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報告(2 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 28日 議案第 36 号 八戸市立小学校及び中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する

規則の制定について 

議案第 37 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 

議案第 38 号 大型ディスプレイの買入れについて 

11 月 17 日 議案第 39 号 八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定に係る

意見について 

12 月 21 日 議案第 40 号 八戸市立小学校及び中学校の管理に関する規則の一部を改正する規則

の制定について 

 

2．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28日(水)  点検評価報告書の決定 

 12月 1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) 工事 

①小学校 

 江陽小キュービクル改修工事(その2)     (工期 11月26日～令和3年 3月25日) 

 西園小学校校舎・屋内運動場トイレ改修建築工事  (工期 10月 8日～令和3年 3月15日) 

 西園小学校校舎・屋内運動場トイレ改修機械設備工事 (工期 10月 7日～令和3年 3月15日) 

 城北小学校防音機能復旧建築工事     (工期 10月14日～令和3年12月24日) 

 城北小学校防音機能復旧電気設備工事    (工期 10月13日～令和3年12月24日) 

②中学校 

 市川中学校進入路拡幅工事      (工期 10月22日～令和3年 3月25日） 

 

(2) 委託 

 城北小学校防音機能復旧工事監理業務委託    (工期 10月 7日～令和3年12月24日) 

 城北小学校防音機能復旧設計意図伝達業務委託   (工期 10月 7日～令和3年12月24日) 
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報告(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 

 対象者 1,765人 

 発送日 10月7日(水) 

 

(2) 就学時健康診断 

 実施校 41校 

 期間 10月21日(水)～12月14日(月) 

 

2．就学援助 

(1) 新入学児童生徒学用品費等入学前支給申請受付 

 期間 11月26日(木)～12月18日(金) 

 申請者 86人 

 

3．市立小・中学校適正配置 

(1) 中期及び長期検討課題 

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】 

 

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、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(2 年度第 3 四半期) 

学校教育課 

 

【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 

 参加者 給食主任、保護者 

 内容 1月～3月分の献立検討 

 

(2) 学校給食・食育活動見学会 

 期日 9月28日(月) 

 場所 町畑小学校 

 指定校 町畑小学校 

 内容 給食参観、給食試食会、全体会 

 

(3) 青森県学校給食表彰 (県教育長表彰) 受賞 

 期日 11月12日(木) 

 受賞校 豊崎小学校、豊崎中学校 

 

(4) 給食センター見学会及び学校給食試食会 

 期日 10月22日(木) 

 場所 西地区給食センター 

 参加者 21人 
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報告(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・・・10～11月に、小学校14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、各学校の取組状況の把握と指導・助言を行った。 

 要請訪問・一般研修支援・・・27校で実施した。 

 

2．地域密着型教育推進事業 

11月16日(月)地域密着型教育コーディネーター研修会 

・・・青森県教育委員会と共催(令和2年度地域と学校のコラボレーション研修) 

 対象 地域密着型教育コーディネーター、地域学校連携協議会委員、放課後児童クラブ・ 

放課後子ども教室関係者、地域住民、保護者、小・中学校教職員等 

 内容 講演・演習｢提案します！新しいカタチの地域と学校の連携｣ 

 講師 大槌町教育委員会 教育専門官 

大槌高等学校カリキュラム開発等専門家 菅野 祐太 氏 

 

3．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｣の視点で授業改善や学力向上に当事業の

効果的な活用を進めるよう指導・助言に努めた。 

 12月に本事業に係るアンケートを幹事校に依頼した。 

 

4．教育研究指定事業 

【豊崎中学校】 

 期日 11月27日(金) 

 対象 八戸市立豊崎中学校 教職員 

 内容 講演・演習｢児童・生徒の特質に起因する教職員の指導上の困り感への対応のための 

     実践的Ｑ＆Ａ｣、巡回指導 

 講師 山形大学大学院特別支援教育分野 教授 三浦 光哉 氏 

 

5．幼保小連携推進事業 

 各小学校で実施される就学時健診で、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布した。 

 12月に、小学校に対して幼保小連携推進事業に係るアンケートを依頼した。幼稚園・保育所(園)・認

定こども園に対して、今年度の取組に関わる状況についてのアンケートを依頼した。 
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報告(2 年度第 3 四半期) 

教育指導課 

 

