
        私が生まれた頃の千葉県 ＝1915 年（大正４）年＝          

奈良時代、安房が上総国から独立し、房総半島の国(下総・上総・安房)の形が整い

ました。平将門の乱が平定され、平安時代の中期、上総の国司の任を終えて帰京途上

の菅原孝標のむすめは、源氏物語の世界に憧れつつ「更級日記」を書き始めました。 

千葉荘の検非違使(千葉氏の祖)が源頼朝の配下として保元の乱に参戦します。鎌倉

時代になり、房総(下総･上総)は頼朝の支配下で開発が始まります。比叡山で修業を積

んだ日蓮は、故郷-安房の清澄山で太平洋に登る太陽に向かって立教開宗を行いました。 

蒙古襲来時には下総国守護の千葉頼胤が北九州に出向き、久留里が北条氏に攻めら

れた際には、里見氏が上杉･武田と同盟を組んで対抗しました。しかし、房総は北条氏

の支配下となり、房総半島に多数の支城が建設されます。織田信長から豊臣秀吉に天

下が移り、豊臣の北条攻めの際に房総の城は徳川家康によって尽く滅ぼされます。 

徳川時代、江戸に近い房総には鷹狩り御殿や御成街道が整備されます。幕末、佐倉

藩主･堀田正睦がアメリカとの交渉に臨み、明治時代になり、房総に多くの軍事拠点が

作られました。このような房総の歴史の中で、私が生まれた 1915 年は第一次世界大戦

参戦の翌年、船橋に海軍省-無線電信送信所が作られた年です。衆議院総選挙では政友

会が後退し、県会議員選挙で護憲派議員が多数を占めるようになります。 



           1916～1920（大正 5～９）年                

1916 年、畜産試験所官制が公布され、農商務省本省内にあった畜産試験場が千葉県千

葉郡都村に移転します。この都村は千葉市と合併し「矢作町」となります。稲毛海岸

の干潟に建設された稲毛飛行場から、伊藤音次郎が東京に向けて初飛行しました。 

1917 年 10 月、暴風雨と高潮の被害により、船橋まで広がっていた行徳塩田の歴史が幕

を閉じます。野田の八家が合同し野田醤油株式会社が設立され、キッコーマン印の商

標へと統一されていきます。野田の醤油はキノエネ醤油合名会社との二強となります。 

1918 年、シベリア出兵が宣言され、富山発の米騒動が千葉に波及します。安房郡勝山

町では 100 人が立ち上がりました。陸軍工兵学校の開校に向けて松戸競馬場が船橋に

移転し「中山競馬倶楽部」と改称されます。行徳海岸での競馬場整備が始まりました。 

1919 年、軍備の近代化を目指し、松戸に工兵学校が設立されます。千葉師範学校附属

小学校の手塚岸衛は、児童の自主性に基く教育を実践しました。下総台地(初富・二和・

美咲など)の開墾から 50年経ち、入植者の子孫によって土地記念講が組織されました。 

1920 年、第一次世界大戦時に中国・青島(ドイツ租借地)で捕虜となったドイツ兵を収容

していた習志野俘虜収容所が歴史を閉じます。その間、ドイツ兵からソーセージの製

造技術を学ぶことができました。第 1 回国勢調査で、県人口は 133 万 6155 人でした。 

 



