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Ⅰ 学校の概要 

 

  １  開校までの概要 

 音更市街と木野市街のほぼ中間，北７線（若干南より）と北９線に柳町団地が北海道

住宅供給公社（業務受託者  株式会社音更振興公社）により，第２次にわたり造成分譲

（第２次分譲受付  Ｓ４６．１２．１）された。 

宅地数は５６６区画で，約３０ｈａの造成面積を有している。 

団地内に保育所・小学校・商店・診療所・簡易郵便局・交番等の建設用地が確保され

た条件の中で，帯広市のベットタウンとして建築の槌音が響き，色とりどりのモダ ンな

家が急速に建ちはじめた。 

当初は団地内の幹線道路は舗装されていたが，道路問題・電話の取付・街路樹・小学

校建設問題等，住民生活に直接かかわる諸問題解決のために先住者の苦労は大変なもの

であった。特に一条盛穂氏（南区）を中心に，地元町議土井徳太郎氏の協力を得て着々

と生活基盤の整備がなされた。 

現在の小学校用地をほぼ南北に旧音更川が流れていたので，この一帯は化粧柳の群生

地として名が知られていたところである。 

戸数の増加に伴い，児童数も増え，団地より約２５㎞の下音更小学校および一部は音

更小学校に通学していたが，小学校建設の機運が盛り上がり小学校建設促進期成会（会

長  一条盛穂氏）が結成され，町理事者ならびに町教育委員会と建設についての接渉が

何回も持たれ，町教育委員会は，柳町団地と緑陽台団地の将来的展望のかかわりの中で，

確保されていた小学校用地内に小学校の建設にふみきった。 

昭和５１年１２月１３日に（仮称）柳町小学校ＰＴＡ設立世話人会（代表  永谷芳氏）

が設立され，活動計画として，学校内部の施設設備に対する調査要望・ＰＴＡ組織作り

のための会則原案づくり・通学区の早期解決要望・校舎建設促進期成会との連携等を掲

げ，町教育委員会との交渉を重ねながら６回の会合を開き，開校までの重要な役割を果

した。 

 

    ★  通    学    区  ★ 

北  ～  １号より南 

南  ～  士幌線の東側は６線より北、西側は６線と７線の中間地点より北 

東  ～  柳町団地 

西  ～  緑陽台団地 

 

通学区の設定により，音更小学校・下音更小学校の両校に通学していた学区内の児  童

が新設校に入校することになり，昭和５２年４月１１日に開校式を挙行し，校名の授与

（音更町立柳町小学校）を受けて第一歩をふみだした。 
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２ 開校の概要 

 

昭和５０年頃       地域の人々は「柳町小学校建設促進期成会」を発足させ，新

設校の設置を強く要望する。 

昭和５２年１２月２０日  現在地に「柳町小学校」の設置を届出 

昭和５２年 ２月 １日  開校事務取扱い発令 

              下音更小学校長 （兼務）松本 五郎氏 

              下音更小学校教諭（兼務）小川 昭一氏 

３月３１日  両氏の開校事務取扱い解かれる 

４月 １日  砂田正利校長以下１３名の教職員発令 児童数２６６名 

４月１１日  開校式・始業式が挙行される     児童数２７２名 

 

３ 学校の概要 

 

（１）認可学級    普通学級１３  特殊学級１ 

（２）校地面積    ２７，４５３㎡ 

（３）グラウンド面積 １７，６３６㎡ 

（４）校舎棟面積 

    ５１年度   校舎        面積 ２３７，６００㎡ セフト工法３階建 

５２年度   体育館       面積  ８４，０１２㎡ セフト工法 

５３年度   校舎増築      面積  ４８，１７４㎡ セフト工法３階建 

５４年度   プール（屋根付き） 面積  ７８，６６０㎡ 25ｍ×15ｍ６コース 

５６年度   校舎増築（プレハブ２教室） 

５７年度   緑陽台地区分離（プレハブ２教室撤去） 

（５）体育館面積    ８４０㎡ 

 

４ 学校の沿革   （学級数は特学を含む） 

昭和５２年度 

 昭和５２年 ４月  初代校長 砂田正利氏以下教職員１３名着任 
           柳町小学校開校式 ９学級 児童数 ２７２名 
       ６月  ビニールハウス設置 遊具施設完成 
       ９月  校歌・校章設定 通用門完成 
      １０月  校訓設定 
      １１月  校舎落成記念式典挙行 
      １２月  正面玄関に校章取付 
 
