
社会福祉法人東苑会沿革

昭和４９年 ６月 ７日 社会福祉法人東苑会発起会兼設立総会を開催、設置代表者
板倉幹男氏を選び正式に保育所設置に取り組み、法人認可
申請。

昭和４９年 ９月１７日 保育所工事着工、建物面積 333.72 ㎡工事費 19 百万円。
昭和４９年１１月３０日 工事完了、上川支庁建築工事完了検査。
昭和４９年１２月 ２日 役員会に於て、理事長板倉幹男氏理事に森田藤恵氏、

山口憲治氏、柿林直助氏、前田直治氏、清水次男氏、
中坪嘉一氏、監事に鈴木甲子夫氏、藤沢忠夫氏選任就任
する。

昭和５０年 １月２０日 社会福祉法人東苑会設立認可（厚生省）。
昭和５０年 １月２５日 初代園長に森田藤恵氏発令。
昭和５０年 １月３０日 児童福祉施設しらかば保育園の設置、児童福祉法の規定に

より認可（北海道知事）。
昭和５０年 ２月 １日 児童福祉施設しらかば保育園として開園。
昭和５０年 ２月１０日 しらかば保育園父母の会結成。
昭和５０年１２月 ８日 道指導監査を受ける。
昭和５２年 ２月１５日 理事、監事、重任。
昭和５４年 ２月１５日 理事、監事、重任。

昭和５４年２月１５日中坪嘉一理事病気療養のため退任、
後任に佐藤正雄氏就任する。

昭和５４年 ３月２７日 柿林直助理事死亡、後任に鈴木賢蔵氏就任。
昭和５５年 ８月３０日 清水次男理事退任する、後任に平野富子氏就任。
昭和５６年 ２月１５日 理事、監事、重任。
昭和５６年 ８月 ３日 旭川あかしあ保育園の設置、建築申請。
昭和５６年 ８月 ４日 平野富子理事退任する、後任に宮﨑定光氏就任。
昭和５６年 ８月１７日 保育園用地、市から一部購入 454 ㎡代金 14,982 千円。

旭川あかしあ保育園工事着工。
昭和５６年 ９月１８日 定款の一部変更申請。
昭和５６年１０月１７日 法人指導監査を受く。
昭和５６年１２月２５日 旭川あかしあ保育園園舎完成。
昭和５７年 ３月２５日 旭川あかしあ保育園園長に橋本境子保母発令。
昭和５７年 ３月３１日 定款の一部変更、厚生省から認可を受く。
昭和５７年 ４月 １日 旭川あかしあ保育園開園。
昭和５７年 ８月２８日 社会福祉法人東苑会定款変更申請。

建物園舎 435.66 ㎡園舎用地 454 ㎡。
昭和５７年１０月３０日 ホール床暖房設備行う、事業費 1,981,100 円。

（道単補助 99 万円）
昭和５７年１１月 ９日 旭川あかしあ保育園指導監査及び最低基準検査
昭和５７年１１月１２日 法人、しらかば保育園指導監査。
昭和５８年 ２月１６日 理事、監事、重任。
昭和５８年 ４月 １日 宮﨑定光氏旭川あかしあ保育園園長就任。
昭和５７年１１月 ９日 旭川あかしあ保育園指導監査及び最低基準検査。
昭和５７年１１月１２日 法人、しらかば保育園指導監査。
昭和５８年 ２月１５日 理事、監事、重任。

しらかば保育園園長森田藤恵
旭川あかしあ保育園園長宮﨑定光

昭和６０年 ２月１５日 理事、監事、重任。
昭和６０年 ４月 １日 鈴木賢蔵理事死亡、後任に広永敏夫氏就任。
昭和６１年 ７月３０日 宮﨑定光氏旭川あかしあ保育園園長退任。
昭和６１年 ８月 １日 橋本境子氏旭川あかしあ保育園園長就任。
昭和６１年１０月 ６日 法人、両施設指導監査を受ける。
昭和６１年１２月２７日 調理室一部改修。
昭和６１年 １月１７日 宮﨑啓氏理事に就任。
昭和６２年 ２月１５日 理事、監事、重任。

しらかば保育園園長森田藤恵
旭川あかしあ保育園園長橋本境子

昭和６２年１１月３０日 しらかば保育園園舎屋根修繕工事完了。



昭和６３年 ２月 １日 藤沢忠夫氏監事退任。
昭和６３年 ４月 １日 前多肇氏監事就任。
昭和６３年１１月１４日 法人、両施設指導監査を受ける。
昭和６３年１１月２５日 定款の一部変更認可。
平成 元年 １月１４日 吉田浩蔵氏理事に就任。
平成 元年 ２月１５日 理事、監事、重任。
平成 ３年 ２月１５日 理事、監事、重任。
平成 ５年 ２月１５日 理事、監事、重任。
平成 ５年 ３月３１日 佐藤正雄氏理事退任。
平成 ５年 ４月 １日 森田則彦氏理事就任。
平成 ６年 ３月３１日 橋本境子氏旭川あかしあ保育園園長退任。
平成 ６年 ４月 １日 宮﨑啓氏旭川あかしあ保育園園長就任。
平成 ７年 ２月１６日 役員改選

