うみのほし学園 沿 革 史
昭和35年12月

・函館市日乃出町26番２号に，宗教法人札幌司教区管轄の元に
「少年の家」開設。セツルメント活動を始める。
・木造亜鉛鋼板平屋建一棟 101 ㎡を寄贈される。(信者一般寄附
金により)

昭和39年３月

・社会福祉法人函館カトリック社会福祉協会が設立認可され，札
幌司教区より独立（
。昭和39年３月４日 厚生省収児第95号認可）
・函館市日乃出町27番３号に，宅地 6009.418 ㎡を寄贈される。
(札幌司教区より）
・法人初代理事長 フイリッポ・グロード神父 就任

昭和39年11月

・函館市日乃出町27番３号に児童厚生施設「カトリック少年の家」
を改築移転する。(ローマ教皇聖庁世界児童福祉基金より寄贈)
・木造モルタル亜鉛鋼板葺平屋一部二階一棟 400.19 ㎡にて，児
童福祉活動を行う。

昭和40年５月

・
「カトリック少年の家」内に，幼稚部「海の星幼稚舎」を開設。
幼児30名入園。教室 46.2 ㎡を増築。児童浴室設置。
・児童浴場，絵画教育，そろばん教室，ピアノ教室，柔道教室，
日曜学校を始める。
・第一回幼稚部卒園式を行う。卒園生10名

昭和41年３月
昭和41年４月
５月

・知恵遅れ幼児３名入園。
・図書室設置のための机・いすが寄贈される。
（函館ロータリーク
ラブの寄贈）
・元町カトリック教会青年会の協力の元に，
「働く青少年の集い」
が開かれる。

昭和43年３月

・知恵遅れ幼児３名卒園

昭和45年７月

・学習室 46.2 ㎡を増築。浴室を改築。
（赤い羽根共同募金の協力）

昭和46年８月

・敷地内に遊園地を設置（
。東ライオンズ・海峡ライオンズの寄贈）
・青年相談室 49.5 ㎡を増築。（パリミッション会の寄贈）

昭和47年７月
11月

・保育園開園にむけて園舎新築工事起工
・屋内体育館 172.8 ㎡を新築
（日本船舶振興会 5,180,000円 相馬報恩会 1,500,000円）
・知恵遅れ幼児10名卒園
・
「うみの星保育園」認可開園 初代園長 日野 さと 就任
・
「うみの星保育園」遊戯室を新設
（中央競馬馬主社会福祉財団の助成）

48年３月

昭和48年６月
８月
９月

・知恵遅れ幼児研究室を新設（中央競馬馬主社会福祉財団の助成）
・小鳩会通園施設設置のための運動を始める。
・
「うみの星保育園」と「少年の家」の間に渡り廊下新設

昭和49年５月

・
「カトリック少年の家」内に，知恵遅れ幼児８名を対象に研究室
を開設。
（８名中ダウ症候群児４名）
・テニスコート並びに中央歩道設置
・遊園地，防護柵設（赤い羽根共同募金により）
・園舎周辺に植林（ライオンズクラブにより）
・知恵遅れ幼児送迎のための通園バス購入
（中央競馬馬主社会福祉財団の助成）

６月
12月

昭和50年４月
５月
６月
８月
昭和51年４月
６月
52年３月
昭和52年４月
５月
６月
８月
53年３月
昭和53年４月
11月
昭和54年５月
９月
10月
昭和55年６月
７月
11月
56年３月
昭和56年４月
57年３月
昭和57年７月
８月
昭和58年４月
59年１月

・無認可のまま，精神薄弱児通園施設「うみのほし学園」開園
・防火設備完備
・精神薄弱児通園施設「うみのほし学園」認可 定員30名
福祉 第569号
・学園初代園長 フイリッポ・グロード神父 就任
・
「カトリック少年の家」図書室（六角堂） 103.60 ㎡を増築
・「今金小百合保育園」認可開園 初代園長 ロバート ジェイニ
エ神父 就任
・芝生教室の整備，体育館外物置を増築。
・学園初代園長 フイリッポ・グロード神父 退任
・学園二代園長 小山 政行 就任
・学園二代園長 小山 政行 退任
・学園三代園長 椛本 辰松 就任
・通園バス車庫を設置（軽量鉄骨造亜鉛葺）
・園庭に遊動木等遊具を設置
・調理室，事務兼応接室，職員室の改造
・通園バス購入
（中央競馬馬主社会福祉財団の助成金3,000,000円）
・廊下，玄関その他 32.36 ㎡を増築
・法人初代理事長 フイリッポ・グロード神父 退任
・法人二代理事長 富沢 孝彦司教 就任
・園児用便所水洗工事を行う。（総事業費 1,126,000円
馬馬主社会福祉財団の助成金 900,000円）
・園庭フェンスを設置（函館競馬馬主協会の助成）

