
沿革 写真は 創立１００周年記念誌より沿革 写真は、創立１００周年記念誌より

年月日 項 目 備考年月日 項　　　目 備考

M５／７ 学制発布M５／７ 学制発布

野岡に雅化、山室に修明の２校舎を新設する。
Ｍ６／５

野岡に雅化、山室に修明の２校舎を新設する。
南中津山・北中津山は雅化校に通学し 東庄境・西庄境は北中山村赤Ｍ６／５ 南中津山 北中津山は雅化校に通学し、東庄境 西庄境は北中山村赤
坂の化致校に通学した坂の化致校に通学した。

M８／６ 中津山は雅化校より分離し 浄光寺堂宇を借りて教室とするM８／６ 中津山は雅化校より分離し、浄光寺堂宇を借りて教室とする。

Ｍ９ 東庄境は化致校を離れ １校舎を建設し庄境尋常小学校と称するＭ９ 東庄境は化致校を離れ、１校舎を建設し庄境尋常小学校と称する。

Ｍ１８／６ 南中津山に１校舎を新設し 中津山小学校と称するＭ１８／６ 南中津山に１校舎を新設し、中津山小学校と称する。

M２０／４ 東庄境に西庄境の児童を迎える。

雅化・修明校を廃し、野岡は花筐校に、山室は岡本村清慎校に委託され

M２０／１１

化
る。これより２０年を過ぎ、庄境・中津山の２校は狭くなり収容できなくなり、

M２０／１１
る。これより２０年を過ぎ、庄境 中津山 ２校は狭くなり収容できなくなり、
改築の議論が起きてきたが 日清・日露戦争や種々の事情により そのま改築の議論が起きてきたが、日清 日露戦争や種々の事情により、そのま
まとなっていたまとなっていた。

Ｍ４２／３ 中津山・庄境両尋常小学校を廃校し 南中山尋常小学校を新設するＭ４２／３ 中津山・庄境両尋常小学校を廃校し、南中山尋常小学校を新設する。

M４２／４ 新しい校名での授業が開始されるM４２／４ 新しい校名での授業が開始される。

M４２／６ １村１校南中山尋常小学校設置の衆議 決するM４２／６ １村１校南中山尋常小学校設置の衆議一決する。

M４２／６ 学校新築委員の選挙が行われる。

M４２／１１ 校地埋め立て及び校舎等新築工事着工M４２／１１ 校地埋め立て及び校舎等新築工事着工

Ｍ４３／４ 校舎新設 ９６０坪４合２勺Ｍ４３／４ 校舎新設　９６０坪４合２勺

M４３／１０ 校舎完成M４３／１０ 校舎完成

新築落成式を挙行（１１／５を本校創立記念日とする）新築落成式を挙行（１１／５を本校創立記念日とする）
２階建て教室棟 １棟 平屋建て運動場 １棟２階建て教室棟　１棟　　　　　平屋建て運動場　　　　　　　　　１棟
附属玄関 ２ヶ所 平屋建て宿直室及び階段 １ヶ所附属玄関　　　　２ヶ所　　　　　平屋建て宿直室及び階段　　１ヶ所
便所及び廊下 ２棟 平屋建て炊事場及び小使室 １ヶ所便所及び廊下　　２棟　　　　　平屋建て炊事場及び小使室　１ヶ所

M４３／１１M４３／１１

校舎１棟（南）増築増築工事完成（４間半×１１間半）校舎１棟（南）増築増築工事完成（４間半×１１間半）

Ｔ２



年月日 項 目 備考年月日 項　　　目 備考

Ｔ１０／４
高等科を併置し、校名を南中山尋常・高等小学校と改める。

Ｔ１０／４
高等科を併置 、校名を南中山尋常 高等小学校 改 る。
学校園 農業実習地を設ける学校園　農業実習地を設ける

Ｔ１２／８ 校舎１棟（北）増築工事完成（５間×１０間）Ｔ１２／８ 校舎１棟（北）増築工事完成（５間×１０間）

Ｔ１５ 講堂新築Ｔ１５ 講堂新築

屋内運動場新築（８間×１０間） 便所移転増築
／

屋内運動場新築（８間×１０間）　便所移転増築
水屋 使室 宿直室移転改造Ｓ２／１１ 水屋・小使室・宿直室移転改造
応接室新築（１間×３間）　増改築工事完成応接 新築（ 間 間） 増改築 事完成

