼稚園及びPTAに実施を依頼 

① 5月30日  大館中学校 

② 6月10日  千葉幼稚園 

③ 6月28日  旭ヶ丘小学校 

④ 6月28日  西園小学校 

(2)家庭教育支援基盤形成事業 

4月10日付けにて、子育て支援コーディネーターを委嘱し、城北小学校に家庭教育支援チームを配置 

(3)幼稚園家庭教育学級事業 

八戸市私立幼稚園協会と6月1日付けで委託契約を締結 

各園にて講座を実施 



 

- 12 - 

報告(30 年度第 1 四半期) 

社会教育課 

 

4．公開講座開催促進事業 

市内大学、高等専門学校等の公開講座を中心市街地の施設で開催。 

(1)環境都市・建築デザインコース公開講座シリーズ 

-環境都市・建築デザイン事始め四講- ｢まちづくり講演｣ 

 日時   6月2日(土) 14：00～15：30  

 場所   八戸ポータルミュージアム はっち 

 対象   中学生、保護者、一般 

 共催   市・八戸工業高等専門学校 

 参加者数  46人 

 

5．第1四半期発注済工事等 

(1) 地区公民館建替事業 

 根城公民館 駐車場整備工事 (工期 6月30日～9月28日) 

 

 

【文化財グループ】 

 

6．芸術文化活動の推進 

(1) ふるさと先人パネル展 

 日程 4月17日(火)～5月13日(日) 

 場所 八戸市公会堂ロビー 

 内容 先人の功績を周知するため、昨年度に制作したパネルの展示を実施 

〈29年度制作パネル〉石橋宏一郎、小國英雄、佐々木泰南、村井倉松、山内亮 

 

7．文化財の保護・活用 

(1) 史跡等表示事業 

 六日町・鳥屋部町・山伏小路・堤町標柱修繕(6月末日完成) 

(2) 八戸市文化財審議委員の会議 

 日時 5月24日(木) 13：30～15:30 

 場所 第1委員会室 

 案件 平成30年度の文化財関係の事業計画について審議 

(3) 史跡管理事業 

① 史跡長七谷地貝塚の草刈清掃等 

 日程 6月12日～9月28日 

 場所 史跡長七谷地貝塚(桔梗野工業団地) 

 内容 史跡の適切な保護のため年2回の草刈清掃等を業者委託により行う 

② 史跡丹後平古墳群の草刈清掃等 

 日程 6月13日～9月28日 

 場所 史跡丹後平古墳群(南白山台) 

 内容 史跡の適切な保護のため年2回の草刈清掃等を業者委託により行う 
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社会教育課 

 

③ 一里塚ポケットパークの清掃等 

 日程 6月15日～10月31日 

 場所 一里塚ポケットパーク(南郷大字中野・市野沢、県史跡) 

 内容 適切な保護のため草刈清掃等の管理を地区自治会により実施 

(4) 種差海岸保護指導員への委嘱状交付 

 日時 4月19日(木) 14：00～14:25 

 場所 南浜公民館 １階和室 

 内容 国指定の名勝種差海岸の保護・指導にあたる、8名の指導員に委嘱状を交付 

(5) 種差海岸における外来植物オオハンゴンソウ駆除 

① 青森県立八戸高等支援学校によるボランティア 

 日時 5月30日(木) 9:00～11:20 

 場所 鮫町字小舟渡平地内(レストランフェザント前) 

 内容 青森県立八戸高等支援学校生徒及び教諭24名により、4,571本駆除 

② 種差小学校による環境教育としての駆除 

 日時 6月7日(木) 10:20～11:10 

 場所 種差小学校前 

 内容 種差小学校児童(4～6年生)8名により、725本駆除 

③ 市職員・青森県退職校長会三八支部によるボランティア 

 日時 6月9日(土) 8：00～11:30 

 場所 鮫町字小舟渡平地内(レストランフェザント前) 

 内容 市職員14名、八戸自然保護官事務所2名、青森県退職校長会三八支部8名により、

4,953本駆除 

④  盟大学学友会によるボランティア 

 日時 6月13日(水) 9:30～12:00 

 場所 鮫町字小舟渡平地内(レストランフェザント前) 

