
長野県私立幼稚園協会

２　会議等

（１）県私立幼稚園協会

区　　分 年月日 内                           容

25. 5. 30 　場所　　　上田市　上田東急イン

　出席会員　２７名　　委任状　３５名

　議事　　・平成24年度事業報告並びに同決算承認について

        　・平成25年度補正予算について    　以上、原案通り承認可決

25. 5. 30 第１回通常理事会　　上田市　上田東急イン

　出席理事　１４名　監事　１名

　議事　　・平成24年度事業報告並びに同決算承認について

        　・平成25年度補正予算について    　以上、原案通り承認可決

26. 3. 11 理事会　　長野市 ホテル犀北館

　出席理事１１名　 　監事　２名

　議事　　・平成25年度補正予算について

　　　　　・平成26年度事業計画並びに予算について　

　　　　　・平成26年度研修計画について

　　　　　・平成26年度地区研修会補助要綱について

25. 5. 17 第１回　　長野市　長野県土木センター

　・理事会、総会提出資料について

　・理事会、総会、設置者・園長研修会の進行について

26. 1. 7 第２回　　長野市 ホテル犀北館

　・今年度及び来年度の行事日程について

　・役員等の選出日程について

　・食育推進全国大会について

　・貸付金の一次審査について　他

26.3.7 第３回　　長野市　長野県土木センター

　・通常理事会について

　・平成25年度補正予算について

　・平成26年度事業計画並びに予算について

　・平成26年度研修計画について

　・東海北陸地区幼稚園教育研究長野大会について

　・平成25年度地区研修会補助金及び平成26年度補助要綱について

　・平成25年度の募金結果について

　・平成26年度役員・委員の推薦状況について

25. 4. 17 第１回　　　長野市 長野県土木センター

　・平成25年度事業について

　　　幼児教育無償化について

　　　養成校との懇話会、連携について

　　　子育て支援事業（あそびのまち）について

　　　グレーゾーン幼児への対応について

　　　県への要望について

25. 5. 17 第２回　　　長野市 長野県土木センター

　・幼児教育無償化について

　・子ども・子育て会議について

　・養成校との連携について（養成校への訪問、授業参観、懇話会等）

25. 7.  1 第３回　　清泉女学院短期大学

　【授業参観】　　　

　・短期大学の授業参観から

　・養成校との懇話会について

25. 9. 12 第４回　　 ホテル信濃路

　・市町村「子ども・子育て会議」への対応について

　・県議会私学振興議員連盟への要望について

【養成校との懇話会】　　　ホテル信濃路

　・テーマ「効果的かつ円滑な保育者養成のための養成校と幼稚園の連携について」

　　　出席者　　協　会　１２名、　養成校　９名（７校）

　（内容）・「幼稚園を知って貰おう」キャンペーンについて

　　　　　・実習以外における養成校と幼稚園の繋がりについて

　　　　　・学生の意慾を喚起する実習体制について

25.11. 19 第５回　　長野市 県土木センター

　　　　　・子ども・子育て支援新制度研修会について

　　　　　・県議会私学振興議員連盟への要望について

　　　　　・特別な支援が必要な園児の現状について

　【子ども・子育て支援新制度研修会】　ホテル国際２１

　　　講演　「子ども・子育て支援新制度」について

　　　講師　文部科学省　林俊彦　氏

振興対策・
経営委員会

平 成 ２５年 度　　事　業　報　告　書

１　会　員　　　７０法人  １０３園  （平成２６年４月１日現在）　　　

定時社員総会

理 事 会

総務委員会



区　　分 年月日 内                           容

25.11.29 第１回「幼稚園を知ってもらおう」キャンペーン特別部会　　　ホテル犀北館

　　　　　・「幼稚園を知ってもらおうキャンペーン」について

　　　出席者　　協　会　６名、養成校　３名