6．マイブック推進事業 

 各学校・児童及び保護者を対象としたアンケートを実施した。 

 クーポン使用期間内に使い切るよう児童へ声かけするよう各学校へ依頼した。 

 クーポン使用期間内に１枚も使用しなかった児童に対し、注文袋を配布し、購入できるようにした。 

 

7．いのちを育む教育アドバイザー事業 

次年度の講演会実施の意向について、アドバイザーと養護教諭から確認した。 

 

8．学校飼育動物ネットワーク支援事業 

小学校19校で｢適正飼育管理指導｣を実施した。 

 

9．広域的体験学習支援事業 

新型コロナウイルス感染症対策を受けて、各学校からキャンセルや計画の見直しについて相談があ

った場合は、各バス会社や施設と連携し柔軟に対応した。 

 

10．学校図書館支援事業 

 10月28日(水)、11月26日(木)に八戸ブックセンターにおいて、12月21日(月)に市立図書館において、

学校司書に対する研修会を実施した。 

 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。 

 ブックトークを希望した担当校において、学校司書が児童を対象に本の紹介や読み聞かせを行っ

た。 

 

11．ひらく･楽しむ新聞活用事業 

 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。 

 デーリー東北新聞社及び東奥日報社の協力を得て、新聞活用出前講座を実施した。 

 

12．学力実態調査等 

 青森県学習状況調査の結果が、県教委より12月末に送付された。 

 

 

 

【青少年グル－プ】 

 

13．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  3行事 

 参加生徒数 21人 

 事業内容 学習会、クリスマス会、史跡根城まつり 
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報告(2 年度第 3 四半期) 

教育指導課 

     

14．｢愛の一声｣市民会議 ジャンボ｢はちのへ郷土かるた｣の貸出し及び展示 

新春｢はちのへ郷土かるた大会｣を中止したため、ジャンボ｢はちのへ郷土かるた｣を作成し、学校、保

育園、青少年関係団体等に貸出しを開始した。また、市庁本館１階において展示会を実施した。 

 

15．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) 13:30から 

 場所 市庁本館前市民広場 

 内容 各地域・団体での青少年健全育成ピーアール(記念品の配布)を、｢愛の一声｣市民会議

関係者及び青少年健全育成関係者へ依頼した。 

 参加人数 13名 

 

16．防災ノート活用事業 

 ｢防災ノート｣(二訂版)印刷業者に製本依頼 

 

17．令和2年度 第1回八戸市いじめ問題対策連絡協議会 

 日時 10月14日(水) 14:00～15:30 

 場所 八戸市庁本館3階第一委員会室 

 内容 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 青森地方法務局八戸支局、八戸児童相談所、 

八戸警察署、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(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 

① 10月23日(金) 白山台小学校 

② 11月10日(火) 吹上小学校 

③ 11月27日(金) 白銀小学校 

④ 12月 1日(火) 白 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 

 日 時 11月4日(水)18:30～20：20 

 場 所 市庁別館8階研修室 

 参加者 新成人代表10名 成人式準備協力会3名 

 

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) 10:00～12:00 

 場 所 八戸グランドホテル 2階トパーズ 

 参加者 市長、教育長、青年会議所大山理事長(司会)、 

新成人代表10名、成人式準備協力会2名  

 内 容 新成人代表者が市長との対話を通じて、郷土八戸についての理解を深めるとともに、 

明日を担う市民としての誇りと責任・自覚を高める。 

 

 

【文化財グループ】 

 

4．文化財の保護・活用 

(1) 史跡等標示事業 

｢本徒士町｣標柱、｢対泉院山門｣｢大慈寺(糠塚)｣説明板修繕 

 工期  11月5日～1月15日 

 内容 既存標柱の修繕、既存説明板の内容更新 

 

(2) 第 67 回文化財保護強調週間 

 日時 11月2日(月)、4日(水) 
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報告(2 年度第 3 四半期) 

社会教育課 

 

 内容 八戸消防署、八戸東消防署の協力を得て、大慈寺(松館)(11月2日)及び大慈寺(糠塚)(11 

  月4日)において消火訓練を実施 

 

(3) 三八地区文化財保護研究集会 

三八教育事務所との共催による文化財保護啓発集会開催 

 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 

 対象  三八管内の文化財保護行政関係者及び社会教育関係者 

 内容 講演｢名勝種差海岸をめぐる文化財の保存と活用｣ 高橋晃氏(北奥羽自然史研究所) 

