
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

2.6.26 書面決議

　同意書提出　会員65名

　議事　・平成31（令和元）年度事業報告並びに決算の承認について

　　　　・令和2年度・令和3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　・教育実習について

　　　　・秋季入学について

　　　　・第7回長野県私学振興大会について

2.4.7 第１回正副理事長会

　出席理事5名　　

　協議  ・令和2年度東海北陸地区教育研究愛知大会について

　　　　・令和2年度東海北陸地区パワーアップ研修会（長野県開催）について

2.5.15 第２回正副理事長会

　出席理事4名　　

　協議  ・2020年度・2021年度の役員について

　　　　・令和2年度東海北陸地区教育研究愛知大会について

2.6.8 第１回通常理事会　長野市「長野県土木センター」

　出席理事10名　　監事2名

　議事　・平成31（令和元）年度事業報告及び決算について

　　　　・令和2年度・令和3年度の理事及び監事の選任について

　　　　・令和2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　・教育実習について

　　　　　　・秋季入学について

　　　　　　・第7回長野県私学振興大会について

2.6.15 定時社員総会の書面決議及び理事長・副理事長の選任の同意について（書面決議)

　同意書提出　理事15名　監事2名　　

　議事　・令和2年度定時社員総会の書面決議について

        　　　　　　　以上、原案通り承認可決

　協議　・理事長・副理事長の選任について

2.6.30 第１回臨時理事会（書面決議）

　同意書提出　理事15名　監事2名　　

　議事　・理事長及び副理事長の選任について

　　　　・令和2年度委員会委員の選任について

        　　　　　　　以上、原案通り承認可決

　報告　・令和3年度東海北陸地区私立幼稚園教育研究長野大会令和2年度準備委員会委員について

3.3.17 第２回通常理事会　Zoomによるオンライン会議

　出席理事8名　　監事1名

　議事　・令和２年度収支補正予算（案）について

　　　　・令和３年度予算における会費・負担金について

　　　　・令和３年度研修講座等について

　　　　・令和３年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

　　　　・重要な使用人の選任について

        　　　　　以上、原案通り承認可決

　協議報告　・全日本私立幼稚園連合会の使途不明金について

　　　　　　・令和２年度研修講座実績報告について

　　　　　　・東海北陸地区各研修会担当順番について

　　　　　　・第７回長野県私学振興大会の開催計画について

　　　　　　・令和３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

定時社員総会

令和２年度　事　業　報　告

１　会　員　　　６５法人　１０１園　（令和２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

2.6.8 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

　・令和２年度・令和３年度の役員について

　・通常理事会、定時社員総会の進行について

3.3.17 第２回　Zoomによるオンライン会議

　・第２回通常理事会について

　・令和２年度収支補正予算(案)について

　・令和３年度予算における会費・負担金について

　・令和３年度事業計画(案)及び収支予算（案）について

　・重要な使用人の選任について

　・全日本私立幼稚園連合会の使途不明金について

2.7.27 第１回　長野市「長野県土木センター」

　・新型コロナウイルス感染症対策に関する要望について

　　　①国・県への要望事項の照会について

　・例年実施している国・県への要望について

2.9.10 第１回　養成校との小委員会　長野市「長野県土木センター」

　・教育実習に係る日誌について

　・教育実習の受け入れについて

2.12.21 第２回　養成校との小委員会　Zoomによるオンライン会議

　・教育実習に係る日誌アンケート調査結果について

　・今後の日誌のあり方について

3.3.11 養成校との懇話会　Zoomによるオンライン会議

　・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

2.7.27 三役・エリア長・正副研修委員長合同会議　長野市「長野県土木センター」

　・今後予定されている講座について

　　①教員免許状更新講習

　　②キャリアステージ研修

　　③エリア・ブロック研修セミナー

　・今後予定されている講座の開催等について

　・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた今後の研修の在り方について

