
小学校の沿革

【一関地区】

創立年 創立時の設置経過等 閉校年 統合先

明治6年 田村藩校であった教成館の建物及び地所を使用して開校

狐禅寺小学校 明治6年 公立狐禅寺小学校として創立 昭和40年 一関小学校

明治7年 蘭梅山麓の梅森氏宅を教室に、公立山目小学校として開校

笹谷小学校 明治11年 笹谷、外山両部落連合し、民家に仮設し、赤荻学校支校と称す 昭和50年 山目小学校

明治5年 公立学校赤荻小学校として創立

明治6年
公立中里小学校として創設、昭和34年同校川辺分校、前堀分校を
統合

明治6年 寺院長寿寺に滝沢小学校として開設

昭和32年
前身は、明治6年創立の真柴小学校。真柴小学校学区と萩荘小学
校学区、一関小学校学区の一部を併合し開校

平成2年 旧弥栄小学校と平沢小学校が統合

(旧)弥栄小学校 明治25年
富沢尋常小学校より分設、揚生尋常小学校として創立。明治39年7
月弥栄尋常高等小学校と改称

平成2年 弥栄小学校

平沢小学校 明治20年

明治2年佐藤雄五郎氏私塾から始まる。明治20年平沢簡易小学
校、明治25年平沢尋常学校。明治41年3月 平沢尋常小学校、富沢
尋常小学校が合併し、平沢に分教場として設立。昭和4年4月独立。
平沢尋常高等小学校設立

平成2年 弥栄小学校

平成17年 旧萩荘小学校と市野々小学校が統合

(旧)萩荘小学校 昭和32年 旧萩荘小学校、同校川台分校、西黒沢小学校が統合 平成17年 萩荘小学校

市野々小学校 明治5年 明治5年6月創立 平成17年 萩荘小学校

明治6年
公立五串小学校、猪岡小学校と称し開校、大正12年3月猪岡小学
校と合併

山谷小学校 明治6年 公立山谷小学校として三浦寿松氏宅を借用して創立 平成17年 厳美小学校

達古袋小学校 明治5年 明治5年11月創立 平成25年 厳美小学校

明治5年
公立本寺小学校創立、明治7年に小猪岡小学校、明治15年に瑞山
小学校が創立され、大正12年に3校統合。本寺尋常高等小学校と
改称す。さらに昭和54年祭畤分校を統合

