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（令和 5 年 4 月１日現在） 

  



2 

 

１．法人の概要 
①法人名     社会福祉法人国立保育会 

②法人所在地   東京都国立市北二丁目 30番の 1 
 ※法人本部事務局は東京都杉並区上井草 3-25-19 
③電話番号    03-6913-8806 
④ＦＡＸ番号   03-6913-9928 
⑤メールアドレス honbujimkyoku@kunitachihoikukai.jp 
⑥ホームページ  http://www.kunitachihoikukai.jp/ 

 

２．法人事業の概要 

①設立      昭和 37 年 2 月 20 日 

②役員 評議員選任解任委員 神田憲治 （委員長 地域福祉事業有識者） 
              星逸郎  （外部委員 国分寺市議会議員） 

兼田元子 （地域福祉事業有識者） 
評議員 重野和夫 （教育行政関係者） 

松浦高明 （地域福祉事業有識者） 
榎本七重 （地域福祉事業有識者） 

品川卓正 （地域福祉事業有識者） 
北川容子 （教育行政関係者） 
小松清  （地域福祉事業有識者） 
白石忠志 （行政関係者） 
佐伯元行 （地域福祉事業有識者） 

          理事  常松裕志 （理事長 地域福祉事業有識者） 
常松大介 （副理事長 施設長等） 
宮澤司 
操木豊  （教育行政関係者） 
中澤ゆう子（常務理事 施設長等） 
奥野かよ （施設長等） 
菊地志江 （施設長等） 

監事  古川吉樹 （財務諸表判読者） 

米林和子 （地域福祉事業有識者） 

内堀孝之 （行政関係者） 

顧問  神田憲治  ※兼務 

岡﨑光子 

兼田元子  ※兼務 

      苦情解決第三者委員 高波辰男 （国分寺市在住） 

中原修  （国立市在住） 

松淵昂  （杉並区在住） 

吉村ひろ美（国分寺市在住） 

三田利春 （杉並区在住） 

坪坂聖子 （国立市在住） 

稲垣幸子 （練馬区在住） 

田村美津子 (練馬区在住) 

近藤春美  (練馬区在住)  



3 

 

③決算期     3月 31日 
④事業目的    第二種社会福祉事業  

（イ）保育所の経営 
（ロ）一時預かり事業の経営 
（ハ）小規模保育所の経営 

⑤設立経過    昭和 32 年 4 月 1 日に創立者森田豊子氏寄贈の土地、建物に
よって、無認可保育所である国立保育園を設立開園した。
昭和 37 年 1 月に国立保育園が認可保育所として認可された
ことに伴い、同施設を運営する法人として、昭和 37 年 2 月
に社会福祉法人国立保育園を設立した。その後、認可保育
所の増設により、法人名と施設名との混乱を避けるため、
平成 21年 3月 12日に社会福祉法人国立保育会と改称した。 

⑥基本理念（共通）「かけがえのない命をはぐくむ場」 

全職員が、この理念に基づいて子どもたちの保育にあたりま
す。子どもたちが「自分の命をかけがえのないもの」と自覚
し、「友だちをはじめ、みんなの命もかけがえのないもの」
そう考えられるように保護者の皆様と一緒に育んでまいりま

す。 

⑦保育目標（共通） 心身ともに健康な子ども(健康) 

誰とでも仲良くできる子ども(人間関係・人権) 

自分で考え行動できる子ども(自主性) 
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３．運営施設の概要  国立市、国分寺市、練馬区、杉並区内に以下の認可保育所

を設置（練馬区立光が丘保育園、練馬区立南大泉保育園、

氷川台第二保育園を除く）し、運営している。 

施設名 園長 

住所 

施設区分 運営開始日 

開所時間 入所児童定員数 
備考 

国立保育園 中澤ゆう子 

国立市北 2-30-1 

認可 昭和 32年 4 月 1 日 

7:15-19:15 67名 

・一時預かり事業併設 

北保育園 山本菜穂子 

国立市北 3-1-1 

認可 平成 10年 4 月 1 日 

7:15-19:15 90名 

 

