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KINOKAWA CITY
みんな笑顔で10周年
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紀の川市10年のあゆみ

10th Anniversary Kinokawa City 

①旧打田町役場での開庁式

④夜空を彩る3,000発の夢花火

⑥海の向こうにできた友達
中学生たちの海外派遣交流

⑦ねこの顔をイメージした駅舎

⑧排水が追いつかず道路へ越水
した調月幹線１号排水路

②約1,400 人で組織された消防団

③勇壮に運行する「だんじり」

平成17年度（2005.11～2006.3）
11/７▶紀の川市制の施行…………………………………………………①
12/11▶紀の川市長選挙・市議会議員一般選挙
１/８▶紀の川市連合消防団出初式………………………………………②

平成18年度（2006.4～2007.3）
４/９▶第１回紀の川市桃山まつり
４/９▶第１回紀の川市桃源郷マラソン
７/３▶和歌山アイコム㈱進出協定の調印
７/28▶粉河祭………………………………………………………………③
８/20▶第１回市民まつり…………………………………………………④
８/27▶第１回人権講演会
10/１▶ごみ袋の有料化とごみ分別を統一
10/21▶青洲まつり…………………………………………………………⑤
11/１▶市民憲章の制定
11/１▶市の木「きんもくせい」、花「もも」、鳥「うぐいす」を指定
11/３▶第１回紀の川市文化祭
11/25▶第１回紀の川市産業まつり
２/９▶韓国西帰浦市と姉妹都市を締結…………………………………⑥
３/25▶平池緑地公園が完成
３/27▶「暴力追放のまち」「非核・平和のまち」「生涯学習のまち」宣言

平成19年度（2007.4～2008.3）
４/18▶第１期濱州市農業技術研修生を受け入れ
６/１▶議会だより「こんにちは議会です」を創刊
10/７▶第１回スポーツフェスティバル
10/15▶中国濱州市と友好都市関係を締結
２/10▶地産地消食育フェア
３/26▶第１次紀の川市長期総合計画（前期基本計画）を策定

平成20年度（2008.4～2009.3）
４/１▶高野・鞆渕・奥安楽川・細野地区のデジタルテレビ放送受信環境などを整備
４/１▶個別乳がん検診（マンモグラフィー検査）の導入
４/６▶愛宕池公園の竣工式
６/23▶乳がん検診の受診率向上へピンクリボンキャンペーン推進本部設立
９/７▶第１回紀の川市防災総合訓練

市民憲章【2006.11.1 制定】
一　ふるさとを愛し、教養を高め、新しい文化をつくります。
一　人権を尊重し、思いやり、たすけあい、笑顔とあいさつで和を広めます。
一　働くことに喜びを感じ、生きがいと希望に満ちた未来をひらきます。
一　趣味やスポーツを楽しみ、健康で、明るい家庭をつくります。
一　感謝と奉仕の気持ちを大切にします。
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▶▶▶ 次ページへ続く

⑤青洲の妻「加恵」の嫁入りを再
現した青洲時代行列

▶▶▶ 裏ページへ続く

平成20年度（2008.4～2009.3）
12/10▶紀の川市公共下水道の一部・那賀浄化センターの供用開始
２/１▶乳がん検診啓発講演会
２/27▶市議会議員の定数を削減（26人→24人）

平成21年度（2009.4～2010.3）
４/１▶個別乳がん検診（超音波検査）を導入
４/１▶紀の川市青少年センターを設置
５/１▶地域巡回バスの本格運行を開始
11/１▶安楽川小学校校舎の竣工式
12/７▶神通・中畑地区のデジタルテレビ放送受信環境を整備
12/10▶市内全世帯に住宅用火災警報器の配布を開始
２/７▶名手小学校校舎の竣工式
３/31▶中山間地域総合整備事業（上名手地区）の竣工式
３/31▶平池緑地公園の大賀ハス園が完成

平成22年度（2010.4～2011.3）
４/１▶地域間で格差の大きかった水道料金を統一
４/１▶全税目のコンビニ収納を開始
４/１▶紀の海広域施設組合を設立
４/１▶小学校卒業年度までの医療費を無料化する子ども医療制度の開始
６/18▶ハグルマ㈱進出協定の調印
８/４▶和歌山電鐵貴志駅の新駅舎が完成…………………………………⑦
９/４▶農業集落排水事業（善田地区）の竣工式
10/23▶医聖 華岡青洲生誕250年記念事業
11/７▶合併５周年記念植樹で「きんもくせい」と「花桃」を各５本植樹
12/16▶「食育のまち」宣言
３/16▶東日本大震災の被災地へ市水道給水車を派遣

平成23年度（2011.4～2012.3）
６/10▶ほたるサミットin紀の川
７/24▶第１回きのかわ恋むすび
９/２▶台風12号により市内各所で浸水などの多大な被害が発生… … ⑧
12/10▶第１回貴志川イルミネーション
１/１▶全国瞬時警報システム「J-ALERT」の自動放送を導入
２/25▶打田中学校校舎の竣工式



更なる発展を目指してー
　紀の川市は、平成 17 年 11 月７日に打田町、粉河町、那賀町、桃山町、貴志
川町の５町が合併し、産声を上げてから 10周年を迎えます。
　紀の川の清流を中心に、恵まれた自然と豊かな伝統が息づく美しい魅力のある
まちが形成されています。
　これまで歩んできた 10年間は「安心・安全なまちづくり」を最重要課題とし、
市民の皆さまや企業、団体の皆さまのご支援とご協力のもと、基盤整備を中心と
した施策に取り組んでまいりました。
　今後とも、皆さまのご支援とご協力を賜りながら、更なる発展と活力あるまち
づくりをめざして、邁進してまいりたいと考えております。

