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あさひタウンガイド

いきいき暮らす 緑と歴史の町

朝日町



　朝日町は、三重県の北部に位置し、面積

5.99ｋ㎡と県内で最も小さい自治体です。北

は員弁川（町屋川）を挟んで桑名市に、西は

朝明川を隔てて四日市市に隣接し、東は川

越町を経て伊勢湾を望みます。

　西部に広がる丘陵地の麓を通る東海道を

中心に、町並みが形成されてきましたが、昭

和13（1938）年の芝浦製作所（現在の株

式会社東芝）の進出や、丘陵地の宅地開発

によって大きく発展してきました。

　町名の由来は、大海人皇子（のちの天武

天皇）が、672年に起きた壬申の乱の際、朝

日を望拝した故事によるものです。

　町内には、塔心礎から舎利容器（国指定

重要文化財）が出土している、白鳳時代の

寺院跡である縄生廃寺跡や、江戸時代の

元文年間（1736-41）に桑名の豪商沼波

弄山によって始められ、森有節が再興した萬

古焼の窯跡など、歴史を考える上で重要な

遺跡が所在しています。

　また、この町からは著名な国学者の橘守

部、日本画家の栗田真秀・水谷立仙らを輩

出しました。
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たちばなもり

べ くり  た   ま  ひで みずたにりっせん

萬古焼発祥の地

朝　日　町
◉町章
朝日の「ア」を三つ重ね合わせ「アサ」を表し、
外円は太陽を図案化

◉町の鳥　「うぐいす」

◉町の花　「ひまわり」

◉町の木　「白梅」

◉イメージキャラクター
　「アーミン」
朝日・明るいのア、三重・未来のミ
「未来へ大きく羽ばたく子供達を象徴する」
キャラクター



毎年８月１３日に小向神社で行われる夏
祭り。クライマックスでの火のついた藁
で叩き合う光景は、迫力満点です。

八王子祭り ［MAP ❺］

町全体で行うイベント。
盆踊り・模擬店・ゲームなど。
町民グラウンドで、７月第４土曜日開催。
◉問合せ先
朝日町役場企画情報課 
℡059-３７７－５６６３

サマーフェスタ

風物詩
Seasonal tradition

3月

8月

12～1月

7月

朝明商工会の方が毎年設置してくれるイ
ルミネーションです。
近鉄伊勢朝日駅前の広場で12月上旬～
1月下旬まで見れます。

イルミネーション

福祉活動・ボランティア活動に感謝す
るイベント。模擬店・ゲーム・抽選会な
ど「朝日町保健福祉センター」で、３月
第２日曜日に開催。
◉問合せ先
社会福祉協議会 ℡059-３７７－２９４１

福祉感謝祭



文化財
Cultural assets

大正５年に役場庁舎として建てられ、昭和
39年に現在の役場庁舎完成以降は公民
館として利用、昭和５３年に資料館として
開館しました。館内には、大正・昭和の生活
用品や農耕用具など民俗資料が数多く展
示され、当時の生活文化を偲ぶことがで
きます。（平成１１年に国の有形文化財に
登録）
◉問合せ先
朝日町資料館 ℡059-377-2938

朝日町資料館 ［MAP 20］

昭和37年に建てられた4階建鉄筋コンクリート造の建物で、全国で円
形校舎を設計した坂本鹿名夫（さかもとかなお）氏が手がけたもので
す。（平成25年に国の有形文化財に登録）

朝日町立朝日小学校 円形校舎 ［MAP 19］

弘化３年(1846)のもの。滋賀県の多賀神
社から勧請して祀られた神社（現在は井後
神社境内に合祀されている）の神殿前に建
てられていました。元々は、東海道沿いにあ
りましたが、道路改修などで今の場所に移
されました。今も昔も東海道を行交う人々
を見守っています。

多賀神社常夜燈 ［MAP 21］



歴史
History

縄生廃寺塔跡出土 舎利具一括
（国指定重要文化財、文化庁所蔵）

縄生廃寺塔跡（県指定史跡）

有節萬古窯跡

初代森有節作「腥臙脂釉御神酒器」
（県指定有形文化財）

萬古焼中興の祖 森有節の墓
碑。有節は沼波弄山によって始
められた萬古焼が廃れていた
のを惜しみ、この地に窯を築き
ました。墓碑は、有節の遺言に
より、窯場に建てられました。

墓碑「森有節之墓」 
［MAP 23］

昭和61年に行われた発掘調査によって、７世紀
末頃に建立された古代寺院の塔跡が確認され、
重要文化財の舎利容器や瓦などが出土しまし
た。三重塔の模型や出土品は、朝日町歴史博物
館で見学できます。

