
県私幼の歩み
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

昭和 45（1970）
11.1

11. ～ 12.

昭和 46（1971）
5.11

10.14 ～ 15

10.28 ～ 30

昭和 47（1972）
5.17

10.4 ～ 5

10.24

◦大阪万博開催� （3.14 ～ 9.15）
◦�赤軍派学生、日航機「よど号」乗っ
取り事件� （3.31）

◦日本私学振興財団法公布� （5.18）
◦国勢調査で総人口１億人を越える
� （10.1）

◦�小学校及び中学校の学習指導要領改
訂� （2.27）

◦学校法人会計基準制定� （4.1）
◦第３次教育改革案を坂田文相に答申
� （6.11）
◦沖縄返還協定調印� （6.17）
◦�第 13 回世界ジャンボリー、富士山
麓で開催� （8.10）
◦ドル・ショック� （8.15）
　変動相場制移行１ドル 308 円
◦�幼稚園教育振興計画（第２次振興計
画）を策定� （8.28）

◦札幌冬季オリンピック開催� （2.2）
◦�連合赤軍、浅間山荘事件
� （2.19 ～ 2.28）

◦�文部省予算に、「幼稚園就園奨励費補
助金」10億円が計上される�（4.28）
◦�文部省初等中等教育局に「幼稚園教
育振興課」を設置する� （5.1）
　�幼稚園教育振興 10 ヶ年計画を策定
し、私幼の学法化を推進
◦沖縄、日本に返還� （5.15）
◦ミュンヘンオリンピック� （8.26）
◦日中国交正常化、共同声明� （9.29）

◦�文部省、学制 100 年記念式典を開
催� （10.5）

◦�社団法人静岡県学校法人幼稚園教育振興会と、静岡
県私立幼稚園協会を一本化し、社団法人静岡県私立
幼稚園振興協会を設立することにつき臨時総会にお
いて可決決定し、県教育委員会の認可を得る
　　理事長　　林　輝彦
　　副理事長　岩崎　亀　佐野嘉吉　松永雄道
　　常務理事　今泉　勇
◦�研修委員会事業として新任教員研修会が初めて
東・中・西に於て実施される
◦�運営費等の補助金、初めて静岡県より交付となる

◦第 14回定時総会
　　議決事項
　　・昭和 45年度事業報告並びに収支決算
　　・昭和 46年度事業計画並びに収支予算
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：浜松市
　　・私学行政について
　　　　県学事文書課長　山田正美�氏
　　・�幼稚園教育 10ヶ年計画と私幼今後のあり方
　　　　横浜香蘭幼稚園長　若月芳一�氏
　　・海外幼児教育の実情
　　　　玉川学園大学教授　日名子太郎�氏
◦全国造形教育研究静岡大会開催
　　（会場園　精華　とこは）

◦第 15回定時総会
　　議決事項
　　・昭和 46年度事業報告並びに収支決算
　　・昭和 47年度事業計画並びに収支予算
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：清水市三保
　　・幼児教育の原点とそのビジョン
　　　　明星大学・宝仙学園短大教授　岡田正章�氏
　　・流動下における私幼の生きる道
　　　　日私幼理事長　大河内四郎�氏
◦臨時総会
　・役員の任期満了による改選
　　理事長　　林　輝彦
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

11.

昭和 48（1973）
5.25

10.3

昭和 49（1974）
5.20

7.7 ～ 8

8.20 ～ 22

10.26

11.18 ～ 19

◦ベトナム戦争終結� （3.29）

◦ PCB汚染、社会問題化� （6.25）

◦�文部省「私立学校振興方策懇談会」
を発足� （11.21）
◦�文部省「幼稚園教育振興計画」を補
正� （11.30）
◦第１次オイルショック� （12.）

◦�日本女性登山隊、マナスル登頂に成
功� （5.）

◦�ウォーターゲート事件により、ニク
ソン大統領辞任、フォード大統領就
任� （8.8）
◦臨海実験中の原子力船「むつ」事故
� （9.2）
◦�国鉄、医療費、都市交通、郵便など
の公共料金大幅値上げ� （10.1）

◦三木内閣成立� （12.9）
◦�全私学団体、私学振興法、私学助成
予算拡大を要求して、決起大会を開
催� （12.11）

　　副理事長　佐野嘉吉　松永雄道
　　常務理事　今泉　勇
◦県私幼による心身障害児の助成制度が発足

◦第 16回定時総会
　　議決事項
　　・昭和 47年度事業報告並びに収支決算
　　・昭和 48年度事業計画並びに収支予算
◦既往債務利子補給制度発足
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：熱海市
　　・私幼の経営について
　　　　税理士　西尾祐男�氏
　　・私幼の当面の諸問題について
　　　　日私幼常務理事　安家茂美�氏

◦第 17回定時総会
　　議決事項
　　・昭和 48年度事業報告並びに収支決算
　　・昭和 49年度事業計画並びに収支予算
　　・業務方法書の一部改正
　　・協会費を園児１人月 30円に変更
　　・振興資金の短期貸付制度発足（100 万円）
　　・振興資金運用事業を特別会計とする
◦�七夕豪雨被害を受けた８ヶ園に対し、救援見舞を
行う
◦�第１回日私幼設置者、園長研修会、伊東市におい
て開催される
◦臨時総会
　　議決事項
　　・役員の任期満了による改選
　　　　理事長　　林　輝彦
　　　　副理事長　佐野嘉吉　松永雄道
　　　　常務理事　浅羽慶夫
◦理事長・設置者、園長研修会
　　場所：掛川市
　　・幼稚園運営上の問題点
　　　　県学事文書課長　森　仁美�氏
　　　　日私幼理事　川田長夫�氏
　　　　日私幼副理事長　若月芳一�氏
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

昭和 50（1975）
5.15

9.13

10.29

11.25 ～ 26

1.14

昭和 51（1976）
5.14

10.25 ～ 26
11.5

11.16

11. ～ 1.

◦ベトナム南北統一される� （4.30）

◦私立学校振興助成法成立� （7.11）
◦育児休業法公布� （7.11）
◦沖縄国際海洋博覧会開催� （7.19）

◦�行政管理庁「幼児の保育及び教育に
関する行政監察結果」文部・厚生両
省に勧告� （11.25）

◦�田中角栄前首相らロッキード事件で
逮捕� （7.27）

◦モントリオールオリンピック�（7.7）

◦毛沢東死去� （7.9）

◦�文部省主催・幼稚園教育 100 年
記念式典を東京都教育会館で開催
� （11.16）

◦第 18回定時総会
　　議決事項
　　・昭和 49年度事業報告並びに収支決算
　　・昭和 50年度事業計画並びに収支予算
　　・業務方法書の一部改正
　　　　協会費を園児１人月 40円に変更
　　　　振興基金貸付金の金利変更
　　　　　長期　年６％を 6.5％に
　　　　　短期　年 6.5％を７％に
◦�静岡県私学振興推進大会を静岡市駿府会館で開催
　私学関係者 4000 人参加
◦�林輝彦理事長ご逝去に伴い松永雄道副理事長が理
事長職務代理者となる
◦理事長・設置者、園長研修会
　　場所：清水市
　　・私立幼稚園の経営に望むもの
　　　　県学事文書課長　石川嘉延�氏
　　・私学二法成立後の課題と展望
　　　　日私幼経営委員　安家茂美�氏
　　・学校法人会計基準と税制問題
　　　　税理士　西尾祐男�氏
◦松永雄道氏理事長に就任
　　副理事長　今泉　勇　加藤斉観

◦第 19回定時総会
　　議決事項
　　・昭和 50年度事業報告並びに収支決算
　　・昭和 51年度事業計画並びに収支予算
◦�第 25 回全国幼稚園施設研究大会を静岡市で開催
◦臨時総会
　　議決事項
　　・昭和 51年度収支補正予算
　　・役員の任期満了による改選
　　　　理事長　　松永雄道
　　　　副理事長　佐野嘉吉　今泉　勇　服部芳雄
　　　　常務理事　浅羽慶夫
◦�文部省主催幼稚園教育 100 年記念式典において、
県内理事長、園長 16名表彰される
◦�教育奨励事業として教育環境の県外視察を実施
（これが契機となり、翌年より海外教育交流事業
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

12.3 ～ 4

昭和 52（1977）
5.17

5.20

8.15 ～ 20

10.28 ～ 11.9

11.25
11.26
12.20

昭和 53（1978）
5.17

8.22 ～ 23

◦福田内閣成立� （12.24）

◦エルヴィス・プレスリー死亡� （8.）
◦私立学校振興助成法一部改正�（8.31）
◦赤軍ダッカ事件� （9.3）
◦�王貞治通算本塁打 756 本達成国民
栄誉賞第１号受賞� （9.3）

◦円高、１ドル 236 円� （1.2）

◦成田空港開港� （5.20）

◦国際幼児教育東京会議� （7.24）

◦日中平和友好条約調印� （8.12）

に発展）
◦理事長・設置者、園長研修会
　　場所：熱海市
　　・私立幼稚園教育をめぐる諸問題
　　　　県学事文書課長　石川嘉延�氏
　　・私学二法制定あとの私立幼稚園の振興
　　　　明星大学教授　岡田正章�氏
　　・教育と管理
　　　　県教育長　宗　知信�氏

◦第 20回定時総会
　　議決事項
　　・昭和 51年度事業報告並びに収支決算
　　・昭和 52年度事業計画並びに収支予算
　　・�会計事務指導の実施及び会計指導員の設置等

に関する規程
　　・定款の改正、業務方法書の改正
　　　　研修委員 12人を 14人に変更
　　　　協会費を園児１人月 50円に変更
◦�幼稚園教育 100 年記念として特別記念誌「静岡県
私幼の歩み」発行
◦�第１回静岡県私立幼稚園指導者研修講座開催
　（同一人が６日間継続出席、130 人出席）
◦�海外教育交流事業始まる（全国幼児教育者友好訪
中団に代表４名参加）
◦�第 12 回東海北陸地区私立幼稚園設置者園長研修
協議会を熱海市で開催
◦�適正配置調整特別委員会を設置

◦第 21回定時総会
　　議決事項
　　・昭和 52年度事業報告並びに収支決算
　　・昭和 53年度事業計画並びに収支予算
　　・定款の一部改正
　　　　研修委員 14人を 20人に変更
　　・業務方法書の一部改正
　　　　振興基金貸付金の金利変更
　　　　　長期　年 6.5％を６％に
　　　　　短期　年７％を６％に
◦�第 15 回東海北陸地区私立幼稚園教育研究静岡大
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

10.6

11.7

12.9

1.10
3.19 ～ 4.3

昭和 54（1979）
5.17

6.21

8.8 ～ 10

◦円高、１ドル 180 円を割る� （10.）

◦大平内閣発足� （12.7）

◦�国公立大で初めての共通一次試験実
施� （1.13）

◦米、スリーマイル島放射能漏洩事件
� （3.28）

◦サッチャー保守党内閣発足� （5.）

◦�東京サミット（第５回先進国首脳会
議）� （6.28）

◦�国際児童年記念事業、国際母親大会、
39ヶ国参加（愛知県）� （7.31）

会を浜松市で開催
◦理事長・設置者研修会
　　場所：静岡市
　　・私立幼稚園教育の振興と問題点
　　　　県学事文書課長　畠山和夫�氏
◦臨時総会
　　議決事項
　　・役員の任期満了による改選
　　・上部団体に係る不加盟
　　　　理事長　　松永雄道�氏
　　　　副理事長　堀江静男　遠藤鉄雄　鈴木　正
　　　　常務理事　山田侚孝
◦園長研修会
　　場所：静岡市
　　・これからの幼稚園教育のあり方
　　　　明星大学教授　岡田正章�氏
◦静岡県私立幼稚園地震対策研修会開催
◦�海外研修教育奨励事業として中華人民共和国へ
　９人参加

◦第 22回定時総会
　　議決事項
　　・昭和 53年度事業報告並びに収支決算
　　・昭和 54年度事業計画並びに収支予算
　　・業務方法書の一部改正
　　　　振興基金貸付に係る改正
　　　　長�期貸付金　貸付期間を５年を７年に、連

帯保証人による貸付限度額を 500 万円を
700 万円に、貸付率を６％を５％に変更

　　　　短�期貸付金　貸付限度額を 100万円を 200
万円に、貸付率を６％を５％に変更

◦理事長・設置者研修会
　　場所：静岡市
　　・幼稚園指導書について
　　　　文部省教科調査官　高杉自子�氏
　　・地震対策について
　　　　県地震対策課補佐　宮川　 �氏
◦�第３回静岡県私立幼稚園指導者研修講座
　本年度より３日間となる
◦理事長・設置者研修会
　　場所：静岡市
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

10.1
11.8 ～ 9

1.9
2.7

3.25 ～ 4.3

昭和 55（1980）
5.16

6.19
10.15 ～ 16

11.1 ～ 23

1.21

◦ソ連アフガニスタン侵入� （12.27）

◦�参議院予算委員会でベビーホテル問
題浮上� （3.）

◦文部省 40人学級実施計画発表
� （3.29）

◦モスクワオリンピック� （7.7）
◦鈴木内閣発足� （7.17）

◦韓国で全斗煥、大統領に就任�（9.1）

　　・幼稚園経営の諸問題
　　　　県学事文書課主幹　大石豊彦�氏
　　・80年代を指向する幼稚園教育
　　　　聖和女子大　藤田復生�氏
◦振興協会事務室移転
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：熱海市
　　・80年代を展望した経営管理
　　　　大和シンクエージェンシー所長　石橋達也�氏
　　・保育内容の向上について
　　　　玉川大学教授　日名子太郎�氏
◦地震防災応急対策説明会（静岡市）
◦臨時総会
　　議決事項
　　・定款の一部改正
　　　�理事総数を２名増、地区推せん理事制度を設

