
■富丘小学校沿革（富丘中学校も含む）

和暦 西暦 月日 項 目

昭和23年 1948 1月 富丘地区総会で学校設置について協議、陳情〔富丘小学校３０年誌〕

1月 常呂村議会で富丘開拓学校設置を議決〔富丘小学校３０年誌〕

2月13日 富丘開拓学校落成式：常呂小〔当直日誌〕＊富丘小

昭和24年 1949 1月 富丘小中学校の建設場所が１５号４線の現在地に決定（富丘百年史）

5月 富丘小中学校の建築を佐藤君衛・伊藤政治が請負人となり、部落民の協力で

工事着手（富丘百年史）

8月23日 富丘小中学校上棟式（富丘百年史）

昭和25年 1950 4月1日 富丘小中学校開校式（昭和２４年５月着工）〔富丘小３０年誌〕

＊富丘小学校校章制定：初代校長／加藤吉治考案デザイン（富丘小５０年誌）

4月6日 富丘小中学校ＰＴＡ結成・創立総会（富丘小５０年誌）

6月26日 富丘小中学校第１回運動会開催

4/25 学校敷地に火入れ 4/27-29 校下父兄出動して学校周囲・グランド整地

5/11 富丘青年団の校地美化作業 5/27-29 校下父兄出動してグランド地均し

（富丘小３０年誌）

7月1日 川沿小のオルガンを富丘小に寄贈（川沿小百年史）

11月 富丘小学校に電話開通（富丘百年史）

富丘小学校校章制定（初代校長考案：中央に「富」、そこから伸びる針葉樹

広葉樹をデザイン（富丘小３０周年記念誌）

昭和26年 1951 3月 富丘小中学校第１回卒業式：卒業生女子８人（富丘小５０年史）

5月1日 子供郵便局開局（富丘小５０年誌）

6月 町議会で富丘小中学校増築議決（富丘小５０年誌）

8月 校舎増築工事着工：職員室・教室（小学校２）・廊下・児童玄関

＊9/14上棟式 ＊10/30落成 （富丘小５０年史）

11月3日 富丘小中学校校舎竣工増築落成式（８月着工）〔当直日誌〕

11月17日 富丘小中学校落成記念学芸会（当直日誌）

＊４月、町議会において水道施設決定。１０月、ＰＴＡ請負、会員協力の

もとに着工、１１月完成、同時に通水式挙行（富丘小中学校沿革誌）

昭和27年 1952 2月 ＰＴＡ組織の中に「母の会」結成（富丘小５０年誌）

4月 ６・３制実施５周年と富丘小中学校開講3周年記念事業として児童生徒・ＰＴＡ

により校舎周辺にドイツトーヒ幼苗１５００本記念植樹（現校門から１５号

道路に現存） （富丘小５０年誌）

12月6日 中湧網線、常呂・下佐呂間間開通式挙行（於下佐呂間小学校）

富丘小中学校が祝賀行事として旗行列を行い、全校生が北見富丘駅から

下佐呂間駅まで乗車（富丘小開校３０周年記念誌）

12月22日 富丘水道工事通水祝賀会：於富丘部落〔当直日誌〕

富丘小中学校に簡易水道敷かれる（富丘百年史）

＊イワケシ山から水道を引く

昭和28年 1953 3月 富丘中学校卒業生有志が中心になって、富丘小中学校同窓会結成

＊事業実施の記録なし（富丘小５０年誌）

富丘地区住民から富丘小中学校運動会優勝旗・大太鼓寄贈（富丘小５０年誌）

昭和30年 1955 富丘小中学校１６１名と最高人数となる（富丘百年史）

昭和31年 1956 8月9日 町議会で川沿小旧体育館の富丘小への払い下げが議決。8/9-12まで体育館の

解体・運搬に全戸出役作業。11月には13日間にわたり部落全員で地均し作業

（富丘小３０周年記念誌）
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8月 西４線校舎通用口に校門設置（富丘小５０年誌）

