
一般社団法人長野県私立幼稚園・認定こども園協会

区　　分 年月日 内　                   容

3.6.23 松本市「ホテルモンターニュ松本」

　出席会員12名　　委任状40名

　議事　・令和2年度事業報告及び決算の承認について

        　　　　　以上、原案通り承認可決

　報告　・令和3年度研修事業について

　　　　・Web会議及び研修会に係る経費負担について

　　　　・第7回長野県私学振興大会について

3.5.25 第１回通常理事会　Zoomによるオンライン会議

　出席理事10名　　監事1名

　議事　　  ・令和2年度事業報告及び決算について

　　　　　　・令和3年度定時社員総会の開催について

        　　　　　以上、原案通り承認可決

　協議報告　・令和3年度研修事業について

　　　　　　・研修会に係る諸経費について

　　　　　　・監事の選任の在り方について

　　　　　　・第7回長野県私学振興大会について

3.8.19 第１回臨時理事会　Zoomによるオンライン会議

　出席理事10名　　監事1名

　議事  　　・長野県私立幼稚園・認定こども園関係予算獲得のための署名活動について

        　　　　　以上、原案通り承認可決

　協議報告　・国及び県への要望事項について

　　　　　　・設置者・園長研修会について

　　　　　　・令和5年度東海北陸地区私立幼稚園教育研究長野大会について

3.8.26 第２回臨時理事会　書面決議

　同意書提出15名　　

　議事　　　・令和3年度の会費の変更について

        　　　　　以上、原案通り承認可決

4.3.17 第２回通常理事会　長野市「長野市生涯学習センター」

　出席理事8名　　 

　議事　　　・令和３年度収支補正予算（案）について

　　　　　　・令和４年度の会費及び負担金（案）について

　　　　　　・令和４年度研修計画（案）について

　　　　　　・令和４年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

　　　　　　・委員会の構成の改正（案）について

　　　　　　・一般社団法人長野県私立幼稚園・認定こども園協会旅費規程の制定について

        　　　　　以上、原案通り承認可決

　協議報告　・令和３年度研修講座実績報告について

　　　　　　・令和４年度長野県私学振興関係当初予算案の概要について

3.5.19 第１回　長野市「長野県土木センター」

　・通常理事会及び定時社員総会に提出する資料について

　・令和3年度研修事業等に係る経費負担の在り方について

　・通常理事会及び定時社員総会の進行について

4.3.9 第２回　Zoomによるオンライン会議

　・第２回通常理事会に提出する資料について

　・第２回通常理事会の進行について

第１回　長野市「長野市生涯学習センター」

　・設置者・園長研修について

　・広報事業について

　・養成校との懇話会について

　・国及び県への要望事項について

3.6.17

定時社員総会

令和３年度　 事　業　報　告

１　会　員　　　６５法人　１０１園　（令和３年４月１日現在）

２　会議等

　(1) 県私立幼稚園・認定こども園協会

総務委員会

理 事 会

振興対策・経営委員会



区　　分 年月日 内　                   容

3.8.19 第２回　Zoomによるオンライン会議

　・長野県私立幼稚園・認定こども園関係予算獲得のための署名活動について

　・国及び県への要望事項について

　・設置者・園長研修会について

　・幼稚園・認定こども園開放Ｄａｙについて

3.12.2 第３回　Zoomによるオンライン会議

　・長野県選出国会議員に対する独自の要望事項について

　・養成校との懇話会について

3.4.14 第１回小委員会　松本市「松本青い鳥幼稚園」

　・令和3年度の研修について

3.4.19 第１回　Zoomによるオンライン会議

　・令和2年度活動のまとめ

　・令和3年度研修講座、教員免許状更新講習について

3.6.24 新任教員研修第１回運営小委員会　Zoomによるオンライン会議

　・当日の運営全般に係る検討

3.8.23 新任教員研修第２回運営小委員会　Zoomによるオンライン会議

　・新任教員研修会の実施方法の決定

　・当日の運営について

3.9.2 四役会　Zoomによるオンライン会議

　・令和3年度エリア・ブロック研修の実施について

　・令和3年度教員免許状更新講習について

3.11.9 第２回小委員会　Zoomによるオンライン会議

　・令和3年度今後予定されている研修講座について

　・令和4年度研修講座について

3.11.25 第２回　Zoomによるオンライン会議

　・令和3年度今後予定されている研修講座について

