
■保育園・幼稚園に関する年表

＊ は常呂図書館のホームページでご覧ください「あのときの常呂・写真館」

昭和12年 1937 保育所の前身となる託児所が昭和１２年頃開かれる（常呂町百年史）

＊農繁期の９-１０月開設、保育時間は６時から１７時の季節託児所

＊昭和１４年には、川沿、手師学、岐阜・鐺沸の３ヶ所設置

『岐阜８０周年記念誌』の昭和１３．１４．１５年のところに、「農漁村の

労働力が減少したので、錦水校で余裕のある１教室で季節託児所を開設したが、

１年で中止した」の記載（『岐阜開基百年記念誌』では、「ごく短期間だった

らしい」としている） ※資料１

昭和29年 1954 5月5日 白鳩保育園開園（当直日誌） ＊昭和３６年閉園 ※資料２

昭和34年 1959 6月3日 基督教常呂教会に付属めぐみ保育所を併置

＊昭和３４年５月信者の協力で教会建設、３８年 宗教法人基督兄弟団認証

＊昭和４７年町立へき地保育所に移管 ４７年１２月１８日閉園）

＊めぐみ保育園 モルタル仕立て、収容人員８０人、３歳以上

日曜祭日を除き午前７時から午後４時まで、保育料月６００円

１日２回おやつ（広報ところ） ＊設立年月日「町勢要覧」（昭和40年度）

＊あのときの常呂・写真館

」参照ＶＯＬ１０５「昭和３４年６月３日 めぐみ保育園開園

昭和35年 1960 2月 豊川区で１２項目のアンケート実施、川沿保育所開設を決定。

＊豊川区の事業として季節保育所を豊川公民館に設置、名称は川沿保育園

運営費は保育料と補助金を充てる、建設時の備品・遊具は篤志寄付で用意

（豊川区開基百年誌）

5月1日 川沿保育園（川沿保育所）園児４０人、保母２人体制で開園式挙行・開所

（豊川区開基百年誌）（町勢要覧）

5月1日 かもめ保育園：かもめ保育所（漁業青年研修所付属事業）開園式

入園児：３－５歳児６０人、保母２人（常呂漁協４０年誌）

＊あのときの常呂・写真館

ＶＯＬ１４２「昭和３５年６月１日 かもめ保育所開園」参照

昭和36年 1961 白鳩保育園閉園

昭和37年 この頃、日吉鉄山に保育所開設（３９年閉園）(手師学村から１００年）

＊保育園設置補助６万円（昭和３８年度決算説明書に記載） ※資料３

昭和40年 1965 4月1日 私立常呂幼稚園開園：常楽寺敷地内に設立（旧常呂中の廃材利用・建設）

１学級４０人、満５歳児、１年保育 (常楽寺開教百年史）

4月19日 岐阜・栄浦両部落の役員と錦水小中学校ＰＴＡ役員が保育園の創立に

ついて、初の合同会議を開き、運営の運びとなった。

＊４／２４ 第１回運営委員会・園児父兄会（規約・会則・予算・開園日等

決定：入園料２００円 保育料１ヶ月１，０００円）

＊４／３０ 役員・父兄の出役で岐阜青年研修所内外を保育園用に整備、

屋外に簡易ブランコ、砂場整備

（錦水保育所開所３０周年記念誌）

5月1日 岐阜保育園、岐阜青年研修所に設立（昭４６年、錦水保育所に改称）

保育室は大広間、寝室は２階の畳間を使用（岐阜開基百年記念史）

5月20日 日吉保育所開園（町勢要覧）

日吉保育所を旧診療所に開園（手師学から１００年）

＊季節保育所設置費補助補正５０千円（決算説明書）

＊あのときの常呂・写真館

ＶＯＬ１４１ 「昭和４０年５月２０日 日吉保育所開園」参照

昭和41年 1966 7月22日 常呂町へき地保育所条例制定：既存のへき地季節保育所（日吉・豊川・岐阜）

を町営に移行、保育料８００円（広報ところ） ※資料４

＊私設・無認可から町営（公営）に

＊季節保育所運営費補助１４０千円（決算説明書）

昭和42年 1967 4月17日 父兄２２人の出役で水道工事、錦水小児童玄関からグラウンド横切り保育所

まで水道敷設、水飲み場・手洗い所設置（錦水保育所３０周年記念誌）

4月19日 旧錦水中学校校舎の２教室を町から無償交付を受け、保育園用に改修。
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寝室・事務室・玄関各１ヶ所ずつ設置（錦水保育所３０周年記念誌）

