令和元年度
一般社団法人 全国認定こども園連絡協議会

事業報告書

本年度は、法人の目的にある「わが国の幼児教育並びに保育、子育て支援の充実のた
め、認定こども園の発展と振興のための事業を行い、もって公共の福祉に寄与すること
を目的とする。
」を達成するために、下記の事業に取り組んだ。
１．研修会
厚生労働省通知（雇児童保発 0401 第 1 号平成 29 年 4 月 1 日）で定める「保育士等
キャリアアップ研修ガイドライン」及び内閣府「認定こども園に係る処遇改善加算
Ⅱにおけるキャリアアップ研修について」に基づく「キャリアアップ研修会」を
実施
２０１９年度 キャリアアップ研修会 ①
日時：2019 年 8 月 17 日（土）18 日（日）
場所：千葉県
研修修了者：１０５名
２０１９年度 キャリアアップ研修会 ②
日時：2018 年 11 月 2 日（土）3 日（日）
場所：沖縄県
研修修了者：１７２名
２．総会
２０１９年度

『総会・全国会議』

日時：令和元年５月２５日（土）
場所：東京都・港区
TKP 虎ノ門駅前カンファレンスセンター
行政説明『幼児教育無償化について』
講 師 内閣府子ども・子育て本部（認定こども園担当）
参事官 八田 和嗣 様
３．理事会
令和元年度は６回の理事会を開催し、会の取り組みや検討事項を議論した。
第一回
令和元年７月２７日（土）
「会議するなら」6 階 6Ａ会議室
東京都港区新橋 2-12-15 田中田村町ビル

議

案
第一号議案 キャリアアップ研修・支部研修会について
第二号議案 役員職務分掌について
・副支部長について
・理事会の参加者について
・副支部長を含む「オブザーバー参加」の立場について
第三号議案 経費支払に関する規程について
・支部会開催における概算払いについて
・幼稚園における人材確保支援事業の交通費支給対象範囲に
ついて
・基礎となる「役員旅費規程」について
第四号議案 メーリングリストの代替案について
第五号議案 議事録の保管方法
第六号議案 その他

第二回
令和元年９月２８日（土）
くるみ幼稚園
千葉県柏市豊四季台 1－1－113
議

案
第一号議案 キャリアアップ研修＠沖縄
支部研修会（東北・北海道・沖縄）について
第二号議案 年会費徴収の対応について
第三号議案 細則の作成
副支部長等のオブザーバー参加等について
第四号議案 メーリングリストの代替案について
第五号議案 幼稚園の人材確保支援事業について
第六号議案 子ども・子育て支援新制度の見直しに向けて
第七号議案 その他

第三回
令和元年１２月１２日（木）
品川プリンスホテル N タワー17 階
ビジネスラウンジ MeetingRoom N1
議

案
第一号議案 固定経費について
第二号議案 幼稚園の人材確保支援事業について
第三号議案 広報誌について
第四号議案 本年度の支部会について
第五号議案 今後の会の方向性について

第六号議案 細則の作成について
第七号議案 理事の任期について
第八号議案 年会費について
第九号議案 子ども・子育て会議について
第十号議案 その他
第四回
令和２年２月２４日（月）
「会議するなら」6 階 6Ａ会議室
東京都港区新橋 2-12-15 田中田村町ビル
議

案
第一号議案 細則、個人情報保護規定について
第二号議案 広報誌について
第三号議案 支部長会議の報告について
第四号議案 来年度の年間予定について
第五号議案 幼稚園の人材確保事業について
第六号議案 正・副会長会議の報告について
第七号議案 来年度の理事構成について
第八号議案 その他

第五回
令和２年４月２６日（日）
ZOOM による Web 会議

ホスト会場 くるみこども園

〒277-0845 千葉県柏市豊四季台 1－1－113
議

案
第一号議案

令和元年度事業報告 (案)

第二号議案

令和元年度収支決算 (案)

第三号議案

令和 2 年度事業計画について（コロナウィルス対応）

第四号議案

令和 2 年度収支予算 （コロナウィルス対応）

第五号議案

令和 3 年度年会費に関する件

第六号議案

支部編成の変更の件

第七号議案

令和 2 年度 理事及び監事任期満了に伴う改選について

第八号議案

定款変更に関する件

第九号議案

総会開催時期に関する件（コロナウィルス対応）

第十号議案

経費等の支払いに関する規定(内規)に関する件

第十一号議案 個人情報に関する件
第十二号議案 その他
第六回

令和２年５月２３日（土）
ZOOM による Web 会議

ホスト会場 くるみこども園

〒277-0845 千葉県柏市豊四季台 1－1－113
議

案
第一号議案

総会の開催日時について

第二号議案

総会の開催方法について

第三号議案

総会資料の確認について

第四号議案

その他

４．支部活動の推進及び、機能の強化
研修会等を通して支部活動の充実を図り、会員の増強を図るため以下の５会場に
て支部会を開催した。
中四国支部研修会
令和元年６月１４日（金）
ＴＫＰガーデンシティ PREMIUM 広島駅前 ホール８Ａ
広島県広島市南区大須賀町１３－９ベルヴュオフィス広島

第一部 13：30 ～ 15：30 （質疑応答含む 120 分）
行政説明
講

『幼児教育無償化について』

師

内閣府子ども子育て本部
相原 康人 様

第二部 15：45 ～ 17：00（75 分）
研

修

『保育教諭の働き方改革について』

関東支部研修会
令和元年７月１２日（金）
ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンター ホール６Ａ
東京都渋谷区渋谷 2-17-3 渋谷東宝ビル
第一部 13：30 ～ 15：30 （質疑応答含む 120 分）
行政説明 『幼児教育無償化について』
講