　・令和4年度研修講座について

3.12.20 四役会　Zoomによるオンライン会議

　・令和4年度研修会講師の選定について

　・教員免許状更新講習の実施について

4.2.28 第３回　Zoomによるオンライン会議

　・令和3年度研修報告

　・令和3年度研修実績報告書

　・令和3年度新規採用者事前研修会

　・令和4年度研修テーマ・研修の持ち方

　・令和4年度・5年度東海北陸地区研修関係

　・令和4年度研修講座・免許更新講習　研修運営

　・令和4年度研修委員会組織について

3.7.31 第39回夏季信州人間大学　　　　　　　　　　　開催中止

3.10.8～17 第44回長野県同和教育研究大会　　　　　　　　動画配信

第16回ハンセン病市民学会全国交流集会in長野　開催延期

3.11.13～14 第72回全国人権・同和教育研究大会　　　　　　大会資料配布による開催

3.6.17 第１回　長野市「長野市生涯学習センター」

　・実施要項（案）について

　・予算（案）について

4.1.20 第２回　Zoomによるオンライン会議

東海北陸地区パワーアップ研修会 　・実施要項（案）について

長野大会実行委員会 　・予算（案）について

　・今後日程について

4.3.3 第３回　Zoomによるオンライン会議

　・実施日程・内容のあり方について

　・当日の運営体制について

振興対策・経営委員会

研修委員会

同和教育関係



区　　分 年月日 内　                   容

3.6.24 第１回　Zoomによるオンライン会議

　・日程及び会場園の決定について

　・講師について

東海北陸地区ECEQ研修会 3.10.11 第２回　Zoomによるオンライン会議

実行委員会 　・開催日程及び実施段階（STEP）について

　・講師について

3.10.22 第３回　Zoomによるオンライン会議

　・講座の位置付けについて

　・開催日程等について

3.4.12 第１回北信エリア総会　　　　　メール配信

3.4.22 第１回中信エリア総会　　　　　Zoomによるオンライン会議

3.5.20 第１回東信エリア総会　　　　　メール配信

4.1.21 第２回中信エリア総会　　　　　Zoomによるオンライン会議

4.2.14 第２回北信エリア総会　　　　　メール配信

　(2) 全日私幼連・東海北陸地区会

全日私幼連 年月日 内　                   容

団体長会・理事会合同会議 3.6.30 東京都　アルカディア市ヶ谷　　　　　　　　　　　　　 和田副理事長出席

定時総会 3.7.9 東京都　アルカディア市ヶ谷　　　　　　　　　　 　　　理事長、和田副理事長出席

団体長会 3.10.11 Zoomによるオンライン会議　　　　　　　　　　　　　　 理事長出席

設置者・園長全国研修大会 3.10.25 福島市　ホテルハマツ、Vimeoオンライン研修併用　　　　6名参加（オンライン）

認定こども園全国研修会 3.12.6～20 オンデマンド形式動画配信　　　　　　　　　　　　　　 3名参加

団体長会・理事会合同会議 3.12.9 東京都　アルカディア市ヶ谷　　　　　　　　　　　　 　和田副理事長出席

全日ＰＴＡ連合会全国大会 3.12.10 東京都　アルカディア市ヶ谷　　　　　　　　　　　　 　理事長他2名出席

政令指定都市特別委員会研修会 4.1.27 東京都　アルカディア市ヶ谷、Zoomオンライン研修併用　 1名参加（オンライン）

団体長会・理事会合同会議 4.2.4 Zoomによるオンライン会議　　　　　　　　　　　　　　 理事長出席

団体長会・理事会合同会議 4.3.14 Zoomによるオンライン会議　　　　　　　　　　　　　　 理事長出席

全日私幼幼児教育研究機構 年月日 内　                   容

幼児教育実践学会 3.8.20 Zoomによるオンライン研修、オンデマンド配信　　　　　 各自参加申込

園長・リーダー研修会 3.12.2～3 Zoomによるオンライン研修、オンデマンド配信　　　　　 2名参加（オンライン）

全国研究研修担当者会議 4.3.8 東京都　アルカディア市ヶ谷、Zoomオンライン研修併用　 研修委員長参加　 

東海北陸地区会 年月日 内　                   容

団体長会議、理事会・PTA常任委員会 3.5.20 Zoomによるオンライン会議　　　　　　　　　　　　　 　正副理事長出席

パワーアップ研修会 3.5.27～28（中止） 石川県

教育研究長野大会 3.8.3～4（中止） 長野市

団体長会議、運営・研究合同会議 3.10.12 Zoomによるオンライン会議　　　　　　　　　　　　　 　正副理事長、研修委員長出席

