
平成２７年度事業報告 
（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで） 

 

Ⅰ 公益目的事業 

１ 研修・研究事業 

各委員会所管で次のとおり研修会及び研究会を実施した。 

（１）教員研修会（保育研究委員会所管） 

研修会名等 開催日 開催場所 
参加者

（人） 
内容 

教育研修大会 

免許状更新講習 

(選択１２時間) 

８月３日（月）

４日（火）

ホテルグランヴィア

広島、広島ガーデン

パレス ほか 

５４９ 
(うち免許

１５７) 

子どもの『今』

に寄り添い、

子どもと『未

来』をきずく

免許状更新講習 

(必修１２時間)※ 

８月２４日（月）

２５日（火）

広成建設株式会社 

大会議室 
１８１ 

子どもの変化

についての理

解 ほか 

上級教員研修会 １月１６日（土）かえで幼稚園 ５５ 
他園の現場に

触れ自園の保

育を振り返る

免許状更新講習 

(選択６時間) 
１月１６日（土）広島ガーデンパレス １５０ 

幼児の遊びと

保育者の援助

新採用教員研修会 
３月２４日（木）

  ２５日（金）
広島ガーデンパレス １２５ 

社会人として

のマナー、モ

ラルについて

ほか 

  ※免許状更新講習(必修１２時間)は、中国地区私立幼稚園協議会から依頼を受けて実施し

た。 

 

（２）教育実践研究会（保育研究委員会所管） 

   「平成２６、２７年度教育実践研究会」について、福岡女学院大学講師 岡花祈一郎先生 

を指導助言者とし、５人の教育実践研究委員及び７人の役員により研究に取り組み、８月 

２１日開催の「平成２７年度全日本私立幼稚園連合会中国地区私立幼稚園教育研修会広島 

大会」で発表した。   

開催日 開催場所 内 容 

５月３０日（土） フレーザー幼稚園 

６月２１日（日） フレーザー幼稚園 

複数の幼稚園教諭から研究員が

参加して研究を進めた。まず、各

園のお片付けの事例について収集

して検討した。また、あえて保育 



７月４日（土） 広島ガーデンパレス 

７月３１日（金） フレーザー幼稚園 

８月１６日（日） フレーザー幼稚園 

者が片付けの声かけをしない場合

などの実験場面での実践を行っ

た。これらの事例から子どもにと

ってのお片付けの意味が良く現れ

ていると考えられる事例を抽出し

分析を行った。 

    

「平成２８、２９年度教育実践研究会」について、福岡女学院大学講師 岡花祈一郎先生 

を指導助言者とし、５人の教育実践研究委員及び６人の役員により研究に取り組む。 

開催日 開催場所 内 容 

３月２８日（月） 広島ガーデンパレス 研究テーマ、教育実践研究会の

進め方について 

 

（３）設置者・園長研修会等（経営研究委員会所管） 

研修会名 開催日 開催場所 
参加者

（人） 
内容 

第１回設置者・園長

研修会 
６月２５日（木）広島ガーデンパレス １２６ 

新制度スター

ト～今学ぶと

き～ 

ニューリーダー研修

会 

１１月５日（木）

   ６日（金）
広島ガーデンパレス ８３ 

発想の転換 

～元気な園経

営のために～ 

第２回設置者・園長

研修会 
２月１７日（水）広島ガーデンパレス ９４ 

発想の転換 

～伝えること

の大切さ～ 

 

（４）特別支援学校による幼児教育相談事業（保育研究委員会所管） 

協力特別支援 

学校数 
実施幼稚園数 相談日数 実 施 内 容（概 要） 

７校 ２０幼稚園 ２８日 

・気になる子への対応方法を相談し、

行動を観察の上、その子の実態と対

策を助言していただく。 

・助言を実行するとともに、園内研修

等に活かす。 

 

（５）先進事例調査（総務委員会所管） 

   先進事例調査候補地について検討した。 

実施を平成２８年度に見送った。 

 

