
平成３０年度全国都道府県教育委員会連合会等事業報告 

 

 

Ⅰ 総 会 等 の 運 営 

 

１ 総   会 

（１）第１回総会 

  期日：平成 30 年 7 月 23 日・24 日 

  会場：ホテルライフォート札幌［札幌市中央区］ 

  ア 連合会総会 

   ＜協議事項＞ 

    ①平成 29 年度一般会計歳入歳出決算 

    ②平成 29 年度特別会計歳入歳出決算 

   ＜報告事項＞ 

    ①全国都道府県教育委員会連合会分担金（監事報告） 

②平成 29 年度全国都道府県教育委員会連合会等事業報告 

③全国都道府県教育長協議会・全国都道府県教育委員協議会 第Ⅰ期海外調査事業

の実施 

④平成 30 年度 全国都道府県教育委員協議会研修事業の実施 

⑤新役員の就任（教育長協議会選出） 

   ＜その他＞ 

    都道府県立学校管理者賠償責任保険 

   ＜北海道の教育概要について＞ 

     説明者：佐藤 嘉大 北海道教育委員会教育長 

   ＜文部科学省行政説明、意見交換＞ 

     説明者：白間 竜一郎 大臣官房審議官（初等中等教育局担当） 

テーマ：幼児教育の充実について 

    大学入学者選抜改革について 

    専門職大学等について 

    高等教育無償化について 

     説明者：内田 広之 政策課教育改革推進室長 

     テーマ：第３期教育振興基本計画について 

         教育の情報化の推進等について 

- 1 -



   ＜歓迎行事＞ 

     ダンプレ・Dance & Play ライブ（北海道札幌国際情報高等学校吹奏楽部） 

 

  イ 教育長協議会総会 

   ＜協議事項＞ 

    ①役員の改選 

    ②平成 30 年度教育研究部会研究課題 

    ③学校におけるブロック塀等の安全確保に関する緊急要望 

＜追認事項＞ 

 ①平成 31 年度国の施策並びに予算に関する要望 

 ②高校生等の奨学給付金制度に関する緊急要望 

 ③公立社会教育施設の所管の在り方等に関する意見表明 

 ④調査書の電子化に向けた考え方等に関する意見書 

 ⑤児童生徒の学習評価の在り方に関する意見書 

＜報告事項＞ 

    ①平成 30 年度全国都道府県教育委員会連合会等行事計画 

    ②平成 30 年度一般要望、特別要望等の成果 

    ③「高校生等の奨学給付金制度に関する要望」への対応 

④平成 31 年度第 1 回総会の開催地 

 

  ウ 教育委員協議会研修事業 

  テーマ：小学校における英語教科化について 

講 師：吉田 研作 氏 

    （上智大学特別招聘教授・上智大学 言語教育研究センター長） 

 

  エ 教育長協議会・教育委員協議会分科会 

    両協議会各 3 分科会による意見交換 

   ＜意見交換テーマ＞ 

    ①学校における働き方改革について［教育長・教育委員共通テーマ］ 

②幼児教育の充実について［教育長・教育委員選択テーマ（開催県提案テーマ）］ 

③教員の資質能力の育成について［教育長選択テーマ］ 

④小学校における英語教科化ついて[教育委員選択テーマ] 
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  オ 教育視察 

    視察先：①北海道札幌視覚支援学校 

②北海道博物館 

③大倉山ジャンプ競技場・札幌オリンピックミュージアム 

 

（２）第２回総会 

  期日：平成 31 年 1 月 28 日・29 日 

  会場：ホテルグランドヒル市ヶ谷［東京都新宿区］ 

  ア 連合会総会 

   ＜協議事項＞ 

    ①平成 31(2019)年度全国都道府県教育委員会連合会事業計画 

    ②平成 31(2019)年度全国都道府県教育委員会連合会一般会計歳入歳出予算 

    ③平成 31(2019)年度全国都道府県教育委員会連合会特別会計歳入歳出予算 

   ＜追認事項＞ 

    ①平成 31 年度文教予算に関する特別要望の実施 

   ＜報告事項＞ 

    ①教育長協議会・教育委員協議会第Ⅰ期海外調査事業中間報告 

    ②平成 32 年度実施の教員採用選考日程等に関する御協力の依頼 

③新役員の就任（教育委員協議会選出） 

   ＜その他＞ 

    ①平成 31 年度予算特別要望等の成果 

    ②各団体からの要請 

   ＜文部科学副大臣挨拶＞ 

    浮島 とも子 文部科学副大臣 

   ＜日本教育大学協会との意見交換＞ 

 

  イ 教育長協議会総会 

   ＜追認事項＞ 

    ①「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」素案修正案に対する意見

表明 

    ②「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校

における働き方改革に関する総合的な方策について（答申素案）」及び「公立学校

の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン（案）」に関する意見表明 
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    ③「調査書の電子化に向けた考え方（案）」に関する意見表明 