定、常置委員会の細部事項を施行細則に委ね
る。

　　・施行細則の制定
◦�海外研修教育奨励事業としてヨーロッパ４か国訪
問　54名参加

◦第 23回定時総会
　　議決事項
　　・昭和 54年度事業報告並びに収支決算
　　・昭和 55年度事業計画並びに収支予算
　　・役員の任期満了による改選
　　　　理事長　　松永雄道
　　　　副理事長　堀江静男　遠藤鉄雄　鈴木　正
　　　　常務理事　山田侚孝
◦はじめての地区長会議開催
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：熱海市
　　・私立幼稚園経営の諸問題
　　　　私学振興財団部長　岩田斉昭�氏
　　・80年代の幼児教育の諸問題
　　　　玉川大学教授　日名子太郎�氏
◦海外研修
　　「第１回欧州幼児教育事情調査団」
　　スイス、西ドイツを中心にヨーロッパ
◦県私幼振興協会設立 10周年記念式典
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

1.21

昭和 56（1981）
5.18

8.22 ～ 30

10.15 ～ 16

昭和 57（1982）
5.14

10.14 ～ 15

◦アメリカ、レーガン大統領就任
� （1.20）

◦フランス、ミッテラン大統領就任
� （5.10）

◦北炭夕張炭鉱ガス爆発、死者 93人
� （10.16）

◦�ホテル・ニュージャパン火災、死者
32人� （2.8）

◦�日航機が逆噴射で羽田空港着陸直前
に墜落、死者 24人� （2.9）

◦ 500 円硬貨発行� （4.1）

◦東北新幹線開業� （6.23）

◦中曽根内閣発足� （11.27）

　　（於メモリアルホール神明）
◦県私幼「シンボルマーク」制定

◦第 24回定時総会
　　議決事項
　　・昭和 55年度事業報告並びに収支決算
　　・昭和 56年度事業計画並びに収支予算
　　・役員の補充
◦海外研修
　「オーストラリアの幼児教育と施設視察」
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：浜松市
　　・法人の権利と義務
　　　　弁護士　渥美雅子�氏
　　・生きがいの発見
　　　　俳人“畦”主宰　上田五千石�氏
　　・80年代の幼稚園教育
　　　　日本女子大助教授　森上史朗�氏
　　・日本経済の現状と動向
　　　　第一勧銀名古屋所長　大久保元春�氏

◦第 25回定時総会
　　議決事項
　　・昭和 56年度事業報告並びに収支決算
　　・昭和 57年度事業計画並びに収支予算
　　・役員の改選
　　　　理事長　　松永雄道
　　　　副理事長　杉山光司　大貫英一　伊藤　武
　　　　常務理事　山田侚孝
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：焼津市
　　・これからの幼児教育
　　　　昭和女子大学長　人見楠郎�氏
　　・法人税基本通達の改正について
　　　　公認会計士　山口善久�氏
　　・心の根っ子
　　　　東海短大教授　石田　潔�氏
　　・パネルディスカッション
　　　　「幼稚園に何を望むか」
　　　　　村松雅子�氏　山本昌寛�氏　前田清伍�氏
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

12.9

昭和 58（1983）
5.19

6.21

10.11 ～ 12

2.27

昭和 59（1984）
4.

5.15

◦東京ディズニーランド開園� （4.15）

◦�第 13 回参院選で、旧全国区に初の
比例代表制導入� （6.26）

◦�大韓航空機がソ連空軍機にミサイル
で撃墜される� （9.1）
◦�教職員養成審議会　「教員養成及び
免許制度の改善について」答申
� （11.22）

◦�江崎グリコ社長誘拐される。グリコ
森永事件のはじまり� （3.18）

◦�幼稚園教育要領に関する調査研究協
力者会議発足� （4.）
◦�私立幼稚園三団体の大同団結「全日
本私立幼稚園連合会」設立� （4.23）
◦ロスアンゼルス・オリンピック�（7.）

　　　　　沢入敬子�氏　ピエール・ロバート�氏
◦「幼児減少対策特別委員会」の発足
　　・第１小委員会
　　　　適正規模等に係わる問題
　　・第２小委員会
　　　　通園バス等に係わる問題
　　・第３小委員会
　　　　経常費補助金等に係わる問題

◦第 26回定時総会
　　議決事項
　　・昭和 57年度事業報告並びに収支決算
　　・昭和 58年度事業計画並びに収支予算
　　・業務方法書の一部改正
　　　　振興基金貸付金に係る改正
　　　　　�長期貸付金　貸付限度額を 2000 万円を

3000 万円に、貸付期間を７年を 10年に
変更

◦臨時総会
　　議決事項
　　・幼児教育の環境向上についての決議
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：熱海市
　　・心を育てる
　　　　聖マリアンナ医大教授　坂本　尭�氏
　　・これからの日本の進路
　　　　サンケイ新聞室長　林　秀彦�氏
　　・幼稚園経営と経営分析
　　　　公認会計士　山口善久�氏
　　・私学倫理と幼稚園経営
　　　　私立中高連常任理事　清水　辛�氏
◦教育研究特別委員会（昭和 57年発足）
　　シンポジーム
　　　「これからの私立幼稚園の課題」

◦「いのち育む」作成のため検討はじまる
◦第 27回定時総会
　　議決事項
　　　・昭和 58年度事業報告並びに収支決算
　　　・昭和 59年度事業計画並びに収支予算
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

10.18 ～ 19

昭和 60（1985）
4.1

5.14

9.11 ～ 18
10.22 ～ 23

昭和 61（1986）
5.13
5.13

◦臨時教育審議会発足� （9.5）

◦�１万円、5000 円、1000 円の新札
発行「聖徳太子の時代」に終りを告
げる� （11.1）

◦科学万博（つくば博）開催� （3.）

◦ �NTT、日本たばこ産業㈱、民間企
業として発足� （4.1）

◦男女機会均等法成立� （5.17）
◦東洋一のつり橋、大鳴門橋完成
� （6.8）
◦�日航ジャンボ機墜落、死者 520 人
生存者４人� （8.12）
◦幼稚園教育課程審議会発足� （9.10）

◦フィリピン、アキノ新政権誕生
� （2.7）

◦ソ連でチェルノブイリ原発事故発生
� （4.28）
◦東京サミット開催� （5.14）

　　　・役員の改選
　　　　理事長　　松永雄道
　　　　副理事長　土橋　勇　大貫英一　伊藤　武
　　　　常務理事　山田侚孝
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：浜松市
　　・幼稚園会計の望ましい財務比率
　　　　公認会計士　山口善久�氏
　　・経営雑感
　　　　㈱ムトウ社長　武藤信義�氏
　　・教育の忘れもの
　　　　昭和女子大教授　川上源太郎�氏
　　・私立幼稚園の運営
　　　　私学振興室　係長　宮崎修吉�氏
　　・親業について
　　　　親業訓練協会理事長　近藤千恵�氏

◦�県私幼内に経営事務センターが組織され、会計事
務のコンピューター受託業務を実施
◦第 28回定時総会
　　議決事項
　　・昭和 59年度事業報告並びに収支決算
　　・昭和 60年度事業計画並びに収支予算
　　・監事の選任
◦第１次浙江省教育交流使節団派遣
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：御前崎町
　　・技術革新と人づくり
　　　　桜井製作所社長　桜井定芳�氏
　　・�幼児減少期における幼稚園経営のあり方につ

いて
　　　　篠ノ井学園理事長　窪田利治�氏
　　・中国の教育事情
　　　　県議会議員　伊藤　武�氏
　　・日本の教育とアメリカの教育
　　　　評論家　広中和歌子�氏

◦知事感謝状制度発足
◦第 29回定時総会
　　議決事項
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

10.13 ～ 20
10.23 ～ 24

2.5

2.5

3.31

昭和 62（1987）
5.15

7.31 ～ 8.1

10.29 ～ 30

◦�「幼稚園教育の在り方について」を
取纏� （9.3）
◦�幼稚園教育要領の改善に関する調査
研究協力者会議発足� （9.）
◦�社会党委員長に土井たか子就任
� （9.6）

◦�伊豆大島の三原山が 210 年ぶりに
大爆発� （11.21）

◦国鉄民営化され JRに� （4.1）

◦世界の人口 50憶人突破（国連推計）
� （7.11）
◦臨時教育審議会第４次（最終）答申
� （8.）

　　・昭和 60年度事業報告並びに収支決算
　　・昭和 61年度事業計画並びに収支予算
　　・平和幼稚園（清水市）の除名
　　・役員の改選
　　　　理事長　　松永雄道
　　　　副理事長　土橋　勇　大貫英一　伊藤　武
　　　　常務理事　山田侚孝
◦第２次浙江省教育交流使節団派遣
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：熱海市
　　・私立幼稚園の生きるための対策
　　　　山口女子大教授　岩田弥富�氏
　　・経営雑感
　　　　開春楼社長　間渕康次�氏
　　・あなたの幼稚園は大丈夫か
　　　　幼児教育開発センター　小山　勲�氏
　　・今後、私立幼稚園教育はどうあるべきか
　　　　教育研究所部長　永野重史
◦臨時総会
　　議決事項
　　　・静岡県私立幼稚園協会の設立
　　　・静岡県私立幼稚園協会会則
　　　・�静岡県私立幼稚園協会昭和 61 年度事業計

画及び収支予算
◦静岡県私立幼稚園協会設立
◦全日本私立幼稚園連合会加盟
◦「いのち育む」発刊

◦第 30回定時総会
　　議決事項
　　・昭和 61年度事業報告並びに収支決算
　　・昭和 62年度事業計画並びに収支予算
◦東海北陸地区私立幼稚園教育研究静岡大会
　　会　場　静岡市民文化会館
　　テーマ　今日の幼稚園教育の使命と課題
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：浜松市
　　・生きのこり経営戦略必勝法
　　　　経営アドバイザー　片岡　進�氏
　　・21世紀における幼児教育の展望
　　　　筑波大学教授　黒羽亮一�氏
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

11.3 ～ 10

3.31

昭和 63（1988）
5.13

8.29 ～ 30
9.6 ～ 12

10.20 ～ 21

◦竹下内閣成立� （11.）
◦教育課程審議会答申� （12.24）
◦ドル安とまらず 121 円に� （1.4）
◦世界最長の青函トンネル開通�（3.13）

◦瀬戸大橋開通� （4.10）

◦リクルートスキャンダル発覚�（6.29）

◦�文部省は幼稚園教育課程講習会にお
いて新教育要領改善の基本方針とそ
の改善の要点及び概要をまとめた説
明書配布� （8.）

◦ソウルオリンピック開催� （9.）

◦消費税法成立� （12.）
◦昭和天皇崩御
　新元号を「平成」と決定� （1.7）
◦文部省教育要領案を発表� （1.15）
◦米大統領にブッシュ就任� （1.20）

　　・�子どもの自律神経失調と痴呆老人の早期発見
と治療の現状

　　　　浜松医療セ副院長　金子満雄�氏
　　・�臨教審の答申を踏まえて、今後の幼児教育の

進むべき方向
　　　　全日私幼　委員長　名村稔男�氏
◦海外研修
　アメリカ幼児教育事情視察
◦�静岡県私立幼稚園振興方策特別委員会により同方
策の研究報告書発刊

◦第 31回定時総会
　　議決事項
　　・昭和 62年度事業報告並びに収支決算
　　・昭和 63年度事業計画並びに収支予算
　　・業務方法書の一部改正
　　　　振興基金貸付金に係る改正
　　　　　�長期資金　貸付限度額を 3000 万円を

5000 万円に変更
　　　　　�短期資金　貸付限度額を 200万円を 500

万円に、貸付利率を５％を 4.5％に変更
　　・役員改選
　　　　理事長　　松永雄道
　　　　副理事長　大貫英一　山田侚孝　河合重三
　　　　常務理事　山田侚孝
◦文部省主催、幼稚園教育課程伝達講習会
◦第３次浙江省教育交流使節団派遣
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：焼津市
　　・これからの幼稚園教育について
　　　　東京学芸大教授　近藤充夫�氏
　　・私の経営哲学
　　　　天神屋社長　望月哲夫�氏
　　・理想的な教育環境を作るために
　　　　全日私幼副会長　安達　研�氏
　　・幼児教育に願うこと
　　　　教育評論家　遠藤豊吉�氏
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

平成元（1989）
5.9

6.14 ～ 23

8.21
10.16 ～ 17

平成 2（1990）
5.15

6.21 ～ 22

◦消費税スタート　３％� （4.1）
◦�松下電器の創業者　松下幸之助さん
死去（94）� （4.27）

◦�ＮＨＫ衛星第１・第２テレビ放送開
始� （6.1）
◦�竹下登内閣総辞職　宇野宗佑内閣発
足� （6.2）
◦天安門事件� （6.4）
◦美空ひばりさんに国民栄誉賞�（7.6）
◦大学進学率　女子が男子を上回る
� （8.3）
◦海部俊樹内閣発足　閣僚に女性２人
� （8.9）
◦横綱　千代の富士に国民栄誉賞
� （9.29）
◦ベルリンの壁崩壊� （11.9）
◦連合（日本労働組合総連合会）発足
� （11.21）
◦�米ソ首脳「マルタ会談」　東西冷戦
終結を確認� （12.2）
◦第１回大学入試センター試験�（1.13）
◦国際花と緑の博覧会開会（大阪）
� （3.31）

◦�韓国　ノ・テウ大統領来日　宮中晩
さん会� （5.24）

◦�米ソ大統領　戦略兵器削減条約
　（START）基本合意� （6.2）
◦礼宮文仁殿下　紀子さまとご結婚
� （6.29）
◦神戸高塚高校　校門圧死事件�（7.6）
◦イラクがクウェートに侵攻� （8.2）
◦東西ドイツ統一� （10.3）