（６）ＩＴ研修会（ＩＴ委員会所管） 

開 催 日 開 催 場 所 
参加者 

（人） 
内    容 

９月１９日（土） 
広成建設株式会社 

大特会議室・広島市 
２９ 

セキュリティー対策 

・ソフトウェアの更新、ウィ



ルス対策、ID・パスワード

の管理、SNS について ほか

３月５日（土） 
アクトシステムズパ

ソコン教室・福山市 
１７ 

パワーポイント研修 

・パワーポイントを使って園

の PR スライドを作成する。 

 

２ 広報事業 

  広報紙やホームページ等のインターネットを活用して加盟園への広報活動を次のとおり実

施した。 

（１）各種広報紙の発行（広報委員会所管） 

① 加盟園対象会報紙発行事業 

  設置者・園長・教職員を対象とした会報紙【県幼通信】を平成２７年５、７、９、 

１１月、平成２８年１、３月に６回発行した。 

② 教職員対象会報紙発行事業 

  教職員を対象とした会報紙【Face to Face】を平成２８年３月に発行した。 

③ 各種広報活動 

  研修会、会議等の取材活動をした。 

 

（２）インターネット等の媒体を利用した広報活動（ＩＴ委員会所管） 

ホームページのリニューアルを行い、法人情報、行事予定、加盟園紹介ページの更新を 

実施した。 

 

３ 貸付金事業 

  貸付金及び利子補給金に関する事業を次のとおり実施した。 

（１）貸付金業務（財務委員会所管） 

① 施設・設備整備資金     ２件 ２６，３８５千円 

② 経営資金・既往債務弁済資金 なし 

 

（２）利子補給金交付（財務委員会所管） 

借入年度 利子補給件数（件） 利子補給額（千円）

平成２３年度 １ １，５３４

平成２４年度 ５ １，６５２

平成２５年度 ３ ６９７

平成２６年度 ５ １，１２２

平成２７年度 ２ ２６１

合  計 １６ ５，２６６

 

４ 退職金事業 

  退職金に関する事業を次のとおり実施した。 

（１）退職金業務（財務委員会所管） 

  ① 普通退職者 ２２７人 １４９，３８０千円（H28.3 末現在） 

  ② みなし退職者  ７人  ６７，４７０千円（H28.3 末現在） 

 



（２）全国私立幼稚園退職金団体協議会総会出席 

   平成２７年６月１８・１９日に静岡県・ホテルセンチュリー静岡にて開催された会議に

出席した。 

 

Ⅱ その他の活動 

１ 永年勤続者表彰（総務委員会所管） 

・１０年勤続者表彰４５人、５年勤続者表彰９７人の合計１４２人を表彰 

・表彰式典の開催 

 平成２８年１月２３日（土）広島ガーデンパレスにて開催した（出席者は６９人） 

 

２ 助成金交付（財務委員会所管） 

各園の出資した第一種出資金に対して、平成２６年４月１日現在の基準割引率及び基準貸

付利率（０.３％）により、平成２６年度分助成金として４１４千円を２７年６月に交付し、 

平成２７年４月１日現在の基準割引率及び基準貸付利率（０.３％）により、平成２７年度分 

助成金として４１３千円を２８年３月に交付した。 

 

Ⅲ 諸会議の開催 

１ 評議員会 

回数 開催日・開催場所 議       題 

定時 
６月２日（火） 

広島ガーデンパレス 

(議案) 

・平成２６年度決算の承認について 

・理事の選任について 

・監事の選任について 

(報告事項) 

・平成２６年度事業報告 

・平成２７年度事業計画  

・平成２７年度収支予算 

 

２ 加盟園代表者会議 

回数 開催日・開催場所 議       題 

定例 
６月２日（火） 

広島ガーデンパレス 

・役員の改選報告 

・平成２６年度事業報告及び決算報告について 

・平成２７年度事業計画及び収支予算について 

    

