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市政のあゆみ

[市政のあゆみ]
年月日
平成17年 2月11日
2月11日
2月11日
2月19日
3月25日
4月 1日
4月 1日
5月17日
5月29日
6月17日
6月26日
7月
8月 1日～ 7日
8月 6日
8月26日
10月
10月 1日
10月 8日～23日
10月14日
10月18･19日
10月29･30日

事 項
鴨川市、 安房郡天 津小湊町、 新設合併 し鴨川市と なる
天津小湊 支所開所 式
ＮＴＴ市 外局番0470から04へ
安房東中 学校校舎 完成式
天津中学 校閉校式 、小湊中学 校閉校式
安房東中 学校開校 （天津中学 校、小湊 中学校を統 合）
映画づく りに市民 が参加 「 エキスト ラボランテ ィア」の 募集開始
城西国際 大学「観 光学部」建 設着工
ふるさと の味自慢 「おらが丼 」の販売 開始
新市のシ ンボル「 市章」決定
合併記念 式典を文 化体育館で 開催
鴨川市総 合計画の 策定に着手
2005千葉 きらめき 総体（イン ターハイ ）ボクシン グ競技開 催（文化体 育館）
2005千葉 きらめき 総体（イン ターハイ ）自転車ロ ードレー ス競技開催 （みんな みの里スタ ー
ト・ゴー ル）
台風11号 接近 貝 渚地区150世帯 に避難勧告 発令 市 内各地で床 上、床下浸 水、崖崩 れ、道
路等に大 きな被害
ニ夕間川 と袋倉川 が県内一の 清流に
第18回国 勢調査
貴重な文 化財を初 公開 「鴨 川の古刹 ・大山不動 ～平成 出開帳～」 （市民ギ ャラリー）
板橋区大 山商店街 にアンテナ ショップ オープン
第1回市民号 を開催 「紅葉の 裏磐梯と 菊人形の旅 」
江戸天下 祭に諏訪 講の山車が 参加

11月 5日

合併記念 イベント 「ＮＨＫラ ジオ深夜 便のつどい 」公開録 音を開催
（市民会 館）

11月11日
11月19日

ちばコー プと応急 生活物資供 給の支援 協定締結
国道128号実 入歩道に「 トンネル 水族館」完 成

平成18年 1月 6日
1月 8日
3月23日

新市初の 消防団出 初式を文化 体育館で 開催
新市初の 成人式を 鴨川シーワ ールドで 開催
城西国際 大学観光 学部の安房 キャンパ ス完成

3月27日
4月 1日
4月 1日
4月 1日
4月 1日
4月 1日
4月12日

鴨川市総 合計画（ 基本構想、 基本計画 、実施計画 ）樹立
吉尾幼稚 園・保育 園を拠点に 幼保一元 化の試行
安房地域 初の4年制キャ ンパス 城西国際大 学観光学 部がオープ ン
農産物輸 送の効率 や渋滞解消 に 「北 部道路」が 一部開通
27の公の施設に指定管理者制 度を導入
自然と歴 史を活か した観光交 流都市を めざし「鴨 川市総合 計画」がス タート
大雨（総 雨量204㎜）の ため床上 、床下浸水 、道路等 に大きな被 害

5月 2日
5月21日
7月 9日

住みよい まちづく りに「鴨川 都市計画 」が決定
市民の代 表20人が 決定 新市 初の市議 会議員選挙
心強い“ 鴨川応援 団”「ふる さと大使 」45人が誕 生
イオン㈱ ジャスコ 鴨川店、㈱ 鴨川ショ ッピングセ ンターと 災害時にお ける防災 活動協力に 関
する協定 書締結
深まる草 の根交流 米国マニ トワック 市から市民 訪問団37人が来鴨
清澄寺の 旭が森な ど市内4か所が 「ちば眺望 100景 」に選定

8月25日
9月 7日～12日
9月25日
10月 6日～13日
平成19年 1月15日
1月21日
3月23日
4月 1日
4月 1日
6月 1日
7月19日
9月 1日
10月 1日

第5回市民友 好の翼 市 民29人が マニトワッ ク市を訪 問
在宅育児 の拠点「 鴨川市子育 て総合支 援センター 」オープ ン
心と体の 健康イベ ント「元気 でい鯛ま つり」開催
「平和都 市」を宣 言
太海望洋 の丘に「 鴨川市ふれ あい記念 公園」設置
大山地区 「青少年 研修センタ ー」がリ ニューアル オープン
「広報か もがわ」 をＡ４判に リニュー アル
新潟県中 越沖地震 の被災地へ 救援物資 を輸送
プロ野球 イースタ ン・リーグ 公式戦「 千葉ロッテ マリーン ズVS読売ジ ャイアン ツ」開催
子育て総 合支援セ ンター内に 「ファミ リー・サポ ートセン ター」設置
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年月日
10月 2日
11月 1日
12月13日

平成20年2月 1日～ 7日
2月20日
4月 8日
4月23日
5月16日
5月31日
10月 1日
10月 7日
10月31日
10月31日 ～11月 4日
11月 1日
11月19日
11月30日
12月
12月11日

事 項
「鴨川市 ふるさと 回帰支援セ ンター」 がリニュー アルオー プン
「鴨川市 安心・安 全メール」 を携帯電 話で配信開 始
名誉市民 に齋藤美 信氏を推戴
千葉ロッ テマリー ンズ(2軍)が鴨 川で春季キ ャンプ
山梨県南 巨摩郡身 延町と姉妹 都市協定 を再締結
新･西条幼稚 園舎がオー プン 幼 保一元化の 施設「西 条こども園 」がスター ト
「第３子 出産祝金 制度」が通 算500人目に
めざすは “鴨川ブ ランド化” 「鴨川市 物産交流協 会」を設 立
関東ボク シング大 会が文化体 育館で開 催 文理開 成高校・ 小倉選手が チャンピ オンに
長期滞在 型の観光 地作りをめ ざして ｢地域 観光圏」 に安房４市 町認定
鴨川駅周 辺をバリ アフリー化 自由通 路へのエレ ベーター 設置工事を 開始
[～平成21年 ３月25日 ]
小湊地区 の観光ス ポット「鯛 の浦遊歩 道」の整備 に着手 [20・ 21年度の２ か年計画 で]
友好交流 の方向性 を確認 第 １回三亜 市国際友好 都市大会 に参加
コミュニ ティバス の実証運行 がスター ト
「(仮称)長狭地区 小中一貫校 」の建設 工事に着手
石田日出 夫収入役 が退任 新 しく会計 管理者を設 置
地震の建 物被害を 最小限に ｢市 耐震改修促 進計画」 策定
９人目の 名誉市民 に小髙芳男 氏を推戴

平成21年1月27日
1月27日
2月1日～2月7日
2月25日
3月 3日

「(仮称）江 見・鴨川統 合中学校 ｣造成 工事スター ト
天津小学 校 耐震 補強改修工 事に着手
千葉ロッ テマリー ンズ(2軍)が鴨 川で春季キ ャンプ
身近で便 利な生活 道路 ｢鴨川北 部道路」が 開通
鴨川駅・ 自由通路 にエレベー ターを設 置、バリア フリー化 で安心に

3月12日
3月13日
3月31日
3月 －
3月31日・4月1日
4月 1日
4月 1日
4月 8日
4月30日
6月30日
7月13日
7月14日
8月 21日～23日
8月26日
8月28日～9月2日
8月30日