          1921～1925（大正 10～14）年                 

1921 年、千葉町が市制を施行します。京成電気軌道が船橋・千葉間を走ります。満鉄

疑獄が原因で平民宰相(原敬)が暗殺されたこの年、米国・ワシントンで軍縮会議が始ま

ります。年末、日本労働総同盟関東醸造組合野田支部が結成されました。 

1922 年、組合立の長狭中学校が設立されます。「房総日日新聞」が創刊されました。

銚子電鉄が国鉄銚子駅と漁港・外川の間を結びます。この頃、和田町(南房総市)に花作

り産業が興ります。翌年、関東大震災で慰霊用の花の注文が殺到することとなります。 

1923 年、千葉医学専門学校が千葉医科大学に昇格します。関東大震災が発生し、船橋

や銚子の送信所から東京の被害状況が国内外に発信されました。復興のためアメリカ

から大量の自動車が輸入されます。御宿が舞台の童謡「月の砂漠」が流行りました。 

1924 年、加曾利貝塚を発掘した東京帝国大学によって縄文式土器が発見されました。

この年、千葉県立図書館が開設されます。「復興の房州-附属海水場と遊園地」という本

が出版されました。小作料の値下げを求め、各地で農民組合が結成されました。 

1925 年、日本農民組合千葉県連合会が発会し、8 月には、雑誌「房総青年処女（千葉

県青年処女）」が創刊されました。関東大震災で崩壊した野崎島灯台(1869 年建造)が、

新しく生まれ変わりました。 

 



          1926～1930（大正 15/昭和１～5）年              

1926 年、京成電気軌道の大和田駅が開業し、東京への行商人などで賑わいました。自

由教育が広がる一方で、上級学校を目指す生徒による自由教育批判も出始めます。松

戸の陸軍工兵学校の演習を皇太子(昭和天皇)が台覧しました。労働争議も多発しました。 

1927 年 9 月に始まる野田醤油労働争議は翌年 4 月に解決し、改善計画が推進されるこ

ととなりました。米ギューニック博士から送られた青い目の人形が各地の小学校に寄

贈されます。返礼として千葉から二体の人形「ミス千葉」が「房子」が贈られました。 

1928 年、成年男子による初の普通選挙(県会議員)で政友会が圧勝します。関東大震災

の大津波で被害を受けた中山競馬場が現在地(船橋市古作)に移転します。自由教育の

手塚岸衛(大多喜中学校長)は辞職に追い込まれ、東京に自由が丘学園を作りました。 

1929 年、房総線上総興津・北条線安房鴨川間が開通し、房総環状線が全通します。宮

脇梅吉、後藤多喜男と知事がかわります。世界恐慌の影響で繭価や米価が急落し、農

家の経済を直撃しました。品質の高さで有名であった「行徳の塩」が歴史を閉じます。 

1930 年、館山に海軍航空隊が開設されました。5 月に始まった印旛郡本埜村での争議

は 8 月まで続きました。宮城県知事であった石田馨が千葉県知事となり、11 月には県

教育会館が千葉市に完成します。 

 



            1931～1935（昭和 6～10）年              

1931 年 1 月、旧無産青年同盟の千葉医大学生や京成職員ら 50 人が一斉に検挙されま

した。9 月に勃発した満州事変。鉄道第一連隊や佐倉の第 57 部隊が動員され、町や村

では出征軍人の激励に沸きました。県立ろう唖学校が設立されました。 

1932 年、知事の交代が続いた前年から、この年知事に就任した岡田文秀(内務閣僚出身)

によって農村振興策が開始されます。県経済更生委員会規定が策定されました。千葉

市では都市計画地域と事業が決定され、最初の舗装道路が完成しました。 

1933 年、銚子市の市制が施行されました。成田線、佐原松岸間が開通し、お茶の水・

船橋間の電化が完成します。民本主義を掲げて千葉県農民自治連盟が結成されました。

九十九里平野を中心とした干害地を救援するための義援金募集運動が推進されました。 

1934 年、県経済更生委員会が県産業五か年計画を策定しました。木原線が上総中野ま

で全通し、小湊鉄道と連絡します。県水道が起工し、市川市の市制が施行されました。

国防婦人会千葉支部が発会し、木更津・横須賀間に定期航路が開通しました。 

1935 年、大利根用水が起工します。6 月にはトーキー映画反対を唱え、千葉市羽衣館

の弁士がストライキをしました。水郷・銚子・手賀沼、九十九里・清澄山・鹿野山が

県立公園に決定します。総武線が千葉まで電化し東京までの直通運転が開始しました。 

 