３ 理事会 

回数 開催日・開催場所 議       題 

１ 
５月１２日（火） 

広島ガーデンパレス 

(議案) 

・平成２６年度事業報告の承認について 

・平成２６年度決算の承認について 

・定時評議員会の招集について 

・加盟園代表者会議の招集について 

・貸付利率における理事会の定めについて 

・研修会講師の謝金について 



(協議事項） 

・理事選任の候補者について 

・監事選任の候補者について 

・理事選任後の理事会の開催について 

(報告事項) 

・理事長・副理事長の職務執行状況の報告 ほか 

２ 
６月２日（火） 

広島ガーデンパレス 

(議案) 

・理事長及び副理事長の選定について 

・副理事長の業務分担について 

・理事長の代行順序について 

(協議事項) 

・各委員会委員長、副委員長及び委員について 

・第３回理事会の開催について 

(報告事項) 

・理事及び監事の就任手続きについて ほか 

３ 
６月９日（火） 

広島ガーデンパレス 

(議案) 

・各委員会委員長及び副委員長の選定並びに各委員会委員

の選任について 

(協議事項） 

・平成２７年度中国地区私立幼稚園教育研修会広島大会実

行委員会の開催について 

(報告事項) 

・３か月行事予定 ほか 

４ 
７月１７日（金） 

広島ガーデンパレス 

 (報告事項) 

・耐震化の促進について 

・全日本私立幼稚園連合会、全日本私立幼稚園 PTA 連合会、

中国地区私立幼稚園協議会等各種会議報告 

・学事課関係等表彰について ほか 

５ 
９月１６日（水） 

広島ガーデンパレス 

(議案) 

・平成２７年度収支予算書の変更の承認について 

(協議事項) 

・広島県私立学校教育功労者表彰の候補者の推薦について

・連盟旗について 

(報告事項) 

・中国地区私立幼稚園教育研修会広島大会報告 

・広島県子ども・子育て審議会報告 ほか 

６ 
１１月１２日（木） 

広島ガーデンパレス 

(議案) 

・保育研究委員会委員の追加選任について 

・研修会講師謝金につて 

(協議事項) 

・平成２８年度広島県私立学校振興費補助金に関する要望

について 

(報告事項) 

・理事長・副理事長の職務執行状況の報告 

・乳幼児期の教育の充実のための懇談会の報告 ほか 



７ 
１２月１５日（火） 

広島ガーデンパレス 

(議案) 

・特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針の策定

について 

・特定個人情報取扱規則の制定について 

・事務局就業規則の一部改正について 

・経費支給規程の一部改正について 

・研修会における会場費について 

(報告事項) 

・広島県私立学校振興費補助金等要望活動報告 ほか 

８ 
２月１９日（金） 

広島ガーデンパレス 

(議案) 

・退職金業務規程の一部改正について 

・加盟園に関する規程の一部改正について 

・研修会講師の謝金について 

・事務局長の選任について 

(協議事項) 

・定時評議員会における懸案事項の検討結果について 

・役員候補推薦等基準及び評議員候補者推薦基準について

・平成２７年度「優秀教員表彰候補者」の推薦について 

・研修会参加費等の取り扱いについて 

(報告事項) 

・全日関係報告 ほか 

９ 
３月２２日（火） 

広島ガーデンパレス 

(議案) 

・人材確保特別委員会の設置及び人材確保特別委員会規程

の制定について 

・人材確保特別委員会委員の選任等について 

・平成２８年度事業計画書・収支予算書等の承認について

・役員候補者推薦等基準の制定について 

・評議員候補者推薦基準の制定について 

(報告事項) 

・子ども・子育て支援新制度への移行状況等調査の結果に

ついて ほか 

 

