
長野県私立幼稚園・認定こども園協会

区　　分 年月日 内　                   容

30.6.19 長野市「犀北館ホテル」

　出席会員28名　　委任状34名

　議事　・平成29年度事業報告並びに決算の承認について

　　　　・2018・2019年度の理事及び監事の選任について

        　　　　　以上、原案通り承認可決

　報告　・長野県私学教育協会の会費負担割合等検討委員会について

　　　　・第５回長野県私学振興大会について

　その他・幼児教育の無償化について

　　　　・保育士修学資金貸付事業について

30.5.21 第１回通常理事会　長野市「長野県土木センター」

　出席理事13名　　監事1名

　議事　・平成29年度事業報告及び決算について

　　　　・平成30年度定時社員総会の開催について

　　　　・平成30年度幼児教育研究大会交付金交付要綱（案）について

        　　　　　以上、原案通り承認可決

　協議  ・2018,2019年度の理事及び監事の選任について

　報告　・長野県私学教育協会の会費負担割合等検討委員会について

30.6.19 第１回臨時理事会　長野市「犀北館ホテル」

　出席理事10名　　監事１名

　議事　・理事長及び副理事長の選定について

　　　　・平成３０年度委員会委員の選任について

        　　　　　以上、原案通り承認可決

30.12.5 第２回臨時理事会　長野市「長野市生涯学習センター」

　出席理事13名　　監事2名

　議事　・今後の組織改革の推進について

        　　　　　以上、原案通り承認可決

　協議　・第30回東海北陸地区パワーアップ研修会の開催について

　　　　・2021年度の東海北陸地区私立幼稚園教育研究長野大会の開催について

　報告　・教職員の処遇改善の取り組み状況に関するアンケート結果について

　　　　・認定こども園への移行に係るアンケート結果について

31.3.13 第２回通常理事会　長野市「長野県土木センター」

　出席理事11名　　監事1名

　議事　・平成30年度収支補正予算（案）について

　　　　・平成31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

　　　　・平成31年度研修計画について

　　　　・平成31年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

　　　　・事務局長の選任について

        　　　　　以上、原案通り承認可決

　報告　・2021年度の東海北陸地区私立幼稚園教育研究長野大会の開催日程について

　　　　・広報誌「おさなご」の在り方について

　　　　・平成30年度研修実施報告について

　　　　・第６回長野県私学振興大会について

　　　　・平成31年度長野県私学振興関係当初予算案の概要について

定時社員総会

平成３０年度　事　業　報　告

１　会　員　　　６５法人　１０１園　（平成３０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

理 事 会



区　　分 年月日 内　                   容

30.5.21 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

　・2018、2019年度の役員について

　・長野県私学教育協会の会費負担割合等検討委員会について

30.12.5 第２回　長野市「長野市生涯学習センター」

　・第２回臨時理事会について

　・今後の組織改革の推進について

　・第30回東海北陸地区パワーアップ研修会の開催について

　・2021年度の東海北陸地区私立幼稚園教育研究長野大会の開催について

　・教職員の処遇改善の取り組み状況に関するアンケート結果について

　・認定こども園への移行に係るアンケート結果について

31.2.18 第３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

　・平成30年度補正予算について

　・平成31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

　・平成30年度研修実施報告及び平成31年度研修計画について

　・平成31年度事業計画及び予算について

　・2021年度の東海北陸地区私立幼稚園教育研究長野大会の開催日程について

　・情報誌「おさなご」の扱いについて

31.3.13 第４回　長野市「長野県土木センター」

　・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

　・平成31年度収支予算（案）について

　・事務局長の選任について

30.4.27 第１回　長野市「犀北館ホテル」

　・平成30年度事業について

　　　①人材確保（処遇改善）の取り組みについて

　　　②公立保育園の入所要件に関する解釈への対応について

　　　　　人材バンクの運営について　　　③保育を必要とする2歳児の受け入れ（一時預かり事業）について