昭和５３年度 
昭和５３年 ４月  １４学級 児童数３４９名 
          視聴覚室を普通教室に転用のため間仕切り 
      ５月  グラウンド整備（土ダンプ１９０台搬入） 

 ６月  屋外トイレ設置（体育館前） 
１０月  ６教室増築 教頭住宅新築（仲区１２番地） 
１２月  屋外物置設置 
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昭和５４年度 
昭和５４年 ４月  １５学級 児童数 ４４０名 
      ６月  おう吐下痢症３９名欠席（９日～１１日）運動会延期 
     １１月  町内小学校芸能交歓会（本校会場） 
          音更町学校教育研究大会（本校会場） 
 

昭和５５年度 
昭和５５年 ４月  １７学級 児童数５５６名 
          ２代校長 川村良三氏着任 
昭和５６年 ２月  落語クラブ ＮＨＫテレビ放送 
 

昭和５６年度 
昭和５６年 ４月  １９学級 児童数６７８名 
          学級増によりプレハブ２教室増築 
      ６月  おう吐下痢症で欠席６７名（５日午前放課，６日臨休） 
      ８月  十勝母と女教師の集い（本校会場） 
昭和５７年 ３月  プレハブ２教室撤去（緑陽台築分離に伴って） 

 
昭和５７年度 

４月  １３学級 児童数４２０名（緑陽台地区分離 新設で緑陽台小学校へ） 
      ５月  正面玄関前にオンコ植える（野花南 織田均氏寄贈） 
          グラウンド西側にニオイヒバ植える 
          小動物飼育舎，同金網設置 
      ７月  落語クラブ ＨＴＢテレビで全道放送 
          外便所２基設置（グラウンド西側）焼き物室設置 
          遊具設置（ブランコ８連１基、シーソー２基、ランニングドラム２台） 
      ９月  陸上競技練習風景 ＮＨＫテレビで全道放送 
     １１月  遊具設置（クライミングタイヤ 佐藤敬治氏寄贈） 
          柳町１０周年記念式典（本校体育館） 
 

昭和５８年度 
昭和５８年 ４月  １３学級 児童数４７４名 
          ３代校長 辻田 昭氏着任 
      ５月  落語クラブ ＮＨＫテレビで全道放送 
      ６月  学級増  １学年３学級編成 
      ７月  校舎案内板設置（アサヒ商会寄贈） 
      ８月  校舎前・東側道路舗装工事  校長室  職員室 切替電話設置 
     １０月  音楽演奏台作成（町教委） 
 

昭和５９年度 
昭和５９年 ４月  １３学級 児童数４６０名 
      ６月  学級増 ３学年３学級編成 
      ７年  会計検査院監査（学級編成） 
      ８月  校地西側通路舗装工事 
     １１月  町小中芸能交歓発表会（本校会場） 
     １２月  町監査委員監査 
 

昭和６０年度 
昭和６０年 ４月  １３学級 児童数 ４５０名 

 ６月  学級増 ５学年３学級編成 
      ８月  落語クラブ ＨＢＣラジオで放送される 
      ９月  音更郵便局より丸型ポスト譲渡される 
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昭和６１年度（開校１０周年） 
昭和６１年 ４月  １３学級 児童数４２３名 
          ４代校長 斉藤秀吉氏着任 
      ６月  町文化センターオープン行事に全児童参加 
      ８月  町内学童水泳大会（本校会場） 
     １０月  航空写真撮影（開校１０周年記念として） 
     １１月  開校１０周年記念式典ならびに祝賀会 
 

昭和６２年度 
昭和６２年 ４月  １３学級 児童数３９０名 
     １１月  町小中学校芸能交歓会（本校会場）  音更町学校教育研究大会 
 

昭和６３年度 
昭和６３年 ４月  児童数 ３８７名 
      ９月  手話クラブ新得町わかふじ寮生と交流 
平成 元年 ２月  流感による学級・学年閉鎖（４・６年） 
      ３月  手話クラブ新得町やすらぎ荘老人と交流 
 