４ 正副会 

回数 開催日・開催場所 議       題 

１ 
５月７日（木） 

広島ガーデンパレス 

・理事会議題  

・加盟園の廃止、新規加盟園について ほか 

２ 
７月１０日（金） 

広島ガーデンパレス 

・理事会議題  

・耐震化の促進について ほか 

３ 
９月９日（水） 

広島ガーデンパレス 

・理事会議題  

・中国地区私立幼稚園教育研修会広島大会報告 ほか 

４ 
１０月２９日（木） 

広島ガーデンパレス 

・理事会議題 

・理事長の職務執行状況について ほか 



５ 
１２月８日（火） 

広島ガーデンパレス 

・理事会議題 

・特定個人情報等の取り扱いについて ほか 

６ 
２月１２日（金） 

広島ガーデンパレス 

・理事会議題 

・幼児教育実践学会について ほか 

７ 
３月１０日（木） 

広島ガーデンパレス 

・理事会議題 

・加盟園の改廃・加入・退会 ほか 

 

５ 総務部 

（１）総務委員会 

回数 開催日・開催場所 議       題 

１ 
５月１２日（火） 

広島ガーデンパレス 
事業報告、決算報告 ほか 

２ 
６月２６日（金） 

広島ガーデンパレス 
オープン kindergarten、視察について ほか 

３ 
９月８日（火） 

広島ガーデンパレス 
オープン kindergarten、先進事例調査について ほか 

４ 
１２月１７日（木） 

広島ガーデンパレス 
オープン Kindergarten、永年勤続者表彰について ほか 

５ 
２月９日（火） 

広島ガーデンパレス 
教育実習の調査について、事業計画・予算について ほか

６ 
２月２９日（月） 

広島ガーデンパレス 
教育実習の調査について、特別委員会の起案について ほか

 

（２）広報委員会 

回数 開催日・開催場所 議       題 

１ 
４月２日（木） 

呉市私立幼稚園協会 
事業報告・決算報告、県幼通信５月号 ほか 

２ 
６月１５日（月） 

広島ガーデンパレス 

県幼通信７月号 ほか 

（IT 委員会と合同会議） 

３ 
８月６日（木） 

呉市私立幼稚園協会 
県幼通信９月号、Good Communication ほか 

４ 
９月２５日（金） 

呉市私立幼稚園協会 
県幼通信１１月号、Face to Face ほか 

５ 
１２月１１日（金） 

呉市私立幼稚園協会 
県幼通信１月号、Good Communication、Face to Face ほか

６ 
２月５日（金） 

呉市私立幼稚園協会 
県幼通信３月号、事業計画・予算について ほか 

７ 
３月２９日（火） 

呉市私立幼稚園協会 
県幼通信５月号、取材活動について ほか 

 



（３）ＩＴ委員会 

回数 開催日・開催場所 議       題 

１ 
４月２７日（月） 

広島ガーデンパレス 
事業報告・決算報告、ホームページリニューアル ほか 

２ 
６月１５日（月） 

広島ガーデンパレス 

ホームページリニューアル、IT 研修会 ほか 

（広報委員会と合同会議） 

３ 
７月２３日（木） 

広島ガーデンパレス 
中ブロ大会役割分担、IT 研修会 ほか 

４ 
１１月２６日（木） 

広島ガーデンパレス 
IT 研修会の反省について ほか 

 
１２月２１日（月） 

広島ガーデンパレス 

（担当者会議） 

IT 研修会の打ち合わせ 

５ 
２月２日（火） 

広島ガーデンパレス 
IT 研修会について、事業計画・予算について ほか 

 

６ 運営部 

（１）財務委員会 

回数 開催日・開催場所 議       題 

１ 
４月２２日（水） 

持ち回り 
貸付審査 ほか 

２ 
５月１２日（火） 

広島ガーデンパレス 
貸付利率における理事会の定め、資金運用等 ほか 

３ 
７月１７日（金） 

広島ガーデンパレス 
貸付審査、資金運用状況と検討 ほか 

４ 
９月１０日（木） 

広島ガーデンパレス 
貸付審査 ほか 

５ 
１１月４日（水） 

広島ガーデンパレス 
貸付審査 ほか 

６ 
２月３日（水） 

広島ガーデンパレス 
退職金業務規程の一部改正について ほか 

 

