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予定(2 年度第 3 四半期) 

教育総務課 

【教育総務課】 

 

【学校施設グループ】 

 

1．第3四半期発注予定 

(1) 工事 

①小学校 

 江陽小学校キュービクル改修工事     (予定工期：10月～令和3年 2月)  

 西園小学校校舎・屋内運動場トイレ改修建築工事  (予定工期：10月～令和3年 3月) 

 西園小学校校舎・屋内運動場トイレ改修機械設備工事 (予定工期：10月～令和3年 3月) 

 城北小学校防音機能復旧建築工事     (予定工期：10月～令和3年12月) 

 城北小学校防音機能復旧電気設備工事    (予定工期：10月～令和3年12月) 

②中学校 

 市川中学校進入路拡幅工事      (予定工期：10月～令和3年 3月) 

 

(2) 委託 

①小学校 

 城北小学校防音機能復旧事業工事監理業務委託  (予定期間：10月～令和3年12月) 

 城北小学校防音機能復旧事業工事意図伝達業務委託 (予定期間：10月～令和3年12月) 
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予定(2 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 

 発送日  10月7日(水) 対象者 1,765人 

(2) 就学時健康診断 

 期間  10月21日(水)～11月19日(木)   実施校 42校 

 

2．就学援助 

(1) 新入学児童生徒学用品費等小学校入学前支給 

 受付期間 11月26日(木)～12月18日(金) 

 

3．市立小・中学校適正配置 

(1) 中期及び長期検討課題 

着手済みの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】 

 

4．学校経営支援 

(1) 学校訪問 

 時 期 10月2日(金)～11月9日(月) 

 訪問者 課長、経営支援GL、主任指導主事、指導主事 

 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 

 

 

【学校給食グループ】 

 

5．学校給食関係 

(1) 第 2 回献立検討会議 

 期 日 10月13日(火)  西地区給食センター分 

10月15日(木)  北・東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、保護者 

 内 容 1月～3月分の献立検討 
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予定(2 年度第 3 四半期) 

学校教育課 

 

(2) 給食センター見学会＆学校給食試食会 

 期 日 10月22日(木) 

 場 所 西地区給食センター 

 内 容 市民を対象とした一般見学と学校給食の試食  
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予定(2 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、要請訪問) 

 計画訪問   小学校10校、中学校11校 計21校を訪問予定 

 要請訪問・一般研修等支援   38校で実施予定 

 

2．地域密着型教育推進事業 

 11月16日(月)に、青森県教育委員会と共催で地域密着型コーディネーター研修会を開催する。 

 要請に応じて、各地区の地域学校連絡協議会に担当主任指導主事が出席する。 

 12月末までに、本事業の成果と課題を分析し、次年度以降の方針について決定する。 

 

3．教育研究指定事業 

 各指定校において研修会を開催する予定。 

 

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、｢授業づくり｣｢居場所づくり｣｢絆づくり｣の視点で、各校の取組や事業の状況を確

認する。 

 

5．幼保小連携推進事業 

 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｣(6月に幼稚園・こども園・保育園等

を通じて配付)を未受領の保護者に対して各小学校の就学時健診時に配付する 

 

6．マイブック推進事業 

 11月末に各学校及び保護者に対してアンケート調査を実施予定 

 9月から11月に市内小学校延べ29校で、八戸ブックセンター、八戸工業高等専門学校、市立図書館、

学校司書の方を講師として｢出張ブックトーク｣を実施 

 

7．いのちを育む教育アドバイザー事業 

 医師による講演は中止となるが、生徒の性に関する悩みや相談等に八戸市医師会が可能な限り対

応する予定 

 

8．学校飼育動物ネットワーク支援事業 

 小学校8校で学校獣医師を招いて｢適正飼育管理指導｣を実施予定。 

 

9．広域的体験学習支援事業 

 報告書の感想等を集約し、来年1月には各施設への来年度の事業説明や活動内容等についての

検討会を実施予定。 
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予定(2 年度第 3 四半期) 

