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1. 柏と明原の年表 
下記は戦後の年表で、柏市役所のホームページに掲載されている「柏市の歴史」と、

柏市史編さん委員会による「柏市史年表」から選択したものです。柏市・柏町の主な

事項と、明原町民に身近な出来事を示しました。後者の項目欄は薄く着色して示して

います。 

西暦
昭和20年8月15日 太平洋戦争終戦、無条件降伏の放送
昭和20年8月28日 日立製作所柏工場、戦時用の地下工場を爆破
昭和20年9月30日 日本光学工業柏製作所を閉鎖
昭和20年10月20日 進駐軍、十余二の航空基地・流山の陸軍糧秣廠を接収
昭和20年10月 東京機器工業柏工場の閉鎖を決定
昭和20年12月1日 柏陸軍病院、国立柏病院と改称
昭和20年12月29日 浜島秀保氏、柏町長に就任
昭和21年7月1日 常磐線松戸-取手間にガソリンカー1日7往復運転開始
昭和21年8月12日 柏町、主要食糧の欠配を実施(3日間)
昭和21年8月 県、ザリガニ・食用ガエルの食用化を奨励
昭和21年11月10日 柏町公民館開館式(県下 初の公民館)、小沢栄太郎・東野英治郎来館
昭和21年11月17日 東葛飾郡畜産組合主催柏競馬(4日間)
昭和22年2月21日 東武鉄道船橋線電化成る
昭和22年4月1日 土・田中・富勢・豊四季の各国民学校、それぞれ小学校と改称
昭和22年4月1日 柏国民学校は柏第一小学校と改称
昭和22年4月3日 田中中学校開校
昭和22年4月5日 中山諒太郎、柏町長に就任
昭和22年5月1日 柏中学校開校(14学級)、柏一小の一部を間借り
昭和22年5月10日 土中学校開校
昭和22年5月10日 富勢中学校、富勢小学校の一部を間借りして開校
昭和22年6月30日 逆井駅落成式
昭和23年4月1日 豊四季小学校、柏町立第二小学校と改称
昭和23年4月1日 東葛飾中学校、高等学校となり男女共学制を実施
昭和23年5月12日 柏町立第三小学校開校
昭和23年6月1日 「柏中学校建設資金町債」(額面金100円)あり
昭和23年8月31日 柏中学校校舎（富勢部隊の兵舎移設）竣工、柏一小の仮教室から移転
昭和24年2月5日 県営第一回柏競馬開催
昭和24年4月1日 旧柏飛行場区域を「中十余二」とする
昭和24年4月 柏町国民健康保険組合発足
昭和24年6月1日 常磐線松戸－取手間電化開通式を挙行
昭和24年7月31日 柏町長選挙、鈴木悦三氏当選
昭和24年11月25日 第一回柏町民運動会を第一小学校に開く
昭和24年12月1日 東葛の七小学校で給食はじまる
昭和25年4月6日 柏中学校校舎新築竣工
昭和25年4月17日 広池学園麗沢短期大学開学式
昭和25年4月 柏競馬場、赤字続きのため競馬を中止
昭和25年6月30日 東葛教育会館竣工式
昭和25年7月 米進駐軍、旧柏飛行場を正式に接収