新鴨川市 初代市長 本多利夫 氏が退任
新市長 片桐有而 氏初登庁
「誕生寺 石造三層 塔」が市指 定有形文 化財に
大山・吉 尾・主基 小学校が閉 校
西宮秀夫 副市長が 退任、新副 市長に石 田日出夫氏
養護老人 ホーム「 緑風荘」が 民営化、 「東明会」 が引き継 ぎ
市内全小 学校の１ 年生から英 語活動が スタート
長狭地区 の３小学 校が統合、 小中一貫 校「長狭学 園」が開 校
経済の活 性化や販 売促進に「 おらが商 品券」を発 行
天津小学 校の「耐 震補強・大 規模改修 工事」完了
小中一貫 校長狭学 園「長狭小 学校」新 校舎が完成
鴨川市・ 天津小湊 両観光協会 が合併
第64回国 民体育大 会関東ブロ ック大会 ボクシング 競技開催
「(仮称)江見・鴨 川統合中学 校」の建 設工事に着 手
オースト リア・ラ ーブ町訪問 団73人が 来鴨
石田三示 氏が比例 区で当選 市内から 衆議院議員 が誕生
市総合運 動施設・ 野球場がリ ニューア ル
こけら落 としでプ ロ野球イー スタンリ ーグ公式戦 「千葉ロ ッテマリー ンズVS読 売ジャイア ン
ツ」開催
名誉市民 長谷川 治一氏逝去 市民会 館で市民葬
ノンステ ップバス ２台購入 コミュニ ティバスを 本格運行
ゆめ半島 千葉国体 リハーサル 大会「全 日本アマチ ュアボク シング選手 権大会」 開催
市内出身 ・戸部選 手が3位入賞

9月26日
10月 4日
11月 1日
11月 18日～22日

平成22年 1月 1日

2月1日～2月7日
2月1日 ～2日
2月11日

「鴨川市 市民憲章 」と、シン ボル「市 の花・木・ 魚」を制 定
シンボル は「菜の 花」「松」 「鯛」に 決定
市のイメ ージキャ ラクターが 誕生
菜の花の 「ななち ゃん」松の 「まっつ ー」鯛の「 たいよう 君」
千葉ロッ テマリー ンズ(2軍)が鴨 川で春季キ ャンプ
姉妹都市 ・身延町 の訪問団が 来鴨 友 好の証「し だれ桜」 を植樹
市制施行 ５周年

2月26日

市議会の ネット中 継を開始

3月25日

自由通路 の大規模 改修など鴨 川駅周辺 の整備が完 了

市政のあゆみ
年月日
4月20日

事 項
東条小学 校の「耐 震補強・大 規模改修 工事」に着 手

4月29日

本多利夫 前鴨川市 長が地方自 治功労で 旭日中綬章 を受章

5月23日

市議会議 員選挙

市民の代表 20人が決 定

6月1日

乳幼児へ のヒブワ クチン予防 接種一部 助成を開始

6月6日

「市立図 書館」開 館から２０ 周年

6月18日

「市道八 幡東線」 が開通

6月19日

可燃性の 粗大ごみ の破砕処理 施設が完 成

7月1日

専門・合 理性を追 求した行政 に、市役 所の組織が 一部変更

8月3日

吉尾幼稚 園・保育 園(長 狭こども 園）｢複合施設整 備工事」 に着手

8月4日

姉妹都市 ・身延町

8月9日～27日
9月 26日・27日
9月29日
9月30日～10月4日
10月1日

｢古 関観音太 鼓同好会」 の方が来 鴨、演奏披 露や市民交 流を堪能

｢第 ２次５か 年計画」の 地区別懇 談会を開催
天皇皇后 両陛下が ご来鴨（大 山千枚田 のご視察な ど）
看護師な どを目指 す方へ修学 資金の貸 付制度が創 設

貸付 開始は（平 成23年4月1日から）

ゆめ半島 千葉国体 ２０１０ボ クシング 競技会開催
地元・戸 部選手が 優勝

千葉 県は総合 優勝

第１９回 国勢調査

10月8日～14日
10月23日

「鯛の浦 遊歩道」 がリニュー アル開通
第6回市民友 好の翼 市 民26人が マニトワッ ク市を訪 問
全国障害 者スポー ツ大会ゆめ 半島千葉 大会で秦秀 名氏が水 泳競技で２ 種目制覇

11月1日～19日

”日本一 ”の千葉 ロッテマリ ーンズ（ ２軍）が鴨 川で秋季 キャンプ

12月1日
平成 23年1月1日
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子ども医 療費助成 制度がスタ ート

市 では小学３ 年生まで の医療費が 無料

1月25日

「大山千 枚田」が 天皇陛下の 御製(お歌)の題材に
鴨川市市 民栄誉賞 及び市長特 別賞授与 式 戸部洋 平氏、秦 秀名氏に市 民栄誉賞 、熊切隆夫 氏
に市長特 別賞を授 与
｢江 見・鴨川 統合中学校 (新名 称:鴨川中学校 ）」完成

1月25日

吉尾幼稚 園・保育 園(長 狭こども 園）｢複合施設整 備工事」 完了

1月4日

3月1日
3月11日
3月23日
4月1日

天津小湊 ･和 田町･房州ちくら ･白 浜町の4漁協が新 設合併｢東安房 漁業協同組 合」が発 足
東日本大 震災が発 生

市内で は震度4を記録

鴨川中学 校・江見 中学校

閉校

平成23年 ～27年度 ｢第2次5か年計 画」がスタ ート

4月4日

幼保一元 化施設｢長狭こ ども園｣開園

4月5日

福島･知的障 害者施設の 避難者

4月7日

新「鴨川 中学校」 開校

5月14日

緊急経済 対策支援 事業開始

5月26日

山王講と 諏訪講の 山車と人形

7月1日
9月25日
11月2日～27日
平成24年1月11日
1月29日

県立鴨川青 年の家に 受け入れ

｢元 気鴨川商品 券｣の 発行など
市有形 民俗文化財 に指定

｢津 波避難ビ ル」など42か所をを 指定
｢津 波避難訓 練」を実施
千葉ロッ テマリー ンズ(１軍)が鴨川で 初の秋季キ ャンプ
鴨川を舞 台とした テレビアニ メ「輪廻 のラグラン ジェ」が 放送スター ト
名誉市民

彫刻家 長谷川昂氏 逝去

2月11日

福島･知的障 害者施設の 避難者

2月15日

天皇陛下 の歌の御 製碑を大山 千枚田に 建立

福島へ帰郷

3月17日

名誉市民

彫刻家 長谷川昂氏 の市民葬 と追悼展

3月29日

「嶺岡牧 野馬土手 群」が千葉 県の周知 の埋蔵文化 財包蔵地 に決定

3月31日

二夕間海 岸、鯛の 浦遊歩道、 江見漁港 にトイレを 整備

4月1日

保健・福 祉・介護 の分野が連 携した「 福祉総合相 談センタ ー」を開設

4月2日

市役所内 に「鴨川 市ふるさと ハローワ ーク」がオ ープン

4月5日

｢亀 田医療大 学」が開学

5月25日
7月3日
7月10日

本多利夫 前市長を ｢鴨川 市名誉市 民」に推戴
旧大山小 学校の改 修工事着手

社会教 育施設｢大山公 民館」の機 能を移設

市内沿岸 部の地域 を対象に｢津波 避難訓練｣を実施
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年月日
10月1日
10月1日
11月1日～22日
11月15日
11月22日
12月1日
12月1日
平成25年 3月12日
3月13日

事

項

水道料金 のコンビ 二収納スタ ート
安房郡市 広域市町 村圏事務組 合の新火 葬場「安房 聖苑」が 供用開始
千葉ロッ テマリー ンズ(１・2軍)の秋季鴨川 キャンプ
市内全域 に光ファ イバーイン ターネッ トのサービ スを拡大
鉄道橋｢山生 (やも め）橋梁｣が土 木学会選奨 土木遺産 に認定
子ども医 療費助成 制度のサー ビス拡大
鴨川市暴 力団排除 条例が施行
鴨川市2代市 長 片桐有 而氏が退 任
新市長

長谷川孝 夫氏初登庁

市では中 学３年生 まで入院費 が無料

市政のあゆみ

[市政のあゆみ（旧鴨川市）]
年 月日
昭和46年3月31日
3月31日
5月 7日
6月 2日
7月 1日
10月 1日
10月15日
昭和47年1月22日
3月31日
3月31日
4月19日
7月 5日
7月15日
8月19日
12月24日
昭和48年1月 1日
3月15日
3月22日
3月23日
3月24日 ～25日
3月31日
4月27日
5月 1日
5月1～ 5日
5月15日
6月 9日

