
 福束小学校の変遷 

明治 ６年 ４月  南波村専徳寺を仮校舎とし，謹節小学校を創立する。 

福束・南波・本戸・里４ヶ村の児童を収容する。 

明治 ８年     民家を借用して塩喰小学校を創設する。 

明治２３年１０月  小学校令改正により福束小学校と改称する。 

明治２８年 ５月  塩喰尋常小学校と改称する。 

明治３０年１１月  塩喰尋常小学校児童を編入する。 

明治３３年 ８月  改正小学校令により福束村立尋常小学校と改称する。 

明治４５年 ４月  高等科を新設し，中郷児童を編入する。 

昭和１６年 ４月  国民学校令により福束国民学校と改称する。 

昭和２２年 ４月  学校教育法施行により福束村立福束小学校と改称する。 

昭和２９年 ４月  町村合併により輪之内町立福束小学校と改称する。 

昭和４６年 ２月  音楽教育研究指定発表（県教委指定４４～４５年度）をする。 

昭和４９年 ３月  百周年記念式典を行う。 

昭和５５年１１月  道徳教育研究発表（文部省発表５４～５５年度）をする。 

平成 ２年 ２月  パーソナルコンピューター４７台導入する。 

平成 ４年 ２月  東海三県図書館奨励賞を受賞する。 

平成 ４年１２月  第１回輪之内町教育研究発表会を開催する。 

平成 ６年 １月  図書館利用コンクールで県知事賞を受ける。 

平成 ６年 ６月  マルチメディアパソコン４台導入する。 

平成 ７年 １月  図書館利用コンクールで県知事賞を受ける。 

平成 ７年 ３月  理科教育等設備整備補助事業（理振）を受ける。 

平成 ７年 ８月  マルチメディアコンピューター４台導入する。 

平成 ７年１２月  第２回輪之内町教育研究発表会を開催する。 

平成 ９年 ３月  マルチメディアパソコン４台，県民情報ネットワーク，町財務会計システムを導入する。 

平成 ９年 ８月  マルチメディアパソコン１８台導入する。ピコピコ２完成する。 

平成 ９年１１月  松下視聴覚教育研究財団指定全国視聴覚教育研究大会を開催する。 

平成１２年１０月  個性化教育実践推進事業公表会（県教委指定１１～１２年度）をする。 

平成１３年 ８月  放送機器を更新する。 

平成１３年 ９月  マルチメディアパソコン４０台更新する。 

平成１３年１０月  輪之内町教育研究発表会を開催する。 

平成１５年１０月  第 23 回岐阜県保・小・中学校 造形・図工・美術研究大会（西濃大会）を開催する。 

平成１６年 ４月  特殊学級を新設する。（通達により，H19.4 より特別支援学級と名称変更する。） 

平成１９年１０月  輪之内町教育研究大会（国語）を開催する。 

平成２０年１２月  道徳教育計画訪問で道徳授業の公開をする。 

平成２２年  ２月    文部科学省の「学校教育情報化プラン」により、地デジ対応大型モニター２台、電子黒板１ 

         台設置する。  

平成２２年 ３月  西濃地区学校図書館教育賞優秀賞を受賞する。 

    平成２２年 ４月  肢体不自由学級としてひまわり学級を開設する。 

平成２３年  ３月    西濃地区学校図書館教育賞最優秀賞を受賞する。 

    平成２３年１０月    文部科学省教科調査官水戸部修治先生の指導を受け、「言語力の育成」について町教育研究 

           会を開催する。 

  平成２５年  １月    公益財団法人岐阜県教育振興会より教育研究奨励金（10 万円）を受ける。 



平成２５年  ３月    知的学級たんぽぽ学級を休級する。 

    平成２５年  ４月    情緒学級としておひさま学級を新設する。 

   平成２５年  ４月    子ども読書活動優秀実践校として文部科学大臣より表彰される。 

  平成２７年 ３月  西濃地区学校図書館教育奨励賞を受賞する。 

平成２７年１０月  輪之内町教育研究発表会（国語）を開催する。 

  平成２７年１１月  「消防感謝祭」岐阜県消防定例表彰式において福束小少年消防クラブが表彰される。 

  平成２７年１２月  学校環境衛生活動奨励賞を受賞する。 

  平成２８年 ３月  西濃地区学校図書館教育最優秀賞を受賞する。 

平成２８年  ３月    肢体不自由学級ひまわり学級を休級する。 

 

