学
〔桧山小学校〕
明治

校

〔明俊小学校〕
明治

９年

橋爪、和田、大朴、中台の４ヶ
村により道宜校を創立
１８年 粟野、保井谷、井脇の３ヶ村、
道宜校へ
２０年 橋爪尋常小学校と改称
２２年 桧山尋常小学校と改称(井尻、
八田､小野、名俊校より本校へ）
３４年 桧山尋常高等小学校と改称
３７年 新校舎完成(大朴小字乗次）
大正
８年 手芸学校、補習学校を廃止、
実業補習学校とする
昭和
１０年 校舎改築 創立６０周年記念式
１６年 桧山国民学校と改称
２２年 桧山小学校と改称
２６年 瑞穂村立桧山小学校と改称
３０年 瑞穂町立桧山小学校と改称
５０年 新校舎開設(橋爪小字桧山)
創立１００周年記念事業
６３年 プール改築
平成
３年 京都府教委指定
「国語科教育研究発表会
６年 府小研音楽教育研究大会開催
１４年 平成１４･１５京都府教委「地域
ふれあい体験推進事業」指定
１６年 「教職員評価制度試行協力校」
１７年 京丹波町立桧山小学校と改称
２０年 京都府教委「京の子ども、夢･未
来校」研究発表会
２３年 ３月２６日閉校式典を実施
（統合のため閉校）

沿

６年
谷
井及
の１２
２０年
２２年
３０年
３３年
３４年
大正
１１年
定
１３年
昭和
７年
１６年
２２年
２６年
３０年
３８年
３９年
３９年
４７年
４８年
６０年
平成
１０年
事
１７年
１８年
を
２３年

上大久保､下大久保､水原､鎌
下､鎌谷中､鎌谷奥､東又､坂
び井尻、八田､小野､大朴
ヶ村で明俊校を創立
水原尋常小学校と改称
明俊尋常小学校と改称
校章、校旗を制定
改築校舎落成式
（水原小字片山１３番地）
明俊尋常高等小学校と改称
創立５０周年記念会､校歌制
新校舎落成式を挙行
郷土教育研究発表会を開催
明俊国民学校と改称
梅田村立明俊小学校と改称
瑞穂村立明俊小学校と改称
瑞穂町立明俊小学校と改称
体育館竣工
新調校旗入魂式を挙行
本館落成式を挙行
簡易プールを設置
創立１００周年記念式を挙行
プール竣工式
文部省指定同和教育推進地域
業研究発表会開催
京丹波町立明俊小学校と改称
府小研健康安全教育研究大会
開催
３月２６日閉校式典を実施
（統合のため閉校）

革
〔三ノ宮小学校〕

明治
６年
７年

９年
１８年
２２年
３５年
４３年
昭和
１６年
２２年
２６年
２９年
３０年
４０年
４８年
平成
元年
４年

１１ヶ村連合して精業堂を創立
戸津川、質志、猪鼻、三ノ宮、
水呑､妙楽寺６村のため､三ノ宮
小字縄手縄手４８･４９に分教
場を設置
分教場を精業堂の組合から独立
させ参倚小学校として開校
三ノ宮縄手３３番地に校舎新築
町村制の実施により８村を合併
して三ノ宮尋常小学校開設
三ノ宮尋常高等小学校と改称
校舎を新築移転
三ノ宮国民学校と改称
三ノ宮村立三ノ宮小学校と改称
瑞穂村立三ノ宮小学校と改称
北校舎２階建てと体育館竣工
瑞穂町立三ノ宮小学校と改称
校章の改作、校歌の制定
プール完成 百周年記念式挙行

プール竣工
京都府教委指定小･中学校教育
推進実践校算数科教育研究発表
会開催
７年 北校舎跡地に鉄筋校舎完成移転
８年 第２期工事完成校舎改築竣工式
１２年 文部省インターネット利用実践
研究地域指定研究校情報教育研
究発表会
１７年 京丹波町立三ノ宮小学校と改称
「京のエコスクール」研究発表会
２３年 ３月２７日閉校式典を実施
（統合のため閉校）