教育指導課 

 

10．学校図書館支援事業 

 各派遣校での活動について、月１回の研修会等を通して情報共有を図る。 

 

11．ひらく・楽しむ新聞活用事業 

 新聞活用の工夫について、学校訪問等の場で助言するとともに、新聞活用事例について情報提供 

する。 

 デーリー東北新聞社、東奥日報社と連携し｢新聞活用出前講座｣を市内小・中学校のべ10校で実

施。 

 

 

【青少年グル－プ】 

 

12．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の予定 

事業内容 学習会、史跡根城まつり 

参加生徒数 約15名 

 

13．令和2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2日(月) 14:00～ 

 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) 

 

14. 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。 

 第4回SSW連絡協議会 11月27日(金) 10:00～12:00 〔市総合教育センター〕 

 

15．ネット情報モラル支援事業 

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のために、学校に講師を派遣したり講

演に係る費用を補助したりして、学校でのインターネット教室の開催を支援する。 

 

16．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い、レクリエー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う。 

・通年講座 

   ・クラブ活動等
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予定(2 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．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 

実施予定講座(判明分) 

①10月23日(金) 白山台小学校 

②11月10日(火) 吹上小学校 

 

2．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、令和3年成人

式の企画を行う 

 

3．令和2年度新成人代表者と市長との懇談会 

 日 時 11月23日(月・祝) 

 場 所 八戸グランドホテル 

 

 

【文化財グループ】 

 

4．芸術文化活動の推進 

(1) 先人周知事業 

｢ふるさと先人パネル展｣の開催 

 日時 10月1日(木)～10月30日(金) 

 場所 別館10階展望回廊(第1会場) 

     本館1階ロビー(第2会場) 

 内容 令和元年度作成の先人パネル3名(稲葉捨己、小泉紫峰、橋本忠吉)と、過去に制作した先 

人8名を紹介。 

 

5．文化財の保護・活用 

(1) 名勝種差海岸保護事業 

 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10月以降に実施 

 

(2) 史跡等標示事業 

｢本徒士町｣標柱、｢対泉院山門｣｢大慈寺(糠塚)｣説明板修 

 工期  10月～12月 

 内容 既存標柱の修繕 
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予定(2 年度第 3 四半期) 

社会教育課 

 

(3) 第 67 回文化財保護強調週間 

 期間 11月1日(日)～7日(土) 

 内容 八戸市内の文化財を保有する社寺等において、期間中に消火訓練を実施 

 

(4) 三八地区文化財保護研究集会 

 日時 10月19日(月) 13:30～16:05 

 場所 南浜公民館、種差海岸、種差インフォメーションセンター 

 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行うもの 

 

(5) 八戸市文化財審議委員の会議  

①調査 

 10～11月 図書館所蔵えんぶり関係新聞記事・文書調査(事務局) 

 10～12月 烏帽子等のえんぶり用具製作詳細調査(委員1名) 

 11月23日 図書館所蔵えんぶり関係文書(中里家文書他)詳細調査(委員・調査員計3名) 

②えんぶり中間報告書(令和元年度調査分)作成 

 10月5日  各委員・調査員から中間調査報告書を事務局に提出 

 10～11月 事務局による編集・製本 

 11月中旬 中間報告書をえんぶり組等各方面に提供 

③委員・調査員委嘱関係 

 10月15日 委嘱状交付(新規委員・調査員4名) 

④八戸工業大学附属第二高等学校との｢えんぶり｣共同調査 

 12月 調査成果品(えんぶり関係新聞記事目録)のまとめ 

 

 (6) 第 43 回民俗芸能の夕べ 

※中止 

 日時 12月20日(日) 13:00～17：00 

 会場 八戸市公会堂文化ホール 
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予定(2 年度第 3 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     (11月21日)       1回開催 