 内容  盟大学学友会114名により、19,168本駆除 

⑤ 業者委託による駆除 

 期間 5月10日(木)～9月30日(日) 

 場所 蕪島から大久喜の海岸 

 内容 名勝地保護のため、有害な外来植物を業者委託により駆除 

(6) 天然記念物蕪島ウミネコ繁殖地保護監視等委託事業 

 期間  4月1日(日)から監視業務を開始。8月8日(水)まで実施 

 場所  蕪島 

 内容  監視及び清掃等の環境整備を行い、ウミネコの繁殖活動を保護するもの 

(7) 八戸三社大祭山車祭り行事保存会平成 30 年度総会 

 日時 5月31日(木)18：30～19：00 

 場所 別館2階会議室C 

 内容 三神社と27の山車組、11の郷土芸能団体で構成する当該保存会の総会開催 

  



 

- 14 - 

報告(30 年度第 1 四半期) 

是川縄文館 

【是川縄文館】 

 

1．入館者数 

 本館 5,463人 分館 596人 

 

2．管理運営事業 

(1) 日曜日縄文体験コーナー  (4月8日～6月24日) 期間中12回開催  212人 

(2) 春季企画展『掘りdayはちのへ－平成29年度発掘調査資料展－』 

         (4月28日～6月24日)  53日間開催 4,354人 

(3) 一日考古学者体験   (4月28日)       2回開催   27人 

(4) 企画展ギャラリートーク   (5月12日・6月 9日)   2回開催   23人 

(5) 滑石でペンダント作り教室  (5月 5日)       1回開催    8人 

(6) 考古学講座     (5月12日・6月16日)  2回開催   134人 

(7) サポートスタッフ研修会   (5月19日～6月29日)  6回開催   114人 

(8) これかわ考古学クラブ開講式   (5月26日)                  3人 

(9) これかわ考古学クラブ       (6月 2日)     1回開催  5人 

(10) 平成30年度第1回是川縄文館運営協議会 (6月21日) 

(11) 第5回是川石器時代遺跡整備検討委員会 (6月23日) 

 

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・松長根遺跡・殿見遺跡等 7遺跡9ヵ所 

  長芋作付けに伴う調査  石橋遺跡・雷遺跡・市子林遺跡等 4遺跡5ヵ所 

 その他開発に伴う調査  八戸城跡・古馬屋遺跡・雷遺跡等 6遺跡8ヵ所 

(2) 受託事業 

 本堂建替に伴う調査   櫛引遺跡 1遺跡 1ヵ所  (期間 4月3日～27日) 

  その他開発に伴う調査  八戸城跡・櫛引遺跡・館平遺跡 3遺跡3ヵ所 

 

4．埋蔵文化財保存・活用事業 

(1) 埋蔵文化財ニュースの刊行 

 『掘りdayはちのへ』第21号の刊行 (6月15日・A4・8ページ・1000部) 

 市内公民館・小中学校他関係機関等に配布 

(2) 埋蔵文化財活用活性化事業 

 収蔵資料の再整理・再収納・台帳作成 (前期 4月4日～9月30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第１期整備地形測量・基本設計 
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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 

(1) 基本研修 

①初任者研修     5講座開催 受講者 140人(各講座28名×5講座) 

②中堅教諭等資質向上研修  1講座開催 受講者  15人 

(2) 一般研修     13講座開催 受講者 475人 

(3) 市民公開研修     2講座開催 受講者  65人   合計695人 

 

2．教科等研究委員 

 ｢確かな学力研究分野｣(4部会｢国語｣｢算数・数学｣｢理科｣｢社会｣)、｢今日的課題研究分野｣(4部会

｢インターネットセーフティ｣｢外国語活動｣｢特別の教科 道徳｣｢特別支援学級の授業づくり｣)を設定。

今日的課題研究分野は今年度は該当者なし。5月14日(月)に第1回の全体研修会をもち、研究の進

め方についての研修と総合教育センター所長を講師に実践研究への心構えについて研修した。 

 委嘱委員数  小学校教諭20名、中学校教諭12名 計32名 

 

