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　文化財・歴史

指
定
別

種　

別
名　称 指定年月 所有者等

国 入海貝塚 昭28.11 緒川・入海神社境内

県

大樹寺旧裏一の門 昭43.4 個人

絹本著色弁財天像 昭29.2 緒川・乾坤院

絹本著色諸尊集会図 昭29.2 緒川・乾坤院

紙本墨書正法眼蔵写本 昭29.2 緒川・乾坤院

異国降伏祈願施行状 昭34.10 緒川・善導寺

知多の虫供養行事
（東浦五ヶ村虫供養行事）

昭58.9 町内５地区で輪番

藤江のだんつく獅子舞 平24.1
藤江神社
八ッ頭舞楽保存会

町

乾坤院山門 昭54.3 緒川・乾坤院

乾坤院総門 平17.8 緒川・乾坤院

阿弥陀如来図 昭54.3 東浦五ヶ村虫供養本尊

阿弥陀如来画像 平17.3 森岡区

薬師如来立像 昭54.3 藤江・安徳寺

だんつく古面 昭54.3 藤江・藤江神社

正宗短刀 昭54.3 緒川・入海神社

長船長刀 昭54.3 緒川・入海神社

切支丹灯籠 昭54.3 緒川・越境寺

常夜灯 昭54.3 藤江字須賀地内

藤江神社八ッ頭舞楽龍頭の面 昭63.6 藤江・藤江神社

東浦町の指定文化財
令和２年４月１日現在
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文
化
財
・
歴
史

指
定
別

種　

別
名　称 指定年月 所有者等

町

緒川村慶長検地帳 昭54.3 緒川区

生路村方文書 昭54.3 生路区

明徳寺川水論文書 昭54.3 石浜区

金鶏山古墳出土品 昭54.3
町郷土資料館
（うのはな館）

村木神社おまんと祭りの馬道具 平19.3 森岡・村木神社

伊久智神社神楽 昭54.3 伊久智神社神楽保存会

森岡の村木神社おまんと祭り 平19.3
村木神社
おまんと祭り保存会

緒川城址 昭54.3 緒川字古城地内

村木砦古戦場 昭54.3 森岡字取手地内

緒川城主三代の墓所 昭63.6 緒川・乾坤院

水野家四代の墓所 昭63.6 緒川・乾坤院

伊久智神社大楠の森 昭54.3 生路・伊久智神社

極楽寺の楠 昭54.3 森岡・極楽寺

地蔵院のイブキ 平17.3 緒川・地蔵院（伝宗院）

 建造物　  書跡　  工芸　  古文書　  考古　  史跡

 絵画　　  彫刻　  民俗（有形・無形）　  天然記念物　 　
種別説明

資料：生涯学習課
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歴史略年表

西 暦 年 号 内　容

BC5000
縄文時代

早期
入海貝塚できる

1000
縄文時代

晩期
宮西貝塚・石浜貝塚できる

AD500代 古墳時代 金鶏山古墳できる

AD800代
平安時代

初期
尾張国から調（塩）とともに生道塩が京進される

1180
平安時代

末期
この頃小河重房小河に住む

1360 延文5 小河正房、土岐氏に滅ぼされる

1475 文明7
初代緒川城主水野貞守、乾坤院を創建する
この頃、緒川城が築城される

1528 享禄元 於大、水野忠政と於富の娘として生まれる

1533 天文2 水野忠政、刈谷城を築く

1541 10
於大の方、岡崎の松平氏に嫁ぎ、翌年、後の徳川家
康を生む

1544 13
於大の方、離縁され刈谷に帰る、後に久松俊勝に
再嫁する

1554 23 村木砦の戦い

1558 永禄元 石ヶ瀬の戦い

1575 天正3 水野信元、織田信長に殺される

1602 慶長7 於大の方、没す

1606 11 緒川城廃城

1621 元和7 緒川・石浜村水争い、以後何度も争う

1653 承応2 長野数馬、石浜村の子新田を開発

1670 寛文10 水野忠善、乾坤院に堅雄堂を建立

1727 享保12 緒川新田へ農民７名が移住

1750頃 宝暦頃 この頃、生路村原田喜左衛門、砂糖作りを行う

1854 嘉永7 高根山にのろし台がつくられる

1877 明治10 半田警察署緒川分署ができる
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西 暦 年 号 内　容

1886 19 武豊線開通

1900 33 緒川駅ができる

1901 34 緒川郵便局開設

1906 39 五ヶ村が合併して東浦村となる

1908 41 村役場 石浜から緒川字竹塚12の３に移転

1913 大正2 森岡・石浜に電灯がつく

1920 9 初の国勢調査（1,944戸8,848人）を実施

1925 14 村役場 緒川字竹塚８に移転

1929 昭和4 緒川郵便局で電話交換業務開始

1933 8
生路・尾張森岡駅ができる
県道師崎街道改修、現在の国道366号が敷かれる

1934 9 藤江駅ができる

1935 10 東浦郵便局で電報の取扱業務開始

1944 19
尾張森岡駅廃止
生路・藤江駅を廃止し、東浦駅ができる

1945 20 三河大地震、東浦に空襲

1947 22 東浦中学校開校

1948 23 東浦町制施行

1950 25 刈谷高校東浦分校開校

1952 27 広報東浦（現 広報ひがしうら）創刊

1957 32
尾張森岡駅再開
石浜駅ができる

1958 33 町制施行10周年、町章制定

1959 34 伊勢湾台風来襲

1961 36 愛知用水完成

1964 39 東部知多衛生センター完成

1966 41 町内初の信号機設置（緒川北交差点）

1968 43 町制施行20周年・町役場 緒川字政所20(現在地）に移転

1971 46 東浦町救急隊発足

1973 48 県立東浦高校開校

1974 49
知多中部広域事務組合（東浦・半田・阿久比・武豊）が
でき、東浦役場地内に半田消防署東浦支署を置く
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西 暦 年 号 内　容

