
和暦 西暦 月 所沢の主な出来事 市長 社会の主な出来事

昭和25年 (1950) 8月 市制施行について町議会で議決される

11月 県内８番目として市制が施行される 6月朝鮮戦争が始まる

昭和26年 (1951) 4月 最初の市長選挙、市議会議員選挙が実施される 9月サンフランシスコで対日講和条約、日

4月 内田常光氏が市長に就任する 　米安全保障条約が調印される

昭和27年 (1952) 1月 所沢市報創刊号発行

8月 市立所沢高校の校舎新築完成

10月 所沢市教育委員会発足

昭和28年 (1953) 3月 市立所沢高校が埼玉県に移管される 2月NHK東京ﾃﾚﾋﾞ局がテレビ本放送開始

8月 吾妻小学校が南小学校に改称される

11月 庁舎増築落成式典。市制施行3周年記念祝典挙行

昭和29年 (1954) 6月 柳瀬村から所沢市との合併の申し入れがある

昭和30年 (1955) 4月 柳瀬村と三ヶ島村の２ヶ村と合併する 5月ワルシャワ条約調印

5月 鈴木孫三郎氏が市長に就任する

10月 市制施行５周年を記念し、市章が制定される

昭和31年 (1956) 4月 最初の市立保育所（西所沢保育園）が完成する

9月 工場設置奨励条例制定（昭和38年廃止）

昭和32年 (1957) 1月 日本住宅公団から北所沢駅周辺事業計画決定の発表 10月日本国連安保理事会非常任理事国初当選

3月 『所澤市史』（旧版）刊行される

11月 下水道工事が始まる（所沢小正門前―薬王寺前東川まで）

昭和33年 (1958) 5月 所沢警察署庁舎新築落成

12月 新所沢団地の第１回分譲が始まる

昭和34年 (1959) 2月 新所沢駅開設 4月皇太子明仁親王ご成婚

5月 新井萬平氏が市長に就任する 9月伊勢湾台風

10月 商工会館落成

昭和35年 (1960) 5月 新所沢が「緑町」に改名される

6月 新所沢の区画整理事業が完成し式典が挙行される

9月 新市建設計画が議決される

昭和36年 (1961) 3月 柳瀬浄水場完成 4月ソ連が初の有人宇宙飛行に成功する

7月 市民会館落成。同館で市制施行10周年記念式典挙行 8月ベルリンの壁の建設がはじまる

12月 市議会で所沢基地の一部返還が決議される

昭和37年 (1962) 7月 緑町に出張所が設置される 10月キューバ危機

12月 第一土地区画整理事業計画が認可される

昭和38年 (1963) 5月 国民宿舎「湖畔荘」が山口貯水池湖畔に完成

9月 クレー射撃場起工式が行われる

10月 下水処理場起工式行われる 11月アメリカ・ケネディ大統領暗殺

昭和39年 (1964) 4月 美智子皇太子妃（当時）秩父学園ご訪問

4月 学校給食センター完成

10月 東京オリンピック開催、クレー射撃は所沢会場で競技 10月第18回オリンピック東京大会開催

昭和40年 (1965) 4月 緑町､松葉町､宮本町一丁目､西所沢一､二丁目など新住居表示 2月米軍がベトナムで北爆開始

11月 市制施行15周年記念式典挙行

昭和41年 (1966) 5月 アメリカイリノイ州ディケイタ―市と姉妹都市を締結する 5月中国で文化大革命はじまる

昭和42年 (1967) 3月 基地返還を求め市民4,000人の大行進が行われる 7月ヨーロッパでEC発足

5月 所沢市の人口10万人に達し、県下6位の人口規模となる 8月ASAEAN発足

9月 新井萬平市長急逝

10月 埼玉国体開催、クレー射撃は所沢会場で競技

11月 市長選挙おこなわれ、平塚勝一氏が市長に就任する

昭和43年 (1968) 9月 基地対策協議会が発足する 6月小笠原諸島日本復帰

9月 所沢市開発公社が設立される 7月郵便物に郵便番号制実施される

12月 市役所新庁舎が完成し執務が開始される
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和暦 西暦 月 所沢の主な出来事 市長 社会の主な出来事