26.2.19 私立幼稚園における特別支援のあり方について　　　県土木センター

　　　出席者　　協　会　５名、県　３名

第２回「幼稚園を知ってもらおう」キャンペーン特別部会　　　県土木センター

　　　出席者　　協　会　５名、養成校　５名

25. 4. 17 第１回　　長野市　県土木センター　〈ホームページ専門委員会委員長、副委員長出席〉

　・平成25年度事業計画について

　・協会ホームぺージの充実について

　・「おさなご」について

25. 6. 28 第１回　　長野市　県土木センター

・ホームページのリニューアルについて

25. 9. 4 第２回　　長野市　県土木センター

・ホームページのリニューアルについて

25.11. 11 第３回　　長野市　県土木センター

・ホームページのリニューアルについて

25. 12. 9 第４回　　長野市　県土木センター

・ホームページリニューアルの業者選定について

・ホームページリニューアルの日程について

26. 2. 5 第５回　　長野市　県土木センター

・新ホームページ校正案について

・ホームページの見直しを要する箇所について

26. 2. 27 第６回　　長野市　県土木センター

・現ホームページの見直しについて

25. 4. 22 第１回　長野市　県土木センター

　・平成25年度基本方針・テーマについて

　・平成25年度研修計画と研修委員会役割分担について

　・東海北陸研究大会の確認

　・講演記録集のホームページ掲載について

　・各研修会の進め方について

25. 9. 4 第２回　長野市　県土木センター

・研修会の反省について

・今後の研修計画の立案について

25. 9. 4 研修特別委員会

　・免許状更新講習会の反省・役割分担について

　・来年度の研修会のあり方について

　・東海北陸研究大会長野大会について

25. 9. 20 研修特別会議

　・26年度の研修会の計画立案の方向について

25.10. 31 研修特別会議

　・組織及び仕事分担内容の確認

　・26年度の研修会の計画についての協議

　・26・27年度の教育研究課題について

25.12. 4 第３回　　長野市 長野県土木センター

　・一般教諭研修会・免許更新講習の反省　　

　・県大会の報告

　・今後の研修計画の立案について

　・平成26年度研修会の計画立案について

25. 9. 4 第１回　　長野市 県土木センター

　・免許状更新講習会の反省

　・免許更新講習会（10月19日）の役割分担について

25.12.  4 第２回　　長野市 長野県土木センター

　・平成25年度免許更新講習会の反省

　・免許更新講習会（10月19日開催）の反省

　・平成25年度の免許更新講習について

　・来年度の研修会のあり方について

　・東海北陸研究大会石川大会について

　・26年度新規採用研修計画について

25. 5. 14 第１回県同和教育推進委員会　長野市中央隣保館　水野委員長出席

25. 9. 26 長野県同和教育推進大会　塩尻市 長野県総合教育センター　10名参加

26. 2. 25 第２回県同和教育推進委員会　長野市中央隣保館　水野委員長出席

25. 4. 11 第２回　　松本勤労者福祉センター

25. 6. 3 第３回　　松本市キッセイ文化ホール

25. 7. 8 第４回　　松本市キッセイ文化ホール

25. 7. 26 第５回　　松本市キッセイ文化ホール

25. 7. 31 第６回　　松本市キッセイ文化ホール

25. 8. 21 第７回　　松本市 レストラン澤田　　　まとめ

26.2.5 第１回　　長野市　長野県土木センター

　　　　　第９回食育推進全国大会出展について　　

食育推進全国大会
出展実行委員会

広報委員会

ホームページ
専門委員会

研修委員会

免許更新等
プロジェクト
委　員　会

同和教育
関係委員会

東海北陸地区
私立幼稚園教育研究
長野大会実行委員会

振興対策・
経営委員会



全日私幼連 年月日 内　                     容

全日理事会 25.5.8 東京都　グランドヒル市ヶ谷　　　　　　　　　　　理事長出席