◦第 32回定時総会
　　議決事項
　　・昭和 63年度事業報告並びに収支決算
　　・平成元年度事業計画並びに収支予算
　　・業務方法書の一部改正
　　　　協会費を園児１人月 70円に変更
　　・監事の選任
◦幼児教育ヨーロッパ視察研修
　　（ロンドン・ストックホルム）
◦教育課程伝達講習会開催
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：伊豆長岡町
　　・私立幼稚園経営の問題点
　　　　MEP研究所長　目黒章布�氏
　　・環境による教育について考える
　　　　上越教育大教授　中沢和子�氏
　　・私立幼稚園と地域社会
　　　　全日私幼専務理事　田中和夫�氏
　　・静岡県経済の動向
　　　　静岡経済研理事　辻　　昭�氏

◦第 33回定時総会
　　議決事項
　　・平成元年度事業報告並びに収支決算
　　・平成２年度事業計画並びに収支予算
　　・役員改選
　　　　理事長　　大貫英一
　　　　副理事長　山田侚孝　河合重三　寺田　惇
　　　　常務理事　相田芳夫
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：浜松市
　　・生活科とは何か
　　　　文部省教科調査官　中野重人�氏
　　・日本の経済・家族・子供
　　　　長銀研究所理事長　竹内　宏�氏
　　・リーダーシップについて
　　　　日管㈱社長　三輪信一�氏



134

年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

◦天皇陛下の「即位の礼」� （11.12）
◦任天堂「スーパーファミコン」発売
� （11.21）

◦�競馬ブームを巻き起こした「オグリ
キャップ」有馬記念で優勝　引退
� （12.23）
◦湾岸戦争始まる� （1.17）
◦美浜原発　原子炉自動停止事故
� （2.9）
◦成田エクスプレス運行開始� （3.19）

◦東京都　新宿の新庁舎開庁� （4.1）
◦�全国初の女性市長誕生　　兵庫県明
石市� （4.21）
◦�信楽高原鉄道事故　42人死亡
� （5.14）

◦�雲仙普賢岳　大火砕流発生　死者・
行方不明者 43人� （6.3）
◦�本田技研の創業者　本田宗一郎さん
死去（84）� （8.8）

◦�宮沢喜一内閣発足� （11.5）

◦�ソビエト連邦消滅� （12.26）

◦�貴花田が史上最年少（19歳 5か月）
で幕内優勝� （1.26）

11.14

12.20
1.28

平成 3（1991）
5.21

6.18 ～ 19

11.12

11.21

1.30

◦県私幼振興協会設立 20周年記念事業
　　場所：静岡市　日興会館
　記念式典
　　功労者 38名に対して感謝状贈呈
　　協会の 20年の歩みを報告（記念誌配布）
　記念講演「家康人間学」
　　SBS 静岡放送アナウンス部長　松野輝洋�氏
　　�各地区ごとに教育研究発表会に併せて記念講

演、音楽会の実施
◦静私幼だより第 100 号を発行
◦理事長・設置者、園長研修会
　　場所：静岡市
　　私立幼稚園の永続性を考える
　　　全日私幼連人材確保等検討委員会委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　綱干正裕�氏

◦第 34回定時総会
　　議決事項
　　・平成２年度事業報告並びに収支決算
　　・平成３年度事業計画並びに収支予算
　　・定款の改正
　　・業務方法書の改正
　　　　長期貸付金　�貸付期間を10年を16年に変更
　　・理事の選任
　　　　静岡県総務部長　石井隆一�氏
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：御前崎町
　　・日本経済の動向と幼児の音楽性
　　　　第一勧銀浜松支店長　神田紘爾�氏
　　・明日へ向けての私立幼稚園教育経営のあり方
　　　　健伸幼稚園理事長　柴田炤夫�氏
◦理事長・設置者、園長研修会
　　場所：静岡市
　　・これからの私立幼稚園の振興について
　　　　全日本私幼連事務理事監事　田中和夫�氏
　　・パネルディスカッション
◦私立幼稚園振興大会・保護者研修会
　　場所：三島市
　　・お母さんという先生
　　　　昭和女子大学教授　外山滋比呂�氏
◦理事長・設置者、園長研修会
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

平成 4（1992）
5.14

6.4 ～ 5

9.7 ～ 12
10.26 ～ 27

10.17 ～ 31

11.23 ～ 30
12.8

◦�フランス　アルベールビル冬季オリ
ンピック開幕� （2.8）

◦�東海道新幹線「のぞみ」運行開始
� （3.14）
◦�長崎県佐世保市に「ハウステンボス」
オープン� （3.25）

◦�育児休業法施行� （4.1）
◦�シンガーソングライター尾崎　豊　
死去� （4.25）
◦�国家公務員　完全週休 2日制スター
ト� （5.2）
◦�「サザエさん」の長谷川町子さん死
去（72）� （5.27）
◦�山形新幹線「つばさ」運行開始
� （7.1）
◦�バルセロナオリンピック開幕
� （7.25）
◦�松井秀喜　甲子園で５打席連続敬遠
� （8.16）

◦�学校週５日制スタート� （9.12）
◦�天皇・皇后両陛下　中国初訪問
� （10.23）

◦�永住外国人の指紋押なつ廃止
� （1.8）

　　場所：静岡市
　　・育児休業法について
　　　　労働省静岡婦人少年室労働事務官
　　　　　　　　　　　　　　　　　　池田史子�氏
　　・私立幼稚園の明日を考える
　　　　静岡県立大学国際関係学部教授　高木桂蔵�氏

◦第 35回定時総会
　　議決事項
　　・平成３年度事業報告並びに収支決算
　　・平成４年度事業計画並びに収支予算
　　・役員の改選
　　　　理事長　　大貫英一
　　　　副理事長　山田侚孝　河合重三　寺田　惇
　　　　常務理事　加藤鉞夫
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：伊東市
　　・ジュニアのたわごと
　　　　中九州短大講師　藤田喜一郎�氏
　　・これからの私立幼稚園経営について
　　　　みなと幼稚園理事長　北條泰雅�氏
　　・私立幼稚園における園内研修を考える
　　　　日本女子大学教授　森上史朗�氏
◦中国浙江省幼児教育訪問団４名来静
◦東海北陸地区私立幼稚園設置者園長研修協議会
　　静岡大会
　　　場所：浜松市舘山寺町
　　　・シンポジウム
　　　　パネラー
　　　　私立幼稚園教育の振興を考える
　　　　　全日幼連副会長　菅原孝悦�氏
　　　　　フリーライター　平田圭子�氏
　　　　　大阪樟陰好大学教授　名倉啓太郎�氏
　　　　コーディネーター
　　　　　全日幼連広報委員長　佐保田亘正�氏
◦海外研修　４名派遣
　米国　ウィスコンシン州マディソン市
◦中国浙江省へ日中幼児教育交流視察団を派遣
◦私立幼稚園振興大会・保護者研修会
　場所：浜松市
　・こどもの成長と絵本
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

1.26

平成 5（1993）
5.13

6.21 ～ 22

10.20

10.16 ～ 30

1.19

平成６（1994）
5.17

◦�皇室会議で皇太子殿下と小和田雅子
さんの婚約決定� （1.19）

◦�「業者テスト禁止」各都道府県に通
知　文部省� （2.22）

◦�天皇・皇后両陛下　沖縄初訪問
� （4.23）
◦�サッカー「Ｊリーグ」発足� （5.15）
◦�皇太子殿下　小和田雅子さんとご結
婚� （6.9）

◦�社会党　土井たか子氏　女性初の衆
院議長に� （8.6）
◦�細川護熙内閣発足　38 年ぶりの政
権交代� （8.9）
◦�東京都港区に「レインボーブリッジ」
開通� （8.26）

◦�サッカー日本代表「ドーハの悲劇」
� （10.28）
◦�ＥＵ発足� （11.1）
◦�「屋久島」など　日本初の世界遺産
登録� （12.8）

◦�ノルウェー　リレハンメル冬季オリ
ンピック開幕� （2.12）

◦�名古屋空港　中華航空機墜落事故　
264 人死亡� （4.26）
◦�羽田孜内閣発足� （4.28）
◦�松本サリン事件　8人死亡 140 人以
上が被害� （6.27）
◦�村山富市内閣発足（自社さ連立政権）
� （6.30）

　　　福音館書店編集部長　斉藤惇夫�氏
◦理事長・設置者、園長研修会
　　場所：静岡市
　　・私立幼稚園における最近の労働問題について
　　　　弁護士　草野功一�氏

◦第 36回定時総会
　　議決事項
　　・平成４年度事業報告並びに収支決算
　　・平成５年度事業計画並びに収支予算
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：浜松市
　　・駿河・遠江と徳川家康
　　　　生涯大学葵学園講師　神谷昌志�氏
　　・今トップが考えるべきこと
　　　　中央経営研究所社長　氏家康二�氏
　　・私立幼稚園教職員の労働問題について
　　　　みなと幼稚園理事長　北條泰雅�氏
　　・教育研修のあり方を考える
　　　　東京家政大学助教授　柴崎正行�氏
◦私立幼稚園振興大会・保護者研修会
　　場所：静岡市
　　・親子の絆
　　　　大阪教育大学助教授　服部祥子�氏
◦海外研修　４名派遣
　　米国　ウィスコンシン州マディソン市
◦理事長・設置者、園長研修会
　　場所：静岡市
　　・�週 40 時間体制における就業規則並びに育児

休業規程について
　　　　県私幼　経営委員長　今泉邦弘　他

◦第 37回定時総会
　　議決事項
　　・平成５年度事業報告並びに収支決算
　　・平成６年度事業計画並びに収支予算
　　・定款の一部変更について
　　・業務方法書の一部変更について
　　・役員の改選
　　　　理事長　　大貫英一
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

6.2 ～ 3

10.6

10.15 ～ 29
10.31

1.26

平成 7（1995）
5.19

6.13 ～ 14

◦�北朝鮮　キム・イルソン（金日成）
主席　死去� （7.8）

◦�日本人初の女性宇宙飛行士　向井千
秋さん宇宙へ� （7.8）
◦�関西国際空港開港� （9.4）

◦�大江健三郎氏　ノーベル文学賞
� （10.13）
◦�ソニー「プレイステーション」発売
� （12.3）
◦�「京都古都の文化財」世界文化遺産
登録決定� （12.13）
◦�阪神・淡路大震災（マグニチュード
7.3　最大震度 7　6434 人死亡）
� （1.17）
◦�地下鉄サリン事件　13 人死亡　約
6300 人被害� （3.20）
◦�国松警察庁長官　自宅前で狙撃され
大けが� （3.30）

◦�東京都知事に青島幸男氏　大阪府知
事に横山ノック氏当選� （4.9）
◦�全仏オープンテニス　伊達公子が日
本人初のベスト４� （6.8）
◦�沖縄「平和の礎」除幕式� （6.23）
◦�日本ではじめての遺伝子治療　北海
道大学� （8.1）

　　　　副理事長　山田侚孝　林　茂樹　寺田　惇
　　　　常務理事　加藤鉞夫
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：焼津市
　　・これからの幼児教育について
　　　　静岡県立大学教授　沼田俊昭�氏
　　・�少子化時代における私立幼稚園経営と保育園

の問題について
　　　　広島三次中央幼稚園理事長　伊達正浩�氏
　　・21世紀にむけての幼児教育の専門性について
　　　　文部省幼稚園課教科調査官　小田　豊�氏
◦私立幼稚園振興大会・保護者研修会
　　場所：三島市
　　・いまの子どもに伝えたいもの
　　　　宝泰寺住職　藤原　演�氏
◦米国　ウィスコンシン州マディソン市　４人派遣
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：静岡市
　　・子どもの心と体の健康を考える
　　　　県立子ども病院長　北條博厚�氏
　　・今の親の子育て意識と幼児教育
　　　　大阪教育大学　講師
　　　　おもちゃライブラリー主宰　辻井　正�氏
◦理事長・設置者、園長研修会
　　場所：静岡市
　　・�保育制度改革と私立幼稚園の今後の対策につ

いて
　　　　全日私幼連教育保育プロジェクト座長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺真澄�氏

◦第 38回定時総会
　　議決事項
　　・平成６年度事業報告並びに収支決算
　　・平成７年度事業計画並びに収支予算
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：熱海市
　　・心の引出の中にあるもの
　　　　静岡大学教授　重松宗育�氏
　　・高まる地域への期待と幼稚園の役割
　　　　静岡県立大学教授　志田直正�氏
　　・望ましい幼稚園教育を考える
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

8.21 ～ 22

10.14 ～ 28
10.29

平成 8（1996）
5.17

6.13 ～ 14

10.17

10.20 ～ 11.23

10.12 ～ 10.26

11.18

◦�マイクロソフト「ウィンドウズ 95」
日本語版発売� （11.23）
◦�「白川郷・五箇山の合掌造り集落」
世界遺産登録� （12.6）

◦�村山首相辞任　　橋本龍太郎内閣発
足� （1.11）
◦�若田光一さん搭乗のスペースシャト
ル打ち上げ� （1.11）
◦�小説家　司馬遼太郎さん死去
� （2.12）
◦�将棋　羽生善治さん　史上初の７冠
独占� （2.14）

◦�検索サイト「Yahoo�!�JAPAN」サー
ビス開始� （4.1）
◦�携帯電話が 1,000 万台突破� （4.6）
◦ �2002 年サッカーＷ杯　日韓共催決
まる� （5.31）

◦�アトランタオリンピック開幕
� （7.19）
◦�初めての「海の日」� （7.20）
◦�サッカー五輪代表「マイアミの奇跡」
優勝候補のブラジルを破る� （7.21）

◦�「民主党」結成（菅直人・鳩山由紀
夫代表）� （9.28）

◦�第 41 回衆院選　自民議席増　単独
内閣に� （10.20）

　　　　童具館館長　和久洋三�氏
◦東海北陸教育研究静岡大会
　　場所：浜松市
　　・基調講演
　　　　子どもと共に楽しむ保育を考える
　　　　　昭和女子大　高杉自子�氏
　　・記念講演　村松友視�氏
　　・演奏会　MINIOPEPETIN浜松
◦米国　ウィスコンシン州マディソン市　４人派遣
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：静岡市
　　・絵本の現在　子どもの未来
　　　　福音館書店会長　松居　直�氏