1951 昭和26年6月8日 印旛・手賀両沼干拓一期工事竣工式
昭和27年4月1日 県下初のパトカーを千葉・柏・成田警察署に各一台配置
昭和27年4月4日 二千年前の家ソックリ、柏町に復元(朝日)
昭和27年7月18日 柏音頭発表会(作詞松本一晴、作曲大村能章)
昭和27年7月20日 柏町営戸張下手賀沼水泳場開場
昭和27年8月 国道6号線南柏地区の工事はじまる
昭和27年8月 印旛・手賀両沼干拓工事再開
昭和27年9月15日 柏中学校講堂落成式
昭和27年10月22日 印旛・手賀両沼辺県立公園告示
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西暦
昭和28年1月17日 第六回東葛中学駅伝に柏中が優勝、以後5年連続優勝
昭和28年6月 新国道6号線、南柏地区の工事はじまる
昭和28年7月15日 柏町長選挙、鈴木悦三氏当選
昭和28年10月1日 常磐線南柏駅開設
昭和28年12月 南柏駅前区画整理着工
昭和29年4月1日 柏第二中学校、第三小学校を仮校舎として開校
昭和29年9月1日 東葛市誕生、8,992世帯、人口46,978人
昭和29年10月20日 鈴木悦三氏が初代市長に就任
昭和29年11月1日 富勢村を廃止、東葛市と我孫子町に分村合併
昭和29年11月15日 東葛市を柏市に改称
昭和29年11月21日 市章を決定
昭和30年5月27日 みくに幼稚園設置認可
昭和30年7月15日 市営上水道事業を開始
昭和30年7月28日 くるみ幼稚園設置認可
昭和30年12月25日 柏駅前で大火
昭和31年4月1日 国道6号（呼塚－小金間）で一般通行
昭和31年4月1日 柏第五小学校が開校
昭和31年7月 柏市社会福祉協議会を設置
昭和31年9月1日 柏第四小学校が開校
昭和31年11月 日本住宅公団荒工山団地の入居完了
昭和31年12月27日 柏駅西口を開設
昭和32年3月16日 日本住宅公団光ケ丘団地（974戸）の入居開始
昭和32年4月10日 光ケ丘小学校が開校
昭和32年12月15日 国道6号（小金－青山間）で全線開通
昭和33年1月19日 柏電報電話局が開局、ダイヤル式電話となる
昭和33年3月5日 柏市西口広場は荒野原(市民新聞)
昭和33年5月 国道6号舗装成る
昭和33年10月1日 明原地区の区画整理事業（柏駅西口）が認可
昭和33年10月 国道6号東葛高校前に初の信号機設置決まる
昭和33年11月30日 濱嶋千代丸氏が2代目市長に就任
昭和34年2月 手賀沼への東京オリンピック漕艇場誘致運動を開始
昭和34年6月 市営上水道第二水源地竣工(赤城神社隣り)
昭和34年7月8日 柏市政連絡委員会(町会長で組織)結成
昭和34年8月12日 柏警察署旭町巡査派出所竣工
昭和35年4月1日 公共下水道事業を開始
昭和35年10月1日 国勢調査で、人口増加率41.5％で県内1位
昭和36年2月15日 柏駅西口土地区画整理事業着工
昭和36年3月 柏中学校の初の鉄筋コンクリート新校舎落成
昭和36年3月31日 豊四季に塵芥焼却場が完成
昭和36年6月1日 常磐線（取手－勝田間）が電化開通
昭和37年1月1日 第1回元旦マラソンを開催
昭和37年1月19日 柏中央公民館がオープン
昭和37年1月 柏市消防署第1出張所(旭町)を新設
昭和37年4月1日 柏中学校第二期鉄筋コンクリート新館落成
昭和37年7月6日 豊四季団地建設決まる
昭和37年11月19日 初の「酉の市」を旭町香取神社に開く
昭和38年5月30日 豊四季団地建設着工
昭和38年6月22日 柏市民会館がオープン
昭和38年6月29日 柏中学校プールオープン
昭和38年11月30日 明原第一・第二寿会の前身の「明広老人クラブ」発足
昭和39年4月1日 柏第六小学校が開校
昭和39年4月20日 豊四季台団地に入居を開始
昭和39年4月 丸井柏店オープン
昭和39年5月2日 柏中学校第三期鉄筋コンクリート三階建校舎竣工
昭和39年10月1日 豊四季団地循環バス開通
昭和39年11月4日 市の人口が10万人を突破
昭和39年12月1日 豊四季団地入居完了、人口13,021人
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西暦
昭和40年3月30日 篠籠田に第一し尿処理場が完成
昭和40年4月1日 豊四季幼稚園、柏陽幼稚園、柏さくら幼稚園、吉田幼稚園など設置認可
昭和40年4月17日 船戸揚水機場が完成
昭和40年8月14日 第一回豊四季団地夏まつり大会
昭和41年4月 国道16号柏五小前-国道6号線間開通
昭和41年5月1日 柏保健所が開設
昭和41年5月17日 川はアワ立ち、魚窒息しそう、中性洗剤でよごれる柏の川(朝日新聞)
昭和41年5月 大堀川改修はじまる
昭和41年8月10日 国道16号、国道6号-若柴間開通
昭和41年9月 西口第一公園設置（供用開始は昭和51年4月）
昭和41年11月13日 山澤諒太郎氏が3代目市長に就任
昭和42年3月 柏機械金属工業団地に10企業を開設
昭和42年4月1日 光ケ丘中学校が開校
昭和42年4月1日 柏西口第一公園管理事務所竣工
昭和42年9月29日 柏西口第一公園竣工
昭和43年8月1日 柏市民プール（現東部市民プール）がオープン
昭和43年11月1日 柏駅西口郵便局開局
昭和44年4月1日 土南部小学校が開校
昭和44年5月24日 船戸に第二し尿処理場が完成
昭和44年7月19日 市営総合運動場が完成