理事 板倉幹男氏、森田藤恵氏、吉田浩蔵氏、宮﨑啓氏
森田則彦氏、野村鷹行氏、宮西頼市氏

監事 前多肇氏、鈴木甲子夫氏
板倉幹男氏、理事長に就任。

平成 ７年 ９月３０日 森田藤恵氏しらかば保育園園長退任。
平成 ７年１０月 １日 森田榮治氏しらかば保育園園長就任。
平成 ７年１１月３０日 旭川あかしあ保育園屋根防水修繕(460.4 ㎡)工事完成。
平成 ８年 ４月 １日 旭川あかしあ保育園において延長保育事業開始。
平成 ８年 ５月１９日 前多肇氏監事退職（死亡）。
平成 ８年 ９月３０日 しらかば保育園水洗化工事（道単補助 1,153,000 円）。
平成 ８年１０月２８日 藤沢忠夫氏監事就任。
平成 ９年 ２月１６日 役員改選 全員留任。

板倉幹男氏、理事長に就任。
平成 ９年 ５月１４日 両保育園において園開放事業を開始。
平成 ９年１１月１４日 定款の一部変更認可。
平成１０年 ４月 １日 しらかば保育園０歳児保育事業開始。

しらかば保育園管理人室を乳児室に変更。
旭川あかしあ保育園障害児保育事業開始。

平成１０年１０月１１日 しらかば保育園、玄関、手洗場（温水器設置）の一部改修。
平成１１年 ２月１６日 役員改選

理事 板倉幹男氏、森田藤恵氏、森田則彦氏、宮﨑啓氏
野村鷹行氏、宮西頼市氏、長尾賢一氏

監事 鈴木甲子夫氏、藤沢忠夫氏
板倉幹男氏、理事長に就任。

平成１１年 ４月 １日 旭川あかしあ保育園０歳児保育事業開始。
旭川あかしあ保育園早朝保育事業開始。
旭川あかしあ保育園事務室を乳児室に、物置を事務室に
変更。

平成１１年 ５月３０日 しらかば保育園外溝整備工事。
平成１１年１０月３１日 しらかば保育園内窓サッシ取替工事。
平成１２年 ５月１３日 藤沢忠夫氏監事退職（死亡）。
平成１２年 ５月１５日 しらかば保育園アルミサッシ(保育室第１､２取替工事)。
平成１２年 ６月 １日 しらかば保育園冷房設備工事（少子化対策事業補助）。
平成１２年 ６月１０日 しらかば保育園外壁・屋根塗装工事。
平成１２年 ８月 ４日 しらかば保育園園庭コンビネーション遊具設備工事。
平成１２年 ９月２３日 畠山邦夫氏監事就任。
平成１２年１２月１８日 定款の一部変更認可。
平成１３年 １月１０日 しらかば保育園、園児以上児用椅子・テーブル木製に取替。
平成１３年 ２月１６日 役員改選

理事 森田藤恵氏、森田則彦氏、宮﨑啓氏、
野村鷹行氏、長尾賢一氏 、宮﨑トミ子氏

監事 畠山邦夫氏、伊藤喬文氏
森田藤恵氏、理事長に就任。

平成１３年 ４月１８日 定款の一部変更認可。
平成１３年 ５月 ６日 しらかば保育園（第１・２保育室）床張替。
平成１３年 ９月１９日 しらかば保育園物置改修工事。
平成１４年 ５月１９日 柴田長之助氏理事に就任。



平成１５年 ２月１６日 役員改選
理事 森田則彦氏、宮﨑啓氏、長尾賢一氏、

宮﨑トミ子氏、柴田長之助氏 、森田榮治氏
監事 伊藤喬文氏、畠山邦夫氏、
長尾賢一氏、理事長に就任。

平成１７年 ２月１６日 役員改選
理事 森田則彦氏、宮﨑啓氏、長尾賢一氏、

宮﨑トミ子氏、柴田長之助氏 、森田榮治氏
監事 伊藤喬文氏、畠山邦夫氏、
長尾賢一氏、理事長に就任。

平成１７年１２月１１日 紫藤康弘氏 理事に就任。
平成１７年１２月２６日 定款の一部変更認可。
平成１９年 ２月１６日 役員改選

理事 森田則彦氏、宮﨑啓氏、長尾賢一氏、
宮﨑トミ子氏、森田榮治氏、紫藤康弘氏、

監事 伊藤喬文氏、畠山邦夫氏、
長尾賢一氏、理事長に就任。

平成２０年 ２月１８日 定款の一部変更認可。
平成２０年 ３月３１日 森田榮治氏しらかば保育園長退任。
平成２０年 ４月 １日 森田文彦氏しらかば保育園長就任。
平成２１年 ２月１６日 役員改選