団体長・研修委員長会議 3.10.18 Zoomによるオンライン会議　　　　　　　　　　　　　 　理事長出席

団体長会議、愛知大会運営研究合同会議 4.2.25 Zoomによるオンライン会議　　　　　　　　　　　　　　 理事長他4名出席

団体長会議 4.3.3 Zoomによるオンライン会議　　　　　　　　　　　　　 　理事長出席

３　研修会

　・研修名及び内容：別紙のとおり

４　陳情等

陳情・要望先 年月日 内　                   容

自民党県連に対する予算・施策要望　和田副理事長出席

　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に対する補助金の拡充について

　　　　　・子育て支援活動に関する補助金の拡充について

　　　　　・預かり保育に関する補助金の拡充について

　　　　　・短時間（４時間未満）の預かり保育事業への助成の存続について

　　　　　・幼児教育専門員の配置の継続による研修の実施について

　　　　　・耐震補強及び耐震改築事業への補助制度の創設について

　　　　　・信州型自然保育認定園に対する補助制度の見直しについて

　　　　　・幼児教育振興法の早期制定について

　　　　　・感染者が出た場合の園の消毒費用への補助について

　　　　　・私立幼稚園教育振興費補助金の配分に当たっての配慮について

　　　　　・教育支援体制整備事業費補助金の拡充について

エリア会議

　・テーマ：「新しい時代を伸びやかに生きる」～社会に開かれた質の高い幼児教育を～

3.9.16自由民主党



　　　　　・給食費の保護者への返還分に対する補助制度の創設について

陳情・要望先 年月日 内　                   容

県議会私学振興議員連盟役員に対する予算・施策要望　和田副理事長以下２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に対する補助金の拡充について

　　　　　・子育て支援活動に関する補助金の拡充について

　　　　　・預かり保育に関する補助金の拡充について

　　　　　・短時間（４時間未満）の預かり保育事業への助成の存続について

　　　　　・幼児教育専門員の配置の継続による研修の実施について

　　　　　・耐震補強及び耐震改築事業への補助制度の創設について

　　　　　・信州型自然保育認定園に対する補助制度の見直しについて

　　　　　・幼児教育振興法の早期制定について

　　　　　・感染者が出た場合の園の消毒費用への補助について

　　　　　・私立幼稚園教育振興費補助金の配分に当たっての配慮について

　　　　　・教育支援体制整備事業費補助金の拡充について

　　　　　・給食費の保護者への返還分に対する補助制度の創設について

文部科学大臣政務官に対する予算・施策要望　宮川理事出席

（自民党長野県連との合同実施）

　要望事項・子育て支援活動に関する補助金の拡充について

　　　　　・短時間（４時間未満）の預かり保育事業への助成の存続について

　　　　　・幼児教育振興法の早期制定について

　　　　　・教育支援体制整備事業費補助金の拡充について

　　　　　・給食費の保護者への返還分に対する補助制度の創設について

知事との懇談　大森理事長以下２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に対する補助金の拡充について

　　　　　・子育て支援活動に関する補助金の拡充について

　　　　　・預かり保育に関する補助金の拡充について

　　　　　・短時間（４時間未満）の預かり保育事業への助成の存続について

　　　　　・幼児教育専門員の配置の継続による研修の実施について

　　　　　・耐震補強及び耐震改築事業への補助制度の創設について

　　　　　・信州型自然保育認定園に対する補助制度の見直しについて

　　　　　・感染者が出た場合の園の消毒費用への補助について

　　　　　・私立幼稚園教育振興費補助金の配分に当たっての配慮について

５　署名活動

６　役員（15人）

　　　　大　森　けい子 理事長

　　　　和　田　典　善 副理事長

　　　　西　片　紀美子 副理事長

　　　　窪　田　英　一

　　　　市　川　雅　朗

　　　　長　橋　益　子

　　　　安　藤　信　将

　　　　山　田　　　伸

　　　　岡　野　尚　子

　　　　早　川　民　次

　　　　宮　原　光　生

　　　　髙　木　優　子

　　　　宮　川　義　典

　　　　倉　科　正　豊

　　　　内　藤　美智子

　　監事（2人）

　　　　木　原　盛　行

　　　　栁　澤　由　美

3.11.19文部科学省

　　長野県私立幼稚園・認定こども園関係予算拡充のための署名活動　署名数　22,856件

3.9.27長野県議会

3.9.16自由民主党

長野県知事 3.12.16