    種差海岸視察 

 

(4) 八戸地方えんぶり調査事業 

通常のえんぶり行事の実施が困難であるため、組への個別調査を中止。 

①文献・用具調査 

 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作成 

 10月  各委員・調査員から令和元年度えんぶり調査報告書を事務局に提出 

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。既存委嘱者を含め、合計19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 7日 調査成果品(明治時代のえんぶり関係新聞記事目録)を事務局に提出 

 

(5) 八戸三社大祭ユネスコ無形文化遺産登録 PR 事業  

パネル展｢世界遺産・無形文化遺産の世界｣の開催 

 日時 12月1日(火)～3月31日(水) 

 場所 八戸市庁別館1階旧障がい福祉課跡 

 内容 世界遺産登録を目指している｢北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群｣や、2016年に無形      

文化遺産に登録された｢山・鉾・屋台行事｣に関するパネル展を開催し、来庁者に世界遺産    

や無形文化遺産について広く紹介する。 

 

(6) 重要文化財清水寺観音堂保存修理事業  

文化庁調査官現地指導 

 日時 12月18日(金) 

 場所 八戸市是川中居18－2 清水寺 

 内容 保存修理事業実施内容の確認及び修理方針に対する指導 
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報告(2 年度第 3 四半期) 

是川縄文館 

【是川縄文館】 
 

1．入館者数 

 本館 6,519人  
 

2．管理運営事業 

(1) 土曜日体験教室 (11月21日) 1回開催 18人 

(2) 日曜日縄文体験コーナー (10月4日～12月20日)    12回開催 123人 

(3) 考古学講座 (10月10日・11月28日・12月19日) 3回開催 119人 

(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 3,648人 

(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 69人 

(6) 冬季企画展｢是川遺跡の注口土器｣ (12月12日～令和3年3月21日)  77日間開催  

(7) 企画展考古学講座 (11月7日) 1回開催  49人 

(8) 縄文土器作り講座 (10月17日・24日) 2回開催 38人 

(9) これかわ考古学クラブ (10月3日、12月5日) 2回開催 9人 

(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 583人 

  

3．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 4月13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6日～11月13日) 

 その他開発に伴う調査    八戸城跡ほか    8遺跡10ヶ所 

 一王寺遺跡内容確認調査                   1遺跡1ヵ所 (期間 8月3日～10月14日) 

(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～12月 3日) 
 

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) 
 

5．周知活動 

 八戸遺跡調査報告会   (11月14日) 38人 

 

6．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) 27人 
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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  

初任者研修 3 講座、一般研修 8 講座を開催した。延べ 501 名。 

 

2．教育の情報化推進事業  

 10月29日(木)、30日(金)に初任者研修｢情報教育研修講座｣を実施した。 

 10月29日(木)に｢授業で使えるICT活用研修講座｣兼｢情報セキュリティ研修講座｣を実施した。 

 11月末に校内通信ネットワーク環境整備、１人１台端末整備が完了した。 

 1人１台端末を活用した校内研修への支援を行った。延べ34校。 

 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。 

 

3．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、小学校29校に延べ192回派遣した。 

 

4．学校図書館ネットワーク事業  

 学校・センター間での図書の相互貸借を行った。 

 各学校の図書システム運用への支援を行った。 

 各学校の図書システムの障害、機器故障等への対応を行った。 

 

5．視聴覚教育関係事業 

 11月4日(水)～6日(金)に児童科学館において、｢16mm映写機検定｣を実施した。 

 

6．児童科学館事業 

 11月22日(日)に｢かがくであそぼう ｉｎ ラピア｣を開催した。 

 12月12日から自作のプラネタリウム番組｢だるまが、星と宇宙のクイズ｣を投影している。 

 

7．学校教育実践功労表彰制度  

 12月11日(金)：令和2年度｢学校教育実践功労表彰｣募集〆切 

 ｢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(12月中) 

 ｢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(12月中) 

 

8．国際理解教育・英語教育推進事業 

 外国語指導助手(ALT)による市内小・中学校の訪問(授業支援・学校行事参加)を実施した。 

 11月にALT通信を全小・中学校へ送付した。 

 ALT着任予定が2月以降に変更となった。 
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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 

