
長野県私立幼稚園・認定こども園協会

区　　分 年月日 内　                   容

1.6.24 松本市「ホテルモンターニュ松本」

　出席会員23名　　委任状28名

　議事　・平成30年度事業報告並びに決算の承認について

        　　　　　以上、原案通り承認可決

　報告　・幼児教育無償化について

　その他・同和教育について

1.5.27 第１回通常理事会　長野市「長野県土木センター」

　出席理事9名　　監事2名

　議事　　　・平成30年度事業報告及び決算について

　　　　　　・令和元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  ・幼児教育無償化の対応について

　　　　　　・ECEQコーディネーター会議より

1.12.6 第１回正副理事会

　出席理事4名　　

　協議報告  ・台風19号係る義援金の結果について

　　　　　　・台風19号被害者に係る見舞金について

2.3.6 第２回正副理事会

　出席理事4名　研修委員長1名　　

　協議　　  ・令和2年度の研修時期等について

2.4.10 第２回通常理事会　長野市「長野県土木センター」

　出席理事８名　　監事０名

　議事　・令和元年度収支補正予算(案)について

　　　　・令和２年度の会費について

　　　　・エリアの運営経費について

　　　　・東海北陸地区大会話題提供園等に係る費用負担について

　　　　・令和２年度研修計画について

　　　　・第３０回東海北陸パワーアップ研修会実施要綱(案)等について

　　　　・令和２年度事業計画(案)及び収支予算(案)について

        　　　　　以上、原案通り承認可決

　報告　・令和元年度研修実施報告について

　　　　・第７回長野県私学振興大会について

　　　　・令和２年度長野県私学振興関係当初予算案の概要について

　　　　　東海北陸地区教育研究愛知大会・パワーアップ研修会の中止延期について

　　　　　教育実習の実施にあたって

1.5.27 第１回　長野市「長野県土木センター」

　・通常理事会・定時社員総会への提出資料について

　・通常理事会、定時社員総会の進行について

　・ECEQコーディネーター会議より

　・幼児教育無償化の対応について

2.4.10 第２回　長野市「長野県土木センター」

　・第２回通常理事会について

　・令和元年度収支補正予算(案)について

　・第３０回東海北陸地区パワーアップ研修会実施要綱(案)等について

　・令和２年度収支予算(案)について

　・令和２年度長野県私学振興関係当初予算案の概要について

理 事 会

総務委員会

定時社員総会

平成３１(令和元)年度　事　業　報　告

１　会　員　　　６５法人　１０１園　（平成３１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



区　　分 年月日 内　                   容

31.4.24 第１回　長野市「長野県土木センター」

　・平成31年度事業について

　　　①人材確保（処遇改善）のための取り組みについて

　　　②広報活動について

　　　　　人材バンクの運営について　　　　・「おさなご」の扱い

　　　　・リーフレットの扱い

　　　③養成校との懇話会での協議事項について

　　　　・会員園に対するアンケート（情報交換会での協議に基づくもの）

　　　④県等への要望事項について

　　　⑤幼児教育の無償化について

1.9.10 第２回　長野市「犀北館ホテル」

　・処遇改善アンケート結果について

　・県等への要望事項について

　・養成校との懇話会について

　　・アンケート結果等

1.9.10 養成校との懇話会　長野市「犀北館ホテル」

　・教育実習の在り方について

　・学生の就職動向（志向）について

1.10.10 第１回　養成校との小委員会　長野市「長野県土木センター」

　・教育実習に関するアンケート結果に基づく今後の対応について

2.2.6 第２回　養成校との小委員会　長野市「長野県土木センター」

　・教育実習に関する前回の意見

　・今後の対応について

31.4.16 ECEQコーディネーター会議　松本市「あがたの森文化会館」

　・ECEQを活用した公開保育について　

1.9.30 三役・研修委員長会議　長野市「長野県土木センター」

　・組織改革検討委員会の提言を受けての新旧担当事業について

　・幼稚園教諭・認定こども園保育教諭としてのキャリアパスについて

1.10.9 小委員会　松本市「松本市勤労者福祉センター」

　・次年度計画原案について

　・研修委員会活動アンケート内容と推進日程について