昭和45年1月17日
柏駅西口土地区画整理事業完了、大字篠籠田字上須原・同下須原・大字豊四季
字乗馬ヶ谷の各一部を「明原町」に変更、新地番設定

昭和45年1月31日 柏中学校屋内体育館落成式
昭和45年3月1日 柏駅東口駅前通りで時間による「歩行者天国」実施
昭和45年3月 谷沢健一（柏中出身）中日ドラゴンズに入団
昭和45年4月1日 柏第七小学校が開校
昭和45年4月 国道16号（野田－千葉間）が全線開通
昭和45年4月10日 北柏貨物駅が開業
昭和45年6月1日 第三次住居表示実施、豊四季・篠籠田の一部に「明原１丁目」～４丁目など誕生
昭和45年7月1日 柏駅西口の一部一方通行となる
昭和45年8月1日 西口市民プールがオープン
昭和45年11月21日 市の木に「カシワ」を選定
昭和46年3月31日 常磐線（綾瀬－我孫子間）が複々線開通
昭和46年4月1日 柏商工会議所が発足
昭和46年4月1日 柏駅の橋上駅舎が完成
昭和46年4月1日 柏第八小学校・酒井根小学校が開校
昭和46年4月1日 イトーヨーカ堂開店
昭和46年4月12日 あけぼの山公園開園
昭和46年4月20日 常磐線が複々線開通。営団地下鉄千代田線の乗り入れを開始
昭和46年4月20日 北柏旅客駅が開設
昭和46年7月1日 柏駅東西自由通路開通
昭和46年10月8日 十余二工業団地が完成
昭和46年11月17日 公設総合地方卸売市場が開場
昭和47年2月19日 柏駅西口横断歩道橋開通
昭和47年4月1日 西原小学校・柏第三中学校が開校
昭和47年4月1日 知的障害児通園施設「十余二学園」が開園
昭和47年4月29日 常磐線柏第一小学校道踏切閉鎖
昭和47年6月28日 国鉄（現ＪＲ）で初めての自動改札口を柏駅に設置
昭和47年10月2日 柏駅に常磐線快速が停車
昭和47年10月20日 柏駅柏一小通り跨線橋開通
昭和47年10月27日 市民文化会館がオープン
昭和47年 明原地区の区画整理事業（柏駅西口）の施行終了

