若草小学校学校沿革史
・昭和２６・２７年度において、総工費９,４６３万円余をもって総坪数１,９６８坪、鉄筋コンクリ
ート造りの校舎が建築され､文部省よりモデルスクールと指定される。
・昭和２７年 ８月 １日 苫小牧市立第３小学校として開校、「友成真七」初代校長以下職員２５
名が配置される。
８月２５日 市内東小学校より１，２０７名、西小学校より２７名の児童を迎えて、
１年より５年まで２５学級編制で発足。
・昭和２８年 ２月２５日 体育館の使用を開始。
４月 １日 苫小牧市立若草小学校と改称。
１０月１２日 校旗制定。
・昭和３１年 ３月１２日 校歌制定。
・昭和３２年１０月 ５日 開校５周年記念式典及び祝賀会を行う。
・昭和３３年 ４月 ７日 児童数２，４０７名、学級数４５となり、教室数不足のため二部授業を
行う。
１０月１３日 苫小牧市立緑小学校の開設に伴い本校より９６９名の児童を送り、２８
学級となる。通学区も変更となり鉄北地区は緑小学校区になる。
・昭和３７年１０月 ６日 開校１０周年記念式典及び祝賀会を行う。
・昭和３８年 ４月 １日 初代校長「友成真七」氏苫小牧市東小学校へ転任され、二代校長として
市立北光小学校より「田中吉雄」氏着任。
・昭和４３年 ４月 １日 「田中吉雄」校長苫小牧東小学校へ転任され、三代校長として門別町立
富川中学校より「高橋一雄」氏着任。
４月 ６日 特殊学級１学級開設、在籍児童数１１名。
６月 ７日 交通安全指定校として道教委より二年継続委嘱を受ける。
・昭和４４年 ６月 １日 特殊学級１学級増設され、２学級となる。
・昭和４５年 ７月２０日 交通安全指導の研究委嘱校（市教育研究所）となる。
・昭和４６年 ４月 １日 「高橋一雄」校長弥生中学校へ転任され、四代校長として苫小牧市立勇
払小学校より「幅田八十吉」氏着任。
５月２４日 中央玄関前に高山植物園を設置。
１０月２８日 温室、飼育小屋、温床の完成。
・昭和４７年 ４月 １日 体育研究委嘱校（市教育研究所）となる。
５月１０日 八重桜幼木４０本植樹。（伊藤喜三氏寄贈）
１０月 ８日 開校２０周年記念式典及び祝賀会を行う。
・昭和４９年 ２月２０日 日胆地区ＮＨＫ学校放送教育研究委嘱校公開研究会開催。
４月 １日 「幅田八十吉」校長退職され、五代校長として苫小牧市立光洋中学校よ
り「両川吉弥」氏着任。
・昭和５０年 ４月 １日 学校環境緑化指定校となる。
・昭和５１年 ４月 １日 教育機器研究委嘱校（市教育研究所）となる。
・昭和５２年 ３月１５日 両川校長退職記念に自作の校章を寄贈し、正面校舎の中央階段外壁に取
り付けられる。
４月 １日 「両川吉弥」校長退職され、六代校長として苫小牧市立苫小牧西小学校
より「佐藤 進」氏着任。
・昭和５３年 ６月１５日 グラウンド築山に「小さなお城」ができる。
・昭和５４年 ４月 ４日 特別教育活動研究委嘱校（市教育研究所）となる。
・昭和５５年 ７月２６日 全道造形教育研究大会を開催。
１１月２１日 研究委嘱校（特別活動）研究発表会を行う。
・昭和５７年 ４月 １日 「佐藤 進」校長退職され、七代校長として苫小牧市立錦岡小学校より
「前田登美一」氏着任。
・昭和５７年１０月１７日 開校３０周年記念式典及び祝賀会を行う。
・昭和６２年 ４月 １日 「前田登美一」校長市立豊川小学校へ転出され、八代校長として苫小牧
市立清水小学校より「橋浦清司」氏着任｡
・昭和６３年 ７月３０日 第３７回日本海洋少年団全国大会苫小牧大会会場校。
・平成 元年 ４月 １日 東小学校との校区変更により一部児童転校。
９月１８日 第４４回はまなす国体北海道大会フェンシング会場。
１０月 ５日 第３７回全日本特殊教育研究連盟北海道地区研究集会苫小牧会場となる。