1976 51 北部中学校開校

1977 52
町の花（ウノハナ）・木（クスノキ）を制定
保健・文化センター完成

1978 53 町制施行30周年・町営グラウンド完成

1979 54
タイムカプセル埋設・町民憲章制定
卯ノ里小学校開校・勤労福祉会館完成

1981 56
東浦工業団地完成進出企業決定
石浜西小学校開校

1982 57
知北平和公園オープン
東浦工業団地完成

1983 58 東浦文化広場・町体育館完成

1986 61
南設楽郡鳳来町（現 新城市）姉妹提携
国鉄武豊線開通100周年（SL走行）
五ヶ村合併東浦村誕生80周年

1987 62
西部中学校開校
衣浦西部線一部開通

1988 63
町制施行40周年
町営北部グラウンド・岡田川テニス場完成
町観光・農業センター完成

1989 平成元
公共下水道一部供用開始
東部知多クリーンセンター完成
於大公園プール完成

1991 3
東部知多温水プール完成
「さくらはし」開通
中央図書館完成

1993 5
福祉センター完成
石浜児童館設置
於大公園子どもの遊び場ゾーン完成

1994 6 於大のみち完成・於大まつり開催

1995 7
緒川新田児童館設置
このはな館完成
武豊線高架化（JR緒川駅)完成

1996 8
平成大橋開通
西部グラウンド完成
緒川児童館設置
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西 暦 年 号 内　容

1997 9
藤江老人憩の家移転
森岡児童館設置

1998 10
町制施行50周年
新編東浦町誌発刊

1999 11
郷土資料館（うのはな館）完成
知多半島道路東浦知多インター開通

2000 12
生路児童館設置
東海豪雨により森岡・緒川地区を中心に冠水被害

2001 13
藤江児童館設置
行政サービスコーナー開設
町運行バス「う・ら・ら」運行開始

2002 14 ISO 14001認証取得

2003 15
ファミリー・サポート・センター開設
子育て支援センター開設

2004 16
緒川ポンプ場完成
知多北部任意合併協議会設置（４月１日）
ケニア共和国大統領来町

2005 17

中部国際空港開港
ケニア共和国親善訪問ツアー開催
森岡工業団地完成進出企業決定
東ケ丘交流館完成

2006 18

五ヶ村合併東浦誕生100周年
第１回 愛知駅伝優勝（町村の部）
役場エレベーター棟完成
知多北部任意合併協議会解散（３月31日）

2007 19 新城市と姉妹提携（災害時相互応援協定締結）

2008 20
町制施行60周年
人口５万人達成（12月）

2009 21
石川県野々市町(現野々市市）と災害時相互応援協定締結
子育て応援日本一のまち宣言

2010 22

天皇皇后両陛下行幸
介護保険全国サミット開催
第62回 保健文化賞受賞
第５回 愛知駅伝優勝（町村の部）
定住自立圏形成協定調印



―158―

西 暦 年 号 内　容

2011 23

総合子育て支援センター (うららん）開設
東日本大震災で被災した

岩手県大船渡市、福島県二本松市へ物資支援
宮城県仙台市、岩沼市、

岩手県大船渡市、大槌町へ職員派遣
第６回 愛知駅伝優勝(町村の部)
藤江のだんつく獅子舞 愛知県指定文化財に認定

2012 24

公民館の名称を『コミュニティセンター』へ改称
初の事業仕分け開催
愛知県美術館・愛知県陶磁資料館 移動美術館
第７回 愛知駅伝優勝（町村の部）

2013 25

おだいちゃん特別住民票 交付
東日本大震災で被災した岩手県大船渡市へ職員派遣
町制施行65周年
第８回 愛知駅伝優勝（町村の部）

2014 26

新学校給食センター開設
総合ボランティアセンター（なないろ）開設
東日本大震災で被災した岩手県大船渡市へ職員派遣
第９回 愛知駅伝優勝（町村の部）

2015 27

三丁公園一部供用開始
東日本大震災で被災した岩手県大船渡市へ職員派遣
東浦みどり浜緑地多目的広場オープン
宮城県柴田町と災害時相互応援協定締結
第10回 愛知駅伝優勝（町村の部）

2016 28
乾坤院火災により本堂・坐禅堂・堅雄堂焼失
東日本大震災で被災した岩手県大船渡市へ職員派遣
熊本地震で被災した熊本県大津町へ職員派遣

2017 29
半田消防署東浦西部出張所開設
西部防災倉庫開設

2018 30
町制施行70周年
西日本豪雨で被災した岡山県倉敷市、広島県東広島
市へ職員派遣

2019 令和元

郷土資料館（うのはな館）常設展示リニューアル
町運行バス「う・ら・ら」ダイヤ改正
台風19号で被災した栃木県栃木市、宮城県柴田町
へ職員派遣
「にゅうかいはし」開通
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西 暦 年 号 内　容

2020 令和2 新型コロナウイルス大流行

おまんと


