●5月

年

日町政施行により﹁柳津町﹂となる︒

▼1942 ◎昭和
年
年

●郷戸原開墾の水路完成する︒

▼1943 ◎昭和

▼1944 ◎昭和

年

●東京より疎開学童が来町し︑西山・出倉温泉︑
柳津旅館等で授業を行う︒

▼1945 ◎昭和

年

戸焼失︒

●8月6日広島市に︑同九日長崎市に
原爆投下され︑8月 日太平洋戦争
終戦となる︒
●笠間恵氏独自の資金により︑
藤新道百間︵約180ｍ ︶の改修完工し︑
記念碑建立︒

▼1946 ◎昭和

年

●日本国憲法公布︒
●柳津小学校全焼し︵2月 日︶︑
寺院・公会堂・映画館等で
分散授業を行う︒

▼1947 ◎昭和

年

●地方自治制度発足︒学校教育法が
施行され︑6・3制が発足し︑
国民学校は小学校となり︑柳津中︑
西山中学校が誕生する︒

▼1948 ◎昭和

年

●柳津町自治警察署創設︒
●金子平︑根柄巻の入植始まる︒
●石坂大火となり︑石坂分校と民家
●柳津小学校︑柳津中学校落成︒

▼1964 ◎昭和

年
年

年

年

年

●新潟大地震︒
●西山診療所業務開始︒
●野老沢簡易水道施設完成︒
●西山中学校高森・琵琶首季節分校廃止︒
●柳津中学校寄宿舎建設 ︒

▼1965 ◎昭和

年

●西山診療所建設︒国保事業七割給付開始︵世帯主︶︒
●西山中学校寄宿舎建設︒
●西山小学校牧沢季節分校改築︒
●柳津小学校給食室建設︒
●黒沢簡易水道施設完成︒
●西山季節保育所開設︒

▼1963 ◎昭和

●町民体育館建設︒
●久保田小学校大峯季節分校建設︒
●町営漕艇艇庫建設される︒

▼1962 ◎昭和

●国民年金制度開始︒
●西山小学校︑西山小学校大成沢分校新築︒
●柳津中学校・西山中学校増築︒
●医学生奨学資金貸与制度実施︒
●冑中簡易水道施設完成︒

▼1961 ◎昭和

●町役場機構改革︒

▼1960 ◎昭和

●西山中学校︑会津農林高校西山分校等落成︒
●軽井沢地区︵西山村︶が柳津町に編入され︑
軽井沢分校は柳津小学校に編入される︒
●西山村公民館設置︒
●本年より1月 日に成人式開催される︒

▼1949 ◎昭和

年

▼1951 ◎昭和 年
●西山中学校寄宿舎・教員宿舎新築︒
●柳津小学校講堂︵中学校兼用︶落成︒
●柳津小学校石坂分校落成︒

▼1951 ◎昭和 年
●柳津町自治警察廃止︒
●清姫橋完成︒
●柳津町旅館に温泉引湯完成︒

1950
▼1952 ◎昭和 年
●砂子原に世界平和を祈願し平和塔を
建立する︵長坂地内︶︒
▼1953 ◎昭和 年
●柳津・片門発電所完成︒
●中ノ橋︑架替される︒
●片門発電所ダム建設のため︑
藤橋を架替する︒
▼1954 ◎昭和 年
●砂子原に会津農林高校西山分校の
独立校舎落成︒
●柳津簡易水道施設︑砂子原簡易水道
施設完成︒
●柳津中学校軽井沢季節分校落成︒

▼1967 ◎昭和

年

年

●NHK柳津・三島テレビジョン開設︒
●柳津中学校プール建設︒
●魚渕公衆便所建設︒
海老山林道完工︒
●滝の湯橋永久橋に架橋︒

▼1968 ◎昭和

年

年

●会津高田町と高森間が自動車道に改修される︒
●本年より夏季
︵8月 日︶に成人式が実施される︒
●農業構造改善事業着手
︵細八地区︶︒
●福島地方法務局柳津出張所建設︒
●久保田小学校校舎新築︒
●西山診療所患者輸送車購入︒

▼1969 ◎昭和

▼1971 ◎昭和

年

●七折峠の屈折改修︑舗装道となる︒
●中野簡易水道施設完成︒
●柳津中学校改築︒
●西山小学校高森分校落成︒
●西山小学校湯八木沢季節分校休校︒
●西山老人ホーム建設︒
●琵琶首公民館建設︒