2.10.21 第１回研修委員会　長野市「生涯学習センター」

　・委員会の役割について

　・エリア・ブロックの現状報告

　・令和時代の研修のあり方について

2.11.13 研修小委員会　Zoomによるオンライン会議

　・コロナ禍での研修方式について

　・令和2年度後期開設予定講座について

　・令和3年度開設予定講座について

2.11.26 第２回研修委員会　Zoomによるオンライン会議

　・今年度後期研修講座について

　・令和3年度研修講座について

2.12.22 エリア・ブロック長と研修委員会との懇談会　Zoomによるオンライン会議

　・研修講座のエリア運営について

3.3.4 第３回研修委員会　Zoomによるオンライン会議

　・東海北陸地区研修会持ち回り順について

　・長野県幼児教育研究県大会について

　・インターネット環境調査の報告

　・オンライン研修実施ガイドラインについて

　・令和3年度研修講座・免許更新講習について

　・令和3年度第1回研修委員会について

　・エリア・ブロック新規採用者事前研修会について

2.8.1 第39回夏季信州人間大学　　　　　　　　　　　開催中止

2.9.28 第44回長野県同和教育研究大会　　　　　　　　開催中止

2.10.3 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

2.10.31 第72回全国人権・同和教育研究大会　　　　　　開催延期

総務委員会

研修委員会

同和教育関係

振興対策・経営委員会



区　　分 年月日 内　                   容

2.7.16 第１回　長野市「長野県土木センター」

　・令和３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

　　①新型コロナウイルス感染症への対応

　　②大会の研究テーマ

　　③分科会の独自テーマ

　　④全体会の内容及びＰＴＡ大会の在り方

　　⑤参加者数及び会場の確保

2.9.17 第２回　長野市「生涯学習センター」

　・令和３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

　　①東海北陸地区団体長会議の結果について

東海北陸地区私立幼稚園教育研究 　　②新型コロナウイルス感染症の感染状況等について

長野大会開催準備委員会 　　③大会の実施形式について

　　④分科会の本数について

　　⑤参加者数について

　　⑥大会計画及び準備委員会組織等について

2.12.9 第３回　長野市「長野県土木センター」

　・令和３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

　　①東海北陸地区会員園の大会参加意向調査結果について

　　②運営・研究委員会合同会議について

　　（大会計画（案）、分科会運営確認事項、「大会案内」冊子）

　　③準備委員会組織等について

　　④大会予算（概算）について

　　⑤新型コロナウイルス感染症の感染状況等について

3.1.15 第１回　長野市「生涯学習センター」

（中止） 　・令和３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

　　①実行委員会組織・役割分担とスケジュールについて

東海北陸地区私立幼稚園教育研究 　　②分科会会場の見直しについて

長野大会実行委員会 　　③大会計画（案）について

　　④大会に係る東海北陸地区会の合同会議について

　　⑤「大会案内」について

　　⑥予算（案）について

2.4.13 第１回北信エリア総会　　　　　メール配信

2.4.13 中信エリア役員会　　　　　　　大町市「大町幼稚園」　他6回開催

2.4.23 第１回中信エリア総会　　　　　書面決議

2.6.26 中信エリア園長会　　　　　　　松本市「あがたの森文化会館」

2.11.27 諏訪・上伊那ブロック役員会　　諏訪市「すわせいぼ幼稚園」

3.1.22 第２回中信エリア総会　　　　　Zoomによるオンライン会議

　(2) 全日私幼連・東海北陸地区会

全日私幼連 年月日 内　                   容

設置者・園長全国研修大会 2.10.26～27（延期） 福島市

常任理事会および団体長会・理事会合同会議 2.11.27 東京都　　アルカディア市ヶ谷　　　　　　　　　理事長出席

全日ＰＴＡ連合会全国大会 12月（中止） 東京都

団体長会議 2.12.29 Zoomによるオンライン会議　　　　　　　　　　　理事長出席

団体長会議 3.2.10 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 3.3.9 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 3.3.25 Zoomによるオンライン会議　　　　　　　　　　　理事長出席

定時総会 3.3.10 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 2.12.20 Zoomによるオンライン研修　　　　　　　　　　　各自参加申込