事項
安 房郡鴨川町 ､ 長狭町 ､ 江見町合 併市制施行 鴨川市と なる
鴨 川保育園改 築工事完 成､ 鴨川老 人ホーム緑 風荘改築 工事完成
鴨 川市役所江 見支所新 築工事完成
鴨 川市制祝賀 会
内 房線電化開 通
国 保医療費80歳以上無 料化実施
不 燃物処理場 完成
鴨 川市学校給 食センタ ー完成
江 見小学校改 築工事完 成
大 山公民館移 転改築工 事完成､ 主 基公民館改 築工事完 成
救 急隊配置 (安房郡市 広域市町村 圏事務組合 )
代 局自動電話 開通
外 房線電化開 通
江 見中学校新 築工事完 成
台 風20号と前 線による 集中豪雨の ため､ 浸水 ､ 道路･河川決 壊等市内 各所に大き な被害
70歳以上医療 費無料化 実施
大 山保育園改 築工事完 成
若 潮国体200日前キ ャラバン 隊来鴨
鴨 川バイパス 嶺岡トン ネル開通 (全線開通)
皇 太子ご一家 ご来鴨 (貝渚いちご 畑､ 鴨川シ ーワール ド、 粟斗みか ん園ご見学 )
長 狭中学校武 道場新築 工事完成
無 人駅江見駅 を市で管 理開始
長 狭地区６農 協が合併 鴨川農協と なる
第 10回東日本 社会人ラ グビー大会
移 動入浴車 ｢さわやか 号｣ が運転 開始
鴨 川消防署庁 舎完成

7月28日
8月10日
10月 1日
10月 3日
10月11日
10月12日
10月14日

江 見中学校体 育館新築 工事完成
江 見小学校プ ール新設 工事完成
長 狭国保病院 業務開始
国 体炬火リレ ー
市 役所が新庁 舎で業務 開始
天 皇､ 皇后両 陛下が20年ぶりにご 来鴨
若 潮国体が開 会

10月15日
11月20日

ラ グビーフッ トボール 開始式､ 山 岳競技金山 ダムでキ ャンプ
市 役所新庁舎 竣工式

昭和49年1月21日
1月23日
2月14日
2月18日
2月27日
3月30日
3月31日
4月24日
7月16日
8月 1日
10月31日
11月20日
12月20日
昭 和50年 2月10日
2月20日

鴨 川支所業務 開始
北 小町塵芥処 理場完成
鴨 川幼稚園移 転授業開 始
鴨 川警察署新 庁舎業務 開始
江 見局自動電 話開通
市 営住宅 (江 見内遠野 12戸) 完成
吉 尾公民館新 築工事完 成､ 吉尾保 育園移転改 築工事完 成
仲 局､ 古畑局 自動電話 開通
長 狭地区有線 放送廃止
江 見地区有線 放送廃止
太 海フラワー センター レストハウ ス新築工事 完成
電 子計算機Ｕ ＳＡＣ720/90導入
市 の木に ｢銀 杏｣ を選 定
沼 里都市下水 路完成
成 川農村広場 やすらぎ の家完成
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市政のあゆみ
年 月日
3月22日
6月30日
7月 1日
7月25日
9月 5日
9月12日
昭和51年3月 4日
3月28日
3月29日
3月29日
3月31日
4月15日
4月20日
昭和52年3月20日
4月 1日
6月27日
8月14日
8月25日
9月16～19日
9月29日
昭和53年1月13日
1月13日

事項
太 海小学校改 築工事完 成
上 水道第3次拡張事 業第1期 (横渚 浄水場築造 ) 工事完 成 (昭和49年 10月21日着 工）
江 見簡易水道 を上水場 に統廃合 (江見地区給 水開始)
ふ とん乾燥サ ービス開 始 (ねたき り老人､ 身 障者を対 象)
曽 呂小学校プ ール新設 工事完成
大 型移動教室バス購入
鴨 川市総合計 画 (基本 構想､ 基本 計画､ 5か年実 施計画) 樹 立
青 少年研修セ ンター新 築工事完成
西 条小学校改 築工事完 成
太 海公民館新 築工事完 成
主 基保育園移 転改築工 事完成
市 営住宅 (田 原20戸) 完成
鴨 川保健所新 庁舎業務 開始
中 央公民館､ 商工振興 館新築工事 完成
高 年齢者パー トタイマ ーの職業相 談室が市役 所に開設
社 会体育セン ター内にテニスコー ト完成
市 民会館落成 式典
市 庁舎わきに 運動広場 が完成
大 雨の為､ 浸 水､ 道路 ･河川 決壊等市内 各所に大 きな被害
鴨 川中学校プ ール新設 工事完成
天 面､ 曽呂連 絡所業務 廃止
大 山､ 太海公 民館に市 役所出張所を開設

1月17日

長 狭支所が吉 尾公民館へ移転併設

1月17日

市 役所と支所 ・出張所 間に高速模 写電送装置が稼働開 始 (鴨川・ 長狭・江 見支所､ 大 山・
太 海出張所)

3月20日
3月29日

市 営住宅 (田 原15戸) 完成
太 海フラワー センター温室改築工 事完成

5月29日
8月 6日
12月 9日
昭和54年2月14日
3月 6日
3月20日
3月27日
3月31日
4月 1日
4月 1日
4月15日
6月13日
7月15日
12月27日
昭和55年2月29日
3月 1日
3月17日
3月23日
3月28日
3月30日
4月 1日
4月18日
7月10日

汐 留の松原都 市公園が 完成
市 民テニスコ ートが東 町に完成
田 原小学校新 築工事完 成
江 見中学校柔 剣道場新 築工事完成
西 条小学校屋 内運動場 新築工事完 成
東 条公民館新 築工事完 成
千 葉テレビ鴨 川中継局 嶺岡山頂に 開局
市 営住宅 (田 原15戸) 完成
東 条､ 主基公 民館に市 役所出張所を開設
消 防防災無線が放送開 始
国 鉄房総線50周年祝賀 式
汐 入歩道橋完 成
太 海小学校プ ール新設 工事完成
主 基小学校改 築工事完 成
東 条保育園改 築工事完 成
消 防署の長狭 分遣所が 業務開始
鴨 川小学校体 育館改築 工事完成
市 議会議員選 挙､ 普通 選挙区制で 実施
鴨 川・天津バ イパスが 完成
田 原公民館新 築工事完 成
田 原公民館に 市役所出 張所を開設
東 条海岸に汐 入公園が 完成
国 民宿舎 ｢望 洋荘｣ の 増築落成式 典

市政のあゆみ
年 月日
8月 1日
10月20日
11月10日
昭和56年1月19日
2月18日
3月 5日
3月10日
3月26日
3月26日
4月 1日
4月 1日
4月10日
4月21日
6月12日
7月12日
7月19日
11月 4日
昭和 57年2月16･17日
3月 8日
3月15日
3月19日
3月20日
3月20日
3月30日
4月14日
4月24日
8月11日
10月28・29日
11月 1日
昭和58年3月15日
4月 6日
4月15日
4月16日
5月 5日
5月 5日
6月 1日
6月14日
6月23日
7月12日
7月30日
8月 2･3日
8月 3日
昭和 59年2月22･23日
3月11日
3月25日
4月 5日
4月12日
4月15日
5月 8日
6月 6日
7月 8・9日

