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西 暦 年 号

１８８９ 明治２２

１９２３ 大正１２

１９２７ 昭和 ２

１９４１ 〃 １６

１９４５ 〃 ２０

１９５４ 〃 ２９

１９５６ 〃 ３１

１９５７ 〃 ３２

１９５８ 〃 ３３

１９６０ 〃 ３５

１９６１ 〃 ３６

１９６２ 〃 ３７

１９６３ 〃 ３８

１９６４ 〃 ３９

１９６５ 〃 ４０

１９６６ 〃 ４１

１９６７ 〃 ４２

１９６８ 〃 ４３

１９６９ 〃 ４４

１９７０ 〃 ４５

１９７１ 〃 ４６

浜田好一氏町長再選（１１）

市制施行、市役所開所〔４５,１０２人〕（３.１）県下で１５番目の市

伊勢原工業団地造成工事終わる（６）

第１回市総合体育大会開催（８）

子易に燃えないゴミ処理施設完成（９）

第１回産業まつり開催（１２）

上平間台団地入居開始（３）

伊勢原登記所新庁舎完成し移転（５）

消防新庁舎完成（４）

人口４万人を超える〔４０,１３９人〕（８）

町長選浜田好一氏当選（１１）

成瀬中学校第１期鉄筋化工事完成（３）

伊勢原町消防署発足（４）

伊勢原警察署新庁舎完成、旧庁舎を廃し移転（４）

国道２７１号開通（３）

高部屋小学校鉄筋化工事完成（３）

伊勢原武道館開館（７）

中央道拡幅整備工事始まる（７）

恵泉女学園短期大学園芸生活科校舎竣工（１１）

伊勢原電報電話局自動改式、ダイヤル直通通話開始（１２）

伊勢原町農業協同組合発足（３）

伊勢原小学校第２期鉄筋化工事完成（３）

桜台小学校開校（４）し、第１期工事完成（１２）

小田急伊勢原駅舎改造完成（７）

救急業務開始（７）

県厚生農業協同組合連合会伊勢原病院発足（４）

伊勢原青年の家本館新築落成（５）

山王中学校第２期工事完成（１２）

伊勢原町消防本部設置（４）

大山子易簡易水道工事完成（５）

伊勢原駅橋上駅舎着手（１１）

伊勢原町民憲章制定（１.１）

丹沢大山、国定公園に指定される（３）

大山ケーブルカー開通（７）

第１回町民体育会開催（９）

第１回文化祭開催（１１）

国道２４６号改修工事完成（８）

人口３万人を超える〔３０,０９１人〕（１０）

工場誘致第１号、日本アルミ㈱敷地確定（７）

伊勢原郵便局舎完成（１０）

秦野市伊勢原町環境衛生組合設立（５）

住宅団地第１号、八幡台団地確定（６）

山王中学校開校（４）し、第１期校舎完成（１２）

伊勢原小学校第１期鉄筋化工事完成（７）

町長選石井平氏当選（１２）

組合立共同し尿じん芥処理施設完成（５）

略年表（その１）

事 項

小田急小田原線開通

太平洋戦争始まる

東海道線全線開通

関東大震災（９.１）

市町村制により、伊勢原町、大山町、高部屋村、比々多村、成瀬村、大田村、岡崎村となる

丹沢大山、県立自然公園に指定される（５）

２町４ヵ村合併し伊勢原町となる〔26,514人〕（１２.１）

合併後の初代町長に竹内新三郎氏就任（１２）

ポツダム宣言受諾、日本降伏

岡崎村の一部編入合併（９）

町章制定（９）

県営水道、伊勢原拡張工事完成、通水始まる（７）

竹内新三郎氏町長再選（１２）

合併３周年、新庁舎落成（１２）
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西 暦 年 号

１９７２ 昭和 ４７

１９７３ 〃 ４８

１９７４ 〃 ４９

１９７５ 〃 ５０

１９７６ 〃 ５１

１９７７ 〃 ５２

１９７８ 〃 ５３

１９７９ 〃 ５４

１９８０ 〃 ５５

（その２）

事 項

市の木・花・鳥を制定（３）

県立伊勢原射撃場完成（３）

成瀬小学校第１期鉄筋化工事完成（２）

比々多小学校鉄筋化工事完成（３）

市制施行後初の市長選 中村周二氏当選（１０）

桜台小学校第２期工事完成（１１）

相模川右岸終末処理場平塚四ノ宮に完成（６）

伊勢原工業団地完成（３）１３社操業

伊勢原市総合計画基本構想策定（４）

人口５万人を超える〔５０,１０４人〕（６）