師

内閣府子ども子育て本部
八田 和嗣 様

第二部 15：45 ～
研

修

17：00（75 分）
『保育教諭の働き方改革について』

九州支部研修会
令和元年８月９日（金）
興亜宮崎ビル 8 階 高千穂ホール
第一部 13：30 ～ 15：30 （質疑応答含む 120 分）
行政説明 『幼児教育・保育無償化について』
講

師

内閣府子ども子育て本部
八田 和嗣 様

第二部 15：45 ～ 17：00（75 分）
研

修

『保育教諭の働き方改革について』

中国支部研修会
令和元年９月１４日（土）
『ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
』 12 階 1203 号室
愛知県名古屋市中村区名駅４丁目 4-38
第一部 13：20 ～ 15：20 （質疑応答含む 120 分）
行政説明 『幼児教育・保育無償化について』
講

師

内閣府子ども子育て本部
相原 康人 様

第二部 15：30～ 16：45（75 分）
研

修

『保育教諭の働き方改革について』

北海道支部研修会
令和元年１１月３０日（土）
TKP 札幌カンファレンスセンター カンファレンスルーム 7E
北海道札幌市中央区北３条西３丁目１−６ 札幌小暮ビル 7 階
第一部 13：15 ～ 14：45 （90 分）
行政説明『子ども・子育て支援新制度の見直しついて』
講 師

内閣府子ども子育て本部 認定こども園担当
参事官 八田 和嗣 様

第二部 15：15 ～ 16：45（90 分）
研

修

東北支部研修会

『保育教諭の働き方改革について』

令和２年２月１日（土）
認定向山こども園 〜ばっぱんち〜
仙台市太白区八木山緑町 21-10
10：00 ～ 11：00 開会挨拶・園紹介・園見学
11：00 ～ 11：30 園見学の感想・質問
11：30 ～ 12：30 昼食
12：30 ～ 13：00 講演「向山こども園の保育と ICT 化について
認定向山こども園 〜ばっぱんち〜
木村 創先生
13：00 ～ 14：15
行政説明「幼保連携型認定こども園教育・保育要領について」
内閣府 子ども・子育て本部 参事官（認定こども園）付
教育保育専門職 島倉 千絵 様
14：30 ～ 16：00 講演
「子どもにとって、職員にとって、魅力ある園になるためにできることは
何か保育の質を高めるための人材育成を考える」
大豆生田 啓友 先生
沖縄支部研修会
令和２年２月２８日（金）
『アイム・ユニバース てだこホール』市民交流室
浦添市仲間１-９-３
「新形コロナウィルス感染拡大防止のため中止」

５．事業受託
平成３１年４月３日に文部科学省より採択を受けた「幼稚園の人材確保支援
事業」について以下の取り組みを行った。
１．園における働き方改革に関する調査研究
２．園内電子通貨による集金・集計業務改善に関する調査研究
３．職員間の良好なコミュニケーションを育むＩＣＴ活用に関する調査研究
実施期間 平成３１年４月３日から 令和２年３月１６日まで
詳細は「委託事業完了報告書」を参照

６．広報活動の充実
・ホームページや Facebook、Instagram 等を活用することで、会の活動内容等の
周知を行う事で認知度を高めた。
・メーリングリスト等の確実に会員園へ情報の届く方法を活用し、最新の情報提
供や会員間の情報交換を継続的に行った。
７．諸会議

◆子ども子育て会議

開催回

開催日

第 43 回

令和元年６月 25 日（火）

第 44 回

令和元年８月 29 日（木）

第 45 回

令和元年９月 27 日（金）

議 題
(1)子ども・子育て支援をめぐる課題について
(2)その他
(1)新制度施行後５年の見直しに係る検討について
(2)その他
(1)新制度施行後５年の見直しに係る検討について
(2)その他
(1)令和元年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態
調査結果について
(2)経営実態調査結果及び公定価格に関するヒアリング
・独立行政法人福祉医療機構経営サポートセンター

第 46 回

令和元年 10 月 10 日（木）

チーフリサーチアドバイザー 本地 央明 氏
・全国社会保険労務士会連合会保育業労務管理部会委員
菊地 加奈子 氏
(3)新制度施行後５年の見直しに係る検討事項について
(4)その他
(1)土曜日における保育に関するヒアリング
・社会福祉法人湘南学園保育の家しょうなん
園長 塚本 秀一 氏

第 47 回

令和元年 10 月 31 日（木）

(2)新制度施行後５年の見直しに係る検討事項について
(3)基本指針の改正について
(4)地方分権に関する提案募集について
(5)その他

第 48 回

令和元年 11 月 12 日（火）

第 49 回

令和元年 11 月 26 日（火）

第 50 回

令和元年 12 月 10 日（火）

(1)新制度施行後５年の見直しに係る検討事項について
(2)その他
(1)新制度施行後５年の見直しに係る検討事項について
(2)その他
(1)新制度施行後５年の見直しに係る検討事項について
(2)その他
(1)子ども・子育て支援新制度に関する予算案について

第 51 回

令和 2 年 1 月 31 日（金）

(2)幼児教育・保育の無償化の施行状況について
(3)その他

第４３回会議～第４９回会議、第５１回会議へは意見書を提出
意見書については、当会ホームページ「意見書・要望書・陳情書」をご確認下さい。

https://ninteikodomoen.or.jp/work/proposal/

