
令和元年度事業実績報告書 

（平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日） 

 

公益社団法人山形県私立幼稚園・認定こども園協会 

 

Ⅰ 組織の状況 

１．会 員 
 

〔令和元年度末 会員構成施設の内訳〕 

 

 

 

 

 

 

 

２．役 員 

 

 

 

 

 

Ⅱ 業務の状況 

１．会 議 

（１）総会 

    定時総会 令和元年 5月 14日（火）      於）私学会館 

      ＜協議＞平成 30年度貸借対照表及び正味財産増減計算書について(監査報告含) 

      ＜報告＞平成 30年度事業実績報告 

会員異動状況報告 

県所管課の人事について 

    臨時総会 令和 2年 3月 6日（金）        於）私学会館 

      ＜協議＞令和元年度補正予算（案）について 

令和 2年度会費（案）について 

令和 2年度事業計画及び収支予算（案）について 

研修会の講師に関する規程（案）について 

      ＜報告＞令和 2年度事業日程等について 

区 分 30年度末 増減 元年度末 備 考 

会  員 69 -1 68 

令和 2年 3月 20日付  

（社）敬愛信の会退会 

学 校 法 人 立 66 － 66 

社会福祉法人立 2 -1 1 

個 人 立 1 － 1 

区 分 
幼稚園 

（私学助成） 

幼稚園 

（施設型給付） 

幼稚園型  

認定こども園 

幼保連携型 

認定こども園 

計 20 16 24 21 

学 校 法 人 立 20 15 24 20 

社会福祉法人立 － － － 1 

個 人 立 － 1 － － 

区 分 
30年度 

(外部役員の内数) 
元年度 

(外部役員の内数) 
備 考 

理  事 19 (2) 19 (2) 学識経験者 2名 

監  事 3 (2) 3 (2) 弁護士 1名、公認会計士 1名 



令和 2年度第 1回設置者・園長等研修会 米沢大会について 

          幼稚園ナビへの教職員登録について 

（２）理事会 

    第 1回   平成 31年 4月 5日（金）    （書面開催） 

          令和元年度第 1回通常総会の開催日について 

第 2回   平成 31年 4月 26日（金）   於）私学会館 

平成 30年度事業報告及び計算書類等の承認について 

          令和元年度定時会員総会の開催について 

    第 3回   令和元年 11月 29日（金）    於）私学会館 

           研修会ローテーションの見直しについて 

第 36回東北地区私立幼稚園教員研修大会（山形大会）について 

研修会の講師に関する規程の制定について 

令和 2年度事業計画並びに収支予算案の検討について 

第 4回   令和 2年 2月 7日（金）     於）私学会館 

      令和元年度補正予算（案）について 

    令和 2年度会費（案）について 

令和 2年度事業計画並びに収支予算（案）について 

令和元年度臨時会員総会の開催について 

任期満了に伴う役員改選について 

（３）監査      平成 31年 4月 12日（金）    於）私学会館 

（４）三役会 

第 1回   平成 31年 4月 26日（金）   於）私学会館 

         会員異動状況等の確認                          

 令和元年度第 2回理事会の持ち方について 

全日本私立幼稚園連合会からの情報提供 

第 2回   令和元年 8月 22日（木）    於）私学会館 

        令和元年度 山形県私立幼稚園・認定こども園教員研修大会について 

令和 3年度 東北地区私立幼稚園教員研修大会に係る調整について 

第 3回   令和元年 9月 11日（水）    於）私学会館 

令和元年度山形県私立幼稚園・認定こども園教員研修大会について 

令和 3年度東北地区私立幼稚園教員研修大会について 

第 58回山形県私学大会について 

任期満了に伴う役員改選の実施について 

     第 4回  令和元年 11月 29日（金）     於）私学会館 

         令和 3年度第 36回東北地区私立幼稚園教員研修大会山形大会について 

令和元年度第 3回理事会について 

第 5回  令和 2年 2月 7日（金）      於）私学会館 

 令和元年度第 4回理事会について 

 会議出張者の調整について 

幼稚園ナビへの教職員登録状況について 



 （５）総務経営委員会 

     第 1回  令和元年 5月 14日（火）      於）私学会館 

     第 2回  令和元年 11月 29日（金）      於）私学会館 

     第 3回  令和 2年 1月 30日（木）      於）私学会館 

第 4回  令和 2年 3月 6日（金）       於）私学会館 

     養成校との懇談会 

          令和元年 7月 3日（水）       於）私学会館 

 （６）教育研究委員会 

     第 1回  令和元年 6月 6日（木）        於）私学会館 

     第 2回  令和元年 10月 4日（金）       於）私学会館 

第 3回  令和元年 12月 3日（火）      於）私学会館 

研究会  令和元年 6月 6日（木）       於）私学会館 

     令和元年 10月 4日（金）      於）私学会館 

    幼児教育連絡会 

         令和元年 6月 27日（木）      （書面開催） 

          令和元年 11月 8日（金）      於）山形ビッグウイング 

          令和元年 11月 29日（金）     於）私学会館 

 （７）振興政策委員会 

     第 1回  令和元年 5月 14日（火）      於）私学会館 

     第 2回  令和元年 11月 29日（金）      於）私学会館 

 

