歴史と功績を振り返り、未来へと引き継ぐ

市制50年のあゆみ
1970.12

1978.10

メイン会 場 の 市 民 会 館では産 業 展や生 花 展 、旭 城
周辺では棒の手の披露などが行われました。この年から
3年間は
「尾張旭まつり」
という名で開かれ、その後現在の
「市民祭」
となりました。
アドバルーンが上がり、パレードや行進なども
繰り広げられ、
まちは祝賀ムードに包まれました。

1970

1973.10

1973

誰もが気軽
に使用できる、
文 化・社 会 教
育 の 場として
建 てられまし
た 。現 在 は 解
体 さ れ 、駐 車
場として利 用
されています。

1970（昭和45年）
12月 尾張旭市誕生（人口 34,253人）
初代市長に松原定治氏
市の木に
「くすのき」
を制定
1971（昭和46年）
3月 尾張旭市誌（本文編）発刊
4月 旭ヶ丘配水場完成
6月 第一学校給食共同調理場開設
1972（昭和47年）
4月 消防署設置（庁舎完成）
白鳳小・県立旭野高開校
1973（昭和48年）
7月 付知野外活動センターオープン
10月 市民会館完成
1974（昭和49年）
6月 旭小移転新築
8月 ごみ焼却場「晴丘センター」完成
10月 尾張旭音頭発表、城山野球場完成

4

1978
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1980

1981

1981.10

1980.4
市民の憩いの場となるよう長野県阿智村
に温泉付き保養所として建てられました。
今では旅館が立ち並ぶ昼神温泉郷も、当時
はまだ旅館などが少なかったようです。

1975（昭和50年）
3月 し尿処理場「香流苑」完成
4月 第二学校給食共同調理場開設
1976（昭和51年）
4月 東中開校
1977（昭和52年）
11月 城山公園にテニスコート・弓道場
オープン
1978（昭和53年）
1月 総合体育館オープン
4月 瑞鳳小開校、旭城オープン
5月 人口5万人を超える
10月 第1回尾張旭まつり開催
1979（昭和54年）
4月 旭丘小開校
第1回城山公園さくらまつり開催
7月 市民プールオープン

市民の文化活動や
発表の場とするため、
ホールや展 示 室 、
研 修 室などが 設 け
られました。

1980（昭和55年）
3月 し尿処理場「昭和苑」完成
4月 保養センター「尾張あさひ苑」
オープン
西中開校
渋川小移転新築
9月 市民憲章
市の花「ひまわり」
を制定
1981（昭和56年）
4月 図書館オープン
8月 円空仏など3件を市文化財として初指定
10月 文化会館オープン
1982（昭和57年）
2月 旭平和墓園完成
4月 三郷小開校
8月 旭ヶ丘テニスコート・キャンプ場オープン
1983（昭和58年）
8月 全国高校総体（フェンシング）開催

成長の軌跡

1970 ▶ 2000

1983.8

1999.4
総合体育館
を会場に、全国
から約100校、
508人の選手
が参加し、熱戦
が繰り広げられ
ました。

1983

享保8年に建築された古民家を利用した数寄屋造り
の建物で、その一部は国の登録有形文化財に登録さ
れています。
ドウダンツツジの可憐な白い花が咲く春、
庭園が赤く色づく秋、ひな祭りの期間に一般公開して
います。

1992

1990

1999

2000

2000.4

1992.4

1990.3
作詞を湯川れい子さん、作曲を平尾昌晃さん、
歌を麻倉未稀さんにお願いし、歌詞には城山
公園、矢田川などの身近な場所がおりこまれ、
曲も明るく覚えやすいメロディとなっています。

こけら落としと
して 、小・中 学 校
鼓笛隊の演奏が
行 わ れ まし た 。
現在は、
年間を通し
てお祭りやイベント
が行われるなど、
まちのシンボル的
な存在となってい
ます。
1984（昭和59年）
9月 中央公民館オープン
1985（昭和60年）
11月 移動図書館車「ひまわり号」
の市内巡回開始
12月 二代目市長に朝見政冨氏
下水処理場
「東部浄化センター」
完成
1986（昭和61年）
1月 第1回市民ジョギング大会開催
4月 森林公園が
「森林浴の森百選」
の一つ
に選ばれる
10月（社）
シルバー人材センター発足
1987（昭和62年）
1月 婦人消防クラブ発足
12月 晴丘・井田テニスコートオープン
1988（昭和63年）
4月 晴丘運動広場オープン
9月 初の
「ごみゼロ運動」
実施

