１

名称と所在地

宮城県宮城郡利府町立利府小学校
（りふちょうりつりふしょうがっこう）
981-0112

所在地

宮城県宮城郡利府町利府字城内 1
話

：

022-356-2117

ＦＡＸ

：

022-356-9963

Url

： http://www.rifu.ed.jp/rifu-e/

Mail

： rifu-e@rifu.ed.jp

電

２

校

章
昭和４２年３月１７日，明治１００周年の記念として，
それまでの桜の花をかたどった校章を改め，梨の花をデザイ
ンしたものを新たな校章として制定し，合わせて校旗を作成
した。
利府における梨栽培は，明治１７年に日野藤吉翁により初
めて行われ，その後，数々の苦難を経て「利府町は梨の里」
と呼ばれるほどの名産になった。昭和４２年当時，町内唯一
の小学校であった本校に校章改定の機運が高まったのを受け，

町の代表的特産物である｢梨の花｣が取り入れられることとなった。
白く気高い梨の花びらは，けがれのない子供の心を映し出している。また，地域の特産
物を校章のデザインに取り入れたことには，｢郷土を愛し誇れる子どもに育ってほしい｣と
いう願いが込められている。

３

(平成 26 年 08 月 01 日現在)

学級と児童数
学年

４

１年

２年

３年

４年

５年

６年

児童数

116

113

109

91

109

88

8

634

学級数

4

4

3

3

3

3

23

3

なかよし

計

位置と学区の概要

①学校の位置
ＪＲ利府線利府駅の北西約 600m に位置し，背後には館山公園（利府城址）が控え
ている。学校の南側には，利府街道が通り，周辺には，水田や梨畑，野菜畑などがあ
り豊かな自然と都市とが混在する中にある。

-1-

②学区について
本町は，南に仙台市，
東に塩竈市，多賀城市，
北に松島町，大郷町，
西に富谷町が隣接し，
宮城県の中央部に位置
している。
本校学区は，北に緑
の森林に覆われた丘陵
と，南に水田を中心と
した平地が広がり，梨
畑と沼の点在する美し
い自然環境に恵まれた
地域である。
学区内には，利府町
役場，十符の里プラザ，
ＪＲ利府駅，利府消防署などの公共施設が多くある。また，東北新幹線仙台総合車両
所や大型スーパーや複合式映画館，各種店舗などの消費娯楽施設もある。県道仙台松
島線（利府街道）など県道が縦横に交差し，県内各所を結ぶ交通の要所となっており，
今後も幹線道路の建設・整備が進み，交通の要所化，都市化が一段と進んでいく地域
である。
昭和 54 年から，宅地開発が進み，平成３年４月に「しらかし台小学校」が分離独立
した。平成１８年度から学区の編制が行われ，花園，皆の丘地区が青山小学校の学区
になった。
本校の学区は広く，葉山，赤沼，春日地区の子どもはスクールバスで，沢乙地区の
一部の子どもは，定期バスで通学をしている。保護者の大部分は，会社等に勤めてお
り，子どもの養育に祖父母が当たっている家庭もある。農地をもっている家庭も多く，
農繁期は家族で農作業を行うこともある。地域の住民並びに保護者の学校に対する関
心は非常に高く，協力的であり，学校経営上の大きな力となっている。
平成２３年３月１１日の東日本大震災では，県内沿岸部ほどの被害は免れたが，町
内浜田地区等は津波の被害を受けた。また，町内小中学校の施設も少なからず被害を
被った。
③校舎と施設設備
校舎は，昭和 43 年に竣工，その後，特別教室棟（平成４年），体育館（平成４年），
プール（平成７年），校庭（平成 20 年）校庭周辺樹木伐採（平成 21 年）と整備が進め
られてきている。また，葉山地区の児童数増加に伴い，平成２３年度には体育館脇に
プレハブ教室が増築された。特に体育館はフロアも広く，学校開放等での各種団体の
利用が活発である。
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④学校・児童の様子
本校は，明治５年利府本郷の円城寺に開校。加瀬小学校，菅谷小学校の併合や，赤
沼分教場，菅谷分教場の設置等の経過を経て，昭和 22 年利府村立利府小学校と改称し
た。その後，児童数の増加に伴い，利府第二小学校（昭和 52 年），利府第三小学校（昭
和 57 年），しらかし台小学校（平成３年）が分離し独立開校している。
昭和 49 年には，宮城県教育委員会から学習指導の研究指定を受け，翌年，国語科で
公開研究会を開催している。また，昭和 58 年には，校庭にあった「くるみの木」を校
木に制定した。平成 10 年には，ジュニア・マーチング隊「くるみ」を結成し，平成 13
年度に開催された「みやぎ国体 」「全国障害者スポーツ大会」の式典音楽演奏団体と
して出演した。平成１４年度には開校１３０周年記念として音楽発表会を多賀城文化
センターで開催した。
平成１７年度は地域住民の方々に学校支援ボランティアやゲストティーチャーを広
く呼びかけて支援をいただいている。特に低学年を対象にした図書ボランティアによ
る読み聞かせは，年２０回程度実践している。
平成１８年度は，学区再編により花園･皆の丘地区の子どもが青山小学校へ転校して
いったが，５年生以上の子どもの中には，利府小学校を卒業したいと引き続き在籍し
た者も多数いた。
平成２１年度には，本校に残った学区再編による花園･皆の丘地区の子どもも卒業し
たが，葉山地区の子どもが増えてきており，平成２６年４月には全校児童は約６３０
名の見込みである。
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歴代校長
歴代

