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約1万3千年前　旧石器時代
宮地向山遺跡。

約9千年前　縄文時代
橋立大野山遺跡、藤の木遺跡、柴山水底貝塚、柴山貝塚、横北遺跡など。

約2千3百年前　弥生時代
柴山出村遺跡、猫橋遺跡など。

3世紀後半～7世紀　古墳時代
片山津玉造遺跡、分校松山古墳群、黒瀬・南郷古墳群、狐山古墳、法皇山横
穴群、大菅波A遺跡、分校古窯跡群など。

570 欽明31 族長道君が大王と詐称し、高句麗の使節の貢物を奪ったことが江沼臣
裾代の訴えで露見。

650～ この頃、宮地、弓波、保賀などに寺が建立される。
701 大宝1 大宝律令により江沼地方は「越前国江沼郡」となる。
731 天平3 「越前国正税帳」に江沼郡の名が登場。
740 天平12 この年、「江沼郡山背郷計帳」に江沼臣族乎加非、同忍人の戸がみえる。
755 天平勝宝7 この年、橘大夫人、東大寺に江沼郡幡生荘を施入。
762 天平宝字6 江沼郡山背郷50戸を岡寺（奈良県）に施入。
778 宝亀9 宝亀7年に江沼・加賀郡に漂着した渤海の溺死者30人を当郡で埋葬。
823 弘仁14 越前国の加賀・江沼２郡を割いて加賀国を置く。江沼郡の北半分を能美

郡とする。
935 承平5 倭名類聚鈔（略称「和名抄」）に長江・忌浪・山背・竹原・額田・菅波・八田・三

枝など８郷がみえる。
1090 寛治4 加賀守藤原為房が加賀国府から淡津泊を経て敦賀に向かう。
1163 長寛1 『白山之記』に、白山五院として極楽寺・小野坂寺・大聖寺・柏野寺・温泉寺

の5ヶ寺が見える。
1177 安元3 延暦寺・白山宮の衆徒、加賀守藤原師高の処罰を求めて強訴（安元事件）
1183 寿永2 木曽義仲追討の平家軍、加賀に入る。源氏軍、平家軍を篠原に破って南下

する。
1221 承久3 承久の乱に際し、名越朝時らの幕府軍が加賀を通過し、京方の林家綱ら

敗北する。
1273 文永10 熊坂庄の領家徳大寺家と地頭大見実泰との間で続いていた争論が下地

中分となる。
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1291 正応4 時宗２世遊行上人真教、加賀へ遊行する。
1333 元弘3 福田庄菅浪郷総領地狩野頼広などが足利高氏方に参陣する。
1335 建武2 敷地・上木・山岸などの狩野氏の一党が名越時兼を大聖寺にて破る。
1336 建武3 畑時能・敷地伊豆守・上木平九郎ら越前細呂木辺に城を構えて、大聖寺城

の津葉五郎清文を破る。
1341 暦応4 畑時能、越前鷹巣城で戦い、大野で敗死する。
1419 応永26 江沼郡熊坂庄願成寺に親鸞聖人絵伝が授与される。
1471 文明3 本願寺８世蓮如、吉崎御坊に道場を開く。
1475 文明7 蓮如、吉崎を退去する。
1486 文明18 この頃、蓮如の４男蓮誓、山田光教寺に入る。
1488 長亨2 一向一揆のため、守護富樫政親の高尾城が陥落する。
1506 永正3 一揆勢、朝倉軍に九頭竜川にて敗れる。（永正一揆）
1531 享禄4 加州三ヶ寺が超勝寺派に敗れる。（享禄の錯乱）
1546 天文15 一嶋新兵衛ら徳政に反対して江沼郡に討ち入り敗北する。（江沼郡錯乱）
1555 弘治1 朝倉宗滴、江沼郡へ侵入。一揆軍敗れる。
1575 天正3 織田信長、江沼・能美を攻略。戸次右近を大聖寺城に配置する。
1580 天正8 拝郷五左衛門、大聖寺城に入る。
1583 天正11 溝口秀勝、大聖寺城主となる。
1598 慶長3 山口玄蕃宗永、大聖寺城主となる。
1600 慶長5 山口宗永、前田利長に滅ぼされる。
1615 元和1 一国一城令により、大聖寺城は廃城となる。
1639 寛永16 前田利治、大聖寺藩7万石の初代藩主となる。
1653 承永2 利治、家臣の一部を宗藩に返す。
1655 明暦1 田村権左右衛門、九谷宮に花瓶を奉納する。
1660 万治3 利治死去し、ニ代利明襲封する。越中新川郡7ヶ村と能美郡6ヶ村を交換。
1662 寛文2 二代利明、改作法を実施する。
1665 寛文5 市の瀬用水完成する。
1671 寛文11 大洪水起きる。（翌年も洪水となる）
1673 延宝1 大聖寺川改修に着手する。
1676 延宝4 河北郡二俣村に中田村の五郎兵衛を派遣して紙漉きを伝承させる。
1678 延宝6 片野大池の掘削工事完成する。
1680 延宝8 矢田野用水完成する。
1682 天和2 竜骨車を大坂より輸入する。
1689 元禄2 芭蕉、山中、大聖寺に立ち寄る。
1691 元禄4 利直、幕府の奥詰となる。
1692 元禄5 利明死去し、三代利直襲封する。利直の弟利昌、一万石を与えられる。
1693 元禄6 藩邸を焼失する。
1695 元禄8 幕府から江戸四谷などの犬小屋建設を命ぜられる。
1701 元禄14 神谷内膳守政致仕（引退）する。大洪水起こる。
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1704 宝永1 利直、初入部する。藩邸竣工する。
1709 宝永6 利昌、大和柳本藩主織田秀親殺害により切腹を命ぜられる。