平成元年度 
平成元年  ４月  １３学級 児童数 ３５９名 
          ５代校長 井川 厳氏着任 
      ８月  新任教師学校視察ならびに研修会を実施 
      ９月  パークゴルフコースを設置する 
     １０月  体育館ステージに照明設備寄贈される 
          十勝算数数学研究会授業研究会を実施する 
     １１月  ウエンデル氏を迎えて全校集会 
          全校集会（くす玉割り） あじろ運動元年とする 
平成 ２年 １月  ５校スケート交歓会場となる 
      ２月  手話クラブ新得町やすらぎ荘老人と交流 
 

平成２年度 
平成 ２年 ４月  校内共同研究課題「豊かな人間性を育てる性教育の実践研究」（第１年次） 
                                     に取り組む 
      ５月  ＰＴＡ環境整備作業 
          スケートリンク小屋コンパネ張り，白樺枝払い 
          東側緑石カラーペンキ塗り，松類移植，フェンス修理 
      ６月  「あすなろ運動」標語懸垂幕設置（屋上から玄関横へ） 
          大相撲ふれあい教室（北勝閧地４名来校） 
      ７月  学校用地西へ６４００  拡張―整備利用計画検討開始 
    ７～８月  「学校沿革史」「歴代教職員名簿」「歴代ＰＴＡ役員名簿」 

完成・掲示（２階廊下） 
      ８月  焼却炉取り替え設置  新任教師視察研修（２日間―５名） 

 ９月  グラウンド南側防球ネット設置 
手話クラブ新得「やすらぎ荘」訪問交流 

     １０月  生活科授業研究会（十勝研究所協力員 １年山本学級） 
     １２月  グラウンド南側排水設置（１ヶ所） 
平成 ３年 １月  ○○○年ぶりの大雪（９８ｃｍ） 
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平成３年度 
平成 ３年 ４月  １３学級 児童数３５４名 
          校内共同研究「豊かな人間性を育てる性教育の実践研究」の取組み 
      ５月  柳町小学校通学区地図完成掲示 
          学校用地境界植樹１４０本 移植７７本 
          １階正面廊下掲示用黒板クロス張り替え 
      ６月  管理人（桜井さんご夫妻）着任 
      ８月  カーテン取り替え（体育館・その他） 

           グラウンド排水工事手直し 
       ９月  台風１９号接近のため、集団下校１０：００ 
      １０月  交通安全宣言（職場） 
      １１月  「さけ」飼育開始  長沼町から学校視察に来校 
 平成 ４年 ２月  手話クラブ 新得やすらぎ荘訪問 
 
平成４年度 
平成 ４年 ４月  １２学級（含む 特殊学級１）３２９名 
          ６代校長 佐野 繁雄氏着任 

           学校週５日制検討委員会（２回） 
       ５月  校舎外環境整備 
           グラウンド整地機購入 
           校舎拡張用地北川 松の木５０本植樹 
           グラウンド芝生に桜の木２０本植樹 
       ６月  学校週５日制検討委員会（２回）  給食室暖房ヒーター１基取り替え 
       ７月  プール温水器取り付け工事着工 
       ８月  屋体天井修理 
       ９月  ボイラー室タンク取り替え 
      １０月  電子コピー機購入 
      １１月  町Ｐ連研究大会会場校（参加者４３０名） 
      １２月  リンク散水車ワンタッチ方式完成 
 
 平成 ５年 １月  釧路沖地震（震度５）２０：０５ ３階被害甚大 
           地震による破損個所調査・点検・修繕 
       ２月  地震災害による壁補修・機材購入 
       ３月  地震による破損個所修理 
 
平成５年度 
平成 ５年 ４月  １２学級（含む 特殊学級１）３６９名 

        ５月  玄関タイル補修  体育館東側外トイレ新設粋 
        ７月  ２階便所・職員トイレファン取り替え 
            給食室タイル補修  校門前ゴミ篭一基増設 
        ８月  プール時計取り替え（中古） 

カーテン取り替え（１年～４年） 
１・２階扉錠前取りつけ  校舎・東・西側塗装工事着工 
体育館渡り廊下の境工事 

１０月  家庭科室ガス警報器取り替え 
平成 ６年 １月  果樹園表示設置 

            給食消毒保管庫・コンピューター取り替え 
            各階パイプの外側の修理  スケート小屋に螢光灯－基増設（中古） 

２月  ジープ修理（キャブレターオーバーホール） 
トランス電気メーター取り替え（５年に１度） 
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平成６年度 
平成 ６年 ４月  １３学級  児童数３７３名 