    ④「児童生徒の学習評価の在り方について（これまでの議論の整理）」に関する意見

表明 

    ⑤「いじめ防止対策推進法改正案」に対する意見表明 

   ＜報告事項＞ 

    ①都道府県立学校管理者賠償責任保険について 

   ＜その他＞ 

    ①教育の情報化の推進のための著作権法改正について 

    ②各都道府県連絡事項 

   ＜意見交換＞ 

    ①小中学校における事務職員の活用 

    ②一年単位の変形労働時間制導入に向けた課題等について 

   ＜文部科学省行政説明・意見交換＞ 

    説明者：望月  禎 初等中等教育局初等中等教育企画課長 

    テーマ：主な施策の動向について 

        2019 年度予算（案）主要事項 

    説明者：清水  明 総合教育政策局長 

    テーマ：総合教育政策局の 2019 年度予算案・主な施策の動向等 

    説明者：浅田 和伸 大臣官房文部科学戦略官 

    テーマ：高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針について 

 

  ウ 教育委員協議会総会 

   ＜協議事項＞ 

    役員の改選 

   ＜報告事項＞ 

    平成 30 年度都道府県・指定都市教育委員研究協議会実施報告 

 

２ 役 員 会 

（１）連合会理事会 

  ア 第１回 

   期日：平成 30 年 6 月 28 日 

   会場：都道府県センター［東京都千代田区］ 

   ＜協議事項＞ 
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    ①平成 29 年度一般会計歳入歳出決算 

    ②平成 29 年度特別会計歳入歳出決算 

    ③平成 31 年度国の施策並びに予算に関する要望 

    ④児童生徒の学習評価の在り方に関する意見 

    ⑤教育長協議会･教育委員協議会第Ⅰ期海外調査事業の実施 

    ⑥平成 30 年度教育研究部会研究課題 

    ⑦平成 30 年度行事計画 

    ⑧平成 30 年度第１回総会の運営 

＜追認事項＞ 

    ①公立社会教育施設の所管の在り方等に関する意見表明 

    ②高校生等の奨学給付金制度に関する緊急要望 

    ③調査書の電子化に向けた考え方等に関する意見書 

   ＜報告事項＞ 

    ①平成 29 年度連合会等事業報告 

    ②全国都道府県教育委員会連合会分担金 

    ③平成 30 年度一般要望、特別要望等の成果 

    ④平成 29 年度教育長協議会教育研究部会研究報告 

    ⑤「高校生等の奨学給付金制度に関する要望」への対応 

    ⑥平成 31 年度第 1 回総会の開催地 

    ⑦全国都道府県教育委員会連合会会員の異動 

   ＜その他＞ 

    都道府県立学校管理者賠償責任保険制度について 

   ＜文部科学省行政説明・意見交換＞ 

    説明者：小幡 泰弘 初等中等教育局国際教育課長 

    テーマ：小学校における外国語教育について 

    説明者：大橋 美帆子 文化庁長官官房政策課課長補佐 

    テーマ：文部科学省設置法の改正について 

    説明者：内田 広之 生涯学習政策局政策課教育改革推進室長 

    テーマ：第３期教育振興基本計画について 

 

  イ 第２回 

   期日：平成 30 年 12 月 20 日 

   会場：ホテルアジュール竹芝［東京都港区］ 
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   ＜協議事項＞ 

    ①平成 31（2019）年度全国都道府県教育委員会連合会事業計画 

    ②平成 31（2019）年度全国都道府県教育委員会連合会一般会計歳入歳出予算 

    ③平成 31（2019）年度全国都道府県教育委員会連合会特別会計歳入歳出予算 

    ④全国都道府県教育委員会連合会平成 30 年度第 2 回総会等の運営 

   ＜追認事項＞ 

    ①平成 31 年度文教予算に関する特別要望の実施 

    ②「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」素案修正案に対する意見 

   ＜報告事項＞ 

    ①教育長協議会・教育委員協議会第Ⅰ期海外調査事業中間報告 

    ②平成 32 年度実施の教員採用選考日程等に関する御協力の依頼について 

    ③平成 30 年度都道府県・指定都市教育委員研究協議会の開催 

   ＜その他＞ 

    ①教育データ集の連合会ホームページへの掲載 

    ②都道府県立学校管理者賠償責任保険について 

    ③各団体からの要請 

   ＜文部科学省等行政説明・意見交換＞ 

     説明者：丸山 洋司 大臣官房審議官（初等中等教育局担当） 

     テーマ：学校における働き方改革等について 

 

（２）教育長協議会理事会 

  ア 第１回 

  期日：平成 30 年 7 月 23 日 

  会場：ホテルライフォート札幌［札幌市中央区］ 

   ＜協議事項＞ 

    ①会長の選出 

    ②副会長の互選 

    ③教育長協議会選出の連合会監事候補者 

 

（３）教育委員協議会理事会 

  ア 第１回 

   期日：平成 30 年 6 月 28 日 

   会場：都道府県センター［東京都千代田区］ 
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   ＜協議事項＞ 