Ｓ９／６
校地拡張工事着工（６５０坪）

Ｓ９／６
校地拡張工事着工（６５０坪）
二宮尊徳像除幕式二宮尊徳像除幕式

大増改築 事着大増改築工事着工
校舎移転　校舎新築　児童昇降口　宿直室　小使室　炊事室　東・西廊

Ｓ９／９

校舎移転 校舎新築 児 昇降 宿直 使 炊 東 西廊
下

Ｓ９／９
下
教員入口 自転車置き場 児童便所 運動器具室 銃器室 便所渡り廊教員入口　自転車置き場　児童便所　運動器具室　銃器室　便所渡り廊
下下
物置 収納舎等の増改築（経費２万３千円）物置　収納舎等の増改築（経費２万３千円）

Ｓ１０／６ 南中山尋常高等小学校校歌認可Ｓ１０／６ 南中山尋常高等小学校校歌認可

Ｓ１０／７ 大増改築工事完成Ｓ１０／７ 大増改築工事完成

Ｓ１２／３ 校庭拡張工事着工（２６６ ５坪）Ｓ１２／３ 校庭拡張工事着工（２６６．５坪）

Ｓ１２／５ 同上完成 校庭９３１坪となる 校門新築完成Ｓ１２／５ 同上完成　校庭９３１坪となる。校門新築完成

Ｓ１４／７ 国旗掲揚塔完成／ 国 掲揚塔完成

Ｓ１５／８ 校庭修理 舗装工事完成Ｓ１５／８ 校庭修理　舗装工事完成

Ｓ１５／１１ 楠公銅像除幕式Ｓ１５／１１ 楠公銅像除幕式

Ｓ１６／４ 国民学校制が布かれたので 校名を南中山村国民学校と改めるＳ１６／４ 国民学校制が布かれたので、校名を南中山村国民学校と改める。

Ｓ１８／１２ 電鈴設備完成 校内放送設備完成Ｓ１８／１２ 電鈴設備完成　校内放送設備完成

身Ｓ２１／１ 教科書回収（修身・歴史・地理）国語教科書訂正削除

Ｓ２２／４ 校名を南中山小学校と改める。Ｓ ／ 校名を南中山小学校と改める。

Ｓ２２／１０ 父母と先生の会創立 総会Ｓ２２／１０ 父母と先生の会創立　総会

Ｓ２３／４ 新制中学校舎建築 南中山幼稚園開設Ｓ２３／４ 新制中学校舎建築　南中山幼稚園開設

Ｓ２４／７ ＰＴＡ機関紙「朝風 創刊号発行Ｓ２４／７ ＰＴＡ機関紙「朝風」創刊号発行

Ｓ２５／１１ 校内放送設備　校内水道設備完成

Ｓ２６／３ 倉庫新築Ｓ２６／３ 倉庫新築

Ｓ２６／８ 校庭拡張工事完成（西側）Ｓ２６／８ 校庭拡張工事完成（西側）

Ｓ２６／１１ 南中山小学校校歌（わかくさの歌）発表Ｓ２６／１１ 南中山小学校校歌（わかくさの歌）発表

Ｓ２７／１ 学校給食調理室完成Ｓ２７／１ 学校給食調理室完成

／ 北校舎補強 事完成Ｓ２７／８ 北校舎補強工事完成

Ｓ２８／９ 児童便所完成　２０坪Ｓ２８／９ 児童便所完成　２０坪



年月日 項 目 備考年月日 項　　　目 備考

Ｓ２９／６ 講堂ステージ増改築工事完成／ 講 増改築 事完成

Ｓ３０／３
町村合併（粟田部・南中山・服間）により、校名を粟田部町南中山小学校

Ｓ３０／３
町村合併（粟田部 南中山 服間）により、校名を粟田部町南中山小学校
と改めると改める。

Ｓ３１／４ 町村合併により赤坂・新堂の２集落の児童９７名を受け入れるＳ３１／４ 町村合併により赤坂・新堂の２集落の児童９７名を受け入れる。

Ｓ３１／１０ 粟田部町と岡本村の合併により 校名を今立町南中山小学校と改めるＳ３１／１０ 粟田部町と岡本村の合併により、校名を今立町南中山小学校と改める。

Ｓ３４／１１ 創立５０周年式典挙行Ｓ３４／１１ 創立５０周年式典挙行

鉄筋コンクリート３階建て校舎完成 総工費３ ９６９万円鉄筋コンクリート３階建て校舎完成　総工費３，９６９万円
付帯工事として給食調理室を西端に移築付帯工事として給食調理室を西端に移築