【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)等の業務を行った。 

 主な業務状況は、教育相談322件、巡回・訪問相談194件、教育支援に係わる調査63件、電話相談 

13件、リトル(小集団活動)25件 ビジョントレーニング13件の合計630件である。 

 巡回・訪問相談の内訳は、幼稚園･保育所(園)・認定こども園が31件、小学校151件、中学校21件で 

ある。 

 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、小集団活動｢リトル｣を引き続き 

実施した。 

 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引き続き 

実施した。 

【幼児相談部】 

 6名の幼児相談員が教育相談、巡回・訪問相談、教育支援(就学調査)等の業務を行った。 

 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、小集

団活動｢リトル｣の補助を行った。 

 こども支援センターの業務状況は、電話相談１件、教育相談524件、巡回・訪問相談51件、就学指導

に関わる調査10件、合計586件である。年齢別内訳は年長346件、年中213件、年少27件である。 

 教育相談の主訴の内訳は、ことば342件、就学相談7件、発達行動176件である。 

 その他、専門指導部の補助115件、母子保健事業への協力61件対応した。 

 ことばの教室では、ことばの発達に心配のある幼児、その保護者へ発音等の指導、教育相談を行っ

た。ことばの教室へ月、水、金曜日に派遣された4名の相談員(城下小1名、湊小2名、根岸小1名)が

業務に当たった。 

 ことばの教室の業務状況は、発音等の指導439件、教育相談155件、在籍園との連携を目的に行っ

た園訪問36件、合計630件である。 

 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4名、｢発達相談｣(2～3

歳児及び3～5歳)の各クラスに1名ずつ参加した。 

 

2．教育相談・適応指導教室事業  

 10～12 月のこども支援センター相談状況 

 こども支援センター全相談数は1,543件(延べ件数)で、前年から129件増加した。主な内容は、不登

校児童生徒に関わる相談が523件、発達行動に関わる相談が516件である。 

【教育相談部】 

 教育相談部の相談数は857件、相談の形態としては来所相談が最も多く、502件だった。 

 ｢親の会｣は2回実施した。(延べ5名参加) 

 【適応指導部】 

 通室生は、10～12月までに9名増加(中学生8名、小学生1名)。 

→12月末現在の全通室生は34名(中学生33名、小学生1名)。うち、1名学校復帰のため終了。 

 下学年適応支援活動｢キッズ｣は、3回実施した。(延べ 名参加) 
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こども支援センター 

 上学年適応支援活動｢ジュニア｣は、2回実施した。(3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。 

 外部講師(大学教授)による招いた拡大スーパービジョン(拡大事例検討会)を3回、教育相談アドバイ

ザーによるスーパービジョン(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 

 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確認した。 

 後期に配置された特別支援アシスタントの支援の様子を参観し、助言を行った。 

 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 

  令和3年度特別支援アシスタントの募集を開始することについて、11月20日(金)発行の｢広報はちの

へ｣に掲載した。 

 

4．特別支援教育看護支援員事業 

 3名の看護支援員が医療的ケアを実施した。学校、保護者とも連携をとりながら対応した。 
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報告(2 年度第 3 四半期) 

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 

 本 館 本館・移動図書館 

区分 
開館日数 

(日) 
入館者数 

(人) 

CD 視聴 

利用者

(人) 

インターネット
利用者(人) 

貸出冊数 
(冊) 

返却冊数 
(冊) 

貸出利用者 
(人) 

新規登録者 
(人) 

貸出予約
件数(件) 

10 月 28 23,781 13 245 57,037 61,712 12,342 120 1,942 

11 月 27 22,754 4 226 56,416 55,787 12,023 119 1,887 

12 月 27 22,336 20 194 59,984 58,254 11,697 96 1,970 

四半期 82 68,871 37 665 173,437 175,753 36,062 335 5,799 

一日平均  840 0 8 2,115 2,143 440 4 71 

 

2．図書館本館行事の実施状況 

(1) 本と雑誌のリサイクルフェア 

 日時 10月11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 323人(5,026冊) 

 

(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・祝) 

 内容 八戸市出身の芥川賞作家・三浦哲郎の著書や関連本を展示・貸出。 

 

(3) 第 10 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  42点(小学生40点、中学生2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2点 

中学生 － 入賞作品該当なし 

 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 (於：図書館2階集会室) 