                   給食室食器消毒保管庫更新 
５月  玄関階段修理 
６月  プール屋根塗装完成  ジープ修理                     
７月  ３階トイレ配管修理 
９月  管理人車庫増築  給食室用ポリシャー修理  体育館西側扉修理 

１０月  散水車タンク修理  ポンプ車払下げ 
１１月  プール塗装完成  音更町教育研究大会（会場校） 

平成 ７年 １月  リンク小屋南側下屋設置 
        ２月    スケート小屋ホームタンク設置 
 
平成７年度 
平成 ７年 ４月  １２学級  児童数３７１名 
          ７代校長 川村 重俊氏着任 

                  ファックス設置 
５月  グランド整地作業 

環境整備作業（西側通学路街路樹支払い）  給食用食器棚設置 
６月  プール浄水施設取替作業  第１３回柳町サミット開催 
７月  除雪用４輪駆動車購入 

１１月  ステージ幕巻き上げ機取替  スケート小屋電灯配線作業 
１２月  第１４回柳町サミット開催 

                  廃土板新規作成  ホーキングマシン購入 
平成 ８年 １月  家庭科室ガス台設置               

２月  ３の２教室黒板修理  十勝教職経験者研修会授業公開 
３月  ＰＴＡ研修会（全校授業参観日） 
 

平成８年度（開校２０周年） 
  平成 ８年 ４月  １２学級    ３６８名 

５月  ＰＴＡ環境整備作業（西側通）  第１５回柳町サミット開催 
６月  開校２０周年記念大運動会  給食室食器洗浄機 
７月  開校２０周年記念音楽会（全校授業参観日） 

                  全国ママさんバレー交歓大会・会場 
１０月  開校２０周年記念学習発表会 

保存食用冷凍庫  ステージ照明施設 
１１月  プール塗装完成 

                  音更町教育研究大会（会場校） 
１２月  開校２０周年記念教育講演会（全校授業参観日） 

平成 ９年 ２月  第１６回柳町サミット開催 
 

平成９年度 
平成９年度 ４月  １３学級（内  情緒１）  ３５３名 
          ８代校長 小野寺 大氏着任 

５月  ＰＴＡ環境整備 作業農園の植えつけ（じゃがいも・とうもろこし） 
６月  第２１回運動会 
７月  屋上防水工事（８月２６日  完了） 
９月  グランド整地・砂入れ グランド東側防犯灯設置 

砂場の砂の入れ替え。体育館暗幕の取り替え 
１０月  第１７回柳町サミット開催 学習発表会 物置の設置 
１１月  全校参観日  ＰＴＡ講演会 

平成１０年 ２月  回転釜の取り替え（給食） 
        ３月  第２１回卒業・修了式 
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平成１０年度 
平成１０年 ４月  １４学級（情緒１ 難聴１）  ３７１名   

        ５月  ＰＴＡ環境整備作業 
６月  運動会 
７月  ３階音楽室床の張り替え 

        ８月  １階教室床の張り替え          
１０月  学習発表会 

平成１１年 ３月  第２２回卒業・修了式 
 

平成１１年度 
平成１１年 ４月  １５学級（情緒１ 難聴１ 知的１）  ３６１名 
          ９代校長 山口 孝志氏着任 

５月  ＰＴＡ環境整備作業  花壇作り 
６月  運動会 
８月  夏休み作品展 管内特殊学級小・中学校合同運動会 

１０月  学習発表会  全道進路研究大会（６年・やまびこ学級授業公開） 
平成１２年 ３月  第２３回卒業・修了式  
 

平成１２年度 
平成１２年 ４月  １５学級（含 難聴１ 情緒１ 知的１) 

５月  春の遠足 
６月  第２４回運動会 
７月   柳っ子タイム 
８月  夏休み体験発表交流会       
９月  ５・６年生全十勝小学校陸上競技大会参加 

１０月  ５年生宿泊学習 
１１月  ６年生租税教室 全校かくれんぼ大会    
１２月  もりだくさん文化祭 

平成１３年 １月  ＪＩＣＡ研修生（２名）給食現場実習 
２月  校内スケート記録会   全校参観日（柳っ子タイム発表) 
３月  第２４回卒業・修了式  
 

平成１３年度 
平成１３年 ４月  １５学級（含 難聴１ 情緒１ 知的１）     ３６５名  

５月   交通安全教室  ＰＴＡ環境整備作業 
６月  運動会 避難訓練 ５年生国際交流学習 
７月  町内特殊学級バス学習     ６年生キャンプ 
８月   夏休み作品展 
９月  全校演劇鑑賞 修学旅行台風１５号により延期（9/12→10/3）   