中央競

・遊園地防護柵(フェンス) 163 ｍを設置。
（中央競馬馬主社会福
祉財団の助成）
・体育館に暗幕を設置（中央競馬馬主社会福祉財団の助成）
・学園三代園長 椛本 辰松 退任
・学園四代園長 多胡 哲夫 就任
・法人二代理事長 富沢 孝彦司教 退任
・法人三代理事長 ペラール・ピエール神父 就任
・温水ボイラー基を新設。（総事業費 441,400円 中央競馬馬主
社会福祉財団の助成金 330,000円）
・学園四代園長 多胡 哲夫 退任
・学園五代園長 水野 清明 就任
・屋根一部カラートタン葺替工事を行う。（総事業費
中央競馬馬主社会福祉財団の助成金 378,000円）
・学園五代園長 水野 清明 退任

504,750円

・学園六代園長 鈴木 尚彦 就任
・バス出入り口新設。
（鉄扉取り付け）
・集会室，個別指導室２室，静養室の増改築。
・シャワー室の設置，配水管の改修，集会室トイレ水洗化
・バス車庫内部塗装。パーソナル無線機の購入
・通園バス購入（総事業費 6,290,000円 中央競馬馬主社会福祉
財団の助成金 4,500,000円）

昭和59年４月
５月
７月
８月
９月

・法人三代理事長 ペラール・ピエール神父 退任
・法人四代理事長 リンブル・エメ・シャルイ・ルイーズ神父
就任
・学園六代園長 鈴木 尚彦 退任
・学園七代園長 西谷 富士雄 就任
・パーソナル無線機導入（市社会福祉施設整備基金の補助金）

昭和60年２月

・食品庫内部改修，バス車庫内舗装工事（総事業 591,017円 中
央競馬馬主社会福祉財団の助成金 430,000円）
・学園七代園長 西谷 富士雄 退任

３月
昭和60年４月
10月

・学園八代園長 辻 馨 就任
・屋根改修工事，ルーフヒーター取り付け（市社会福祉施設整備
基金の補助金）

昭和61年５月

・園舎外部塗装工事（総事業費 2,650,900円 中央競馬馬主社会
福祉財団の助成金 1,900,000円）

昭和63年12月

・通園用ワゴン車購入（総事業費 2,190,700円 中央競馬馬主社
会福祉財団の助成金 1,500,000円）
・児童厚生施設「カトリック少年の家」休館

平成元年３月
平成元年６月
２年２月

・通園ワゴン用車庫設置，玄関増築
・法人四代理事長 リンブル・エメ・シャルイ・ルイーズ神父
死去のため退任
・法人五代理事長 ルポール・ジャン・ジョセフ神父 就任

平成２年12月

・男女別トイレの改修工事，シャワー室の設置（総事業費 2,000,
000円 中央競馬馬主社会福祉財団の助成金 1,500,000円）
・学園八代園長 辻 馨 退任

３年３月
平成３年４月
９月
４年２月

・学園九代園長 川端 昭治 就任
・フェンス改修工事（市社会福祉施設整備基金の補助金）
・廊下，調理室，職員室，物置の増改築（総事業費 7,374,800円
中央競馬馬主社会福祉財団の助成金 5,000,000円）

平成５年３月

・体育館の補修，床塗装，窓ガラス取替他，園庭遊具の購入
（総事業費 5,514,550円 中央競馬馬主社会福祉財団の助成金
4,130,000円）
（うみの星保育園との共有）