(2) 日曜日縄文体験コーナー   (10月4日～12月20日)     12回開催 

(3) 考古学講座      (10月10日・11月28日・12月19日)   3回開催 

(4) 秋季企画展｢白神山地の縄文｣  (10月10日～11月23日)       39日間開催 

(5) 秋季企画展学芸員によるギャラリートーク 

     (10月10日・17日・24日・31日、11月7日・14日・21日)    7回開催 

(6) 冬季企画展｢是川遺跡の注口土器｣ (12月12日～令和2年3月21日)   78日間開催 

(7) 企画展考古学講座    (11月７日)       1回開催 

(8) 縄文土器作り講座     (10月17日・24日)       2回開催 

(9) これかわ考古学クラブ    (10月3日、12月5日)     2回開催 

(10)令和２年度第１回是川縄文館運営協議会 (10月6日) 

(11)是川縄文の日      (11月3日)        1回開催 

 

2．埋蔵文化財調査事業 

(1) 補助事業 

 産業団地開発に伴う調査 杉子沢(1)遺跡及び周辺調査 1遺跡1ヵ所 (期間10月19日～11月30日) 

 長芋作付けに伴う調査   松ヶ崎遺跡    1遺跡1ヵ所 (期間 10月5日～11月13日) 

 その他開発に伴う調査   八戸城跡ほか    6遺跡6ヶ所 

(2) 受託事業 

 道路改築に伴う調査  八戸城跡  1遺跡１ヵ所  (期間 8月17日～12月25日) 

 工業団地造成に伴う調査 笹ノ沢(2)遺跡  1遺跡1ヵ所 (期間 9月 7日～11月30日) 

 

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1日～令和3年3月31日) 

(2) 是川遺跡出土品保存修理 

 土器・繊維製品・玉類等36点の修理及び台座作成  (委託期間 6月29日～令和3年2月26日) 

 

4．周知活動 

 八戸市遺跡調査報告会  (11月14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期整備に伴う既存施設解体撤去   (工期 7月2日～10月29日) 

 是川遺跡クリーンデー   (10月31日)
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予定(2 年度第 3 四半期)

総合教育センター 

【総合教育センター】 

 

1．研修講座 

 初任者研修  3講座 

 一般研修  8講座(第1四半期、第2四半期から延期した講座含む)  計11講座を開催 

 

2．教科等研究委員 

 ｢教科等研究委員研修会②｣は中止。 

 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 

 延期していた教育の情報化に関する研修講座(｢授業で使えるＩＣＴ活用研修講座｣ほか)を開催する 

 ｢市民パソコン教室｣(市民対象講座)は中止。 

 11月末までに、1人1台端末を全小・中学校へ納品完了する。 

 

4．小学校理科観察実験アシスタント 

 2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29校に、延194回訪問す

る。 

 

5．学校図書館ネットワーク事業 

 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

を進める。 

 

6．視聴覚教育関係事業 

 三八視聴覚教育協議会後期運営委員会は中止し、書面協議で視聴覚教材を選定する。 

 10月24日～25日に16mm映写機操作技術講習会を開催する。 

 11月4日～6日に16mm映写機検定を実施する。 

 

7．児童科学館事業  

 11月22日の｢科学であそぼう in ラピア｣に出展する。 

 11月23日に｢全国一斉熟睡プラ寝たリウム｣を開催する。 

 

8．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・中学校の訪問(授業支援・学校行事参加)を実施する。 

 11月にＡＬＴ通信を全小・中学校へ送付する。 

 10月以降、順次ALTが着任する。
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予定(2 年度第 3 四半期) 