事項
鴨 川市・和田 町環境衛 生組合の西 江見ゴミ焼 却場改築 工事完成
待 崎川に汐止 めの風船 ダムが完成
東 条小学校の 増築工事 完成
主 基幼稚園改 築工事完 成
曽 呂公民館新 築工事完 成
田 原小学校屋 内運動場 改築工事完 成
江 見保育園移 転改築工 事完成
鴨 川市第3次総合5か年 計画樹立
鴨 川市民憲章 を制定
行 政機構一部 変更 (鴨 川､ 長狭､ 江見支所を 出張所に 改組)
曽 呂公民館に 市役所出 張所を開設
市 民会館で市 制施行10周年記念式 典
県 道君津丸山 線が国道 (410号) に昇格
権 現橋歩道橋 が完成
嶺 岡山キャン プ場､ 細 野地区に移 転オープン
北 峯林道線開 設促進協 議会を設立
市 内で2地区 (打墨 ・長狭 (吉尾､ 主基 )) の 県営土地 改良事業 (ほ場整備 ) に着手
第 1回市 民号が開催 （毎年 実施）
曽 呂小学校体 育館改築 工事完成
郷 土資料館新 築工事完 成
江 見公民館改 築工事完 成
加 茂川に初め てサケの 稚魚7万匹を放流 （平成 4年ま で全11回実 施）
太 海フラワー センター の連続温室 工事完成 （昭和55年9月 18日着工 ）
太 海保育園移 転改築工 事完成
長 狭地区衛生 組合の新 処理施設完 成 （昭和 56年9月30日着 工）
市 の観光マス タープラ ンまとまる
吉 尾小学校改 築工事完 成
第 2回市 民号 （1年目 のみ2回開催）
郷 土資料館オ ープン
田 原保育園移 転改築工 事完成
西 条公民館新 築工事完 成
太 海地区の地 下道開通
長 狭老人憩の 家新築工 事完成 （ 昭和57年10月29日着 工）
福 祉センター と福祉作 業所オープ ン （各昭 和57年9月8日、9月30日 着工）
太 海浜にアワ ビの中間 育成場完成
曽 呂 宮 運動広場オ ープン
東 条・和泉地 区の 「 市民の森」 が完成
海 浜プロムナ ード第１ 期工事完成
一 戦場に勤労 者体育館 新築工事完 成
林 道南房総線 工事着工
弁 天島の巌島 神社ご開 帳

（昭和55年12月15日 着工）

500万人 県民記念千 葉県豊漁 祭
天 皇､ 皇后両 陛下ご来 鴨 (鴨川シ ーワールド ､ 太海フ ラワーセン ターご視 察)
農 業委員選挙 ､ 鴨川地 区で実施
市 議会議員選 挙
大 日の歩道橋 が完成
市 営野球場が 完成
一 戦場にテニ スコート (3面） が オープン
上 水道の増圧 ポンプ所 が吉尾に完 成
長 狭地区火葬 場が袋倉 に完成
中 国養父母訪 問団が来 鴨 (鴨川シ ーワールド ､ 鴨川小 ご見学)
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市政のあゆみ
年 月日
8月28日
8月31日
9月 1日
10月 6・7日
10月15日
11月 3日
11月10～23日
11月24日
昭和60年1月18日
1月27日 ～2月19日
3月 8日
4月 1日
5月 1日
5月 7日
5月15日
6月 2日
6月22日
6月23日
6月29日
7月 8日
10月 1日
12月29日
昭和61年1月24日
1月31日
3月15日
3月25日
3月26日
3月31日
4月11日
6月 1日
8月 2日
10月 19日～
12月16日
12月23日
12月23日
昭和62年1月25日
2月 3～4日
2月 6日
3月20日

事項
電 子計算機Ｆ ＡＣＯＭ －Ｖ870導入
大 山小学校改 築工事完 成
津 波を想定し て、 県 が防災訓練 を待崎海岸 で実施
常 陸宮同妃殿 下ご来鴨 (鴨川シー ワールド､ 太海フラ ワーセンタ ーご視察 )
サ ンフランシ スコと鴨 川の国際会 議 ｢鴨川海 洋コミュ ニティシン ポジウム ｣ 開催
市 営野球場の 開場式 (オープン記 念にイース タンリー グオープン 戦､ 日本 ハムＶＳ巨 人)
日 本ハムファ イターズ の秋季キャ ンプ開始
新 加茂川橋が 開通
東 条都市下水 路整備工 事完成

（ 昭和56年10月19日着 工）

日 本ハムファ イターズ の春季キャ ンプ開始 （平成8年まで 毎年実施 ）
鴨 川中学校体 育館改築 工事完成 （昭和60年 8月 16日着工）
電 子計算機Ｆ ＡＣＯＭ －Ｖ870 本稼動
大 川面の運動 広場がオ ープン
粗 大ゴミ (不 燃性) 収 集を開始
魚 見塚に展望 台が完成
潮 さい公園を 舞台に ｢産業観光ま つり｣ 開催 （平成 5年ま で毎年実 施）
国 鉄太海駅の 切符発売 を市が代行
日 本ハムファ イターズ の ｢鴨川デ ー｣ 後楽園 球場へ170人の 市民が応 援に(毎年実施）
市 役所ロビー に血圧測 定器を設置
ふ るさと産品 育成協議 会が発足
第 14回国勢調 査､ 市の 人口が38年 ぶりに増加
加 茂川橋が開 通
防 災無線の家 庭用受信 機を設置
一 人暮らしの お年寄り 世帯に自動 消火装置を 設置
鴨 川中学校旧 屋内運動 場を格技場 への改造工 事完成
国 鉄安房鴨川 駅周辺の 整備基本構 想まとまる
鴨 川市基本構 想､ 第4次総合 5か年 計画樹立

（昭和60年 10月31日 着工）

北 小町ゴミ処 理場改築 工事完成
市 制施行15周 年記念式 典 (広報か もがわの縮 刷版を発 行)
河 川情報端末 装置を設 置
一 戦場のスポ ーツ公園 がオープン
郷 土資料館を 増築 ｢水 田三喜男遺 品展｣ を開 催
長 野県大町市 観光協会 と鴨川市観 光協会が観 光姉妹都 市提携
東 条広場テニ スコート を全天候型 に改造
大 山幼稚園改 築工事完 成
市 民会館で ｢転入者と 市長との座 談会｣
大 町市民号が 来鴨 (太 海フラワー センターな どを見学 )
1市5町で ｢外 房地域リ ゾート整備 構想研究会 ｣ 発足
一 戦場公園に 裸婦像 長谷川昂氏 が寄贈

3月20日

上 水道第3次拡張事 業第2期 （長 狭地区配水 管布設）
工）

3月25日
3月31日
3月31日
5月23日

福 祉センター に金山か ら鉱泉を導 入
曽 呂小学校校 舎が完成 （昭和61年8月 12日着工 ）
市 内5か 所に観光案 内板を設 置
名 誉市民第1号に初 代市長島 川忠治氏

6月24日
7月 2日
7月26日
7月31日
9月15日

南 房総地域半 島振興協 議会が発足
鴨 川市史編さ ん委員会 が発足
魚 見塚展望台 にシンボ ル像 ｢暁風 ｣ を設置
林 道貝渚線が 開通 (全 長701メートル)
ハ ンガリーの 少年少女 合唱団が来 鴨

工事完成

（昭和 53年10月9日着

市政のあゆみ
年 月日
昭和63年1月28日
2月29日
3月26日
4月14日
5月18日
5月24日
6月 8日
8月24～27日
10月 1日
10月19日
12月 1日
平成元 年1月19日
2月 8日
2月10日
3月20日
3月25日
4月22日
7月31日 ～8月 1日
8月 1日
9月 5日～10月31日
10月29日
平成 2年1月31日
2月 1日

事項
大 日堰改修で 100年 前の導水 管を発掘
吉 尾小学校の 屋内運動 場完成
新 町通りのモ デル商店 街環境整備 (マリンロ ード) 完 成
鴨 川駅の自由 通路完成 （昭和62年10月19日 着工）
西 条小学校児 童が待崎 川にアユ5,000匹 を放流 （全14回

