年

年１月

日で市制

周年を迎えます。

〈大正７年 町制施行〉
初代町長 谷 六三郎氏
２代町長 貴田文治郎氏
３代町長 阿部源吉氏
４代町長 有吉 豊氏
●５代町長に松原清五郎氏が就任
●羽浦中学校体育館完成
●羽ノ浦町商工会設立

●役場庁舎完成
●町章制定

●平島中学校、今津中学校廃校
●那賀川診療所開設
●県営春日野団地起工式
●さくら保育園完成
●岩脇小学校プール完成

●働く婦人の家完成
●中央農村環境改善センター完成
●羽ノ浦西児童館完成
●羽浦中学校調理場完成
●老人福祉センター「千歳荘」完成

●勤労者体育センター完成
●羽浦中学校新校舎完成
●農村総合整備モデル事業完了

●山なみ遊歩道完成

●７代町長に生野善章氏が就任
●農村情報連絡施設（防災無線）完成
●羽ノ浦地区湛水防除事業完了
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たど

年表で辿る

年５月１日に阿南市が誕生して以来、平成

〈昭和 年 町制施行〉
初代町長 宮本治平氏

年

年

年

旧羽ノ浦町のあゆみ

（年表は市史、町史（誌）等から抜粋して作成しています。）

●市制施行（人口６万２３７４人）
●初代市長に澤田 紋氏が就任
●市章制定
●２代町長に花岡正義氏が就任
●那賀川北保育所開所
●那賀川幼稚園開園



●神崎製紙㈱富岡工場操業開始
●平島小学校給食センター完成
●敬老年金条例制定

旧那賀川町のあゆみ

●東山トンネル開通
●那賀川町商工会設立

阿南市のあゆみ

きた阿南市の足跡を、年表で振り返ってみたいと思います。

この間、徳島県南部地域の中心都市として着実に成長と発展をとげて

施行２万日を迎えました。来る５月１日には、市制施行

昭和

市制施行２万日の歩み

年号

年

●東福寺裏山に国高山古墳発見
●市制施行３周年記念式典開催
●今津小学校体育館完成

年

●県立阿南工業高等学校開校
●阿南第一中学校創立

●町営赤池住宅完成

年

●平島中学校体育館完成
●牟岐線西原駅開業

●新産業都市指定

●国立阿南工業高等専門学校開校
●市制施行５周年記念式典開催
●阿南市スポーツセンター完成
●四国電力㈱新徳島発電所運転開始
●阿南医師会中央病院開業
●阿南市森林組合設立
●室戸阿南海岸国定公園に指定
●阿南商工会議所設立
●小松島航空隊那賀川送信所開設

●阿南市外二町衛生組合設立

●富岡町に消防本部・消防署を設置
●県立阿南職業訓練所完成
●今津漁港物上げ場災害復旧工事完了

年

年
●市役所庁舎完成
●「阿南市民の歌」制定

年

●６代町長に松崎一行氏が就任

●日本電工㈱徳島工場操業開始
●阿南合同庁舎完成
●「阿南市民憲章」制定
●那賀川中学校創立
●那賀川児童公園完成
●都市計画区域の指定

●羽浦中学校プール完成

●阿南中学校新校舎・富岡保育所完成
●県営阿南工業用水道給水開始
●２代市長に渡辺浩之氏が就任
●４代町長に島田好一氏が就任
● 那賀川中学校・幼稚園・学校給食センター完成