◦第 39回定時総会
　　議決事項
　　・平成７年度事業報告並びに収支決算
　　・平成８年度事業計画並びに収支予算
　　・業務方法書の一部変更について
　　・役員の改選
　　　　理事長　　大貫英一
　　　　副理事長　山田侚孝　林　茂樹　加藤鉞夫
　　　　常務理事　今泉邦弘
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：浜松市
　　・日を累ね日を積む
　　　　大乗寺住職　松野宗純�氏
　　・�これからの幼児教育市場・児童福祉に対する

ラ・プティ・アカデミーの経営戦略
　　　　LPA事業部長　栗山正樹�氏
　　・ディズニーは大好きですか
　　　　静岡県読書推進協議会　広瀬弥寿子�氏
◦私立幼稚園振興大会
　　場所：静岡市
　　・意欲と思いやりを育む保育
　　　　大妻女子大学名誉教授　平井信義�氏
◦中国浙江省の幼児教育研修生招聘（２名）
　　県内５幼稚園で研修
◦海外研修
　　ベルギー国　ブリュッセル市　３人派遣
◦理事長・設置者、園長合同研修会
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

平成 9（1997）
5.16

6.6

11.20 ～ 21

10.11 ～ 25

11.11

11.27 ～ 12.2

平成 10（1998）
5.15

◦�「原爆ドーム」と「厳島神社」　世
界文化遺産登録決定� （12.5）
◦�中国最高実力者　鄧小平氏死去
� （2.19）
◦�秋田新幹線「こまち」開業� （3.22）

◦�消費税５％に引き上げ� （4.1）
◦�諫早湾干拓事業　農水省が湾を閉め
切る� （4.14）
◦�「楽天市場」開設� （5.1）
◦�香港　英国植民地から中国に返還
� （7.1）
◦�ダイアナ元皇太子妃　トンネル事故
で死亡� （8.31）
◦�ベネチア国際映画祭で北野武監督
「HANA-BI」金獅子賞� （9.6）
◦�長野新幹線「あさま」開業　　高崎
～長野間� （10.1）
◦�臓器移植法施行� （10.16）

◦�東京湾海底トンネル「アクアライン」
開通� （12.18）
◦�映画「タイタニック」公開　大ヒッ
トに� （12.20）
◦�郵便番号が 3桁から 7桁に� （2.2）
◦�長野冬季オリンピック開幕� （2.7）

◦明石海峡大橋開通� （4.5）
◦サッカーくじ法案成立� （5.12）

　　場所：静岡市
　　・ベルギー　幼稚園の子どもたちにふれて
　　　　ベルギー海外研修参加者　３人
　　・子どもの成長スタイルを考える
　　　　静岡大学教授　深谷昌志�氏
◦�振興協会の事業として、各地区で私立幼稚園のつ
どいが実施された

◦第 40回定時総会
　　議決事項
　　・平成８年度事業報告並びに収支決算
　　・平成９年度事業計画並びに収支予算
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：静岡市
　　・私立幼稚園を巡る諸問題
　　　　全日私幼連専務理事　斎木敏夫�氏
　　・これからの幼稚園教育のあり方について
　　　　子ども保育総合研究所長　高杉自子�氏
◦第 13回全日私幼連設置者園長全国大会
　　場所：浜松市
　　・パネルディスカッション
　　　　文部省視学官　小田　豊�氏
　　　　音楽家　松居　和�氏
◦海外研修
　　ベルギー国　ブリュッセル市　３人派遣
◦私立幼稚園振興大会
　　場所：静岡市
　　・シンポジウム
　　　男女共同参画社会における私立幼稚園の役割
　　　　パネラー　静岡県副知事　坂本由紀子�氏
　　　　「幼稚園ママ」発行人　中村　謙�氏
　　　　保護者代表　西村須美子�氏
　　　　コーディネーター　常務理事　今泉邦弘
◦中国浙江省へ幼児教育交流団を派遣（２名）
◦�振興協会事業として、各地区において子育てフェ
アが実施された。

◦第 41回定時総会
　　議決事項
　　・平成９年度事業報告並びに収支決算



140

年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

◦�サッカーＷ杯フランス大会開幕
　日本が初出場� （6.10）
◦�中教審「幼児期からの心の教育の在
り方」を答申� （6）

◦�作曲家　吉田正さんに国民栄誉賞
� （7.7）
◦�和歌山毒カレー事件　4 人死亡 66
人が腹痛など� （7.25）

◦�マイクロソフト「ウィンドウズ 98」
日本語版発売� （7.25）
◦�映画監督　黒澤明さん死去（88）
� （9.6）

◦�特定非営利活動促進法（NPO法）
施行� （12.1）
◦ �NTTドコモｉモードサービス始ま
る� （2）

◦�日産とルノーが資本提携で合意
� （3.27）

◦�高校野球センバツ　沖縄尚学優勝　
沖縄県勢の優勝は春夏通じて初
� （4.4）
◦�都知事選　石原慎太郎氏当選
� （4.11）
◦�人工ふ化でトキのひな誕生　国内初
� （5.21）

6.4

6.10 ～ 11

10.10 ～ 24

10.27 ～ 12.6
10.28

平成 11（1999）
5.12

6.9 ～ 10

　　・平成 10年度事業計画並びに収支予算
　　・業務方法書の一部変更について
　　・役員の改選
　　　　理事長　　大貫英一
　　　　副理事長　宮下ちづ子　林　茂樹
　　　　　　　　　加藤鉞夫
　　　　常務理事　今泉邦弘
◦�幼稚園とマルチメディア研究特別委員会の設置
（～H14）
　　�幼稚園におけるマルチメディアの普及について

研究を重ね、加盟全園の PC（ハード）と情報
受発信ネットワークの基盤整備、安価で使い易
い会計ソフトの開発、県私幼HP（幼稚園紹介）
の制作とメンテナンス体制の整備を行った。

◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：熱海市
　　・これからの幼児教育と家庭教育
　　　　音楽プロデューサー　松居　和�氏
　　・21世紀の幼児教育
　　　　全日私幼連会長　佐保田亘正�氏
　　・�現代の子ども・家庭を巡る状況と今後の幼稚

園
　　　　東京大学助教授　汐見稔幸�氏
　　・誰にでもできる経営分析
　　　　公認会計士　山口善久�氏
◦海外研修
　　ベルギー国　ブリュッセル市　４人
◦中国浙江省の幼児教育研修生招聘（２名）
◦私立幼稚園振興大会
　　場所：静岡市
　　・これからの幼児教育と家庭教育
　　　～アメリカの生態を踏まえて～
　　　　音楽プロデューサー　松居　和�氏

◦第 42回定時総会
　　議決事項
　　・平成 10年度事業報告並びに収支決算
　　・平成 11年度事業計画並びに収支予算
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：浜名郡雄踏町
　　・新幼稚園教育要領について
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

9.22

10.15 ～ 11.2

11.3 ～ 8

2.7

平成 12（2000）
5.15

6.7 ～ 8

◦�ソニー子犬型ロボット「AIBO」発
売� （6.1）

◦�男女共同参画社会基本法　成立
� （6.15）

◦�福岡ダイエーホークス　球団創設
11年目で初優勝� （9.25）

◦�「日光の寺社と寺」世界遺産に決定
� （12.2）
◦�コンピュータ 2000 年問題　各分野
で警戒� （12.31）

◦�全国初の女性知事（太田房江）誕生
　大阪府� （2.6）
◦�北海道有珠山 23年ぶり噴火�（3.31）

◦�介護保険制度スタート� （4.1）
◦�ロシアの大統領にプーチン氏が就任
� （5.7）
◦�交通バリアフリー法成立� （5.10）

◦�雪印　牛乳の集団中毒事件発生
� （6.28）
◦�伊豆諸島の三宅島噴火� （7.8）
◦�九州・沖縄サミット開幕� （7.21）
◦�シドニーオリンピック開幕（女子マ
ラソンで高橋、女子柔道で田村が金
メダル）� （9.15）

　　　　文部省視学官　小田　豊�氏
　　・静岡県・新世紀創造計画の推進について
　　　　静岡県首都圏担当局長　谷　和実�氏
　　・これからの私立幼稚園の在り方
　　　　全日私幼研究委員長　田中雅道�氏
　　・地方分権と幼保のこれから
　　　　前全日私幼連副会長　笠　信暁�氏
◦私学振興推進大会（小、中、高と共催）
　　場所：静岡市・グランシップ
　　・こどもに愛が伝わっていますか
　　　　親業訓練協会　中村喜美子�氏
◦海外研修　イタリア
　　カンパニョーラ　エミーリア市　３名派遣
◦中国浙江省へ幼児教育交流団派遣（10名）
◦振興協会事業として各地区において
　　子育てフェアが実施された
◦臨時総会
　　議決事項
　　・役員の人数・年齢等の見直し
　　・定款の一部変更について
　　・定款施行細則の全部改正について
◦理事長・設置者、園長の経営計画推進研修会
　　場所：静岡市

◦第 43回定時総会
　　議決事項
　　・平成 11年度事業報告ならびに収支決算
　　・平成 12年度事業計画ならびに収支予算
　　・定款、業務方法書の一部変更について
　　・役員改選
　　　　理事長　　宮下ちづ子
　　　　副理事長　山口　洸　相田裕司　山﨑元則
　　　　常務理事　松本克巳
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：熱海市
　　・私立幼稚園を取り巻く諸問題
　　　　「遊育」編集長　吉田正幸�氏
　　・満３歳児入園への対応
　　　　全日本私立幼稚園連合会副会長　田中雅道�氏
　　・自然から学ぶもの
　　　　プロ・ナチュラリスト　佐々木洋�氏
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

10.10

10.13 ～ 31
11.6

2.5

平成 13（2001）
5.15

6.13 ～ 14

10.10 ～ 30
10.17

2.21

◦�高橋尚子さんに国民栄誉賞�（10.30）
◦�児童虐待防止法施行� （11.20）

◦ �BS デジタル放送開始� （12.1）

◦�中央省庁再編（文部省と科学技術庁
が「文部科学省」に統合など）
� （1.6）
◦�米大統領にジョージ・ブッシュ氏就
任（共和党）� （1.20）

◦�「USJ」大阪にオープン� （3.31）

◦小泉純一郎内閣発足� （4.26）
◦�大阪　池田小学校事件（児童 8 人
が死亡、児童・教師 15 人重軽傷）
� （6.8）
◦「東京ディズニーシー」オープン
� （9.4）
◦米同時多発テロ� （9.11）
◦�名古屋大学大学院教授　野依良治氏
ノーベル化学賞� （10.10）
◦�アップル iPod を日本で発売
� （10.24）
◦�皇太子妃　雅子さま女児ご出産　お
名前は「愛子さま」� （12.1）

◦�欧州 12 か国で単一通貨ユーロ流通
開始� （1.1）

◦�文科省「学びのすすめ」公表
� （1.17）

◦�ソルトレイクシティ冬季オリンピッ
ク開幕� （2.9）

　　・経営面から見た今後の私立幼稚園のあり方
　　　　全日本私立幼稚園連合会
　　　　　　　　経営委員長　園尾憲一�氏
◦私学振興推進大会（小、中、高と共催）
　　場所：静岡市・グランシップ
　　・教育者は何を目指しているのか
　　　　評論家　草柳大蔵�氏
◦海外研修　イタリア　４人派遣
◦創立 30周年記念事業
　　・記念式典・祝賀パーティ
　　　　場所：静岡市・ホテルセンチュリー
　　・記念誌「夢」の発行
　　・�記念コンサート
　　　　東部・中部・西部地区で開催
◦理事長・設置者、園長研修会
　　場所：静岡市
　　・�私立幼稚園経常費補助金について
　　　　県私学振興室　ほか

◦第 44回定時総会
　　議決事項
　　・平成 12年度事業報告及び収支決算
　　・平成 13年度事業計画及び収支予算
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：熱海市
　　・�少子化時代において教育産業の将来をいかに

切り開くか
　　　　㈱秀英予備校代表取締役　渡辺　武�氏
　　・堺市教育改革審議会の動向
　　　　全日本私立幼稚園連合会政策委員会委員長
　　　　津嶋光洋氏
　　・私立幼稚園と情報公開
　　　　�全日本私立幼稚園連合会教育研究委員会副

委員長　安家周一�氏
◦海外研修　イタリア　４人派遣
◦私学振興推進大会（小・中・高と共催）
　　場所：静岡市・グランシップ
　　・米百俵の精神
　　　　元長岡市教育長　大西厚生�氏
◦理事長・設置者、園長研修会
　　場所：静岡市



143

年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

◦�学校週５日制　毎週土曜日が休みの
完全実施� （4.6）
◦�サッカーＷ杯　日韓大会開幕
� （5.31）

◦�小泉首相　訪朝　初の日朝首脳会談
� （9.17）
◦�東大名誉教授　小柴昌俊氏
　ノーベル物理学賞� （10.8）
◦�島津製作所　田中耗一氏
　ノーベル化学賞� （10.9）

◦�拉致被害者のうち５人　24 年ぶり
に帰国� （10.15）

◦�巨人の松井秀樹　大リーグ　ヤン
キースに入団� （1.15）
◦�ＷＨＯ　新型肺炎（ＳＡＲＳ）の流
行で注意喚起� （3.12）
◦�イラク戦争始まる� （3.20）

平成 14（2002）
5.14

6.12 ～ 13

7.30 ～ 31

10.11 ～ 29
10.24

2.28

　　・�週５日制実施に伴う就業規則等労働基準法に
ついて　静岡労働局　ほか

◦第 45回定時総会
　　議決事項
　　・平成 13年度事業報告及び収支決算
　　・平成 14年度事業計画及び収支予算
　　・役員の改選
　　　　理事長　　宮下ちづ子
　　　　副理事長　山口洸　相田裕司　山崎元則
　　　　常務理事　松本克巳
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：熱海市
　　・�今、保育者に考えてほしいこと…カウンセラー

