
＜沿革＞ 

平成１６年 ４月 １日 旧京都府立舞鶴養護学校に舞鶴地区新設養護学校開設準備室設置 

平成１６年 ５月 １日 室長 大林三樹彦発令（前南丹教育局長） 室員３名他発令 

平成１６年 ９月 １日 京都府条例第３０号（平成１６年６月２９日付け）により京都府立舞鶴養護学校を舞鶴市堀  

            地区に設置（旧京都府立舞鶴養護学校は平成１７年３月３１日まで存続） 

            京都府教育委員会規則第９号（平成１６年８月２７日付け）により京都府立舞鶴養護学校に 

            小学部・中学部・高等部を設置 

            初代校長 大林 三樹彦発令 教員３名発令 教頭・事務部長 他５名兼務発令 

平成１６年１０月 １日 校訓・校章・校歌制定 

平成１７年 ２月 １日 栄養職員１名兼務発令 

平成１７年 ３月 １日 教員８名兼務発令 

平成１７年 ３月１９日 京都府教育委員会主催により竣工式挙行 

平成１７年 ４月 １日 京都府条例第 30号により京都府立舞鶴養護学校開校 

            教職員８１名発令 

            京都府教育委員会規則第９号により、旧京都府立舞鶴養護学校及び同北吸分校を京都府舞鶴            

            養護学校行永分校及び北吸分校として発足 

平成１７年 ４月１１日 平成１７年度 第１回入学式 

                小学部 ５名、中学部 ４名、高等部２９名 計３８名入学 

平成１８年 ３月１７日 平成１７年度 第１卒業証書授与式 

                小学部 ５名、中学部 ８名、高等部２０名 計３３名卒業 

平成１８年 ４月１１日 平成１８年度 第２回入学式 

                小学部 ５名、中学部１０名、高等部１９名 計３４名入学 

平成１９年 ３月１６日 平成１８年度 第２回卒業証書授与式 

                小学部 ８名、中学部 ７名、高等部２２名 計３７名卒業 

平成１９年 ４月１０日 平成１９年度 第３回入学式 

                小学部 ９名、中学部１３名、高等部１６名 計３８名入学 

平成２０年 ３月１３日 平成１９年度 第３回卒業証書授与式 

                小学部 ８名、中学部 ３名、高等部２６名 計３７名卒業 

平成２０年 ３月３１日 初代校長 大林 三樹彦 退職 

平成２０年 ４月 １日 第２代校長 室木 義治 着任 

平成２０年 ４月 ９日 平成２０年度 第４回入学式 

                小学部 ６名、中学部１４名、高等部１８名 計３８名入学 

平成２１年 ３月１２日 平成２０年度 第４回卒業証書授与式 

                小学部 ３名、中学部１６名、高等部１６名 計３５名卒業 

平成２１年 ４月 ９日 平成２１年度 第５回入学式 

                小学部 ６名、中学部 ７名、高等部２０名 計３３名入学 

平成２２年 ３月１２日 平成２１年度 第５回卒業証書授与式 

                小学部 ２名、中学部１３名、高等部１６名 計３１名卒業 

平成２２年 ４月 ９日 平成２２年度 第６回入学式 

                小学部 ７名、中学部 ３名、高等部２６名 計３６名入学 

平成２３年 ３月１６日 平成２２年度 第６回卒業証書授与式 

                小学部 ５名、中学部１５名、高等部１６名 計３６名卒業 

平成２３年 ４月 １日 「京都府立舞鶴支援学校」に校名を変更 

平成２３年 ４月１１日 平成２３年度 第７回入学式 

                小学部 ６名、中学部１０名、高等部２９名 計４５名入学 



平成２４年 ３月１６日 平成２３年度 第７回卒業証書授与式 

                小学部 ６名、中学部 ９名、高等部１９名 計３４名卒業 

平成２４年 ４月１０日 平成２４年度 第８回入学式 

                小学部 ２名、中学部 ８名、高等部１８名 計２８名入学 

平成２５年 ３月１４日 平成２４年度 第８回卒業証書授与式 

