








区分
役名 氏  名 職　　業 自宅住所

役員就任年月日
(役員初就任年月日)

理事長 田中　和男 社会福祉法人 評議員

〒001-0905
札幌市北区新琴似5条15丁目5-24
電　話　011-762-4761
ＦＡＸ　011-762-4761
携　帯　090-2876-6383

令和元年6月26日
(平成26年1月29日)

理　事 小川　敏雄 一般財団法人役員

〒004-0012
札幌市厚別区もみじ台南1丁目12-4
電　話　011-897-6117
ＦＡＸ　011-897-6117
携帯　090-6216-6117

令和元年6月26日
(平成26年1月29日)

理　事 髙田　研司 学校法人 理事長

〒064-0912
札幌市中央区南12条西13丁目1-27
電　話　011-551-4141
ＦＡＸ　011-551-4141

令和元年6月26日
(平成26年1月29日)

理　事 谷山　正司 無　職

〒001-0037
札幌市北区北37条西8丁目1-6
電　話　011-757-6037
ＦＡＸ　011-757-6037
携　帯  090-9528-8528

令和元年6月26日
(平成26年1月29日)

理　事 森脇　　宏 社会福祉法人 常務理事

〒068-0808
岩見沢市南町8条4丁目7-12
電　話　0126-24-1778
ＦＡＸ
携　帯　090-2815-0037

令和元年6月26日
(平成26年1月29日)

理　事 藤本　欣也 会社役員

〒062-0041
札幌市豊平区福住1条9丁目2-6
電　話　011-853-3739
ＦＡＸ　011-853-3739
携　帯　090-6875-3382

令和元年6月26日
(平成26年1月29日)

理　事 丹野　靖子 保育園長

〒004-0021
札幌市厚別区青葉町11丁目1-2-901
電　話　011-894-9237
ＦＡＸ　011-894-9237
携　帯　090-9512-1946

令和元年6月26日
(平成26年1月29日)

監　事 牛坂　　浩 団体役員

〒002-8021
札幌市北区篠路1条8丁目6-1
電　話　011-771-0007
ＦＡＸ　011-771-0007

令和元年6月26日
(平成26年1月29日)

監　事 髙野　一夫
公認会計士

税理士

〒006-0003
札幌市手稲区西宮の沢3条1丁目5番1
号
電　話　011-665-3878
ＦＡＸ　011-665-3878
携　帯　090-1522-7512

令和元年6月26日
(平成26年1月29日)

社会福祉法人  扶桑苑　 役員名簿  (令和3年4月1日現在)

«　理事・監事　» （任期　令和元年6月26日～２年以内の最終定時評議員会）　

非 開 示



区分
役名 氏  名 職　　業 自宅住所

評議員就任年月日
(役員初就任年月日)

評議員 本舘　嘉三 会社顧問

〒007-0803
札幌市東区東苗穂3条2丁目3-32
電　話　011-782-5377
ＦＡＸ　011-782-5377
携　帯　090-3772-7446

平成29年4月1日
(平成18年1月29日)

評議員 越前屋廣明 団体役員

〒062-0054
札幌市豊平区月寒東4条17丁目13-54
電　話　011-852-9715
ＦＡＸ
携　帯　090-9757-3487

平成29年4月1日
（平成16年12月9日）

評議員 細川　正人 札幌市議会議員

〒064-0811
札幌市中央区南11条西14丁目2-26
電　話　011-551-3770
ＦＡＸ　011-551-3770
携　帯　090-6992-0336

平成29年4月1日
(平成18年1月29日)

評議員 伊藤　貞三 社会福祉法人役員

〒006-0031
札幌市手稲区稲穂1条7丁目2-1-917
電　話　011-682-4914
ＦＡＸ
携　帯　090-1527-0301

平成29年4月1日
(平成19年3月21日)

評議員 大竹　　實 団体役員

〒007-0843
札幌市東区北43条東1丁目2-10
電　話　011-753-5635
ＦＡＸ　011-753-5635
携　帯　090-3774-5090

平成29年4月1日
(平成22年1月29日)

評議員 伊藤 まち子 社会福祉法人役員

〒004-0022
札幌市厚別区厚別南7丁目10-12
電　話　011-892-7870
ＦＡＸ　011-892-7870

平成29年4月1日
(平成22年4月1日)

評議員 大山　則夫 社会福祉法人参与

〒001-0025
札幌市北区北25条西17丁目5-1-506
電　話　011-741-3485
ＦＡＸ　011-741-3485
携　帯　090-2696-2231

平成29年4月1日
(平成22年7月1日)

評議員 坂口　嘉勝 会社参与

〒005-0809
札幌市南区川沿9条4丁目1-5-406
電　話　011-572-2612
ＦＡＸ　011-572-2612
携　帯　090-1640-7613

平成29年4月1日
(平成24年12月20日)

社会福祉法人  扶桑苑　 役員名簿  (令和3年4月1日現在)

«　　評　議　員　　» （任期　平成29年4月1日～４年以内の最終定時評議員会）　

非 開 示



020925 

社会福祉法人 扶桑苑 役員等報酬等支給基準 

（目的） 

第１条 この基準は、社会福祉法人扶桑苑（以下「法人」という。）定款第８条及び第 

２１条の規定に基づき、評議員、理事及び監事（以下「役員等」という。）の報酬、旅

費及び交通費（以下「報酬等」という。）の支給の基準を定めるものとする。 

（報酬等の支給） 

第２条 役員等には、勤務形態に応じて、次の各号に定める報酬等を支給する。 

（１）非常勤の理事長

ア 報酬

月額１２万円

イ 旅費

法人旅費規程による。

（２）常勤の理事長

ア 報酬

月額２７万円

イ 賞与

報酬月額を年２回

ウ 旅費

法人旅費規程による。

エ 交通費

法人給与規程による。

（３）非常勤の評議員、理事(理事長を除く。)及び監事

ア 報酬

次の業務に従事する場合に１日につき１万５千円

（ア）評議員会又は理事会への出席

（イ）行政が実施する監査への立会等職務に関連する業務

（ウ）監事監査の実施

（エ）評議員選任・解任委員会への出席

(オ) その他理事長が必要と認める業務

イ 旅費

法人旅費規程による。

２ 役員等には、前項に規定するもの以外の賞与、退職手当等一切のものは、これを支 

給しない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、職員給与を支給されている職員が理事を兼ねる場合、 

職員給与以外のものは、これを支給しない。 



020925 

（報酬等の支給方法） 

第３条 役員等に対する報酬等の支給の時期及び手段は、次の各号のとおりとする。 

（１）前条第１項第１号及び第２号の役員等

ア 支給の時期

法人職員に対する給与支給日

イ 支給の手段

銀行口座への振込み

（２）前条第１項第３号の役員等

ア 支給の時期

前条第１項第３号アに列挙する業務に従事した日

イ 支給の手段

現金渡し

２ 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があった 

ときには、その金額を控除して支給する。 

（公表） 

第４条 法人は、この基準を、社会福祉法第５９条の２第１項第２号に定める報酬等の 

支給の基準として公表する。 

（改廃） 

第５条 この基準を改正し、又は廃止するときは、評議員会の承認を受けなければなら 

ない。 

（補則） 

第６条 この基準の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定め 

る。 

附 則 

  （施行期日） 

この基準は、平成２９年６月２３日から施行する。 

附 則 

  （施行期日） 

この基準は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

  （施行期日） 

この基準は、令和２年９月２５日から施行する。 
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