
年 主    な    出    来    事
昭和３３年 上富田町発足

初代町長に山本萬米氏就任
岡小学校校舎（旧）が完成
八上王子跡・稲葉根王子跡・一瀬王子跡が県史跡指定

昭和３４年 紀勢本線が全通
町内有線放送施設が完成
市ノ瀬・下鮎川地区簡易水道が完成

昭和３５年 市ノ瀬小学校校舎（旧）が完成
山王潜水橋が完成
上富田文化の会が発足
私立高雄幼稚園が開設

昭和３６年 役場庁舎の増設が完成
畑山潜水橋が完成
上富田町森林組合が設立

昭和３８年 町での砂利採取販売事業が開始
私立岩田幼稚園が開設

昭和３９年 町内四中学校を統合し上富田中学校が開校
町営砂利採取砕石プラントが完成
市ノ瀬橋が完成
岩田・岡小学校水泳プールが完成
町内五農協を統合し上富田町農業協同組合が発足

昭和４０年 上富田中学校校舎が完成
朝来小学校水泳プールが完成
第一回駅伝大会が開催
南紀療育園が開設

昭和４１年 町民水泳プールが完成
生馬小学校水泳プールが完成
同和対策事業モデル地区に指定

昭和４２年 町章を制定
町営火葬場が完成　　
県道下川上牟婁線・岩田橋が完成
市ノ瀬小学校水泳プールが完成
朝来保育所が開所
県立南紀養護学校が開校
上富田テレビ局が完成

昭和４３年 町制１０周年記念式典を挙行
生馬保育所が開所
大谷隣保館が完成

昭和４４年 朝来跨線橋が開通
若もの広場が完成
下谷林道が完成
生馬共同墓地が完成

昭和４５年 岩田公民館が完成
加茂橋が完成
県道田辺・本宮線が国道３１１号に昇格
岩田神社の神像群が県有形文化財指定

昭和４６年 朝来保育所増築が完成
払合林道が完成
ゴミ収集事業が開始

昭和４７年 上水道給水施設が完成
丹田台開発事業に着工
汗川林道が完成
田熊郷林道が完成　　
生馬小学校芦山分校が廃校　　
岡の獅子舞が県無形文化財指定

町　　の　　あ　　ゆ　　み
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年 主    な    出    来    事
昭和４８年 生馬橋歩道橋が完成

岩田小学校体育館(旧）が完成　
岩田保育所が完成　
大谷児童館が完成
農用地区域の設定
岩崎会館、救馬谷会館、葛原会館、上村会館が完成
特別養護老人ホーム「愛の園」が開設

昭和４９年 朝来小学校校舎（旧）移転新築が完成　　
生馬保育所新築が完成
大谷第一小集落地区改良事業が完了
市ノ瀬老人憩いの家が完成
生馬口会館、岡川会館が完成
和歌山県林業センターが完成
岡八幡神社の社叢が県天然記念物に指定

昭和５０年 丹田台開発事業が完了
朝来小学校体育館（旧）が完成　　
朝来小学校が創立１００周年
農家高齢者創作館が完成　
勤労青少年体育センターが完成
上大中クリーンセンターが完成　　
上水道葛原、稗田配水池が完成
県道上富田・すさみ線の卒塔婆隧道が完成
本郷会館、根皆田会館が完成
交通指導員会が発足

昭和５１年 第一次長期総合基本計画を策定
岡小学校体育館（旧）が完成　　
市ノ瀬保育所増築が完成
三郎坂線道路が完成
岩田、岡、市ノ瀬小学校が創立１００周年
第一分団消防車庫が完成
大谷集会所、稗田集会所、方鹿会館、射矢ノ谷会館、後代会館が完成

昭和５２年 朝来第二保育所が完成　　
生馬公民館が完成
下鮎川児童館が完成
岩田老人憩いの家が完成　　
山王会館が完成
農村総合整備モデル事業指定　　
農業振興協議会が発足
小倉竹造氏寄付金を基金として「上富田町奨学資金」制度が発足
生馬小学校が創立１００周年
第１回スポーツの祭典を開催
天皇、皇后両陛下行幸
県立はまゆう養護学校が開校