　　　④「幼稚園・認定こども園を知ってもらおう」キャンペーンについて

　　　⑤養成校との懇話会等について

　　　⑥就園奨励費補助事業未実施町村への対応について

　　　⑦障害者就園支援制度について

　　　⑧県への要望について

30.7.18 第２回　長野市「長野県土木センター」

　・人材確保（処遇改善）の取り組みについて

　・養成校との懇話会について

　・広報活動について

　・県等への要望事項について

30.8.1 第３回　長野市「長野県土木センター」

　・養成校との懇話会について

　・広報活動について

30.8.22 私立幼稚園教育振興費補助金の拡充と教職員の処遇改善に関する情報交換会

　　　　長野市「長野県土木センター」

　・平成30年度県私立幼稚園教育振興費補助金の交付基準の在り方について

　・教職員の処遇改善のための取り組みについて

30.9.10 第４回　松本市「ホテルモンターニュ松本」

　・養成校との懇話会について

　・県等への要望事項について

総務委員会

振興対策・経営委員会



区　　分 年月日 内　                   容

30.9.10 養成校との懇話会　松本市「ホテルモンターニュ松本」

　・教育実習の受入日程と手当の在り方について

　・学生の就職動向（志向）について

　・高校生等に幼稚園教諭を志望してもらうための方策について

30.11.30 第５回　松本市「松本市勤労者福祉センター」

　・教職員の処遇改善の取り組み状況に関するアンケート結果について

　・平成31年度の広報活動について

　・教育実習等に関する養成校との情報交換のあり方について

31.1.28 第６回　長野市「長野県土木センター」

　・平成31年度の広報活動について

　・養成校との情報交換会での協議内容について

　・幼児教育の無償化について

　・県補助金「幼稚園等特別支援教育経費」の一部取り扱いの変更への対応について

31.2.21 第１回養成校との情報交換会　長野市「長野県土木センター」

　・教育実習に関することについて

　・生徒等に幼稚園教諭を目指してもらうための広報のあり方について

31.3.13 教育実習の内容等のあり方に関する事前検討会

　　　　長野市「長野県土木センター」

　・教育実習に関することについて

31.3.26 第２回養成校との情報交換会　長野市「長野県土木センター」

　・教育実習の内容等のあり方について

　・私立幼稚園・認定こども園に対するアンケートについて

30.7.9 第１回　長野市「長野県土木センター」

　・研修委員会の役割と活動内容等について　

　・エリア責任者の選出について

　・各種研修における役割分担について

　・教育免許状更新講習における役割分担について

　・長野県幼児教育研究大会について

　・東海北陸大会地区教育研究静岡大会について

　・全日本私立幼稚園幼児教育研究機構の実践学会について

　・2019年度以降の教員免許状更新講習について

　・2019年度以降の研修のあり方について

　・研修スタンプ及び研修ハンドブックについて

30.9.5 小委員会　松本市「松本青い鳥幼稚園」

　・今後の教員免許状更新講習について

　・今後の研修について

　・長野県幼児教育研究大会について

30.11.26 第２回　松本市「松本市勤労者福祉センター」

　・実施研修及び講習のまとめについて

　・東海北陸地区私立幼稚園教育研究静岡大会の報告について

　・同和教育について

　・2019年度新規採用者事前研修会について

　・2019年度委員会活動について

31.2.25 第３回　松本市「松本市勤労者福祉センター」

　・実施研修のまとめについて

　・2019年度新規採用者事前研修会企画最終確認について

　・新旧委員引き継ぎについて

　・平成31年度研修委員会について

30.10.1 第42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」　８名参加

30.12.21 第55回長野県部落解放研究集会　長野市「ホクト文化ホール」　　　　１名参加

研修委員会

振興対策・経営委員会

同和教育関係



区　　分 年月日 内　                   容

30.8.1 第１回　長野市「長野県土木センター」

　・認定こども園等の現状と課題について

　・移行予定園への対応等について

30.11.30 第２回　松本市「松本市勤労者福祉センター」

　・アンケート結果について

　・今後の事業方針について

31.1.30 施設型給付園への移行及び幼児教育無償化に関する研修会

　　　　松本市「松本市勤労者福祉センター」

　・「施設型給付園」への移行について

　・幼児教育の無償化について

30.8.30 事前打合せ　「協会事務局」

　・エリアの役割と事業について

　・研修の基本的事項と研修委員会の役割について

　・エリアにおける予算執行の在り方について

30.9.26 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研修事業の在り方について

　　　②エリアの運営の在り方について