●老人憩の家「千歳城」完成

●こばと保育園完成
●春日野グラウンド完成

●岩脇小学校体育館完成
●農村総合整備モデル事業の指定を受ける

●学校給食センター完成

●国道バイパス開通
●福祉センター完成

●富岡橋開通
●県営辰巳工業団地造成工事完了

●大京原橋（抜水橋）完成
●那賀川町上水道工事完成
●町民センター・今津保育所完成

●商工会館完成
●中島保育所・大京原保育所完成

●那賀川町基本構想制定
●町民プール開設

●市制施行
●阿南市民会館開館
●第１回青空市開催

周年記念式典開催

●特別養護老人ホーム阿南荘完成
●勤労青少年ホーム・阿南商工会議所会館完成
●第 回阿南市文化祭開催

●役場庁舎完成
●町章制定

●３代町長に橋本 久氏が就任
●支所廃止

●阿南市外二町衛生組合「し尿処理場」完成
●大阪ＹＭＣＡ国際海洋センター開場
●紅露みつ氏（女性初の国会議員）に
名誉市民章を贈る
●市制施行 周年記念式典開催

●阿南中学校創立
●県道椿坂トンネル開通
●津峯スカイライン開通
●阿南市史 発行

年

年

年

年

年

年

年

年
●阿南消防組合設立
●平島上保育所完成
●大京原、中島簡易水道完成

●３代市長に吉原

●那賀川北保育所完成

●羽ノ浦南児童館完成
●春日野老人憩の家完成

薫氏が就任

●橘トンネル開通

●平島小学校新校舎完成・体育館改築

●羽ノ浦総合国民体育館、さくら児童館完成
●町の木「泰山木」・町の花「コスモス」制定

年

●加茂谷橋開通（楠根の渡し船廃止）
●新野町に市民グラウンド完成

●Ｂ＆Ｇ財団那賀川海洋センター体育館・艇庫
完成

●今津公民館新築移転

●町の「歌」、「那賀川音頭」制定

●島尻地区ほ場整備事業完了

●くるみ保育園、すみれ保育園、羽ノ浦町民武
道 館、 羽 ノ 浦 北 児 童 館、 羽 浦 小 学 校 プ ー ル、
羽ノ浦町民グラウンド完成

年

●阿南第二中学校創立
●市制施行 周年記念式典開催

年

●全国高校総体「ホッケー競技」開催
●十八女大橋開通（十八女の渡し船廃止）
●阿南消防組合「消防署北出張所」完成

●今津小学校新校舎・プール完成

●阿南市民合唱団第１回定期演奏会開催
●阿南カントリークラブ開場（ ホール）

年

●阿南市立図書館完成

年

●阿南消防組合「消防署南出張所」完成
●Ｂ＆Ｇ財団阿南海洋センター完成
●葬斎場完成

年

年

●町制施行 周年記念式典開催
●第１回阿波公方まつり開催
● 町の花「水仙」、木「松」、鳥「ゆりかもめ」制定

●第１回那賀川夏まつり開催
●川北地区大規模湛水防除事業完了

●市制施行 周年記念式典開催
●水野雄仁氏が読売巨人軍と入団契約

●勤労者体育センター新設
●平島公民館完成

年

●伊島の漁業集落環境整備事業
（護岸・道路・橋など）完成

●日曜市開始

年

●徳島駅伝で阿南市が初の準優勝
●津乃峰小学校創立
●９月 日に市制施行１万日を迎える

年

●澤田 紋氏（初代市長）に名誉市民章を贈る
●橘町中浦緑地埋立工事完了

●５代町長に小泉隆一氏が就任
●大京原、中島簡易水道新給水施設完成

年

●４代市長に野村 靖氏が就任
●「阿南市史第一巻」「阿南教育百年史」発行
年

●歴史民俗資料館開館

椿泊小学校
昭和初期
国道（古庄那賀川橋付近）
昭和30年頃
市役所本庁舎が現在地に完成
昭和41年
阿南クリーンセンター完成
平成２年
ジーコサッカー教室（羽ノ浦町）
平成４年

