
令和２年度事業実績報告書 

（令和 2年 4月 1日～令和 3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 2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 2年 5月 15日（金）付   （書面開催） 

      ＜協議＞平成元年度事業報告及び計算書類等の承認について(監査報告含) 

      ＜報告＞平成元年度事業実績報告 

委員会設置運営要綱並びに三役会運営要綱の一部改正について 

研修会の講師に関する規程の一部改正について 

会員異動状況報告 

新型コロナウイルス感染症拡大予防に伴う当面の事業執行について 

    臨時総会 令和 3年 3月 8日（月）     於）私学会館 

      ＜協議＞令和 2年度補正予算（案）について 

令和 3年度会費（案）について 

令和 3年度事業計画及び収支予算（案）について 

区 分 元年度末 増減 2年度末 備 考 

会  員 68 － 68 
令和 2年 4月 1 日付  

個人立から法人立へ 

（山口朝子 → 学校法人蔵王きぼう学園） 

学 校 法 人 立 66 ＋1 67 

社会福祉法人立 1 － 1 

個 人 立 1 －1 0 

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 11 21 25 24 

学 校 法 人 立 11 21 25 23 

社会福祉法人立 － － － 1 

個 人 立 － － － － 

区 分 
元年度 

(外部役員の内数) 
2年度 

(外部役員の内数) 
備 考 

理  事 19 (2) 18 (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 



      ＜報告＞令和 3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 4年度東北地区私立幼稚園教員研修大会について 

令和 3年度事業日程等について 

（２）理事会 

    第 1回   令和 2年 4月 20日（月）付   （書面開催） 

          令和元年度事業報告及び計算書類等の承認について 

          役員改選について 

          委員会設置運営要綱並びに三役会運営要綱の一部改正について 

          研修会の講師に関する規程の一部改正について 

          令和 2年度定時会員総会の開催について 

    臨 時   令和 2年 5月 15日（金）付  （書面開催） 

          代表理事並びに業務執行理事の選任について 

          副会長並びに委員長の選任について 

第 2回   令和 2年 7月 17日（金）付   （書面開催） 

令和 2年度以降（各種研修・大会等担当地区）ローテーションについて     

第 3回   令和 3年 2月 8日（月）     於）私学会館 

      令和 3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 2年度補正予算（案）について 

    令和 3年度会費（案）について 

令和 3年度事業計画並びに収支予算（案）について 

令和 2年度臨時会員総会の開催について 

（３）監査      令和 2年 4月 10日（金）     於）私学会館 

（４）三役会 

第 1回   令和 2年 5月 22日（金）    於）私学会館 

         私学大会における大会宣言の輪番制について 

         令和 2年度各委員会所属委員について 

 令和 2年度各団体等のあて職について 

 令和 2年度研修会及び免許状更新講習の見通しについて 

第 2回   令和 2年 7月 6日（月）      於）私学会館 

      東北地区私立幼稚園教員研修大会について 

令和 2年度以降（各種研修・大会当担当地区）ローテーションについて 

令和 2年 10月 5日（月）       於）私学会館 

会議等出席報告/委員会報告 

令和 3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 4年度東北地区私立幼稚園教員研修大会について 

幼稚園ナビ登録状況について 

後援名義申請の承認について 

第 3回   令和 3年 2月 8日（月）      於）私学会館 

           会議等出席報告/委員会報告 

           令和 2年度第 3回理事会について 



第 4回   令和 3年 3月 8日（月）     於）私学会館 

         報道内容の確認（全日本私立幼稚園連合会） 

         全日本私立幼稚園連合会からの対応に関する文書 

         本件に関する経過 

 （５）政策総務委員会 

     第 1回   令和 2年 6月 17日（水）    於）私学会館 

     第 2回   令和 2年 11月 20日（金）    於）私学会館 

     総務部   令和 2年 7月 20日（月）    於）私学会館 

     養成校との懇談会 

           令和 2年 7月 20日（月）    於）私学会館 

 （６）教育研究委員会 

     第 1回   令和 2年 6月 29日（月）     於）私学会館 

     第 2回   令和 2年 10月 16日（金）    於）私学会館 

第 3回   令和 2年 11月 17日（火）   於）私学会館 

第 4回   令和 3年 2月 15日（月）    於）私学会館 

研究会   令和 2年 10月 16日（金）   於）ホテルメトロポリタン山形 

幼児教育連絡会 

          令和 2年 5月 29日（金）付   （書面開催） 

           令和 3年 1月 18日（月）付   （書面開催） 

           

 

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 3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 2年 7月 3日（金）    ※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