理事 森田則彦氏、宮﨑啓氏、長尾賢一氏、
宮﨑トミ子氏、森田榮治氏、紫藤康弘氏、

監事 伊藤喬文氏、畠山邦夫氏、
森田榮治氏、理事長に就任。

平成２１年１１月２９日 福島透氏 理事に就任。
浅田豊氏 監事に就任。

平成２３年 ２月１６日 役員改選
理事 森田則彦氏、宮﨑啓氏、宮﨑トミ子氏、

森田榮治氏、紫藤康弘氏、福島透氏
監事 浅田豊氏、石川敏幸氏、
森田榮治氏、理事長に就任

平成２５年 ２月１６日 役員改選
理事 森田則彦氏、宮﨑啓氏、宮﨑トミ子氏、

森田榮治氏、紫藤康弘氏、福島透氏
監事 浅田豊氏、石川敏幸氏、
森田則彦氏、理事長に就任

平成２５年 ３月１５日 森田榮治氏 理事退任
平成２５年 ３月２８日 森田文彦氏 理事に就任。
平成２５年１０月３０日 旭川あかしあ保育園増築部完成建物面積 96.43 ㎡増。

総建物面積 532.09 ㎡
平成２５年１１月２８日 旭川あかしあ保育園改築部完成。
平成２５年１２月 ２日 旭川市完了検査実施。
平成２５年１２月１５日 定款の一部変更。
平成２６年 ４月 １日 旭川あかしあ保育園定員を８０名に変更。
平成２６年 ７月１０日 しらかば保育園園舎改修工事完了。
平成２７年 ２月１６日 役員改選

理事 森田則彦氏、宮﨑啓氏、宮﨑トミ子氏、
紫藤康弘氏、福島透氏、森田文彦氏

監事 浅田豊氏、石川敏幸氏、
森田則彦氏、理事長に就任

平成２７年１０月 ８日 旭川あかしあ保育園市より公有地取得
敷地面積 931.41 ㎡

平成２７年１１月２８日 定款の一部変更。
平成２７年１１月３０日 しらかば保育園・旭川あかしあ保育園

保育所型認定こども園認定申請書を北海道に申請。



平成２８年 ３月 ４日 しらかば保育園・旭川あかしあ保育園
保育所型認定こども園認定通知を受く。（北海道知事）

平成２８年 ４月 １日 しらかば認定こども園・旭川あかしあ認定こども園開園。
定款の一部変更認可。

平成２８年 ８月１７日 定款の一部変更認可。
平成２８年１１月 １日 永山こどもの杜保育園開園。
平成２８年１２月 １日 しらかば認定こども園市より公有地取得

敷地面積 1,318.78 ㎡
平成２８年１２月１７日 定款の一部変更。
平成２９年 ２月 ４日 評議員選任・解任委員選任

浅田 豊氏、國木美佳子氏、大浦方徳氏
平成２９年 ２月１６日 役員改選

理事 森田則彦氏、宮﨑啓氏、宮﨑トミ子氏、
紫藤康弘氏、福島透氏、森田文彦氏

監事 浅田豊氏、石川敏幸氏、
森田則彦氏、理事長に就任

平成２９年 ３月３１日 紫藤康弘氏 理事退任。
福島 透氏 理事退任。
石川敏幸氏 監事退任。

平成２９年 ４月 １日 定款の一部変更認可。
藤澤賢吾氏 理事に就任。
秋山芳子氏 理事に就任。
三谷 満氏 監事に就任。
評議員選任

紫藤康弘氏、福島透氏、石川敏幸氏、小野雅巳氏
大久保法世氏、伊藤康仁氏、伊藤仁浩氏

平成２９年 ６月２５日 役員改選
理事 森田則彦氏、宮﨑啓氏、森田文彦氏、

秋山芳子氏、藤澤賢吾氏、宮﨑啓輔氏
監事 浅田豊氏、三谷満氏、
森田則彦氏、理事長に就任

令和 元年 ６月２３日 役員改選
理事 森田則彦氏、宮﨑啓氏、森田文彦氏、

秋山芳子氏、藤澤賢吾氏、宮﨑啓輔氏
監事 浅田豊氏、三谷満氏、
森田則彦氏、理事長に就任

令和 ２年１２月１１日 定款の一部変更。
令和 ３年 ２月 ８日 しらかば認定こども園増改築完成総建物面積 846.66 ㎡。
令和 ２年 ３月２４日 旭川市完了検査実施。
令和 ３年 ４月 １日 しらかば認定こども園定員を７９名に変更。
令和 ３年 ６月２０日 役員改選

理事 森田則彦氏、宮﨑啓氏、森田文彦氏、
秋山芳子氏、藤澤賢吾氏、宮﨑啓輔氏

監事 浅田豊氏、三谷満氏、
森田則彦氏、理事長に就任
評議員選任・解任委員選任

浅田 豊氏、國木美佳子氏、大浦方徳氏
評議員選任

横田雅史氏、福島透氏、石川敏幸氏、小野雅巳氏
大久保法世氏、伊藤康仁氏、伊藤仁浩氏