の視点から…
　　　　筑波大学大学院人間総合科学研究所助教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳田克巳�氏
　　・私立幼稚園のセキュリティー対策について
　　　　セコム㈱宣伝・広報担当顧問　加藤善治郎�氏
　　・私立幼稚園運営上の留意点等について
　　　　県私学振興室専門監兼私学助成係長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤　茂�氏
　　・幼児教育振興プログラムについて
　　　　文部科学省初等中等教育局幼児教育課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松弥生�氏
◦東海北陸地区教育研究静岡大会
　　場所：静岡市
　　・21世紀の幼児教育像
　　　　全日本私立幼稚園連合会副会長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中雅道�氏
　　・私と舞台とテレビと…　
　　　　女優　長山藍子�氏
◦海外研修　イタリア　４人派遣
◦私学振興推進大会（小・中・高と共催）
　　場所：静岡市・グランシップ
　　・ワールドカップの魅力
　　　　NHKサッカー解説者　長谷川健太�氏
◦理事長・設置者、園長等研修会
　　場所：静岡市
　　・私立幼稚園経常費補助金について
　　　　県私学振興室　ほか
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

◦�受動喫煙防止を義務付けた「健康増
進法」施行� （5.1）

◦�柔道女子　田村亮子　世界選手権６
連覇（史上初）� （9.14）
◦�阪神タイガース 18年ぶりにセ・リー
グ優勝� （9.15）
◦�民主党（管代表）と自由党（小沢党首）
の合併による新「民主党」結成
� （9.24）
◦�テレビ地上デジタル放送開始（東京、
大阪、名古屋）� （12.1）
◦�山口県で鳥インフルエンザ発生
� （1.12）
◦�オウム真理教　松本智津夫元死刑囚
死刑判決� （2.27）
◦�九州新幹線　新八千代～鹿児島中央
間が開業� （3.13）

◦�東京の営団地下鉄が民営化　東京メ
トロ誕生� （4.1）

◦�アテネオリンピック開幕（競泳男子
北島康介が平泳ぎ 100 ｍと 200 ｍ
で金）� （8.13）
◦�夏の甲子園　駒大苫小牧が春夏通じ
て北海道勢初の優勝� （8.22）

平成 15（2003）
5.15

6.18 ～ 19

11.11

2.10

平成 16（2004）
5.18

6.14 ～ 15

◦第 46回定時総会
　　議決事項
　　・平成 14年度事業報告及び収支決算
　　・平成 15年度事業計画及び収支予算
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：浜松市
　　・幼児・児童の犯罪被害と環境のかかわり
　　　　千葉大学園芸学部教授　中村　攻�氏
　　・これからの私立幼稚園マネジメントについて
　　　　学校法人産業能率大学　山田和宏�氏
　　・私立幼稚園運営上の留意点について
　　　　県私学振興室私学指導スタッフ主幹　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　石津淳一�氏
　　・これからの幼児園教育に求められるもの
　　　　　　　　　東京女子大学文理学部教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　道義�氏
◦私学振興推進大会（小・中・高と共催）
　　　場所：静岡市・グランシップ
　　　・静岡から世界が近くなる日
　　　　　静岡県知事　石川嘉延�氏
◦理事長・設置者、園長研修会
　　　場所：静岡市
　　・消費税の申告・納付の手続きについて
　　　　静岡税務署　鈴木賛平�氏　ほか

◦第 47回定時総会
　　議決事項
　　・平成 15年度事業報告及び収支決算
　　・平成 16年度事業計画及び収支予算
　　・役員の改選
　　　　理事長　　宮下ちづ子
　　　　副理事長　山﨑元則　相田芳久　松下知弘
　　　　常務理事　松本克巳
　　・会員の除名
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：静岡市
　　・これからの私立幼稚園
　　　　文部科学省初等中等教育局幼児教育課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　義本博司�氏
　　・経営者として
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

◦�プロ野球　パ・リーグに楽天が新規
参入� （11.2）
◦�「痴ほう」の新たな呼び方を「認知症」
に　厚労省� （11.19）
◦�発達障害者支援法成立� （12.3）
◦�中部国際空港（セントレア）が開港
� （2.17）
◦�「スペシャルオリンピックス冬季世
界大会」が長野で開幕� （2.26）
◦�「愛・地球博」が愛知県で開幕
� （3.25）

◦ �JR 福知山線脱線事故（107 人死亡、
562 人けが）� （4.25）

◦「クールビズ」開始� （6.1）
◦�北海道「知床」世界自然遺産登録
　決定� （7.14）
◦道路公団が民営化� （10.1）
◦障害者自立支援法成立� （10.31）
◦�「人口が減少局面に入りつつある」
総務省� （12.27）

◦�イタリア　トリノ冬季オリンピック
開幕� （2.10）

10.28

2.9

3.3

平成 17（2005）
5.17

6.10

10.26

2.17

　　　　㈱太平経営会計事務所取締役会長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大平吉朗�氏
　　・私立幼稚園運営上の留意点について
　　　　県私学振興室私学指導スタッフ主幹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　石津淳一�氏
　　・�親育て・親への支援～これからの私立幼児園

の必要性と役割
　　　　明星大学人文学部教授　高橋史郎�氏
◦私学振興推進大会（小・中・高と共催）
　　場所：静岡市・グランシップ
　　・講演会ゴッコ～家族は心のふるさと
　　　　タレント　伊奈かっぺい�氏
◦理事長・設置者、園長研修会
　　場所：静岡市
　　・自己点検・自己評価について
　　　　全日副会長　田中雅道�氏　　ほか
◦�新私学会館竣工（４階フロアを協会として区分所有）

◦第 48回定時総会
　　議決事項
　　・平成 16年度事業報告及び収支決算
　　・平成 17年度事業計画及び収支予算
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：静岡市
　　・幼児教育のさらなる充実を目指して
　　　　文部科学省初等中等教育局幼児教育課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　郷家康徳�氏
　　・これからの日本経済と私立幼稚園
　　　　経済キャスター　秋岡榮子�氏
　　・私立幼稚園運営上の留意点について
　　　　県私学振興室私学指導スタッフ主幹
　　　　　　　　　　��石津淳一�氏、青島甲子雄�氏
　　・�幼児の健康～生き生きとした子どもの生活を

考える
　　　　早稲田大学人間科学部教授　前橋　明�氏
◦私学振興大会（小・中・高と共催）
　　場所：静岡市・グランシップ
　　　・出会い　ふれ愛　感動！
　　　　　NHK手話ニュースキャスター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸山浩路�氏
◦理事長・設置者、園長等研修会
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

◦�野球の第１回ＷＢＣで日本優勝
� （３.20）

◦�高齢者虐待防止法施行� （4.1）
◦�日米両政府　普天間基地を名護市沿
岸に移設で合意� （5.1）

◦ �65 歳以上の高齢者の割合　はじめ
て 20％超　高齢社会白書� （6.2）

◦�「認定こども園」を新たに導入する
ための法律成立� （6.9）
◦�自殺対策基本法が成立� （6.15）

◦�京大山中教授のグループが Ips 細胞
を作り出すことに成功� （8.11）
◦�冥王星が太陽系の惑星からはずれる
� （8.24）
◦�安倍晋三内閣発足� （9.26）
◦�改正教育基本法成立（初めての改正、
生涯学習の理念など）� （12.15）
◦�宮崎県知事に元タレントの東国原英
夫氏が初当選� （1.21）
◦�第 1回東京マラソン開催� （2.18）

平成 18（2006）
5.18

6.2

7.24 ～ 25

10.13

2.27

2.27

　　場所：静岡市
　　・子どもと人権　県人権啓発センター
　　　　　　　　　　　　　　臼田恭子�氏　ほか

◦第 49回定時総会
　　議決事項
　　・平成 17年度事業報告及び収支決算
　　・平成 18年度事業計画及び収支予算
　　・役員の改選
　　　　理事長　　宮下ちづ子
　　　　副理事長　山﨑元則　相田芳久　松下知弘
　　　　常務理事　松本克巳
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：静岡市
　　・私立幼稚園に求められる経営力
　　　　財団法人静岡経済研究所副理事長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤克昭�氏
　　・私立幼稚園をめぐる最近の状況について
　　　　県私学振興室主幹　武藤悟史�氏
　　・�子どもの時間に大切なこと～家庭・地域・自

然の中でよりよい生活を～
　　　　県私学振興室私学指導スタッフ主幹
　　　　　　　　　　　石津淳一氏、青島甲子雄�氏
　　・�幼児の健康～生き生きとした子どもの生活を

考える
　　　　大阪人間科学大学大学院人間科学研究科長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　服部祥子�氏
◦�全国幼稚園教育研究大会が静岡市で開催され、経
費の一部を助成
◦私学振興推進大会（小・中・高と共催）
　　場所：静岡市・グランシップ
　　・参加者と県議会議員等との意見交換会を開催
◦臨時総会
　　議決事項
　　・平成 18年度収支補正予算
　　・平成 19年度事業計画及び収支予算
◦理事長・設置者、園長等研修会
　　場所：静岡市
　　・�認定こども園の条例施行及び 2歳児入園制度

について
　　　　県私学振興室主幹　武藤悟史�氏
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

◦�文科省の全国学力テスト　43 年ぶ
りに実施� （4.24）
◦�ゴルフ石川遼　15 歳で日本のツ
アー史上最年少優勝� （5.20）
◦�カンヌ映画祭で河瀬直美監督がグラ
ンプリ� （5.28）
◦�「石見銀山遺跡とその文化的景観」
世界遺産決定� （6.28）
◦�第 21 回参院選で自民大敗　民主参
議院第１党に� （7.29）
◦�福田康夫内閣発足� （9.25）
◦�郵政事業民営化　緊急地震速報運用
開始� （10.1）

◦�大阪府知事選で弁護士でタレントの
橋下徹氏が初当選� （1.27）
◦�中国製冷凍ギョーザに殺虫剤成分混
入明らかに� （1.30）

◦�後期高齢者医療制度スタート�（4.1）

平成 19（2007）
6.8

6.8

11.7

2.25

2.25

平成 20（2008）
5.19

　　・各委員会・プロジェクト報告
　　　�「静岡県私立幼稚園教育振興新 5か年計画に

ついて」ほか

◦第 50回定時総会
　　議決事項
　　・平成 18年度事業報告及び収支決算
　　・業務方法書の一部変更について
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：静岡市
　　・�私立幼稚園に期待します
　　　　（パネルディスカッション）
　　　　コーディネータ　
　　　　　相田芳久�氏（焼津豊田幼稚園）
　　　　パネリスト　　
　　　　　山本伸晴�氏（常葉学園短期大学学長）
　　　　　佐藤克昭�氏（静岡経済研究所専務理事）
　　　　　愛波秀男�氏（静岡県こども病院神経科医長）
　　・教育要領改訂に向けて
　　　　東京成徳大学准教授　神長　美津子�氏
　　・私立幼稚園を巡る最近の課題
　　　　県私学振興室主幹　武藤悟史�氏
◦私学振興大会（小・中・高・専各と共催）
　　　場所：静岡市・グランシップ
◦臨時総会
　　議決事項
　　・平成 19年度収支補正予算
　　・平成 20年度事業計画及び収支予算
　　・定款、業務方法書の一部変更について
　　・役員の改選　　
　　　理事長　　相田芳久
　　　副理事長　山崎元則　千葉一道　森　俊彦
　　　常務理事　松本克巳
◦理事長・設置者、園長等研修会
　　　場所：静岡市
　　・県の施策について
　　　　県県民部長　稲津成孝�氏　ほか

◦第 51回定時総会
　　議決事項
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

◦�秋葉原通り魔事件　7人死亡 10 人
負傷� （6.8）
◦ �iPhone�日本で発売� （7.11）
◦�北京オリンピック開幕� （8.8）
◦�米の大手証券会社リーマン・ブラ
ザーズが経営破綻（リーマンショッ
ク）� （9.15）
◦�麻生太郎内閣発足� （9.24）

◦�日本人 3人（京大名誉教授　益川氏
ほか）にノーベル物理学賞� （10.7）
◦�米ボストン大名誉教授　下村脩氏　
ノーベル化学賞� （10.8）
◦�日比谷公園で「年越し派遣村」
� （12.31）
◦�米大統領にオバマ氏就任（民主党）
� （1.21）
◦�作曲家　遠藤実氏に国民栄誉賞
� （1.23）
◦�宇宙飛行士の若田光一さん　日本人
初の宇宙で長期滞在� （3.16）
◦�野球のＷＢＣで日本が 2連覇
� （3.24）

◦�国内で初めて新型インフルエンザの
感染者確認� （5.15）
◦�裁判員制度スタート� （5.21）
◦�高齢ドライバーの免許更新で認知機
能検査義務付け� （6.1）
◦�マイケル・ジャクソンさん死去
� （6.25）
◦�俳優　森光子さんに国民栄誉賞
� （7.1）
◦�第 45 回衆院選　民主大勝　
　政権交代� （8.30）
◦�鳩山由紀夫内閣発足� （9.16）

6.5

10.15

2.24

平成 21（2009）
6.8

6.8

　　・平成 19年度事業報告及び収支決算
　　・平成 20年度予算の補正
　　・役員の改選　監事
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　　場所：静岡市
　　・私立幼稚園留意事項
　　　　県私学振興室主幹　武藤悟史�氏
　　・�少子化進展の影響及び定年延長制度の最新事

情等
　　　　�社会保険労務士・渡邉社会保険労務事務所
　　　　　　　　　　　　　　　所長　渡邉裕文�氏
　　・新幼稚園教育要領について
　　　　�文部科学省初等中等教育局幼児教育課教科