きたひだまり保育園 大石雅一 

国立市北 3-42-1 

認可 平成 28年 4 月 1 日 

7:15-19:15 60名 

 

国立ひまわり保育園 青野千晴 

東京都国立市北 3-7-14 

認可 令和 1 年 8 月 1 日 

7:15-19:15 131名 

 

西国分寺保育園 加藤幸絵 

国分寺市西恋ヶ窪 2-18-1 

認可 平成 20年 4 月 1 日 

7:00-20:00 125名 

・一時預かり事業併設（休業中） 

・病後児保育事業併設 

富士本保育園 滝口幸一 

国分寺市富士本 2-30-4 

認可 平成 24年 4 月 1 日 

7:00-20:00 152名 

 

練馬区立光が丘保育園 平間正人 

練馬区光が丘 1-3-104 

運営受託 平成 27年 4 月 1 日 

7:00-20:30 104名 

・公設民営業務委託 

・年末保育実施 

練馬区立南大泉保育園 加藤由美子 

練馬区南大泉 5-26-7 

運営受託 令和 2 年 4 月 1 日 

7:00-20:30 126名 

・公設民営業務委託 

・休日保育実施 

練馬区立氷川台第二保育園 松崎郁子 

練馬区氷川台２-１６−１４ 

運営受託 令和 5 年 4 月 1 日 

7:00-20:30 131名 

・公設民営業務委託 

・年末保育実施 

石神井公園こぐま保育園 大川和泉 

練馬区石神井町 3-30-18 

小規模Ａ型 平成 27 年 4 月

1日 7:30-18:30 19名 

・特定地域型保育事業 

宮前おおぞら保育園 越後智江美 

杉並区宮前 2-24-28 

認可 平成 29年 4 月 1 日 

7:30-19:30 110名 

 

上井草保育園 奥野かよ 

杉並区上井草 3-25-19 

認可 平成 30年 7 月 1 日 

7:30-19:30 200名 

 

杉並区立天沼保育園 猪俣大地 

杉並区天沼 2-42-9 

↓ 

天沼保育園 猪俣大地 

杉並区天沼 2-30（以下詳細未定） 

受託 令和 5 年４月 1日 

7:30-19:30 101名 

 

認可予定 令和 5年 11月 1日 

7:30-19:30 101名 

・公設民営業務委託 

 

 

・公設民営から民設民営移行 
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４．沿革    法人の沿革は以下のとおりである。 