平成7年 舞草小学校と相川小学校が統合

舞草小学校 明治6年 観福寺を仮用し、舞草小学校と称す 平成7年 舞川小学校

相川小学校 明治6年
常川寺を校舎として始まる。明治38年、民家を借り上げ、下相川分
教場として開校

平成7年 舞川小学校

南小学校

弥栄小学校

学校名

一関小学校

山目小学校

赤荻小学校

中里小学校

滝沢小学校

萩荘小学校

厳美小学校

本寺小学校

舞川小学校



【花泉地区】

創立年 創立時の設置経過等 閉校年 統合先

昭和60年 高倉小学校と旧永井小学校が統合

高倉小学校 明治6年 東永井小学校として創立、昭和30年高倉小学校に改称 昭和60年 永井小学校

(旧)永井小学校 明治6年 西永井小学校として創立、昭和30年永井小学校に改称 昭和60年 永井小学校

昭和58年 旧涌津小学校と亥年小学校が統合

(旧)涌津小学校 明治6年 長禅寺に開校 昭和58年 涌津小学校

亥年小学校 明治8年 高台道の住宅を借用して開校 昭和58年 涌津小学校

平成4年 旧油島小学校と蝦島小学校が統合

(旧)油島小学校 明治8年 及川安兵衛氏宅に創設 平成4年 油島小学校

蝦島小学校 明治8年 貝鳥貝塚に程近い万唱寺に創立 平成4年 油島小学校

明治6年
清水・中村・奈良坂の各村に学校が設立、明治20年中村小学校を
閉校し清水小学校に合併、明治25年花泉小学校と改称、昭和43年
奈良坂分校を統合

明治6年
大祥寺を借用し公立峠小学校創立、明治8年道慶寺を借用し男沢
小学校創立、昭和6年老松尋常小学校として名目統合

日形小学校 明治6年 日形字石畑の葛西氏宅に開校 平成27年 老松小学校

昭和57年 旧金沢小学校と刈生沢小学校が統合

(旧)金沢小学校 明治5年
八幡宮修験道場を仮用し公立金沢小学校として創立、明治19年飯
倉小学校を統合収容

昭和57年 金沢小学校

刈生沢小学校 明治6年 金田庄左エ門氏宅を借用して創立 昭和57年 金沢小学校

【大東地区】

創立年 創立時の設置経過等 閉校年 統合先

平成22年 旧大原小学校と内野小学校が統合

(旧)大原小学校 明治6年
大原本郷小学校、新山小学校の2校創立、明治7年両校が合併し大
原小学校と称す

平成22年 大原小学校

内野小学校 明治6年
大原村新山小学校附属分教場として大原村下川原（菅原儀蔵氏
宅）に開設、昭和22年大原町立内野小学校に改称

平成22年 大原小学校

平成25年 摺沢小学校、渋民小学校、曽慶小学校が統合

摺沢小学校 明治6年 高建寺本堂を校舎として開校 平成25年 大東小学校

渋民小学校 明治6年 長寿寺に開校 平成25年 大東小学校

曽慶小学校 明治7年 安全寺に開設 平成25年 大東小学校

平成18年
旧興田小学校、天狗田小学校、中川小学校、京津畑小学校、丑石
小学校が統合

(旧)興田小学校 明治6年
沖田小学校創立、明治9年鳥海小学校が創立。明治28年11月両校
が統合し興田尋常小学校と称す

平成18年 興田小学校

天狗田小学校 明治9年
沖田小学校天狗田分教場設置。明治25年11月分離独立し天狗田
尋常小学校と称す

平成18年 興田小学校

中川小学校 明治5年 柏原弥三郎氏宅を仮用し開校 平成18年 興田小学校

京津畑小学校 明治16年
中川小学校京津畑分教場設置。昭和33年4月中川小学校から分離
独立し京津畑小学校開校

平成18年 興田小学校

丑石小学校 明治16年
鳥海尋常小学校丑石分教場として開校。明治25年10月丑石尋常小
学校として独立

平成18年 興田小学校

明治6年
上ノ洞金氏所有の一屋を借用し、町方に公立猿沢小学校として創
立、明治16年下猿沢分校、新渡戸分校を統合、昭和46年峠分校を
統合

学校名

永井小学校

涌津小学校

大東小学校

興田小学校

油島小学校

花泉小学校

老松小学校

金沢小学校

学校名

大原小学校

猿沢小学校



【千厩地区】

創立年 創立時の設置経過等 閉校年 統合先

明治6年 学制の発布により吉川寺に開校、翌年大光寺に移転

昭和62年 旧小梨小学校と南小梨小学校が統合

(旧)小梨小学校 明治6年 大登にあった明進学校が校名変更で北小梨小学校となる 昭和62年 小梨小学校

南小梨小学校 明治6年
北小梨の学校の分校として始まる。昭和22年校名変更で南小梨小
学校になる

昭和62年 小梨小学校

明治8年 金田小学校として創立、明治20年清田尋常小学校と改称

明治6年

1月、下奥玉学校設置、5月、上奥玉、中の前学校設置、明治11年、
中の前学校と奥玉学校が統合して奥玉小学校になる。明治12年上
奥玉、下奥玉に分校設置、昭和45年下奥玉分校廃止、昭和54年上
奥玉分校廃止