3．教育の情報化推進事業 

 4月13日(金)・20日(金)に｢校務用コンピュータ及び校務支援システム活用研修講座｣を開催した。他

市町村からの転入及び新採用の教職員を対象に、著作権教育、校務用コンピュータ、グループウェ

ア及び校務支援システムについての基本操作等を中心に研修を行った。初任者研修情報教育研修

講座前期も兼ねて実施した。2日間で、61名が受講した。 

  6月14日(木)・15日(金)に｢市民パソコン教室①｣(市民公開講座)を実施。延べ8名が受講した。 

  6月25日(月)に｢情報セキュリティ対策支援研修講座｣を開催した。学校現場や日常における情報漏

洩等の危険について具体的な研修を行った。50名が受講した。 

  6月26日(火)に｢表計算(Ｅｘｃｅｌ)基礎講座｣を開催した。実務で使える具体的な操作研修を行った。

27名が受講した。 

 各学校の校務支援システム運用への支援及びネットワーク障害、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 

学校教育サポート事業として、小学校理科観察実験アシスタント４名をそれぞれ要望のあった市内各

小学校に派遣した。理科授業の充実及び教師の指導力向上のため、29の小学校で活用された。 

 

5．学校図書館ネットワーク事業 

 4月27日(金)に各校学校図書館担当者を対象に｢学校図書館担当者研修会｣を開催した。学校図書

館ネットワーク事業の概要やシステムの活用についての周知を図った。 

 学校図書館担当者・学校司書を対象に、4月27日(金)に｢図書システム(SLIB-OD)操作研修会｣6月

21日(木)、22日(金)に｢Tooli-S活用研修会｣を開催した。図書管理用コンピュータソフトを活用した図

書の検索・注文等の操作説明と演習を行った。 

 学校図書館支援図書や学校間相互貸借の対応を行った。 

 各学校の図書端末障害等への対応を行った。 



 

- 16 - 

報告(30 年度第 1 四半期) 

総合教育センター 

 

6．教員国内・海外研修 

 5月10日(木)に研修生選考委員会を開催し、国内研修の専門課程研修生4名、短期研修視察研修

生1名、短期研修管理職研修生１名を選考した。なお、海外研修の希望者はなかった。 

 5月25日(金)に第1回研修会を行い、事務連絡、担当主任指導主事との話合いを行った。 

 

7．視聴覚教育関係事業 

 三八視聴覚教育連絡協議会の平成29年度の事業報告に関わる事項及び平成30年度の事業計画

等について、5月8日(火)に｢三八視聴覚教育協議会総会｣を開催した。関係市町村教育長他9名が

出席した。 

 ｢視聴覚担当者連絡会｣を5月10日(木)に八戸市児童科学館で開催した。 

 16mm映写機の基本的な知識・技能の習得を目的に、5月19日(土)～20日(日)に八戸市福祉公民館

を会場に｢16mm映写技術講習会｣を開催した。参加者は1名であった。 

 

8．児童科学館事業  

 平成30年度の指定管理について、三八五ふれあいネットが第三期2年目の運営を開始した。 
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こども支援センター 

【こども支援センター】 

 

1．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5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、生活面、行

動面での状況を観察し、必要に応じて担任に支援方法等を助言した。 

 文字の見え方や書き方に関して難しさを感じている児童を対象にビジョントレーニングを行っている。 

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１名、発達相談(2～3歳

及び3～5歳)の各クラスに1名ずつ参加した。 

 主な業務状況は、教育相談237件、巡回・訪問相談79件、教育支援に係わる調査37件、電話相談12

件、ビジョントレーニング8件の合計373件だった。 

 巡回・訪問相談の内訳は、幼稚園･保育所(園)・認定こども園が28件、小学校41件、中学校10件であ

る。 

 