年月 事象 内容 

昭和 32年 4月 施設設置 国立保育園を設置 

施設長就任 国立保育園施設長として森田豊子就任 

昭和 37年 2月 法人設立 国立町の認可保育所を運営する目的で社会福祉法人国立保育

園を設立 

理事長就任 初代理事長に森田豊子就任 

昭和 60年 4月 理事長就任 理事長に西川一郎就任 

施設長就任 国立保育園施設長として西川一郎就任 

平成 10年 4月 業務受託開始 国立市から認可保育所として定員 59名の国立市立北保育園運

営業務受託 

施設長就任 国立市立北保育園施設長として中村登美雄就任 

平成 11年 4月 理事長就任 理事長に西川安都子就任 

平成 16年 6月 理事長就任 理事長に常松裕志就任 

平成 17年 4月 施設長就任 国立保育園施設長として角田文代就任 

平成 18年 4月 指定管理者と

して受託開始 

国立市の制度改正に伴い国立市立北保育園を指定管理者とし

て受託 

平成 19年 6月 新規事業 国立市立北保育園にて一時保育事業を開始 

平成 20年 1月 施設長就任 国立市立北保育園施設長として柳澤米子就任 

平成 20年 4月 施設長就任 国立保育園施設長として神田憲治就任 

施設設置 認可保育所として定員 120名の西国分寺保育園を設置 

新規事業 西国分寺保育園にて病後児保育事業開始 

新規事業 西国分寺保育園にて自主事業としての一時保育事業開始 

施設長就任 西国分寺保育園施設長として角田文代就任 

平成 21年 4月 法人名称変更 法人名称を社会福祉法人国立保育会に変更 

事業変更 国立市立北保育園で実施中の一時保育事業を第2種社会福祉

事業である一時預かり事業に変更 

施設定員変更 国立市条例改正に伴い国立市立北保育園の定員を 59 名から

69名に変更 

平成 22年 4月 施設定員変更 西国分寺保育園の定員を 120名から 125名に変更  

施設長就任 西国分寺保育園施設長として大川和泉就任 

平成 22年 9月 指定管理者と

して受託終了 

国立市条例改正に伴い国立市立北保育園閉園により、指定管

理者としての受託終了 

平成 22 年 10

月 

施設設置 認可保育所として定員 69名の北保育園を設置 

※従前、国立市が東京都から借り受け、国立市立北保育園とし

て設置し、当法人が指定管理者として受託運営していた施設を、

東京都から当法人が直接借り受け、国立市の同意を得て、民設

民営保育園として設置し運営開始 

平成 23年 4月 事業変更 西国分寺保育園の自主事業として実施していた一時保育事業を

第 2種社会福祉事業である一時預かり事業に変更 

平成 24年 4月 施設設置 認可保育所として定員 132名の富士本保育園を設置 

施設長就任 富士本保育園施設長として加藤由美子就任 

施設長就任 北保育園施設長として中澤ゆう子就任 

平成 26年 4月 施設定員変更 北保育園の定員を 69名から 75名に変更 

施設長就任 西国分寺保育園施設長として操木豊就任 
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平成 27年 4月 業務受託開始 練馬区から認可保育所として定員 104 名の練馬区立光が丘保

育園運営業務受託 

施設設置 小規模保育所Ａ型として定員 19 名の石神井公園こぐま保育園

を設置 

施設長就任 光が丘保育園施設長として菊地志江就任 

施設長就任 石神井公園こぐま保育園施設長として兼田元子就任 

施設長就任 西国分寺保育園施設長として奥野かよ就任 

平成 28年 4月 施設設置 認可保育所として定員 60名のきたひだまり保育園を設置 

施設長就任 国立保育園施設長として大川和泉就任 

施設長就任 北保育園施設長として兼田元子就任 

施設長就任 石神井公園こぐま保育園施設長として大場朋子就任 

施設長就任 きたひだまり保育園施設長として中澤ゆう子就任 

平成 29年 4月 

 

施設設置 認可保育所として定員 110名の宮前おおぞら保育園を設置 

施設長就任 宮前おおぞら保育園施設長として加藤由美子就任 

施設長就任 国立保育園施設長として越後智江美就任 

施設長就任 富士本保育園施設長として大場朋子就任 

施設長就任 石神井公園こぐま保育園施設長として大川和泉就任 

平成 29 年 12

月 

施設長就任 北保育園施設長として松﨑郁子就任 

平成 30年 4月 法人組織改正 本部事務局を廃止し、総務部、保育部、理事長室を創設し、総

務部、保育部は国立市北 3丁目に主たる事務所を設置、理事

長室については、国立市北 2丁目に主たる事務所を設置 

部長、室長就

任 

総務部長に常松大介、保育部長に中澤ゆう子、理事長室長に操

木豊就任 

業務受託開始 杉並区から認可保育所として定員 107名の杉並区立上井草保

育園運営業務受託 

施設定員変更 北保育園の定員を 75名から 90名に変更 

施設定員変更 富士本保育園の定員を 132名から 152名に変更 

施設長就任 富士本保育園施設長として平間正人就任 

施設長就任 練馬区立光が丘保育園施設長として兼田元子就任 

施設長就任 きたひだまり保育園施設長として山本菜穂子就任 

施設長就任 杉並区立上井草保育園施設長として菊地志江就任 

平成 30年 6月 

 

