
（一社）群馬県専修学校各種学校連合会　
区分 事　業　の　内　容 日　程 参加費等 備　考

1 研修事業 ★会員校の教職員研修 3月下旬 支出:59,520

教職員・経営者向け２分科研修

★前橋市内で日帰り設置者・校長等研修 1月中旬 懇親会:5,000 収入:230,000

学事法制課の行政指導と一般研修 支出:399,520

研修終了後は会員相互の親睦会の実施

制度改正研修 ★職業実践専門課程設置研修 随時 支出:1,000

★文部科学省・ 厚生労働省関係新事業研修 随時

専各校に対する国の制度改正に伴う受け入れのための
実務研修。

青年私学研究会 ★研修会 未定 支出:350,000

★海外視察 10月頃

★ワーキンググループ活動 随時

会員校の後継者・重要な立場にある人のグループ。海
外視察、研修会、連合会事業の補佐を経験し学校経営
に役立てる。（連合会各事業の実施委員となる）

職業教育研究会 ★企画会・ 次年度計画会議 未定 支出:73,520

★研修会 未定

★分野別会議等 随時

★研修会等 随時 支出:426:000

北関東信越
ブロック大会

★第47回北関東信越ブロック大会
会場：福一（群馬県渋川市）

8月23日～24日 参加費
県内会員10,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ宿泊者
5,000
県外・来賓
18,000

会費収入
:2,850,000
補助金
:900,000
支出:5,762,330

ブロック会議 ★正副会長・事務局長会議--茨城県担当- 11月予定 参加費:20,000 支出:140,000

2 職業教育推進事業 ★新聞広告　　（上毛新聞社・ぐんま広報） 9月～10月 支出:1,209,600

職業教育連携事業
（講師派遣事業）

★職業体験講座
中学・高校を対象とする。
講師派遣依頼があった時に出向いて講習する。

随時 支出:190,000

職業教育研究協議会 学事法制課及び教育委員会の指導を得て、専修学校各
種学校と高校との連携を深める
★高校進路指導部会との協議会開催
★関係機関との連絡協議会の開催
★産業人材育成課、学事法制課、連合会との３者協議

随時 支出:294,520

3 広報事業 新聞広告 ★ 生徒募集広告（読売広告）
★「群馬の私学」掲載協力（上毛新聞社）

9～10月 負担金1校：
5,000

収入:270,000
支出:748,000

ガイドブック ★作成準備・助言

ホームペ-ジ更新 ★28年度会員校情報、連合会事業紹介等
ＨＰをリニューアルする
（高度変更内容は業者委託：株)東日本技術研究所）

4月 支出:57,000

広報委員会 ★連合会広告等の内容検討
生徒減少対策広報等の検討

随時

地域住民が意欲ある日々を送るため学校の技術・技
能・教育設備を提供し、独自性のある講座を開催。出
前・出張講座も参加可能
(補助金　法 人 校：40,000円・個人立校：80,000
円）