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 

【専門指導部】 

 6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)に関する業務を行う。 

 幼稚園、保育所(園)、認定こども園等での前年度の様子から、入学後の適応状態が心配される児童

について小学校一年生巡回相談を行う。対象児童の学習面、生活面、行動面での状況を観察し、

必要に応じて助言をする。 

 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、年長児を対象に小集団活動｢リト

ル｣を実施する。 

 文字の見え方や書き方等に困難さを抱えている小学1～4年生を対象に、ビジョントレーニンングを実

施する。 

【幼児相談部】 

 こども支援センターにおいては、6名の幼児相談員が教育相談、訪問相談、教育支援業務(就学調

査)に関わる業務を行う。 

 就学前児童(年長児)に対して、スムーズな小学校への入学、学校生活への適応支援を目指し、｢リト

ル｣という小集団活動の補助を行う。 

 健康づくり推進課の事業｢2～3歳児発達相談｣１名、｢3～5歳児発達相談｣２名、｢3歳児健康診査｣2

名へことばの発達相談員として協力する。 

ことばの教室においては派遣される 4 名の相談員(城下小 1 名、湊小 2 名、根岸小 1 名)が発音の指導

等、教育相談の業務を行う。 

 

2．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)  

 10月12日、11月6日、11月24日、12月18日 

 適応指導教室体験活動 

10月 2日  ケーススタディ：押し花活動 

10月 6日  ケーススタディ：絵手紙活動 

10月22･23日 調理実習 

11月13日  進路指導説明会 

12月11日  適応指導教室 文化祭 

 保護者面談月間(10月1日～10月31日、12月1日～12月25日)を実施予定。 

 随時、学校連絡会を実施予定。 

 下学年適応支援活動｢キッズ｣は3回実施予定。同時に親の会も実施予定。 

 上学年適応支援活動｢ジュニア｣は3回実施予定。同時に｢親の会｣も実施予定。 

 文化祭終了後、中学3年生対象受験対応の教室を設ける予定。 
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こども支援センター 

 

3．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して助言を行う。 

 後期配置の新任アシスタントについて、学校訪問を行って支援の様子を観察したり効果的な支援に

ついて助言を行ったりする。また、アシスタント配置校に対しては、学校訪問時に効果的な活用につ

いての事例を紹介する。 

 広報はちのへ12月号に次年度の｢アシスタント募集｣を掲載し、募集を開始する。 

 

4.特別支援教育看護支援員事業 

 特別支援教育看護支援員の活動の様子について、活動日誌等で確認する。 
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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｢ノーベル賞の世界｣                 10月 3日(土)～10月29日(木) 

②｢シャガールの世界｣(*展示のみ)   10月 3日(土)～10月29日(木) 

③｢ハッピーハロウィン！｣            10月14日(水)～10月29日(木) 

④｢アツい！時代小説｣      10月31日(土)～11月29日(日) 

⑤｢クリスマス特集｣      11月25日(水)～12月25日(金) 

⑥｢お正月準備特集｣            12月 1日(火)～12月27日(日) 

⑦｢冬休みおすすめ本｣             12月16日(水)～ 1月11日(月) 

 

(2) 秋の読書週間行事 

企画展示｢三浦哲郎没後10周年｣ 

 期間 10月31日(土)～11月23日(月)   (於：図書館1階フロア) 

 

(3) 図書館を使った調べる学習コンクール 

 応募状況  小学生40点、中学生2点 

 一次審査会  10月13日(火)～15日(木) 9:00～16:00 (於：図書館2階集会室) 

 最終審査会  10月26日(月)  10:00～11:00         〃 

 表彰式   11月14日(土)  10:00～11:00         〃 

 

(4) 校外体験学習の受入れ  

 八戸東高校  3名  10月13日(火)  9：15～15：00 

 

2．配本 

 施設配本 25施設 3,200冊 12月 4日(金)、12月14日(月)、12月21日(金) 

 学校配本  9校 1,570冊 10月26日(月) 

 

 

 

【歴史資料グループ】 

 

3．八戸市史講座の開催 

※以下の予定について、令和2年度は中止決定 

①第 5 回 ｢南部師行と政長｣ 

 日時 10月17日(土) 13：30～15：30 

 講師 滝尻 侑貴氏(八戸市立図書館学芸員) 
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予定(2 年度第 3 四半期) 

図書館 

 

②第6回 ｢世界文化遺産登録を目指す八戸の縄文遺跡｣ 

 日時 11月21日(土) 10：00～12：00 

 講師 工藤 竹久氏(八戸市文化財審議委員) 