明治6年 第7大学区第22中学区磐清水小学校を濁沼安楽寺に開設

【東山地区】

創立年 創立時の設置経過等 閉校年 統合先

平成26年 長坂小学校、田河津小学校、松川小学校が統合

長坂小学校 明治6年 安養寺に公立長坂小学校として開校 平成26年 東山小学校

田河津小学校 明治6年
妙智山観林寺に第7大学区第21中学区田河津小学校として創立。
昭和43年夏山・紙生里分校廃止

平成26年 東山小学校

松川小学校 明治6年 松川各務宅を仮校舎に開設 平成26年 東山小学校

【室根地区】

創立年 創立時の設置経過等 閉校年 統合先

平成21年 折壁小学校と浜横沢小学校が統合

折壁小学校 明治6年
廣才小学として屋中（金峰松寿院内）に創立、その後校名を変遷。
昭和22年４月 折壁小学校と改称

平成21年 室根東小学校

浜横沢小学校 明治6年
廣才小学支校として松山寺に創立。明治8年10月浜横沢小学校に
改称、その後校名を変遷。昭和22年4月学制改革により浜横沢小学
校と改称

平成21年 室根東小学校

平成21年 上折壁小学校、釘子小学校、津谷川小学校が統合

上折壁小学校 明治8年
上折壁「菅原貫根氏」別屋に創立。明治9年精勤小学校と改称、明
治25年上折壁尋常小学校と改称

平成21年 室根西小学校

釘子小学校 明治8年 大泉寺を仮校舎に明進学校として創立、その後校名を変遷 平成21年 室根西小学校

津谷川小学校 明治6年
榊原堅盤氏別宅に開校、明治25年学区を分離し、上津谷川小学
校、下津谷川小学校となる。大正7年上津谷川尋常小学校に高等
科を併設し津谷川尋常高等小学校に改称

平成21年 室根西小学校

千厩小学校

小梨小学校

学校名

室根西小学校

学校名

室根東小学校

磐清水小学校

学校名

東山小学校

清田小学校

奥玉小学校



【川崎地区】

創立年 創立時の設置経過等 閉校年 統合先

平成25年 薄衣小学校と門崎小学校が統合

薄衣小学校 明治5年
松月山東安寺に公立薄衣小学校として開校。昭和42年柳沢分校、
昭和51年南分校を廃止

平成25年 川崎小学校

門崎小学校 明治6年 常堅寺に公立門崎小学校として開設 平成25年 川崎小学校

【藤沢地区】

創立年 創立時の設置経過等 閉校年 統合先

平成21年 旧藤沢小学校、徳田小学校、保呂羽小学校、大籠小学校が統合

公立藤沢小学校として圓融寺客殿に創立

昭和48年4月西口・本郷分校を廃止、黄海小学校深萱分校を編入

徳田小学校 明治6年 公立徳田小学校として西光寺に創立 平成21年 藤沢小学校

保呂羽小学校 明治7年 公立保呂羽小学校として長徳寺に創立 平成21年 藤沢小学校

大籠小学校 明治6年 大籠簡易小学校として創立 平成21年 藤沢小学校

明治6年
各私塾を統合し長昌寺に公立黄海小学校を創立。昭和43年中山
分校廃止。昭和48年深萱分校廃止（旧藤沢小学校へ編入）、曲田
小学校を統合

曲田小学校 明治6年
黄海村字下曲田412番戸石田伝右エ門建家を仮用して校舎に充て
た。上下中山は字下中山及川多三郎建家を仮用して分校校舎に充
てる

昭和48年 黄海小学校

明治6年 第7大学区第20中学区新沼小学として創立

明治6年 平成21年 藤沢小学校

学校名

川崎小学校

新沼小学校

黄海小学校

学校名

藤沢小学校

(旧)藤沢小学校

※１　各欄は、昭和36年以降に存在した学校となっています。
　２　昭和36年以前に統合となった学校は、統合校の設立時の設置経過等に記載しています。
　３　分校の統合（廃止）については、本校の創設時の経過等に記載しています。
　４　明治16年の小学校令に基づく改称（尋常小学校、高等小学校への改称）、昭和16年の国民学校令に基
　　　づく改称（国民学校への改称）は省略しています。