平成13年 まで実施）

県 立鴨川青年 の家オー プン
福 祉センター で定期送 迎バスの運 行開始
東 京・荒川区 の子供が 市内で体験 農業
老 人デイサー ビスを開 始
文 化体育館が 完成 （ 昭和62年9月25日 着工）
文 化体育館で 地域づく りセミナー
｢ＮＨＫのど 自慢｣ の 公開録画 文化体育館 に2,400人
文 化体育館の 落成式
第 3セク ター㈱鴨川 マリン開 発を設立
江 見小学校の 屋内運動 場が完成 （昭和63年 7月 27日着工）
駅 西口広場の ロータリ ーが完成 （昭和63年 11月5日着工）
大 山青少年研 修センタ ーにテニス コートがオ ープン
台 風12号によ る大雨で 総額5億3千 万円の被害
リ ゾート鴨川 のＰＲビ デオを制作 市民に貸 し出し
｢ふるさと創 生一億円 ｣ のアイデ アを募集
市 役所が第2・第4の土 曜閉庁を実 施
江 見幼稚園舎 が完成 （平成元年 7月23日着工）
市 内全中学校 に教育用 パソコン63台を導入

3月10日
6月 6日
6月17日
6月22日
9月17日
10月 1日

大 山小学校屋 内運動場 が完成 （ 平成元年7月30日着工）
市 立図書館が オープン （平成元 年8月 22日着工 ）
文 化体育館で ｢ちびっ 子相撲大会 ｣ 貴花田､ 若花田関 が特別参加
潮 さい公園の 改修工事 が完成
養 護老人ホー ムを改築
第 15回国勢調 査

11月 2日
12月11日

鴨 川駅西口に モダンな 公衆トイレ が完成
竜 巻が発生 家屋の破 損など440世帯で 被害

平成 3年2月 1日
2月20日
3月 6日
3月25日
4月 1日
5月23日
6月10～17日
7月17日
7月26日
8月22日
9月26日
10月 1日
10月13日

11月21～24日
平成 4年2月29日
3月25日
3月30日
3月31日

市 役所1階ロビーに ｢市民相 談室｣ を開 催
鴨 川・東条両 幼稚園が 改築完成
第 5次総 合5か 年計画が 樹立
鴨 川市史 ｢史 料編 (一 ) 近世｣ を 発刊
西 条保育園が 開園
鴨 川有料道路 (改築工 事) が全線 開通
｢市制施行20周年記念 誌｣ を作製 ､ 全世帯に 配布
太 海フラワー 磯釣りセ ンターに立 体駐車場 (240台収容) が 完成
ふ るさと創生 青少年海 外派遣事業 開始
養 護老人ホー ム ｢緑風 荘｣ 新館が 完成
｢ゴミを減ら す市民会 議｣ が発足
市 民ギャラリ ーがオー プン
市 民会館で市 制施行20周年記念式 典
新 しい名誉市 民に中嶋 正雄氏､ 小 川忠氏､ 長 谷川昂氏 ､ 近藤啓太 郎氏
東 京都荒川区 と友好交 流協定を締 結
第 6回国 民文化祭 ｢フラワー カルチャー フェステ ィバル] を 開催
太 海小学校屋 内運動場 が完成
40mのは しご付消防 車が鴨川 消防署に常 置配備
市 民の歌 ｢夢 よ､ とど け｣ が完成
鴨 川有料道路 に歓迎板 ｢ようこそ 鴨川へ｣ を 設置
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市政のあゆみ
年 月日
4月 1日
5月26日
9月 8日
9月12日
11月23日
11月27日
平成 5年1月27日
2月 6日
2月 1日
2月 1日
2月25日
3月11日
3月25日
4月 1日
11月 8日
平成 6年2月22日
2月28日
3月14日
3月25日
3月27日
4月 1日
6月5日
5月18日
7月22日
9月 1日
10月 2～ 9日
平成 7年3月 1日
3月11日
3月14日
3月31日
4月 1日
4月－
6月 1日
6月 5日
6月16日 ～22日
29日
8月15日
10月 1日
10月 7日 ～ 8日
10月27日
10月－
11月 9日

平成 8年2月 1日 ～29日
3月 1日
3月－
4月 5日
4月17日
4月－
6月 4日
7月 1日

事項
住 民票などの 配達サー ビスを開始 (対象者は 障害者や 要介護老人 など)
保 台ダムの定 礎式 沼 田知事や関 係者が出席 （平成 2年5月10日 着工）
｢杉庵山口志 道の誕生 地｣ と ｢大 浦担ぎ屋台 巡行｣ が 市の文化財 に指定
学 校週5日制がスタ ート
市 民会館で市 民の歌発 表会
鴨 川駅西口の ショッピ ングセンタ ー内に ｢市 民サービ スセンター ｣ を開設
シ ルバー人材 センター 設立
市 の完全土曜 閉庁がス タート
ロ マンチック タウン街 路灯整備が 始まる
高 齢者ニーズ 調査を実 施 (65歳以 上の方2,000人 対象)
太 海幼稚園舎 が完成
鴨 川駅東口に 駐輪場 (約230台) と送迎 用駐車場 完成
鴨 川市史 ｢史 料編 (二 ) 近・現代 ｣ を刊行
出 産祝金制度 がスター ト (第3子から30万円を支 給)
ア メリカ ウ ィスコン シン州マニ トワック市 と国際姉 妹都市を提 携調印
県 の有形文化 財に薬王 院・薬師堂 が指定
田 原幼稚園舎 が完成
主 基小学校屋 内運動場 が完成
市 営太夫崎漁 港が完成 （昭和63年12月4日着工 ）
名 誉市民・島 川忠治初 代市長の合 同葬儀 (文 化体育館 )
総 合保健福祉 会館 ｢ふ れあいセン ター｣ がオ ープン
ふ るさといき いきシー フェスタin Kamogawa94を 開催 （「 産業観光 まつり」
更）
市 国際交流協 会が発足
市 道 ｢小宮横 渚線｣ が 開通
市 内在住外国 人向け ｢英字版広報 紙｣ を発行 開始
国 際姉妹都市 マニトワ ック市へ親 善訪問 ｢第 1回 市民友好の 翼｣

から変

吉 尾幼稚園舎 が完成
名 誉市民中嶋 正雄氏の 市民葬 (市 民会館)
大 山不動堂と 行道面 (心厳寺) が 県の有形文 化財に指 定
市 営金束団地 が完成 （平成6年9月23日着工 ）
地 震発生時の 自動放送 システムが スタート
｢東条村誌｣ ｢西条 村誌｣ を 発刊
ふ れあいセン ターの在 宅介護支援 センターが スタート
粟 斗地区に ｢湯谷橋｣ が開通
国 際姉妹都市 マニトワ ック市から 吹奏楽団 ｢レイクシ ョア・ウイ ンド・ア ンサンブル ｣ が
来訪
県 南初の第２ 種公認陸 上競技場が オープン （平成6年6月18日着 工）
戦 争のない平 和な社会 を願い ｢平 和都市｣ を 宣言
第 16回 国勢 調査
陸 上競技場を 主会場に ｢第48回千 葉県民体育 大会｣ 開 催
鴨 川市出身者 による ｢鴨川ふるさ と東京懇話 会｣ 開催
｢吉尾村誌｣ 発刊
東 京都荒川区 と防災応 援協定を調 印
日 本ハムファ イターズ 春季キャン プ （昭和 60年～平 成8年 まで実施 ）
｢市長への手 紙｣ 制度 スタート
東 条小学校プ ールが完 成
鴨 川小学校と 東条小学 校で ｢学童 保育｣ を開 始
保 台ダムの ｢導入路ト ンネル｣ が 貫通
｢第3次 基本構想｣ と ｢第6次総合 5か年 計画｣ が スタート
市 内保育園で ｢外国語 保育｣ がス タート
｢まちをきれ いにする 条例｣ スタ ート

市政のあゆみ
年 月日
7月10日
8月23日 ～29日
8月－
9月22日
10月 1日
11月30日
11月－
12月－
平成 9年2月12日
3月27日
3月－
4月12日
4月－
6月 6日 ～11日
6月 7日
6月14日
7月10日
7月26～27日
7月29日
9月 1日
9月 3日
9月19日
9月－
10月 1日
10月18日 ～25日
10月18日 ～26日
11月12日
12月18日
平 成10年 1月28日
2月23日
3月30日
3月30日