    ①平成 30 年度第１回総会等の運営 

②平成 30 年度教育委員協議会研修事業 

 

  イ 第２回 

  期日：平成 31 年 1 月 28 日 

  会場：ホテルグランドヒル市ヶ谷［東京都新宿区］ 

   ＜協議事項等＞ 

    ①会長の選出 

    ②副会長の互選 

    ③教育委員協議会選出の連合会監事候補者 

 

 

Ⅱ 調 査 研 究 

 

１ 教育長協議会・教育委員協議会合同研究協議会 

   期日：平成 31 年 1 月 28 日 

   会場：ホテルグランドヒル市ヶ谷［東京都新宿区］ 

（１）教育長協議会・教育委員協議会第Ⅰ期海外調査事業中間報告 

   研究テーマ：教員の資質向上・教員研修、外国語教育 

（２）分科会 

   ア テーマ：基礎学力の定着 

   イ 行政説明 

     説明者：田村 真一 文部科学省初等中等教育局参事官（高等学校担当） 

   ウ 分科会司会 

     第 1 分科会：徳島県教育長 

     第２分科会：福岡県教育長 

     第３分科会：山形県教育委員 

     第４分科会：兵庫県教育委員 
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２ 教育長協議会教育研究部会 

（１）研究会議 

部   会 研  究  課  題  等 研 究 会 議 等 

第１部会（学校教育） 

 主査 小松 弥生 

    埼玉県教育長 

○研究課題 

 ・外国語教育の充実に向けた取組につ

いて 

○研究担当 

 岐阜県、山口県 

・第１回平成30年5月22日 

TKPガーデンシティ竹橋 

・第２回平成30年11月14日 

ビジョンセンター永田町 

・第３回平成31年1月29日 

ホテルグランドヒル市ヶ谷 

・事務担当者会議等   3回開催 

第２部会（社会教育） 

 主査 桐谷 次郎 

    神奈川県教育長 

○研究課題 

 ・地域と学校の連携・協働におけるコ

ーディネート機能の強化・充実 

～今後求められるコーディネーター

の在り方～ 

○研究担当 

 島根県、新潟県、東京都、大分県 

神奈川県、愛知県 

・第１回平成30年5月22日 

TKPガーデンシティ竹橋 

・第２回平成30年11月5日 

神奈川県住宅供給公社 

・第３回平成31年1月29日 

ホテルグランドヒル市ヶ谷 

・事務担当者会議等   5回開催 

第３部会（教育行政） 

 主査 木苗 直秀 

    静岡県教育長 

○研究課題 

 ・部活動の運営の適正化に向けた方策

について 

○研究担当 

 岩手県、高知県 

・第１回平成30年5月22日 

TKPガーデンシティ竹橋 

・第２回平成30年11月15日 

ビジョンセンター永田町 

・第３回平成31年1月29日 

ホテルグランドヒル市ヶ谷 

・事務担当者会議等   3回開催 

第４部会（教育財政） 

 主査 青木  洋 

    滋賀県教育長 

○研究課題 

 ・教職員の働き方改革の推進について 

 

○研究担当 

 長野県、京都府 

・第１回平成30年5月22日 

TKPガーデンシティ竹橋 

・第２回平成30年11月19日 

ビジョンセンター田町 

・第３回平成31年1月29日 

ホテルグランドヒル市ヶ谷 

・事務担当者会議等   4回開催 

 

 ※第１部会～第４部会の平成３０年度研究報告書の概要は、21 ページ【別紙】のとおり。 
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部   会 研  究  課  題  等 研 究 会 議 等 

総合部会 

 主査 平松 直巳 

    愛知県教育長 

 

第Ⅰ期海外調査事業 

〇第 1回研究会議協議事項 

・平成 31年度以降の海外調査事業の進め

方について 

〇第 2回研究会議協議事項 

・第Ⅰ期海外調査事業中間報告（案） 

・今後のスケジュール 

・第１回平成30年5月22日 

TKPガーデンシティ竹橋 

・第２回平成30年12月20日 

ホテルアジュール竹芝 

・事務担当者会議    3回開催 

 

 ※第１部会～第４部会の第１回研究会議は同日に開催し、各部会別の研究会議に引き続き

全体会議を開催した。全体会議の内容は次のとおり。 

 

第１回研究会議全体会議 

  期日：平成 30 年 5 月 22 日 

  会場：TKP ガーデンシティ竹橋［東京都千代田区］ 

  ＜平成 29 年度教育研究部会研究報告＞ 

   ○第１部会 「校種間の連携について」（報告：沖縄県） 

   ○第２部会 「社会教育行政と多様な主体との連携・協働の在り方について」 

（報告：鹿児島県） 

   ○第３部会 「教職員の長時間労働を解消するための業務改善（働き方改革）に 

ついて」（報告：愛媛県） 

   ○第４部会 「教職員定数にかかる現状と課題について」（報告：栃木県） 

  ＜平成 30 年度教育研究部会研究課題報告＞ 

   ○第１部会 「外国語教育の充実に向けた取組について」（報告：山口県） 

   ○第２部会 「地域と学校の連携・協働におけるコーディネート機能の強化・充実」 

（報告：島根県） 

   ○第３部会 「部活動の運営の適正化に向けた方策について」（報告：岩手県） 

   ○第４部会 「教職員の働き方改革の推進について」（報告：長野県） 

  ＜文部科学省行政説明及び意見交換＞ 

    説明者：下間 康行 大臣官房審議官（初等中等教育局担当） 

    テーマ：学校における働き方改革について 

    説明者：山田 泰造 高等教育局大学振興課大学入試室室長 

    テーマ：大学入学者選抜改革の動向について 

 

