
教育委員の主な活動（平成２２年度）

○　教育委員会会議・教育委員協議会

 4月
9日 (金) 教育委員協議会

15日 (木) 教育委員会会議（定例会）

 5月 17日 (月)
教育委員会会議（定例会）

教育委員協議会

 6月  3日 (木)
教育委員会会議（定例会）

教育委員協議会

 7月 22日 (木)
教育委員会会議（定例会）

教育委員協議会

 8月 25日 (水)
教育委員会会議（定例会）

教育委員協議会

 9月  7日 (火) 教育委員会会議（定例会）

10月
13日 (水)

教育委員会会議（定例会）

教育委員協議会

25日 (月) 教育委員協議会

11月  5日 (金) 教育委員会会議（定例会）

12月 16日 (木) 教育委員会会議（定例会）

　1月 17日 (月) 教育委員会会議（定例会）

　2月
15日 (火) 教育委員協議会

18日 (金) 教育委員会会議（定例会）

　3月

14日 (月) 教育委員協議会

18日 (金) 教育委員会会議（定例会）

23日 （木） 教育委員会会議（臨時会）

○　教育関係者との意見交換等

 4月 9日 （金） 教育事務所長との意見交換

 6月 8日 （火） 瀬戸市立瀬戸養護学校実情調査

 7月

7日 (水) 飛島村立飛島小・中学校実情調査

12日 (月) 半田市立岩滑こども園実情調査

13日 (火) 全国都道府県教育委員会連合会第1回総会等(和歌山県)～14日

23日 (金) 県総合射撃場実情調査

8月

23日 （月） 県総合教育センター実情調査

24日 （火） 名古屋市教育委員との意見交換

25日 （水） 小中学校長会との意見交換

 9月
6日 （月） 県立刈谷東高等学校実情調査

10日 （金） 知事との意見交換



 10月

20日 （金） 県立三好養護学校実情調査

27日 （水） 15都道府県教育委員会委員長・教育長協議会(千葉県)

29日 （金） 都道府県・指定都市新任教育委員研究協議会

11月

 5日 (金) 町村教育長との意見交換

11日 (木) 東海北陸地区ブロック教育委員全員協議会(石川県)～12日

16日 (火)
安城市立里町小学校実情調査

学校評議員との意見交換（県立安城南高等学校）

18日 (木) 県立豊田東高等学校実情調査

30日 (火) 県立東山工業高等学校実情調査

 1月

17日 （月） 高校PTA連合会との意見交換

18日 (火) 学校運営サポートチーム実情調査(田原市教育委員会）

24日 （月） 全国都道府県教育委員会連合会第2回総会等(東京都)

 2月

1日 （火） 県立一宮商業高等学校実情調査

14日 （月） 県立校長会との意見交換

22日 （火） 知立市立八ツ田小学校実情調査

○　県議会への出席

 5月 21日 (金) 5月臨時県議会

 6月 10日 (木) 文教委員会

 6月 17日 (木)

6月定例県議会～

 7月  6日 (火)

 9月 21日 (火)

9月定例県議会～

10月 14日 (木)

11月  5日 (金) 文教委員会

11月  29日 (月)

11月定例県議会～

12月 16日 (木)

 2月 23日 (水)

2月定例県議会～

 3月 18日 (金)

○　各種会議・行事への出席

 4月

12日 (月) 県立学校長会議

15日 (木) キャリア教育に関する講演会

19日 (月) 保護司選考会

28日 (水) スポーツ顕彰表彰式



 5月

7日 (金) 尾張小中学校長会総会及び尾張教育研究会総会

11日 (火) 三河小中学校長会総会

12日 (水) 県小中学校長会総会

18日 (火) 県へき地教育研究協議会総会

19日 (水)
県公立高等学校長会総会

三河教育研究会総会

26日 (水) 尾張教頭会総会

28日 (金) 三河教頭会総会

 6月

2日 （水） 国体冬季大会県実行委員会設立総会・第1回総会

9日 （水） 県公立小中学校教頭会総会

16日 （水） 県小中学校ＰＴＡ連絡協議会年次総会

26日 （土） 日本教育会総会・全国教育大会開会式

 7月

6日 (火) 愛知芸術文化センター運営会議

9日 (金) 県国公立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会総会

11日 (日) 県文化協会連合会芸能大会(東三河部)

21日 (水) 全国水産・海洋高等学校カッターレース大会

30日 (金) 愛知県知的障害養護学校陸上競技大会

 8月

1日 (日) 全国高等学校総合文化祭開会式・激励(宮崎県）～2日

14日 (土) 愛知県教育文化奨励賞授賞式

26日 (木) 栄養教諭・学校栄養職員研究大会

 9月

7日 (火) 教育委員会の事務事業に係る点検・評価手交

12日 (日) 県民俗芸能大会（知多市大会）

21日 (火) 国民体育大会本大会選手団結成式

25日 (土) 国民体育大会本大会開会式・激励(千葉県)～26日

26日 （日） 県文化協会連合会芸能大会(西三河部)

10月

1日 (金) 県立愛知工業高等学校創立110周年記念行事

10日 (日) 愛知県高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会

12日 （火） 公私立高等学校設置者会議

16日 (土) 県立国府高等学校創立90周年記念行事

18日 （月） 保護司選考会

19日 （火） 安心子育て応援フォーラム

22日 (金)
県立犬山高等学校創立100周年記念行事

県生徒指導研究大会

23日 (土)
県立豊田西高等学校創立70周年記念行事

子どもＣＯＰ１０　～24日

24日 (日) 子どもの生活習慣づくりフォーラムinあいち

25日 （月） 県学校法人等助成審議会

28日 （木） 県立足助高等学校創立60周年記念行事



11月

2日 (火) へき地教育研究大会

5日 (金)
県立津島高等学校創立110周年記念行事

県立安城高等学校創立90周年記念行事

6日 (土) 県立松蔭高等学校創立70周年記念行事

7日 (日) 県民茶会（尾張部）

10日 （水）
愛知県表彰式

愛知県教育委員会表彰式

13日 (土) 県立三谷水産高等学校創立70周年記念行事

19日 （金） 育１９キャンペーン

20日 （土） 日本教育会愛知県支部結成30周年記念大会

21日 (日) 県文化協会連合会芸能大会(東尾張部)

26日 (金) 総合教育センター研究発表大会

28日 (日)
県民茶会（三河部）

県文化協会連合会芸能大会(知多部)

12月

5日 (日) 県文化協会連合会芸能大会(西尾張部)

21日 (火) 県文化協会連合会美術展表彰式

27日 (月) 教育研究論文表彰式

 1月

12日 (水) 県交通安全県民大会

14日 (金) 県特別支援教育振興大会

20日 (木)
尾張小中学校ＰＴＡ研究発表大会

国民体育大会冬季大会(ｽｹｰﾄ･ｱｲｽﾎｯｹｰ)選手団結成式

25日 (火) 国民体育大会冬季大会(ｽｹｰﾄ･ｱｲｽﾎｯｹｰ)開始式・激励(青森県)～27日

26日 (水) 「社会教育関係団体研修委託事業」研究報告会

 2月

6日 (日) 県民俗芸能大会（刈谷市大会）

8日 (火) 子ども食育推進シンポジウム

11日 (金) 国民体育大会冬季大会(ｽｷｰ)開始式・激励(秋田県)～13日

15日 (火) 教育委員講話

26日 (土) 県立東山工業高等学校閉校記念行事

27日 (日) 県立鳳来寺高等学校閉校記念行事

 3月
13日 (日) 一宮市総合体育館オープニングイベント

16日 (水) 県体育協会表彰式
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