事項
前 原・横渚海 岸が ｢日 本の渚百選 ｣ に選定
鴨 川少年少女 合唱団が マニトワッ ク市で音楽 交流
古 代米を使っ た新しい ふるさと産 品を開発
台 風17号が接 近 横手 道､ 中央通 ､ 体育セン ター周辺 の床上､ 床 下浸水を はじめ市内 各所
に 大雨等によ る大きな 被害
南 房総広域水 道が通水 曽呂地区 などに待望 の給水
ふ れあいセン ターに中 間浴槽を設 置
｢市制施行25周年記念 式典｣ (文化体育 館)
名 誉市民に長 谷川治一 氏と鈴木政 夫氏を推戴 市政功 労者245人を顕 彰
保 台ダムの試 験貯水を 開始
曽 呂幼稚園舎 が完成
学 校法人早稲 田大学と 「太海多 目的公益用 地に関す る基本合意 書」 を 締結
市 のホームペ ージを開 設
災 害備蓄倉庫 を吉尾小 学校に整備
総 合運動施設 のサッカ ー場がオー プン
新 しい ｢市の 防災計画 ｣ がまとま る
マ ニトワック 市から市 民訪問団58人が来鴨
｢日本の渚全 国協議会 ｣ が発足
｢道の駅・鴨 川オーシ ャンパーク ｣ が江見太 夫崎にオ ープン
保 台浄水場と 水道局管 理本館が完 成 （保台 浄水場 平成7年7月 21日着工 ）
プ ロ野球 ｢名 球会｣ の 野球イベン トを開催
消 防団第1支団第6分団 (和泉) が 県操法大会 で初優勝
ひ とり暮らし のお年寄 りに ｢配食 サービス｣ スタート
市 立幼稚園で ｢国際理 解教育｣ を 開始
台 風20号によ る高波で 海沿いの施 設に被害
ダ イオキシン 削減 清 掃センター を改修
西 条幼稚園で ｢預かり 保育｣ をス タート
第 2回市 民友好の翼 市民56人がマニト ワック市 を訪問
早 稲田大学と の交流事 業開始 展示会が 初めて図 書館で開催
東 京で ｢鴨川 ふるさと 懇談会｣ 鴨 川出身者約 60人が参 加
東 京湾アクア ライン開 通
早 稲田大学と の交流事 業 講 演会を初め て開催
主 基小学校プ ール完成 （平成9年8月着工）
江 見と曽呂地 区を結ぶ ｢農免道路 ｣ (全 長２km) が開通
初 代市長・故 島川忠治 氏の胸像を 建立

4月23日
5月－日
6月17～22日
7月 5日
8月21日
8月22日
10月28日

県 道・鴨川富 山線 (曽 呂街道) の バイパス道 路が開通
市 史読本編 ｢鴨川のあ ゆみ｣ を発 刊
マ ニトワック 市少年少 女合唱団50人が来鴨 地元合唱 団との共演 やホーム ステイで交 流
視 聴覚障害の 方々に ｢声の広報｣ をスタート
早 稲田大学と の交流事 業 ｢おもし ろ科学実験 教室｣ を 初めて開催 （毎年 実施）
陸 上競技場で ｢ＮＨＫ 夏期巡回ラ ジオ体操会 ｣ を開催
東 京で ｢鴨川 ふるさと 会｣ の設立 総会 首都 圏の鴨川 出身者120人が 参加

12月 5日

市 民会館で｢千枚田 シンポジ ウム｣｡ むらおこ しをテー マにミュー ジカル(文化体 育館)も

平成11年2月21日
13日
3月 －
3月 －
4月 1日
5月 －
7月26日
9月10～16日
9月21日
10月 1日
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｢空き家活用 対策｣ の 現地説明会 に県内外か ら25家族 が参加
都 市と農村の 交流拠点 ｢みんなみ の里｣ がオ ープン
｢太海多目的 公益用地 ｣ の造成工 事が終了 （平成9年1月17日着 工）
｢フィッシャ リーナ事 業｣ の埋め 立てが完了
｢情報公開制 度｣ と ｢個人情報保 護制度｣ が スタート
｢鴨川市史・ 年表｣ が 発刊
大 山千枚田が ｢日本の 棚田・百選 ｣ に選定
姉 妹都市のマ ニトワッ ク市民訪問 団22人が来 鴨
新 町通り商店 街に空き 店舗活用の ６店がオー プン （ 平成13年度 まで）
指 定袋による 収集など ｢新しいご み対策｣ が スタート
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市政のあゆみ
年 月日
10月15日
11月12日
12月18日
平成12年1月25日
2月 8日
2月21日
3月 －
3月 －
3月 －
4月 1日
4月 －
5月10日
6月 4日
6月16日
7月 1日
8月 4日
9月28～10月 5日
10月 1日
11月1･2･4日
平成13年2月15日
2月15～ 5月13日
3月25日
3月 －
4月 1日
4月20日
4月24日
4月 －
4月 －
5月 7日
5月14日
6月 3日
6月 －
8月27・28日
9月 6～11日
10月18日
10月21日
平成14年1月 4日
1月21日
1月24日
1月－

事項
｢広報かもが わ｣ が創 刊 1,000号 に
東 条地区の和 泉公会堂 が国の登録 文化財に指 定
市 民会館で名 誉市民・ 故小川忠氏 の市民葬
ふ るさと産品 の推奨制 度がスター ト
学 校法人城西 大学と ｢太海多目的 公益用地に 関する基 本合意書｣ を締結
｢和泉の三役 ｣ が市の 無形民俗文 化財に指定
古 泉千樫の生 誕地 (細 野) を整備
｢大山千枚田 ｣ のオー ナー制度が スタート
田 原西地区の 県営ほ場 整備事業が 完了
介 護保険制度 が全国一 斉スタート
み んなみの里 に ｢ふれ あい農園｣ がオープン
｢主基のあゆ み｣ を刊 行
南 房総音楽祭 の開催
香 淳皇后が逝 去｡ 房州 鴨川には過 去３度おい でに
｢リサイクル 推進店｣ の認定制度 がスタート
埋 蔵文化財セ ンターが 完成
第 3回市 民友好の翼 市民37人がマニト ワックを 訪問
第 17回 国勢 調査
教 育を考える ミニ集会 を開始

（江見・鴨 川・長狭 の３地区）

歴 史学習の拠 点・文化 財センター がオープン
企 画展 ｢鴨川 発掘75年 展～考古資 料で見る鴨 川の歴史 ｣を開 催
千 葉県知事選 挙 新知 事に堂本暁 子氏
東 条小学校屋 内運動場 が完成 （ 平成12年8月着 工）
鴨 川市消防団 女性消防 隊が発足
早 稲田大学遠 隔講座 ｢サテライト カレッジ｣ 開講
大 山千枚田に 棚田倶楽 部 （地域 資源総合管 理施設） がオープ ン
第 7次総 合5か 年計画が スタート
第 3次行 政改革がス タート
大 山小学校児 童が待崎 川にアユ2,000匹 を放流 （全14回 昭和63年 から実施）
市 内で ｢ＩＴ 講習｣ を 開始
｢親子ふれあ いルーム ｣ を開設 子育て支援 に
市 三角構想 ｢鴨川フィ ッシャリー ナ｣ オープ ン
噴 火災害で避 難生活の 続く三宅島 民約80人が 来鴨
姉 妹都市マニ トワック から市民訪 問団44人来 鴨
女 性消防隊が 第15回全 国女性消防 操法大会 (横浜市) に初出場
市 制施行30周 年記念式 典で市政功 労者を顕彰

名誉市 民長谷川昂 氏より木 彫作品62点 寄贈

市 のホームペ ージに電 子市長室を 開設
鴨 川沖海洋深 層水事業 促進協議会 が発足
市 役所で 「 なの花県 民会議」 堂本知事と 意見交換
地 域イントラ ネット基 盤整備事業 が完了