 

 

- 9 -



（２）主査県事務担当者会議 

協 議 事 項 等 開 催 日・会 場 

・平成 31年度国の施策並びに予算に関する要望（一般要望） 

・平成 30年度部会の運営  ほか 

・第１回 平成30年5月25日 

NATULUCK 赤坂  

・平成 30年度の調査研究及び部会の活動 

・平成 31年度の調査研究及び部会の活動 

・2020年度国の施策並びに予算に関する要望（一般要望） 

                        ほか 

・第２回 平成30年11月22日 

都道府県センター  

 

 

・平成 31年度連合会事業計画 

・2020年度予算一般要望の取りまとめ 

・平成 30年度部会の運営 

・平成 31年度部会の運営ほか 

・第３回 平成31年3月20日 

都道府県センター  

 

 

 

３ 都道府県・指定都市教育委員研究協議会 

  （文部科学省・指定都市教育委員会協議会との共催） 

（１）日時 

   平成 30 年 10 月 25 日 11 時から 16 時 45 分まで 

（２）会場 

   文部科学省第二講堂・５Ｆ１会議室・５Ｆ３会議室 

（３）内容 

  ア 開会挨拶 

    望月 禎 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長 

  イ 文部科学省行政説明 

    テーマ：初等中等教育施策の動向について 

    説明者：望月 禎 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長 

  ウ 座談会 

    登壇者 涌井 朋子 山形県教育委員会委員 

        森脇 健夫 三重県教育委員会委員 

        町  孝  福岡市教育委員会委員 

  エ 研究分科会 

    第１分科会：学校における働き方改革について 

    第２分科会：いじめ対策・不登校支援について 

    第３分科会：高等学校教育改革について 
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Ⅲ 要 望 並 び に 建 議 

 

１ 平成 31 年度国の施策並びに予算に関する要望 

（１）一般要望 

   平成 31 年度国の施策並びに予算に関する要望 

（教育長協議会・教育委員協議会 連名） 

   ・実施日：平成 30 年 7 月 9 日 

   ・要望先：全国会議員及び文部科学大臣・財務大臣・総務大臣 

 

（２）特別要望 

   平成 31 年度文教予算に関する特別要望 

   （教育長協議会・教育委員協議会 連名） 

   ・実施日：平成 30 年 11 月 13、14 日 

   ・要望先：文部科学大臣 

（丸山 洋司 大臣官房審議官（初等中等教育局担当）に手交） 

        財務大臣（神田 眞人 主計局次長に手交） 

        公明党文部科学部会長（鰐淵 洋子 衆議院議員に手交） 

        自由民主党文部科学部会長、公明党文部科学部会副部会長 

        文部科学委員会理事、自由民主党財務金融部会長 

        全国会議員、総務大臣 

   ・要望実施者：中井 敬三 教育長協議会会長（東京都教育長） 

高橋 嘉行 教育長協議会理事（岩手県教育長） 

ほか、教育長協議会副会長代理（千葉県）理事代理（埼玉県） 

 

２ その他の要望活動 

（１）高校生等の奨学給付金制度に関する緊急要望 

   （教育長協議会） 

    ・実施日：平成 30 年 4 月 18 日 

    ・要望先：文部科学大臣 

         対応者 塩田 剛志 初等中等教育局財務課高校修学支援室長 

             常盤木 祐一 初等中等教育局企画官（命）国際企画調整室長 

                                       ほか 

    ・要望実施者：古垣  玲 全国都道府県教育長協議会理事代理 

                 （埼玉県教育局教育総務部副部長）ほか 

    ・担 当：第 4 部会 
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（２）学校におけるブロック塀等の安全確保に関する緊急要望 

   （教育長協議会） 

    ・実施日：平成 30 年 7 月 26 日 

    ・要望先：文部科学大臣 

         対応者 浅野 敦行 大臣官房文教施設企画部施設助成課長 

             服部 樹理 大臣官房文教施設企画部施設助成課課長補佐 

    ・要望実施者：連合会事務局長 

    ・担 当：第 4 部会 

 

３ 意見書の提出等 

（１）調査書の電子化に向けた考え方等に関する意見書 

   （教育長協議会） 

   ・提出日：平成 30 年 5 月 8 日 

・提出先：文部科学大臣 

・担 当：第１部会 

 