                小学部 ９名、中学部 ４名、高等部２３名 計３６名卒業 

平成２５年 ３月３１日 第２代校長 室木 義治 退職 

平成２５年 ４月 １日 第３代校長 尾﨑 澄子 着任 

平成２５年 ４月 ９日 平成２５年度 第９回入学式 

                小学部 ６名、中学部１１名、高等部１７名 計３４名入学 

平成２６年 ３月１３日 平成２５年度 第９回卒業証書授与式 

                小学部 ５名、中学部１０名、高等部２８名 計４３名卒業 

平成２６年 ４月 ９日 平成２６年度 第１０回入学式 

                小学部 ４名、中学部７名、高等部２２名 計３３名入学 

平成２７年 ３月１２日 平成２６年度 第１０回卒業証書授与式 

                小学部６名、中学部１０名、高等部１８名 計３４名卒業 

平成２７年 ４月 ９日 平成２７年度 第１１回入学式 

                小学部８名、中学部１３名、高等部３０名 計５１名入学 

平成２８年 ３月１６日 平成２７年度 第１１回卒業証書授与式 

                小学部６名、中学部１０名、高等部１７名 計３３名卒業 

平成２８年 ３月１９日 京都府立舞鶴こども療育センター及び京都府立舞鶴支援学校行永分校校舎竣工式挙行 

平成２８年 ３月３１日 第３代校長 尾﨑澄子 退職 

平成２８年 ４月 １日 第４代校長 細見惠美 着任 

平成２８年 ４月 １日 京都府教育委員会規則第４号（平成２８年４月１日付け）により京都府立舞鶴支援学校北吸 

            分校及び同行永分校を京都府立舞鶴支援学校行永分校に改める。 

平成２８年 ４月１１日 平成２８年度 第１２回入学式 

                小学部５名、中学部１２名、高等部２２名 計３９名入学 

平成２９年 ３月１４日 平成２８年度 第１２回卒業証書授与式 

                小学部７名、中学部６名、高等部２２名 計３５名卒業 

平成２９年 ４月１１日 平成２８年度 第１３回入学式 

                小学部４名、中学部１５名、高等部１３名 計３２名入学 

平成３０年 ３月１４日 平成２９年度 第１３回卒業証書授与式 

                小学部３名、中学部１２名、高等部２６名 計４１名卒業 

平成３０年 ４月１０日 平成３０年度 第１４回入学式 

                小学部７名、中学部９名、高等部２２名 計３８名入学 

平成３１年 ３月１４日 平成３０年度 第１４回卒業証書授与式 

                小学部９名、中学部１０名、高等部２０名 計３９名卒業 

平成３１年 ４月 ９日 平成３１年度 第１５回入学式 

                小学部８名、中学部１７名、高等部２２名 計４７名入学 

令和 ２年 ３月１２日 令和元年度  第１５回卒業証書授与式 

                小学部７名、中学部１７名、高等部１４名 計３８名卒業 

令和 ２年 ３月３１日 第４代校長 細見惠美 退職 

令和 ２年 ４月 １日 第５代校長 山本直之 着任 

令和 ２年 ４月 ９日 令和 ２年度 第１６回入学式 

                小学部１２名、中学部１２名、高等部２５名 計 49名入学 



令和 ３年 ３月 12日  令和 ２年度 第 16回卒業証書授与式 

                小学部 14名、中学部９名、高等部 23名 計 46名卒業  

令和 ３年 ４月 ９日 令和 ３年度 第 17回入学式 

                小学部 12名、中学部 18名、高等部 13名 計 43名入学 

令和 ４年 ３月１６日 令和 ３年度 第 17回卒業証書授与式 

                小学部９名、中学部 17名、高等部 24名 計 50名卒業 

令和 ４年 ４月１１日 令和 ４年度 第 18回入学式 

                小学部 12名、中学部 14名、高等部 24名 計 50名入学 