昭和32年 1957 10月3日 富丘小中学校体育館、川沿小学校体育館のを資材として解体・運搬・整地・

建設落成（８月建設開始・９月５日上棟式）（富丘小３０年誌）

10月8日 富丘小中学校体育館部落民により１４ヶ月で完成（富丘百年史）

富丘小中学校体育館、川沿より移転完成（富丘百年史）

「母の会」から体育館幕が寄贈される（富丘小５０年誌）

昭和33年 1958 5月19日 富丘小中学校に公衆電話設置（富丘小中学校沿革誌）

9月20日 富丘小学校校旗が上杉武雄氏から寄贈（富丘小中学校沿革誌）

11月18日 富丘小中学校校歌作成の寄附（高橋岸太郎）があり、校歌制定

作詞：大塚盈 作曲：根上義雄 （富丘小開校３０周年記念誌）

＊富丘小中学校沿革誌では、昭和３３年１１月２１日

昭和34年 1959 国庫材料費でピアノ購入（富丘小中学校沿革誌）

昭和35年 1960 小学生の修学旅行が始まり、５．６年生が阿寒に行く（富丘小５０年誌）

昭和36年 1961 5月2日 富丘子ども貯金会が札幌郵便局長表彰を受ける（富丘小５０年誌）

6月 グランドの整地作業に初めて町のブルドーザー導入（富丘小５０年誌）

9月 町議会で特別教室の増築議決・工事着工（富丘小５０年誌）

11月23日 特別教室落成（富丘小５０年誌）

昭和37年 1962 7月17日 イワケシの水道浄水装置取り付け、新管敷設を行い、完成

富丘小中学校教員住宅の水道配管 （富丘小学校５０年誌）

11月13日 校長住宅新築（富丘小５０年誌）

昭和38年 1963 7月 戦没者慰霊祭相撲大会に富丘小中学校代表者参加（富丘小５０年誌）

7月 ＰＴＡ請負でグランドの地ならし、暗渠排水工事実施（富丘小５０年誌）

町内防犯少年野球大会で富丘中学校が優勝

網走市で開催の少年野球地区大会に出場・敢闘 （富丘小５０年誌）

昭和39年 1964 ＮＨＫからテレビが寄贈（富丘小５０年誌）

昭和40年 1965 1月 昭和３９年８月の台風１４号と早霜による大凶作のため、冷害地農村学校給食

として乾パン・クラッカー支給（富丘小５０年誌）

2月 神奈川県初声中学校から見舞金と物資届く（富丘小５０年誌）

6月 町内中体連大会で富丘中学校が排球で優勝、卓球で準優勝（富丘小５０年誌）

10月 町内防犯スポーツ大会で富丘中学校が排球で優勝、卓球で準優勝

（富丘小５０年誌）

10月16日 富丘中学校・錦水中学校の生徒減少・校舎老朽化に伴い、中学校統合に関する

富丘中学校ＰＴＡ役員会開催（富丘小５０年誌）

10月20日 教育長を迎えて富丘中学校ＰＴＡ総会開催、中学校統合決定（富丘小５０年誌）

昭和41年 1966 3月23日 富丘中学校廃校式（通学区域は西４号を境として常呂中学校・川沿中学校）

（富丘小５０年誌）

昭和42年 1967 11月12日 富丘小学校校舎を全面改築、落成式（７.２２着工）（富丘小学校３０年誌）

＊旧校舎解体、３教室は豊川部落に、２教室は富丘部落に、職員室その他の

材料は富丘公民館建築に使用 （富丘小５０年誌）

12月7日 学校給食センター完成（常呂小百年史） 工事着工８月（新聞記事）

12月 富丘小学校で学校給食が始まり、最初はミルク給食（富丘小５０年誌）
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昭和43年 1968 1月 学校給食完全実施（富丘小５０年誌）