30.10.24 第２回　長野市「長野市生涯学習センター」

　・今後の組織改革の検討事項について

30.11.26 第３回　松本市「松本市勤労者福祉センター」

　・今後の組織改革の検討事項について

30.4.13 北信エリア総会　　長野市「長野県土木センター」

　・エリアの役員の選任等について

　・エリアの運営について

30.4.20 南信エリア諏訪・上伊那ブロック総会　　松本市「あがたの森文化会館」

　・エリアの役員の選任等について

　・エリアの運営について

30.4.20 中信エリア総会　　松本市「あがたの森文化会館」

　・エリアの役員の選任等について

　・エリアの運営について

30.4.23 南信エリア伊那・飯田ブロック総会　　飯田市「慈光幼稚園」

　・エリアの役員の選任等について

　・エリアの運営について

30.4.26 東信エリア総会　　小諸市「音羽」

　・エリアの役員の選任等について

　・エリアの運営について

31.1.23 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」

　・組織改革の現状について

　・次年度ブロック選出役員について

31.2.13 第２回東信エリア総会　　小諸市「音羽」

　・組織改革の現状について

　・東信エリア運営要項・規約について

　・次年度エリア役員・委員について　等

31.2.15 第２回北信エリア総会　　長野市「柳原公民館」

　・北信エリア規約案承認の件

　・北信エリア役員（各グループ長）の選任の件

　・県協会研修委員の選任と選出の件　等

エリア会議

認定こども園委員会

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 30.5.8 東京都　アルカディア市ヶ谷　　　　理事長出席

認定こども園研修会 30.5.14 東京都　アルカディア市ヶ谷　　　　５名参加

定時総会 30.5.23 東京都　アルカディア市ヶ谷　　　　理事長出席

都道府県政策担当者会議 30.9.25 東京都　アルカディア市ヶ谷　　　　和田副理事長、宮川委員長出席

臨時理事会 30.10.2 東京都　アルカディア市ヶ谷　　　　理事長出席

設置者・園長全国研修大会 30.10.22～23 宇都宮市　ホテル東日本宇都宮　　　８名参加

政令指定都市特別委員会研修会 30.11.19 東京都　アルカディア市ヶ谷　　　　１名参加

全日ＰＴＡ連合会全国大会 30.12.10 東京都　ホテルニューオータニ　　　５名参加

団体長会・理事会合同会議 30.12.14 東京都　アルカディア市ヶ谷　　　　和田副理事長出席

認定こども園全国研修会 31.1.28 新潟市　新潟・朱鷺メッセ　　　　　３名参加

臨時理事会 31.2.22 東京都　ホテルグランドヒル市ヶ谷　和田副理事長出席

理事会 31.3.5 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

幼児教育実践学会 30.8.17～8.18 東京都　東京家政大学　　　　　　　２名参加

園長・リーダー研修会 30.11.21～11.22 東京都　東京大学　　　　　　　　　１名参加

全国研究研修担当者会議 31.1.17～1.18 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

団体長会議、理事会・PTA常任委員会 30.5.16 名古屋市　 名古屋ガーデンパレス　　理事長ほか２名出席

パワーアップ研修会 30.6.7～8 富山市　 　ホテル森の風立山　　　　３名参加　　　　

教育研究静岡大会 30.7.26～27 静岡市 　　グランシップほか　　　　県内参加者116名

地区教育研究大会運営・研究合同委員会 30.10.12 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

正副会長研修会 30.11.9 名古屋市　 名古屋ガーデンパレス　　正副理事長３名出席

団体長会議、理事会・PTA常任委員会 31.3.7 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

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

　　　　　・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

　　　　　・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

長野県議会 30.9.27

30.11.7自由民主党

30.11.27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１人の豊かな育ちを支える質の高い幼児教育を～



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

　　　　　・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

30.12.3長野県知事