和暦期日 事　項
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西暦
昭和48年2月8日 米軍柏通信所の一部返還が決定
昭和48年2月20日 アメリカカリフォルニア州トーランス市と姉妹都市を提携
昭和48年4月1日 旭小学校・柏第四中学校が開校
昭和48年4月1日 肢体不自由児通園施設「柏育成園」が開園
昭和48年5月1日 ごみの分別収集を開始
昭和48年6月7日 旭町の消防署出張所、6号国道側より東葛高校前に移転
昭和48年6月30日 船戸清掃工場が完成
昭和48年10月1日 国道6号拡幅工事着工
昭和48年10月6日 柏駅東口市街地再開発事業が完工
昭和48年10月10日 柏そごうがオープン
昭和48年11月2日 柏高島屋がオープン
昭和48年12月13日 国道6号・16号立体交差橋開通
昭和49年4月1日 西口第二公園オープン(供用開始は昭和51年4月)
昭和49年4月1日 藤心小学校・南部中学校が開校
昭和49年6月4日 知的障害者通所授産施設「青和園」が開園
昭和49年7月 市内小中学校全校にプールを設置
昭和49年8月5日 老人センター「柏寿荘」がオープン
昭和49年8月19日 蒸気機関車D51を西口第一公園に設置
昭和50年4月1日 中原小学校が開校
昭和50年5月26日 市の人口が20万人を突破
昭和50年12月12日 篠籠田の三匹獅子舞が千葉県文化財に指定
昭和51年3月2日 市立図書館本館が開館
昭和51年4月1日 酒井根西小学校が開校
昭和51年4月1日 国道6号西口交差点・東葛高校前地下横断歩道開通
昭和51年4月2日 旭町大踏切閉鎖
昭和51年6月27日 第1回大堀川クリーン作戦を実施
昭和52年3月25日 国道6号あけぼの横断地下道竣工
昭和52年4月1日 高田小学校・名戸ケ谷小学校・柏第五中学校が開校
昭和52年4月16日 市民体育館と保健センターがオープン
昭和52年7月13日 柏中地区小中児童生徒連絡協議会発足
昭和52年8月1日 米軍柏通信所の一部95ヘクタールの返還を開始
昭和52年9月1日 市民の平均年齢28.2歳、国勢調査の結果
昭和53年2月 小田急・千代田線が相互乗り入れを開始
昭和53年4月1日 増尾西小学校・逆井小学校・酒井根中学校が開校
昭和53年4月1日 市立柏幼稚園が開園
昭和53年4月1日 国立療養所柏病院を国立柏病院と改名
昭和53年4月12日 市立柏高校が開校
昭和53年8月12日 柏商業まつりを「サマーフェスティバル・柏まつり」として開催
昭和53年11月1日 全国初の立体式駐輪場を開設
昭和53年11月13日 鈴木眞氏が4代目市長に就任
昭和54年3月30日 豊四季台近隣センターがオープン
昭和54年4月1日 富勢東小学校・西原中学校が開校
昭和54年4月 柏中学校に非常用飲料水供給装置が完成
昭和54年6月1日 北千葉広域水道が通水
昭和54年8月14日 米軍柏通信所が全面返還
昭和54年9月1日 消防本部の新庁舎が完成
昭和55年4月1日 豊小学校が開校
昭和55年4月17日 新大利根橋有料道路が開通
昭和55年10月1日 常磐線中距離電車が柏駅に全面停車
昭和56年4月1日 手賀沼流域下水道が一部使用開始
昭和56年4月1日 酒井根東小学校・旭東小学校・松葉第一小学校・逆井中学校・松葉中学校開校
昭和56年4月25日 教育福祉会館が開館
昭和56年4月27日 常磐自動車道（柏－谷田部間）が開通
昭和56年5月31日 砂川美術工芸館がオープン
昭和57年4月1日 花野井小学校・松葉第二小学校が開校
昭和57年7月12日 柏税務署がオープン
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西暦
昭和58年3月30日 山高野浄化センターが総合運転を開始
昭和58年4月1日 富勢西小学校が開校
昭和58年7月17日 北部市民プールがオープン
昭和58年7月21日 東武野田線に新柏駅が開設
昭和58年 西口第三公園供用開始