１０月  ３年ドラマワークショップ 学習発表会 
１１月  ４年生ボランティア学習  ６年生租税教室  
１２月  朝だよ集会 

平成１４年 ２月  もりだくさん文化祭 １日入学  
        ３月  ６年生を送る会     第２５回卒業・修了式 
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平成１４年度 
平成１４年 ４月  １５学級（含 難聴１ 情緒１ 知的１）３３４名 

    第１０代校長 伊藤 史朗氏着任 
       ５月  春の遠足 交通安全教室 ＰＴＡ環境整備作業 

６月  運動会雨天により１日延期 アダム君体験入学（８／３０迄） 
７月  よさこい祭り出演（３年生） 
９月  修学旅行 第１回バイキング給食（６年生） 

１０月  Ａブロック陸上大会台風により中止 
１１月  音楽鑑賞会 
１２月  もりだくさん文化祭         

平成１５年 ２月  集団風邪のために学級閉鎖（４の１）                     
３月  第２６回卒業式・修了式 
 

平成１５年度 
平成１５年 ４月 ＜１５年度＞ 

１６学級（含 難聴１ 情緒１ 知的１ 肢体不自由１）３２６名 
５月  春の遠足 交通安全教室 ＰＴＡ環境整備作業 
６月  運動会雨天により２日延期  
７月  全校ウォークラリー 
９月  修学旅行 第２回バイキング給食（６年生） 

      １０月  学習発表会 
平成１６年 ３月  第２７回卒業式・修了式 
 

平成１６年度 
平成１６年 ４月  １５学級（含 情緒１ 知的１ 肢体不自由１）３２０名 

       ５月  春の遠足 交通安全教室 ＰＴＡ環境整備作業 集団下校訓練 
       ６月  運動会 
       ７月  全校集会（フリーマーケット） 
       ８月  第１回校区交流運動会 
       ９月  修学旅行 第３回バイキング給食（６年生） 
      １０月  学習発表会        

１１月  文化祭ＤＸ集会 
平成１７年 ３月  第２８回卒業式・修了式 
 

平成１７年度 
 平成１７年 ４月  １５学級（含 情緒１ 知的１ 肢体不自由１）３０５名 
           １１代校長 合田 義博氏着任 
       ５月  春の遠足 交通安全教室 ＰＴＡ環境整備作業 第１回集団下校訓練 
       ６月  運動会                        

７月  全校集会（フリーマーケット） 
       ８月  第２回校区交流会  第２回集団下校訓練 
       ９月  修学旅行 第４回バイキング給食（６年生） 
      １０月  学習発表会 

１１月  ビバ柳町（全校集会）    不審者対応実技研修開催 
１２月  校区内安全パトロール開始 

平成１８年 １月  英語指導２・５年   第３回集団下校訓練 
３月  第２９回卒業・修了式 
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平成１８年度 
平成１８年 ４月  １５学級（含 特別支援① ② ③）３０４名 

５月  春の遠足 交通安全教室 ＰＴＡ環境整備作業 第１回集団下校訓練 
６月  運動会 
７月  全校・地域参観日 
８月  第３回校区交流会  第２回集団下校訓練 
９月  修学旅行 第５回バイキング給食（６年生） 

１０月  学習発表会 
      １１月  ビバ柳町（全校集会）    不審者対応実技研修開催 

１２月  校区内安全パトロール開始 
平成１９年 １月  第３回集団下校訓練 

       ３月  第３０回卒業・修了式 
 
平成１９年度（開校３０周年） 
平成１９年 ４月  １５学級（含 特別支援① ② ③）３０１名 

       ５月  プール鉄骨取替・補修  おやじの会による遊具補修 
６月  開校３０周年記念運動会 
７月  第６回柳偲会 
８月  第４回校区交流会（開校３０周年記念柳町地区盆踊り大会） 

本校グラウンドにて開催 
９月  とかち帯広掃除に学ぶ会 

１０月  開校３０周年記念学習発表会  
           全道算数数学研究大会十勝大会（湯藤教諭授業公開） 

１１月  開校３０周年記念式典・祝賀会 
平成２０年 ３月  第３１回卒業・修了式 

 
平成２０年度 
平成２０年 ４月  １５学級（含 特別支援① ② ③）３１９名 
          １２代校長 宮澤 洋氏着任 

       ６月  運動会 
       ７～８月 耐震工事 外壁塗装工事 
       ８月  第５回校区交流会 
       ９月  第２回「とかち帯広掃除に学ぶ会」 
      １０月  学習発表会  
      １１月  施設部・おやじの会によるスケートリンク小屋新設作業 