           1936～1940（昭和 11～15）年                

1936 年、木更津に海軍航空隊が設置され、東京間の定期航路が開業します。地元の海

苔漁民らの生活が犠牲になり、借金相談所が県下 26 ヵ所に設置されました。久留里線

が上総亀山まで開通します。選挙粛清運動下で初の県会議員選挙が行われました。 

1937 年、木更津航空隊による南京爆撃(日中戦争)が行われました。船橋市が市制施行

され、検見川･蘇我･都賀･都が千葉市と合併します。銚子醤油と亀甲萬醤油の提携、千

葉大附属病院の新築、飛行場建設(柏)、陸軍戦車学校の設置(穴川)などがありました。 

1938 年、全農の県連幹部が検挙され、全農県連が千葉農村更生連盟と大日本農民組合

に分裂します。「時局下生活戦線を語る会」が開催されました。陸軍防空学校の開校式

が千葉市で挙行されました。重慶爆撃(日中戦争)には木更津航空隊も参加します。 

1939 年、物資統制で転廃業する中小工業者の軍需工場化が進みます。夷隅・長生郡下

に代用燃料乗合バスが出現しました。米の強制買い上げ、満州での千葉村建設が決定

します。体力検査実施が全国に先駆けて決定されます。館山市が市制施行されました。 

1940 年、皇紀 2600 年のこの年、大政翼賛会県支部が発会し、節米料理が奨励されます。

県内新聞 37 紙を統合して「千葉新報」が創刊されました。日立航空機工場の建設が完

了し、松戸に飛行士養成所ができました。千葉市今井町地先の埋め立てが始まります。 

 



             1941～1945（昭和 16～20）年               

1941 年、台風で壊滅的被害を受けた利根川運河が役目を終えます。12 月、船橋の無線

送信所から「ニイタカヤマノボレ 1208」と送信され、太平洋戦争に突入します。千葉

神社で戦勝祈願が行われました。この年、館山湾で鯨 300 余頭が捕獲されました。 

1942 年、東京帝国大学第二工学部が千葉市黒砂に設置されました。満蒙開拓青少年義

勇隊千葉支部隊 91 人が出発します。木更津市が市制施行されました。中山競馬で競馬

開催中に日本本土が初空襲に見舞われます。翌年、競馬開催停止が閣議決定されます。 

1943 年、千葉合同銀行･第九十八銀行･小見川農商銀行が合併して千葉銀行が設立され

ます。松戸市が市制施行され、県の師範･女子師範学校が官立千葉師範学校となります。

両総用排水事業が起工します。風船爆弾第 1 号が一宮海岸から打ち上げられました。 

1944 年、共同炊事が恒久化され、疎開・国民総決起運動・戦時食糧増産計画が推進さ

れます。花が禁止作物となり、中山競馬場の敷地内には陸軍血清ワクチン工場などが

建設されました。学徒勤労報国隊が結成され、動員が始まります。 

1945 年 3 月に銚子、6 月に千葉、7 月に再び銚子が空襲を受けます。8 月 15 日に玉音

放送があり、その後、富津・館山に占領軍が上陸します。言論統制がなくなり、12 月

には「千葉新聞」が創刊されました。京成電鉄の「ただ乗せスト」がありました。 

 



            1946～1950（昭和 21～25）年                

1946 年、戦争を終わらせ関宿で暮らしていた鈴木貫太郎元首相が、枢密院議長として

再び政治の場に戻り、日本国憲法を成立させた年です。極度な物資不足で物価は高騰

します(新円発行)。東京の食料危機を救ったのが、千葉からの行商人たちでした。 

1947 年、農地改革(農地買収)が行われます。公選による千葉県知事が誕生し、新制中

学が発足します。陸軍血清製造工場を経て米軍農場となった中山競馬場敷地が返還さ

れ、営業が再開されます。松戸の馬淵健一が馬蹄形マグネットモーターを開発します。 

1948 年、県立の新制高校 49 校が発足し、安房郡神戸村(館山)で初の女性村長が誕生し

ます。鈴木貫太郎元首相が「永遠の平和」の言葉を残し、関宿で生涯を閉じます。九

十九里の松林が倒され、米軍射撃演習場(豊海射場)が建設されます(1957 年に射撃中止)。 

1949 年、公立高校で男女共学・週 5 日制・通学区域制が実施されます。千葉師範・千

葉医大などが包括され国立千葉大が発足します。キティ台風の高潮で浦安町が海水に

浸りました。毎日オリオンズ(千葉ロッテの前身)が結成されます(翌年パ・リーグ参戦)。 

1950 年、川鉄千葉製作所の誘致に成功します。戦後君津にきた千葉工業大学が津田沼

に移転します。木更津のハス田で古墳群「金玲塚」が発見されました。野田市が市制

施行されます。この年、道路標識令が公布され、日英両文表示の標識となりました。 

 