調査官　　　　　　　　　　　篠原孝子�氏
　　・私立幼稚園経営分析の手引き
　　　　公認会計士・税理士　古郡芳和�氏
◦私学振興大会（小・中・高・専各と共催）
　　場所：静岡市・ホテルセンチュリー静岡
◦第 52回定時総会
　　議決事項
　　・平成 20年度収支補正予算
　　・平成 21年度事業計画及び収支予算
◦理事長・設置者、園長等研修会
　　場所：静岡市
　　・これからの学校評価に求められること
　　　　県私学振興室主幹　水野　貴氏
　　・�各委員会からの報告など（学校法人勘定科目

検討プロジェクトを含む）

◦第 53回定時総会
　　議決事項
　　・平成 20年度事業報告及び収支決算
　　・平成 21年度予算の補正
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：静岡市
　　・第 24回国民文化祭について
　　　　�第 24 回国民文化祭静岡県実行委員会事務

局長　阿井　茂�氏
　　・富士山静岡空港の利用推進について
　　　　県空港部利用推進室長　松井　隆�氏
　　・私立幼稚園におけるリスク管理について
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

◦�俳優　森繁久弥さんに国民栄誉賞
� （12.22）
◦�横綱　朝青龍　暴行事件で引退
� （2.4）
◦�バンクーバー冬季オリンピック開幕
� （2.12）

◦�高校の授業料実質無料化� （4.1）
◦�山﨑直子さん搭乗のスペースシャト
ル宇宙へ� （4.5）

◦�アップルの多機能端末「iPad」発売
� （5.28）
◦�管直人内閣発足� （6.8）
◦�小惑星探査機「はやぶさ」7年にわ
たる宇宙の旅から地球に帰還
� （6.13）

◦�日本人 2人（北大名誉教授　鈴木章
氏ほか）にノーベル化学賞� （10.6）
◦�東北新幹線　八戸～新青森間が開通
し全線開通� （12.4）

10.19

2.24

2.24

平成 22（2010）
5.17

5.17

7.29 ～ 30

10.14

11.5

　　　　学校リスクマネジメント推進機構代表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮下賢路�氏
　　・これからの幼稚園教育を考える
　　　　�全日本私立幼稚園幼児教育研究機構研究研

修委員長　東　重満�氏
◦私学振興大会（小・中・高・専各と共催）
　　場所：静岡市・ホテルセンチュリー静岡
◦第 54回定時総会
　　議決事項
　　・平成 21年度収支補正予算
　　・平成 22年度事業計画並びに収支予算
◦理事長・設置者、園長等研修会
　　場所：静岡市
　　・県私学振興室の事業と新年度予算案の概要
　　　　県私学振興室主幹　佐野正幸�氏
　　・各委員会からの報告など

◦第 55回定時総会
　　議決事項
　　・平成 21年度事業報告及び収支決算
　　・役員の改選
　　　理事長　　相田芳久
　　　副理事長　千葉一道　森　俊彦　田中邦昌
　　　常務理事　大石和正
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：静岡市
　　・�ヒトは共同繁殖：次世代育成の社会づくりに

向けて
　　　　総合研究大学院大学教授　長谷川眞理子�氏
　　・私立幼稚園の経営をめぐる最近の動向
　　　　全日本私立幼稚園連合会専務理事
　　　　　　　　　　　　　　　　　磐城　博司�氏
◦東海北陸地区私立幼稚園教育研究静岡大会
　　場所：浜松市
　　・テーマ　感じあおう　子どもの実り
　　　　　　　伝えよう　幼稚園の姿
◦私学振興大会（小・中・高・専各と共催）
　　場所：静岡市・ホテルセンチュリー静岡
◦振興協会創立 40周年記念事業
　　・記念大会の開催　静岡市
　　　（グランデュエール・ブケトーカイ）
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

◦�宮崎市の養鶏農場のニワトリから鳥
インフルエンザウイルス検出
� （1.22）
◦�霧島連山の新燃岳で噴火� （1.26）

◦�日本のGDP世界 3位に後退
� （2.14）

◦�東日本大震災（東北地方太平洋沖地
震）、福島第一原発事故� （3.11）
◦�九州新幹線　博多～新八代間開通し
全線開通� （3.12）

◦�小学校の英語必修化� （4.4）

◦�「小笠原諸島」世界自然遺産登録決
定� （6.24）
◦�「平泉の文化遺産」世界文化遺産登
録決定� （6.26）

◦�サッカー女子Ｗ杯で日本初優勝
� （7.18）
◦�地上テレビのアナログ放送終了　
　地上デジタル放送に移行� （7.24）

◦�アップル社元CEOスティーブ・ジョ
ブズさん死去� （10.5）

◦�北朝鮮　キム・ジョンイル（金正日）
総書記が急死� （12.19）

◦ �FIFA 国際サッカー連盟の女子年間
最優秀選手に澤穂希選手� （1.9）

2.24

2.24

3.2

平成 23（2011）
5.17

6.2 ～ 3

11.21

2.24

2.24

　　　祈念式典及び記念講演、感謝状贈呈
　　・記念誌の編纂　2,500 冊
　　　（大会参加者及び全国に配布）
◦第 56回定時総会
　　議決事項
　　・平成 22年度収支補正予算
　　・平成 23年度事業計画及び収支予算
　　・�定款の一部変更（会員資格に認定こども園を

構成する幼稚園を追加）
◦理事長・設置者、園長等研修会
　　場所：静岡市
　　・県の私学振興と新年度予算について
　　　　県私学振興課班長　佐野正幸�氏
　　・各委員会からの報告など
◦�公益法人制度改革に伴う移行手続検討特別委員会設置

◦第 57回定時総会
　　議決事項
　　・平成 22年度事業報告及び収支決算
　　・�新法人移行への基本方針（非営利型の一般社

団法人への移行）
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：浜松市
　　・メディア漬けで壊れる子どもたち
　　　　NPO子どもメディア代表理事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　清川輝基�氏
　　・子どもを守るために園でできること
　　　　子どもの危険回避研修所長　横矢真理�氏
　　・幼児教育今昔
　　　　東京大学名誉教授　廣部雅昭�氏
　　・これからの幼児教育の方向性
　　　　㈶全日本私立幼稚園幼児教育研究機構
　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中雅道�氏
◦私学振興大会（小・中・高・専各と共催）
　　場所：静岡市・ホテルセンチュリー静岡
◦第 58回定時総会
　　議決事項
　　・平成 23年度収支補正予算
　　・平成 24年度事業計画及び収支予算
◦理事長・設置者、園長等研修会
　　場所：静岡市
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

◦�スキージャンプＷ杯で高梨沙羅が日
本の女子選手として初優勝� （3.28）

◦�日本の総人口　過去最大の 25 万
9000 人減� （4.17）
◦�国内の 50基ある全原発が停止
� （5.5）
◦�「東京スカイツリー」オープン
� （5.22）

◦�ロンドンオリンピック開幕� （7.27）

◦�政府　尖閣諸島を国有化� （9.11）
◦ �100 歳以上 5万人超　過去最多
� （9.14）
◦�京大教授　山中伸弥氏　ノーベル医
学・生理学賞� （10.8）
◦�レスリング女子　吉田沙保里さんに
国民栄誉賞� （11.7）
◦�中国共産党トップの総書記に習近平
氏� （11.15）
◦�第 46 回衆院選　自民圧勝　政権奪
還� （12.16）
◦�安倍晋三内閣　再び発足� （12.26）

平成 24（2012）
5.30

5.30

7.23

8.6

10.29

2.22

　　・県の私学振興と新年度予算について
　　　　県私学振興課班長　佐野正幸�氏
　　・幼保一体化について
　　　　全日本私立幼稚園連合会政策委員会委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　入谷幸二�氏
　　・各委員会からの報告など

◦第 59回定時総会
　　議決事項
　　・平成 23年度事業報告並びに収支決算
　　・役員の改選
　　　理事長　　相田芳久
　　　副理事長　千葉一道　森　俊彦　田中邦昌
　　　常務理事　大石和正
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：静岡市
　　・モンスターペアレント論を超えて
　　　　大阪大学大学院教授　小野田正利�氏
　　・園長のリーダーシップ
　　　高知県教育委員会幼保支援課　山下文一�氏
◦理事会
　　議決事項
　　・新法人移行後の理事長・副理事長の選任
　　　　理事長　　相田芳久
　　　　副理事長　�千葉一道　森　俊彦　田中邦昌

大石和正
◦臨時総会
　　議決事項
　　・新法人移行に伴う定款変更
　　・�新法人移行に伴う業務方法書及び定款施行細

則の変更
　　・新法人移行後の入会及び退会規程
　　・移行認可申請
◦私学振興大会（小・中・高・専各と共催）
　　場所：静岡市・ホテルセンチュリー静岡
◦第 60回定時総会
　　議決事項
　　・平成 24年度収支補正予算
　　・平成 25年度事業計画及び収支予算
　　・協会貸付金管理及び回収規程
　　・協会預け金返還規程
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

◦�元横綱　大鵬の納谷幸喜さんに国民
栄誉賞� （2.25）

◦�障害者総合支援法施行� （4.1）
◦�長嶋茂雄さんと松井秀喜さんに国民
栄誉賞� （5.5）

◦�いじめ防止対策推進法が成立
� （6.21）
◦�「富士山　信仰の対象と芸術の源泉」
世界文化遺産登録決定� （6.22）
◦�日本人の女性の平均寿命が世界 1位
に� （7.25）
◦ �IOC 総会で 2020 年五輪・パラの
開催都市が東京に決定� （9.7）

◦�「和食」の食文化　ユネスコ無形文
化遺産に登録決定� （12.4）
◦�ロシア　ソチ冬季オリンピック開幕
� （2.6）

◦�大阪市に日本一高い「あべのハルカ
ス」全面開業� （3.7）
◦�横田めぐみさんの両親がめぐみさん
の娘と面会� （3.16）

◦�消費税 5％→ 8％　消費増税は 17
年ぶり� （4.1）
◦�「富岡製糸場」世界文化遺産登録決
定� （6.21）
◦�日本人男性の平均寿命 80.21 歳　初
の 80歳超え� （7.21）

平成 25（2013）
4.1
5.31

6.5 ～ 6

11.6

2.27

平成 26（2014）
5.27

◦理事長・設置者、園長等研修会
　　場所：静岡市
　　・県の私学振興と新年度予算について
　　　　県私学振興課　佐野正幸�氏
　　・�子ども・子育て関連３法への対応と今後の動向
　　　　全日本私立幼稚園連合会会長　香川　敬�氏

◦一般社団法人へ移行
◦第 61回定時総会
　　議決事項
　　・平成 24年度事業報告及び財務状況報告
　　・理事の選任
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　　場所：熱海市
　　・こどもがまんなかプロジェクト
　　　　全日本私立幼稚園連合会副会長　尾上正史�氏
　　・子ども、子育て関連 3法への対応
　　　　文科省幼児教育企画官　竹林悟史�氏
　　・メディアは発達に影響を与えるのか？
　　　　東京大学教授　関　一夫�氏
◦私学振興大会（小・中・高・専各と共催）
　　　場所：静岡市・ホテルセンチュリー静岡
◦理事長・設置者、園長等研修会
　　場所：静岡市
　　・県の私学振興と新年度予算について
　　　　県私学振興課　宮島真美�氏
　　・退職金管理システムの改正
　　　　退職基金財団副理事長　渡邊太郎�氏
　　・幼稚園が「地域」にあることの意味
　　　　宮城学院女子大学教授　磯部裕子�氏

◦第 62回定時総会
　　議決事項
　　・平成 25年度事業報告及び財務状況報告
　　・�定款の一部変更（定時総会の議長に関する規

定など）
　　・理事の改選
　　　　理事長　　相田芳久
　　　　副理事長　千葉一道　森　俊彦　田中邦昌
　　　　　　　　　大石和正
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

◦�宮崎駿監督にアカデミー名誉賞
（1990 年黒澤明監督以来 2人目）
� （8.28）
◦�御嶽山噴火（死者行方不明者 63人、
戦後最悪の火山災害）� （9.27）
◦�日本人 3人（名大大学院教授　天野
浩氏ほか）にノーベル物理学賞
� （10.7）
◦�俳優　高倉健さん死去� （11.10）
◦�長野北部でＭ 6.7　最大震度 6弱
　負傷者 46人� （11.22）

◦�東洋ゴム工業が免震装置の性能試験
データを改ざん� （3.13）
◦�北陸新幹線　長野～金沢間開業
� （3.14）

◦�天皇皇后両陛下　パラオ初訪問
� （4.8）
◦�鹿児島　口永良部島で爆発的噴火
� （5.29）
◦�児童相談所全国共通ダイヤル「189」
運用開始� （7.1）
◦�「明治日本の産業革命遺産」世界文
化遺産登録決定� （7.5）
◦�鹿児島　川内原発 1号機再稼働
� （8.11）
◦�女性活躍推進法成立� （8.28）
◦�マイナンバー法施行� （10.5）
◦�北里大学特別栄誉教授　大村智氏
　ノーベル医学・生理学賞� （10.5）

5.27

8.29 ～ 9.16
11.14

2.19

2.19

平成 27（2015）
5.25

6.4 ～ 5

◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：静岡市
　　・子ども・子育て支援新制度
　　　　文部科学省幼児教育課専門官
　　　　　　　　　　　　　　　　　　相原康人�氏
　　・�園児の可能性を広げる、21 世紀型スキルの

習得
　　　　�～スマートエデュケーションを活用した挑戦～
　　　　㈱スマートエデュケーション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　池谷大吾�氏
◦海外研修　フィンランド　４人派遣
◦私学振興大会（小・中・高・専各と共催）
　　場所：静岡市・ホテルセンチュリー静岡
◦臨時総会
　　議決事項
　　・�定款の一部変更（子ども・子育て支援新制度