校長名

在籍年 在職期間

第１代

髙城

遵

明治 8 ～ 明治 9 2 年

第２代

小々高

強

明治 10 ～ 明治 11 2 年

第３代

志賀

好富

第４代

安達

直

第５代

椙目謙三郎

明治 16.9 ～ 明治 17.9 1 年

第６代

鈴木

明治 17.9 ～ 明治 18.6 6 ヶ月

第７代

安久津成清

明治 18.6 ～ 明治 19.6 1 年

第８代

鹿股

明治 19.6 ～ 明治 20.4 9 ヶ月

第９代

添川鉉之助

明治 20.4 ～ 明治 21.9 1 年 6 ヶ月

第１０代

鈴木

慶吉

明治 21.10 ～ 明治 27.6 5 年 3 ヶ月

第１１代

結城

基男

明治 27.6 ～ 明治 30.11 3 年 6 ヶ月

第１２代

櫻井

蔵治

明治 30.11.19 ～ 大正 9.3.4

第１３代

白石

慶治

大正 9.3.4 ～ 大正 10.2.18 11 ヶ月

第１４代

櫻井

蔵治

大正 10.2.18 ～ 大正 12.3.31

第１５代

小畑

事

明治 12 ～ 明治 12 3 ヶ月
明治 12 ～ 明治 16.9 2 年 6 ヶ月

慶吉
秀治

大正 12.3.～ 大正 13.2 1 年
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22 年 4 ヶ月
2 年 1 ヶ月