1984 昭和59年8月2日 南部市民プールがオープン
昭和60年1月24日 常磐自動車道と首都高速6号が開通
昭和60年7月1日 南部運動場がオープン
昭和60年7月5日 十余二に柏市シルバーふれあい広場がオープン
昭和61年4月1日 中原中学校が開校
昭和61年4月11日 柏市工業団地（柏三勢工業団地）が完成
昭和62年3月31日 大堀川下流に北柏橋が完成
昭和62年4月1日 東京慈恵会医科大学付属柏病院が開院
昭和62年4月1日 十余二小学校が開校
昭和62年8月22日 利根川治水100年記念として第1回手賀沼花火大会を開催
昭和63年5月1日 あけぼの山公園に日本庭園が全面オープン
昭和63年6月1日 医療センターで平日夜間急病診察を開始。365日夜間診療が可能に
平成元年3月26日 市立柏高校が春の選抜高校野球大会に初出場
平成元年4月20日 市の人口が30万人を突破
平成2年 柏中学校が生徒数で日本一のマンモス校
平成2年4月1日 豊四季中学校が開校
平成2年8月25日 第1回明原まつり
平成2年8月30日 建設省が大堀川沿いに日本一の桜並木を整備する計画を発表

1991 平成3年3月17日 船戸山高野に清掃工場が完成
平成4年4月15日 あけぼの山農業公園にふるさと農園がオープン
平成4年7月1日 柏の葉に国立がんセンター東病院が開院
平成4年7月7日 地域防災無線システムを導入
平成5年4月22日 あけぼの山農業公園に風車と水辺の広場が完成
平成5年7月5日 布施に市立柏病院が開院
平成5年10月9日 県立柏の葉公園センターがオープン
平成5年11月11日 南部老人福祉センターがオープン
平成6年4月29日 布施にあけぼの山農業公園が全面オープン
平成6年11月15日 柏レイソルのＪリーグ昇格が決定
平成7年4月5日 プラスチックごみの分別収集を開始
平成7年8月1日 北柏ふるさと公園が一部オープン
平成7年10月29日 我孫子市・沼南町と第1回手賀沼マラソンを開催
平成7年11月17日 布施にウイングホール柏斎場がオープン
平成8年2月20日 市立砂川美術工芸館がオープン
平成8年5月4日 中十余二に家具等リサイクル展示場がオープン
平成8年9月2日 福祉車両「こらくだくん」による車椅子の送迎サービスがスタート
平成8年10月1日 粗大ごみの収集を有料化
平成8年11月15日 柏の葉にさわやかちば県民プラザがオープン
平成9年3月31日 柏警察署が松ケ崎に移転
平成9年4月1日 ペットボトルの分別収集を開始
平成9年4月1日 消防指令センターを開設
平成9年7月1日 ぽい捨て及び違反ごみ出し防止条例が施行
平成9年10月1日 柏駅西口の歩道橋を掛け替え
平成9年10月20日 野田ナンバーが誕生
平成10年5月1日 南部市民農園がオープン
平成10年6月20日 柏ビレジ水辺公園と柏の葉第二水辺公園を開放
平成10年7月1日 市立柏病院の隣に市立（後に介護）老人保健施設はみんぐがオープン
平成10年7月12日 ＪＲ柏駅の快速線ホームを拡幅
平成10年8月22日 柏市防災推進員制度が発足
平成10年11月12日 柏の葉に東葛テクノプラザがオープン

和暦期日 事　項

1997

1998

1993

1994

1995

1996

1989

1990

1992

1986

1987

1988

1983

1985

 
 
 