7月21日 西４線１５号に富丘公民館完成（富丘小敷地内）

＊昭和４２年１１月完成の富丘小学校の旧校舎廃材を利用（富丘百年史）

この年から富丘地区の馬頭祭奉納相撲に富丘小学校全校児童参加、スクール

キャンプ（７月：栄浦）も開始（富丘小３０年誌）

昭和44年 1969 1月8日 富丘小でスケートリンク開き・祝賀会（1月2日から父母がリンク造成）

（富丘小３０年誌）

4月 認可学級が２学級に減（富丘小５０年誌）

環境整備作業：通学路の拡大・砂場作り・遊戯用タイヤ埋め・屋体横グランド

整地・水道改修工事・スケートリンク散水用水道新設（富丘小５０年誌）

昭和45年 1970 2月 町民スケート大会で、女子リレーチーム優勝（富丘小５０年誌）

4月 認可学級が再び３級に増（富丘小５０年誌）

常呂町三興精機から鉄棒・ブランコ・登はん棒寄贈、ＰＴＡが設置

土俵造り、観察用池造り （富丘小５０年誌）

昭和47年 1972 4月 富丘小学校の児童数が３０人を切る（富丘小５０年誌）

昭和48年 1973 富丘小学校前道路にタイヤの花壇設置（富丘小５０年誌）

昭和49年 1974 7月 町内複式５校（日吉・福山・富丘・川沿・錦水）全児童が集まって児童交歓会

を福山小学校で開催。その後毎年開催、「集合学習」に（富丘小５０年誌）

8月 常呂ライオンズクラブが富丘小児童２８名を阿寒１泊旅行招待

（常呂ライオンズクラブ１０周年記念誌「道」）

昭和51年 1976 5月 富丘小学校スポーツ少年団（剣道同好会・ソフトボール同好会・スケート

同好会）結成 （富丘小５０年誌）

12月 富丘小学校ＰＴＡが体育館新築の陳情書を町に提出（富丘小５０年誌）

昭和52年 1977 7月 バックネット新設（富丘小５０年誌）

10月 体育館新築工事完了（富丘小５０年誌）

昭和53年 1978 7月 グランド改修工事：ローラー・暗渠（富丘小５０年誌）

9月 週２回の米飯給食を富丘小学校で電気炊飯（富丘小５０年誌）

昭和55年 1980 2月 富丘小学校開校３０周年記念誌収録のため、古老に話を聞く会、古老座談会

同窓生座談会開催（富丘小５０年誌）

6月 富丘小学校開校３０周年記念運動会を区と合同開催（富丘小５０年誌）

11月24日 富丘小学校開校３０周年記念式典

富丘小学校開校３０周年記念誌「しらかば」発行

富丘小学校開校３０周年記念事業として校門整備

（富丘小開校３０年記念協賛会）

昭和56年 1981 2月10日 富丘小学校カーリング大会（常呂カーリング協会３０年のあゆみ）

昭和57年 1982 11月18日 富丘地区高齢者コミュニティー・センター完成：富丘会館、新築落成祝賀会

（１０.１６竣工）（常呂町百年史）

落成祝賀会で、富丘小学校児童による「富丘音頭」披露（富丘小５０年誌）

富丘小学校ＰＴＡにより、グランドの土運搬、木の伐採などグランド拡張

作業実施（富丘小５０年誌）
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昭和58年 1983 7月 富丘小学校グランド脇（校舎北側林を利用）に、ＰＴＡが児童の体力増進を

