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この時代

東京オリンピック開催
（昭和39年10月）

日本初のオリンピック。94か国・5500人
が参加しました。戦後復興の象徴と位置づけ
られたこの大会に向けて、国立競技場、東海
道新幹線、名神高速道路などが整備されまし
た。“東洋の魔女”と呼ばれた日本女子バレ
ーボールチームの活躍が印象的でした。

50年のあゆみ�
新しい市の施策が�
着 と々スタート。�

４月 全国で35市誕生
９月 青函連絡船洞爺丸転覆

事故
11月 空想科学映画「ゴジラ」

封切

４月 ラジオ東京（現ＴＢＳ）
テレビ開局

８月 ソニー初のトランジス
タラジオ発売

５月 日本登山隊ヒマラヤの
マナスル初登頂

12月 ＮＨＫカラーテレビ東
京実験局開局

１月 南極予備観測隊、オン
グル島に上陸、昭和基
地と命名

８月 東京都の人口が世界一
となる

10月 ソ連、初の人工衛星ス
プートニク１号打ち上
げ成功

３月 関門トンネル開通
12月 一万円札発行

東京タワー完成

４月 皇太子（現天皇）ご成
婚

９月 伊勢湾台風襲来

５月 新安保条約強行採決
９月 カラーテレビ本放送開

始

10月 欧州遠征の日本女子バ
レーボールチーム全勝
で「東洋の魔女」と呼
ばれる

11月 児童扶養手当法公布

８月 堀江謙一ヨットで単独
太平洋横断

11月 ケネディ米大統領暗殺、
初のテレビ宇宙中継

９月 名神高速道路開通
10月 東海道新幹線開業

東京オリンピック開催

７月 市制施行、初議会開会
８月 市章決定
９月「市政だより」の発行開始
10月 ごみ収集開始
12月 市制施行記念「市内一周

駅伝競走」開始

３月 本町地内に市営住宅完成
４月 市議会議員の初選挙
６月 県内初のコンクリート冠

水橋「稲荷橋」完成

１月 鳩山村の一部が市に編入
される

３月 松山町地内に市営住宅完
成

10月 市外２か村立伝染病隔離
病棟完成

２月 国保診療所開設
３月 松山第二小学校改築
４月 若松町地内に市営住宅完

成
６月 し尿くみ取りを市営化

４月 神戸小学校を廃止し、唐
子小学校神戸分校とする

９月 唐子・高坂・野本中学校
を統一し、南中学校が誕
生する

２月 超短波無線による広報放
送開始

３月 南中学校校舎完成
８月 東松山駅前の大鳥居完成

４月 各支所が公民館になる
９月 名誉市民に森田熊吉氏

４月 松山中、大岡中を統合
８月 古凍地内にし尿処理場完

成
11月 名誉市民に山口六郎次氏　

２月 松山第一小学校改築
10月 小・中学校の児童生徒に

牛乳給食開始

８月 東松山橋完成

４月 松山第一小学校で完全給
食開始
県立東松山青年の家オー
プン

10月 市制10周年記念行事開催
11月 上水道浄水場完成

昭和29年～昭和39年

東松山橋完成
（昭和38年８月）

社会のできごと 東松山市のあゆみ

日本の高度経済成長時代が幕を開ける
この時代

アポロ11号、月面に着陸
（昭和44年７月）

７月16日９時32分(現地時間)、米・ケネ
ディー宇宙センターから、アポロ計画11番
目の宇宙船が発射されました。アームストロ
ング船長以下３名が乗り込んだこの宇宙船
は、人類初の月面着陸に成功。降り立ったの
は月面の「静かの海」と呼ばれる場所でした。

宇宙への人類の夢、第一歩を記す

９月 国鉄みどりの窓口開設
10月 朝永振一郎ノーベル物

理学賞受賞

６月 ザ・ビートルズ来日

３月 高見山外国人初の関取
となる

６月 国民の自動車保有台数
1,000万台突破

７月 郵便番号制発足
11月 川端康成ノーベル文学

賞受賞
12月 ３億円強奪事件発生

５月 東名高速道路全通
７月 アポロ１号月面に着陸

３月 日本万国博覧会開催
よど号ハイジャック事
件発生

８月 円が変動相場制になる

１月 グアムで元日本兵・横
井庄一氏救出

２月 札幌冬季オリンピック
開催
浅間山荘事件

５月 沖縄返還
９月 日中国交正常化

１月 老人医療費無料化
10月 第４次中東戦争

（石油ショック）

10月 佐藤栄作ノーベル平和
賞受賞
長嶋茂雄現役引退

３月 名誉市民に杉浦清助氏

４月 市内全小・中学校で完全
給食開始

６月 葛袋地内高本山に配水池
完成

７月 東松山庭球場完成

２月 国保診療所が市民病院と
なる

４月 大東文化大学東松山校舎
開校

９月 東松山バイバス（柏崎－
東平）完成
東武東上線高坂駅まで複
線化

10月 埼玉国体開催、軟式庭球
の会場となる

３月 消防署で救急業務開始
４月 松山第一小学校内に新明

小学校開校
９月 東武東上線東松山駅まで

複線化

４月 新明小学校、新校舎で授
業開始

９月 住居表示実施

４月 市庁舎完成
５月 市制15周年記念行事開催

市歌制定

３月 公共下水道事業に着手
４月 若松保育所開所
６月 神戸大橋完成
12月 東部土地区画整理事業着

手

４月 高坂保育所開所
６月 公共下水道一部地域で供

用開始
10月 東松山地区消防組合設立

３月 高坂小学校校舎改築
４月 比企広域市町村圏組合設

立
消防署高坂出張所開所
水道庁舎完成

５月 駅前窓口開設

５月 市制20周年記念行事開催　　
市の木・市の花制定

６月 市民病院改築
駒形公園市民プールオー
プン

昭和40年
(1965)

昭和41年
(1966)

昭和42年
(1967)

昭和43年
(1968)

昭和44年
(1969)

昭和45年
(1970)

昭和46年
(1971)

昭和47年
(1972)

昭和48年
(1973)

昭和49年
(1974)

昭和40年～昭和49年

社会のできごと 東松山市のあゆみ

50年のあゆみ�
市庁舎新築、�
市の木、市の花、市歌が�
決まったころ。�

昭和29年
(1954)

昭和30年
(1955)

昭和31年
(1956)

昭和32年
(1957)

昭和33年
(1958)

昭和34年
(1959)

昭和35年
(1960)

昭和36年
(1961)

昭和37年
(1962)

昭和38年
(1963)

昭和39年
(1964)

ごみ収集開始
（昭和29年10月、
写真は昭和39年）

国保診療所の開設
（昭和32年２月、
写真は昭和36年）
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合併祝賀行事（昭和29年10月）

市庁舎落成
（昭和45年４月）

市民プールオープン
（昭和49年６月）

東松山駅まで複線化
（昭和43年９月）

埼玉国体開会式（昭和42年10月）

（写真提供：毎日新聞社） （写真提供：NASA(米航空宇宙局)）