            1951～1955（昭和 26～30）年              

1951 年、佐原市が市制施行しました。国鉄ダイヤが改正され、戦前の状態となります。

食糧増産のために八幡浦で干拓が始まります。大利根用水が完成しました。勝浦で大

火が発生しました。東京大学検見川総合運動場で 2000 年前のハスの実が発見されます。 

1952 年、大賀博士によって発見された 2000 年前のハスがこの年開花しました。京成

電鉄に成田山参詣のための「開運号」が登場します。道路法などが施行され、有料道

路制度が始まります。茂原市が市制施行され、県企業誘致特別条例が制定されました。 

1953 年、川鉄千葉製鉄所第一号高炉が火入れ、千葉港に外国航路の第 1 船「高栄丸」

が入港します。東京電力進出･内湾埋め立て反対を唱え蘇我漁民大会が開催されました。

朝鮮戦争後米軍に接収されていた柏飛行場跡地(農場)に巨大アンテナが林立しました。 

1954 年、蘇我町海面の埋め立て・東京電力の誘致が決定します。千葉港は関税指定港

に格上げされます。佐倉など 7 市が市制施行されます。前年の NHK テレビ開局を受

けて、各地に街頭テレビが設置されました。房総東・西線が気動車化されます。 

1955 年、町村合併計画が発表されました。八千代市と流山市に全国初の住宅団地が建

設されます。新京成電鉄（新津田沼～松戸）が全通しました。大型レジャーランド「船

橋ヘルスセンター」が開園します（昭和 52 年閉鎖）。中国学術視察団が来県しました。 

 



            1956～1960（昭和 31～35）年              

1956 年、自民党千葉県支部連合会が結成されます。地方財政再建法の適用を受け入れ、

期間 8 年の財政再建計画が可決されました。任命制による教育委員会が発足します。

年末、東京電力千葉火力発電所第１号発電機が運転を開始します。 

1957 年、木更津地区埋め立てによる工場誘致計画が成立します。利根川が異常渇水で、

塩害が 8000 ヘクタールに及びました。千葉港は重要港湾に指定されます。11 月には

騒音防止条例が制定されました。「千葉日報」が創刊された年です。 

1958 年、県初の有料道路「芽吹大橋(土浦野田線）」が開通しました。佐倉市出身の長

島茂雄が巨人軍に入団します。勝浦市が市制施行しました。隣接する東京都江戸川区

に本州製紙の工場が建設されたため、黒い排水が浦安の海に流れ込むようになります。 

1959 年、東京湾フェリーボート(金谷・久里浜間)が認可されました。ベネズェラとの

漁業協定を経て、房総丸がカリブ海操業を始めます。廃仏毀釈で放置されていた十一

面観音(香取市・金剛宝寺)が平安後期の作と判明し、国の重要文財に指定されます。 

1960 年、市原・五井地区埋立地に旭硝子千葉工場が建設され、昭和電工、三井造船な

どが続きます。京葉道路(１期)が完成しました。安保阻止統一行動、千葉銀行労組(賃

上へ要求)無期限ストがありました。農産物の輸入自由化により専業農家が減少します。 

 