2．教育相談・適応指導教室事業 

 こども支援センター全相談数は969件(延べ件数)で、前年比約1.1倍である。主な内容は、発達行動

にかかわる相談が455件、不登校児童生徒にかかわる相談が253件である。 

 教育相談部の6月までの相談数は531件、来所相談が最も多く、287件だった。 

 適応指導部｢適応指導教室｣の全通室生は21名。 

 適応指導部では、5月から通室生対象の学校連絡会を随時実施している。正式面接後、主任指導

主事、適応指導員と学級担任等で情報交換をした。 

 適応指導教室通室対象の第１回保護者面談月間(6月1日～6月30日)を実施した。 

 下学年適応支援活動｢キッズ｣を1グループで2回、上学年適応支援活動｢ジュニア｣を1グループで2

回、｢キッズ・ジュニア｣同時開催の｢親の会｣を4回、実施した。 

 子どもへのより良い関わり方を学ぶ｢ペアレントトレーニング｣を3回実施した。 

 毎週水曜日に臨床心理士によるカウンセリングを実施した。 

 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 

 4月4日(水)に特別支援アシスタント71名に対して委嘱状を交付、4月9日(月)から各学校での支援を

開始した。 

 配置を受けた学校に対し、アシスタントをより適切に活用するために学校が配慮すべきことについて、

文書及び口頭で説明し、適切に対応することを求めた。新規アシスタントの配置校に対して、学校訪

問時に効果的な活用についての事例を紹介している。 

 

4．特別支援教育看護支援員事業 

 5月上旬に保護者、配置校、看護支援員に対して事業説明を行った。 

 5月10日に特別支援教育看護支援員2名に委嘱状を交付し、市内小学校2校に配置した。 
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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) 

4 月 29 28,576 53,223 54,002 14,802 219 12 730 2,213 

5 月 28 28,346 52,057 52,005 14,517 316 20 505 2,088 

6 月 29 30,986 52,910 53,644 14,910 254 20 631 2,099 

四半期 86 87,908 158,190 159,651 44,229 789 52 1,866 6,400 

一日平均  1,022 1,839 1,856 514 9 1 22 74 

 

2．図書館本館行事の実施状況 

(1)子ども読書週間行事 

①企画展示 『超！名作 ～読み継がれる物語～』  

 期間等 4月21日(土)～5月14日(月)  於：図書館1階フロア 

 内容 長年読み継がれてきた児童書の名作を展示・貸出し 

②春のおはなし会 

 日時等 5月19日(土) 10:30～11:30  於：図書館2階集会室 

 内容 八戸おはなしの会紙風船による｢絵本の読み聞かせ・手遊び・ストーリーテリング｣ 

 対象 おおむね4 歳以上 

 参加者 36名 

 

(2)企画展示・貸出 

①｢春からの新生活を応援！｣  

3月23日(金)～4月20日(金) ・進学や就職など新生活に役立つ本を展示・貸出し 

②｢ご長寿のものがたり｣           

3月12日(月)～4月6日(金) ・長生きした著名人の著書や関連本を展示・貸出し 

③｢本屋大賞作品展｣       

3月31日(土)～4月23日(月) ・本屋大賞受賞作、ノミネート作の展示・貸出し 

④｢生きてこそ！｣ 

4月7日(土)～4月26日(木) ・厳しい人生に負けずにがんばっている人の闘病記等を展示･ 

  貸出し 

⑤｢さあ、みんなで、出かけよう！｣ 

4月24日(火)～5月18日(金) ・連休のお出かけやレジャーに役立つ本の展示・貸出し 

⑥｢今どきテクノロジー｣  

4月28日(土)～5月14日(月) ・最近の科学技術に関する本を展示・貸出し 
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図書館 

⑦｢角野栄子展｣ 

4月28日(土)～5月14日(月) ・国際アンデルセン賞受賞を記念し、著書を展示・貸出  

⑧｢追悼 古川薫｣ 

5月 8日(火)～5月18日(金) ・作家の故古川薫氏を偲び、著書を展示・貸出し 

⑨｢生き方いろいろ｣ 

5月15日(火)～5月30日(水) ・自分らしい暮らし方に関する本を展示・貸出し 

⑩｢食べて、動いて、元気！｣  

5月15日(火)～6月4日(月) ・健康に役立つ食べ物や運動に関する本を展示・貸出し 

⑪｢馬場のぼるの本｣ (ブックセンターとの共催) 