１０月１８日

第４回北海道学級経営研究会苫小牧大会・学級経営研究指定校（胆振教
育局）、胆振教育局実践指定校公開研究会。
・平成 ２年 ３月２０日 これまでの精薄学級と新設の情緒学級を南側一階二線校舎に置くため増
改築一部完成。（総工費 ２,５００万円）
４月 １日 「橋浦清司」校長退職され、九代校長として苫小牧市立泉野小学校より
「小泉 豊」氏着任。
４月 １日 緑小学校情緒学級より分離し、本校にすずらん学級開設。
精薄学級（１）情緒学級（２）に１５名が在籍。
７月３１日 全道造形教育研究大会を開く。
・平成 ４年 ４月 １日 「小泉 豊」校長退職され、第１０代校長として苫小牧市立糸井小学校
より「新谷昭一」氏着任。
９月 １日 北海道健康推進学校として、北海道教育委員会より表彰。
（北海道代表として全国表彰式に出席）
１０月１７日 開校４０周年記念式典及び回顧展等を行う。
・平成 ５年１０月１４日 北海道情緒障害教育研究会『胆振・苫小牧大会』の授業会場校としてす
ずらん学級で公開授業を行う。
・平成 ６年 ４月 １日 「新谷昭一」校長退職され、第１１代校長として苫小牧市立泉野小学校
より「三上 保」氏着任。
・平成 ７年 ２月１０日 新体育館落成記念式典と音楽発表会を行う。
・平成 ８年 ４月 １日 「三上 保」校長退職され、第１２代校長として室蘭市立北辰中学校よ
り「谷口貞雄」氏着任。
・平成１０年 ４月 １日 「谷口貞雄」校長退職され、第１３代校長として苫小牧市立沼ノ端小学
校より「加藤公博」氏着任
・平成１２年 ４月 １日 「加藤公博」校長退職され、第１４代校長として苫小牧市教育委員会指
導室室長「山田眞久」氏着任。
・平成１３年 ４月 １日 苫小牧市教育研究所の研究指定校を受ける。（２年間）
苫小牧市教育研究会事務局校
・平成１４年 ３月３１日 特殊学級（すずらん学級）が沼ノ端小学校へ一部分離する。
１０月１１日 開校５０周年記念式典・記念集会及び回顧展が盛大に開催される。
・平成１５年 ３月 ３日 コンピュータ室（パソコン４１台）が整備される。
４月 １日 「山田眞久」校長、苫小牧市立豊川小学校転出により、第１５代校長と
して苫小牧市立明野小学校より「後藤邦昭」氏着任。
８月２７日 全国情緒障害教育研究協議会が開催され、「すずらん学級」が授業を公
開する。
１１月２４日 校舎改築のための準備工事が本格化する。
・平成１６年 ６月２９日 校舎改築主体工事着工（平成１７年７月２９日完成予定）
・平成１７年 ３月３１日 「後藤邦昭」校長退職。
４月 １日 第１６代校長として苫小牧市立清水小学校より「高山康夫」氏着任。
７月２９日 校舎改築工事完成・校舎引き渡し。
・平成１８年１０月 ６日 北方領土セミナー開催
・平成２０年 ２月２９日 フェンス改修・避難用階段設置工事完了
・平成２０年 ６月１６日 旧図工室を改修し留守家庭児童会（かえで学級）開級
・平成２１年 ３月３１日 「髙山康夫」校長退職。
４月 １日 第１７代校長として苫小牧市立明野小学校より「川上 博」氏着任。
・平成２２年１１月 ５日 第６３回北海道書写書道教育研究大会胆振大会会場校
・平成２４年 ３月３１日 「川上博」校長、苫小牧市立大成小学校へ転出。
・平成２４年 ４月 １日 第１８代校長として苫小牧市立苫小牧西小学校より「反保秀規」氏着任。
・平成２４年 ９月２１日 開校６０周年記念公開研究会開催。
・平成２４年１１月１０日 開校６０周年記念式典開催。
・平成２５年 ２月２５日 開校６０周年記念記念授業開催。
・平成２５年 ９月 ６日 平成２５年度 北海道学校歯科保健優良校表彰「奨励賞」受賞
・平成２６年１０月１７日 平成２６年度 北海道学校歯科保健優良校表彰「優秀賞」受賞
・平成２７年 ３月３１日 「反保秀規」校長、苫小牧市立豊川小学校へ転出。
・平成２７年 ４月 １日 第１９代校長として伊達市立星の丘中学校より「菅原寿昭」氏着任。
日本学校歯科医会指定「生きる力をはくぐむ歯と口の健康づくり推進事
業推進学校」委嘱。北海道学校歯科保健優良校も指定継続。
・平成２７年１０月１３日 平成２７年度 北海道学校歯科保健優良校表彰「ＨＢＣ賞」受賞

・平成２８年１０月１４日
・平成２９年１０月２０日
・平成３０年 ３月３１日
・平成３０年 ４月 １日
・令和 元年１０月２５日
・令和 ２年 ３月３１日
・令和 ２年 ４月 １日

平成２８年度 北海道学校歯科保健優良校表彰「ＨＢＣ賞」受賞
平成２９年度 北海道学校歯科保健優良校表彰「奨励賞」受賞
「菅原寿昭」校長退職。
第２０代校長として安平町立遠浅小学校より「真鍋 忍」氏着任
令和元年度 北海道学校歯科保健優良校表彰「ＨＢＣ賞」受賞
「真鍋 忍」校長転出。
第２１代校長として苫小牧市立明徳小学校より「毛利 毅」氏着任