（２１年度へ継続） 
平成２１年 ３月  第３２回卒業・修了式 
 

平成２１年度 
平成２１年 ４月  １４学級（含 特別支援① ②）３１８名 

       ６月  運動会 
      １０月  学習発表会  
           新型インフルエンザによる学校閉鎖 
      １１月  施設部・おやじの会によるスケートリンク小屋新設作業 
平成２２年 ２月  ５年生宿泊学習（10 月より延期） 

３月  第３３回卒業・修了式 
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平成２２年度 
平成２２年 ４月  １５学級（含 特別支援① ② ③）３２５名 

       ６月  運動会  プール屋根改修工事完了 
       ７月  おやじの会による図書室改装作業 

１０月  学習発表会  
１１月  ストップ・ザ・いじめ子ども会議（児童会長ら６年生３名参加） 

平成２３年 １月  新学習指導要領に則った教育課程編成試案整備完了 
３月  第３４回卒業・修了式 
 

平成２３年度 
平成２３年 ４月  １６学級（含 特別支援① ② ③ ④）３２４名 
          １３代校長 横山 利幸氏着任 

       ６月  運動会 
       ７月  交通安全教室（トラック協会青年部） 
       ９月  水道管改修工事完了 
           地域災害時用貯水槽設置工事完了  駐車場舗装工事完了 
      １０月  学習発表会   屋体耐震構造改修工事完了 
      １１月  ストップ・ザ・いじめ子ども会議（６年生３名参加） 
平成２４年 ３月  第３５回卒業・修了式 
 

平成２４年度 
平成２４年 ４月  １７学級（含 特別支援 知・情・言・肢・病）３４３名 
          交通安全教室 
      ５月  遠足 和楽器鑑賞・体験教室  グラウンド水はけ改修 
      ６月  運動会 
      ７月  全校・地域参観日  プールボイラー新機設置・配管改修 
      ８月  プール灯油タンク交換  音更駒太鼓体験教室 
     １１月  十勝教育研究サークル合同研究大会（会場校） 
     １２月  全校・地域参観日  琴・尺八鑑賞・体験教室 
平成２５年 １月  教室等窓ガラス交換 
      ３月  バイオリン鑑賞・体験教室 
          第３６回卒業式・修了式 

 
平成２５年度 
平成２５年 ４月  １７学級（含 特別支援 知・情・言・肢・病）３４１名 
          体育専科教員活用事業に伴う加配教員赴任 
          琴の体験教室 
      ５月  体育館北側整地作業  北側樹木の枝払い  印刷機更新 
          交通安全教室 
      ６月  運動会  不審者対応訓練  新体力テスト実施（全学年） 
      ７月  全校・地域参観日（やなぎっ子合唱祭） 
          敷地東側街路灯設置工事・屋外電源設置工事 
      ８月  校内放送設備更新工事  １階防煙シャッター改修工事   
          敷地内埋設ガス管更新工事  バイオリン鑑賞・体験教室 
      ９月  校舎西側物置の更新作業（１１月まで） 

  第３３回柳町サミット  バイキング給食（６年） 
  グラウンド東側走幅跳用砂場等の整備（和田 勝氏・和田 賢氏の協力） 
  職員室内コピー機の更新 

     １０月  学習発表会  音更駒太鼓体験教室  第８回柳町小学校「柳偲会」 
     １２月  琴・尺八鑑賞・体験教室  音更町教育研究所体育実技講習会開催 
平成２６年 １月  敷地南側通路沿樹木の枝払い  火災報知器等防火設備更新工事 
      ２月  小中連携事業（出前授業）  保小連携事業（出前授業） 
          特別支援教室トイレの改修工事 
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          児童用トイレ小便器用手すりの設置作業 
          １階渡り廊下段差部分へスロープ設置 
      ３月  第３７回卒業式・修了式 
 