６

大正 13.2.27 ～ 大正 15.3.31 2 年

第１６代

佐藤

廣志

第１７代

眞田清之助

大正 15.4.21 ～ 昭和 3.3. 2 年

第１８代

及川

勝治

昭和 3.3.～ 昭和 7.4.6 4 年

第１９代

大場

留治

昭和 7.4.6 ～ 昭和 10.3. 3 年

第２０代

佐藤

四郎

昭和 10.3.31 ～ 昭和 13.6.30

2 年 3 ヶ月

第２１代

河田

武雄

昭和 13.6.30 ～ 昭和 18.3.31

4 年 9 ヶ月

第２２代

安達

東吾

昭和 18.3.31 ～ 昭和 21.3.31 3 年

第２３代

鈴木

郁

昭和 21.3.31 ～ 昭和 22.3.31 1 年

第２４代

白石貞太郎

昭和 22.3.31 ～ 昭和 24.3.31 2 年

第２５代

遠藤

末吉

昭和 24.3.31 ～ 昭和 26.4.1 2 年

第２６代

佐藤

宏造

昭和 26.4.1 ～ 昭和 27.3.31 1 年

第２７代

斎藤

宏輔

昭和 27.4.1 ～ 昭和 28.4.1 1 年

第２８代

伊藤

兵吾

昭和 28.4.1 ～ 昭和 32.4.1 4 年

第２９代

佐藤

静夫

昭和 32.4.1 ～ 昭和 35.4.1 3 年

第３０代

菅原

孝夫

昭和 35.4.1 ～ 昭和 41.4.1 6 年

第３１代

成沢

清繁

昭和 41.4.1 ～ 昭和 44.3.31 3 年

第３２代

高橋

定吉

昭和 44.4.1 ～ 昭和 46.4.1 2 年

第３３代

佐藤

英雄

昭和 46.4.1 ～ 昭和 48.8.7 2 年 4 ヶ月

第３４代

早坂

哲郎

昭和 48.9.1 ～ 昭和 50.4.1 1 年 7 ヶ月

第３５代

佐々木一男

昭和 50.4.1 ～ 昭和 55.3.31 5 年

第３６代

結城

平治

昭和 55.4.1 ～ 昭和 59.3.31 4 年

第３７代

櫻井

久

昭和 59.4.1 ～ 昭和 61.3.31 2 年

第３８代

古澤

金治

昭和 61.4.1 ～ 昭和 63.3.31 2 年

第３９代

吉田

幸治

昭和 63.4.1 ～ 平成 4.3.31 4 年

第４０代

岩佐

靜郎

平成 4.4.1 ～ 平成 6.3.31 2 年

第４１代

伊藤

森雄

平成 6.4.1 ～ 平成 9.3.31 3 年

第４２代

安達

憬

第４３代

白石イク子

平成 11.4.1 ～ 平成 13.3.31 2 年

第４４代

鎌田

光彦

平成 13.4.1 ～ 平成 14.3.31 1 年

第４５代

髙橋

八義

平成 14.4.1 ～ 平成 16.3.31 2 年

第４６代

井上

晃

平成 16.4.1 ～ 平成 19.3.31 3 年

第４７代

髙橋

守夫

平成 19.4.1 ～ 平成 21.3.31 2 年

第４８代

本明

陽一

平成 21.4.1 ～ 平成 23.9.30 2 年 6 ヶ月

第４９代

中島

太郎

平成 23.10.1 ～平成 26.3.31 2 年 6 ヶ月

第５０代

大友

弥

平成 9.4.1 ～ 平成 11.3.31 2 年

平成 26.4. 1 ～

沿革の概要

明治 05.07 利府本郷圓城寺借用，住職佐藤兵記・金子五郎等が教授。
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06.07 町加瀬河原に加瀬小学校開校(教員１名，児童数２８２名)。
利府小校舎として本郷 15 番地に民屋購入(児童数１０８名)
16.09 加瀬小学校と合併(児童数１８８名,学校費 593 円 74 銭１厘）
19.12 ｢塩竈学区内利府中等小学校｣と改称
22.04 ｢利府尋常高等小学校｣と改称
22.07 高等科に農業実習と英語科を開設
36.05 町村制施行により赤沼区が本村に合併。分教場開設し, 鈴木次直を
教授方に採用
37.09 隣接の村役場より出火し，校舎が類焼。圓城・長麓の両寺と民屋で，
６月８日より授業を再開
大正 09.01 校舎を現在地に新築し，移転
11.10 校庭東側に，木造２階建て６教室が新築落成