園長・リーダー研修会 2.11.19～20 Zoomによるオンライン研修　　　　　　　　　　　各自参加申込

全国研究研修担当者会議 3.1.28 Zoomによるオンライン研修　　　　　　　　　　　２名参加

東海北陸地区会 年月日 内　                   容

理事会・PTA常任委員会 2.6.5 書面決議

パワーアップ研修会 2.6.11～12（中止） 上田市

教育研究愛知大会 2.7.21～22（中止） 名古屋市

団体長会議 2.7.30 Zoomによるオンライン会議　　　　　　　　　　　理事長出席

団体長・研修担当会議 2.10.7 Zoomによるオンライン会議　　　　　　　　　　　理事長、和田副理事長出席

教育研究長野大会合同会議 3.2.3 Zoomによるオンライン会議　　　　　　　　　　　正副理事長、研修委員長出席

団体長会議、理事会・PTA常任委員会 3.3.26 Zoomによるオンライン会議　　　　　　　　　　　理事長、和田副理事長出席

エリア会議



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新型コロナウイルス感染症対策に関する要望　和田副理事長以下2名出席

　要望事項・ソーシャルディスタンスのための用品購入項目の補助拡大について

　　　　　・給食室、抗菌給食用品購入費への補助対象について

　　　　　・高性能空気清浄機の購入代金補助の拡大について

　　　　　・感染症対策対応設備補助金の拡大について

　　　　　・ICT化の補助対象の拡大について

　　　　　・令和2年度教育支援体制整備事業費交付金の拡充について

　　　　　・私立幼稚園・認定こども園の教職員に対する危険手当の補助について

　　　　　・保護者に対する給食費の全額補助について

　　　　　・幼稚園バスの補助金について

自民党県連に対する予算要望　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

　　　　　・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

　　　　　・信州自然保育認定園への補助制度の見直しについて

　　　　　・子育て支援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

　　　　　・幼児教育振興法案の早期制定について

県議会私学振興議員連盟役員に対する新型コロナウイルス感染症対策に関する要望、予算要望　和田副理事長以下2名出席

　要望事項・ソーシャルディスタンスのための用品購入項目の補助拡大について

　　　　　・給食室、抗菌給食用品購入費への補助対象について

　　　　　・高性能空気清浄機の購入代金補助の拡大について

　　　　　・感染症対策対応設備補助金の拡大について

　　　　　・ICT化の補助対象の拡大について

　　　　　・感染者が出た場合の園の消毒費用補助について

　　　　　・教職員に対するPCR検査の積極的導入・医療費の免除について

　　　　　・令和2年度教育支援体制整備事業費交付金の拡充について

　　　　　・私立幼稚園・認定こども園の教職員に対する危険手当の補助について

　　　　　・新型コロナウイルス感染症対策でできなかった事業への助成について

　　　　　・保護者に対する給食費の全額補助について

　　　　　・幼稚園バスの補助金について

　　　　　・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への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

書面にて要望

　要望事項・子育て支援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（仮称）の早期制定について

2.11.20文部科学省

　・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～

自由民主党

2.9.28長野県議会

2.9.16

2.11.6



陳情・要望先 年月日 内　                   容

副知事との懇談会　和田副理事長出席

　要望事項・ソーシャルディスタンスのための用品購入項目の補助拡大について

　　　　　・給食室、抗菌給食用品購入費への補助対象について

　　　　　・高性能空気清浄機の購入代金補助の拡大について

　　　　　・感染症対策対応設備補助金の拡大について

　　　　　・ICT化の補助対象の拡大について

　　　　　・感染者が出た場合の園の消毒費用補助について

　　　　　・教職員に対するPCR検査の積極的導入・医療費の免除について

　　　　　・令和2年度教育支援体制整備事業費交付金の拡充について

　　　　　・私立幼稚園・認定こども園の教職員に対する危険手当の補助について

　　　　　・新型コロナウイルス感染症対策でできなかった事業への助成について

　　　　　・保護者に対する給食費の全額補助について

　　　　　・幼稚園バスの補助金について

　　　　　・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ついて

　　　　　・幼児教育振興法の早期制定について

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

　　　　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

長野県副知事 2.12.17