浜田氏死去（８）

鈴川公園完成（５）

あかね台団地入居開始（９）

東高森団地入居開始（１２）

県立伊勢原青少年開館完成（１２）

市ノ坪公園新設（１）

成瀬小学校第２期鉄筋化工事完成（１２）

大山小学校鉄筋化工事完成（３）

東海大学医学部付属病院開院（２）

伊勢原市交通少年団発足（２）

人口６万人を超える〔６０,０８４人〕（３）

大田小学校鉄筋化工事完成（３）

組合立伊勢原中学校解散（３）し、市立伊勢原中学校となる（４）

老人福祉センター「阿夫利荘」オープン（４）

市緑化条例を制定（７）

伊勢原電報電話局新築工事完成（８）

伊勢原中学校鉄筋化工事始まる（１１）

産業能率大学建設工事始まる（１１）

市役所新庁舎建設工事始まる（２）

坪ノ内老人いこいの家完成（３）

秦野保健所伊勢原支所開設（４）

伊勢原清掃工場１８０ｔ炉完成（５）

伊勢原中学校鉄筋化工事完成（８）

秦野斎場完成（９）

中村周二氏市長再選（９）

県立伊志田高校開校（４）し、第１期工事始まる（１０）

伊勢原郵便局新局舎完成移転（１１）

新市庁舎建設事業完成（７）

公害調査所完成（７）

伊勢原公民館改装工事終わる（１０）

高部屋小学校増築工事完成

緑台小学校・竹園小学校新築工事完成（３）

大山公民館新築工事完成（３）

授産所開設（４）

成瀬中学校増築工事完成（３）

成瀬公民館新築工事完成（３）

「市民の森」完成（７）

中村周二氏市長三選（９）

人口７万人を超える〔７０,０５２人〕（１０）

市民文化会館オープン（３）

岡崎福祉館完成（３）

市営池端住宅（第２期）完成（３）

伊勢原市休日診療所業務開始（４）

統一地方選挙行われる（４）

産業能率大学開校（４）

堆肥センター完成（２）

市民文化会館建設工事始まる（１０）

第３号公共下水道事業始まる（１）

成瀬公民館新築工事始まる（９）

大田公民館新築工事完成（３）

伊勢原小学校増改築工事完成（３）
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西 暦 年 号

１９８１ 昭和 ５６

１９８２ 〃 ５７

１９８３ 〃 ５８

１９８４ 〃 ５９

１９８５ 〃 ６０

１９８６ 〃 ６１

１９８７ 〃 ６２

１９８８ 〃 ６３

公文書公開制度開始（１０）

高部屋、比々多、大田の各小学校体育館完成（３）

夕やけ小やけのミュージックチャイム開始（４）

国道２４６号高森地下道完成（４）

住民記録漢字オンラインシステム稼働（３）

福祉のいずみ基金設置（４）

第１回平和のつどい開催（９）

下落合土地区画整理事業終了（６）

第１回「すこやかフェスティバル」の開催（１１）

人口８万人を超える〔８０,０４９人〕（２）

第１回あやめ祭開催（６）

愛甲石田駅北口広場完成（１０）

愛甲石田駅橋上駅舎、自由通路完成（１２）

まちづくりシンボルマークの制定（４）

燃えるゴミの市内全域週３回収集体制開始（４）

御所の入森のコテージ完成（７）

伊勢原市体育館完成（７）

永井髙夫氏市長再選（９）

伊勢原観光道灌まつり中止（１０）

大山小学校屋内運動場新築工事完成（３）

市制施行１５周年を迎え、記念式典が行われる（３）

健康・文化都市宣言が行われる（３）

第１回大山登山マラソンの開催（３）

板戸土地区画整理事業終了（５）

消防庁舎増築工事完成（３）

長野県茅野市と国内姉妹都市提携なる（１）

沼目地区〔沼目１～７丁目〕住居表示（７）

高部屋愛育保育園増改築工事完成（１２）

高部屋駐在所改築工事完成（１２）

東大竹特定土地区画整理組合発足、区画整理始まる（１）

西富岡・馬渡線池端跨線橋架替工事完成（３）

武道館完成（３）

伊勢原中学校屋内運動場新築工事完成（１）

成瀬中学校校舎増改築工事完成（３）

石倉福祉館完成（３）

市営峰岸住宅建設工事第１期２４戸完成（３）

永井髙夫氏市長初当選（９）

比々多第１特定区画整理事業始まる（１１）

池端福祉館完成（３）

市営峰岸住宅建設工事第２期３０戸完成（３）