昭和５３年 町制２０周年記念式典を挙行　　　
市ノ瀬橋歩道橋が完成　　
新川隧道が完成　　
新川改修第二期工事に着手
農村総合整備モデル事業が開始
上富田音頭･富田川小唄誕生
紀勢本線が電気化（和歌山～新宮）
尾崎会館、中島集会所が完成

昭和５４年 役場新庁舎が完成
根皆田川改修工事が完成　　
「手づくりの村」整備事業が完了
「平和な町づくり」を宣言　
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年 主    な    出    来    事
昭和５４年 町誌編纂事業を開始

朝来小学校増築が完成　　
岩田児童館が完成
市ノ瀬保育所移転新築が完成　　
青少年育成町民会議が発足
大谷老人憩いの家が完成
小郷会館、丹田台第一会館、丹田台第二会館が完成

昭和５５年 町立図書館が開館
花木流通センターが完成
生馬板木橋が完成
生馬小学校新校舎が完成
朝来第二保育所増築が完成
各支所を出張所に変更
生馬テレビ局が完成
牟婁あゆみ園が開所
平和な町づくり推進協議会が発足
大谷第二小集落地区改良事業が完了
中根会館、中央町内会館、立平会館が完成

昭和５６年 生馬小学校体育館が完成　　
製毛大型共同作業場が完成
岡川、牟婁あゆみ橋が完成　　
方鹿橋歩道橋が完成
札場橋が完成　　
第二丹田台造成工事が完了
大谷第三小集落地区改良事業が完了
朝来小学校増築が完成
ラビーム白浜がオープン
白鳩会館、汗川会館が完成

昭和５７年 大谷総合センターが完成　　
上水道、第一次拡張事業が完了
上富田町観光協会が設立
第８回全国消防操法大会に入賞
方鹿不燃物処理場が完成
町道荒堀・新庄線が完成
生馬受水池移設が完成　
日の出共同作業場が完成

昭和５８年 上富田中学校増築校舎が完成　　
町道樫ノ木・救馬谷線が完成
国道３１１号朝来バイパス開通(岩崎～生馬橋詰）
岩田橋歩道橋が完成
広域し尿処理場「白鳥苑」が完成
小郷パイロットに着工（農地造成）
大谷第四小集落地区改良事業が完了
共同畜舎が完成
岩田公園が完成

昭和５９年 西牟婁森林組合木材共販所が完成
縫製大型共同作業場が完成
救急患者搬送業務を開始
尾崎地区圃場整備事業が完了
中島住宅集会所が完成

昭和６０年 町行政改革推進本部を設置
野田地区圃場整備事業が完了
下田熊会館、峠会館、トビノ集会所、三宝寺会館が完成

昭和６１年 釦加工大型共同作業場が完成
花卉団地が完成
大谷共同墓地が完成
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年 主    な    出    来    事
昭和６１年 ＪＲ朝来駅無人化により業務の委託開始

荒掘団地給水施設が完成
旭会館が完成

昭和６２年 水道用水供給事業を認可　　
上富田町農業構造改善センターが完成
大谷第五小集落、大谷第六小集落地区改良事業が完了
国道３１１号朝来バイパスが完成（生馬橋詰～立平）
町道本郷・救馬谷線が完成　　
第二次長期総合基本計画構想を策定
上大中クリーンセンターが完成
はまゆう教育集会所が完成

昭和６３年 町制３０周年記念式典を挙行
町民憲章を制定　
町の花（サクラ）町の木（ヤマモモ）を制定
農業協同組合営農センターが完成
生涯学習に基づく教育目標を制定

平成元年 市ノ瀬小学校校舎移転新築が完成　　
小郷地区農地造成が完成
上富田町史、資料編中（近現在史料）を発刊
ポリエステル加工大型共同作業場が完成

平成２年 上富田町商工会館が完成
市ノ瀬小学校体育館が完成
上富田町企業団地が完成
大谷第七小集落地区改良事業が完了
「青色申告振替納税宣言の町」を決議　　
防霜ファン施設を設置

平成３年 上富田中学校大規模改修工事が完成
地区道路小黒水線が完成　　
地区道路樫の木・救馬谷線が完成
園芸土製造大型共同作業場が完成
第１回婦人振興大会を開催　
朝日ゴルフクラブ白浜コースがオープン