に伴う社員資格の整備）
◦理事長・設置者、園長等研修会
　　場所：静岡市
　　・静岡県の私学振興と新年度予算案について」
　　　　県私学振興課　宮島真美�氏
　　・フィンランドの幼児教育について」
　　　　平成 26年度海外研修生
　　・�園経営者が知っておきたいネットワーク時代

の情報モラル
　　　　NPO法人 e-lunch 理事長　松田直子�氏

◦第 63回定時総会
　　議決事項
　　・平成 26年度事業報告及び財務状況報告
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：浜松市
　　・�自然体験におけるリスクマネージメント及び

対処方法について
　　　　元NPO法人しずおか環境研究会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日向崇紹�氏
　　・心根を育てる
　　　　公益財団法人浜松市花みどり振興財団理事長
　　　　　　　　　　　　　　　　　塚本こなみ�氏
　　・学校法人会計基準の改正について
　　　　公認会計士　古郡芳和�氏
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

◦�東大宇宙線研究所所長　梶田隆章氏
　ノーベル物理学賞� （10.6）
◦�ラグビーＷ杯で日本が歴史的３勝
� （10.11）
◦�フィギュア男子　羽生結弦��GPファ
イナル男子初の３連覇� （12.12）
◦�日銀　マイナス金利導入を決定
� （1.29）

◦�北海道新幹線開業� （3.26）

◦�電力自由化スタート� （4.1）
◦�熊本地震Ｍ 6.5　益城町で震度７
� （4.14）
◦�伊勢志摩サミット� （5.26）
◦�オバマ大統領　米国の大統領として
初めて広島訪問� （5.27）
◦�改正公職選挙法施行　選挙権 18 歳
に� （6.19）
◦ �65 歳以上が総人口の 4分の 1超に
� （6.29）
◦�「国立西洋美術館」世界文化遺産登
録決定� （7.17）
◦�東京都知事選　元防衛省の小池百合
子氏が初当選� （7.31）
◦�リオデジャネイロオリンピック開幕
� （8.5）
◦�中 2の藤井聡太さん　史上最年少で
将棋のプロ棋士に� （9.3）
◦�東工大栄誉教授　大隅良典氏　
　ノーベル医学・生理学賞� （10.3）
◦�レスリング女子の伊調馨さんに国民
栄誉賞� （10.20）
◦�出生数��初の 100 万人割れ�（12.22）

8.28 ～ 9.15
9.30 ～ 10.6

11.11

2.17

平成 28（2016）
5.26

5.26

8.27 ～ 9.13
11.7

2.17

　　・子ども・子育て支援制度と幼児教育の今後
　　　　白梅学園大学教授　無藤　隆�氏
◦海外研修　フィンランド　４人派遣
◦海外視察団受入れ　フィンランド・ヴァーサ市
　（４人）
◦私学振興大会（小・中・高・専各と共催）
　　場所：静岡市・ホテルセンチュリー静岡
◦理事長・設置者、園長等研修会
　　場所：静岡市
　　・静岡県の私学振興と新年度予算について
　　　　私学振興課　宮島真美�氏
　　・フィンランドの幼児教育について
　　　　平成 27年度海外研修生
　　・園のためのマイナンバー研修
　　　　社会保険労務士法人　人財総研役員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　安岡知子�氏

◦第 64回定時総会
　　議決事項
　　・平成 27年度事業報告及び財務状況報告
　　・役員の改選
　　　　理事長　　千葉一道
　　　　副理事長　森　俊彦　田中邦昌　
　　　　　　　　　宮下友美惠　小林直樹
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　　場所：静岡市
　　・�『働き続けたい』と思える、園の環境と仕組

みを考える
　　　　～職員が成長し続ける園を目指す～
　　　　　　㈱リール　代表　孫ちょんす�氏
　　・これからの幼児教育を考える
　　　　高知学園短期大学准教授　山下文一�氏
◦海外研修　フィンランド　4人派遣
◦私学振興大会（小・中・高・専各と共催）
　　場所：静岡市・ホテルセンチュリー静岡
◦理事長・設置者、園長等研修会
　　場所：静岡市
　　・静岡県の私学振興と新年度予算について
　　　　私学振興課　岩崎　徹�氏
　　・フィンランドの幼児教育について
　　　　平成 28年度海外研修生
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

◦�米大統領にトランプ氏就任（共和党）
� （1.20）

◦�子どもの数　36 年連続減　過去最
低更新� （5.4）

◦�あおり運転きっかけに事故　家族４
人死傷� （6.5）

◦�「沖ノ島（福岡）」世界文化遺産登
録決定� （7.9）

◦�第 48 回衆院選　自民圧勝　与党で
3分の 2超確保� （10.22）
◦�ボクシングの村田諒太が世界王者に
� （10.22）
◦�金井宣茂さん搭乗の「ソユーズ」
　宇宙へ� （12.17）
◦�平昌冬季オリンピック開幕� （2.9）
◦�将棋の羽生善治さんと囲碁の井上裕
太さんに国民栄誉賞� （2.13）

◦�財務省　森友学園問題で決裁文書の
改ざん認める� （3.12）

平成 29（2017）
5.25

6.27 ～ 28

9.2 ～ 19
11.8

2.27

2.27

　　・保育所整備の経済学
　　　　～女性の活躍と待機児童解消加速化プラン～
　　　　　一橋大学経済研究所准教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　宇南山　卓�氏

◦第 65回定時総会
　　議決事項
　　・平成 28年度事業報告及び財務状況報告
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：熱海市
　　・これからの幼児教育を考える
　　　　～幼稚園教育要領改訂の論点を中心に～
　　　　　千葉大学教育学部准教授　砂上史子�氏
　　・�私立幼稚園を取り巻く現状の課題と幼児教育

振興法について
　　　　全日本私立幼稚園連合会政策委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　坪井久也�氏
　　・幼稚園における危機管理とは
　　　　鳴門教育大学教職大学院教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪根健二�氏
　　・地域に開かれた幼稚園
　　　　白梅学園大学学長　汐見稔幸�氏
◦海外研修　スウェーデン　２人派遣
◦私学振興大会（小・中・高・専各と共催）
　　場所：静岡市・ホテルセンチュリー静岡
◦臨時総会
　　議決事項
　　・定款の一部変更
　　　（社員資格における１号児関係の規程の整備）
　　・運営規則の会費に係る運用の変更
◦理事長・設置者、園長等研修会
　　場所：静岡市
　　・静岡県の私学振興と新年度予算について
　　　　　　　私学振興課　岩崎　徹�氏
　　・�幼児教育無償化問題とこれからの私立幼稚園

の課題
　　　　～�新たな時代の運営と組織マネジメントを

考える～
　　　　　学校法人マハヤナ学園理事長
　　　　　全日本私立幼稚園連合会政策副委員長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　石田明義�氏
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

◦�歌手　西城秀樹さん死去� （5.16）
◦�アメフト危険タックル問題で日大選
手会見� （5.22）

◦�史上初の米朝首脳会談� （6.12）
◦�成人年齢を 18歳に引き下げる改正
　民法成立� （6.18）
◦�羽生結弦さんに国民栄誉賞� （7.2）
◦�テニス女子　大阪なおみ
　全米オープン優勝� （9.8）
◦�歌手の安室奈美恵が引退� （9.16）
◦�京大特別教授　本庶佑氏　ノーベル
医学・生理学賞� （10.1）
◦�小 4女児が囲碁の最年少プロ棋士に
� （1.5）
◦�レスリング女子　吉田沙保里さんが
引退表明� （1.8）
◦�テニス女子　大阪なおみ　全豪オー
プン優勝� （1.26）
◦�「嵐」が 2020 年末で活動休止を発
表� （1.27）
◦�イチローが現役引退を表明� （3.21）

◦�皇太子徳仁親王が第 126 代天皇に
即位し、「令和」に改元� （5.1）
◦�京都アニメーションで放火事件発生
　36人死亡� （7.18）

平成 30（2018）
5.28

5.28

7.26 ～ 27

8.30 ～ 9.17
11.12

2.27

令和元（2019）
5.28

6.12 ～ 13

◦第 66回定時総会
　　議決事項
　　・平成 29年度事業報告及び財務状況報告
　　・定款の一部変更（社員資格に関する規定など）
　　・役員の改選
　　　　理事長　　千葉一道
　　　　副理事長　森　俊彦　田中邦昌　
　　　　　　　　　宮下友美惠　小林直樹
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：静岡市
　　・�法律改正による育児休業制度の変更点等、就

業規則の整備について
　　　　社会保険労務士　杉本忠重�氏
　　・スウェーデンの幼児教育について
　　　　平成 29年度海外研修生
　　・これからの幼児教育の姿
　　　　全日本私立幼稚園幼児教育研究機構理事長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中雅道�氏
◦東海北陸地区教育研究静岡大会
　　場所：静岡市
　　テーマ　�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～
◦海外研修　スウェーデン　３人派遣
◦私学振興大会（小・中・高・専各と共催）
　　場所：静岡市・ホテルセンチュリー静岡
◦理事長・設置者、園長等研修会
　　場所：静岡市
　　・静岡県の私学振興と新年度予算について
　　　　県私学振興課幼稚園班長　倉島浩彰�氏
　　・スウェーデンの幼児教育について
　　　　平成 30年度海外研修生
　　・未来の社会、未来の教育
　　　　バラエティプロデューサー　角田陽一郎�氏

◦第 67回定時総会
　　議決事項
　　・平成 30年度事業報告及び財務状況報告
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　場所：浜松市
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年　度 県　私　幼　の　歩　み 時　代　背　景

◦�ゴルフの全英女子オープンで渋野日
向子が日本人女子 42 年ぶり海外メ
ジャー制覇� （8.4）
◦�ラグビーワールドカップ 2019 が日
本で開幕　アジアで初　日本はベス
ト８進出� （9.20）
◦�消費税率が 8％から 10％に引き上
げ� （10.1）
◦�天皇徳仁陛下の即位礼正殿の儀
� （10.22）
◦�首里城（沖縄）で火災発生　主要な
建物全焼� （10.31）
◦�安倍首相が新型コロナ感染拡大防止
のため、全国小中高校の一斉休校を
要請� （2.27）
◦�山手線で約 49 年ぶりの新駅となる
高輪ゲートウェイ駅開業� （3.14）
◦�新型コロナの世界的流行に伴い、東
京オリ・パラの 1年程度延期が決定
� （3.24）

◦�新型コロナ感染拡大を受け、東京都
など 7都府県に緊急事態宣言発令
� （4.7）
◦�高野連が夏の全国高等学校野球選手
権大会の中止を発表（戦後初）
� （5.20）
◦�改正容器包装リサイクル法により小
売店でのレジ袋の有料化が義務化
� （7.1）
◦�新型コロナに伴う経済対策として
「Go�To�トラベルキャンペーン」開
始� （7.22）

9.1 ～ 16
10.1
11.11

2.27

令和２（2020）
5.25

5.25

11.9

11.24

　　・サードアイを持とう　　
　　　～現代に必要なコミュニケーションスキル～
　　　　㈱電通　渡部さおり�氏
　　・�（公財）全日本私立幼稚園幼児教育機構が策

定したチャレンジビジョンについて
　　　　�（公財）全日本私立幼稚園幼児教育研究機

構理事長　東　重満�氏
　　・今、考えるべき園の安全対策・事故防止策
　　　　レ―ヴ法律事務所弁護士　保育士
　　　　　　　　　　　　　　　　　　柴田洋平�氏
　　・�幼稚園ナビの登録と研修機能・免許更新講習

機能
　　　　㈱ブラテック代表取締役　岩崎正明�氏
◦海外研修　スウェーデン　2人派遣
◦幼児教育無償化が始まる
◦私学振興大会（小・中・高・専各と共催）
　　場所：静岡市・ホテルセンチュリー静岡
◦�理事長・設置者、園長等研修会
　　→新型コロナウイルス感染拡大により中止

◦第 68回定時総会
　　議決事項
　　・令和元年度事業報告及び財務状況報告
　　・役員の改選
　　　　理事長　　千葉一道
　　　　副理事長　田中邦昌　宮下友美惠
　　　　　　　　　小林直樹　朝元　百
◦理事長・設置者、園長合同研修会
　　→新型コロナウイルス感染拡大により中止
◦私学振興大会（小・中・高・専各と共催）
　　場所：静岡市・ホテルグランヒルズ静岡
◦協会創立 50周年記念式典
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資料

一般社団法人静岡県私立幼稚園振興協会　三役等歴代名簿

区　　　　分 理事長 副理事長
常務理事 
(H25.4 ～ 
副理事長 )