総合運動公園整備事業認可、総合運動公園整備始まる（１２）

板戸土地区画整理組合発足、区画整理始まる（１）

成瀬第一土地区画整理組合発足、区画整理始まる（２）

大山保育園改築工事完成（３）

伊勢原中学校増改築工事完成（３）

県企業庁水道局伊勢原営業所開設（６）

日産テクニカルセンター操業開始（１１）

中央保育園増改築工事完成（３）

中沢中学校開校（４）

障害福祉センター開設（４）

山王中学校増改築工事完成（３）

伊勢原市第二次総合計画基本構想策定（４）

高部屋公民館開設（４）

消防署南分署、コミュニティ防災センター開設（４）

終末処理場建設工事始まる（８）

米国ラミラダ市と姉妹都市提携なる（９）

（その３）

事 項

比々多小学校、大田小学校増改築工事完成（３）

防災行政無線完成、放送を開始（３）

中沢中学校建設工事始まる（５）

市制施行１０周年を迎え、記念式典が行われる（３）

比々多公民館新築工事完成（３）
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西 暦 年 号

１９８８ 昭和 ６３

１９８９ 平成 元年

１９９０ 〃 ２年

１９９１ 〃 ３年

１９９２ 〃 ４年

１９９３ 〃 ５年

図書館・子ども科学館竣工（３）

串橋特定土地区画整理組合発足（４）

（その４）

事 項

成瀬小学校給食室完成（２）

伊勢原駅北口再開発準備組合設立（２）

すこやかリズム体操発表（３）

新町名「東成瀬」誕生（１１）

下糟屋土地区画整理事業着工（１１）

伊勢原養護老人ホーム・デイケアセンター完成（４）

こどもスポーツ広場（伊勢原終末処理場内）完成（６）

第１回市民ゴルフ大会開催（８）

市内全校に米飯給食炊飯システムの導入完了（９）

清掃車・公用車にシンボルマークデザインを導入（７）

下尾崎横穴墓群発掘調査開始（９）

運動公園野球場建設着手（１１）

国土地理院、伊勢原市の面積を５５.５２k㎡ に修正、公表（１１）

阿夫利橋・加寿美橋架替工事開始（１２）

伊勢原北コミュニティセンター完成（３）

大山山頂に水洗トイレ完成（１）

成瀬地区コミュニティセンター建設着手（３）

新町名「大住台」誕生（３）

加寿美橋完成（４）

都市計画道路「鷺田市場線」小田急立体部完成（６）

伊勢原北地区コミュニティセンター建設着手（６）

女性防火指導員誕生（７）

（仮称）中央公民館建設着手（８）

日向薬師周辺と大山が「かながわの探鳥５０選」に入選（１２）

中央公民館完成（１０）

児童コミュニクラブ事業開始（１０）

東大竹特定土地区画整理工事完成（９）

都市計画道路田中笠窪線開通（９）

まごころ配食サービス開始（１０）

自然散策路整備（１１）

自転車等の放置防止に関する条例の制定（１２）

人口９万人を超える〔９０,０２６人〕（１）

成瀬コミュニティセンター完成（２）

秦野市伊勢原市環境衛生組合し尿処理場が完成（１１）

下糟屋土地区画整理事業竣工（１１）

環境美化センター完成（３）

伊勢原球場完成（３）

ふるさとの森づくり基金設置（４）

愛宕橋完成（８）

市立図書館が日本図書館協会建築賞「優秀賞」受賞（１０）

東高森特定土地区画整理事業竣工（１０）

最終処分場建設着手（３）

第２東名自動車道、厚木秦野道路（一般国道２４６号バイパス）計画路線概要発表（２）

板戸児童館完成（３）

伊勢原市教育センター開設（４）

栗原最終処分場の共用開始（５）

伊勢原市第三次総合計画基本構想策定（４）

伊勢原市みどりのまち振興財団設立（３）

中村前市長、名誉市民死去（１）

高森地区〔高森６，７丁目〕町名変更（１０）

救急救命士誕生（１１）

成瀬中学校屋内運動場完成（１）

阿夫利橋完成（３）

消防署西分署完成（８）

堀江侃氏市長初当選（９）

総合運動公園が「かながわの公園５０選」に入選（９）

市役所に電気自動車（第１号）導入（１２）

「すこやかカード」システム運用開始（２）
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西 暦 年 号