31

富岡町の町並み
昭和初期
那賀川での木揚げ風景
昭和初期
庶民に親しまれた映画館
昭和30年頃
大潟新浜工業団地（第１号）工場操業開始

25

●市制施行 周年記念式典開催
●市旗、市の木「梅」制定
年

30
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昭

年号

阿南市のあゆみ

元年
●阿南市史 史料編（近世）発行
（昭和 ●大潟新浜工業団地に進出した企業（第１号）
年）
が本格操業を開始

●県道阿南

羽ノ浦バイパス開通

旧那賀川町のあゆみ

●デイサービスセンター「栖竜荘」完成
●第１回阿波公方薪能開催

旧羽ノ浦町のあゆみ

●東四国国体開催決定記念行事
「市民綱引き大会」 開催

●皇太子殿下御行啓（歴史民俗資料館）

●阿波那賀川町農業協同組合設立
●黒地文化センター完成
●健康スポーツランド完成
●町民グラウンド改修工事完了

●上水道センター完成
●デイサービスセンター「秋桜荘」完成

●農業集落排水事業完了
●町制施行 周年記念式典開催
●町の「歌」、「音頭」制定
●室内町民プール完成

●第１回阿南の竹まつり「活竹祭」開催
●市の花「ひまわり」制定
「阿南市農業協同組合」設立
●市内５農協合併・

●第 回花と健康ふれあいフェスタ開催
●中国上海市奉賢県と友好交流協議書締結

●阿南市外二町衛生組合「阿南クリーンセンター」完成

３年

●モンゴルとの野球親善交流始まる
●那賀川河川敷公園完成

号阿南道路（小松島市大林町

●東四国国体秋季大会開催
●国道
●老人ホーム福寿荘が畭町に移転
●阿南市武道館完成
●市制施行 周年記念式典開催

６年

●阿南ひまわり会館完成
●阿南市史 第二巻（近世編）発行
●徳島南部農業共済組合設立

●辰巳工業団地（第１号）企業操業開始

阿南市西路見町）開通

●那賀川町防災行政用無線局完成

●あすみが丘住宅団地完成

●中国上海市奉賢県から項県長等が来町
●羽ノ浦町誌（地域編）発行

」開催

●羽ノ浦コスモス街道完成
●保健福祉センター完成

●町制 周年記念式典開催
●羽ノ浦町誌（歴史編第一巻）発行

●６代町長に臣永正廣氏が就任
●科学センター天文館開館

●学童保育事業開始

●８代町長に数藤善和氏が就任
●児島正典コレクション展示開始

●羽ノ浦町閉町記念式典開催

●羽ノ浦町商工会館完成

●自警団はのうら結成

●戸籍事務電算化稼働

●西春日野ニュータウン完成

●第 回田園ミュージアム（コスモス祭り）
開催
●地域インターネット基盤整備事業完成

●道の駅「公方の郷なかがわ」開設
●コート・ベール徳島第３セクターへ移行
●自衛隊誘致運動始まる

●小松島、勝浦、阿波那賀川町、羽ノ浦町農協合併により「東とくしま農業協同組合」設立

●阿南市外二町衛生組合し尿処理場「クリーンピュアあなん」完成
●市の鳥「つばめ」制定
●阿南市文化会館「夢ホール」完成
●小川信雄氏（日亜化学工業㈱会長）に
名誉市民章を贈る
● 国道 号阿南道路（西路見町ー津乃峰町）開通
●橘湾石炭火力発電所全機運転開始
●喜来トンネル開通

●那賀川町史 上巻・下巻 発行

●勝浦川・那賀川流域間１市４町合併協議会発足

●阿南市外二町衛生組合「阿南リサイクルセンター」完成
●阿南市スポーツ総合センター完成
●船瀬温泉保養センター完成
●阿南市史 第三巻（近代編）発行
●阿南市農協と徳島那賀農協が合併
「阿南農業協同組合」設立
●介護保険事業開始
●小・中・高校の完全週５日制導入
●阿南西部公園開園
● ＬＥＤを活用した光のまちづくり活動始まる

●陸上自衛隊「施設隊」駐屯決定

●勝浦川、那賀川流域間１市４町合併協議会解散

●阿南消防組合 「新庁舎」が辰己町に完成し移転する・
「消防署北出張所」 廃止
●市制施行 周年記念式典開催
●ＪＲ阿南駅橋上駅舎完成
●ねんりんピック開催
●５代市長に岩浅嘉仁氏が就任