〔質美小学校〕
明治
６年

質美村氏神八幡宮宮司宅に創立
開校 船井郡１２区日進校質美
分校と称す
９年 独立して質美校と改称
２３年 質美村立質美尋常小学校と改称

大正
９年

高等科併設 質美尋常高等小学
校と改称
１４年 八幡宮紋章剣かたばみにちなみ
校章を制定
昭和
１６年 質美国民学校と改称
２２年 質美村立質美小学校と改称
２４年 給食室を新築
２６年 瑞穂村立質美小学校と改称
２９年 郡内のトップを切って完全給食
Ａ型を実施
３０年 瑞穂町立質美小学校と改称
３５年 校舎全面改築完成 校歌制定
４８年 創立百周年記念式典挙行
プール竣工式 運動場拡張
平成
７年 文部省「体力づくり」推進校
指定 フッ素洗口の開始
９年 体育館改修
１０年 文部省体力づくり推進校研究
発表会
１７年 京丹波町立質美小学校と改称
２１年 府「京の子ども、夢未来校」
研究発表会
２３年 ３月２７日閉校式典を実施
（統合のため閉校）

平成２３年度 ４月 京丹波町立瑞穂小学校開校

平成２８年度

４月 京都府教育委員会指定｢学校図書館機能充実事業」
(平成27・28年度)
南丹教育局指定「京都丹波の教育推進事業 学力向
上研究指定校」
(平成28・29年度)
日本新聞協会指定「ＮＩＥ実践指定校」
(平成28・29年度)
６月 丹波自然公園京都トレーニングセンター、丹波天文
館見学
７月 普通教室・特別教室空調設備設置
９月 京都府警平安騎馬隊来校
１月 大雪警報と大雪の影響で４日間の休校
３月 山の日記念植樹（記念植樹の森）
＊「学びを育む京丹波町メソッド」を京丹波町教育
委員会が作成

平成２９年度

４月

開校記念式典を挙行
第１回入学式を挙行(３４名入学)
＊情報ルーム､図書室に空調設備設置（３月）
３月 第１回卒業証書授与式を挙行(３５名卒業)

平成２４年度 ４月

文部科学省指定｢栄養教諭｣を中核とする食育推進
事業 (平成24・25年度)
京都府教育委員会指定｢食に関する指導充実事業」
(平成24・25・26年度)
京都府教育委員会指定｢教師力向上」教育実践力
継承事業 (平成24・25年度)
11月 「瑞穗小学校学校支援本部」設立
２月 食育研究実践報告会開催

平成２５年度 ５月 地域教育協議会（学校支援本部）第１回会議

１月 文部科学省指定｢栄養教諭｣を中核とする食育推進
事業並びに京都府教育委員会指定「食に関する指
導充実事業」研究発表会開催
＊なかよしルーム完成（旧給食調理室改修）

９月
10月

平成２６年度 ８月

大雨によりプール機械室斜面土砂崩れ
９月 南丹パートナースクール事業(京都伝統工芸大学校）
10月 京都府PTA研究大会（本校PTA会長が実行委員長）

11月
12月

平成２７年度 ４月

京都府教育委員会指定｢土曜教育実践研究指定校」
南丹教育局指定「学力向上研究指定校」(２年次)
日本新聞協会指定「ＮＩＥ実践指定校」(２年次)
京丹波町教育委員会指定「英語教育実践推進校」
外国語指導補助の配置
京都府警平安騎馬隊来校
古典の日「ひびかせようことばと心 in なんたん」に
１年生出演
台風の影響による雨漏りで２階天井損壊（補修）
京都府食のみらい宣言・実践活動表彰を受ける
（６年生京都府町村会長賞・３年生ピカピカ賞）
PC ルームにタブレット端末導入
教室・特別教室に Wi ｰ Fi スポット設置
学校農園に保護柵設置

京都府教育委員会指定｢学校図書館機能充実事業」
３月
(平成27・28年度)
10月 京丹波町合併10周年記念式典にて４年生合唱
平成３０年度 ４月 京丹波町教育委員会指定「英語教育実践推進校」
12月 「京丹波町いじめ防止のための子ども意見発表会」
京都府教育委員会指定｢土曜教育実践研究指定校」
参加(児童会)本部児童
１月 平成27年度京都府学校給食優良校表彰受賞

