
山田地区歴史年表 2009年5月作成2015年７
月追加修正

時代西暦 元号 山田地区と周辺のできごと 日本のできごと

　4000年位前 温暖な気候。このあたりは海の底

　　貴生町遺跡（きせいちょういせき）（縄文終わり～弥生）
　2500年位前 稲作がはじまる

　　月縄手遺跡（つきなわていせき）（比良。弥生前期）

大規模な集落の形成。朝日遺跡（あさひいせき）

　（愛知県最大の弥生時代の遺跡）
　300年ころ 　

古墳がつくられる

大和王権の成立

676 このころ山田郡（やまだぐん）がおかれる

752 天平２ このころ東大寺の荘園がおかれる 東大寺に大仏ができる

794 延暦13 京都に都がうつる

829 天長6 願王寺（がんおうじ）できる

905 延喜５ 延喜式（えんぎしき）編さんはじまる
　神明帳(じんみょうちょう）に大乃伎（おおのぎ）神社、非多（ひ

た）神社（現在は六所（ろくしょ）神社の末社）などの名前が
みえる
　

909 延喜9 東大寺の荘園が山田荘（やまだのしょう）とよばれる

　1100年ごろ 小田井荘（おたいのしょう）がおかれる 院政の時代

武士の時代

　1500年代 山田郡、愛知郡と春日井郡に編入される

1534 天文3 織田信長生まれる
　のち信長、大蛇のうわさを聞き、蛇池（じゃいけ）の水をさ
らう

1536 天文5 佐々成政（さっさなりまさ）、比良城（ひらじょう）に生まれる

1582 天正11 尾張を治める信長の次男・信雄（のぶかつ）が庄内川の堤防
を修理する

本能寺の変

1603 慶長8 江戸幕府が開かれる

1609 慶長14 名古屋城の工事がはじまる

このあたりは尾張藩の春日井郡下五村（かすがいぐんしもごそ

ん）とよばれる
　（比良、大野木、平田、上小田井、中小田井）

1667 寛文7 岩倉街道（いわくらかいどう）が開かれる

庄内川の洪水がたびたびおきる

1783 天明3 御冥加普請（ごみょうがふしん）が行われる

1784 天明4 洗堰（あらいぜき）と新川（しんかわ）の工事がはじまる
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時代西暦 元号 山田地区と周辺のできごと 日本のできごと

1787 天明7 洗堰と新川の工事が完成する 寛政の改革

1819 文政2 水野士惇（みずのしじゅん）君治水碑が建てられる

地区の村々、名古屋の大代官所（おおだいかんしょ）の支配を
受ける。平田村は、清州代官の支配を受ける。

幕末から明治にかけての町並みが作られる
　現在に残る中小田井の町並み

1868 明治1 明治維新

1880 明治13 春日井郡が、東春日井郡と西春日井郡に分かれる

1884 明治17 自由民権運動の急進派による平田橋事件（ひらたばしじけ

ん）がおきる

1889 明治22 名古屋が市となる（山田地区ふくまず）

1891 明治24 平田尋常小学校開校 濃尾地震

このころ人力車がよく利用される

1906 明治39 比良、大野木、平田、上小田井、中小田井の５村が合併
し、西春日井郡山田村が誕生

1908 明治41 名古屋市西区ができる（山田地区ふくまず）
山田尋常小学校開校

1912 大正1 名鉄犬山線が開通（平田橋駅、中小田井駅）

1915 大正4 山田村に電気がとおる 第一次世界大戦（1914～１７）

1920 大正9 各字にあった山田小学校の分校が廃止される

このころ山田小学校に通うための「学校道（がっこうみち）」が
作られる

1934 昭和9 毛織物の御幸毛織（みゆきけおり）の工場ができる

1936 昭和11 染色の福井精錬（ふくいせいれん）の工場ができる

1941 昭和16 太平洋戦争はじまる

1945 昭和20 太平洋戦争おわる

1947 昭和22 山田中学校開校

1955 昭和30 山田村、名古屋市と合併（西区へ）。西区役所山田支所
できる

1956 昭和31 山田地区で市バスの運行がはじまる
山田地区に水道がとおる
山西用水が完成する

経済白書「もはや戦後ではな
い」

1959 昭和34 山田地区にガスがとおる

1960 昭和35 大野木、上小田井の区画整理組合ができる

1962 昭和37 比良、中小田井の区画整理組合ができる 伊勢湾台風

1963 昭和38 中小田井第二区画整理組合ができる
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時代西暦 元号 山田地区と周辺のできごと 日本のできごと

1964 昭和39 平田区画整理組合ができる 東京オリンピック

1965 昭和40 市営比良荘ができる

1967 昭和42 山崎製パン名古屋工場ができる

1968 昭和43 中小田井第三区画整理組合ができる
平田小学校開校

1969 昭和44 比良小学校開校

1971 昭和46 大野木小学校開校 沖縄返還条約調印

1975 昭和50 浮野小学校、山田東中学校開校 新幹線、東京～博多全通

1977 昭和52 比良西小学校開校

1978 昭和53 中小田井小学校、市立山田高校開校

1980 昭和55 平田中学校開校
国道302号開通

1981 昭和56 山田地区の区画整理事業が完成

1984 昭和59 鶴舞線庄内緑地公園駅ができる

1986 昭和61 庄内緑地公園が開園 日航機墜落事故

1991 平成3 高架工事完成により、名鉄平田橋駅が南に移動、上小
田井駅となる
東名阪（ひがしめいはん）自動車道（勝川～清洲東）開通

1993 平成5 鶴舞線全通。上小田井駅できる
城北線全通。小田井駅、比良駅できる

1994 平成6 商業施設ワンダーシティできる

1995 平成7 阪神・淡路大震災

2000 平成12 東海豪雨で大規模浸水被害発生（9月）

このころから大規模マンションが増える

2005 平成17 山田支所新庁舎完成
名古屋市20番目の図書館、山田図書館開館（5月6日）

愛知万博

2008 平成20 西区誕生100周年

2009 平成21

2010 平成22 名古屋開府４００年

2011 平成23 東日本大震災

2012 平成24 山田支所福祉業務拡充

2015 平成27

山田支所開庁六十周年
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商業施設ワンダーシティがmozo wonder cityとして
新たにオープン
庄内川にかかる赤とんぼ橋が第２３回名古屋市都市景観
賞受賞

山田図書館開館十周年記念マスコットキャラクター「ヤマ
リー」誕生

北陸新幹線　長野～金沢開
通
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