１９９３ 平成 ５年

１９９４ 〃 ６年

１９９５ 〃 ７年

１９９６ 〃 ８年

１９９７ 〃 ９年

１９９８ 〃１０年

１９９９ 〃１１年

２０００ 〃１２年

栗原一般廃棄物最終処分場完成（５）

伊勢原市ホームページを開設（７）

子育て支援センター開設（９）

大山で温泉掘削工事が始まる（１０）

住民票と印鑑証明書の自動交付機稼働（１）

伊勢原駅北口再開発を抜本的に見直し（２）

災害救助犬の出動に関する協定を締結（８）

いせはら訪問看護ステーション開設（９）

伊勢原まちづくりビジョンまとまる（５）

皇太子ご夫妻神奈川能力開発センターを視察（１１）

伊勢原作業所つくし開設（４）

成瀬小学校分離新設校建設着工（７）

社団法人伊勢原市シルバー人材センター設立（１０）

競技開催される（１０）

郵便局と道路損壊等の情報提供に関する覚書所調印（１０）

第５３回国民体育大会かながわ・ゆめ国体で「ソフトボール少年男子」「ライフル射撃」の

日向ふれあい学習センター開設（４）

石田小学校開校（４）

伊勢原シティプラザ全館オープン（２）

休日夜間診療所・休日夜間薬局・休日歯科診療所が伊勢原シティプラザ内で業務開始（２）

伊勢原市地域防災計画改定（３）

伊勢原市都市マスタープラン策定（４）

市議会議員の定数減少条例改正（定数２４）（１２）

中村寅吉さんに名誉市民の称号を贈呈（１）

第二東名自動車道・海老名―伊勢原間工事着手を指示する施行命令、合わせて国道２４６バイパス

（厚木秦野道路）の事業化決まる（４）

青少年センター開設（４）

市議会議員の定数減少条例改正（定数２６）（４）

市役所分室開設（４）

東大竹ポンプ場完成（４）

地域作業所ドリーム開設（１０）

「日向薬師宝城坊本堂」が国指定重要文化財に指定（１２）

伊勢原市立図書館毎週木曜日開館延長開始（４）

鈴川公園野球場改修工事完了（７）

堀江侃氏市長再選（９）

高規格救急車南分署に配備（１２）

資源ゴミの分別収集市内全域開始（５）

粗大ゴミ収集の有料開始（７）

都市計画道路大句石倉線（国道２４６号～県道大山上粕屋線）開通（７）

伊勢原市高齢者保健福祉計画策定（８）

大山に小型消防車配備（１０）

愛宕滝周辺修景施設整備完成（２）

（仮称）シティプラザ建設着工（３）

伊勢原市南地区コミュニティセンター完成（３）

「渋田川河畔の芝桜」「あやめの里の花菖蒲」「日向薬師周辺の彼岸花」が

「かながわの花の名所１００選」に入選（３）

（その５）

事 項

老人医療費助成事業開始（１０）

市役所石田窓口センター開設（１１）

高規格救急車本署に配備（９）

市民活動保険制度導入（９）

西分署に救急車配備（９）

市社会福祉協議会がやすらぎサービス開始（５）

串橋特定区画整理事業竣工（１２）

伊勢原市平和都市宣言が行われる（１２）

いせはらテレホンガイド開始（１１）

日陰道（日向）・宿坊街（大山）が「かながわの古道五十選」に入選（１２）

永井髙夫前市長死去（２）

放置自転車のリサイクル販売開始（４）

地域防災計画の見直し開始（４）

大山下社公衆便所完成（３）
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２０００ 平成１２年