＊錦水小学校グランド西側にあり、木造で赤い屋根の建物（園児の思い出）

＊あのときの常呂・写真館

参照ＶＯＬ５０「錦水保育所が旧錦水中学校教室に移転」

8月25日 日吉小が日吉保育所に図書室貸与（日吉小８０年史）

＊保育所として使用していた旧診療所を解体し、母と子の家建設のためか

11月23日 日吉診療所廃止、跡地に「母と子の家」建設される（８.２６着工）

木造モルタル、１９８㎡（遊戯室・相談室・図書室など）

母と子の家完成後に日吉保育所も開設（広報ところ）

＊へき地保育所運営委託事業１，６１０千円（決算説明書）

昭和43年 1968 4月19日 錦水保育所に農村電話（地域集団電話）設置（錦水保育所３０周年記念誌）

錦水保育所に父兄の出役・作業でブランコ１２台設置

（錦水保育所３０周年記念誌）

日吉・岐阜・川沿３保育所の保育期間が、「４月から１０月まで」が１１月

までに延長（常呂町百年史）

昭和44年 1969 12月 川沿保育所開設１０周年記念式典・祝賀会、卒園児・在園児の芸能発表

在園児、男女とも１８人の計３６人（豊川区開基百年誌）

＊へき地保育所運営事業２．６３４千円

＊季節保育所運営費補助４００千円（決算説明書）

錦水保育所に屋外施設（グローブジャングル、滑り台）、放送設備整備

（錦水保育所３０周年記念誌）

日吉・岐阜・川沿３保育所の保育期間が１２月まで延長（常呂町百年史）

＊資料５

昭和45年 1970 へき地保育所の管理運営委託（町から区長）が町に移管（豊川区開基百年誌）

昭和46年 1971 4月 岐阜保育所から錦水保育所に改称（昭和４７年２月発行「町勢要覧」）

高崎幸子(S45.4-46.12保母)／作詞・作曲「きんすい保育園のうた」誕生

（楽譜は記念誌「どろんこ」所収）

昭和47年 1972 11月9日 日吉橋（常呂川）の渡橋式に日吉保育所園児参列（参加者約２００人）

（道新・北海タイムス・読売）

12月18日 めぐみ保育所、閉園式（昭和47年からは町立季節保育所として運営）

（広報ところ）

昭和48年 1973 2月1日 町立常呂保育所開園（４７.８.７着工、４７.１２.４完成）

＊あのときの常呂・写真館

ＶＯＬ５９「昭和４８年２月１日 常呂保育園開所式」参照

4月 かもめ保育所の運営を常呂町に移管、常呂町立かもめ保育所（季節保育所）と

して新たに開設（かもめ保育所新園舎パンフレット）

昭和50年 1975 8月14日 昭和３５年から常呂漁協運営のかもめ保育所が町営移管したため、総代会の

承認を受け、現有施設を常呂町に寄付採納申請、受理（常呂漁協４０年誌）

11月1日 かもめ保育所増改築工事（8月４日着工）（広報ところ）

ＶＯＬ１４２「昭和５０年１１月１日 かもめ保育所増改築工事完成」参照

昭和51年 1976 11月12日 錦水小学校樹木園の一部敷地の貸与を受け、錦水保育所の園舎新築移転

（７／２８着工 １０／２８完成）

12月12日 『錦水保育所新築落成・開園１０周年記念誌』発行 ＊常呂図書館未所蔵

（錦水保育所３０周年記念誌）

昭和52年 1977 11月4日 豊川厳地神社南側に川沿保育所園舎新築移転・保育開始（豊川区開基百年誌）

11月19日 僻地川沿保育所新築落成記念式典・祝賀会

（８.１３地鎮祭・着工、１０.２４竣工）（豊川区開基百年誌）

＊あのときの常呂・写真館

ＶＯＬ７２「昭和５２年１１月１９日 川沿保育所新築落成式」参照

昭和53年 1978 1月12日 臨時町議会で町立幼稚園の設立を決定（常呂町百年史）

3月31日 私立常呂幼稚園閉園（本町唯一の幼稚園として２５０余人の卒園生）

（常楽寺開教百年史）

＊あのときの常呂・写真館

ＶＯＬ７５「昭和５３年３月３１日 私立常呂幼稚園閉園」参照
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4月1日 常呂町立学校設置条例の規定により町立常呂幼稚園設立・開園