全日定時総会 25.5.22 東京都　アルカディア市ヶ谷　　　　　　　　　　　理事長・窪田副理事長出席

【地方版】子ども子育て
会議対応研修会

25.6.26 東京都　アルカディア市ヶ谷　　　　　　　　　　　６名参加

全日PTA連合会全国大会 25.7.2 東京都　ホテルオークラ東京　　　　　　          ５名参加

全日PTA連合会総会 25.7.24 東京都　アルカディア市ヶ谷　　                  窪田副理事長出席

１０２条園研修会 25.9.18 東京都　アルカディア市ヶ谷                      １園１名参加

第２回【地方版】子ども
子育て会議対応研修会

25.9.26 東京都　東京ガーデンパレス                      ５名参加

設置者・園長全国研修大
会

25.10.21
～10.22

旭川市　旭川グランドホテル　　　　　　　　　　　８名参加

子ども・子育て支援新制
度対応のための合同会議

25.11.12 東京都　アルカディア市ヶ谷　　　　　　　　　　　理事長出席

団体長会・理事会合同会
議

25.12.4 東京都　アルカディア市ヶ谷　　　　　　　　　　　理事長出席

全日理事会 26.1.30 東京都　アルカディア市ヶ谷　　　　　　　　　　　理事長出席

全日102条園研修会 26.2.7 東京都　アルカディア市ヶ谷　　　　　　　　　　　１園１名参加

第２回【地方版】子ども
子育て会議対応研修会

26.2.17 東京都　東京ガーデンパレス 　　　　　　　　　　 理事長・窪田副理事長・和田政策委員出席

団体長会・理事会合同会
議

26.3.5 東京都　アルカディア市ヶ谷　　　　　　　　　　  理事長出席

全日私幼研究機構 年月日 内　                     容

評議員会 25. 5. 22 東京都　アルカディア市ヶ谷                      理事長出席

全日私幼研究機構「幼児
教育実践学会」

25. 8. 23
  ～8. 24

福岡市　都久志会館、ホテル福岡ガーデンパレス他　３名参加

全日私幼研究機構「全国
研究研修担当者会議」

26. 1．23
　 〜1.24

京都市　京都ガーデンパレス　　　　　　　　　　　３名出席

東海北陸地区会 年月日 内　                     容

東海北陸地区会団体長会
議、理事会、PTA常任委員
会

25. 5. 23 名古屋市　名古屋ガーデンパレス　　　　　　　　　理事長・窪田副理事長・清水理事出席

東海北陸パワーアップ研
修会

25. 6. 27
  ～6. 28

石川県　  金沢市民芸術村　　　　　　　　　　　　７名参加

東海北陸地区教育研究長
野大会

25. 8. 1
  ～8. 2

松本市　  キッセイ文化ホール他　　　　　　　　　参加者２２９１名　内県内参加者１０９１名

東海北陸地区団体長会
議、教育研究大会運営・
研究合同委員会

25.9.25 名古屋市　名古屋ガーデンパレス　　　　　　　　　理事長・窪田副理事長・大森副理事長出席

東海北陸地区教育研究長
野大会研究委員会

26.1.21 金沢市　　ANAクラウンプラザホテル金沢   　　　　理事長・窪田副理事長・赤堀ディレクター出席

東海北陸地区会団体長会
議、理事会・ＰＴＡ常任
委員会

26.3.10 名古屋市　名古屋ガーデンパレス　　　　　　　　　理事長・窪田副理事長出席

文部科学省 年月日 内　                     容

文科省幼稚園教育理解推
進事業（中央協議会）

25.12.9
～ 12.10

東京都　国立オリンピック記念青少年総合センター　3名参加

３　研修会
（１）設置者・園長研修等

研修会名 年月日 内　                            容

設置者・園長研修 25. 5. 30 上田市　ホテル東急イン　　　　　　参加者　３５名

(通常総会後実施） 　・講義「地には豊かな種子（たね）を」

　　講師　小宮山量平の編集室　　代表　　荒井きぬ枝　氏