業務受託終了 杉並区との業務受託契約満了により、杉並区立上井草保育園

受託業務終了 

平成 30年 7月 施設設置 認可保育所として定員 200名の上井草保育園を設置 

施設長就任 上井草保育園施設長として菊地志江就任 

事務所移転 総務部の一部、保育部の一部を国立市北 2 丁目と杉並区上井

草 2丁目に分離し移転 

平成 30 年 10

月 

施設長就任 練馬区立光が丘保育園施設長として大川和泉就任 

平成 31年 4月 施設長就任 国立保育園施設長として操木豊就任 

施設長就任 西国分寺保育園施設長として大石雅一就任 

施設長就任 宮前おおぞら保育園施設長として越後智江美就任 

施設長就任 石神井公園こぐま保育園施設長として勝見和美就任 

施設長就任 練馬区立南大泉保育園園長予定者として加藤由美子就任 
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令和 1年 6月 施設長就任 国立保育園施設長として滝口幸一就任 

室長就任 理事長室長に操木豊就任 

令和 1年 8月 施設設置 認可保育所として定員 131名の国立ひまわり保育園を設置 

施設長就任 国立ひまわり保育園施設長として奥野かよ就任 

令和１年 9月 施設長就任 国立保育園施設長として青野千晴就任 

令和１年 12月 施設長就任 国立保育園施設長として滝口幸一就任 

令和 2年 4月 業務受託開始 練馬区から認可保育所として定員 126 名の練馬区立南大泉保

育園運営業務受託 

施設長就任 国立保育園施設長として青野千晴就任 

施設長就任 富士本保育園施設長として滝口幸一就任 

施設長就任 練馬区立光が丘保育園施設長として平間正人就任 

施設長就任 練馬区立南大泉保育園施設長として加藤由美子就任 

令和 3年 6月 

 

部長就任 総務部長に中澤ゆう子、保育部長に常松大介就任 

(令和 3年 6月 25日付) 

令和 4年 3月 事業廃止 国立ひまわり保育園の一時預かり事業を廃止 

令和 4年 4月 事業開始 国立保育園において一時預かり事業開始 

施設定員変更 国立保育園の定員を 100名から 85名に変更 

施設長就任 北保育園施設長として山本菜穂子就任 

施設長就任 きたひだまり保育園施設長として大石雅一就任 

施設長就任 西国分寺保育園施設長として加藤幸絵就任 

令和 5年 4月 業務受託開始 練馬区から認可保育所として定員 131 名の練馬区立氷川台第

二保育園運営業務受託 

業務受託開始 杉並区から認可保育所として定員 101 名の杉並区立天沼保育

園運営業務受託 

法人組織改正 総務部の名称を事業部に改め、業務課と企画財政課を統合し、

総務経理課とする。 

部長就任 事業部長として常松大介就任 

統括園長（部

長級）就任 

国立保育園統括園長として中澤ゆう子就任 

課長就任 保育支援課長として引地理子就任 

課長就任 総務経理課長として須田慎治就任 

施設長就任 国立ひまわり保育園施設長として青野千晴就任 

施設長就任 練馬区立氷川台第二保育園施設長として松崎郁子就任 

施設長就任 石神井公園こぐま保育園施設長として大川和泉就任 

施設長就任 上井草保育園施設長として奥野かよ就任 

施設長就任 杉並区立天沼保育園施設長として猪俣大地就任 

令和 5年 10月

（予定） 

業務受託終了

予定 

杉並区との業務受託契約満了により、杉並区立天沼保育園受

託業務終了予定 

令和 5年 11月

（予定） 

施設設置予定 認可保育所として定員 101名の天沼保育園を設置予定 
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