1.11.25 第２回研修委員会　長野市「長野県土木センター」

　①令和元年度活動について

　　・実施研修講座及び講習講座まとめ

　　・3月新規採用者事前研修について

　②アンケートまとめ

　③令和2年度活動計画について

　　・令和2年度研修講座と講習講座（原案）

　　・東海北陸地区教育研究愛知大会について

2.2.25 第３回研修委員会　長野市「犀北館ホテル」

　　・新規採用者事前研修会について

　　・次年度に向けて

　　・令和２年度研修講座及び講習講座について

2.2.25 令和２年度　第１回研修委員会　長野市「犀北館ホテル」

　　・エリア責任者選出

　　・研修委員会活動の説明

　　・今年度開設講座と運営スタッフの選出

　　・委員会の予定

1.7.27 第38回夏季信州人間大学　長野市「中央隣保館」　　　　　　　　　　１名参加

1.9.30 第43回長野県同和教育研究大会　塩尻市「長野県総合教育センター」　１名参加

1.12.25 第56回長野県部落解放研究集会　須坂市「メセナホール」　　　　　　１名参加

2.3.13

(延期)
来年度の委員会のあり方等について

研修委員会

認定こども園委員会

同和教育関係

振興対策・経営委員会



区　　分 年月日 内　                   容

1.10.24 第１回　長野市「長野県土木センター」

　・今後の組織改革の検討事項について

　　　①研修事業のあり方について

1.5.29 第１回　長野市「長野県土木センター」

　・令和元年度東海北陸地区パワーアップ研修会愛知大会について

　・令和２年長野開催に向けて

1.7.25 第２回　長野市「長野県土木センター」

　・愛知大会の状況について

　・長野大会の宿泊場所・研修場所について

　・実行委員会について

1.12.16 第３回　長野市「長野県土木センター」

　・長野大会時の設置者・園長研修内容・講師について

2.1.24 第４回　長野市「長野県土木センター」

　・長野大会時の設置者・園長研修演題等について

　・フィールド研修について

2.3.4 第５回　長野市「長野県土木センター」

　・実行委員会について

　・開催要項等について

31.4.12 北信エリア総会　　長野市「ホテル国際２１」

　・北信エリア規約の一部改正について

　・教育実習について

31.4.19 南信エリア諏訪・上伊那ブロック総会　　辰野町「聖ヨゼフ幼稚園」

　・平成31年度事業計画（案）について

31.4.22 南信エリア伊那・飯田ブロック総会　　飯田市「慈光幼稚園」

　・平成30年度事業報告及び会計報告について

　・平成31年度事業計画（案）について

31.4.23 東信エリア総会　　小諸市「音羽」

　・平成30年度事業報告及び決算報告について

　・平成31年度事業計画（案）について

　・東信エリア規約について

31.4.26 中信エリア総会　　松本市「松本市勤労者福祉センター」

　・平成31年度事業計画（案）について

2.1.24 第２回中信エリア総会　　松本市「あがたの森文化会館」

　・エリアの活動について

　・就職説明会について

　・中信エリア役員について

2.1.27 第２回南信エリア諏訪・上伊那ブロック総会　　辰野町「聖ヨゼフ幼稚園」

　・令和2年度ブロック役員選出について

　・令和2年度研修計画について

2.2.7 第２回南信エリア伊那・飯田ブロック総会　　飯田市「慈光幼稚園」

　・令和2年度各委員選出

　・令和2年度事業について

2.2.12 第２回東信エリア総会　　小諸市「音羽」

　・令和2年度東信エリア役員・委員について

　・令和元年度主任研修委員会事業について

　・今後の主任研修委員会まとめ役について

2.3.5 第２回北信エリア総会　　長野市「若里市民文化ホール」

　・令和２年度北信エリア会役員選任について

　・令和２年度北信エリア会研修委員選任

第30回東海北陸地区
パワーアップ研修会長野大会
開催準備委員会

エリア会議

組織改革推進委員会



　(2) 全日私幼連・東海北陸地区会

全日私幼連 年月日 内　                   容

理事会 1.5.14 東京都　　アルカディア市ヶ谷　　　　　　　　　理事長出席

定時総会 1.5.22 東京都　　アルカディア市ヶ谷　　　　　　　　　理事長出席

幼児教育無償化等に関する説明会 1.6.4 東京都　　ホテルグランドヒル市ヶ谷　　　　　　和田副理事長出席

幼児教育無償化に関する説明会（私学助成園対象） 1.6.18 東京都　　ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター　１５名参加