平成５年５月

・法人五代理事長 ルポール・ジャン・ジョセフ神父
め退任
・法人六代理事長 ウインダル・モリス神父 就任
・学園九代園長 川端 昭治 退任

６年３月
平成６年４月

・学園十代園長 小林 信夫 就任

平成８年１月
２月
３月

・各療育室の蛍光灯の安全対策を行う。
・放送機器の設置
・療育室からの中庭出入り口開講工事を行う。

平成８年７月
８月
９月
11月

・玄関，トイレ等の設備整備を行う。
・通園ワゴン用車庫を新設（632,420円）
・自動火災報知設備を設置（うみの星保育園との共有）
・通園用通路舗装整備を行う。

死去のた

平成９年１月
２月

・中央手洗場床工事，御聖堂(集会室)カーペット張替工事を行う。
・中庭に回転チューリップ，テーブルセットを設置（財団法人
日母おぎゃー献金基金平成８年度おぎゃー献金基金の補助金
配分 498,000円 ）

平成９年７月
10月
10年２月

・六角堂屋根の塗装工事（169,500円）
・六角堂外壁の塗装工事（274,000円）
・通園バス購入（総事業費 6,081,595円 中央競馬馬主社会福祉
財団の平成９年度助成金 4,560,000円）

平成10年５月

・療育室の改装及び給食下処理場の整備を行う。（総事業費 1,19
4,200円 郵政省 平成10年用寄附金付お年玉付郵便葉書等に付
加される寄附金配分 1,000,000円）
・中庭に空中冒険ジムを設置（ＮＴＴ「どさんこギフトクラブ」
平成10年度寄託寄附金配分金 寄附金 466,000円）
・正面玄関の地震対策工事を行う。（920,000円）
・職員室及び廊下の塗装，床の張替を行う。
・学園十代園長 小林 信夫 退任

11月
11年１月
３月
平成11年４月
11月
12年２月
平成12年４月
７月
８月
10月
12月
13年１月

平成13年４月
６月
７月

平成14年８月
９月

・学園十一代園長 上戸 美智子 就任
・六角堂小屋根解体改修工事を行う。（1,070,000円）
・エアートランポ，ワンタッチプールを購入（総事業費 610,31
2円 平成11年度函館市社会福祉施設整備費補助金 305,000円）
・通園用ワゴン車購入（総事業費 3,367,895円 中央競馬馬主社
会福祉財団の平成11年度助成金 2,500,000円）
・屋根板金補修工事及び屋根塗装工事を行う。（1,439,255円）
・ポーテージ乳幼児教育プログラム一日セミナーを開催。
（総事業
費 542,115円 財団法人 日本社会福祉弘済会の助成金 260,
000円）
・療育室床張り工事等が完了する。（総事業費 938,800円 郵政
省 平成12年用寄附金付お年玉付郵便葉書等に付加される寄附
金配分金 844,000円）
・ワイドテントを購入（総事業費 358,000円 平成12年度函館市
社会福祉施設整備費補助金 179,000円）
・感覚療法教具セットを購入（吉田歯科口腔外科より寄贈）
・トイレ補修及び便器交換工事が完了する。
（総事業費 2,468,07
0円 中央競馬馬主社会福祉財団の平成12年度助成金 1,750,00
0円）
・肢体不自由児トイレ便器の手すり取り付け工事が完了する。
（財
団法人 日母おぎゃー献金基金平成12年度おぎゃー献金基金の
補助金 寄附金 374,850円）
・テントを購入（総事業費 1,093,050円 郵政省 平成13年用寄
附金付お年玉付郵便葉書等に付加される寄附金配分金 983,000
円）
・北海道「障害者情報バリアフリー設備整備事業（設備整備費）
」
による情報機器一式の使用貸借契約を結ぶ。
（パソコン・プリン
ター・障害者用キーボードを貸与される。
）
・厨房流し台，ガスレンジ，戸棚等の工事が完了する。
（総事業費
2,468,600円 郵政省 平成14年用寄附金付お年玉付郵便葉書等
に付加される寄附金配分金 1,888,000円）
・駐車場アスファルト舗装及びトラフ設備工事が完了する。
（総事
業費 1,186,395円 平成14年度函館市社会福祉施設整備事業補
助金 593,000円）