5月15日(火)～5月30日(水)  ・｢11ぴきのねこ｣出版50周年を記念し、著書(絵本)や同氏に関する 

 本を展示・貸出し 

⑫｢追悼 かこさとし｣ 

5月19日(土)～5月30日(水) ・絵本作家の故かこさとし氏を偲び、著書(絵本)を展示・貸出し 

⑬｢地球が泣いている！｣ 

6月1日(金)～6月18日(月) ・環境月間にちなみ、環境問題やｴｺﾗｲﾌに関する本を展示・貸出し 

⑭｢追悼 津本陽｣ 

6月1日(金)～6月28日(木) ・作家の故津本陽氏を偲び、著書を展示・貸出し 

⑮｢探偵ものがたり｣ 

6月5日(火)～6月28日(木) ・物語の有名私立探偵や警察官が登場する本の展示・貸出し 

⑯｢東理夫展｣ 

6月16日(土)～6月28日(木)  ・デーリー東北主催の催事にあわせ、東理夫氏の著書や訳書等を

展示・貸出し 

⑰｢マイブッククーポンおすすめ本｣ 

    6月19日(火)～7月16日(月･祝) ・マイブッククーポンの本選びに役立つ児童書の展示・貸出し 

⑱｢緑にふれあう｣ 

   6月30日(土)～7月16日(月・祝) ・ガーデニングや登山など、緑と触れ合う体験についての本を展

示・貸出し 

⑲｢八戸市民大学講座講師コーナー｣ 

5月15日(火)～5月18日(金) (第１講義 講師：林家三平 氏) 

       ・落語に関する本や、林家三平氏、海老名香葉子氏の著書を展示・ 

        貸出し 

5月15日(火)～5月25日(金) (第2講義 講師：フィフィ 氏) 

        ・イスラム教やイスラムの情勢等に関する本を展示・貸出し 

5月19日(土)～5月30日(水) (第3講義 講師：山田昌弘 氏) 

        ・著書や、家族社会学・婚活についての本を展示・貸出し 

5月26日(土)～6月15日(金) (第4講義 講師：錣山矩幸 氏) 

       ・相撲に関する本や著書を展示・貸出し 

6月1日(金)～6月22日(金)  (第5講義 講師：大島花子 氏) 

       ・講師の活動関連本、坂本九(講師父)のCDや本を展示・貸出し 

6月16日(土)～6月28日(木) (第6講義 講師：依田司 氏) 

        ・気象や天気キャスターに関する本を展示・貸出し 
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図書館 

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) 

 4 月 5 月 6 月 

回 数 4 5 4 

配布数 123 130 131 

 

4．分室運営連絡会議 

 日時等 5月17日(木)  13:30～14:15   於：図書館2階集会室 

 内容 分室の運営状況等について、蔵書点検について 

 出席者 6分室の分室長等18名、図書館長外4名 

 

5．調べる学習チャレンジ講座 

 日時等 6月30日 (土) 13:00～15:00  於：図書館2階集会室 

 講師 中村 伸子氏(白百合女子大学非常勤講師) 

 対象 小学生、保護者   

 参加者 8名 

 

6．寄附に対する感謝状贈呈 

 寄附者 一葉会(児童図書購入費として30万円寄附) 

 日時等 6月1日(金) 10:00～10:15     於：市長室(市長から贈呈) 

 

7．図書の修理講習会 

 日時等 6月4日(月) 10:00～12:00  於：図書館2階集会室 

 内容 図書の修理についての講義および演習 

 対象 地域密着型教育コーディネーターおよび学校図書館ボランティア 

 

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) 

4 月 29 11,497 9,816 9,612 2,937 38 177 365 214 

5 月 28 11,915 9,578 9,140 2,851 77 173 294 248 

6 月 29 13,804 9,807 9,030 2,895 56 147 271 222 

四半期 86 37,216 29,201 27,782 8,683 171 497 930 684 

一日平均   433 340 323 101 2 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7回) 

 春のおはなし会   4月22日(日)  11名参加    (南郷図書館) 

 出張読み聞かせ   4月20日(金) 南郷小学校 15名参加  (南郷図書館) 

       5月17日(木) 南郷小学校 30名参加 (南郷図書館) 
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6月21日(木) 南郷小学校 22名参加 (南郷図書館) 

 出張おはなし会   6月13日(水) 西園小学校 31名参加 (図書情報センター) 

               6月20日(水) 西園小学校 33名参加 (図書情報センター) 