施設･設備の変遷 

明治 ６年 ４月  南波専徳寺を仮校舎とする。 

明治 ８年 ５月  仮校舎狭隘のため同地に住居を改修して校舎とする。 

明治１６年 ５月  校地を福束に移し，倉庫を購入して校舎を建築する。 

明治２４年１０月  濃尾大震災によって校舎倒壊に貧し，大修理をする。 

明治２９年 ９月  揖斐川堤防決壊によって校舎大破し，大修理を加える。 

明治４５年 １月  現在地に校地を定め，校舎を建築する。（９教室，湯沸場，東西便所） 

昭和１２年１２月  西校舎・渡り廊下ならびに物置を増築する。 

昭和２３年１０月  東舎（３教室）を増築する。 

昭和２６年１２月  玄関を改造して応接室を作る。 

昭和２８年 ４月  国旗掲揚塔を造る。 

昭和３２年１０月  校門を改造する。 

昭和３３年 ４月  宿直室の増築ならびに自転車置場を新築する。 

昭和３６年 ９月  旧校舎を取りこわす。 

昭和３７年 ２月  新校舎水洗便所・公民館が落成する。 

昭和３７年     新校舎ブロック塀・洗場を新設する。 

昭和３８年 ７月  プール竣工する。 

昭和３８年１２月  宿直室・炊事場・校務員室を新築する。 

昭和４０年１０月  ハンガーリング設置する。 

昭和４４年 ９月  体育器具庫を造る。 

昭和４５年 ６月  給食物資受入れ庫新設する。 

昭和４５年 ８月  音楽室改造工事竣工する。 

昭和４６年 ８月  理科室施設を整備する。 

昭和４７年 ３月  岩石園を造る。 

昭和４９年 ３月  屋内運動場が落成する。 

昭和４９年 ８月  物置 22.68 ㎡を新設する。 

昭和５１年 ８月  二階建校舎南側窓をサッシに改造する。 

昭和５２年 ８月  二階建校舎塗装をする。 

昭和５３年 ３月  学級増のため図書室を西舎に移動する。 

昭和５３年 ９月  運動場整備完了する。 

昭和５４年 ３月  学級増のため視聴覚教室を普通教室にする。 

昭和５４年 ８月  東西校舎の塗装をする。 

昭和５５年 ６月  東運動場の整地をする。学級花壇を造る。 

昭和５５年 ８月  本館内外の塗装をする。 



昭和５６年 ８月  体育館屋根の塗装をする。プール漏水修理工事をする。 

昭和５８年 ３月  新校舎竣工。旧校舎をとりこわし，運動場拡張整地をする。 

昭和６０年 ５月  プール漏水修理工事をする。 

昭和６３年 ９月  学校・学級花壇を整備する。 

平成 元年 ３月  遠方視訓練標示板を設置する。 

平成 元年 ６月  プールに日除け用テントを新設する。 

平成 ２年 ２月  体育館屋根の塗装をする。 

平成 ３年 ３月  学級増のため会議室を普通教室にする。 

平成 ４年 ３月  学級増のためワークスペースを普通教室にする。 

平成 ４年 ８月  屋外プール竣工する。 

平成 ４年１２月  プール跡地に築山を新設する。 

平成 ５年 ７月  手洗場を修繕する。 

平成 ５年 ９月  湯沸し器設置（給食室）する。運動場の補修工事をする。 

平成 ６年 ４月  学級減のため普通教室を低学年活動室にする。 

平成 ６年 ８月  校長室・音楽室のじゅうたん張り替える。 

平成 ７年 ３月  牛乳保冷庫設置（給食室）する。 

平成 ８年 ３月  屋内運動場竣工する。（３億４千万円） 

平成 ９年 ３月  日時計を設置する。 

平成 ９年 ９月  体育倉庫を新築する。 

平成１０年 ９月  校内ＬＡＮが完成する。 

平成１２年 １月  あいさつ看板を設置する。 

平成１３年 ７月  体育館ステージ 国章，町章，校章を新調する。 

平成１３年 ８月  運動場の補修工事をする。飼育小屋を新築する。 

平成１４年１２月  飼育小屋を移築する。 

平成１６年 ３月  特殊学級新設により低学年活動室を普通教室とする。 

平成１６年 ３月  体育館移動通路を延長する。 

平成１８年  ８月    校舎３階南側ベランダ学校教育目標板設置（寄贈：同窓会） 

                        音楽室合唱台設置（寄贈：同窓会） 

平成１９年 ３月  保育園用防砂樹（カイヅカイブキ）植樹 

平成１９年１０月  全国植樹祭（岐阜・高山）の記念植樹をする。（ユキヤナギ，ムクゲ） 

    平成２０年 ８月  図書室に机、椅子を購入し、図書室の整備をする。（寄贈：同窓会、ＰＴＡ） 

  平成２１年 ８月  職員の手で図書のバーコード化、図書室の整備を進める。 

  平成２１年１０月  資料室を肢体不自由学級開設に向け、エレベーターを設置する。 

  平成２２年 ４月  資料室を肢体不自由学級として整備する。校長室、特別支援教室の床にカーペットを張る。 

平成２３年 ２月  清水未来文庫を設置する。 

    平成２３年 ６月    会議室に机・椅子を購入し、会議室の整備をする。（寄贈：同窓会） 

  平成２３年  ８月    理科室・家庭科室・二階廊下・三階廊下の床を張り替える。 

    平成２６年  ２月    メタロフォンを購入する。（寄贈：同窓会） 

  平成２６年  ３月    職員室・校長室のブラインドを新しくする。  

  平成２６年 ９月  アコーディオンを購入する。（寄贈：同窓会） 

  平成２７年 ９月  バス・キーボードを購入する。（寄贈：同窓会） 

  平成２８年 ３月  太田様より図書の寄贈を受け、「太田文庫」として整備する。（寄贈：太田様） 

  平成２８年１２月  全教室・特別教室にエアコンを設置する。 

  平成２９年 ３月  旧飼育小屋を撤去し，栽培園を整備する。 



令和 元年 ６月  校舎大規模改修をする。 

        ７月  旧小プール撤去し、アスファルト舗装をする。 

       １０月  太陽光発電を設置する。 

  令和 ２年 ８月  １人１台タブレット端末整備が完了する。 

     ３年 １月  文部科学省 学びの保障オンライン学習システム(MEXCBT)の導入に係る調査研究事業へ参

加する。 