1月－
1月－
2月 1日
2月14日
2月28日 ～3月 4日
3月25日

学 校給食セン ターが完 成
介 護相談制度 がスター ト
名 誉市民の近 藤啓太郎 氏急逝 享 年81歳
鈴 木家住宅・ 旧水田家 住宅が国の 登録文化財 に指定
市 内の中学生 が待崎川 河川敷など に桜の苗木 （ソメ イヨシノ）
安 房地域11市 町村が合 併重点支援 地域に指定

3月29日
4月 1日
6月 6日
8月30日 ～9月 1日
9月 4日

市 庁舎東側に 憩いの場 「30記念 公園」 が 完成
市 役所1階 「総合 窓口」 を開設 ワ ンストッ プサービス を開始
太 海多目的公 益用地で 早稲田大学 のセミナー ハウスな どの建築起 工式
「 第8回 全国棚田サ ミット」 が市内で 開催 市 内外から3，300人の 関係者が集 まる
安 房11市町村 の合併任 意協議会を 館山に設置

500本を植樹

市政のあゆみ
年 月日
10月 1日
11月－
12月 4日
平成15年1月23日
1月－
2月－
3月29日
3月－
4月 1日
4月 1日
4月16日
4月21日
4月28日
5月12日 ～27日
5月16日
6月12日
6月17日
6月25日
7月 1日
7月 7日
8月25日
9月11日 ～16日
9月12日
10月2日～9日
10月－
12月－
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事項
台 風21号が房 総沿岸に 接近 強風 による高波 などで市 内ホテルや 公共施設 に被害
「 大山のあゆ み」 を 発刊
鴨 川地域に集 中豪雨（ 78mm/時、総雨量 117mm）床下浸 水28戸、通 行止め等 の被害
安 房地域11市 町村の合 併任意協議 会が解散
長 狭老人憩の 家改修工 事が終了
中 央公民館改 修工事が 終了
国 民宿舎・望 洋荘が閉 館 ３６年 の歴史に幕
江 見中学校屋 内運動場 改築工事が 完成
観 光の魅力ア ップに 「なぎさの 湯」 が開 湯
「 行政評価制 度」 を 導入・スタ ート
市 営浜波太漁 港の臨港 道路や新千 鳥橋が開通
国 の構造改革 特区の 「鴨川市棚 田農業特区 」 に認 定
天 津小湊町と の合併協 議へ合意書 を締結
市 町村合併を ともに考 える地区別 座談会を開 催
太 海多目的公 益用地で 城西国際大 学の教育研 究施設が 着工
第 ２回定例市 議会で鴨 川市・天津 小湊町合併 協議会の 設置議案を 可決
地 域住民のア イデアで ふるさと活 性化を 「 まちづく り未来塾」 が開校
太 海多目的公 益用地に 早稲田大学 鴨川セミナ ーハウス が完成
鴨 川市・天津 小湊町合 併協議会を 設置
鴨 川市・天津 小湊町合 併協議会が 初会合
住 民基本台帳 ネットワ ーク全国一 斉にスター ト
マ ニトワック 市から市 民訪問団４ ０人が来鴨 。 交流１０周 年を記念 し植樹や式 典などを
実施
前 原地区で東 洋大学の セミナーハ ウスが着工
第 ４回市民友 好の翼 市民３ ５人がマニ トワック 市を訪問
八 色・福祉セ ンター改 修工事が終 了
「 田原のあゆ み」 を 発刊

平成16年1月11日

笑 うアシカと 記念撮影

2月13日
2月28日
3月20日～ 5月9日
3月28日
3月－
4月 5日
4月15日

市 消防団に最 高の名誉 特別表彰 「まとい 」 を受 賞
「 鴨川オーシ ャンスポ ーツクラブ 」 が誕生
文 化財センタ ーで企画 展 「発掘 された西郷 氏館跡」
市 民の代表20人が決定 市議会議 員選挙
ま ちの設計図 「新都 市計画マス タープラン 」 が完 成
「 ふるさと回 帰支援セ ンター」 が設立
総 合運動施設 への進入 路に 「宿 前橋」 が 開通に

シーワー ルドで初の 成人式

4月19日

城 西国際大学 の教育施 設 「 安房ラーニ ングセン ター」 がオープ ン （太海多目 的公益用
地）

4月－
4月－
4月－

進 む行政改革 出張所 を統廃合し 窓口機能を 郵便局へ
太 海フラワー 磯釣りセ ンターは民 営化に
総 合窓口を３ ６５日オ ープン。 平日の取り 扱い時間 も延長に

4月－
4月－
6月 2日
6月5日～6日
6月19日
7月20日
7月24日
8月 3日
8月21日
9月－
10月 9日 ～10日
10月12日
10月13日

ご み増加に待 った 可 燃ごみの有 料化と12種 類分別を 導入
棚 田特区を活 用 市内 ４集落でも オーナー制 度
大 山寺の 「宝篋印 塔」 が市の有 形文化財に
20回目を迎え た海の祭 典 「ふる さといきい きSea Festa」
城 西国際大学 の市民参 加型講座 「鴨川塾」 が開講
文 化体育館で 鴨川市・ 天津小湊町 合併協定調 印式
前 原地区に東 洋大学 「鴨川セミ ナーハウス 」 が完 成

（昭和 60年から実 施）

本 多鴨川市長 と片桐天 津小湊町長 が堂本知事 に合併申 請書を提出
戸 籍事務の電 算化が本 格稼働
小 学校などに 「不審 者防犯シス テム」 を 設置
最 大級の台風 22号が接 近 第３配 備体制で警 戒に
県 議会で鴨川 市と天津 小湊町の合 併議案を可 決
知 事が合併を 決定 両 市町長に決 定書を交付
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市政のあゆみ
年 月日
10月16日
10月21日 ～22日
11月 1日 ～15日
11月 5日
11月－
12月24日
平成17年2月10日

事項
JR外房線に新 型特急 「わかしお 号」 がデ ビュー
第 23回市民号 「越後路 と月岡温泉 の旅」
（昭和57年から実施 ）
日 本ハムファ イターズ 秋季キャン プ （昭和 59年から 実施）
総 務大臣が鴨 川市と天 津小湊町の 合併を告示
新 潟中越地震 の被災地 復旧に多く の市民から 義援金
江 見吉浦区の 「武蔵板 碑」が市の 有形文化財 に
鴨 川市閉庁式

市政のあゆみ

[町政のあゆみ（旧天津小湊町）]
年 月日
昭和30年2月11日
10月

事 項
安房郡天津 町・小湊町 合併、天 津小湊町が 誕生
清澄小学校 新築落成式

昭和31年

簡易水道工 事完成
小湊小学校 校舎増築
四方木小学 校集会室建 築

昭和32年

小湊小学校 、学校給食 により文 部大臣賞受 賞
清澄植物園 整備
小湊火葬場 完成

昭和33年

浜荻漁港の 船溜・魚揚 場工事開 始

昭和34年

町体育協会 発足
天津火葬場 改修

昭和35年
2月

天津中学校 特別教室増 築
天津中学校 、学校保健 体育優良 校として表 彰

昭 和36年 3月
3月

有線放送電 話事業開始
小湊中学校 改築工事完 成

昭 和37年 2月

実入トンネ ルの改修工 事開始

昭 和38年10月
10月
11月

消防団分団 統合
安房天津駅 前に観光案 内所新設
広報あまつ ことなと第 1号 発刊

昭 和39年 3月
4月
6月
7月

皇太子・美 智子妃殿下 ・浩宮様 御清遊
上水道拡張 工事完成
老人クラブ 結成8クラブ誕 生
小湊漁民住 宅完成

昭 和40年 1月
3月

安房小湊駅 前に観光案 内所新設
4町衛 生組合でし 尿処理施 設完成

4月
5月
昭 和41年 6月
昭 和42年 4月
11月

町立ひかり 保育所完成
母子健康セ ンター開設
町立初の青 年館として 谷青年館 完成
板橋区立天 津養護学校 完成
天津中学校 第3期 工事完成

昭 和43年 4月
4月

浜荻保育所 完成
天津保育所 完成（天津 小学校の 一部を増改 築）

昭 和44年 2月
4月

ダイヤル式 電話開始
天津中学校 体育館完成

9月
9月
12月
昭 和45年 5月
5月
6月

小湊小学校 校舎新築完 成
天津中学校 プール完成
上水道坂本 水系拡張工 事完成
浜荻漁民住 宅完成
国道128号おせん ころがし バイパス完 成
10トンごみ 焼却炉完成
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市政のあゆみ
年 月日
昭 和46年 2月
3月
4月
5月
11月