縄生廃寺跡 ［MAP 22］

小向出身の国学者「橘守部」の生誕地であることを記念し
たもので、佐佐木信綱の揮毫により、昭和27年に建てら
れ現在は役場の敷地に存在します。守部は天保の国学四
大家の一人に数えられています。

橘守部誕生の地 ［MAP 24］

「ふれあいの里」と呼ばれる丘陵地にある朝日町歴
史博物館では、縄生廃寺出土の唐三彩碗の「舎利
容器」（国指定重要文化財）が展示され、朝日町の
歴史を概観できます。橘守部、森有節、栗田真秀な
どの町の文化を支えた人々の資料も展示されてい
ます。

朝日町歴史博物館 ［MAP 25］

◉問合せ先
朝日町歴史博物館 ℡059-３７７-6１１１



桜

天然
温泉

梅

魅力
Charm

天然温泉あさひの湯は、延べ６００坪の広
いスペースに美容と健康にうれしい多彩
な１０種類のお風呂が勢ぞろいしていま
す。地下１７００ｍから湧き出した溢れる
ほどの温泉がとびっきりのリフレッシュタ
イムをお約束します。また、ボウリング
場・バッティングセンター・フィットネスス
タジオも併設しています。
◉問合せ先
アソビックスあさひ ℡059-３７７-５１１１

あさひの湯 ［MAP 28］

柿地区内の東海道沿いに植え
られている桜並木。桜を見な
がらウォーキングが出来ます。

東海道桜並木 
［MAP 26］

白梅・紅梅が約50本植樹され、
例年２月中旬過ぎから見ごろ
を迎えます。地元自治区の方
達が大切に管理しています。

梅林香苑 ［MAP 27］



地場産品
Local products

日本酒

和菓子

町内には、稲垣酒造場・安達本家酒造という二つの蔵
元が存在し、昔ながらの製法でこだわりの酒造りを継
承しています。現在では幅広い年代にも好まれる新
製品の開発も手掛け、伝統を守り続けています。
◉問合せ先
稲垣酒造場　 ℡059-377-2018
安達本家酒造 ℡059-377-2411

稲垣酒造場・安達本家酒造
［MAP ❶］　　　　［MAP ❷］

饅頭や最中など和菓子の老舗。
全国菓子大博覧会金賞を受賞し
た「汐見」は、土産物として親しま
れています。
◉問合せ先
若松園 ℡059-377-2102

御菓子所 若松園
［MAP ❸］

汐見 ふる里

ブランド商品を中心に様々なタオル
を製造しています。また、オリジナル
タオルも製造できます。
年２回の販売日には、タオルが格安
で購入できます。
◉問合せ先
アサヒタオル株式会社 
℡059-377-2731

アサヒタオル ［MAP ❹］
タオル



三重県三重県

朝日町

◉シンボルマーク
八王子祭りの炎とＡＳＡＨＩのＡを
モチーフに“イキイキ朝日”を表現

電車でのアクセス

車でのアクセス

近鉄名古屋駅
近鉄名古屋線

伊勢朝日駅
近鉄名古屋線

JR朝日駅
JR関西本線

約29分

JR名古屋駅
JR関西本線

約36分

みえ朝日IC
伊勢湾岸自動車道

朝
日
町
役
場

約3分（約2.5㎞）

みえ川越IC
伊勢湾岸自動車道

朝日町役場
朝日町浄水場（上下水道課）
教育文化施設（歴史博物館・図書館）
朝日町児童館
あさひ園（保育園・幼稚園）
朝日町立朝日小学校
朝日町立朝日中学校
朝日町体育館
朝日町町民スポーツ施設
朝日町公民館
四日市市北消防署朝日川越分署
朝日川越交番
朝日町保健福祉センター

●「あさひタウンガイド」に関するお問い合わせ
〒510-8522　三重県三重郡朝日町大字小向893番地
TEL.059-377-5658  FAX.059-377-4543
E-mail  sanken@town.asahi.mie.jp

朝日町役場産業建設課

℡059-377-5651
℡059-377-3334
℡059-377-6111
℡059-377-6113
℡059-377-5671
℡059-377-2057
℡059-377-4126
℡059-377-3870
℡059-377-2939
℡059-377-2513
℡059-377-4945
℡059-365-4550
℡059-377-2941

約4分（約3.2㎞）

人口／10,539人
　　　（平成28年3月末現在）
面積／５．９９㎢
位置／東経136度39分52
　　　北緯35度2分3

交通案内

主な公共施設