＊あのときの常呂・写真館

ＶＯＬ７６「町立常呂幼稚園開園」参照

4月10日 町立常呂幼稚園が旧私立幼稚園舎を借り上げ、開園式を挙行。

認可学級３学級。実学級２学級で発足。（平成１４年常呂幼稚園経営）

8月3日 町立常呂幼稚園園舎新築着工（幼稚園要覧）

11月1日 常呂幼稚園の園章制定（幼稚園要覧）

12月10日 常呂幼稚園園舎完成(常呂町字５５７番地 延面積５０８㎡)(幼稚園要覧)

12月27日 町立常呂幼稚園、新園舎に移転（幼稚園要覧）

昭和54年 1979 1月22日 町立常呂幼稚園、新園舎で保育・指導開始・３学級編成 (幼稚園要覧）

川沿保育所開設２０周年記念式典・記念誌発行（豊川区開基百年誌）

＊記念誌は常呂図書館未所蔵

3月8日 町立常呂幼稚園園舎落成式（幼稚園要覧）

昭和56年 1981 3月18日 常呂幼稚園「ところようちえんじのうた」制定

阿部美智子・戸田法子：作詞・作曲（楽譜は幼稚園要覧所収）

7月10日 栄浦キャンプ場でＮＨＫ「おかあさんといっしょ・ドンドンドン」の公開

録画（常呂保育所・かもめ保育所・常呂幼稚園参加）（広報ところ）

＊あのときの常呂・写真館 ＶＯＬ８５「昭和５６年７月１０日

参照ＮＨＫおかあさんといっしょ・ドンドンドン公開録画」

＊常呂図書館で番組収録ＤＶＤ所蔵

12月15日 かもめ保育所の父母・常呂漁協の募金でかもめ保育所にアップライトピアノ

１台を寄贈（広報ところ）

昭和58年 1983 10月1日 常呂保育園幼年消防クラブと常呂幼稚園幼年消防クラブ（平成19年3月解散）

の結成（かもめ保育所幼年クラブはその後、常呂保育園幼年クラブから分離）

（常呂消防団100年記念誌）

昭和60年 1985 12月5日 錦水保育所開設２０周年おゆうぎ会の参観者に記念のタオルを配布、

園児に紅白餅配布（錦水保育所開所３０周年記念誌）

川沿保育所で風疹が蔓延し、川沿小学校との合同運動会ができなく、保育所

単独の運動会開催（豊川区開基百年誌）

昭和62年 1987 4月1日 常呂幼稚園が３学級編成に（３．４．５歳児各１学級編成）

（平成１４年幼稚園経営）

平成元年 1989 12月 川沿保育所開所３０周年、年度の閉所式に合わせて記念式典挙行

＊ＰＴＡの労働奉仕で園庭に遊動園木設置（豊川区開基百年誌）

平成2年 1990 7月 川沿保育所改築のため、富丘地区高齢者コミュニティセンターに川沿保育所を

一時移転・使用（７／１５～１０／３）（富丘百年史・豊川区開基百年誌）

7月26-27日 全国国公立幼稚園教育研究大会において常呂幼稚園の研究実践発表

（平成１４年度常呂幼稚園経営）

11月 川沿保育所、２教室から３教室に園舎増築（ホール南側）、増築園舎で

保育開始（豊川区開基百年誌）

平成3年 1991 4月1日 常呂幼稚園が幼小・幼保連携促進事業研究指定園（北海道教育委員会指定

２ヶ年）（平成１４年度常呂幼稚園経営）

平成４年 1992 5月 町に錦水保育所改築に関する要望書提出（錦水保育所開所３０周年記念誌）

平成５年 1993 3月 錦水保育所増改築工事計画が議会で可決

4月 錦水保育所増改築記念事業協賛会発足

4月 日吉保育所・錦水保育所が通年保育制に（豊川区開基百年誌）

7月 岐阜地区運営委員会において仮保育所の許可を得、全父兄協力の下引っ越し、

完成までの３ヶ月間、岐阜集落センターで運営。増改築工事の開始

11月 錦水保育所増改築工事完了、新保育所完成・ＰＴＡ各戸協力して引っ越し

錦水保育所増改築記念として、那須美由紀／作詞・外村清治／作曲「みんなで、

みんなで、つくろうよ」生まれる（楽譜は記念誌「どろんこ」所収）

12月 『錦水保育所開所３０周年記念・増築改修事業記念誌』発行