▼1970 ◎昭和

●只見川大洪水により大水害発生︒
●柳津小・中学校プール完成︒
●西山駐在所建設︒
●柳津老人ホーム建設︒

●合併 周年記念式典︒
●小巻山牧野造成事業完了︒
●琵琶首簡易水道施設完成︒
●西山小学校四ツ谷分校教員住宅建設︒
●戦没者慰霊碑建立︒
●西山中学校寄宿舎増築︒

▼1966 ◎昭和

▼1956 ◎昭和 年
●集中豪雨により大水害発生︒
●町役場新庁舎落成︵現︑中央公民館︶︒
●国民健康保険事業実施︒
●進学奨励資金制度を実施
柳津小学校金子平季節分校開設︒
●大成沢簡易水道施設完成︒
●会津農林高校西山分校全焼︒

▼1955 ◎昭和 年
●柳津町と西山村が合併し柳津町となり︑
河沼郡に属す︒︵面積176．99平方メートル︑
人口9︑709人︶
●柳津保育所新設︒
西山小学校湯八木沢
季節分校開設︒
30

▼1957 ◎昭和 年
●農事有線放送
︵柳津地区︶開始︒
●柳津小学校増築落成︒

31

▼1958 ◎昭和 年
●農事有線放送
︵西山地区︶開始︒
●会津農林高校西山分校舎建設︒
●公営住宅団地建設
︵上村・長坂︶︒
●町敬老年金制度実施︒
●台風21・22号による水害発生︒
●西山小学校四ツ谷分校改築︒
●同へき地集会室新築︒
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▼1974 ◎昭和

年

年

年

●大竹作摩氏の銅像を
つきみが丘に建設する︒
●銀山川両岸の嵩上工事完成する
︵三カ年を要した︶︒
●柳津小学校改築︒
●鈴木勝氏を名誉町民に推戴︒
●久保田簡易水道施設完成︒
●出倉公民館︑麻生公民館建設︒
●豪雪︒

年

●つきみが丘町民センター落成︒
●笠間恵氏︑斎藤清氏を
名誉町民に推戴︒
●小郷橋が架替される︒
●奨学資金貸与制度改正
︵医学生及び保健婦︶︒
●川崎鉄鋼︵株︶会津工場誘致︒

▼1976 ◎昭和

●合併二十周年記念式典︒
●町民憲章︑町の花・町の木・
町の鳥などを制定︒
●柳津小学校体育館落成︒
岩坂公民館︑中野多目的
集会所︑久保田集会所建設︒

▼1975 ◎昭和

年

●国道252号線柳津バイパス開通︒
●郷土の偉人大成沢出身の
鈴木勝博士︵元日本大学総長︶の
勲一等瑞宝章受賞を機に博勝公園建設︒
●西山保育所新築︒

▼1973 ◎昭和

●瑞光寺橋完成︒
●観光無料休憩所建設︒
●会津若松地方広域市町村圏整備組合
消防署柳津出張所完成︒
●五畳敷簡易水道施設完成︒
●柳津コスモス電機工場誘致︒

▼1972 ◎昭和

▼1959 ◎昭和 年
●失業対策事業開始︒サイレン搭建設︒
●柳津中学校軽井沢季節分校廃止により︑
柳津中学校仮寄宿舎開設︒
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34

25

26

27

●柳津大橋完成︒
●西山小学校体育館︑
西山中学校プール建設︒
●柳津保育所建設︒
●小巻簡易水道施設完成︒
●西山小学校琵琶首分校改築︒
●西山公民館建設︒
●町営駐車場建設︵下平︶︒
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13

20

1945

合併当時の庁舎開庁式(昭和30年)

1975

22

1955
水害の後始末で屋外での
食事 (昭和31年)
只見川大洪水による大水害のようす (昭和44年)
大雪のため、雪かきを行う
西山小学校（昭和49年）

平和を願い
記念塔を建設 (昭和27年)
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42

43

15

昔
今
津
柳

23

24

●柳津小学校郷戸・猪倉野分校廃止し︑
季節分校となる︒
●西山中学校体育館新築落成︒
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51

45

46

28
瑞光寺橋が完成し、
渡り初めが行われる。
（昭和47年）
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1970
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35

36
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1965

合併10周年記念に町駅伝
大会開始される (昭和40年)

1942
HISTORY of YANAIZU●柳津町のあゆみ

1960
戦没者慰霊碑が建立される (昭和40年)