 表彰式  11月14日(土)    10:00～10:30 (於：図書館2階集会室) 

 

3．ブックスタート事業 

実施回数及び配付数  

 10 月 11 月 12 月 

健診センター 実施回数 4 回 4 回 4 回 

健診センター 配付数 92 冊 101 冊 105 冊 

図書館 配付数 13 冊 10 冊 8 冊 

合計 配付数 105 冊 111 冊 113 冊 
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図書館 

4．企画展示・貸出し 

① ｢スポーツの秋｣                  9月16日(水) ～ 10月13日(火) 

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

⑤ ｢三浦哲郎没後10周年｣         10月31日(土) ～ 11月23日(月) 

⑥ ｢アツい！時代小説｣         10月31日(土) ～ 11月29日(日) 

⑦ ｢トリセツ集めました｣(＊展示のみ)    10月31日(土) ～ 11月29日(日) 

⑧ ｢クリスマス特集｣       11月25日(水) ～ 12月25日(金) 

⑨ ｢お正月準備特集｣       12月 1日(火) ～ 12月27日(日) 

⑩ ｢気になる！マニアックなタイトル特集｣(＊展示のみ)       

12月 1日(火) ～ 12月27日(日) 

⑪ ｢1964年東京オリンピック展｣(＊展示のみ)  10月31日(土) ～ 12月27日(日) 

⑫ ｢追悼2020｣                      12月16日(水) ～ 12月27日(日) 

 

5．寄附に対する感謝状贈呈 

 寄附者  一葉会(幼児・小学生低学年用図書の購入費として10万円寄附) 

 日時等  10月2日(金) 16:15～16:30  市長室 

 

 寄附者  株式会社青森電子計算センター(会社創立55周年を記念した地域貢献事業の 

 一環として、AVラック、乳幼児用カート、ライブラリーカレンダーを寄附) 

 日時等   10月30日(金) 15:00～15:15  市長室 

 

 寄附者  奥田卓司氏(八戸市の文化水準の向上に資するため、句集『夏潮』50冊を寄附) 

 日時等   11月2日(月) 10:30～10:45  市長室 

 

6．学校図書館出前講座 

(桔梗野小学校) 

 日時 12月15日(火) 10:00～12:00 

 内容 図書の修理、分類、排架・図書の装備 

 参加者 図書ボランティア 5人、学校司書 1人  

 

7．グッジョブ・見学受入れ 

(職場訪問) 

①八戸東高校 3人 10月13日(火)   

②三条中学校 3人 11月27日(金)    

 

8．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(月) 

 学校配本  9 校 1,570 冊 10 月 26 日(金) 
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図書館 

 

9．定期おはなし会   

(於：図書館2階集会室：10・11月、図書館1階おはなし会室：12月) 

 第1･第3土曜日 10：30～10：45、15：00～15：15、15：30～15：45 ボランティア 

    

 

 

 

10．.障がい者等配送貸出サービス 

 

 

 

 

 

11．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) 

CD･DVD
視聴利用

者(人) 

インターネッ
ト利用者

(人) 

貸出冊数 
(冊) 

返却冊数 
(冊) 

貸出利用者 
(人) 

新規登録者 
(人) 

貸出予約
件数(件) 

10 月 28 9,997 105 133 11,873 11,759 2,746 45 197 

11 月 27 10,486 70 120 11,925 11,325 2,697 33 235 

12 月 27 8,014 118 99 10,787 9,141 2,231 18 180 

四半期 82 28,497 293 352 34,585 32,225 7,674 96 612 

一日平均  348 4 4 422 393 94 1 7 

 

(2) 行事等の実施状況 

[南郷図書館] 

 企画展示コーナーの設置  9回 

 定期おはなし会(毎週日曜日) 

 

 

 

 

 本と雑誌のリサイクルフェア     11月 8日(日) 115人参加、981冊配布  

 第23回スウィングベリーで冬のおはなし会  12月20日(日)  48人参加 

 出張読み聞かせ  10月22日(木) 南郷小学校 67人参加 

      11月19日(木) 南郷小学校 44人参加 

      11月26日(木) 島守小学校 41人参加 

      12月17日(木) 南郷小学校 45人参加 

 