昭和44年 (1969) 4月 県立所沢商業高等学校開校 1月東大安田講堂占拠事件

9月 喜多町に交通公園・山の上公園完成する 7月アポロ11号の月面着陸

11月 南部浄水場完成する

昭和45年 (1970) 3月 市総合振興計画基本構想が議決される 3月日本万国博覧会が大阪で開幕(～9月)

11月 市制施行20周年を記念し、文化会館完成､12月に落成式 3月日航機｢よど号｣ハイジャック事件

11月 小手指駅開設 11月三島由紀夫の割腹自殺

昭和46年 (1971) 6月 所沢基地の約６割が日本政府に返還される 6月沖縄返還協定調印(翌年復帰)

12月 関越自動車道開通。坂之下にインターチェンジできる

昭和47年 (1972) 4月 学校校舎建設ピーク（中富小ほか３校､山口中ほか１校） 2月冬季オリンピック札幌大会開催

7月 北野公園市民プールオープン 9月日中国交正常化合意

昭和48年 (1973) 4月 国鉄武蔵野線が開通し、東所沢駅ができる

4月 国立西埼玉中央病院が開院する

6月 所沢陸橋が完成し、東幹線の一部が開通する 10月石油ショック

11月 市の木(いちょう)､花(茶の花)､鳥(ひばり)が決まる

昭和49年 (1974) 1月 富岡地区で掩体壕の取り壊しがはじまる

4月 防衛医科大学校開校 8月ｳｫｰﾀｰｹﾞｰﾄ事件でﾆｸｿﾝ大統領辞任

7月 地盤沈下や水不足のため県営水道(利根川水系)を導入

昭和50年 (1975) 4月 市広報が5日と20日の月２回発行することになる

7月 長野県立科町に所沢市の山の家「蓼科山荘」オープン

8月 前年8月からの運動により所沢基地内OTHレーダー撤去

昭和51年 (1976) 3月 市民体育館完成 2月ロッキード事件

4月 所沢市の人口20万人を突破する

9月 市民医療センターが国立病院跡地にオープン

昭和52年 (1977) 1月 新所沢駅東口の放置自転車の撤去作業実施

6月 北野土地区画整理事業完了

昭和53年 (1978) 4月 県営所沢航空記念公園完成 5月新東京国際空港(成田)開港する

10月 総合運動場が市民体育館東側にオープン 8月日中平和友好条約調印

昭和54年 (1979) 3月 所沢市消防本部署、新庁舎が上新井に完成

4月 西武ライオンズ球場完成

9月 国立身体障害者リハビリテーションセンターオープン

昭和55年 (1980) 5月 返還後の基地跡地に所沢図書館新館オープン 4月アメリカ、イラン外交関係断絶

11月 市制施行30周年。第１回市民フェスティバル開催

昭和56年 (1981) 4月 航空記念公園内に野外劇場が完成する 1月アメリカ、レーガン大統領就任

11月 ダイエー所沢店オープン 10月エジプト、サダト大統領暗殺

昭和57年 (1982) 2月 陸運事務所所沢支所が開設され｢所沢｣ナンバー車登場 2月日航機羽田沖で墜落

4月 教育センター・視聴覚センター新築開設

昭和58年 (1983) 6月 新所沢駅前にパルコ開店 4月東京ディズニーランド開園

10月 平塚勝一市逝去、武藤保之助氏が市長に就任する

昭和59年 (1984) 1月 松郷工業団地竣工 3月グリコ・森永事件

2月 中国帰国孤児定着促進センターオープン

昭和60年 (1985) 3月 椿峰土地区画整理事業竣工

8月日航機御巣鷹山に墜落

昭和61年 (1986) 4月 所沢駅西口再開発ビル「ワルツ」オープン 1月アメリカ、スペースシャトル爆発

10月 所沢市農協（新設合併）設立 4月男女雇用機会均等法施行

昭和62年 (1987) 1月 市役所新庁舎が並木一丁目に完成、業務開始

3月 市民憲章制定

4月 早稲田大学所沢キャンパス完成

5月 航空公園駅開設

11月 中井眞一郎氏が市長に就任する

昭和63年 (1988) 4月 国土庁の地価公示で宮本町住宅地が全国一の上昇率 3月青函トンネル開通

昭和64年 (1989) 1月 昭和天皇崩御。平成に改元
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