            1961～1965（昭和 36～40）年              

1961 年、千葉市・市原市・市原郡五井町が首都圏市街地開発地区に指定されます。木

更津の證誠寺境内に「証城寺の狸ばやし」の童謡（野口雨情作）の碑が立ち、富津市

に東京湾観音が建立されました。九十九里鉄道(東金-片貝間)がバス路線となります。 

1962 年、黒い排水のため漁業を続けることできなくなった浦安町に新たな産業を興す

ために、オリエンタルランド社に海岸用地が売却されます。東京環状の国道指定(16 号)、

県新庁舎完成などがありました。鋸山ロープウェーが開業し、銚子大橋が開通します。 

1963 年、任期途中に加納知事が死亡し、友納武人知事が誕生します。国鉄千葉駅が現

在地に移転します。市原市が市政施行され、県公害防止条例が施行されました。運輸

省航空審議会による新空港設置予定地「印旛郡富里村付近」の答申がありました。 

1964 年、県 10 支庁が発足。迷惑防止条例が施行されます。勝浦市に行川アイランド

が開園(2001 年閉園)。三年後の博物館開園を目指し、加曾利貝塚の発掘が始まりまし

た。市原市に工業用水用「山倉ダム」が完成します。県民歌・音頭が決まりました。 

1965 年、青少年保護条例が施行されます。千葉港が特別重要港湾に指定されました。

4 月、八幡製鉄君津製鉄所が操業を開始し、両総用水が完成します。「千葉県議会史」

の第一巻が刊行されました。新国際空港予定地として印旛郡冨里村が上がりました。 

 



            1966～1970（昭和 41～45）年               

1966 年、全日空機が木更津沖で墜落します(133 人死亡)。新空港設置抗議集会で県庁

乱入事件がありました。成田市三里塚地区への空港建設が決定します。京葉道路(船橋-

幕張間)が全通します。大和田の排水機場が運転開始し、この地の稲作被害が減ります。 

1967 年、八千代・流山市で市制が施行されます。流山電鉄の本社も移ってきました。

千葉そごうの開店、県文化会館・千葉市郷土館「千葉城」の開館などがありました。

高校野球夏季大会で習志野高校が優勝します。県産米は稲作史上最高の豊作でした。 

1968 年、市原市の三井ケミカル工場で爆発事故がありました。市原市に県公害研究所

が開設されます。姉崎沖 8 ㎞の海上に京葉シーバースが完成します。大雪に見舞われ

たこの年、県の人口が 300 万人を達成します。県立中央図書館が新築落成しました。 

1969 年、地下鉄東西線が西船橋まで開通します。京葉道路（3 期：幕張・殿台間）が

開通します。千葉県北部地区の宅地造成事業(千葉ニュータウン)が決定し、房総西線の

電化が決定しました。この年、千葉大学・千葉高校などで学園紛争が発生しました。 

1970 年、夷隅・君津郡を中止に大雨被害が発生しました。内浦山県民の森、鴨川シ―

ワールドなどがオープンしました。我孫子が市制施行され、鹿島線(香取～北鹿島)が開

通します。この年、県域テレビ局(千葉テレビ)が誕生します(翌年放送開始)。 

 



            1971～1975（昭和 46～50）年              

1971 年、県立上総博物館、市原市「こどもの国」が開館します。京葉道路が首都高と

接続、東関道(宮野木・冨里間）が開通します。鴨川・鎌ケ谷・君津・富津が市制施行

し、船橋送信所(鉄塔)の解体作業も始まります。千葉の田畑百貨店の火災がありました。 

1972 年、外房線が全線電化されます。国鉄総武線が複々線化され、東京地下駅に乗り

入れます。東関道（冨里・成田間）が全通します。山武郡横芝町に「千葉県海のこど

もの国」が開園し(2007 年解体）、千葉市仁戸名に「県がんセンター」が完成しました。 

1973 年 6 月、県政百年記念式典が挙行されます。9 月に国民体育大会（若潮国体）が

開催されました。チッソ石油化学工場五井工場で爆発事故が起こり、13 人の死傷者が

出ました。京成電車特急「スカイライナー」が上野・成田間で運転開始されます。 

1974 年、船橋市で「地盤沈下非常事態宣言」が発令され、排気ガスが問題になり始め

ます。高校野球夏季大会で銚子商業が優勝しました、秋には県立美術館のオープン、

新議会議事堂の竣工がありました。県人口が 400 万人に達します。 

1975 年、公立高校の入学者の総合選抜制が 14 校で実施されます。川崎製鉄を相手に

公害訴訟（あおぞら裁判）が提起されました。木更津海岸に高さ日本一の人道「中の

島大橋」が建設されました。高校野球夏季大会で習志野高校が 2 度目の優勝をします。 

 