1990（平成2年）
3月 市のイメージソング
「MY CITY〜ふるさと〜」完成
4月 東部市民センターオープン
1991（平成3年）
4月 南グランドオープン
1992（平成4年）
4月 スカイワードあさひオープン
1993（平成5年）
6月 旭南線全線開通
1994（平成6年）
7月 柏井配水場完成
10月 名鉄瀬戸線尾張旭駅移転・同駅前広場
完成
国体馬術競技会開催（11月3日まで）
1995（平成7年）
12月 名鉄瀬戸線印場駅使用開始

名 鉄 尾 張 旭 駅 から
旭平和墓園までの全長
1.7 ㎞で、電線を地中
化し、景観にも配慮さ
れています。
1996（平成8年）
2月 第1回尾張旭市生涯学習フェスティバル
開催
1997（平成9年）
9月 渋川福祉センターオープン
10月 市役所北庁舎完成
1998（平成10年）
3月 環境事業センターオープン
1999（平成11年）
4月 どうだん亭オープン
市ホームページ開設
10月 燃えるごみの指定袋本格導入
2000（平成12年）
4月 シンボルロード全線開通
9月 東海豪雨で床上浸水などの被害発生
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成長の軌跡

2001▶ 2020

2016.7

2005.4

愛知県消防学校
（大字新居）
を会場に本市で
初めて開催されました。大会では、消防団員が
消防活動の技術とタイムを競い、本市はポンプ
車操法の部で5位入賞を果たしました。
4月29日を
「尾張旭市 健康の日」
と制定したことを記念し、
健康まつりやウォーキング大会などを行いました。あさひ健康
フェスタは毎年多くのかたでにぎわい、体・心・まちの健康につい
て考える良い機会となっています。

2004

2004.12

6

2008

2005

市 民 公 募 で 決まった
「あさぴー」
は、市の花で
ある
「ひまわり」
をモチーフ
にし、
「 お わりあさひ が
ハッピー」を連 想させる
名前も市民のかたにつけ
ていただきました。

2001（平成13年）
3月 下水処理場「西部浄化センター」完成
10月 保健福祉センターオープン
名鉄瀬戸線三郷駅南改札口開設
12月 三代目市長に谷口幸治氏
2002（平成14年）
4月 子育て支援センターオープン
8月 市内全域でプラスチック製容器包装資源
ごみの分別収集開始
10月 ファミリー・サポート・センター開設
2003（平成15年）
10月 長池のマメナシ・アイナシ自生地、
吉賀池
湿地を市天然記念物に指定
2004（平成16年）
6月 WHO西太平洋地域健康都市連合への
加盟承認
（本市は設立メンバーで加入）
7月 都市計画道路平子線アンダーパス
開通
8月 健康都市宣言、健康の日を制定
12月 市イメージキャラクター
「あさぴー」
誕生
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2013

2016

2013.12

2008.4
試験運行を重ね、ついに市民が
待ち望んだ新しい公共交通として、
本格運行を開始しました。

2005（平成17年）
3月 愛・地球博が瀬戸市・長久手町などで
開催（9月25日まで）
4月 第1回あさひ健康フェスタ開催
健康都市連合日本支部設立（本市は
設立メンバーで加入）
10月 環境事業センター内にリサイクル広場
開設
2006（平成18年）
4月 西部保育園分園を新設し、
民間運営開始
2007（平成19年）
3月 人口が8万人を超える
7月 健康都市連合日本支部第3回総会・大会
を本市で開催
2008（平成20年）
3月 瀬戸新居線（城山街道）全線通行
4月 市営バス
「あさぴー号」本格運行開始
新池交流館・ふらっとオープン
5月 どうだん亭が国の登録有形文化財に登録
2009（平成21年）
4月 市役所で休日・夜間窓口開始