平成４年 上水道第二次拡張事業が完成　
岩田小学校校舎新築が完成　　
国道３１１号稲葉根トンネルが開通
生馬下谷川改修工事に着手
菓子加工大型共同作業場が完成
地区道路飛曽川線が完成
上富田町史、資料編下（自然・考古・民俗・文化財）を発刊
公営住宅（飛曽川団地）建設事業に着工
総合スポーツ施設整備事業に着工
中山間地域活性化総合整備事業に着手

平成５年 町制３５周年記念式典を挙行
生馬中根バイパスが開通
岩田小学校体育館が完成
地区道路飛曽川支線が完成
一ノ瀬大踊が県無形民俗文化財に指定
第１回富田川友遊フェスティバルを開催

平成６年 上富田中学校柔剣道場が完成　　
防災行政無線が完成　
地域福祉センター建設事業に着工
地籍調査事業を開始
岡小学校校舎が完成
岡小学校水泳プールが完成
特定河川整備事業（テニスコート）が完成
第１回コスモス園花まつりを開催
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年 主    な    出    来    事
平成６年 上富田文化会館建築事業に着工　

農村環境改善センター建築事業に着工　　
平成７年 産業再配置促進事業（テニスコート）が完成　　

地域福祉センター（上富田福祉センター）が完成
水辺の拠点づくり事業（彦五郎公園）が完成　
農村環境改善センターが完成
総合スポーツ施設整備事業（上富田スポーツセンター）が完成
農林業地域改善対策事業（梅畑造成工事）に着工
農業集落排水事業（市ノ瀬南岸地区）に着工
朝来第一保育所建築事業に着工
第１回上富田クリーン作戦を開催

平成８年 上富田文化会館が完成　　
町立図書館が開館
新岡坂トンネルが完成
朝来第１保育所が完成
土壌改良剤製造大型共同作業場が完成
上富田町都市計画区域を指定
第１回紀州口熊野マラソンを開催

平成９年 田辺市消防本部上富田消防署が完成
市ノ瀬大芝地区圃場整備事業が完了
農林業地域改善対策事業（梅畑造成工事）が完了
朝来コミュニティセンター建築事業に着工
農業集落排水事業（市ノ瀬北岸地区）に着工

平成１０年 町制４０周年記念式典を挙行
郵便橋拡幅工事（国道４２号改良工事）が完了
農業集落排水事業（市ノ瀬南岸地区）の一部供用が開始
朝来コミュニティセンターが完成
公共下水道事業に着工
上富田すさみ線道路改良工事（生馬橋）に着工
第１回芸能フェスティバルを開催

平成１１年 生馬小学校水泳プールが完成 
市ノ瀬小学校水泳プールが完成
南紀の台住居表示を変更
国道３１１号上富田２バイパスが開通
上富田町不燃物処理場安定対策工事に着工
ジャパンエキスポ南紀熊野体験博・リゾートピア和歌山’９９を開催　
ジャパンエキスポ地域振興賞を受賞
第３次総合計画基本構想を策定
農業集落排水事業(岩田・岡地区、生馬地区)に着工
上富田中学校海外交流・研修事業を開始
上富田トリムコースを設置
第１回大賀ハスまつりを開催　
第１回口熊野俳句大会を開始
高齢者福祉計画・第１期介護保険事業計画を策定

平成１２年 上富田スポーツセンター屋内イベント広場が完成
上富田町保健センターが完成
生馬橋が完成
一般廃棄物最終処分場が完成
朝来駅前屋根付駐車場が完成
農業集落排水事業(田熊地区)に着工　
第１回上富田町商工振興懇話会を開催
第１回かみとんだ健康福祉と文化のまつりを開催

平成１３年 岩田・岡地区、生馬地区終末処理場建設事業に着工　　
第３次上富田町総合計画を策定　　
岩田河川公園が完成
農業集落排水事業（市ノ瀬北岸地区）の一部供用開始　
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年 主    な    出    来    事
平成１３年 くちくまのコミュニティバスの運行開始