10th Anniversary Kinokawa City 

⑨ポンプ車２台で30㎥/分を排水

⑪満開のハスの花の中で

紀の川市長　中村愼司

紀の川市発展のためにー
　平成 17年の５町合併以来、市議会は住民の代表機関として、基盤づくりや市
民福祉向上のため、行政当局と議論を重ね、たくさんの課題の解決に全力で取り
組んでまいりました。
　地方分権により地方自治体の権限が大きくなる中で、自治体の意思を決定する
「議事機関」として、また、行政の「監視機関」として、議会の役割がさらに高
まりました。その役割を果たすため、私たち議員一人ひとりが、さらに資質の向
上に努めると共に、住民の負託に応え民意を市政に反映させていくために、皆さ
まのご協力をお願いいたします。
　今後も紀の川市の発展のため、それぞれの地域で培われてきた歴史、伝統を大
切に伝え、力を注いでまいりたいと考えております。 紀の川市議会議長　高田英亮

平成23年度（2011.4～2012.3）
２/27▶中部抵抗器㈱進出協定の調印
３/16▶長田小学校屋内運動場の竣工式
３/31▶調月保育所を安楽川保育所へ統合

平成24年度（2012.4～2013.3）
４/１▶名手保育所を民間へ移管
４/１▶５消防団を統合し、紀の川市消防団を発足
４/１▶黒川簡易水道の給水区域を拡張し、東畑野地区へ給水を開始
４/１▶地元管理の西川原簡易水道を上水道へ統合
４/13▶那賀消防組合南消防署の竣工式
４/14▶名手駅前地区整備事業の竣工式
10/４▶紀の川市排水ポンプ車の運用開始…………………………………⑨
10/30▶北勢田第２工業団地造成の竣工式
11/１▶健康づくり推進アドバイザーを設置「東京大学 中川恵一准教授」
11/19▶㈱九重雜賀進出協定の調印
12/３▶市議会議員の定数を削減（24人→22人）
１/４▶市役所新庁舎での業務を開始
３/16▶第１回生涯学習フェスティバル
３/21▶第１次紀の川市長期総合計画（後期基本計画）を策定

平成25年度（2013.4～2014.3）
４/１▶那賀・桃山・貴志川支所の移転
４/１▶安楽川保育所を民間へ移管…………………………………………⑩
６/23▶市道井田中ノ才線が開通
６/30▶第１回大賀ハス観蓮会………………………………………………⑪
７/27▶粉河中学校校舎の竣工式
８/３▶越日友好議員連盟から贈られたベトナム蓮を青洲の里に分根
８/11▶市役所新庁舎の竣工式………………………………………………⑫
９/26▶紀の海広域処理施設建築工事の起工式
９/27▶麻生津簡易水道を拡張し、鞆渕・細野地区へ給水する工事に着手
１/10▶西野山配水池の築造工事が完成

⑩民営化後、笑顔で迎える初入園

⑫免震構造を採用した新庁舎

⑬紀の川市東毛から西向きの展望

⑮フルーツ大使の委嘱状を交付

⑭毎日笑顔でいただきま～す！

⑯周辺一帯を市民公園として整備

▶▶▶ 次ページへ続く

平成25年度（2013.4～2014.3）
２/７▶高野・五百谷の簡易水道を上水道へ統合
３/30▶京奈和自動車道紀北東道路（～紀の川IC）が開通…………………⑬
３/31▶粉河運動場の整備工事が完成

平成26年度（2014.4～2015.3）
４/１▶中学校卒業年度まで入院医療費を無料化する子ども医療制度の拡充
４/12▶那賀中学校格技場の竣工式
５/14▶紀の海広域施設へのアクセス道の整備工事に着手
７/５▶河南学校給食センターの竣工式……………………………………⑭
７/５▶紀の川市パークゴルフ場の竣工式
７/21▶紀の川市青少年育成市民会議設立
10/６▶国営総合農地防災事業和歌山平野地区事業所の開所式
10/27▶五色台聖苑総合整備工事の竣工式
２/12▶日本体育大学と「体育・スポーツ振興に関する協定」の調印
３/25▶穴伏浄水場の築造工事が完成
３/30▶市内６か所に防犯カメラを設置
３/31▶平池ベトナムハス園の改修工事が完成

平成27年度（2015.4～2015.11.6）
４/１▶県道泉佐野打田線を４車線化する工事に着手
４/４▶紀の川市フルーツ大使に女優の藤原紀香さんを任命……………⑮
４/29▶紀の川市民体育館の竣工式…………………………………………⑯
６/10▶市立図書館の統廃合を開始（５館→２館へ）
７/12▶京奈和関空連絡道路建設促進期成同盟会の設立
７/17▶㈱梅丹本舗進出協定の調印
７/25▶竜門小学校校舎の竣工式
８/９▶合併10周年記念として「NHKのど自慢」を開催
８/11▶県道和歌山橋本線の遠方工区が開通
９/12▶京奈和自動車道紀北西道路（～岩出根来IC）が開通
９/26▶紀の国わかやま国体（第70回国民体育大会）の開会式
10/24▶紀の国わかやま大会（第15回全国障害者スポーツ大会）の開会式


