
愛知県総合教育センター概要（令和４年度版） 
 

 

○ 全体概要 

・所 在 地  愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字上鉾 68 番地 

・沿  革 昭和４９年１０月  １日   愛知県教育センター設置 

平成１２年  ４月  １日   愛知県総合教育センターに改称（情報処理教育センター及び農業教育 

共同実習所の機能を総合教育センターに移管） 

平成１９年  3月３１日   情報教育東海所及び情報教育豊橋所廃止 

・敷地面積 １２５，６０５．４１㎡ 

・建物面積 本館棟始め７棟 延べ２１，００５．８０㎡ 

○ 愛知県総合教育センター条例（抄） 

第１条 教育の振興を図るため、センターを愛知郡東郷町に置く。 

第２条 センターは、次に掲げる事業を行う。 

⑴ 教育に関する専門的、技術的事項の研究に関すること。 

⑵ 教育関係職員の研修に関すること。 

⑶ 教育相談に関すること。 

⑷ 教育に関する情報の収集及び提供に関すること。 

⑸ 生徒の実習に関すること。 

 
○ 教育相談事業 

１ 一般教育相談（児童・生徒、保護者、教員等） 

不登校の相談が最も多く（面接相談の 5８％、電話

相談の 2８％）、性格に関する相談も多い。 

(1) 面接相談（１回につき約１時間、心理検査は約２

時間） 

来所者総数 508 人（小学校 18人、中学校 82

人、高校 392人、その他 16 人） 

(2) 電話相談（１回につき約３０分から１時間） 

電話回数 994回（小学校 166 回、中学校 175

回、高校 512回、その他 141 回） 

２ 教育関係職員相談［(1)以外は所員による面接相

談、電話相談］ 

(1) メンタルヘルス相談 16 件［医師による年間８

日の面接相談］ 

(2) 身上・生活相談 232 回（パワー・ハラスメン

ト相談 9 回を含む） 

(3) セクシュアル・ハラスメント相談 1回 

(4) 幼稚園教員相談 1回 

 

 

３ 特別支援教育相談 

指導・支援の相談が最も多く（75.4％）、就学、家

庭教育、進路・適性が続く。 

(1) 面接相談 （１回につき約 90分、心理検査を実

施する場合は 120 分） 

・相談ケース数 240 ケース（内訳：就学前 40、

小学生 147、中学生 42、高校生 11、障害別で

は、自閉症・情緒障害が全体の 38.8％を占める） 

・年間相談回数 981 回 

・来所者総数 1,694 人 

(2) 電話相談 年間相談回数  359回 

(3) 出張相談 年間相談回数  116回 

 
○ 令和３年度教育研究調査事業  

・研究調査事業：３領域 1３研究主題（教育課程及び学校の諸課題（７件）、教科等の指導の充実（５件）、教育行

政上の諸課題（１件）、延べ 2４研究、研究協力委員参加者延べ ８５９人 

・センター発表会オンライン参加者数 ３４４人（義務４５人、県立１６３人、教委・発表関係者等１３６人） 

              オンデマンド動画配信視聴回数 ５７０回 

・研究紀要発行数 第１集（昭和 25年）～第１１１集（令和３年） 

主要機関等配付用ＣＤ－Ｒ 200枚、総合教育センター研究部ウェブサイト掲載 

・研究相談及び地区研究会・研修会等への指導助言（上欄は件数、下欄は対象人数。各部合計） 

※教育研究サポートデスク出前講座を含む 

生徒指導 教科指導 進路指導 家庭教育 教材制作 道徳教育 審査発表 情報教育 その他 合計 

3 36 0 0 0 0 8 18 27 92 件 

152 963 0 0 0 0 410 1,943 3,664 7,132 人 

・図書資料室（令和 3 年度）      

開館日数 入館者数 利用図書冊数 

  239 日 658 人 1,８9１冊 

・教育研究サポートデスク相談件数：校数（人数） ※出前講座を含まない 

小学校 中学校 高等学校・特別支援学校  その他 合計 

２（２） ０（０） 1（２２） ０（０） ３（２４） 
 

 
○ 教育情報収集・提供事業 

１ 愛知県教育情報システム（ＡＩＥＳ） 

全国の教育論文や教育関係図書等のデータベースで、当センターホームページから検索利用できる。 

登録データ約 8２万件、閲覧数は年間約３万件 

２ 教育用コンテンツの公開 

当センター研究事業等でまとめた研究成果をホームページで公開 

教科指導教材や情報関係資料などを情報発信し、外部からの閲覧は、１年間に約４百万件。 
 
 

○ 教育関係職員研修事業 

1 研修内容に関する重点事項 

・学び続ける教員を支援し、素養や指導力、マネジメント

力など、一人一人の資質・能力の向上及び高め合う教員

集団（組織）の醸成に資する。 

・学校が直面している教育課題の解決や、教育活動の活性

化と充実に資する。 

・急速な社会の変化に伴う教育改革の推進に対応する。 

２ 事業内容 

・キャリア・アップ（教員育成指標を踏まえた教職経験に

応じた研修）、リーダー（学校や地域をリードする教員養

成）、スキル・アップ（自由応募を基本として専門的な知

識・技能を補完）を、体系的に実施する。 

・常に研修方法を見直し、演習や参加・体験型の研修及び

ｅラーニング研修、オンライン研修を積極的に導入 

令和３年度研修講座数及び受講者数(延べ人数) 

種 別 講座数 受講者数 

教

育

職

員 

キャリア・アップ研修 42 22,883 人 

リーダー研修 １３ 1,054 人 

(内、長期の研修の実人

数) 
（5） （38 人） 

スキル・アップ研修 9 398 人 

小  計 64 24,335 人 

事務職員等 8 653 人 

合 計（e ラン単独は除く） 72 24,988 人 

ｅラーニング研修 50 15,901 人 
 

 

愛知県総合教育センター 

○ 全体概要 

・所在地 愛知県安城市池浦町丸田 172 番１ 

・沿革  昭和５７年１１月  農業教育共同実習所開所 

昭和５７年１２月  生徒宿泊実習開始（県下 10 校、食品科学科を除く全２年生対象） 

昭和５８年 ７月  教職員研修開始 

平成 ４年 ４月  食品化学科生徒も宿泊実習開始（県下 10 校、全２年生対象） 

・敷地面積 １８，３１４．３１㎡ 

・建物面積 管理棟始め７棟 延べ２，０９４．０１㎡ 

○ 事業概要及び令和３年度参加者数(延べ人数) 

種  別 内             容 参加者数 

農業機械実習 

県内の農業に関する学科及び系列を置く高校９校２９クラス４系列の２

年生を対象に、トラクタ・施工用機械運転とエンジン分解・組立の宿泊実

習もしくは日帰り実習を実施（新型コロナウイルス感染拡大により日帰り

実習(23）もしくは該当校で代替（３）） 

２,３００ 

生徒資格 

取得講習 

上記の３年生を対象にした小型車両系建設機械やフォークリフトの運転、

大型特殊自動車運転技能講習、農業機械技術講習を実施 
１５２ 

教員研修 
中堅教諭等資質向上研修、初任者研修、安全教育実技講座、刈払機安全衛

生教育講座、農業技術講座を実施 
６２ 

 

 

 

農業教育共同実習所 

（数値・人数等は令和 3年度） 