プロ野球ウエスタンリーグ公式戦を開催
平成１４年 上富田スポーツセンターラグビー・サッカー場が完成　

海外交流・研修事業の受入開始
高齢者福祉計画・第２期介護保険事業計画を策定

平成１５年 農業集落排水事業(岩田・岡、生馬地区)の供用開始
飲料水兼用防火水槽(60㎥)が完成
第１回口熊野町づくり塾を開催

平成１６年 農業集落排水事業(田熊地区)の供用開始　　　
上富田浄化センターに着工
県道上富田南部線拡幅工事に伴う、岩田小学校運動場拡張工事・屋内運動場移転建築が完成
町内小学生の通学合宿を開始

平成１７年 朝来小学校校舎建築に着工　　
朝来汚水中継ポンプ場建築に着工
県道下川上牟婁線栗山トンネルが開通　　
コンビニ収納サービスを導入
くちくまのチャレンジデーを開始　
かみとんだ体操を制定・各地で実施
てんとうむし教室を開設　　
朝来駅にまちのホットステーションを開設
上富田町次世代育成支援行動計画を策定
第１期上富田町障がい福祉計画を策定
高齢者福祉計画・第３期介護保険事業計画を策定

平成１８年 朝来小学校校舎が完成
朝来汚水中継ポンプ場が完成　　
全国町村会より町自治について表彰
上富田浄化センターが完成
上富田町地域包括支援センターを設立

平成１９年 朝来小学校体育館が完成
公共下水道事業の一部供用開始
総合型地域スポーツクラブ『Ｓｅａｃａ』ＮＰＯ法人格を取得
さわやか上富田協働推進事業を開始

平成２０年 町制５０周年記念式典を挙行
市ノ瀬橋架け替え工事が完了
朝来小学校グラウンド整備工事が完了
町営白滝住宅移転建築が完成
あすなろ学童保育園舎（２棟）が完成
上富田地域交流センターが完成　　
上富田町子育て支援センターを開所
上富田町地域福祉計画を策定　　　　
ふるさと上富田まちづくり寄付金（ふるさと納税）制度の創設
第２期上富田町障がい福祉計画を策定
高齢者福祉計画・第４期介護保険事業計画を策定

平成２１年 上富田町次世代育成支援後期行動計画を策定　　　　
町営中島住宅移転建築が完成
町営高雄住宅移転建築が完成
生馬小学校耐震化改修工事が完了　
生馬公民館改修工事が完了
生馬小学校屋外トイレ（公衆トイレ）が完成
岡地区公衆トイレが完成
上富田スポーツセンター施設（野球場、多目的グラウンド）改修工事が完了
上富田スポーツセンター遊具、貯水槽、テニスコート練習板を設置
防災行政無線（孤立集落用無線機・５ヶ所）を設置　
避難誘導街路灯（LED・１２ヶ所）を設置
近畿自動車道紀勢線（上富田～すさみ線）建設事業に着工
上富田町子育て支援ガイドブックを作成
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年 主    な    出    来    事
平成２２年 岡小学校体育館新改築工事が完了

上富田スポーツセンター施設（多目的グラウンド人工芝化、夜間照明設置、クラブハウス建築）工事が完了

管内図作成に着工
第４次上富田町総合計画を策定     
上富田町男女共同参画基本計画を策定

平成２３年 上富田中学校校舎の耐震改修工事が完了
はるかぜ保育所建設事業に着工
町営生馬橋住宅移転建築が完成
南紀の台ふれあいセンター紫蘭を開設
台風１２号の豪雨により畑山潜水橋、山王潜水橋が消失
第３期上富田町障がい福祉計画を策定
高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画を策定

平成２４年 上富田中学校体育館の耐震改修工事が完了
上水道中央監視設備改良工事が完了
市ノ瀬診療所を開所
石川県津幡町と災害時相互応援協定を締結
県内市町村で初めて男女共同参画推進条例を制定
畑山潜水橋復旧工事が完了
はるかぜ保育所が完成
くちくまの文化交流館が開館
生馬橋住宅集会所が完成
上富田町国際交流協会を設立