 

4．八戸藩日記解読作業 

 

5．遠山家日記校正作業 

 

6．『遠山家日記 第九巻』校正・印刷 

 

 

 

 

 



  

- 14 - 

予定(2 年度第 3 四半期) 

博物館 

【博物館】 

 

1．博物館・管理運営事業 

 10月 3日(土)  ｢史跡根城まつり｣開催に合わせ博物館無料開放 

 11月 3日(火・祝)  ｢文化の日｣のため博物館無料開放 

 

(1) 博物館クラブ 

 12月12日(土) しめ飾りづくり 

(2) おとなの博物館クラブ 

 10月10日(土) 染色講座｢紅花と紫根｣ 

(3) 館外講座 

 10月17日(土) 八戸城下めぐり  1日2回実施 

(4) 市民講座 

 11月28日(土) ｢13,000年前の保存食－かち栗と乾燥『どんぐり』－｣ 

 12月19日(土) ｢ベンケイの来た道－福島県南相馬市萱浜の郷土料理のルーツを紐解く－｣ 

(5) ガイド養成講座 

 根城史跡ボランティアガイド養成講座(全3回)  10月24日(土)・10月31日(土)・11月14日(土) 

(6) 文化財の収集・保存・管理 

 重要文化財丹後平古墳群出土品保存修理   6月29日(月)～令和3年2月20日(土)  継続中 

 10月3日(土) 中世衣装復元製作 with 千葉高2020 御披露目 

 

2. 特別展等開催事業 

(1) 秋季特別展 ｢暮らしの中の手仕事｣ 

 期間 10月3日(土)～11月23日(月・祝)  46日間    

 併催 ギャラリートーク    10月4日(日)・10月17日(土)・10月24日(土)    

手仕事について語る集い  10月11日(日) 

  公開実演 ①南部菱刺し  10月25日(日) 

   ②ワラ細工  11月1日(日)・11月15日(日)     

(2) 新春ミニ企画 ｢えと展-うし-｣  

 期間 12月5日(土)～ 1月11日(月･祝)  27日間    

                       

3．根城の広場・管理運営事業 

 11月 3日(火・祝)  ｢文化の日｣のため根城本丸跡無料開放  

 

(1) 根城おもしろ講座 

 11月15日(日) 体験学習講座 ｢初心者講座 短歌｣              定員を減らして実施 

 12月 6日(日) 体験学習講座 ｢ミニ門松作り｣                  定員を減らして実施 
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博物館 

 

(2) 指定管理者自主事業 

 10月 3日(土)            ｢史跡根城まつり｣開催のため無料開放 

 11月 7日(土)～11月 8日(日) 鎧と小袖で記念撮影 →中止 

 11月13日(金)～11月23日(月・祝) ｢イチョウWeeK！｣開催のため無料開放 

 

(3) 史跡根城跡環境整備事業 

 10月 5日(月)  第１回史跡根城跡整備活用検討委員会 

 旧八戸城東門袖塀改修  9月26日～令和3年1月23日 

 

(4) 史跡根城跡災害復旧事業 

 板塀４、野鍛冶場B、野鍛冶場資材置場、工房屋根改修  7月14日～12月10日 

 

 

【南郷歴史民俗資料館】 

 

1．南郷歴史民俗資料館・管理運営事業  

 11月3日(火・祝)  ｢文化の日｣のため無料開放                 

 

(1) 講座 

 10月16日(金) 南郷文化財めぐり →中止 

 11月 5日(木) 南郷一周めぐり →中止 

 12月 6日(日) しめ飾りづくり                                       

 

(2) なんごうあそびのひろば 

 11月 3日(火・祝) 芸術の秋 落ち葉×パステル de アート 

 

2．特別展等開催事業 

(1) 企画展｢葉たばこ農家の一年｣ 

 期  間  10月3日(土)～令和3年3月21日(日)  141日間 

 

 

 