（２）児童生徒の学習評価の在り方に関する意見書 

   （教育長協議会） 

・提出日：平成 30 年 6 月 29 日 

・提出先：中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会児童生徒の学習評価に

関するワーキンググループ 

・担 当：第１部会 

 

（３）「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」素案修正案に対する意見書 

   （教育長協議会） 

・提出日：平成 30 年 11 月 30 日 

・提出先：文化庁参事官（芸術文化担当） 

・担 当：第 2 部会 

 

（４）「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校におけ

る働き方改革に関する総合的な方策について（答申素案）」及び「公立学校の教師の勤

務時間の上限に関するガイドライン（案）」に関する意見書 

   （教育長協議会） 

・実施日：平成 30 年 12 月 28 日 

    ・提出先：文部科学大臣 

         中央教育審議会初等中等教育分科会学校における働き方改革特別部会長 
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    ・担 当：総合部会 

 

（５）「調査書の電子化に向けた考え方（案）」に関する意見書 

   （教育長協議会） 

    ・提出日：平成 31 年 1 月 15 日 

    ・提出先：文部科学省高等教育局大学振興課長 

    ・担 当：第 1 部会 

 

（６）「児童生徒の学習評価の在り方について（これまでの議論の整理）」に関する意見書 

   （教育長協議会） 

    ・提出日：平成 31 年 1 月 15 日 

    ・提出先：文部科学大臣 

    ・担 当：第 1 部会 

 

（７）「いじめ防止対策推進法改正案」に対する意見書 

   （教育長協議会） 

    ・提出日：平成 31 年 1 月 24 日 

    ・提出先：文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 

    ・担 当：第 3 部会 

 

（８）教育再生実行会議第十一次提言（中間報告）に対する意見書の提出及び 

   教育再生実行会議高校改革ワーキング・グループ（第 6 回）における意見表明 

   （教育長協議会） 

    ・実施日：平成 31 年 2 月 21 日 

    ・提出先：教育再生実行会議 高校改革ワーキング・グループ主査 

    ・出席者：小松 弥生 教育長協議会理事（埼玉県教育長） 

 

 

Ⅳ 情 報 連 絡 

 

１ 連合会ホームページ等による情報提供・情報交換 

  http://www.kyoi-ren.gr.jp/ 

 

２ 「教育情報」の発行 

  平成３０年度－１号 研究協議会報告書 
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３ 「全国都道府県教育データ集」の更新 

  冊子による配付に代わり、従来の「全国都道府県教育データ集」掲載資料の元となる統

計データへのリンク先 URL を添付した PDF ファイルを、連合会ホームページに掲載 

 

 

Ⅴ そ の 他 

 

１ 都道府県立学校管理者賠償責任保険事務取扱 

（１）加 入  ３６都道府県 

（２）保険料  １１４，６５３，３３１円 

   （内訳）施 設 賠 償 責 任 保 険  １１４，２３３，８８８円 

       生産物賠償責任保険      ４１７，４２７円 

       予防接種賠償責任保険        ２，０１６円 

 

２ 後援名義・推薦名義の使用承認 

  後援名義使用承認   合 計  ８４件 

   ア 全国都道府県教育委員会連合会 後援 計５１件 

   イ 全国都道府県教育長協議会   後援 計３１件 

   ウ 全国都道府県教育委員協議会  後援 計 ２件 

 

 

 【後援名義使用承認事業一覧】 
 

全国都道府県教育委員会連合会 
No. 実施年月日 事     業     名 主  催  者 

１ 
30.02.09～ 

30.10.14 
第６回全日本小中学生ダンスコンクール 朝日新聞社 

２ 
30.04.01～ 

31.03.31 
金融知識・留学支援制度・奨学金制度・ＦＰ技

能士に関する啓発図書の寄贈事業 
一般社団法人金融財

政事情研究会 

３ 
30.04.01～ 

31.01.12 
第４３回「ごはん・お米とわたし」作文・図画

コンクール 
全国農業協同組合中

央会 

４ 
30.04.06～ 

30.07.29 
第１１回書道パフォーマンス甲子園 

書道パフォーマンス

甲子園実行委員会 

５ 
30.04.19～ 

31.03.29 
放射線に関する教職員セミナー及び出前授業実

施事業 
公益財団法人日本科

学技術振興財団 
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No. 実施年月日 事     業     名 主  催  者 