 9 

西暦
平成11年3月1日 市営駐車場を含む柏セントラルプラザがオープン
平成11年4月1日 柏公民館跡地にアミュゼ柏がオープン
平成11年4月1日 県立柏の葉公園内に総合競技場がオープン
平成11年4月8日 ＪＲ柏駅に南口を開設
平成11年4月24日 柏ふるさと公園と北柏ふるさと公園を結ぶ柏ふるさと大橋が開通
平成11年5月1日 酒井根下田の森がオープン
平成11年9月25日 柏を主会場に千葉県民体育大会を開催
平成11年11月3日 柏レイソルがＪリーグナビスコカップで初優勝
平成12年1月1日 市立柏高校吹奏楽部がアメリカのローズパレードに出場
平成12年4月1日 東京大学柏キャンパスに物性研究所と宇宙線研究所を開設
平成12年5月25日 北千葉導水路が完成
平成13年3月16日 介護予防センター「いきいきプラザ」開設
平成13年10月1日 かしわウェルカムプラザ（柏駅インフォメーション・行政サービスセンター）開設
平成14年4月1日 柏市リサイクルプラザがオープン
平成14年5月1日 介護予防センター「ほのぼのプラザますお」がオープン
平成14年6月24日 柏駅東口ダブルデッキにエスカレーターが完成
平成14年8月5日 住民基本台帳ネットワークシステムがスタート
平成17年3月28日 沼南町と合併
平成17年4月 南部クリーンセンターが稼動開始
平成17年8月24日 つくばエクスプレスが開業。「柏の葉キャンパス駅」、「柏たなか駅」が誕生
平成18年4月29日 リフレッシュプラザ柏がオープン
平成18年10月10日 「柏ナンバー」の交付開始
平成19年10月1日 旧吉田家住宅市指定文化財に（平成18年国の有形文化財に登録）
平成19年11月23日 沼南地区に「かしわコミュニティバス」と「かしわ乗合ジャンボタクシー」運行
平成20年4月1日 中核市としての市制がスタート
平成20年4月1日 柏市保健所が開所
平成20年6月2日 柏の葉サテライトオフィスがオープン
平成20年8月8日 沼南庁舎リニューアル（子ども図書館・市民交流サロン・郷土資料展示室）
平成21年11月3日 旧吉田家住宅歴史公園がオープン
平成21年11月24日 秋山浩保氏が6代目柏市長に就任
平成22年4月5日 ウェルネス柏がオープン
平成22年5月5日 第1回デゴイチ(D51)ふれあいまつり
平成22年8月5日 市の人口が40万人を突破
平成23年3月11日 東日本大震災が発生、柏市は震度5強を観測
平成23年12月3日 柏レイソルがJ1リーグ初優勝
平成24年3月15日 柏市除染実施計画を策定
平成24年4月1日 柏の葉小学校が開校
平成24年4月1日 沼南消防署手賀分署が開署
平成24年5月19日 市内全域で断水
平成24年9月19日 旧吉田氏庭園が登録記念物（名勝）に登録
平成24年10月26日 柏市が緑の都市賞「内閣総理大臣賞」を受賞
平成25年4月 We Love Kashiwaキャンペーンが1年間開催
平成25年8月3日 「柏・我孫子花火大会in手賀沼」が市内5会場で開催
平成25年8月25日 「かしわ街ごとキッザニア」が市内170店舗で開催
平成25年11月2日 柏レイソルがナビスコ杯で14年ぶり優勝
平成25年12月 柏駅前で「ヒカリデッキかしわ2013」が開催
平成26年3月31日 豊四季台団地内に柏地域医療連携センターがオープン
平成26年4月1日 柏市消防団に初の女性消防団が発足
平成26年7月1日 広報番組「これってナンダイ！？市立柏研Q所」スタート
平成26年11月15日 市制施行60周年
平成27年1月 日立サンロッカーズ、JX-ENEOSサンフラワーズが全日本バスケットボールで日本一
平成27年4月1日 市民文化会館がリニューアルオープン
平成27年12月6日 市民文化会館でＮＨＫのど自慢が開催
平成27年12月10日 東京大学宇宙線研究所所長梶田隆章氏ノーベル物理学賞を受賞

和暦期日 事　項
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2010
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