Ｓ３６／３

Ｓ３７／８ 鉄筋校舎外装塗り替え工事完成Ｓ３７／８ 鉄筋校舎外装塗り替え工事完成

Ｓ４０／９ 鉄筋建て講堂及び附属建築物完成 総工費３，４００万円Ｓ４０／９ 鉄筋建て講堂及び附属建築物完成　総工費３，４００万円

堂落成式挙行講堂落成式挙行

Ｓ４０／１１Ｓ４０／１１

Ｓ４１／１２ 給食調理室完成 総工費２８５万円Ｓ４１／１２ 給食調理室完成　総工費２８５万円

Ｓ４３／９ 国体フェンシング主会場となるため校舎周りに赤土を入れるＳ４３／９ 国体フェンシング主会場となるため校舎周りに赤土を入れる。

第２３回国民体育大会 フェンシング競技の第1会場となる。第２３回国民体育大会　フ シ グ競技 第1会場となる。

Ｓ４３／１０Ｓ４３／１０

Ｓ４３／１１ 創立６０周年記念式典を行う。／ 創 周年記念式典を行う。

Ｓ４４／７
プール完成　プール専用地下水汲み上げポンプ完成　総工費９６０万円

Ｓ４４／７
プ ル完成　プ ル専用地下水汲み上げポンプ完成　総工費９６０万円
校庭西側拡張 １００ｍ直線コース完成校庭西側拡張　１００ｍ直線 ス完成

Ｓ４５／７ 藤棚完成 藤は上戸口の山よりＳ４５／７ 藤棚完成　藤は上戸口の山より



年月日 項 目 備考年月日 項　　　目 備考

Ｓ４６／７ 築山芝生園設置／ 築山芝 園設置

Ｓ４６／１１ 水洗便所完成Ｓ４６／１１ 水洗便所完成

Ｓ４７／６ 保健体育研究発表会を行うＳ４７／６ 保健体育研究発表会を行う。

Ｓ５０／６ 校庭拡張整備 ９ ０５６㎡ ２００ トラ ク完備Ｓ５０／６ 校庭拡張整備　９，０５６㎡　２００ｍトラック完備

／ 体育館屋根塗り替え工事Ｓ５３／８ 体育館屋根塗り替え工事

Ｓ５５／１０ 屋外時計設置／ 屋外時計設置

Ｓ５３／１１ 創立７０周年記念式典挙行Ｓ５３／１１ 創立７０周年記念式典挙行

Ｓ５４／８ プール内装塗り替え工事完成Ｓ５４／８ プ ル内装塗り替え工事完成

Ｓ５５／８ 体育館床張り替え工事完成Ｓ５５／８ 体育館床張り替え工事完成

Ｓ ／１１ 福井県健康優良校特選として表彰されるＳ５５／１１ 福井県健康優良校特選として表彰される。

Ｓ５６／２ 校舎窓枠サッシ取り替え工事完了／ 校舎 枠 取 替 完

Ｓ５６／１１ 健康優良学校県一として全国表彰を受ける。Ｓ５６／１１ 健康優良学校県 として全国表彰を受ける。

Ｓ５７／８ 体育館屋根葺き替え工事完了Ｓ５７／８ 体育館屋根葺き替え工事完了

Ｓ５８／３ 校訓（誠実 健康 勤労）を制定Ｓ５８／３ 校訓（誠実・健康・勤労）を制定

Ｓ５９／３ 特別教室増改棟工事完成Ｓ５９／３ 特別教室増改棟工事完成

Ｓ５９／４ 鉄筋コンクリート３階建特別教室棟増築　総工費１億６０００万円／ 鉄筋 階 特 教 棟増築 総 費 億 円

Ｓ５９／５ 野球用バックネット設置Ｓ５９／５ 野球用 ックネット設置

Ｓ５９／７ 旧音楽室を普通教室へ改造工事完成 保健室改造工事完成Ｓ５９／７ 旧音楽室を普通教室へ改造工事完成　保健室改造工事完成