６ 
30.04.27～ 

31.03.31 

第１５回「小学生のぼうさい探検隊マップコン

クール」および第１５回「マップコンクール・

表彰関連行事」 

一般社団法人日本損

害保険協会 

７ 
30.05.01～ 

31.03.31 
第１２回「小学生『夢をかなえる』作文コンク

ール」 
株式会社日本教育新

聞社 

８ 
30.05.05～ 

30.05.06 
第３６回全日本バウンドテニス選手権大会 

一般財団法人日本バ

ウンドテニス協会 

９ 
30.05.21～ 

31.03.07 
ＩＣＴ夢コンテスト 

一般社団法人日本教

育情報化振興会 

１０ 
30.05.31～ 

31.03.31 
「わたしと年金」エッセイ 日本年金機構 

１１ 
30.06.01～ 

31.02.16 
第１８回毎日パソコン入力コンクール 株式会社毎日新聞社 

１２ 
30.06.01～ 

30.11.18 
第６５回日本学生・生徒・児童書道展覧会（日

本学書展） 
日本学書展 

１３ 
30.06.01～ 

30.12.31 
第１２回ビルメンこども絵画コンクール 

公益社団法人全国ビ

ルメンテナンス協会 

１４ 
30.06.01～ 

31.03.31 
第１４回ＩＰＡ「ひろげよう情報モラル・セキ

ュリティコンクール」２０１８ 
独立行政法人情報処

理推進機構 

１５ 
30.06.02～ 

30.07.24 
平成３０年度国立劇場鑑賞教室 

独立行政法人日本芸

術文化振興会 

１６ 30.06.24 
第１７回認定特定非営利活動法人おやじ日本全

国大会 
認定特定非営利活動

法人おやじ日本 

１７ 
30.07.01～ 

30.12.15 
第６回「心に残る給食の思い出」作文コンクー

ル 
公益社団法人日本給

食サービス協会 

１８ 
30.07.01～ 

31.03.31 
第１５回夏のチャレンジ全国小学生「未来」を

つくるコンクール 
株式会社ベネッセコ

ーポレーション 

１９ 
30.07.01～ 

30.10.12 
ＷＦＰチャリティーエッセイコンテスト２０１

８「おなか空いた、なに食べよ！」 

特定非営利活動法人

国際連合世界食糧計

画ＷＦＰ協会 

２０ 
30.07.01～ 

31.02.28 
映画感想文コンクール２０１８ 

全国映画感想文コン

クール実施委員会 
（株）キネマ旬報社 

２１ 
30.07.01～ 

31.02.01 

第６２回（平成３０年度）ＪＡ共済全国小・中

学校書道コンクールおよび第４７回（平成３０

年度）ＪＡ共済全国小･中学生交通安全ポスター

コンクール 

全国共済農業協同組

合連合会 
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No. 実施年月日 事     業     名 主  催  者 

２２ 
30.07.02～ 

30.11.17 
第３３回「WE LOVE トンボ」絵画コンクー

ル 
朝日学生新聞社／朝

日新聞社 

２３ 
30.07.02～ 

31.03.03 
「わたしたちのくらしとエネルギー」かべ新聞

コンテスト 

経済産業省資源エネ

ルギー庁（運営：株式

会社朝日広告社） 

２４ 
30.07.26～ 

30.07.27 
全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会福

島大会 

全国公立学校難聴・言

語障害教育研究協議

会 

２５ 
30.07.26～ 

30.11.17 

①平成３０年度北方領土問題青少年･教育指導

者現地研修会 ②平成３０年度北方領土問題地

域青少年育成事業 ③平成３０年度北方領土問

題教育指導者地域研修会 ④平成３０年度北方

四島交流教育関係者・青少年訪問共催事業 

独立行政法人北方領

土問題対策協会 

２６ 
30.07.29～ 

30.07.31 
第６０回指導と評価大学講座 

一般財団法人応用教

育研究所／一般社団

法人日本図書文化協

会 

２７ 
30.07.30～ 

30.07.31 
全国新聞教育研究大会ならびに全国学校新聞指

導者講習会第６１回箱根大会 
全国新聞教育研究協

議会 

２８ 
30.08.01～ 

30.08.21 
第５回夏の教育セミナー 新学習指導要領と大

学入試改革 
日本教育新聞社 

２９ 
30.08.02～ 

30.08.03 
第４２回全国公立学校事務長会研究協議会並び

に総会 
全国公立学校事務長

会 

３０ 
30.08.06～ 

30.10.31 
第２回全国高校教育模擬国連大会（ＡＪＥＭＵ

Ｎ） 

公益財団法人ユネス

コ・アジア文化センタ

ー 

３１ 
30.08.08～ 

30.08.10 
平成３０年度全国理科教育大会・第８９回日本

理化学協会総会（岐阜大会） 
日本理化学協会 

３２ 
30.08.17～ 

31.02.23 

２０１９年度の防災教育チャレンジプラン募集

及び２０１８年度防災教育交流フォーラム、活

動報告会開催 

防災教育チャレンジ

プレン実行委員会 

３３ 
30.08.24～ 

30.08.25 
第６６回日本ＰＴＡ全国研究大会新潟大会 

公益社団法人日本Ｐ

ＴＡ全国協議会 

３４ 
30.09.03～ 

31.02.28 
第４３回ゆうちょアイデア貯金箱コンクール 

株式会社ゆうちょ銀

行 

３５ 30.10.14 
２０１８年第６回全国高校生英語プレゼンテー

ションコンテスト 
学校法人獨協学園 
獨協大学 
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No. 実施年月日 事     業     名 主  催  者 

