
１ 学校の概要 

 

《管理者等》                   《学校医》 

市   長  奥ノ木 信夫              

教育委員長  永田    直美              

職務代理者  千葉    乙郎              

委      員  本田    利博              

委      員  山口    善子              

教  育  長  新海  今朝巳 

 

《歴代校長》 

初 代校長 白根  栄一  昭和44年4月～昭和47年3月           

第 3代校長 塩浜  和夫  昭和51年4月～昭和56年3月  第 4代校長 中野   剛 昭和56年4月～昭和61年3月 

第 5代校長 矢島  敏夫  昭和61年4月～平成元年4月  第 6代校長 安東  幸甫 平成元年4月～平成 5年3月 

第 7代校長  柴田   康弘   平成  5年4月～平成9年4月  第 8代校長  逸見   博司  平成 9年4月～平成12年3月 

第 9代校長  岩政   哲人   平成12年4月～平成16年3月  第10代校長  原田     明  平成16年4月～平成19年3月 

第11代校長  門田   宣明   平成19年4月～平成23年3月  第12代校長  高田 信一郎  平成23年4月～平成26年3月 

                            第13代校長 楠 けさじ  平成26年4月～ 

 

２ 沿革の概要 
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柳崎小学校開校（芝東中学校内に仮校舎3棟） 

開校式、始業式挙行 

新校舎落成(24教室4階建)開校記念日制定 

新校舎落成記念式典挙行 

プール(25×13M)完成  竣工式挙行 

芝東小移行児童164名  離別式挙行 

学校保健努力校として表彰される 

川口市健康優良校として奨励証受領 

保健努力校として表彰(よい歯の学校) 

良い歯の学年努力校として表彰(〃) 

良い歯の学年努力校として表彰(〃) 

増築校舎完成(12教室４階建･西昇降口) 

管理棟、体育館落成引渡式典 

開校10周年記念式典挙行嘱発表会 

在家小開校に伴い児童300名分離 

保健教育努力校として表彰される 

遊具ネットクライム、リングタワーPTAより寄 

贈 

タイヤの森(遊具)完成 

遊具コンビネーションタワー、一輪車42台PTA

より寄贈 

タイヤタワー2基設置 

保健活動努力校、良い歯の年間努力校として表

彰される 

地上貯水槽設置 

保健活動努力校、良い歯の学校努力校として表

彰される 

学校保健活動努力校として表彰される 

学校保健活動努力校として表彰される 

開校20周年記念式典挙行 

学校保健活動優良校として表彰される 

学校保健活動努力校として表彰される 

運動場夜間照明設置完了 

陶芸庫完成 

保健室空調設備完成 

飼育小屋、活動池完成 

開校30周年記念式典挙行 
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学校歯科保健年間努力校として表彰される 

コンピュータールーム完成 

「快適な環境づくり」研究委嘱(平成15.16) 

職員室、校長室、事務室空調設備設置 

「特色ある学校づくり推進校」として指定 

「特色ある学校づくり推進校」として指定 

「交通安全モデル推進校」として指定 

3つの達成目標「体力向上」市の研究委嘱 

（平成20.21） 

開校40周年記念式挙行 

歯科保健年間努力校、歯科保健優良学校として

表彰される 

3つの達成目標「体力向上」市の研究委嘱発表会 

3つの達成目標「体力向上」市の研究委嘱 

（平成22.23） 

「体力向上推進校」として県の研究委嘱 

（平成22.23） 

埼玉県交通安全感謝状を贈呈される 

埼玉県学校安全努力校として表彰される 

埼玉県学校歯科保健優良校として表彰される 

川口市学校歯科保健優良校として表彰される 

川口市学校保健優良校として表彰される 

川口市学校安全優良校として表彰される 

「体力向上」県の研究委嘱発表会 

埼玉県学校保健優良校として表彰される 

川口市学校保健優良校として表彰される 

川口市学校歯科保健優良学校として表彰される 

埼玉県体力向上優良学校として表彰される 

埼玉県学校歯科保健コンクール入選する 

全国学校体育研究優良校として表彰される 

埼玉県学校安全優良校として表彰される 

川口市学校安全優良校として表彰される 

埼玉県体力向上優良校として表彰される 

埼玉県学校歯科保健コンクール入選する 

3 つの達成目標市の研究委嘱（平 25.26） 

 

所在地 川口市柳崎４丁目４番地１号 電  話 048-265-3376      FAX 048-265-9949 

校 長 楠 けさじ 面  積 校地16,321.73㎡    建物7,714.718㎡ 

児童数 ６１９名（５月１日現在） 通学区域 柳崎１丁目～５丁目、北園町、柳根町、安行領根岸 

内科医  古市 暢彦   若林 恒郎   路川 健 

歯科医  松尾 秀喜   宮岡 義尚   清村 多 

耳鼻科  芝  恵美子 

眼科医  大竹 陽子 

薬剤師  北村 聖美 

第 2代校長 木村  善信 昭和47年4月～昭和51年3月 

 