２００１ 平成１３年

２００２ 平成１４年

２００３ 平成１５年

２００４ 平成１６年

２００５ 平成１７年

２００６ 平成１８年

２００７ 平成１９年

東部工業団地建設起工式（１０）

小児医療費助成の所得制限限度額を引き下げ（７）

比々多保育園改築工事完成（４）

介護保険制度開始（４）

谷戸田オーナー制度スタート（５）

国道２４６号桜坂歩道橋完成（８）

人口１０万人達成（９）

（その６）

事 項

小田急線高架工事完了（１０）

大田ふれあいセンター完成（２）

（社）建物解体協会と災害時協定を締結（５）

堀江侃氏市長三選（９）

県道横浜伊勢原線下糟屋地区の新道暫定開通（１０）

中村寅吉ゴルフギャラリーがオープン（９）

市営三本松住宅が完成（１１）

伊勢原駅ホームエレベーター使用開始（３）

介護保険制度改正（４）

伊勢原市新総合計画いせはら２１プラン基本構想策定（４）

住民基本台帳ネットワークシステム第二次稼働開始（８）

第１回すこやかスポーツデー（１１）

桜台小学校体育館完成（３）

小児医療費助成制度の改正（１０）

パソコンがリサイクル対象商品になる（１０）

ファミリー・サポート・センターの開設（７）

住民基本台帳ネットワークシステムスタート（８）

ＢＳＥ対策本部設置（８）

すこやか親子ブックスタートの開始（９）

ふれあいゴミ収集を開始（５）

木造十二神将立像が市指定重要文化財に（２）

市情報公開条例施行（４）

アテネパラリンピック水泳競技１００ｍ背泳ぎで秋山里奈さんが銀メダル獲得（９）

長塚幾子氏市長初当選（９）

小児医療費対象年齢を引き上げ（１０）

山王中学校男子陸上部が県中学校駅伝で３連覇（１１）

バリアフリーのまちづくり基本構想を策定（３）

防災機能を備えた市ノ坪公園がオープン（４）

伊勢原市第一次行財政改革推進計画策定（４）

次世代育成支援対策行動計画を策定（４）

市民参加推進指針を策定（７）

地域福祉計画を策定（７）

審議会の見直しに関する基準を施行（８）

市議会本会議のインターネット中継開始（９）

市長室サロントークが始まる（９）

子ども科学館の入館者数が１００万人を突破（９）

遊休荒廃農地に和牛を試験放牧（９）

伊勢原駅自由通路整備工事を開始（１０）

日向薬師木造十二神将立像が県指定重要文化財に（２）

食育ガイドラインを策定（３）

愛甲石田駅南口駅前広場が完成（３）

市体育館にエレベータを設置（４）

地域包括支援センターを市内３か所に開設（４）

パブリックコメント制度がスタート（６）

市民活動促進指針を策定（７）

環境行動の手引き（暮らし編）「環境レシピ」を全世帯に配布（７）

市・県合同総合防災訓練を実施（９）

名誉市民・前市長堀江侃氏死去（１０）・市葬（１１）

第４０回伊勢原観光道灌まつり開催（１０）

市の組織を再編 １０部７４課から１１部６３課へ（４）

伊勢原市ホームページにバナー広告開始（４）

伊勢原市行政情報「いせはら くらし安心メール」配信サービス開始（６）

廃食用油をリサイクルしたバイオディーゼル燃料を清掃車などで試用（１１）

公共施設利用予約システムが１３施設でスタート（１２）

