
昭和50年～昭和59年

社会のできごと 東松山市のあゆみ

昭和60年～平成６年

社会のできごと 東松山市のあゆみ
４月 ベトナム戦争終結
５月 エリザベス女王来日
７月 沖縄海洋博開催

１月 鹿児島で５つ子誕生
２月 ロッキード事件発覚

７月 初の気象衛星ひまわり
１号打ち上げ

９月 王貞治本塁打世界記録

５月 新東京国際空港開港

６月 東京サミット開催
７月 ソニーウォークマン発

売

４月 モスクワオリンピック
不参加を発表

３月 中国残留日本人孤児初
来日

10月 福井謙一ノーベル化学
賞受賞

２月 ホテル・ニュージャパ
ン火災発生

６月 東北新幹線開業
11月 上越新幹線大宮～新潟

間開業

５月 日本海中部地震発生
９月 大韓航空機撃墜事件

３月 グリコ・森永事件
10月 ガンジー・インド首相

暗殺事件
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６月 交通指導員制度開始
８月 関越自動車道東松山イン

ター開通
10月 衛生都市宣言

３月 東松山文化会館オープン
市民憲章制定

８月 ごみの分別収集開始

３月 クリーンセンター完成
市の川小学校完成

４月 市野川終末処理場運転開
始

５月 公共下水道供用開始
９月 第１回お年寄りを敬愛す

る集い開催
12月 名誉市民に中里勇吉氏

４月 東中学校開校
７月 中央公民館オープン
10月 東部土地区画整理事業完

成

５月 こどもまつり開始
市立図書館オープン

10月 高齢者事業団設立
11月 市制25周年記念行事開催

３月 環境センター運転開始
総合福祉センター完成
児童センター完成

５月 県こども動物自然公園オ
ープン

10月 消防庁舎完成
11月 第３回日本スリーデーマ

ーチの会場となる

３月 下沼公園完成
４月 歩け歩け市民大会開始
11月 第１回身障者スポーツ大

会開催

５月 花いっぱい運動開始
６月 東松山斎場完成

３月 花いっぱい推進員が誕生
名誉市民に田村宗順氏

８月 農村センター完成
10月 移動図書館"まつかぜ号"

運行開始

３月 高坂終末処理場運転開始
保健センター完成

４月 高坂ニュータウン入居は
じまる

９月 人権尊重都市宣言
11月 市制30周年記念行事開催

３月 科学博「つくば'85」開
幕

５月 男女雇用機会均等法成
立

８月 日航ジャンボ機墜落事
故

４月 チェルノブイリ原発事
故発生

５月 英チャールズ皇太子夫
妻来日

２月 ＮＴＴ株上場人気集中
４月 国鉄分割民営化
10月 利根川進ノーベル医学

・生理学賞受賞

３月 青函トンネル開通
４月 瀬戸大橋開通

１月 天皇崩御
新元号「平成」に

４月 消費税実施

７月 東西ドイツ経済統合

１月 湾岸戦争始まる
６月 長崎県の雲仙普賢岳で

大火砕流発生

７月 山形新幹線開業

１月 ＥＣ市場統合
６月 皇太子ご成婚
７月 北海道南西沖地震発生

２月 リレハンメル冬季五輪
７月 向井千秋がスペースシ

ャトルで宇宙飛行に成
功

10月 大江健三郎ノーベル文
学賞受賞
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３月 上沼公園完成
４月 松本町１丁目緑地オープ

ン
白山中学校開校

８月 千年谷公園オープン

３月 高坂駅舎完成
高坂駅西通線供用開始
向台橋完成

５月 こども自然動物公園にコ
アラ来る

11月 東松山・川島バイパス開
通　
第１回健康づくりの集い
開催

４月 市民病院改築
７月 高坂丘陵土地区画整理事

業完成
10月 健康指導車"すこやか号"

導入
11月 第10回スリーデーマーチ

記念大会開催

６月 市民体育館完成

１月 在宅福祉サービス制度開
始

３月 消防署北分署完成
９月 松山第一小学校改築
11月 市制35周年記念行事開催

４月 市立図書館新装オープン
第１回市民憲章推進フェ
ア開催
野田ぼたん公園オープン

４月 緑山小学校開校
５月 唐子コミュニティーセン

ターオープン

４月 高坂丘陵地区センターオ
ープン
名誉市民に村田重雄氏

８月 総合会館完成
10月 ギャラリー東松山オープ

ン
11月 日本スリーデーマーチ

第15回記念大会

６月 高坂図書館オープン
８月 県平和資料館オープン

５月 物見山公園整備
７月 市制40周年記念行事開催
10月 唐子地区体育館オープン

北地区市民活動センター
オープン

50年のあゆみ�
〝花とウォーキングのまち〟�
を全国に向けて発信。�

50年のあゆみ�
コアラやぼたん園、�
観光の目玉が次々に。�
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この時代

東京サミット開催
（昭和54年６月）

先進国首脳が閣僚抜きで話し合う「サミッ
ト外交」に日本が加わって間もない1979年。
６月28・29日の２日間、第５回先進国首脳
会議が東京で行われました。石油輸入削減策
が主な話題となったこのサミットを機に日本
は省エネルギー政策へと転換しました。

日本が先進国としての地位を確立
この時代

東西ドイツの経済統合
（平成２年７月）

第二次世界大戦後の1949年、ドイツは西
ドイツ・東ドイツに分割されました。その後
約40年間の東西冷戦時代を経て、1989年、
東西ドイツ分断の象徴であったベルリンの壁
(1961年設置)が取り払われ、翌90年７月に
は通貨・経済の統合が行われました。

世界の枠組みに大きな変化
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クリーンセンター
完成
（昭和52年３月）

関越自動車道開通式（昭和50年８月）

花いっぱい運動開始
（昭和57年５月）

高坂ニュータウン
（昭和59年）

高坂駅舎完成
（昭和61年３月）

市立図書館
新装オープン
（平成２年４月）

コアラ歓迎の集い
（昭和61年５月）

総合会館完成
（平成４年８月）

（写真提供：毎日新聞社） （写真提供：ロイター・サン）