目的にサーキットコース場を造成（富丘小５０年誌）

昭和59年 1984 5月 富丘小学校ではだしの学校生活（５～１０月）が始まる（富丘小５０年誌）

昭和61年 1986 1月19日 富丘小学校、体育館・特別教室・校舎増改築落成式挙行

（昭和６０年６月着工）（富丘小学校休校記念のしおり）

6月22日 第２６回町民運動会１９チーム（町民センター） 富丘優勝、２位栄浦、

３位豊川 新種目：みんなでジャンプ・流氷引き 富丘小児童が一輪車演技

披露（広報ところ）

昭和62年 1987 10月 富丘小学校に足形の塔完成（富丘小５０年誌）

大正１１年１２月、富丘地区内に設置した半鐘を富丘小学校敷地内に２カ所

設置（富丘百年史）＊現在は、富丘コミュニティセンター北側隅に設置

昭和63年 1988 4月 吉田教諭の赴任により、リコーダー始まる（富丘小５０年誌）

11月 第１回カーリング教室参加（富丘小５０年誌）

11月 北見地区リコーダーコンテストに出場、審査員特別賞受賞（広報ところ）

平成元年 1989 1月19日 第３回全道リコーダーコンテストに初出場した富丘小学校児童９人が銀賞受賞

（広報ところ）

8月24日 富丘小学校プール落成（富丘百年史）

11月 リコーダーの活躍に対して富丘小学校リコーダークラブが常呂町奨励賞受賞

（広報ところ）

平成2年 1990 1月 第４回全道リコーダーコンテストに出場、銀賞受賞（富丘小５０年誌）

平成3年 1991 1月 第５回全道リコーダーコンテストに出場、銀賞受賞（富丘小５０年誌）

7月 カナダ・バーヘッド町訪問団が来校（富丘小５０年誌）

平成4年 1992 1月14日 全道リコーダーコンテスト三重奏で、富丘小学校が金賞受賞、全国大会へ

独奏・合奏はともに銀賞受賞（広報ところ）

3月30日 富丘小学校、リコーダーコンテスト三重奏で全国大会金賞受賞（広報ところ）

11月 リコーダーの活躍に対して富丘小学校リコーダークラブが常呂町奨励賞受賞

（広報ところ）

平成5年 1993 1月 第７回全道リコーダーコンテストに出場、銀賞受賞（富丘小５０年誌）

2月 富丘小学校の音楽教育が評価され、網走管内教育実践表彰（富丘小５０年誌）

11月 北見地方リコーダーコンテスト優秀賞受賞（富丘小５０年誌）

平成6年 1994 4月 教職員定数改善により、養護教諭配置（富丘小５０年誌）

6月26日 富丘小学校蘇我竜也教諭がサロマ湖１００キロマラソン大会出場（完走）

全校児童で応援（広報ところ 富丘小５０年誌）

平成7年 1995 4月 富丘小学校に巡回校務舗配置（富丘小５０年誌）

7月 富丘小学校前の１５号道路歩道付設舗装工事開始（富丘小５０年誌）

11月 北見地方リコーダーコンテスト優秀賞受賞（富丘小５０年誌）

平成8年 1996 1月 第１０回全道リコーダーコンテストに出場、銅賞受賞（富丘小５０年誌）

11月 北見地方リコーダーコンテスト優秀賞受賞（富丘小５０年誌）

平成9年 1997 1月14日 第１０回全道リコーダーコンテストに出場、二重奏で銀賞受賞

（富丘小学校だより）

2月8日 町民スケート大会で富丘小学校が女子リレー種目で優勝（社会教育事業報告）
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11月 リコーダーの活躍に対して富丘小学校リコーダークラブが常呂町奨励賞受賞

（ところ通信）

11月 北見地方リコーダーコンテスト優秀賞受賞（富丘小５０年誌）

平成10年 1998 4月17日 「富丘小学校を考える会」発足（休校記念のしおり）

6月 臣丘小学校の今後について、区民対象の意識調査実施（休校記念のしおり）

9月 意識調査アンケート回収（休校記念のしおり）

11月 北見地方リコーダーコンテスト三重奏で優良賞受賞（富丘小５０年誌）

11月22日 富丘小学校体育館で富丘区開拓１００年記念式典・祝賀会開催（ところ通信）

12月20日 常呂吹奏楽振興育成会主催の「常呂町音の森コンサート９８」（多目的研修

センター）に参加（ところ通信）

平成11年 1999 2月3日 「富丘小学校を考える会」が意識調査アンケートを集約（休校記念のしおり）

2月8日 富丘小学校統廃合問題についての保護者会議開催（休校記念のしおり）

3月1日 「富丘小学校を考える会」が統廃合についてのアンケート集約発表・要望書

検討（休校記念のしおり）

3月29日 「富丘小学校を考える会」が、統廃合についての「要望書」提出

（休校記念のしおり）

6月5日 富丘小学校開校５０周年記念として児童・父母が、かえでともみじ５０本を

校庭に植樹（ところ通信）

6月16日 「富丘地区教育懇談会」開催（教育委員・教育長・管理課出席）

（休校記念のしおり）

7月14日 北海道新聞（朝刊・地方欄）連載「校歌の風景」で取材・記事掲載

＊校歌１番歌詞と「はだしの教育・足形の塔」紹介

11月17日 富丘小学校玄関前庭にタイムカプセル埋設（休校記念のしおり）

11月28日 富丘小学校開校５０周年記念式典・祝賀会（児童によるリコーダー演奏・

讃える言葉・ヨサコイ踊り）（ところ通信）

「富丘小学校開校５０周年記念誌 しらかば」発行

「富丘小学校校歌・応援歌」ＣＤ発行

12月23日 教育長名で「富丘小学校休校措置」文書受理（休校記念のしおり）

平成12年 2000 1月14日 第１４回全道リコーダーコンテスト独奏で銀賞受賞（休校記念のしおり）

2月23日 教育委員会主催の「富丘小学校の休校に係る保護者並びに地区関係者説明会」

開催（休校記念のしおり）

3月20日 富丘小学校休校式並びに披露の宴」実施（ところ通信）

「富丘小学校休校記念のしおり」配布

4月1日 富丘小学校休校

平成16年 2004 3月31日 福山小学校・富丘小学校ともに閉校（新北見市史）
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