Ｓ５９／８ 校舎２ ３階の便所横に手洗い場設置工事完成Ｓ５９／８ 校舎２・３階の便所横に手洗い場設置工事完成

Ｓ６０／９ 焼却炉改良工事完成 渡り廊下屋根塗り替え工事完成Ｓ６０／９ 焼却炉改良工事完成　渡り廊下屋根塗り替え工事完成

舎Ｓ６０／１０ 校舎屋根塗り替え工事完成

Ｓ６１／８ 校舎２・３階教室床張り替え工事完了Ｓ６１／８ 校舎２ ３階教室床張り替え工事完了

Ｓ６１／９ 国旗掲揚塔落成Ｓ６１／９ 国旗掲揚塔落成

Ｓ６１／１０ 文部省道徳教育研究発表会を行うＳ６１／１０ 文部省道徳教育研究発表会を行う。

Ｓ６２／８ 校舎1階５教室床張り替え工事完了 体育館屋根天井張り替え工事完成Ｓ６２／８ 校舎1階５教室床張り替え工事完了　体育館屋根天井張り替え工事完成

校舎内外装塗 替え及び内部補修 事完
Ｓ６３／８

校舎内外装塗り替え及び内部補修工事完了
Ｓ６３／８

体育館外装、ステージ正面張り替え工事完成体育館外装、 テ ジ正面張り替え 事完成

Ｓ６３／１１ 創立８０周年記念式典挙行Ｓ６３／１１ 創立８０周年記念式典挙行

Ｈ元／８ グラウンド改修工事完成Ｈ元／８ グラウンド改修工事完成

Ｈ２／６ プ ル改修工事完成Ｈ２／６ プール改修工事完成



年月日 項 目 備考年月日 項　　　目 備考

わかくさの子モニュメント贈呈式挙行わかくさの子モニュメント贈呈式挙行

Ｈ３／５Ｈ３／５

／ 校庭西側 取 替え 事完成Ｈ４／７ 校庭西側フェンス取り替え工事完成

Ｈ４／３ 体育館ライン引き直し工事完了／３ 体育館ライ 引き直し 事完了

Ｈ６／４ 今立町教育研究指定（２カ年）を受けるＨ６／４ 今立町教育研究指定（２カ年）を受ける。

Ｈ７／３ プール完成 総工費１億２ ０００万円 幼稚園舎改築Ｈ７／３ プール完成　総工費１億２，０００万円　　幼稚園舎改築

Ｈ９／８ 3階教室窓安全棒設置Ｈ９／８ 3階教室窓安全棒設置

／ 焼却炉撤去 校地 焼却禁止Ｈ１０／１０ 焼却炉撤去　校地での焼却禁止

Ｈ１１／４ 家庭科室畳表貼り替え（３５枚）／ 家庭科 畳表貼り替 （ 枚）

Ｈ１１／８ 教室棟校舎屋根塗装 ２階教室窓安全棒設置Ｈ１１／８ 教室棟校舎屋根塗装　２階教室窓安全棒設置

Ｈ１３／１０ 家庭室窓安全手摺り取り付けＨ１３／１０ 家庭室窓安全手摺り取り付け

Ｈ１４／８ コンピ タ入れ替え（液晶型４０台）Ｈ１４／８ コンピュータ入れ替え（液晶型４０台）

／ 市福祉協力校指定（ カ年）を受けるＨ１５／４ 市福祉協力校指定（３カ年）を受ける。

Ｈ１５／１０ エアコン設置（保健室）／ 設置（保健室）

Ｈ１６／７ 福井豪雨により床上５０ｃｍの浸水被害に遭う。Ｈ１６／７ 福井豪雨により床上５０ｃｍの浸水被害に遭う。

Ｈ１６／８ エアコン設置（ＰＣ室）Ｈ１６／８ エアコン設置（ＰＣ室）

復旧工事として南校舎１階床張り替え工事 体育館床リフレッシュ工事復旧工事として南校舎１階床張り替え工事、体育館床リフレッシュ工事、
グラウンド改修工事 図書室床張り替え工事 放送機器取り替え工事を