平成２６年度 
 平成２６年 ４月  １７学級（含 特別支援 知・肢・病・言・情）３４１名 
           １４代校長 中村 真也氏着任 
           体育専科教員活用事業（２年次） 
           新体力テスト実施（全学年） 
       ５月  給食調理室玄関換気扇の新設 
       ６月  運動会  ホクレン陸上部による陸上教室（６年） 
           保健室内足洗い場（シャワー）新設 
       ７月  全校・地域参観日（やなぎっ子合唱祭） 
       ８月  敷地内街灯改修（全灯ＬＥＤ化） 
       ９月  体育館内電気設備改修  不審者対応訓練 
           第３４回柳町サミット  バイキング給食（６年） 
      １０月  学習発表会  音更駒太鼓体験教室 
           音更町教育研究所体育実技講習会開催 
      １１月  稲葉篤紀Ａｉプロジェクトツアーin 音更町に伴い 
            北海道日本ハムファイターズ 稲葉 篤紀氏との交流（全学年） 
      １２月  琴・尺八鑑賞・体験教室（６年）  積雪のため臨時休校 

      ２月  ピアノ鑑賞教室（６年）  教室・廊下窓の網戸増設 
          小中連携事業（出前授業）  積雪のため臨時休業 
      ３月  第３８回卒業式・修了式 
 

平成２７年度 
平成２７年 ４月  １７学級（含 特別支援 知・肢・病・言・情）３３７名 
          体育専科教員活用事業（３年次） 
          新体力テスト実施（全学年） 
      ６月  運動会 職員室・保健室間のインターフォン設置 

７月  地域・全校参観日（やなぎっ子合唱祭） 
８月  体育館前（学童保育所・野草樹木園跡地）の駐車場整備 
    ３階家庭科準備室・用具室間壁面撤去・新教室整備 

体育館非構造部材耐震工事 
 ９月  北海道シェイクアウトに参加（防災訓練） 

           音更町教育研究大会主会場（研究発表・８授業公開） 
           第３５回柳町サミット バイキング給食（６年） 

１０月  学習発表会 
１１月  音更町教育研究所体育部会体育実技研修会 
１２月  地域・全校参観日 

 平成２８年 １月  積雪のため臨時休業 
 ２月  ６年緑陽台小学校との交流学習 

           長島圭一郎氏を講師にスピードスケート特別授業 
 ３月  全校参観日 

第３９回卒業式・修了式 
 
平成２８年度 
 平成２８年 ４月  １７学級（含 特別支援 知・肢・病・言・情）３３４名 
           第１５代 麻生 克彦 氏 着任 

５月  遠足 音更町放課後こども教室開始 
６月  運動会 
７月  地域・全校参観日（やなぎっ子合唱祭） 
８月  パソコン室ＰＣ機器整備 
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    ５年教室薄型テレビ設置・緊急避難所用電話工事 
    校舎開錠時刻を７：４５に変更 

     台風に伴う音更川氾濫警戒により共栄中に全校避難 
       ９月  緊急避難マニュアル整備 

第３６回柳町サミット バイキング給食（６年） 
１０月  学習発表会・職員及びＰＴＡおやじの会による児童トイレ清掃 
     6 年共栄中授業参観 
１２月  地域・全校参観日 

リオ五輪女子ラグビー日本代表 桑井亜乃選手特別授業 
 平成２９年 ２月  ６年緑陽台小学校との交流学習 

 ３月  全校参観日 
第４０回卒業式・修了式 
１階児童用トイレ改修工事 

 
平成２９年度 
 平成２９年 ４月  １８学級（含 特別支援 知・肢・病・言・情）３１９名 
           外国語活動巡回指導教員（５・６年 １年間） 

音更町嘱託生涯学習職員による毛筆指導（３～６年 各１回） 
５月  遠足 音更町放課後こども教室開始 
６月  運動会 
７月  地域・全校参観日（やなぎっ子合唱祭） 学童との交流会実施（年２回） 
８月  ４年教室薄型テレビ設置 朝の読み聞かせ活動開始（１年間） 