昭和 07.11 学制発布５０年周年記念式典を挙行し，校旗を披露
08.07 国旗掲揚塔を新設
09.04 河北新報社より健康学級として表彰
12.07 新校舎(増築分)落成
16.04 健康旗，健康楯を授与
22.04 国民学校令施行により，｢利府国民学校｣と改称
22.06 ｢利府村立利府小学校｣と改称
23.05 父母教師会設立総会開会
12.06 児童図書館を開設
24.01 子ども銀行を開設
24.11 利府小学校バッジを制定
25.11 健康優良校として表彰
28.11 ３年連続で健康優良校として表彰
29.01 学制発布８０周年記念に校歌を制定,発表会を開催
40.05 宿直室が落成
41.05 鼓笛隊を編成
41.12 鉄筋校舎１期工事(東側)落成
42.10 鉄筋校舎２期工事(西側)落成
44.04 町制施行により利府町立利府小学校と改称し校旗校章改定
44.07 県指定の分校教育公開研究会開催
45.02 プールが完成
46.03 屋内運動場が完成
46.04 赤沼分校を閉校，本校に統合
46.09 鉄筋校舎屋上に，国旗掲揚塔を設置
47.06 給食センターの開所に伴い，給食の開始
開校１００周年記念式典を挙行
50.11 県教育委員会指定公開研究発表会（国語２か年）を開催
52.04 利府第二小学校開校に伴い，菅谷・神谷沢地区児童２２４名が転籍
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（児童数３８８名）
55.06 ニューカレドニア･リフー島使節団，姉妹都市調印のため来町全校児童
が役場前で歓迎
56.09 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール県大会に出場
57.01 ＰＴＡ発足３５周年記念式典を挙行
57.04 利府第三小学校の開校に伴い，春日二部・野中・藤田地区の児童
１７６名が転籍。(児童数４０６名)
57.09 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール県大会に出場
57.09 宮城県器楽合奏発表会に参加
58.12 校庭の｢くるみの木｣を校木として制定
59.09 ＮＨＫ全国学校合唱コンクール県大会に出場
59.10 バックネット･フェンスを修理
宮城県小中高音楽発表会に参加(６年生,泉市にて)
60.06 飲料水給水タンクを新設
60.11 仙台支部花壇コンクールで表彰
61.10 校舎大規模改修(屋上･３階天井･国旗掲揚塔･窓･外装）
62.06 会計検査院検査
62.09 利府町交通安全町民大会(二市三町)パレードに児童参加
62.12 体育館屋根を改修(屋根塗装･雨樋交換)
63.06 交通安全子ども自転車塩竈地区大会で準優勝
平成 元.06 遊具修理(ロープ渡り･はんとう棒･鉄棒)
02.01 児童会の歌｢あしたにむかって｣制作
02.03 プレハブ３教室を増築
02.04 学級増となり，全校２４学級(児童数７７２名)
02.10 歴代校長掲額式を実施
03.04 しらかし台小学校の開校に伴い，しらかし台・青山地区の児童
４４１名が転籍（児童数５４８名）
バックネットわきに記念植樹(しらかし)を実施
03.05 福祉教育推進協力校の指定
03.09 少年消防団の結成
04.08 旧校舎(特別教室棟)を解体
05.03 特別教室棟を新築
05.04 飼育小屋を設置，ゲートボール場を開設
05.08 教育課程宮城県研究集会の会場校
06.03 プールの｢ろ過機｣交換
06.09 校庭排水設備を改修
07.08 学級園(畑)を新設
08.03 新プールの工事竣工
08.05 旧体育館解体工事に伴い，お別れ式を実施
09.02 体育館が竣工
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09.10 歴代ＰＴＡ会長の掲額を実施，校舎耐震補強工事が完了
09.11 ｢ Jr.(ｼﾞｭﾆｱ)マーチング隊くるみ｣が結成
ボランティア活動普及事業協力校の表彰
２代目｢くるみの木｣を移植
09.12 初代｢くるみの木｣伐採に伴い，お別れ式を実施
11.08 ジャングルジムと回転滑り台を移設，プレハブ校舎を設置
11.10 ｢ Jr.マーチング隊父母の会｣が発足
