
阿久比町は知多半島のほぼ中央部に位置
し、名古屋市、西三河地区や中部国際空港
から30分圏内という利便性と、ホタル飛び
交う豊かな自然環境を併せ持っています。
新しい機能を備えた複合型庁舎と田園風
景。その上に広がる大きな空を感じながら
心地よく暮らせる、いま子育て世代にも支
持されている阿久比町をご紹介します。

Agui Town is located close by the central region of Chita 
Peninsula, convenient to access Nagoya City, West Mikawa 
District, and Central Japan International Airport which are 
within a 30 minutes driving range. This convenience is 
combined with a rich natural environment where fireflies 
flutter around.
A government multiplex equipped with new functions. A 
rustic scenery.
We will introduce Agui Town, the town you can live in 
comfortably feeling the vast sky stretched out above the 
rustic scenery. The town accepted by the child raising 
generation too.

この町 で 、
笑 顔 は 大きくなる。

Smiles grow bigger in this town.
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阿久比町長

Our home town Agui now celebrates the 65th anniversary of township implementation due to the 
untiring efforts of members of the town. This town was born on Showa 28 (1953) January 1st with 
the population of 13,374. The population increased to 24,401, 50 years later, in Heisei 15 (2003), to 
28,728, 65 years later, in Heisei 30 (2018).
The national census of Heisei 27 (2015) shows the rate of increase in households ranked first in the 
prefecture and the rate of population growth second. In addition, the economic growth rate ranked 
first in the “Aichi Municipalities Resident Income”, and the town is drawing attention for its vitality. 
Last year the new government multiplex including Agupia Hall was completed and is now the 
town’s landmark where people can gather casually. All this is the accomplishment of residents of 
the past and present, and we give our respect and send our gratitude to these people. 
The nature that has been protected by town people and the legacy and tradition built in the climate 
of this land that can be found in the atmosphere of everyday life, which creates the foundation for 
the town people’s mind passed on as the bond of the region making the town flourish in the 
present.
We will keep on protecting blessings from mother nature which come from Agui River, taking 
advantage of the high transport accessibility to industrial sectors of the major metropolitan Nagoya 
City and Mikawa so that we can make this town more convenient and prosperous: “Comfortable 
Life Space Co-existent with Greenery- Agui”.
This Town Guide was designed featuring the image of the “Wa” (rings) of fireflies and the “Wa” 
(harmony) of town people linkage. We would be happy if you look back at the history of the town, 
take in the charm and hope it resonates and we will be truly grateful for your cooperation to 
enhance the town creation in “Here comes the age of Agui”.

Greetings

私たちのふるさと阿久比町は、町民の皆さまのたゆまぬご努力により町制
施行６５周年を迎えることができました。昭和２８年１月１日に人口
１万３,３７４人で誕生した本町は、５０年後の平成１５年には２万４,４０１人と
なり、６５年後の平成３０年には、２万８,７２８人と増加をたどってきました。
平成２７年の国勢調査では、世帯増加率が県内1位となり、人口増加率は
2位となりました。さらに「あいちの市町村民所得」では経済成長率が県内
トップになるなど、元気な町として注目されています。昨年は新庁舎とアグ
ピアホールが完成し、本町のランドマークとして気軽に集える場になってい
ます。これもひとえに先人の方々や町民の皆さまのご尽力の賜物であり、
心から敬意と感謝を申し上げます。
町民により守られてきた自然と、この地の風土に築かれた遺産・伝統が
日常生活の中に醸し出され、礎となって町民の心となり、地域の絆として
受け継がれ、今日の発展があると思います。
これからも母なる阿久比川による自然の恵みを守りながら、大都市名古屋
や三河の工業群との交通アクセスを生かし、利便性が高く豊かに暮らせる

「みどりと共生する快適生活空間・あぐい」の町づくりを進めてまいります。
この町勢要覧のデザインは、輝くホタルの光の「輪」と、町民のつながりの

「和」をイメージしました。本町の歴史を振り返り、まちの魅力と希望を感じ
ていただき、これからの「さぁ来る（サークル）、阿久比の時代」を進めるま
ちづくりにお力添えをいただければ幸いです。

ごあいさつ

Mayor of Agui Town

アグピーが阿久比町を紹介するよ！
丸くて愛らしい顔と光るキュートなお尻が特徴の
ヘイケボタル。平成15年6月に、阿久比町制50周年
記念「ほたるサミットあぐい」のキャラクターとして
誕生しました。特別住民票の交付も受けたれっきと
した阿久比町民です。

I am Heike firefly with a circle and adorable face.
I was born in June 2003 as a character for firefly 
summit 50 years anniversary of town organization.
I have got special certificate of residence it shows I 
am the right one of Agui people.

Agupy is the mascot for Agui town.
I introduce Agui town!
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