（２）政策委員会 

回数 開催日・開催場所 議       題 

１ 
７月１７日（金） 

広島ガーデンパレス 
子ども・子育て支援新制度への移行状況について ほか 

２ 
２月３日（水） 

広島ガーデンパレス 
子ども・子育て支援新制度への移行状況調査等について 

 

 



７ 研究部 

（１）保育研究委員会 

回数 開催日・開催場所 議       題 

１ 
５月１９日（火） 

広島ガーデンパレス 

事業報告・決算報告、委員会年間計画、新採用教員研修会

の振り返りと次年度の予定、教育研修大会・免許状更新講

習、上級教員研修会・免許状更新講習、中国地区私立幼稚

園教育研修会広島大会 ほか 

２ 
６月３０日（火） 

広島ガーデンパレス 

中国地区私立幼稚園教育研修会広島大会、保育研究委員会

の組織構成、年間計画、教育研修大会・免許状更新講習(選

択)の担当、免許状更新講習(必修) ほか 

３ 
９月１７日（木） 

広島ガーデンパレス 

教育研修大会・中国地区私立幼稚園教育研修会広島大会の

振り返り、次年度の教育研修大会、教育実践研究会の今後、

上級教員研修会並びに免許状更新講習、免許状更新講習(必

修)振り返り ほか 

４ 
１２月９日（水） 

広島ガーデンパレス 

次年度の教育研修大会、上級教員研修会、免許状更新講習、

新採用教員研修会、教育実践研究会、次年度の事業計画 ほ

か 

５ 
２月１０日（水） 

広島ガーデンパレス 

新採用教員研修会、上級教員研修会及び免許状更新講習の

振り返り、次年度の教育研修大会、次年度の事業計画・予

算、次年度最初の委員会の予定、研修会参加費の取扱い、

教育実践研究会 ほか 

 

（２）保育研究委員会・担当者会議 

回数 開催日・開催場所 議       題 

１ 
６月３０日（火） 

広島ガーデンパレス 

教育研修大会担当者会議 

・役員の役割分担について 

２ 
９月１７日（木） 

広島ガーデンパレス 

上級教員研修会担当者会議 

・上級教員研修会内容について 

３ 
１２月７日（月） 

広島ガーデンパレス 

教育実践研究会担当者会議 

・平成２６年、２７年の教育実践研究会の振り返り 

・平成２８年８月の保育実践学会の発表について 

・平成２８年、２９年の教育実践研究会の募集について 

４ 
１２月９日（水） 

広島ガーデンパレス 

新採用教員研修会担当者会議 

・新採用教員研修会の内容について 

５ 
１月８日（金） 

広島ガーデンパレス 

教育研修大会担当者会議 

・教育研修大会講師及び時間配分について 

６ 
１月１６日（土） 

広島ガーデンパレス 

教育研修大会打合せ会議 

・教育研修大会講師及び時間配分について 

 