◇ 演題 Ⅰ．「博物館の裏側」 

                講師：米沢市上杉博物館 主任学芸員 遠藤 友紀 氏 

             Ⅱ．「未定（上杉家・米沢の歴史、宇宙の魅力について）」 

              講師：上杉家第 32代当主（旧米沢藩主上杉家第 17代当主） 

                 宇宙工学博士 上杉 邦憲 氏 

〔第 2回〕令和 2年 8月 25日（火）  ※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

◇ 演題 世界と日本の幼児教育 

講師 東京大学大学院 経済学研究科 教授 山口 慎太郎 氏 

 



〔山形県幼児教育研修大会〕 

令和 2年 11月 6日（金）  於）ホテルメトロポリタン山形   参加者 73名 

◇ 演題 学校評価と園内研修の関係性 ～理解と実践～ 

講師 学校法人武蔵野東学園 武蔵野東第一・第二幼稚園  

園長 加藤 篤彦 氏 

※講師と会場を zoomでつなぐオンライン研修会として実施 

④教職員研修会の企画運営 

〔第 1回〕令和 2年 5月                    ※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

◇ 演題 子どもの健康と安全 ～子ども特有の感染症への理解と対応～ 

講師 一般社団法人山形市医師会より派遣 

   〔第 2回〕令和 2年 6月                    ※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

◇ 演題 虐待の対応と防止、関係機関との連携の活用 

講師 山形県中央児童相談所より派遣 

〔第 3回〕令和 2年 7月 9日（木）       ※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

◇ 演題 乳児期への理解と援助 

講師 尚絅学院大学 名誉教授 岩倉 政城  

〔第 4回〕令和 2年 9月 7日（月）       ※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

◇ 演題 同僚性の豊かな教職員組織の醸成 

講師 和洋女子大学人文学部こども発達学科 教授 矢藤 誠慈郎 氏 

〔第 5回〕令和 2年 8月 19日（水）    於）ホテルメトロポリタン山形   参加者 65名 

◇ 演題 リスクマネジメント・防災計画の立案 

講師 山形大学 教職大学院 教育実践研究科 教授 村山 良之 氏 

〔第 6回〕令和 2年 11月 2日（月）    於）ホテルメトロポリタン山形   参加者 68名 

◇ 演題 子供理解に基づく教育・保育課程の編成や指導計画の作成 

講師 國學院大學 人間開発学部 子ども支援学科 教授 神長 美津子 氏 

※講師と会場を zoomでつなぐオンライン研修会として実施 

⑤教員免許状更新講習の実施 

     〔必修領域〕令和 2年 10月 3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 2年 10月 4日（日） 

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

           講師 東北文教大学 准教授          佐久間美智雄 氏 

     〔選択領域〕令和 2年 9月 20日（日） 

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

     〔選択領域〕令和 2年 9月 21日（月・祝） 

           講師 東北文教大学短期大学部 准教授   曽根章友 氏 

     〔選択領域〕令和 2年 9月 22日（火・祝） 

           講師 東北文教大学短期大学部 講師    横沢文恵 氏 



⑥各種研修事業等への参加支援 

令和 2年度体育・保健体育指導力向上研修 

     ※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

第 11回幼児教育実践学会 

      令和 2年 12月 20日（日） 

於）大妻女子大学千代田キャンパスより zoomにて配信 

（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 3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                    ※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

     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 2020』 

     日 時 令和 2年 6月 27日（土）～6月 28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 2年 10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 51名 

令和 2年 11月 11日（水） 於）ホテルメトロポリタン山形 

      説 明  杜の都労働コンサルタンツ 特定社会保険労務士 高橋 道枝 氏 

内 容   働き方改革への対応について 

～パートタイム労働者の雇用管理（公正な待遇の確保とは）～ 

〔後継者養成講座〕 令和 2年 11月 20日（金）※新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

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/ 

        ホームページリニューアル（9月） 

（２）その他の主なる業務等の状況 

 ①補助金 

   令和 2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 2年 7月 2日     交付決定   令和 2年 7月 9日 

    実績報告   令和 2年 12月 2日     額の確定   令和 2年 12月 25日 

②許認可に係る諸手続き（行政庁への対応） 

      令和 2年 6月 5日付    事業報告等の提出 

          令和 2年 7月 15日付    役員変更の届出 

      令和 3年 3月 19日付   事業計画書等の提出 

③慶弔関係 

   【弔事】 

令和 3年 1月19日（葬儀 令和3年2月27日） 

学校法人椎野学園 理事長 東海林静男 氏逝去 

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