Ｈ１６／８
グラウンド改修工事、図書室床張り替え工事、放送機器取り替え工事を
行うＨ１６／８ 行う。
給食調理室 調理関係器具類撤去給食調理室の調理関係器具類撤去
月 給食 南越中 ら搬送９月より給食は南越中から搬送

Ｈ１７／５ 校舎改築に関する要望書提出Ｈ１７／５ 校舎改築に関する要望書提出

Ｈ１７／１０ 武生市と合併し越前市となり、校名を越前市南中山小学校と改める。／ 武生市と合併 越前市となり、校名を越前市南中山小学校と改める。

Ｈ１８／４ 校舎改築期成同盟会発足Ｈ１８／４ 校舎改築期成同盟会発足

Ｈ１８／５ 校舎改築を要望する陳情書提出Ｈ１８／５ 校舎改築を要望する陳情書提出

Ｈ１８／７ 校舎基本設計入札 アトリエ７２１Ｈ１８／７ 校舎基本設計入札　アトリエ７２１

１８／１ 校舎基本設計完成Ｈ１８／１０ 校舎基本設計完成

Ｈ１８／１１ 実施設計着工　佐々木建築事務所／ 設計着 佐 木 築 務所

Ｈ１９／７
校舎改築工事開始

Ｈ１９／７
校舎改築工事開始
職員玄関 用務員室 解体職員玄関　用務員室　解体

Ｈ１９／１０ 安全祈願祭Ｈ１９／１０ 安全祈願祭

Ｈ１９／１０ パソコン更新 ゆうねっと（かおかおネット）運用開始Ｈ１９／１０ パソコン更新　ゆうねっと（かおかおネット）運用開始



年月日 項 目 備考年月日 項　　　目 備考

Ｈ２０／２ 創立１００周年記念事業実行委員会発足／ 創 周年記念事業実行委員会発足

Ｈ２０／４ 特別支援学級開設（のぞみ）Ｈ２０／４ 特別支援学級開設（のぞみ）

高学年棟 特別教室棟 管理棟 完成
Ｈ２０／８

高学年棟　特別教室棟　管理棟　完成
旧校舎解体

／
旧校舎解体

Ｈ２０／８ 低 中学年棟完成Ｈ２０／８ 低・中学年棟完成

Ｈ２０／１１ 創立１００周年記念式典挙行

Ｈ２１／１ 保健室 玄関 完成Ｈ２１／１ 保健室　玄関　完成

Ｈ２１／３ 校門完成 外構工事完成Ｈ２１／３ 校門完成　外構工事完成

Ｈ２１／４ 新校舎竣工式挙行Ｈ２１／４ 新校舎竣工式挙行

Ｈ２３／７ 屋内運動場改築 給食室新築工事開始Ｈ２３／７ 屋内運動場改築・給食室新築工事開始

／ 南 南 育 新Ｈ２４／４ 南中山幼稚園は、南中山保育園幼稚園として新たに発足

Ｈ２４／４ 新給食室完成 自校給食開始Ｈ２４／４ 新給食室完成　自校給食開始

Ｈ２４／９ 中庭完成 校庭整地終了Ｈ２４／９ 中庭完成　校庭整地終了

Ｈ２４／１０ 屋内運動場竣工式を行うＨ２４／１０ 屋内運動場竣工式を行う

Ｈ２５／４ 校務支援システム運用開始Ｈ２５／４ 校務支援システム運用開始

／ 赤米奉納 年Ｈ２５／１０ 赤米奉納１０周年

Ｈ２５／１２ ＰＣ室コンピュータ入れ替え／ 室 タ入れ替え

Ｈ２７／４ 南中山保育園幼稚園は 認定こども園南中山として新たに発足Ｈ２７／４ 南中山保育園幼稚園は、認定こども園南中山として新たに発足

Ｈ２７／１１ 赤米奉納１３００年記念事業参加Ｈ２７／１１ 赤米奉納１３００年記念事業参加

Ｈ２８／４ 特別支援学級開設（わかくさ）Ｈ２８／４ 特別支援学級開設（わかくさ）