下側から顔を覗かせた
「あさぴー」、あさぴーの
親友
「このは」
などが描かれ、
受付番号1番のかたへ
交付式が行われました。

9月「あさひ安全安心メール」運用開始
2010（平成22年）
9月 新学校給食センター稼働
2011（平成23年）
3月 非核平和都市宣言
尾張旭市誌（現代史編）発刊
4月 市役所に市営バスロータリー完成
旭前駅前広場完成
11月「おいしい紅茶の店 店舗数 日本一
（人口当たり）」に認定
2012（平成24年）
3月 四代目市長に水野義則氏
8月 第1回たのしい夏まつり開催
12月 第1回あさひ冬フェスタ開催
瀬戸・尾張旭消防指令センター運用開始
2013（平成25年）
5月 軽度認知障がいチェックテスト
「あたま
の元気まる」開始
7月 少年少女消防団発足
11月「おいしい紅茶の店 店舗数 日本一」
に
認定（市・県）

2019.3

2017.2
県内有数の大きさを誇る天体望遠鏡
と太陽専用望遠鏡があるスカイワード
あさひの特徴を生かし、宇宙への夢と
興味を育む場となるよう、8階天体観測
室と2階市民情報フロアの改修工事を
行いました。

平成14年から事業を進めてきた、瀬戸市と
名古屋市を結ぶ重要な幹線道路の一つ霞ヶ丘
線が開通しました。

2019.11
制作者の堀田さんは
「尾張旭
の魅力を未来へつないでいく
イメージでデザインしました」
とデザインに込められた思い
を話してくれました。

2017

2019

2018

2018.4

2020

2019.6

2018.11

市の魅力や情報を発信する
とともに、市内外から訪れる
かたをおもてなしする場所と
して、尾張旭駅北側グリーン
シティビル1階に開設しました。

12月 オリジナルナンバープレート
（原付バイク）
交付開始
旭城南側の田んぼで田んぼイルミネー
ション開始
2014（平成26年）
6月 多世代交流館いきいきオープン
8月 市役所駐車場に電気自動車充電設備
設置
10月 障がい者基幹相談支援センター開設
2015（平成27年）
2月 三春滝桜植樹祭開催
4月 城山コミュニティセンターオープン
災害対応自動販売機を公民館などに設置
6月 あさぴープレミアム商品券販売
2016（平成28年）
3月 市役所まんなかの広場
「あさぴーパティオ」
オープン
7月 第61回愛知県消防操法大会を本市で開催
8月 あさぴーLINEスタンプ配信開始
10月 全国植樹祭に向け全小・中学校で苗木
のスクールステイ実施

「 み どりと
ひかりのハー
モニー 」と題
して、市 内に
アトリエを構
える光の切り
絵作家 酒井
敦美さんの、
植樹や緑を
イメージした
作品で、旭城
や同駐車場
がライトアップ
されました。

11月 第70回全国植樹祭の会場が森林公園
に決定
定住促進ホームページ「SUN-LiVE
（サンリブ）」公開開始
2017（平成29年）
2月 スカイワードあさひ
「星の広場」
オープン
7月 初の女性消防団員誕生
8月 瀬戸旭休日急病診療所オープン
10月 尾張旭版コミュニティスクールの名称が
「あさひスマイルコミュニティー」
に決定
2018（平成30年）
2月 本市在住の吉永一貴さんが平昌オリン
ピックショートトラック・スピードスケート
男子に出場
4月 情報発信拠点
「尾張旭まち案内」
オープン
スカイワードあさひ歴史民俗フロアで
円空仏の展示開始
5月 名鉄瀬戸線旭前駅リニューアル
第70回全国植樹祭1年前イベント開催
7月 第70回全国植樹祭に向け、
市役所ロビー
にカウントダウンボード設置

天皇皇后両陛下のご臨席を賜り、
県内外から多くの参加者を迎えて
開 催されました。また、サテライト
会場である渋川福祉センターでは、
式典の生中継、打ちはやし・ざい踊り
の披露などが行われ、多くのかたで
にぎわいました。

11月 第70回全国植樹祭200日前イベント開催
2019（平成31年）
2月 五代目市長に森和実氏
第70回全国植樹祭100日前イベント開催
3月 都市計画道路霞ヶ丘線開通
4月 文化会館リニューアルオープン
全国植樹祭のシンボル
「木製地球儀」
を
市役所ロビーに展示
2019（令和元年）
6月 第70回全国植樹祭が森林公園で開催
渋川福祉センターに第70回全国植樹祭
サテライト会場設置
11月 市制50周年記念ロゴマーク決定
2020（令和2年）
2月 本市出身の女優、青木さやかさんに
市制50周年PR大使を委嘱
5月 森林公園で全国植樹祭1周年記念行事
開催
12月 市制50周年を迎える
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