 10 月 11 月 12 月 計 

回 数 2 回 2 回 2 回 6 回 

参加者数 35 人 26 人 31 人 92 人 

 10 月 11 月 12 月 計 

新規登録者数 0 人 0 人 0 人 0 人 

貸出冊数 42 冊 37 冊 33 冊 112 冊 

貸出利用者数 13 人 10 人 7 人 30 人 

 10 月 11 月 12 月 計 

回 数 4 回 4 回 3 回 11 回 

参加者数 29 人 15 人 19 人 63 人 
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図書館 

 訪問ブックトーク  10月21日(水) 中沢中学校 16人参加 

      11月25日(水) 中沢中学校 13人参加 

      12月 9日(水) 中沢中学校 14人参加 

 

[図書情報センター] 

 企画展示コーナーの設置 7回 

 おとの定期便(テーマ：カバー曲)  10月10日(土)、24日(土) 

 雑誌のリサイクルコーナー 10月3日(土)～11月29日(日) 延べ269人参加、981冊配布 

 おとの定期便(テーマ：ラテン音楽)  11月14日(土)、28日(土) 

 おとの定期便(テーマ：讃美歌・クリスマスソング) 

          12月12日(土)、26日(土) 

 出張おはなし会   12月 4日(金) 三条小学校 全校参加 

 

 

 

【歴史資料グループ】 

 

12．八戸藩日記(勘定所)解読作業 

 解読冊数  8冊 (勘定所 8冊) 

 

13．刊行物刊行 

 『遠山家日記』第9巻(11月30日刊行)印刷  

 

14．古文書点検作業  

 対 象  南部家旧蔵本、荒木田家文書等   約 4,000点 

 作業内容 現物・目録照合・目録整備 
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【博物館】 

 

1．博物館・管理運営事業 [入館者数  4,317人] 

※5 月 12 日(火)～継続中     条件付開館 (人数制限あり、触れる展示・体験等利用不可) 

 10月 3日(土) ｢史跡根城まつり｣開催にあわせ無料開放    546人 

 11月 3日(火･祝) ｢文化の日｣のため無料開放       277人 

 

(1) 博物館クラブ        

 12月12日(土) ｢しめ飾りづくり｣    中止 

(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｣  11人 

(3) 館外講座        

 10月17日(土) ｢八戸城下めぐり｣   1日2回実施 計11人 

(4) 市民講座  (オンラインにより実施)     

 11月28日(土) ｢13,000年前の保存食－かち栗と乾燥『どんぐり』－｣  7人 

 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－｣ 

                  8 人 

(5) 根城史跡ボランティアガイド 

 10月22日(木) 根城史跡ボランティアガイド館外研修      14人 

 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) 

                                   延べ33人 

(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      3,495人 

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

手仕事について語る集い 10月11日(日)       4人 

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 

(12月5日～12月26日 入館者数 470人) 

 併催行事 ウシ限定！ぬいぐるみお泊り会 12月14日(月)  8人 
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3．各種受入れ事業 

(1) 職場体験 

 10月13日(火) 八戸東高校  10人 

 11月27日(金) 三条中学校   4人 

 

4．根城の広場・管理運営事業 [入場者数 5,540人] 

※5月12日(火)～継続中     条件付開場 (人数制限あり、触れる展示・体験等利用不可) 

 11月 3日(火･祝) ｢文化の日｣のため無料開放    199人 

 

(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｣      1人 

 12月 6日(日) 体験学習講座 ｢ミニ門松作り｣    11人 

 

(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 2,521人 

 10月 9日(金) 秋の収穫祭～栗・くるみ・とち～      29人 

 10月24日(土) 入場者46万人達成セレモニー 

 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  796人 

 

(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 

 11月11日(水) 史跡根城跡活用に係る第2回ワーキング会議 

 11月30日(月) 史跡根城跡活用に係る第3回ワーキング会議 

 12月21日(月)  第2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  継続中 

 

(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 

 板塀2、板塀9、井戸3改修  10月17日～令和3年2月28日 継続中 
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【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   〔入館者数  449人〕 

※5月12日(火)～継続中     条件付開館(人数制限あり、触れる展示・体験等利用不可) 

 11月3日(火・祝) ｢文化の日｣のため無料開放  23人 

 

(1) 講座 

 12月6日(日)  しめ飾りづくり    6人 

 

(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  中止 

 

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 

     (10月3日～12月26日 入館者数  449人) 