            1976～1980（昭和 51～55）年              

1976 年、千葉市の埋立地先に「稲毛人工海浜」がオープンし、「房総風土記の丘」が

開館しました。千葉開府 850 年を祝うパレードが駅前大通りで行われました。異常低

温による冷害の被害総額が 152億円に上りました。県総合 5ヵ年計画が策定されます。 

1977 年、新東京国際空港建設反対の妨害鉄塔の除去作業で、反対派と警察が衝突し、

警官１人が死亡します。「千葉県民だより」が創刊されます。松戸・野田有料道路が開

通します。船橋ヘルスセンターの歴史が閉じます(跡地は「ららぽーと」に)。 

1978 年、東京湾岸道路千葉・東京間が暫定供用開始されます。千葉県救急医療システ

ムも運用開始されました。新東京国際空港が開港し、新空港道路(成田～新空港)が全通

しました。県人口は 450 万人を突破します。武蔵野線(新松戸～西船橋)が開通します。 

1979 年、千葉ニュータウンの入居が開始され、北総開発鉄道が一部開通します。人口

海浜「幕張の浜」がオープンします。柏通信所跡地の全面返還、ブラジル・パラ州と

の姉妹県州の調印がありました。交通事故多発非常事態宣言が発布されます。 

1980 年、「学園のまちづくり構想」による 3 高校が幕張に開校します。人工海浜「ま

くはりの浜」も開園しました。京葉道路(殿台～浜野)の全通、千葉市救急医療センター

の開業、勝浦海中公園に高さ日本一の海中展望塔の完成などがありました。 

 



          1981～1985（昭和 56～60）年                

1981 年、前年の浜田幸一(ラスベガス賭博事件)の衆議院不出馬宣言に続き、知事(川上

紀一)の辞職（5000 万円念書事件）がありました。国鉄木原線が廃止対象路線に決定し

ます。「ららぽーと船橋」が開業します。浦安・四街道が市制施行しました。 

1982 年、ユーカリタウンを周回する AGT 路線「コアラ号」が疾走開始します。千葉

都市モノレールも着工します。東関道(市川～宮野木)が開通し首都高湾岸線に接続され

ます。東京湾横断道路建設会議も始まりました。千倉沖で重油流出事故がありました。 

1983 年、国立歴史民族博物館が佐倉市に開館します。浦安に東京ディズニーランドが

開園し、幕張新都心・上総新研究開発都市・成田国際空港都市の三構想からなる「千

葉新産業三角構想」が策定されました。県人口が全国 8 番目に 500 万人を突破します。 

1984 年 1 月の 16 年ぶりの大雪で、安房・香取郡などで多大な農産物被害が発生しま

した。県工業立地振興ビジョンが発表されたこの年の 6 月 15 日、第一回「千葉県民の

日」としてイベントが開催されました。11 月から放送大学の予告放送が開始されます。 

1985 年、千葉外房有料道路の全線開通、東関道(成田～大栄)がありました。NHK 朝ド

ラを機に、銚子電鉄トロッコ列車「澪つくし号」が登場します。外房文化憲章が制定

され、「ふるさと千葉 5 ヵ年計画」が出されます。オーケストラ千葉が誕生しました。 

 