（３）経営研究委員会 

回数 開催日・開催場所 議       題 

１ 
４月１５日（水） 

広島ガーデンパレス 

第１回設置者・園長研修会、委員会の年間計画、事業報告・

決算報告、第２回設置者園長研修会(２月)の振り返り、福

岡県私立幼稚園振興協会との交流会、実態調査・給与調査

ほか 

２ 
６月２５日（木） 

広島ガーデンパレス 

平成２７年度中国地区私立幼稚園教育研修会広島大会、ニ

ューリーダー研修会 ほか 

３ 

８月２１日（金） 

リーガロイヤルホテ

ル広島 

第１回設置者・園長研修会の振り返り・決算報告、ニュー

リーダー研修会、第２回設置者・園長研修会 ほか 

４ 
９月３日（木） 

広島ガーデンパレス 

ニューリーダー研修会、他都道府県の幼稚園関係団体との

交流、視察、第２回設置者・園長研修会 ほか 

５ 
１１月６日（金） 

広島ガーデンパレス 

NEXT GENERATION MEETING（次世代交流会議）、第２回設置

者・園長研修会 ほか 

６ 
１２月３日（木） 

広島ガーデンパレス 

ニューリーダー研修会アンケート及び決算報告、第２回設

置者・園長研修会、次年度の事業計画 ほか 

７ 
２月１７日（水） 

広島ガーデンパレス 

第２回設置者・園長研修会、次年度の事業計画と予算、次

年度最初の委員会の予定 ほか 

 

８ 監事監査 

・ 平成２７年５月７日に広島ガーデンパレスにおいて、平成２６年度の事業報告等及び計

算書類等について監事３人により監査が行われた。 

・ 平成２７年１０月２９日に広島ガーデンパレスにおいて、平成２７年度上半期の事業報

告等及び計算書類等について監事３人により監査が行われた。 

 

Ⅳ 他団体との連携 

１ 各会議への参加 

・ 中国地区私立幼稚園協議会、全日本私立幼稚園連合会及び公益財団法人全日本私立幼稚 

園幼児教育研究機構の諸会議に、正副理事長及び役員が出席した。 

 

２ 各種研修会への参加等 

（１）平成２７年６月１９日並びに平成２８年２月１６日に公益財団法人全日本私立幼稚園幼

児教育研究機構が開催した「公開保育コーディネーター（評価者）養成講座」に役員１人

が出席し、７月７日と８月２１日にかえで幼稚園で開催した「ワークショップ」、(公開保

育実施園との事前打合せ)並びに「公開保育」に役員２人が出席した。 

（２）平成２７年８月２０・２１日に広島市において「平成２７年度全日本私立幼稚園連合会 

中国地区私立幼稚園教育研修会広島大会」を実施し、広島県から３５２人が参加した。 



（３）平成２７年９月１７日に東京・グランドアーク半蔵門で開催された、｢（仮称）幼児教育

振興法の早期制定を求める全国集会｣に、役員等２人が出席した。 

（４）平成２７年９月２８日に東京・アルカディア市ヶ谷で開催された、「平成２７年度１０２ 

  条園研修会」に、役員１人が出席した。 

（５）平成２７年１０月２６・２７日に岩手県盛岡市・ホテルメトロポリタン盛岡で開催され

た「第３１回全日本私立幼稚園連合会設置者・園長全国研修大会」に１１人の設置者・

園長が参加した。 

（６）平成２８年１月２１・２２日に公益財団法人全日本私立幼稚園幼児教育研究機構が開催 

した「平成２７年度 全国研究研修担当者会議」に役員３人が出席した。 

 

３ 各ＰＴＡ連合会との連携 

（１）広島県私立幼稚園ＰＴＡ連合会の育成強化のための助成金を交付し、その活動を支援し

た。 

（２）広島県私立幼稚園ＰＴＡ連合会、全日本私立幼稚園ＰＴＡ連合会及び全日本私立幼稚園

ＰＴＡ連合会中国地区私立幼稚園協議会の諸会議へ正副理事長及び役員が出席した。 
 

４ 幼稚園教諭養成校との連携（総務委員会所管） 

（１）オープン kindergarten の実施 

「オープン Kindergarten～見に来て！私立幼稚園～」を次のとおり実施した。 

 平成２７年９月１日～１１月３０日の間で行い、受入れ幼稚園は６１園である。 

（２）幼稚園教諭及び保育士養成校と広島県私立幼稚園連盟加盟園との意見交換会 

平成２７年１１月１２日にホテルグランヴィア広島において、連盟理事１９人、養成校

担当者１９人で意見交換を行った。 

（３）教育実習状況の調査 

   加盟園への教育実習の受け入れ調査を行い、養成校へ配布した。 