天津学校給 食センター 完成
山梨県身延 町と姉妹町 協定締結
小湊幼稚園 開設
町の木「ス ギ」指定
内浦山県民 の森開園

昭 和47年 6月
7月

天津保育所 完成（2階建新 築）
外房線電化 完成特急運 転開始

昭 和48年 7月
10月

天津小学校 校舎完成
天皇・皇后 両陛下行幸 啓

昭 和49年 3月
6月
9月

清澄小学校 ・四方木小 学校閉校
小湊中学校 プール完成
広域消防分 遣所完成

昭 和50年 3月

鯛の浦祓山 遊歩道に行 幸啓記念 碑完成

昭 和51年

坂本稚児ケ 滝線全線コ ンクリー ト舗装完成
3月

事 項

天津小学校 体育館完成

昭 和52年 6月

ニ夕間橋完 成

昭 和53年 3月

町衛生セン ター完成

昭 和54年 3月

町中央公民 館完成

3月

小湊小学校 体育館完成

昭 和55年 3月
3月
3月
3月

県道内浦山 公園線全線 開通
清澄簡易水 道増補工事 完成
国道128号鴨川天 津バイバ ス完成
清澄老人い こいの家完 成

昭 和56年 1月 1日
10月

町章制定
町役場新庁 舎完成

昭 和57年 2月

天津小湊町 合併25周年 式典開催

昭 和58年 2月
4月
昭和59年
6月
昭 和60年 8月
11月

天津幼稚園 園舎完成
国道128号内浦バ イパス開 通
小湊下に町 営無料駐車 場整備
広域圏火葬 場完成
すてれっぱ つサマーフ ェスティ バル開催
第1回 天津小湊町 民号実施 「身延山参 拝とぶど う狩りの旅 」

昭 和61年 7月

小湊地区街 路灯整備

昭 和62年 3月
4月
4月

安房天津駅 と合築の芝 浜コミュ ニティセン ター完成
天津中学校 柔剣道場完 成
小湊中学校 校舎新築完 成

6月
昭 和63年 3月
4月

町観光会館 完成
天津小学校 プール完成
小湊幼稚園 園舎完成

市政のあゆみ
年 月日
8月
9月
平 成元年 7月

事 項
内浦山県民 の森野外ス テージ完 成記念コン サート開 催
天津地区街 路灯整備
鯛のまちへ 宇宙飛行士 がやって きたイベン ト開催

平成2年 1月
4月
6月
6月
6月
10月

県道内浦山 公園線大橋 完成
町営小湊駐 車場完成
天津小湊町 史史料集Ⅰ 発行
第2奥 谷ダム完成
内浦山県民 の森文化体 育館完成
第1回 風流里（ふ るさと） 夢まつり開 催

平成3年 3月
3月

鯛みこしデ ビューフェ スタイベ ント開催
町コミュニ ティセンタ ー完成

平成4年 2月
3月
4月

世界を泳げ 鯛のまち海 外派遣事 業実施
健康管理セ ンター・地 域福祉セ ンター完成
町社会福祉 協議会発足

平成5年 3月
4月

ふるさとシ アター完成
防災行政無 線運用開始

平成6年 3月
3月

安房天津・ 安房小湊両 駅前にふ るさと公園 完成
ふるさと写 真集ＰＨＯ ＴＯＧＲ ＡＰＨ天津 小湊発行

平成7年 2月
8月
11月

小湊中学校 屋内運動場 ・柔剣道 場完成
第1回 「風流里鯛 まつり」 開催
ふれあいス ポーツ広場 天津中学 校夜間照明 完成

平成8年 3月
4月

わんぱくハ ウス完成
新神明橋完 成

平成9年 6月
10月
10月
11月

天津小湊夷 隅線ミニバ イパス開 通
清澄線に新 車両、「風 流里（ふ るさと）バ ス」登場
町のホーム ページ開設
君津市と友 好都市調印

平 成10年 3月
3月
平 成11年 3月
3月
3月
10月
11月
12月

一般廃棄物 最終処分場 完成
ふるさと資 料「天津小 湊の歴史 」を刊行
地域振興券 交付
「天津小湊 の地形と地 質」刊行
「中世城館 跡調査報告 書」刊行
12自治体と 災害相互援 助協定締 結
天津小学校 PTAが 文部大臣 表彰を受賞
第1回 鯛のまち望 郷懇談会 開催

平 成12年 3月
3月
4月
12月

「天津小湊 の石造物」 刊行
「史談天津 小湊第2号」刊 行
高齢者憩い の施設「ほ のぼの荘 」開館
第1回 町所在公共 機関等連 絡会「タイ サミット 」開催

平 成13年 1月
3月
3月

初日の出日 本一のまち で「日本 の朝日百選 」に認定 される
主要地方道 市原天津小 湊線坂本 工区一部開 通
「おもしろ 百物館」刊 行
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市政のあゆみ
年 月日
4月
5月
7月
10月
11月
平 成14年 3月
4月
8月
8月
10月
11月
平 成15年 1月
2月
4月
5月
7月 1日
7月 1日
8月
9月
11月
平成16年1月
1月24･28日
2月12日
3月 2日

事 項
学校週5日制施行
初の天津小 湊町絵画コ ンクール 入賞作品決 定
初の100トン耐震 性貯水槽 完成（四方 木）
情報公開制 度開始
「天津小湊 町誕生寺の 線香と磯 風」で環境 大臣から 「かおり風 景百選」 に認定され る
町衛生セン ター大規模 改修完成 （ダイオキ シン対策 事業）
町のＰＲラ ジオ放送開 始
東京直通高 速バスの発 着開始
第1回 サマーフェ スタＩＮ 天津小湊開 催
ごみ従量制 （有料指定 袋制）施 行
第5回 門前町サミ ット2002in天津小湊 開催
公共施設た ばこ分煙施 行
戸籍総合シ ステム稼動 （戸籍事 務電算化）
高速大容量 インターネ ント「ブ ロードバン ド」開始
鯛のまちあ まつこみな とボラン ティアガイ ド協会発 足
鴨川市・天 津小湊町合 併協議会 を設置
役場職員パ ソコン1人1台体制整 備
住民基本台 帳ネットワ ークシス テム本稼動
統合中学校 「安房東中 学校」建 設工事着工
麻綿原ハイ カー遭難、 対策本部 を設置
東京大学千 葉演習林と 地域交流 協定締結
鯛のまち望 郷懇談会開 催
子ども会議 「いい鯛

きき鯛

つくり鯛」

小湊小 ・天津小6年生

い い たいほうだい

3月
7月20日

中学生会議 「町長に良 い鯛宝鯛 」 小湊中 ・天津中 3年生
ひかり保育 所完成
鴨川市文化 体育館で鴨 川市・天 津小湊町合 併協定調 印式

8月 3日
8月

片桐天津小 湊町長と本 多鴨川市 長が堂本知 事に合併 申請書を提 出
実入歩道ト ンネル水族 館事業開 始

11月

清澄山天富 神社からの 富士山の 展望が、国 土交通省 関東地方整 備局の「 関東の富士 見100
景」に認定 される

12月

さいたま市 と友好都市 協定締結

12月

町制50周年 式典開催

平成17年1月
2月10日

ロシア人日 本本土初上 陸の記念 碑設置
天津小湊町 閉庁式
資料：企画 政策課