認定こども園全国研修会 1.7.31 東京都　　アルカディア市ヶ谷　　　　　　　　　２名参加

設置者・園長全国研修大会 1.10.28～29 和歌山市　ホテルグランヴィア和歌山　　　　　　２名参加

都道府県政策担当者会議 1.9.26 東京都　　アルカディア市ヶ谷　　　　　　　　　和田副理事長出席

政令指定都市特別委員会研修会 1.11.19 東京都　　アルカディア市ヶ谷　　　　　　　　　１名参加

団体長会・理事会合同会議 1.12.9 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 1.12.10 東京都　　オークラ東京　　　　　　　　　　　　６名参加

認定こども園全国研修会 2.1.28 兵庫県　　ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸　　　１名参加

団体長会・理事会合同会議 2.3.10（中止） 東京都　　ホテルグランドヒル市ヶ谷　　　　　　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 1.8.19～8.20 静岡県　グランシップ、常葉大学　　　　１名参加

園長・リーダー研修会 1.11.21～11.22 東京都　東京大学、アルカディア市ヶ谷　３名参加

全国研究研修担当者会議 2.1.23～1.24 京都市　京都ガーデンパレス　　　　　　３名参加

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 1.5.20 名古屋市　 名古屋ガーデンパレス　　理事長、副理事長２名出席

パワーアップ研修会 1.6.20～6.21 名古屋市　 名古屋東急ホテル　　　　７名参加　　　　

教育研究富山大会 30.7.26～27 富山市 　　オーバードホールほか　　県内参加者110名

団体長会議、教研大会運営・研究合同委員会 1.10.7 名古屋市　 名古屋ガーデンパレス　　理事長、西片副理事長出席

教育研究愛知大会合同会議 2.2.5 名古屋市　 名古屋ガーデンパレス　　理事長ほか２名出席

団体長会議、理事会・PTA常任委員会 2.3.11（中止） 名古屋市　 名古屋ガーデンパレス　　理事長、副理事長２名出席

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

県議会私学振興議員連盟役員との懇談会　大森理事長以下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

　　　　　・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の補助制度の見直しにいて

　　　　　・幼児教育振興法の早期制定について

自民党県連に対する予算要望　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

　　　　　・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の補助制度の見直しにいて

　　　　　・幼児教育振興法の早期制定について

文部科学省に対する予算要望　私学教育協会宮川理事出席

　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

　　　　　・預かり保育に関する補助金の拡充について

　　　　　・幼児教育振興法の制定について

1.11.26文部科学省

　・テーマ：子どもたちの今と未来の幸せをねがって　～一人一人の豊かな育ちを支える質の高い幼児教育を～

長野県議会 1.9.30

1.11.5自由民主党



陳情・要望先 年月日 内　                   容

副知事との懇談会　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

　　　　　・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の補助制度の見直しにいて

　　　　　・幼児教育振興法の制定について

５　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

　　　　宮　入　　　静

　　　　林　　さ と 美

　　　　松　沢　か　よ

　　　　高　山　知　佳

　　　　御子柴　匡　章

　　　　倉　科　正　豊

　　　　宮　原　光　生

　　　　宮　川　義　典

　　　　西　山　　　薫

　　　　川久保　あけみ

　　監事（2人）

　　　　伊　藤　　　勇

　　　　原　　　顕　吾

長野県副知事 1.12.19