亀井善之氏・堀江侃氏に名誉市民の称号を贈呈（１）

新町名「歌川」誕生（１）
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２００８ 平成２０年 名誉市民・中村寅吉氏死去（２）

伊勢原市第二次行財政改革推進計画策定（４）

容器包装プラスチックなどの分別収集を拡大（４）

伊勢原駅南・北口にエスカレーターが開通（４）

戸籍事務の電算化を開始（５）

第２・４土曜日の午前中に市役所の一部窓口を開庁（６）

いせはら防犯マップを運用開始（７）

北京オリンピック陸上競技男子４００ｍリレーで塚原直貴さんが銅メダル獲得（８）

東海大学との包括的な提携に関する協定を締結（９）

北京パラリンピック水泳競技女子５０ｍ自由形で秋山里奈さんが８位入賞（９）

長塚幾子氏市長再選（９）

資源リサイクルセンターが稼働（１１）

いせはら文化財サイトを開設（１２）

伊勢原市男女共同参画プランを策定（１２）

２００９ 平成２１年 し尿等希釈投入施設の供用開始（３）

森林再生パートナー制度「東芝の森」の調印（３）

伊勢原駅自由通路が開通（４）

定額給付金受け付けを開始（４）

伊勢原市役所駅窓口センターが開設（４）

第１回湘南いせはら芸術花火大会が開催（４）

伊勢原市プレミアム商品券を販売（５）

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）が運用開始（６）

神奈川県の総人口が９００万人突破（７）

市役所授乳室を開設（８）

桜台小学校で倒壊建物想定訓練（９）

市民討議会ｉｎいせはら２００９が開催（９）

坂東三津五郎さんが大山詣を題材とした歌舞伎舞踊「山帰り」を奉納（９）

いせはら市民活動サポートセンターを開設（１１）

２０１０ 平成２２年 市民文化会館３０周年記念式典が開催（３）

伊勢原市環境基本条例施行（４）

伊勢原市教育振興基本計画施行（４）

女性消防団が発足（４）

丸山城址公園が開園（５）

第６１回全国植樹祭２０１０かながわのサテライト会場イベントを実施（５）

「災害時における動物救護事業に関する協定」の調印（５）

洪水ハザードマップを各戸に配布（５）

伊勢原駅観光案内所がオープン（６）

２０１０ ＩＰＣ水泳世界選手権１００ｍ背泳ぎで秋山里奈さんが銀メダル獲得（８）

わんわんパトロールを開始（９）

２０１１ 平成２３年 市制施行４０周年記念式典が開催（３）

東日本大震災が発生〔市内で震度５弱を記録、人的被害はなく、約28,000世帯が停電〕（３）

可燃ゴミの週２回収集スタート（４）

八幡谷戸ふれあいガーデンがオープン（４）

市火災予防条例により住宅用火災警報器の設置を義務化（６）

小学校などで放射線量を測定開始（６）

市節電対策の取組方針を策定し、９月までの３ヶ月間、市役所周辺施設の対前年の使用最大電力

２０％削減を目標に実施（７）

小児医療費助成対象（通院）を小学校３年生修了まで拡大（１０）

市緊急財政対策本部を設置（１０）

市暴力団排除条例を施行（１２）

（その７）

事 項
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