３６ 
30.10.25～ 

30.10.26 
第５７回全日本特別支援教育研究連盟全国大会

名古屋大会 
全日本特別支援教育

研究連盟 

３７ 
30.10.27 
30.11.10 
30.12.01 

平成３０年度「教育長等教育行政幹部職員セミ

ナー」 
独立行政法人教職員

支援機構 

３８ 
30.11.01～ 

31.07.31 
第１１回こども環境大賞 朝日新聞社 

３９ 
30.11.01～ 

32.03.31 
第３１回「バケツ稲づくり事業」 

全国農業協同組合中

央会 

４０ 30.11.03 
シンポジウム「来たれ、リーガル女子！～女性

の弁護士・裁判官・検察官に会ってみよう！～」 
日本弁護士連合会 

４１ 
30.11.10～ 

30.11.11 
第２０回全日本高等学校吹奏楽大会 in 横浜 

日本高等学校吹奏楽

連盟 

４２ 
30.11.14～ 

30.11.16 
ｅラーニングアワード２０１８フォーラム 

株式会社日本工業新

聞社 

４３ 
30.12.06～ 

30.12.18 
平成３０年度国立劇場鑑賞教室 １２月文楽鑑

賞教室 
独立行政法人日本芸

術文化振興会 

４４ 30.12.07 「体験の風をおこそう」フォーラム 
体験の風をおこそう

運動推進委員会 

４５ 30.12.07 第４１回全国特別支援教育振興協議会 

全国特別支援教育推

進連盟、文部科学省、

独立行政法人特別支

援教育総合研究所 

４６ 
30.12.08～ 

30.12.09 
平成３０年度日本教職大学院協会研究大会 
テーマ「教職大学院の特色ある取組」 

日本教職大学院協会 

４７ 
31.01.05～ 

31.01.14 
第１２回アートグランプリ in SAKAI（全国中

学校美術部作品展） 

全国中学校美術部作

品展実行委員会（堺市

教育委員会内） 

４８ 
31.03.07～ 

31.03.18 
平成３０年度教育の情報化推進フォーラム 

一般社団法人日本教

育情報化振興会 

４９ 
30.06～ 

31.02.23 
平成３０年度北方領土に関する全国スピーチコ

ンテスト 
独立行政法人北方領

土問題対策協会 

５０ 
30.10～ 

31.03.25 
２０１８年度クルマのリサイクル作品コンクー

ル 

公益財団法人自動車

リサイクル促進セン

ター 

５１ 
29.07.07～ 

30.07.31 
第２０回（2018 年）「日本水大賞」 

公益社団法人日本河

川協会内日本水大賞

委員会 
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全国都道府県教育長協議会 
No. 実施年月日 事     業     名 主  催  者 

５２ 
30.04.20～ 

31.03.31 
第５５回全国児童才能開発コンテスト 
【協議会賞の交付】 

公益財団法人才能開

発教育研究財団 

５３ 
30.05.01～ 

30.10.28 
第２５回全国高等学校デザイン選手権大会 

全国高等学校デザイ

ン選手権大会開催委

員会（東北芸術工科大

学） 

５４ 
30.05.08～ 

30.12.15 
第３３回全国高等学校文芸コンクール 

公益財団法人日本高

等学校文化連盟 

５５ 
30.05.18～ 

30.08.26 
第１８回全国高等学校ファッションデザイン選

手権大会 
ファッション甲子園

実行委員会 

５６ 
30.06.01～ 

31.01.31 
第３８回全国高校生読書体験記コンクール 

公益財団法人一ツ橋

文芸教育振興会 

５７ 
30.07.01～ 

30.07.31 
平成３０年度「青少年の非行・被害防止全国強

調月間」           【協力名義】 

内閣府政策統括官（共

生社会政策担当）付参

事官（青少年環境整備

担当） 

５８ 
30.07.01～ 

31.04.01 
平成３０年度第５１回音楽鑑賞教育振興論文・

作文募集 
公益財団法人音楽鑑

賞振興財団 

５９ 
30.07.15～ 

30.09.02 
２０１８年度夏期教員海外研修講座 

特定非営利活動法人

日本国際理解推進協

会 

６０ 
30.07.26～ 

30.07.27 
平成３０年度第６９回全国高等学校定時制通信

制教頭・副校長協会教育研究協議会岩手大会 

全国高等学校定時制

通信制教頭・副校長協

会 

６１ 
30.07.26～ 

30.07.27 
第６７回進路指導・キャリア教育研究協議会全

国大会 
公益財団法人日本進

路指導協会 

６２ 
30.08.01～ 

30.08.03 

平成３０年度第６０回全国公立学校教頭会研究

大会札幌大会・第５２回北海道公立学校教頭会

研究大会 

公立学校教頭会／北

海道公立学校教頭会 

６３ 
30.08.01～ 

30.08.31 
平成３０年度「道路ふれあい月間」 
【協賛名義】 

国土交通省道路局長 

６４ 
30.08.01～ 

30.08.03 
５０周年記念全国公立小中学校事務研究大会

（千葉大会） 
全国公立小中学校事

務職員研究会 

６５ 
30.08.01～ 

30.08.03 
学校心理カウンセラー研修講座 

公益社団法人日本教

育会 
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No. 実施年月日 事     業     名 主  催  者 