（錦水保育所３０周年記念誌）

平成6 1994 1月28日 錦水保育所開所３０周年・増築改修記念式典挙行：錦水保育所

（記念式典しおり）
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4月 川沿保育所が通年保育制に（豊川区開基百年誌）

平成9年 1997 12月5日 町立かもめ保育所の新園舎完成（着工６月２４日）（新園舎パンフレット）

平成10年 1998 2月 かもめ保育所新園舎に移転（定員５０人、保母４人、通年開設、未満児保育

開始、４クラス）（新園舎パンフレット） ※資料６

平成19年 2007 4月1日 常呂幼稚園休園（常呂自治区お知らせ版） ※資料７

4月 日吉保育所が指定管理者（地域運営委員会）による運営に移行

平成20年 2008 3月 常呂幼稚園廃園

平成24年 2012 4月 川沿保育所・錦水保育所が指定管理者（地域運営委員会）による運営に移行

平成25年 2013 3月 日吉保育所閉園

5月13日 錦水保育所幼年クラブ結成（常呂消防団100年記念誌））

平成29年 2017 3月25日 川沿保育所最後の卒園式・閉園式典

◆◇ 保育所・幼稚園に関する各種資料 ◇◆

【 資料１ 託児所に関する資料 】

【 資料２ 白鳩保育園 】

＊この６枚の写真は、昭和２９年５月５日開園（注：当直日誌）の白鳩保育園の学芸会の練習や
常呂シネマで行われた学芸会、卒園式（１２月）のものです。 撮影は、昭和３４年頃。

＊白鳩保育園は記録がないので内容ははっきりしませんが、現在の野口建設のあたりにあり、
昭和３６年 に閉園したとされています。

＊学芸会の会場となった「常呂シネマ」は、昭和３１年８月１９日上映開始（注：当直日誌）し、
４３年１０月に閉館しました。場所は、現在の網走信金（少し奥まっていました）です。

＊昭和１２年頃開設された託児所に関する資料で、「昭和１４年議決書」に
記載されていた３ヶ所の託児所概要 （常呂町百年史）
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【 資料３ 日吉鉄山保育所 】

【 資料４ へき地保育所の町営移管 】

「常呂町農村戸別
明細図」から
（昭和３９年）

＊日吉地区の開基１００年記念誌『手師学村から１００年』
に「日吉鉄山に保育所開設」を裏付ける写真です。
撮影年月日は不明ですが、昭和３７年または３８年と
思われます。

＊上は入園式と思われるもの（「入園」の文字が見えます）
、右は、園児と保母の集合写真。

＊鉄山（針田鉱業株式会
社国力鉱山）にあった
保育所は、上の写真と
左の地図から、第一寮
と第二寮に挟まれた
「会館」に設けられた
ろ思われます。

＊「広報ところ」昭和４１年９月号から抜粋して紹介します。

町の第３回臨時町議会が７月２２日、中央公民館で開催
へき地保育所条例が制定されました。これは、豊川・日吉・岐阜の各地区に保育所を設置

しようとするもので、これら保育所の保育料は月額８００円と決まりました。これら保育所
は、各地域の住民によって既に開設されていたものですが、この条例ができたことによって
これからは町が経営していくことになったものです。
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【 資料５ 保育所開設状況 】

「町勢要覧」（昭和４５年１０月３０日発行）

【 資料７ 常呂幼稚園休園 】

「常呂自治区お知らせ版」
平成１９年５月号から

【 資料６
常呂町のへき地保育所の
名称・位置・定員・保育料 】
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