●今津こどもセンター完成
●那賀川スポーツセンター完成

●阿南市・那賀川町・羽ノ浦町法定合併協議会設置
●つばき夢トンネル開通
●阿南市スポーツ総合センター温水プール完成

●那賀川にアゴヒゲアザラシが出現
「ナカちゃん」の愛称で親しまれる
●小延地区に陸上自衛隊駐屯が決定

●阿南市・那賀川町・羽ノ浦町合併協定調印式 ●阿南消防組合「消防署西出張所」完成
●富岡雨水ポンプ場完成
●那賀川町閉町記念式典開催

●県内住民所得が５年連続１位
●平島こどもセンター完成

●那賀川中学校女子剣道部が全国優勝
●羽ノ浦配水池緊急遮断弁設置工事完了
●阿南市史 第四巻（現代阿南の出発と発展）発行

●国道１９５号「新橘トンネル」開通
●旧那賀川町議場で「大ほら吹き大会」開催
●羽ノ浦中学校新体操部が女子団体競技で全国優勝

●阿南市・那賀川町・羽ノ浦町が合併・記念式典を開催（人口７万９８４３人）
●「ナカちゃん」を特別名誉市民第１号表彰
●阿南光のまちステーションプラザ開設
●映画「奇跡の海」阿南ロケが行われる
●牛岐城趾公園が「恋人の聖地」に認定
●阿南駅前児童公園完成
●徳島県南部健康運動公園に野球場が完成
●「全国足利氏ゆかりの会」総会開催
●安芸市と室戸市との間で「ＡＭＡ地域連携協定」締結
●市制施行 周年記念式典開催
●津乃峰町新浜地区に「津波避難タワー」完成

●情報通信基盤整備（光ファイバー敷設）工事完了
●今津漁協と大潟漁協が合併・「阿南中央漁業協同組合」設立

●市内を結ぶ循環バスの実証運行が始まる

●野球のまち推進課創設
●四国遍路道「鶴林寺道・太龍寺道」の一部が国史跡指定
●伊島簡易水道施設完成

日に市制施行２万日を迎える

●阿南市東京事務所開設
●映画「モンゴル野球青春記」阿南ロケが行われる
●那賀川中学校校舎棟改築工事完了
●阿南市史 第五巻（自然環境編・民俗編）発行

●合併５周年記念式典開催
●科学センターにデジタルプラネタリウム導入
●阿南第一中学校普通教室棟改築工事完了

●１月

●橘地区防災公園完成
●陸上自衛隊徳島駐屯地開設
●阿南安芸自動車道「福井道路」事業化
●阿南中学校校舎改築工事着工

●東日本大震災被災地へ支援
●「阿南・那賀・美波定住自立圏形成協定」締結
●公共下水道事業「富岡浄化センター」通水開始
●阿南安芸自動車道「日和佐道路」全線開通・「桑野道路」事業化

●新庁舎建て替え場所が決定
●牛岐城趾公園リニューアル

●桜づつみ公園完成
●羽ノ浦町誌（自然環境編）発行

●町立図書館 「阿波公方の苑」 開館
●那賀川町児童親善使節団モンゴル訪問

●
「第５回全国川サミット
●町史編さん事業開始

●情報文化センター完成
●前川親水公園完成
●羽ノ浦町誌（民俗編）発行

●県立阿南養護学校開校
●北の脇海岸「日本の渚・百選」選定

●科学センター体験館開館
●パストラルゆたか野完成
●学校給食センター完成

●恐竜公園開園
●コート・ベール徳島ゴルフクラブ開場

「阿南市農業協同組合」設立
●市内４農協合併・
●袙海岸にマッコウ鯨が漂着

●「未来ロード車いすマラソン大会

●阿南市外二町衛生組合 「環境管理事務所」完成

９年

●市制施行 周年記念式典開催
● ＪＡあなん農業総合センター「アグリあなん」完成

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

那賀川」開催

年

８年

７年

５年

●県立新野高等学校野球部が
第 回選抜高校野球大会に初出場
●南部ふるさとふれあい運動公園完成

70

４年

２年

‒

18
あなん 2013.2
広報

あなん 2013.2
広報

19

ひまわり大作戦（阿南アグリーズ）
平成10年
阿南消防組合新庁舎完成
平成15年
阿南市・那賀川町・羽ノ浦町が合併
平成18年

‒

県営辰巳工業団地分譲完了
平成８年
田園コスモス祭り（羽ノ浦町）

1

80

in

平成15年
平成17年
那賀川に出現したアゴヒゲアザラシ「ナカちゃん」
県南部健康運動公園に野球場完成
平成19年
牛岐城趾公園リニューアル
平成21年

平成20年
安芸市と室戸市との間で「AMA 地域連携協定」締結
平成22年 「野球のまち推進課」創設
陸上自衛隊徳島駐屯地開設
平成24年

50

1

35

40

45

98

64

55
55

31

阿南安芸自動車道「日和佐道路」全線開通
平成23年

64
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15
16
17
18
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20
21
22
23
24
25

成
平