25. 11. 19 長野市　ホテル国際２１　　参加者１３０名

　・「子ども・子育て支援新制度」について

　　講師　文部科学省初等中等教育局　　幼児教育企画官　林　俊宏氏

（２）研修委員会等実施研修　　テーマ：「広く深くていねいに保育の質を高めよう」

（３）地区研修会

　　　　別紙３のとおり

　　　　別紙２のとおり

(２）全日私幼連・東海北陸地区会・文科省等

子ども・子育て支援新制
度説明会（長野県情報公
開・私学課と共催）

　　　　別紙１のとおり

（４）東海北陸地区私立幼稚園教育研究長野大会



４　幼稚園教育研究協議会
区　　分 年月日 内　                            容

25. 4. 22 第１回運営委員会・研究委員会合同委員会　長野市　県土木センター

・平成２４年度事業報告並びに決算について

・平成２５年度事業計画（案）並びに予算（案）について

・第３７回研究大会について

・平成２５年度役員選出について

25. 9. 4 第２回研究委員会　長野市　県土木センター

・第３７回教育研究大会（県大会）について

テーマ：「ともに生きる力を育てる幼稚園教育を考えよう」

25.11. 16 東信地区　　会場　上田女子短期大学　　参加者　１０４名

　　　　　「幼児期から学童期への学びへのつながりを考える」　

          『学びの基礎力につながる幼小の連携』

　　　　　　　講師　　清泉女学院短期大学副学長　西山薫先生

25.11. 8 中信地区　　会場　松本市勤労者福祉センター　　参加者１０３名

　　　　　「子どもと対話する教師の姿を求めて」　　　

          『対話で紡ぐ豊かな保育』

　　　　　　　講師　　山梨大学　教授　加藤繁美先生　

25.10.23 北信地区　　会場　ホクト文化ホール　　参加者２３７名

　　　　　「人と人とのコミュニケーションとこれからの幼児教育を考える」

          『つながりコミュニケーションとこれからの幼児教育』

　　　　　　講師　藤幼稚園理事長・園長　加藤積一先生

25.10.23 南信地区（伊那・飯田地区）　会場　かざこし子どもの森　　参加者　　３１名

　　　　「子どものよりよい育ちを考える」

          『日常のものを使って科学遊びを学ぼう』

　　　　　　講師・助言者　三浦宏子先生

25.11.13 　　　　（諏訪・上伊那地区）　会場　聖母幼稚園　４７人

　　　　　「子ども絵を歩く～みること・よむこと・かんじること」

　　　　　講師・助言者　松本短期大学　保高一仁先生

５　陳情等
陳情・要望先 年月日 内　                            容

県議会 25. 11. 25 県議会私学振興議員連盟役員との懇談会（私学教育協会主催）　理事長以下４名出席

　要望事項・私立幼稚園教育振興費補助金の拡充について

　　　　　・特別な支援を必要とする園児への補助金の充実と運用用件の緩和

　　　　　・預かり保育及び子育て支援に関する補助金の拡充

　　　　　・幼児教育専門員の配置の継続による研修の実施

　　　　　・子ども・子育て支援新制度に対する支援

　　　　　・幼児教育の無償化の実現と国予算の充実

長野県 25.12. 13 和田副知事に陳情（私学教育協会主催）　理事長・窪田副理事長出席

　要望事項　　県議会への要望と同じ

６　役　員　（平成２６年総会まで）
　　（理事１７人）

（監事　２人）

清　水　幸　子

御子柴　秀　夫

（顧問　２人）

池　田　茂　雄

髙　松　和　子

　　清　水　哲　夫

　　岩　上　芳　宗

　　垂　澤　恵　子

　　西　山　　　薫

　　大　森　けい子　　副理事長

　　藤　本　悠起子

　　佐　藤　長　明

　　小根澤　浩　一

　　飯　沼　佳　子

　　市　川　雅　朗

　　窪　田　英　一　　副理事長

　　宮　川　義　典   　理事長 

　　勅使河原 公 偉

　　湯　本　美奈子

　　和　田　典　善

　　西　片　紀美子

　　水　野　礼　子

運営委員会・研究委員会

幼稚園教育研究協議会
第３７回長野県幼稚園教
育研究大会（分散県大

会）