平成２５年 町内体育施設に指定管理者制度を導入
山王潜水橋復旧工事が完了
韓国・河南市と友好都市交流協約書を締結
男女共同参画都市を宣言
原動機付自転車のご当地ナンバープレートを導入
奈良県斑鳩町と災害時相互応援協定を締結
上富田中学校創立50周年記念式典を挙行
役場本庁舎の耐震改修工事が完了
防災行政無線デジタル化整備事業に着工
高規格救急自動車を購入
蓄電池付太陽光発電装置を設置（上富田文化会館）
岩崎会館の耐震改修工事が完了
小・中学校に天井扇風機設置工事完成

平成２６年 第１浄水場管理棟耐震改修工事が完了
町営船越住宅改修工事が完了
道の駅くちくまの建設事業に着工
上富田町産業振興・文化交流館が開館
熊野古道一瀬王子公衆トイレが完成
統合保育所建設事業に着工
高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画を策定
上富田町子ども・子育て支援事業計画を策定
第４期上富田町障がい福祉計画を策定
生馬小学校体育館の吊り天井撤去改修工事が完了
上富田中学校放送整備取替工事が完了
紀の国わかやま国体軟式野球競技リハーサル大会を開催
紀の国わかやま国体サッカー競技リハーサル大会を開催
防災行政無線デジタル化整備工事が完了

平成２７年 第１浄水場自家発電設備更新工事が完了
第15回和歌山県障害者スポーツ大会（紀の国わかやま大会リハーサル大会）を開催
紀の国わかやま国体（軟式野球競技・サッカー競技・ラグビーフットボール競技）を開催
紀の国わかやま大会（フライングディスク競技）を開催
トリムコース看板整備及び岡地区新コースの設置
「かみとんだウォーキングマップ」の作成
「古道ウォークキング」の開催
町営大山住宅改修工事が完了
道の駅くちくまのが完成
近畿自動車道紀勢線（南紀田辺IC～すさみ南IC）開通
町道大内谷南紀ノ台線工事が完了
熊野高校と「上富田町まちづくり連携・交流協定」を締結
市ノ瀬小学校に蓄電池付太陽光パネル設置
八上神社・田中神社が南方曼陀羅の風景地の名勝指定
八上王子跡・稲葉根王子跡が史跡熊野参詣道中辺路の追加指定
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年 主    な    出    来    事

平成２８年 生馬出張所移転
なのはな保育所が完成
第1浄水場受変電設備更新工事が完了
生馬両新田地区企業用地事業完成
上富田町公共施設等総合管理計画を策定

平成２９年 マスコットキャラクター「ひょうたんせんぱい」誕生
上富田町学校給食センター建設工事完成
上富田スポーツサロン完成
市ノ瀬地区中山間総合農地防災事業着手
上富田町子育て世代包括支援センター設置
一般社団法人南紀ウエルネスツーリズム協議会発足
第５期上富田町障がい福祉計画を策定
高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画を策定

平成３０年 町制施行６０周年記念式典を挙行
「鳳凰の町～上富田町イメージソング～」「ただいま故郷」完成
「鳳凰の町～上富田町イメージソング～」「ただいま故郷」歌碑完成
上富田交番新設
紀州くちくまの熱中小学校開校
上富田町立小中学校完全給食開始

令和元年 上富田町食育交流センターオープン
岩田公民館建替え工事完了
ラグビーワールドカップ２０１９ナミビア共和国代表公認チームキャンプを受入
第２期上富田町地域福祉計画（自殺対策計画も包含）策定
第２期上富田町子ども・子育て支援事業計画策定
町内小中学校の全ての教室に空調を設置

令和２年 上大中クリーンセンター閉所
町内小中学校　トイレの洋式化
町内小中学校に１人1台端末（タブレットPC）整備
第６期上富田町障がい福祉計画を策定
第５次上富田町総合計画を策定
第２期上富田町障がい児福祉計画を策定
高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画を策定

令和３年 生馬下谷地区　宅地造成事業完了
東京オリンピック　男子サッカー競技　事前合宿　ホンジュラス
上富田町役場庁舎自家発電設備更新工事が完了
上富田町都市計画マスタープランを策定
令和３年４月一般廃棄物（可燃ごみ）を田辺市へ焼却処理委託
令和３年４月上富田町粗大ごみストックヤード供用開始
令和３年６月上富田町不燃物処理場終了
令和３年７月紀南広域廃棄物最終処分場供用開始
上富田町方鹿会館建替え
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