監　　　事

S45.11 ～ S47.11 林　　輝彦 岩崎　　亀 佐野　嘉吉 松永　雄道 今泉　　勇 加藤　齊観 佐々木一郎 小野田一男

S47.11 ～ S49.11 林　　輝彦 佐野　嘉吉 松永　雄道 今泉　　勇 泉　　覚舜 佐々木一郎 
（S48森　　藤三） 小野田一男

S49.11 ～ S51.11

（～ S50.10.29） 
林　　輝彦

佐野　嘉吉

松永　雄道
（S50.11 ～理事

長職務代理者）
（S51.1.14 ～） 
加藤　斉観 浅場　慶夫 相田　芳夫

森　　藤三 
（S50 ～ 
石川博司）

朝比奈　保
（S51.1.14 ～）
松永　雄道

（S51.1.14 ～）
今泉　　勇

S51.11 ～ S53.11 松永　雄道 佐野　嘉吉 今泉　　勇 服部　芳雄 浅場　慶夫 相田　芳夫
石川　博司 

（S52 ～ 
池ヶ谷俊一）

朝比奈　保

S53.11 ～ S55. 5 松永　雄道 堀江　静男 遠藤　鉄雄 鈴木　　正 山田　侚孝 相田　芳夫
池ヶ谷俊一 

（S54 ～ 
佐野陸奥雄）

朝比奈　保

S55. 5 ～ S57. 5 松永　雄道 堀江　静男 遠藤　鉄雄 鈴木　　正 山田　侚孝 河合　重三
佐野陸奥雄 

（S56 ～ 
石上忠一）

北條　愛子

S57. 5 ～ S59. 5 松永　雄道 杉山　光司 大貫　英一 伊藤　　武 山田　侚孝 遠藤　鉄雄 森　　賢正 服部　義昭

S59. 5 ～ S61. 5 松永　雄道 土橋　　勇 大貫　英一 伊藤　　武 山田　侚孝 杉山　光司
鈴木　次郎 

（S60 ～ 
杉山　貞夫）

服部　義昭

S61. 5 ～ S63. 5 松永　雄道 土橋　　勇 大貫　英一 伊藤　　武 山田　侚孝 杉山　光司 杉山　貞夫 寺田　　惇

S63. 5 ～ H 2. 5 松永　雄道 大貫　英一 山田　侚孝 河合　重三 山田　侚孝 橋ヶ谷　昇 佐野　芳弘 
（H1 佐野　澄夫） 寺田　　惇

H 2. 5 ～ H 4. 5 大貫　英一 山田　侚孝 河合　重三 寺田　　惇 相田　芳夫 今泉　邦弘 米倉　郁雄 大友八重子

H 4. 5 ～ H 6. 5 大貫　英一 山田　侚孝 河合　重三 寺田　　惇 加藤　鉞夫 今村　　淳 谷澤　　清 
（H5 中川　義治） 相田　芳夫

H 6. 5 ～ H 8. 5 大貫　英一 山田　侚孝 寺田　　惇 林　　茂樹 加藤　鉞夫 山村ちゑ子 森　　乕雄 服部　義昭

H 8. 5 ～ H10. 5 大貫　英一 山田　侚孝 林　　茂樹 加藤　鉞夫 今泉　邦弘 吉田　次郎 小池　敏郎 
（H9 原田　安裕） 増田　秀夫

H10. 5 ～ H12. 5 大貫　英一 林　　茂樹 宮下ちづ子 加藤　鉞夫 今泉　邦弘 杉山　光司 伊藤　　実 寺田　　惇

H12. 5 ～ H14. 5 宮下ちづ子 山口　　洸 相田　裕司 山﨑　元則 松本　克巳 朝元　欣笑 斉藤　聖一 山口　　孝

H14. 5 ～ H16. 5 宮下ちづ子 山口　　洸 相田　裕司 山﨑　元則 松本　克巳 朝元　欣笑 高尾　吉炳 
（～ H14） 山口　　孝

H16. 5 ～ H18. 5 宮下ちづ子 山﨑　元則 相田　芳久 松下　知弘 松本　克巳 秋山　　斌 小澤　辰幸 山口　　孝

H18. 5 ～ H20. 5 宮下ちづ子 山﨑　元則 相田　芳久 松下　知弘 松本　克巳 相田　裕司 加藤　鉞夫 山口　　孝

H20. 5 ～ H22. 5 相田　芳久 山﨑　元則 千葉　一道 森　　俊彦 松本　克巳 相田　裕司 柿野　敏和 初又　健三

H22. 5 ～ H24. 5 相田　芳久 千葉　一道 森　　俊彦 田中　邦昌 大石　和正 相田　裕司 柿野　敏和 寺田　富雄

H24. 5 ～ H26. 5 相田　芳久 千葉　一道 森　　俊彦 田中　邦昌 大石　和正 相田　裕司 柿野　敏和 寺田　富雄 
（～ H24）

H26. 5 ～ H28. 5 相田　芳久 千葉　一道 森　　俊彦 田中　邦昌 大石　和正 相田　裕司 柿野　敏和

H28. 5 ～ H30. 5 千葉　一道 森　　俊彦 田中　邦昌 宮下友美惠 小林　直樹 柿野　敏和 大石　和正

H30. 5 ～ R 2. 5 千葉　一道 森　　俊彦 田中　邦昌 宮下友美惠 小林　直樹 柿野　敏和 大石　和正

R 2. 5 ～ R 4. 5 千葉　一道 田中　邦昌 宮下友美惠 小林　直樹 朝元　　百 柿野　敏和 相田　芳久
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一般社団法人静岡県私立幼稚園振興協会　常置委員長歴代名簿

区　　　　分

常　　　　置　　　　委　　　　員　　　　会

企画委員長

研修委員長 広報委員長

経営委員長

地域向上委員長
（H12 より）

（～ H11） 
　　振興対策委員長 

（H12 ～ 24） 
　　企画 . 政策委員長

①振興基金運用委員長 
②助成委員長 
③教育奨励事業委員長

S45 ～ S46 浅場　慶夫 北條　愛子

S47 ～ S48 S47 糸柳　格道 
S48 卯尾　憲三 浅場　慶夫 北條　愛子 ③今泉　　勇

S49 ～ S50 今泉　　勇 浅場　慶夫 北條　愛子

①加藤　斉観

②服部　芳雄

③磯田　繁雄 
S50 山田　侚孝

S51 ～ S52 今泉　　勇 浅場　慶夫 北條　愛子

①加藤　斉観 
S52 五籐　友康

②服部　芳雄

③山田　侚孝

S53 ～ S55.5 鈴木　　正

浅場　慶夫 後籐　鈴枝 ①五籐　友康

S54
大貫　英一

S54
小沢はなよ

②服部　芳雄 
S54 浅場　慶夫

③山田　侚孝

S55.5 ～ S57.5 五籐　友康 大貫　英一 小沢はなよ 寺田　　惇

S57.5 ～ S59.5 寺田　　惇 相田　芳夫 浅場　慶夫 鈴木　　正

S59.5 ～ S61.5 寺田　　惇 相田　芳夫 天野　正彦 鈴木　　正

S61.5 ～ S63.5 加藤　鉞夫 相田　芳夫 天野　正彦 鈴木　　正

S63.5 ～ H 2.5 相田　芳夫 宮下ちづ子 加藤　鉞夫 鈴木　　正

H 2.5 ～ H 4.5 加藤　鉞夫 宮下ちづ子 山村ちゑ子 小澤　辰幸

H 4.5 ～ H 6.5 篠木　光也 宮下ちづ子 山村ちゑ子 今泉　邦弘

H 6.5 ～ H 8.5 水元　正宏 宮下ちづ子 今村　　淳 今泉　邦弘

H 8.5 ～ H10.5 水元　正宏 宮下ちづ子 今村　　淳 山口　　洸

H10.5 ～ H12.5 水元　正宏 川柳　弘江 服部　義昭 山口　　洸

H12.5 ～ H14.5 橋ヶ谷　晃 川柳　弘江 相田　芳久 渡邊　太郎 加藤　鉞夫

H14.5 ～ H16.5 足立　一教 山田　典子 相田　芳久 藤田　道信 秋山　　斌

H16.5 ～ H18.5 藤野　桂子 山田　典子 足立　一教 藤田　道信 相田　裕司

H18.5 ～ H20.5 藤田　道信 小林　直樹 足立　一教 大石　和正 橋ヶ谷　晃

H20.5 ～ H22.5 小林　直樹 宮下友美惠 田中　邦昌 大石　和正 藤田　道信

H22.5 ～ H24.5 小林　直樹 宮下友美惠 座光寺　明 五藤　泰弘 藤田　道信

H24.5 ～ H26.5 小林　直樹 宮下友美惠 座光寺　明 五藤　泰弘 藤田　道信

H26.5 ～ H28.5 小林　直樹 宮下友美惠 座光寺　明 五藤　泰弘 藤田　道信

H28.5 ～ H30.5 五藤　泰弘 相田　早苗 後藤　正章 武藤　啓央 増田　昭夫

H30.5 ～ R 2.5 吉田　智昭 相田　早苗 杉山　京子 武藤　啓央 島津　寿一

R 2.5 ～ R 4.5 吉田　智昭 相田　早苗 足立　武裕 武藤　啓央 鈴木　正篤

（注）S45 ～ 48 については、当時の広報誌の記事などにより判明できるものを記載した。
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各年度とも 5 月 1 日現在

年度 園児数 教職員数
園　　数

学法 財法 宗法 個人 社福 計
45 46,219 2,024 101 0 44 72 0 217
46 47,184 2,268 116 0 40 62 0 218
47 50,919 2,450 129 0 39 58 0 226
48 56,092 2,553 133 1 37 57 0 228
49 57,633 2,524 134 1 36 57 0 228
50 57,804 2,627 134 1 36 54 0 225
51 58,169 2,789 138 1 35 50 0 224
52 59,935 2,888 147 1 34 49 0 231
53 60,022 2,944 151 1 31 46 0 229
54 59,532 2,940 163 1 30 37 0 231
55 58,058 3,004 173 1 26 32 0 232
56 56,374 2,986 180 1 23 29 0 233
57 55,287 2,976 181 1 21 29 0 232
58 55,831 3,049 190 1 18 24 0 233
59 54,818 3,033 201 1 12 20 0 234
60 53,888 3,056 208 1 10 15 0 234
61 53,466 3,064 214 1 9 11 0 235
62 53,839 3,098 217 1 8 10 0 236
63 54,492 3,192 218 1 8 10 0 237

H 元 55,073 3,212 219 1 7 10 0 237
2 54,271 3,211 222 1 7 7 0 237
3 53,935 3,255 222 1 7 7 0 237
4 53,692 3,253 222 1 7 6 0 236
5 52,577 3,308 223 1 7 6 0 237
6 50,670 3,335 224 1 7 6 0 238
7 49,462 3,295 225 1 6 6 0 238
8 48,318 3,273 225 1 7 6 0 239
9 48,441 3,315 227 1 7 5 0 240
10 48,195 3,332 228 1 7 4 0 240
11 47,799 3,379 229 1 6 4 0 240
12 46,985 3,360 229 1 6 4 0 240
13 45,802 3,386 230 1 5 4 0 240
14 45,738 3,373 231 1 5 2 0 239
15 45,091 3,381 231 1 5 2 0 239
16 44,815 3,507 232 1 3 1 0 239
17 44,092 3,549 232 1 3 0 0 236
18 43,475 3,603 231 1 3 0 0 235
19 43,137 3,681 223 1 2 0 0 236
20 42,359 3,651 231 1 3 0 0 235
21 41,055 3,600 232 1 2 0 0 235
22 40,447 3,587 231 1 2 0 0 234
23 40,393 3,618 233 1 2 0 1 237
24 40,497 3,721 233 1 2 0 2 238
25 40,003 3,784 234 1 1 0 2 238
26 39,048 3,871 234 1 1 0 2 238
27 39,013 4,133 233 1 1 0 2 237
28 38,880 4,354 230 1 1 0 4 236
29 38,195 4,457 229 1 1 0 4 235
30 36,835 4,714 228 1 1 0 5 235

R 元 35,682 4,718 229 1 1 0 6 237
2 34,457 4,972 226 2 1 0 5 234

静岡県私立幼稚園振興協会園児数、加入園等の推移
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役　名 氏　名 園　名

相　談　役 森　　俊彦 河　輪

委　員　長 千葉　一道 八　坂

副 委 員 長

田中　邦昌 認定こども園みのる

宮下友美惠 静岡豊田

小林　直樹 富士中央

朝元　　百 アソカ学園

式典部会 部会長 相田　早苗 焼　津

副部会長 武藤　啓央 高　洲

委　員

森島チエ子 星　園

望月　雅世 大里東

村松　恵子 こども広場あんり

牧野　千栄 認定こども園堀之内

服部　義正 緑ヶ丘

記念誌部会 部会長 足立　武裕 認定こども園リーチェル

副部会長
吉田　智昭 万　野

鈴木　正篤 平　島

委　員

森川　道晃 認定こども園みのり

田村　都弥 追　分

加藤　寛頼 蜆　塚

江﨑　雅治 認定こども園東海大学付属静岡翔洋

島津　寿一 浜松葵

後藤　信俊 認定こども園こずわ

今村雄一郎 認定こども園富士ふたば

振興協会創立50周年記念事業特別委員会



　静岡県私立幼稚園振興協会創立 50 周年という大きな節目の年を迎え、記念誌部会
長という大役を拝命し、重責を感じながら発行に向け進めてまいりました。ここに記
念誌を発刊できますことを心よりうれしく思うところであり、無事に記念誌の発行が
でき、御協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。
　50 周年にふさわしい記念誌にするべく、本誌をどのような形にするか検討を重ね、

「歴史と将来」をうまく表現できたらと考え編集しました。本誌企画として、歴代理事
長の鼎談と若手職員による座談会を行い、歴代理事長の皆様には歴史を振り返り 50 年
の歩みを語っていただき、若手職員の皆様には、これからの幼児教育について理想の
将来などを多面的に語っていただきました。また会員園の紹介部分では各園に将来に
向けたメッセージを添えていただき誠にありがとうございました。
　今こうして 50 周年という大きな節目を迎えることができるということは、その時
代その時代に熱意をもって御尽力いただいた先生方がいらっしゃり、歴史を紡ぎ長い
年月をかけ、受け継いできたからだと改めて気づかされ感慨深く思います。その歴史
は協会としての財産であり、その財産を継承しつつ、時代にあわせ進化させながら将
来に繋いでいくことが、今を生きる私たちにとって、とても大切なことなのだと思い
ます。その時その時の小さな一つの点が重なり線となり、その線がやがては道となり
歴史を刻んでいきます。私自身もこの時代の点となれるよう、協会会員園の一人として、
それがたとえ小さな点だとしても精一杯努力し協力していきたいと思います。
　最後に、本記念誌を発行するにあたって、御多忙の中、静岡県知事川勝平太様をは
じめ多くの皆様よりお祝いや励ましのお言葉をお寄せいただきましたことに、厚く御
礼申し上げます。また御協力いただいた記念誌部会の皆様並びに協会会員園、協会事
務局の皆様に御礼申し上げるとともに、発行を全面的にバックアップしていただきま
した株式会社三創の皆様に深く感謝申し上げます。

記念誌部会長　足立 武裕

創立50周年記念誌
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