12校参加予定
80,000：7校
40,000：4校

収入:720,000
支出:741,320

★計画書提出期限 6月上旬

★県、振興会等へ事業後援・補助依頼 6月中旬

★関係機関等への広報活動 6月中旬

★開放講座実施（実施校） 7月～1月

★報告書提出期限 実施終了後10日以内

★補助金支払い 3月上旬まで

★県、振興会等へ事業終了報告 補助金支払い後

5 講習事業 教育講習   ★基礎教育講習Ⅱ（公社総合ビル） 収入:61,000

  ★准教員教育講習（公社総合ビル） 支出:277,020

★レポート提出・採点依頼 9月～10月

★終了証発行 11月

7月23日・24日 基礎:3,500
准教員:2,600
 (一科目）

部会活動

職業教育
  　事業

4 生涯学習
 促進事業

生涯学習
　　　促進事業

　平成28年度事業計画
         事　 業　 名

教職員研修

設置者研修



区分 事　業　の　内　容 日　程 参加費等 備　考         事　 業　 名

教員としての基礎教育を目的とした講習会

（Ⅰ期・Ⅱ期）の２年間の全過程を修了後、希望者は
職業教育・キャリア教育財団の准教員資格認定を得る
ことができる

6 ★検定試験（会場・各実施校） 1月17日 受験料:2,000 収入:55,000

技術検定結果の報告（学校～連合会） 1月19日 認定料:1,700 支出:43,700

★技術検定合格認定(日本ファッション教育振興協会等）　 2月20日

★技術検定合格認定証発送 3月上旬

服飾教員資格認定の基礎資格検定

★専門学校准教員（全分野対象）認定 3月31日（認定日） 准教員:5,200 収入:50,600

（職業教育・キャリア教育財団） 支出:39,000

★群馬県各種学校(服飾)教員資格認定（希望者のみ） 3月1日 服飾教員:4,500

（群専各各種学校服飾教員資格認定委員会）

★認定証発送 3月上旬

基準を満たす学生・生徒を認定

技術検定・服飾教員資
格等認定委員会

★検定合格判定・教員資格認定判定会議
（会場・私学センター）

未定

7 専修学校教員免許交付 ★募集案内突出広告掲載（読売広告社・上毛新聞社） 7月～8月

★講習会：カウンセリング、職業教育論、教育心理、
キャリアを考える、ビジネスマナー講義等
会場：群馬県公社総合ビル

9月18日・24日

★教員免許交付（専修学校教員資格認定機構の認定） 10月28日（認定日）

専門学校現職教員と一般社会人受講者には、専修学校
教員資格者として認定し認定証を授与する。

専修学校教員資格 ★ 書類審査 9月上旬

認定機構会議 ★ 準備・反省・次年度計画会議 随時

★ 登録者紹介 11月下旬

8 祝賀事業 群専各連創立70周年記
念事業

式典・表彰・記念誌等 8月23日 支出:1,460,000

9 諸会議 ★平成27年度決算の理事会　　（公社総合ビル） 5月

★平成28年度予算の理事会　　（公社総合ビル） 3月

★当面の案件協議（公社総合ビル） 随時

★平成27年度事業報告・収支計算 6月14日

★任期満了に伴う役員の改選

★28年度の事業計画・予算書の報告

意見交換会（会場：ラシーネ） 参加費:5,000

正副会長会議 ★当面の案件協議（会場：私学センター） 随時

各種委員会 ★当面の案件協議（会場：私学センター） 随時

会計監査 ★27年度会計監査（会場：私学センター） 4月22日

服飾教育顕彰選考委員
会

★服飾教育顕彰者の選考・推薦（会場：私学セン
ター）

9月上旬

その他諸会議 ★全専各連定例総会・理事会（東京） 6月8日

★全国学校法人立専門学校協会総会・理事会（東京） 6月16日

★全国個人立専修学校協会総会 未定

★ＴＣＥ財団理事会（東京） 6月8日他

★財団評議員会（東京） 6月24日

★全国各種学校協会総会 未定

★全国高等専修学校協会総会 未定

★専修学校教育研究協議会《分科会》（文科省の依頼） 未定

★都道府県代表者会議（東京） 未定

★服飾教育顕彰式（東京） 2月9日(予定)

10 その他の
活動

表彰事業 ★学習者の学業優秀者、永年勤続教職員表彰
（職業教育・キャリア教育財団）

2月 学習者:1,800
教職員:2,800

収入:276,000
支出:247,000

★学習者の学業優秀者、永年勤続教職員表彰
（群馬県専修学校各種学校連合会）

2月 学習者:1,500
教職員:2,000

収入:142,500

★知事・自民党県連へ請願書、要望書提出 9月～11月

★自民党政調懇談会出席 11月18日

★事業実績報告書提出 4月

★活動費補助金交付申請書提出 6月 収入:240,000

陳情活動

活動補助金申請

教員資格認定

教員免許
　交付事
業

会員:25,000
一般:30,000

収入:555,000
支出:404,020
(内広告費
     183,600)

理事会

定時総会

意見交歓会
収入:240,000
支出:336,000

検定及び
 認定事業

技術認定