平成15年１月

２月
３月

平成15年６月
７月
12月
16年２月
平成16年５月
８月
17年１月
３月

・駐車場車輪止め工事を行う。（総事業 539,540円 学園負担金2
69,770円 保育園負担 269,770円）
・園庭外柵新設及び既存フェンス補強柱設置工事に伴い，中庭の
外柵フェンス補足工事を行う。（258,300円）
・多目的ルーム改築工事を行う。（5,985,000円）
・療育室とプレイルーム増改築工事が完了する。（総事業費 13,5
02,534円 中央競馬馬主社会福祉財団の平成14年度助成金 6,0
00,000円）
・テレビカメラ付インターホンと電気施錠システム設置工事が完
了する。（総事業費 542,115円 平成14年度社会福祉施設等設
備整備費国庫補助金 406,000円）
・北海道より「指定居宅支援事業」の指定を受ける。
・児童短期入所事業「サポート うみのほし モン･ルポ」を開始す
る。
・洗濯室水道切り替え工事を行う。（135,700円）
・第３玄関に電気施錠システムを設置する。
（170,163円）
・二階集会室（御聖堂）窓改修工事が完了する。
（財団法人 日母
おぎゃー献金基金平成15年度おぎゃー献金基金の補助金 寄附
金 1,242,300円）
・療育室廊下外壁及び内部改修工事が完了する。（総事業費 2,13
6,330円 日本郵政公社 平成16年用寄附金付お年玉付郵便葉書
等に付加される寄附金配分金 1,634,000円）
・新通園バス用車庫を新築（2,099,800円）
・通園バス購入（総事業費 5,570,178円 中央競馬馬主社会福祉
財団の平成16年度助成金 4,000,000円）
・法人六代理事長 ウインダル・モリス神父 退任

平成17年４月

・法人七代理事長 羽田野 六男 就任

平成18年10月

・障害者自立支援法の施行（H18.4.1）により，児童福祉法の改
正（H18.10.1）があり，障害児施設措置費から障害児施設給付
費となり，利用契約制度に移行となる。
・上記の改正に伴い，サポートうみのほしモン・ルポは，児童短
期入所事業から地域生活支援事業(日中一時支援)に移行となる。
・函館商工信用組合より寄附を受ける。
（寄附金 212,739円）

19年３月
平成19年７月

・
「うみのほし学園の改築を応援する会」が設立される。

平成21年３月

・キャリングアンプ，スピーカーセットを購入（財団法人 日母
おぎゃー献金基金平成20年度おぎゃー献金基金の補助金配分
493,500円）

平成22年２月

・通園バス購入（総事業費 6,838,760円 中央競馬馬主社会福祉
財団の平成21年度助成金 4,400,000円）

平成22年５月

・プラズマテレビ，ブルーレイレコーダー，テレビ台を購入（赤
い羽根共同募金 平成22年度寄託寄附金（北海道新聞社会福祉
振興基金45周年記念事業）311,850円）
・園舎改築工事の「平成２２年度社会福祉施設整備事業費」補助
金交付の内示通知
・定礎式，工事着工
・
「うみのほし学園改築を応援する会」から，うみのほし学園の建
築資金として『11,000,000円』が寄贈される。

６月
９月

平成22年12月
平成23年１月

平成23年２月
３月
平成23年４月
平成23年５月

平成23年６月
平成24年４月

・うみのほし学園の改築工事が完成する。
（各療育室・プレイルームにネットワークカメラ設置）
・新園舎の「お披露目会」を行う。
・
「うみのほし学園の改築を応援する会」から施設整備資金として，
『1,000,000円』が寄贈される。
・「うみのほし学園会」（同窓会）から，開園３５周年記念事業と
して，ボールプール一式（426,300円相当）が寄贈される。
・
「うみのほし学園を支える会」
（後援会）が発足する。
・
「うみのほし学園の改築を応援する会」の活動が終了する。
・湯川教会・安藤氏より，彫刻「聖家族」の寄贈を受ける。
・遊具モデュールブロックを購入する。
（函館ロータリークラブ寄贈 300,000円）
・聖像「イエスと世界の子供たち」を購入する。
(ウインダル・モリス神父の寄附金により 370,000円)
・園庭整備芝張り工事が完了する。(1,785,000円)
・園庭砂場設置工事が完了する。(403,200円)
・児童福祉法改正により，
「知的障害児通園施設うみのほし学園」
が「児童発達支援センターうみのほし」になる。