 

２．公益目的事業 

（１）乳幼児期の教育及び保育の充実向上を図り、乳幼児期の教育及び保育の水準の向上に寄与す

るための事業 ＜公１＞ 

①山形県私立幼稚園・認定こども園紀要の発行 

乳幼児期の教育と保育に関する研究紀要 250部を発行（令和 2年 3月） 

県内私立幼稚園並びに認定こども園、養成校、行政機関等に配布 

②山形県私立幼稚園・認定こども園教育研究会の運営 

     乳幼児期の教育と保育の実践に関わること及び各地区の研究会活動について情報交換 

③設置者・園長研修会の企画運営 

〔第 1回〕令和元年 6月 28日（金）  於）南洲神社、ホテルイン酒田駅前  参加者 49名 

     ◇研修Ⅰ 

  演題 南洲翁遺訓に学ぶ 

講師 公益財団法人荘内南洲会理事長 水野貞吉 氏 

     ◇研修Ⅱ 

演題 教育に携わって 

講師 学校法人天真林昌学園酒田南高等学校 校長 中原浩子 氏 

◇研修Ⅲ 

 演題 幼児教育の無償化について 



講師 山形県私立幼稚園・認定こども園協会 振興政策委員長 金沢友治 氏 

〔第 2回〕令和元年 8月 9日（金）  於）私学会館          参加者 40名 

◇ 演題 リスクマネジメントと事故や怪我の訴訟等について 

講師：東京都市大学人間科学部児童学科 客員教授 猪熊弘子 氏 

〔山形県幼児教育研修大会〕 

令和元年 11月 8日（金）   於）山形ビッグウイング    参加者 85名 

◇ 演題 園内研修の充実 

講師 学校法人東学園 理事長 東重満 氏 

④教職員研修会の企画運営 

〔第 28回山形県私立幼稚園・認定こども園教員研修大会庄内・最上大会〕 

令和元年 10月 11日（金）                            参加者 597名 

          ◇ 大会主題 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～ 

会場 第 1分科会 認定こども園金沢幼稚園（新庄市） 

   第 2分科会 向陽幼稚園（新庄市） 

   第 3分科会 認定こども園鶴岡幼稚園（鶴岡市） 

   第 4分科会 羽陽学園短期大学附属大宝幼稚園（鶴岡市） 

   第 5分科会 認定こども園マリア幼稚園（鶴岡市） 

   第 6分科会 みどり幼稚園（鶴岡市） 

   第 7分科会 幼保連携型認定こども園城南幼稚園・城南保育園（鶴岡市） 

〔第 1回〕令和元年 7月 5日（金）    於）私学会館                 参加者 69名 

         ◇ 演題 園のリーダー層向け、同僚性とチームワーク 

          講師 株式会社福祉総研 社会保険労務士 安岡知子 氏 

   〔第 2回〕令和元年 8月 29日（木）    於）私学会館          参加者 75名 

           ◇ 演題 乳幼児の心に寄り添い共に生活し育ち合う保育とは 

          講師 田園調布学園大学大学院 教授 佐伯胖 氏 

〔第 3回〕令和元年 11月 16日（土）   於）私学会館          参加者 52名 

           ◇ 演題 子どもの最善の利益を考慮した保育 

講師 児童福祉学者 網野武博 氏 

⑤教員免許状更新講習の実施 

     〔必修領域〕令和元年 9月 7日（土） 

講師 東北文教大学 教授           大桃伸一 氏 

           講師 東北文教大学 准教授        永盛善博 氏 

      〔選択必修領域〕令和元年 9月 8日（日） 

           講師 東北文教大学短期大学部 教授    佐久間美智雄 氏 

           講師 東北文教大学 准教授          下村一彦 氏 

     〔選択領域〕令和元年 9月 14日（土） 

           講師 尚絅学院大学 教授         東義也 氏 

     〔選択領域〕令和元年 9月 15日（日） 

           講師 東北文教大学短期大学部 教授    奥山優佳 氏 

     〔選択領域〕令和元年 9月 16日（月） 



           講師 東北文教大学短期大学部 講師    中俣友子 氏 

⑥各種研修事業等への参加支援 

令和元年度体育・保健体育指導力向上研修 

     令和元年 5月 22日（水）～24日（金） 於）山形県山形市 

第 10回幼児教育実践学会 