利直、奥詰を免ぜられる。長流亭竣工する。
1710 宝永7 村井主殿が切腹を命ぜられる。利直、死去する。

江戸城芝口御普請御手伝を命ぜられる。
1711 宝永8 四代利章襲封する。半知借上行なわれる。
1712 正徳2 凶作で、領内百姓の大一揆が発生する。（正徳の大一揆）
1713 正徳3 神谷守政、金沢に召還される。
1729 享保14 大聖寺で大火が起こる。（400戸焼失）
1732 享保17 江戸城虎ノ門御普請御手伝を命ぜられる。
1736 享保21 銭札相場に関し、大聖寺町人、騒擾を起こす。
1737 元文2 利章、死去し、五代利道襲封する。
1744 延亨1 この頃、庄の沢屋仁左衛門が大聖寺絹を始める。
1751 宝暦1 三河吉田橋の架け替えを命ぜられる。
1753 宝暦3 同再工事を命ぜられる。（翌年竣工するも、責任者が処分される。）
1756 宝暦6 弓波村で百姓一揆起こる。
1760 宝暦10 大聖寺大火（1,252戸焼失）
1763 宝暦13 領内富民に御用銀を課す。
1768 明和5 越前吉崎村に一揆起こり、吉崎村民、塩屋浦で暴行を働く。
1769 明和6 江戸城西ノ丸普請御手伝を命ぜらる。
1773 安永2 大洪水起こる。
1778 安永7 六代利精、襲封する。
1780 安永9 百姓一揆事前に防止する。（毛谷村一件）
1782 天明2 利精隠居し、七代利物襲封する。
1784 天明4 大凶作、餓死者が出る。
1788 天明8 利物死去し、八代利考襲封する。
1793 寛政5 海防始まる。
1805 文化2 利考死去する。
1803 享和3 伊能忠敬、測量のために大聖寺に入る。
1806 文化3 九代利之襲封する。
1821 文政4 十万石に高直しする。
1823 文政6 吉田屋伝右衛門、九谷窯を再興する。
1824 文政7 植物方を設置する。
1826 文政9 塩屋・橋立・日末の３ヶ所に御台場（砲台設置場所）を築く。
1836 天保7 利之死去する。
1837 天保8 十代利極襲封する。
1838 天保9 利極死去し、十一代利平襲封する。
1840 天保11 利平、学問所を開く。
1844 弘化1 『加賀江沼志稿』成る。
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1845 弘化2 軍制改革に着手する。
1849 嘉永2 利平死去し、十ニ代利義襲封する。
1852 嘉永5 大砲を鋳造する。
1854 安政1 学問所を改め「時習館」とする。
1855 安政2 利義死去し、十三代利行も死去する。（死去後襲封）

十四代利鬯、襲封する。
1857 安政4 有備館開校する。
1862 文久2 諸士の建議を徴する。
1864 元治1 水戸浪士に対する防衛のため越前に出兵する。
1867 慶応3 利鬯禁裏守護のため上洛し、藩兵京都御所の朔平門を警備する。
1868 明治1 北越戦争に参戦するため、越後に出兵する。
1869 明治2 版籍奉還され、前田利鬯、大聖寺知藩事となる。