６６ 
30.08.01～ 

31.03.31 
第７回公募日本習字硬筆展 
【協議会賞の交付】 

公益財団法人日本習

字教育財団 

６７ 
30.08.02～ 

30.11.11 
Ｉｋｅｎｏｂｏ花の甲子園２０１８ 

一般財団法人池坊華

道会 

６８ 
30.08.04～ 

30.08.05 
第２７回全国高等学校漫画選手権大会（まんが

甲子園） 
高知県／まんが王国・

土佐推進協議会 

６９ 
30.08.07～ 

30.08.11 
第４２回全国高等学校総合文化祭 

文化庁、公益財団法人

日本高等学校文化連

盟、長野県、長野県教

育委員会 他 

７０ 
30.08.17～ 

31.02.07 
平成３０年度全国中学校体育大会 

公益財団法人日本中

学校体育連盟 

７１ 30.08.24 第１４回教育旅行シンポジウム 
公益財団法人日本修

学旅行協会 

７２ 
30.08.25～ 

30.08.26 
第２９回全国高等学校総合文化祭優秀校東京公

演 

文化庁、公益財団法人

日本高等学校文化連

盟、東京都教育委員

会、東京都高等学校文

化連盟 

７３ 30.08.26 
第３４回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会 
【協議会賞交付】 

公益財団法人日本武

道館 

７４ 
30.09.15～ 

30.09.16 
第２５回日本自閉症協会全国大会（広島大会）・

第５１回全国情緒障害教育研究協議会広島大会 

一般社団法人日本自

閉症協会／全国情緒

障害教育研究会 

７５ 
30.10.11～ 

30.10.20 
平成３０年度全国地域安全運動 
【協賛名義】 

警察庁長官・公益財団

法人全国防犯協会連

合会 

７６ 
30.11.01～ 

30.11.02 
第４８回全国小学校国語教育研究大会―名古屋

大会― 

全国小学校国語教育

研究会／名古屋国語

教育研究会 

７７ 
30.11.10～ 

30.12.10 
第６６回「手足の不自由な子供を育てる運動」 

社会福祉法人日本肢

体不自由児協会 

７８ 30.11.27 
平成３０年全国暴力追放運動中央大会 
【協賛名義】 

警察庁／全国暴力追

放運動センター 

７９ 
31.01.04～ 

31.01.06 
第４２回全国高等学校・中学校剣道（部活動）

指導者研修会 
公益財団法人日本武

道館 

８０ 
31.01.05～ 

31.02.24 
第５５回全日本書初め大展覧会 

公益財団法人日本武

道館 
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No. 実施年月日 事     業     名 主  催  者 

８１ 
31.02.22～ 

31.02.26 
第１００回全国学校書初中央展 

公益財団法人日本習

字学会 

８２ 
29.10.06～ 

31.03.31 
平成３０年度（第４４回）実践研究助成 

公益財団法人パナソ

ニック教育財団 
 

全国都道府県教育委員協議会 
No. 実施年月日 事     業     名 主  催  者 

８３ 
30.04.20～ 

31.03.31 
第５５回全国児童才能開発コンテスト 
【協議会賞の交付】 

公益財団法人才能開

発教育研究財団 

８４ 
30.07.01～ 

31.01.30 
第６５回全国新春書道展 明治神宮書道会 

 
 
平成３０年度新規承認事業 
 
No. 2 金融知識・留学支援制度・奨学金制度・ＦＰ技能士に関する啓発図書の寄贈事業 
                         【一般社団法人金融財政事情研究会】 
 
No. 5 放射線に関する教職員セミナー及び出前授業実施事業 
                        【公益財団法人日本科学技術振興財団】 
 
No. 37 平成３０年度「教育長等教育行政幹部職員セミナー」 
                           【独立行政法人教職員支援機構】 
 
No. 40 シンポジウム「来たれ、リーガル女子！～女性の弁護士・裁判官・検察官に 
    会ってみよう！～」                    【日本弁護士連合会】 
 
No. 50 ２０１８年度クルマのリサイクル作品コンクール 
                     【公益財団法人自動車リサイクル促進センター】 
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【別紙】 

平成３０年度 研究報告書の概要 

第１部会 

外国語教育の充実に向けた取組について 

第２部会 

地域と学校の連携・協働におけるコーディネート機能の強化・充実 

～今後、求められるコーディネーターの在り方～ 

第３部会 

部活動の運営の適正化に向けた方策について 

第４部会 

教職員の働き方改革の推進について 

※ 研究報告書の全体版は、全国都道府県教育委員会連合会ホームページ

（http://www.kyoi-ren.gr.jp/）に掲載
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