           1986～1990（昭和 61～平成 2）年              

1986 年、京葉線(千葉みなと・西船橋間)が開通し、千葉ポートタワー・運転免許セン

ターがオープンします。東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の公布、東関道(大

栄・佐原香取間)の開通、館山フラワーラインの「日本の道百選」認定等がありました。 

1987 年、国鉄が JR と名を変えます。全国ワースト 1位の千葉県「交通死亡事故多発緊

急事態宣言」が出されます。東関道(佐原香取・潮来間)が開通しました。6 月に利根川

水系の異常渇水、12 月に千葉県東部沖地震がありました。幕張メッセが着工します。 

1988 年、市原稲荷台 1 号墳出土の鉄剣から日本最古の「王賜」銘文が発見されます。

千葉都市モノレールが千城台・スポーツセンター間で営業開始し、木更津と大原を結

ぶ第三セクター「いすみ鉄道(旧木原線)」が出発します。国際千葉駅伝が開かれました。 

1989 年、県立中央博物館が青葉の森に完成します。国は「房総リゾート地域整備構想」

を承認し、幕張地区にメッセがオープンしました。川崎・木更津間を結ぶ自動車専用

道路「東京湾横断道路」が起工します。8 月、県南部の集中豪雨で被害が発生しました。 

1990 年、京葉線が東京地下駅に乗り入れることとなります。千葉マリンスタジアム、

幕張テクノガーデンがオープンしました。「ふるさと創生 1 億円事業」により、御宿に

「月の砂漠記念館」が開館しました(ラクダに乗った王子と姫の像は 1969 年の設立)。



            1991～1995（平成 3～7）年                

1991 年、君津郡袖ケ浦町が市制施行されます。プロ野球ロッテマリーンズの本拠地が

幕張(マリンスタジアム)に決定します。メッセの東京モーターショーには 200 万人以

上が押し寄せました。千葉県水産業のシンボル「銚子ポートタワー」が竣工します。 

1992 年、千葉市が政令指定都市となり、ごみの 5 分別収集がスタートします。千葉急

行電鉄（京成千原線）が開業します。印旛郡八街町で市制が施行されました。川崎製

鉄の責任を認める判決(1988 年)が出された青空裁判で、住民との和解が成立しました。 

1993 年、谷津干潟がラムサール条約の登録湿地となります。船橋に世界最大の屋内ス

キー場「ザウス」が開業し(2002 年終了)、千葉市の新町再開発地区にセンシティビル

がオープンします。上総の国分尼寺(市原)の中門が復元され、展示館が開館しました。 

1994 年、かずさ DNA 研究所が開所しました。銚子ポートタワーの隣に水産物卸売りセ

ンター「ウォッセ 21」がオープンします。臨海工業地帯への物資輸送を担い続けてき

た貨物線路(京葉臨海鉄道)がこの年廃止されます(2009 年に貨物列車での輸送が再開)。 

1995 年、館山自動車道(千葉～木更津)の開通、千葉都市モノレール(千葉みなと～千葉)、

千葉急行電鉄(京成ちはら線)、北総鉄道(千葉ニュータウン中央～印西牧の原)が開業

します。習志野の軍施設があった地で、細菌実験施設「八面房」の跡が発見されます。 

  