11.12 遊具(チェーンネットクライム)を設置
12.10 ｢校庭改修工事竣工記念セレモニー｣を開催
13.03 屋上校名表示板を設置
13.09 コンピュータ教室改修が竣工
13.10 第５６回国民体育大会式典に Jr.マーチング隊出演
第１回全国障害者スポーツ大会式典 Jr.マーチング隊出演
浅野史郎宮城県知事が来校，国体記念集会の実施
14.06 Ｗ杯サッカー地元で開催。町内小学校合同の開会イベント出演
(５年生)や,全校児童による国旗作成を実施
14.11 多賀城市文化センターで開校１３０周年記念音楽学習発表会を開催
15.08 日韓スポーツ交流事業開会式典に Jr.マーチング隊出演
15.10 本校舎トイレの全面改修工事完了
15.11 利府町スクールバンドフェスティバル，Jr.マーチング隊出演
16.07 職員ＰＴＡ役員による本校舎水飲場・廊下・階段壁塗装作業
16.09 校庭東駐車場側にフェンス設置
16.11 Jr.マーチング隊，マーチングバンド東北大会へ出場
16.12 Jr.マーチング隊,アンサンブルコンテスト支部大会で金賞受賞
17.03 校庭東駐車場口,児童通用門,本校舎北駐車場に門扉を設置
17.05 スクールボランティア活用開始
17.10 音楽室床補修，校庭バックネット補修，一部黒板張り替え
18.04 学区再編成に伴い花園・皆の丘地区の児童１２６名が青山小学校
へ転籍。（児童数４１３名）
18.07 本校舎１･２階天井・壁塗装工事
19.08 利府小寺子屋「このゆびとまれ」発足
19.09 利府高校とのスポーツ交流会開催（５年生）
20.04 「世界一大きな授業」に参加（ギネスブック新記録に登録）６年
20.05 職員 PTA，中学生有志による校庭整地作業，環境教育「プールに EM 菌投入」
20.08 給食配膳室にシャッター設置
21.01 スクールシップ合同授業研究会
21.07 サマースクール実施
21.08 日Ｐ全国大会にマーチング隊参加
21.09 おやじの会の協力により校庭の桜の木，植栽伐採
21.10 キリンカップサッカー開会式で代表児童が国歌斉唱
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21.11 緊急メール配信開始
21.12 回転すべり台撤去，新すべり台設置
22.02 防犯カメラ設置
22.07 ステップアップ教室実施
22.12 桜の植樹(11/18 ～ 12/7：ソメイヨシノ 12 本，しだれ桜 2 本)
23.03 校舎改築，仮設校舎増築(～ 23.6)
23.03 東日本大震災(3/11)で被災し，3/14 ～ 3/24 まで臨時休業日。
3/31 に修了式,卒業式を実施。
23.04 震災の影響で，4/1 ～ 4/7 の学年始休業日に続き，4/8 ～ 4/20 まで臨時休業日。
23.05 校長室･保健室の移動,改修工事

「利府小父母教師会」を

「利府小 PTA」に名称変更
23.07 教室前ろうか掲示板の補修,貼り替え完了(21.7 ～ 23.7)
23.09 第４３回 PTA 東北ブロック研究大会秋田大会で，本校 PTA が東北 PTA
連絡協議会長表彰をうける
23.12 震災補修工事完了
24.03 ＰＣ機種更新作業
24.10 第２５回ねんりんぴっく宮城･仙台大会総合開会式に Jr.マーチング隊が出演
25.07 教室ろうか側掲示板の補修,貼り替え
25.08 静岡県清水町の小学生が来校し，本校６年生との交流会を実施
26.02 77 年ぶりの大雪で，校庭の積雪が約 40cm に
26.08 仮設校舎増築
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７．学区地図

地区名

行政区(住所)

赤沼

赤沼

葉山

葉山

春日

春日
もりごう

東町

森郷

仲町

森郷・中央

しんどう

新道

森郷

大町

大町・中央・利府

加瀬

加瀬

町加瀬

森郷・中央・加瀬

たて

館
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利府・城内

沢乙
◎地区と行政区◎
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沢乙・沢乙東