      令和元年 8月 19日（月）～20日（火） 

於）静岡・コンベンションアーツセンター「グランシップ」 

                    常葉大学静岡草薙キャンパス 

（２）私立幼稚園及び認定こども園の教育と保育の振興を図るための事業 ＜公２＞ 

   ①山形県私立幼稚園・認定こども園白書の発行 

幼稚園及び認定こども園の健全かつ安定的な運営基盤確保に向けた調査研究（山形県私立

幼稚園・認定こども園経営実態調査及び公費助成等調査）の結果分析を取りまとめ 400部

発行（令和 2年 3月） 

県内私立幼稚園並びに認定こども園、養成校、行政機関等に配布 

   ②私立幼稚園及び認定こども園への運営費等助成事業 

   ③子育て支援事業への参画 

     内 容 幼稚園・認定こども園協会のブースを設置し、県内幼稚園並びに認定こども園等

の情報を掲載した「山形県の幼稚園・認定こども園ガイドブック」を無料配布 

     対 象 『子育て応援団すこやか 2019』 

     日 時 令和元年 6月 29日（土）～6月 30日（日） 

     会 場 山形ビッグウイング 

   ④幼稚園・認定こども園見学案内パンフレットの発行 

幼稚園教諭免許及び保育士資格を取得予定の養成校の学生等を中心に会員園施設を見学

してもらい、教職員の確保に繋げることを目的に 1,000部発行（令和元年 5月） 

養成校に配布 

 

 

３．その他の事業 

（１）相互扶助等事業 

 ①私立幼稚園及び認定こども園の振興に関する研修事業 

    〔管理者・事務担当者合同研修会〕                 参加者 69名 

令和元年 12月 10日（火） 於）メトロポリタン山形 

      説 明  司法書士法人ゆびすい登記センター 加茂純 氏 

内 容   学校教育法等の一部を改正する法律の施行等に伴う学校法人寄附行為の変更手続きについて 

〔後継者養成講座〕 令和元年 11月 15日（金） 於）私学会館等  参加者 15名 

説 明  公益社団法人山形県私立幼稚園・認定こども園協会 振興政策委員会 

内 容  グループワーク（次代を担う若手経営(後継予定)者のネットワークづくり、

幼稚園並びに認定こども園運営に関する勉強会）、懇親会 

 ②教育団体等との連携事業 

  【私学関係団体との連携】 



    公益社団法人山形県私立学校総連合会 

    全日本私立幼稚園連合会 

    全日本私立幼稚園連合会東北地区会 

  【幼児教育関係団体との連携】 

    公益財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 

    山形県造形教育連盟 

    山形県メディア教育研究協議会 

  【PTA団体との連携】 

    全日本私立幼稚園 PTA連合会 

    山形県私立幼稚園・認定こども園 PTA連合会 

  ③ホームページの活用による広報充実     URL http://www.yama-you.com/ 

（２）その他の主なる業務等の状況 

 ①補助金 

   令和元年度山形県私立学校教職員研修事業費補助金 

交付額    266,000円 

    交付申請    令和元年 6月 28日    交付決定   令和元年 7月 5日 

    実績報告   令和元年 11月 25日    額の確定   令和元年 12月 20日 

②許認可に係る諸手続き（行政庁への対応） 

      令和元年 6月 21日付   事業報告等の提出 

      令和 2年 3月 26日付   事業計画書等の提出 

③慶弔関係 

   【慶祝】 

    令和元年 6月 8日 

     学校法人九里学園九里幼稚園 創立40周年記念式典・祝賀会 

     令和元年 6月21日 

学校法人富澤学園 内田鍈一前理事長に感謝する会 

     令和元年 10月19日 

学校法人羽陽学園 原田恒男先生ありがとうの会 

    令和元年 11月 2日 

     学校法人椎野学園米沢中央幼稚園創立70周年記念式典・祝賀会 

【弔事】 

平成 30年 11月 1日（葬儀 令和元年 5月 11日） 

   学校法人雙暢学園 前理事長 神尾昭氏逝去 

平成 31年 3月 6日（葬儀 令和元年 6月 30日） 

   学校法人巨渓学園 前理事長 西山法龍氏逝去 

http://www.yama-you.com/