パトロン事件起こる。
1871 明治4 廃藩置県となり大聖寺県が成立する。大聖寺県が金沢県に合併される。

みの虫騒動が起こる。
1872 明治5 金沢県を石川県と改称する。江沼郡を第19区から22区とし、戸長、副戸

長などを置く。
187６ 明治9 江沼郡を第13大区とし、５小区に分ける。
1878 明治11 江沼郡役所が置かれ、郡長を置く。23の戸長役場が置かれる。

大聖寺町にて鉛筆製造が開始される。　　
明治天皇、北陸行幸で動橋・大聖寺にて御休憩される。

1879 明治12 国立第八十四銀行が開業する。九谷陶器会社が創立する。
大聖寺博覧会が開かれる。

1880 明治13 石川県金沢病院大聖寺分病院（後の江沼病院）が設立される。
1882 明治15 製糸伝習所がつくられる。
1883 明治16 大聖寺大火が起こる。（425戸焼失）
1888 明治21 大聖寺織物業組合が設立される。
1889 明治22 町村制が施行される。
1890 明治23 士族屯田兵、北海道に渡る。（郡中48名）
1891 明治24 吉崎を瀬越村から三木村に編入する。
1896 明治29 柴山を篠原村から月津村へ編入する。
1897 明治30 福井～小松間、鉄道が開通する。大聖寺駅・動橋駅が開設する。
1899 明治32 山中馬車鉄道株式会社が設立される。
1900 明治33 山中～大聖寺間、馬車鉄道が開通する。
1910 明治43 動橋～山代間、馬車鉄道開通する。
1911 明治44 江沼郡海岸部の国有地に砂防工事が行なわれる。

大聖寺川水力発電株式会社が設立される。　　
1913 大正2 山中村・山代村、町制を施く。山中～大聖寺間、電車が開通する。
1914 大正3 動橋～片山津間、馬車鉄道が開通する。
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1915 大正4 山代～動橋間、電車が開通する。
1921 大正10 動橋川水力発電株式会社が設立される。
1922 大正11 片山津～動橋間、電車が開通する。
1923 大正12 郡制が廃止される。
1927 昭和2 八十四銀行が倒産する。
1930 昭和5 橋立村と黒崎村が合併し、橋立村となる。
1934 昭和9 大聖寺で大火が起こる。（9･9･9の大火）
1935 昭和10 福田村が大聖寺町に編入される。
1936 昭和11 山代町にて大火が起こる。
1942 昭和17 庄村が山代町に編入される。作見村と塩津村が合併し片山津町となる。
1947 昭和22 新制中学校が創設される。
1948 昭和23 福井大地震が起きる。
1952 昭和27 橋立村が橋立町となる。
1954 昭和29 加賀三湖干拓事業始まる。瀬越村が大聖寺町に編入される。

篠原村が片山津町に編入される。
動橋町と分校村が合併し、動橋町となる。

1955 昭和30 山中町、河南村、西谷村、東谷奥村の４町村が合併し、山中町となる。
山代町、勅使町、東谷口村が合併し、山代町となる。

1958 昭和33 江沼郡９ヶ町村が合併し、加賀市（旧加賀市）が発足する。
1960 昭和35 河南村の荒木・河南・別所の3地区が加賀市へ編入する。

加賀市庁舎が落成する。
1963 昭和38 豪雪となる。
1964 昭和39 国道8号線が開通する。
1965 昭和40 片山津～動橋間の電車（加南線）が廃止される。我谷ダムが完成する。
1968 昭和43 市内海岸線が「越前・加賀海岸国定公園」に指定される。
1969 昭和44 片山津温泉で大火が起こる。加賀商工会議所が設立される。
1970 昭和45 作見駅を加賀温泉駅として整備し、開業する。
1971 昭和46 北陸鉄道加南線（山中線・山代線）の全線が廃止される。
1973 昭和48 北陸自動車道、小松～丸岡間が開通する。
1979 昭和54 加賀市文化会館が開館する。加賀市中央公園（山田町）の一部供用開始と

なる。
1986 昭和61 大聖寺川の河川改修工事が完成する。
1993 平成5 片野鴨池がラムサール条約登録湿地となる。
1997 平成9 ロシアタンカー「ナホトカ号」重油流出事故が起きる。
2000 平成12 地域周遊バス「CANBUS」が運行開始する。
2005 平成17 加賀市（旧）と山中町が合併し、新生「加賀市」が誕生する。
2006 平成18 九谷ダムが完成する。