 1日体験！図書館司書 6月23日(土)   20名参加   (南郷図書館) 

 

 

【歴史資料グループ】 

 

9．八戸市史講座の開催 

①第 1 回｢八戸の習俗・寺院・神社｣ 

 日時等 5月12日(土)10:00～12:00 

 講師  上野 末蔵 氏(根城史跡保存会会長) 

 参加者 55名 

 

②第 2 回｢八戸の誤解され失われた信仰｣ 

 日時 6月9日(土)10:00～12:00 

 講師 滝尻善英氏(青森県文化財保護協会副会長) 

 参加者 66名 

 

10．『八戸藩日記』解読作業 

 4月～6月  7冊           

 

11．『遠山家日記』校正作業 

 

12．『遠山家日記 第七巻』入札・校正作業  

 

13． その他 

 寄贈図書の登録・装備作業 

 

 



 

- 22 - 

報告(30 年度第 1 四半期) 

博物館 

【博物館】 

 

1．博物館・管理運営事業    〔入館者数 3,777人〕 

 4月 8日(日)  根城史跡ボランティアガイド出発式        20人 

 4月20日(金)～4月22日(日) 根城史跡ボランティアガイド養成講座  3回開催  延べ 37人 

 4月29日(日)  博物館無料開放 史跡根城さくらまつり開催にあわせ実施   451人 

 5月18日(金)  博物館無料開放 国際博物館の日にあわせ実施          54人 

 5月22日(火)  博物館無料開放 根城記念祭にあわせ実施             74人 

 

(1) 博物館クラブ 

 5月 3日(木)  戦国武将の紙かぶと      7組25人 

 5月 5日(土)  赤ちゃん集合～粘土で手形･足形作り～ 30組76人 

 6月17日(日)  陶芸教室(成形)       31人 

 6月30日(土)  草木染め        10組22人 

(2) 館外フィールドワーク 

 5月19日(土)  八戸城下めぐり 8人 

 

 

2．特別展等開催事業 

(1) 企画展 

 4月28日(土)～5月27日(日) 新収蔵資料展     2,208人 

 

3．第1回博物館協議会 

 日 時 6月20日(水) 13：30～15：30 

 場 所 市庁本館3階 第2委員会室 

 出席者 委員 9名/事務局10名  

 案 件 ①平成29年度事業実施報告について 

②平成30年度事業計画について 

    ③史跡根城跡復原木橋改修工事について 

           ④丹後平古墳群出土品の重要文化財指定について 

    ⑤その他 

 

4．根城の広場・管理運営事業    〔入場者数 6,101人〕 

(1) 根城おもしろ講座 

 4月29日(日) 体験学習講座 ｢初心者講座 短歌～しだれ桜をうたう～｣    10人 

 6月 3日(日) 歴史講演会 

 ｢考古資料から見た山岳信仰の遺宝・大峯山、男体山、そして出羽三山｣ 51人 
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(2) 指定管理者自主事業 

 4月 6日(金) 城の日記念イベント         55人 

 4月28日(土)～5月6日(日) 史跡根城(主殿)で鎧と小袖を着よう  477人 

 4月29日(日)  ｢史跡根城さくらまつり｣根城本丸跡無料開放  1,644人 

 5月18日(金)  根城本丸無料開放 国際博物館の日にあわせ実施  23人 

 5月22日(火)  ｢根城記念祭｣根城本丸跡無料開放           123人 

 

【ものづくり体験工房】 

 八幡馬の絵付け   (4月20日～6月21日) 期間中10回開催  40人参加 

 えんぶりミニミニ烏帽子づくり (4月29日)  1回開催    3人参加 

 

(３) 史跡根城跡環境整備事業 

 木橋改修工事 (29年11月22日～30年4月27日) 小幡建設工業株式会社 

 木橋渡り初め  4月6日(金) 10：00  ※城の日にあわせて実施  50人 

 

 

【南郷歴史民俗資料館】   〔入館者数 406人〕 

1.教育普及 

(1) 講座 

 5月11日(金)  ｢南郷一周めぐり｣     24人 

 6月 1日(金)  ｢島守四十八社めぐり｣   23人 