       ９月  英語指導力向上研修・６の２授業公開 
第３７回柳町サミット兼見守り隊・見回り隊 バイキング給食（６年） 

１０月  学習発表会 6 年共栄中授業参観（緑陽台小学校６年生と合同） 
十勝教育研修センター 性教育講座・５の１授業公開 

１１月  音更町教育研究所指導力向上事業 道徳・５の２授業公開 
１２月  地域・全校参観日 

 平成３０年 ２月  共栄中体験入学及び６年緑陽台小学校との交流学習 
 ３月  全校参観日 荒天に伴う臨時休業 

第４１回卒業式・修了式 
 
平成３０年度 
 平成３０年 ４月  １６学級（含 特別支援 知・肢・病・言・情）２８６名 

第１６代 伊藤 道彦 氏 着任 
       ５月  遠足  
       ６月  運動会 ５年教室薄型テレビ設置 地域全校参観日（やなぎっこ合唱祭） 
        大規模改修工事設計開始 
       ７月  正面玄関外側改修工事 
       ８月  学校閉庁日設定（８月１２日～１４日・１／１月４日） 
       ９月  とかち母と女教師の集い音更大会会場提供 
           胆振東部地震に伴う停電のため臨時休業 修学旅行延期 
      １０月  学習発表会 
      １２月  地域・全校参観日 ６年薬物乱用防止教室 
 平成３１年 １月  緊急時引き渡し訓練 
       ２月  全校参観日 
       ３月  第４２回卒業式・修了式 
 
令和元年度 
 令和元年  ４月  １６学級（含 特別支援 知・肢・病・言・情）２８０名 
       ５月  遠足 
       ６月  運動会 地域全校参観日（やなぎっこ合唱祭） 
           ＴＢＳ系列「人間観察バラエティ！モニタリング」～日本全国！ご当地
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給食モニタリング～収録。俳優速水もこみち氏来校 
       ７月  大規模改修工事開始（給食調理室及び各階トイレ，５カ年計画 
           ２年教室薄型テレビ設置 
       ８月～１0 月 高学年参観日「スマホ・携帯安全教室」実施 
       ８月  緊急時引き渡し訓練 

９月  ５年認知症キッズサポーター養成講座実施 
１０月  学習発表会 
１１月  十勝教育研究所共同研究 国語科３の１授業公開 
     第 41回十勝地区国際理解教育研究大会 

４の２ 総合的な学習授業公開 ６の１社会科授業公開 
１２月  地域・全校参観日 

 令和 ２年 ２月  音更町冬季避難所宿泊体験（地域対象） 
           新型コロナウイルス拡大防止のため臨時休業 
       ３月  第４３回卒業式・修了式 
 
令和２年度 
 令和２年  ４月  １６学級（含 特別支援 知・病・言・情２）２７７名 

           臨時休業 4月 20日（月）〜5月 1７日（日）まで（新型コロナウイル 

ス感染予防） 
       ５月  １８日（月）〜29 日（金）分散登校（各学級２グループ交代で登校） 

           公務員弘済会スポーツパックミニ贈呈式 

       ６月  １日（月） 学校通常再開 

           保護者面談（１年のみ） 不審者対応教室（１年のみ） 

 ７月  緊急時引き渡し訓練（1年のみ） 

８月  大規模校舎改修工事２年目（職員室天井・保健室・印刷室・管理人室・

図書室・図工室・家庭科室・理科室） 【夏季・冬季休業期間】 

      ９月  各学年バス学習 

      １０月  体育参観日「お外で体育」（学年ごと 5 日間実施）、宿泊学習（5 年生） 

１１月  修学旅行６年（旭川方面） 

 令和 3 年    1月  タブレット型 PC、キャビネット納入  

       ２月   分散参観日（６日間） 

          ３月   第 44 回卒業式（６年生のみ）・修了式（前日実施） 

 

令和 3 年度 
 令和 3 年   ４月  １５学級（含 特別支援 知・病・言。情２）273 名 
            第１７代 稲葉 珠樹 氏 着任 
             5 月  遠足 
       6 月  道の駅愛称募集に向けた出前授業（3 年生） 
       7 月  運動会、修学旅行 6年（登別方面） 
           音更町感染症対策アドバイザー事業（柳町小体育館） 
           大規模校舎改修工事 3 年目（2・3 階普通教室、特別支援教室５） 
      １０月  宿泊学習 5年（ネイパルあしょろ） 
           どさん子☆こども会議（zoom）児童会長参加 
      １１月  学習発表会（学年ごと）2 日間 
      １２月  認知症サポーター授業 6年 
           大規模校舎改修工事（特別支援教室４） 
 令和４年  ２月  オンライン学年学級懇談会・録画授業配信（Chromebook） 
              3 月  6 年生を送る会（５・6年生オンライン交流） 

第 45 回卒業式（6年のみ）、修了式（後日実施）  
                 