            1996～2000（平成 8～12）年                

1996 年、県庁の新庁舎が供用開始されます。東葉高速鉄道が開業し地下鉄東西線との

直通運転を開始しました。「ふなばしアンデルセン公園」が新装開園されます。手賀沼

と印旛沼が水質汚染全国 1-2 位となります。印西村で市制が施行されました。 

1997 年、木更津と川崎を結ぶ東京湾アクアラインが開通します。ETC の試行運用が行

われ、VICS サービスが全国に拡大されます。上総国分尼寺(市原)の回廊が復元され、

建造当時の建物が 1250 年ぶりによみがえりました。 

1998 年、柏市に新産業創造拠点として東葛テクノプラザが完成します。県育成米の新

品種「房おとめ」が出荷され、佐原に伊能忠敬記念館が開館しました。海上町で産業

廃棄物処分場建設の賛否を問う関東初の住民投票(関東初)が開催されました。 

1999年、幕張メッセ10周年とGLAY結成10周年を記念して「GLAY EXPO」がメッセ駐車場

特設ステージで開催されました。千葉県長期ビジョン「みんなでひらく2025年の千葉」

が策定され、統一地方選(県議選)の投票率が45.3％と過去最高を記録します。 

2000年、「新世紀ちば5ヵ年計画」が決定されます。 オリエンタルランドは「リゾー

ト宣言」を発表します。舞浜駅前に「イクスピアリ」がオープンし、東京ディズニー

リゾートが営業開始します。木更津のそごうが撤退し、駅前商店街が寂しくなります。 



            2001～2005（平成 13～17）年              

2001 年、「東京ディスニーシー」、「東京ドイツ村」が開園します。住民投票にも関わら

ず海上町の産業廃棄物処分場建設が許可され提訴されます（2010 年に最高裁で住民側

勝利）。女性知事として堂本暁子氏が就任します。白井市が市制施行されました。 

2002 年、手賀沼が 27 年間の湖沼水質ワースト 1 位を返上します。成田空港の 2本目の

滑走路が供用開始され、県人口は 600 万人を突破します。テレビドラマ「木更津キャ

ッツアイ」が放映された年です。旭市、柏市、鴨川市で市町村合併がありました。 

2003 年、木更津出身のロックバンド・氣志團のフェスティバルに 4 万人が集まりまし

た。「ちはなちゃん」が千葉市のキャラクターとなり、関宿町が野田市に編入されま

す(平成大合併の県内第 1号)。県一般会計は 46 年ぶりの大赤字(82 億円）でした。 

2004 年、「佐原の山車行事」が国の重要無形文化財に指定されます。九十九里町立「い

わし博物館」で爆発事故が起きました。民間企業(内野屋工務店の子会社)の経営とな

っていた銚子電鉄が倒産し、経営を継続していた社長が特別背任容疑で告訴されます。 

2005 年、夷隅郡大原町・岬町が合併して市制が施行され、いすみ市となります。常磐

新線「つくばエクスプレス」が開業しました。JFE スチール工場跡地にジェフユナイテ

ッド千葉のフォームスタジアム「フクダ電子アリーナ」が建設されました。 

 



            2006～2010（平成 18～22）年               

2006 年、全国初の「障害者条例」が制定されました。市町村合併で、匝瑳市・南房総

市・香取市・山武市が誕生します。香取郡市下総町･大栄町などが編入された成田市で

市長が収賄で起訴されます。県とドイツ・デュッセルドルフ市の交流が進められます。 

2007 年、千葉県形の犬(チーバくん)がゆめ半島千葉国体(2010 年)のマスコットとして

誕生します。「房州びわ」「八街産落花生」「市川の梨」「富里スイカ」「矢切ねぎ」が地

域ブランドとなりました。PASMO が導入され、Suica と相互利用が可能となりました。 

2008 年、船橋の行田無線塔(1971 年に解体)跡が「近代化産業遺産」に指定されます。

久留里の井戸水(上総掘り)が「平成の名水百選」に選ばれました。野島崎沖にて勝浦

の漁船「清徳丸」と海上自衛隊イージス艦「あたご」が衝突する事故がありました。 

2009 年、森田健作知事が就任し、5年間で約 30 億円の不適正な経理処理が判明します。

千葉市長(鶴岡啓一氏)が収賄容疑で逮捕され、31 歳の熊谷俊人氏が市長となります。

市川市で英国人女性の殺人死体遺棄事件が発生しました（平成 21 年に犯人逮捕）。 

2010 年、千葉ロッテが 5 年ぶり日本一となります。成田空港発着枠が拡大し、成田ス

カイアクセスが開業します。ゆめ半島千葉国体、東京湾アクアライン(800 円)社会実験

開始などがありました。かずさアカデミアパークが民事再生手続を受けます(民営化）。 

 



            2011～2015（平成 23～27）年                

2011 年、東北でマグニチュード９の地震が発生します。発生から 2～3時間後に押し寄

せた大津波が、旭市飯岡地区を飲み込みました。浦安や幕張(埋立地)では液状化によ

る被害を受けました。「チーバくん」が千葉県マスコットキャラクターに就任します。 

2012 年、海の上の高速道路を走る日本初のフルマラソン「ちばアクアラインマラソン」

が開催されます。首都圏最大級のアウトレットモール「三井アウトレットパーク木更

津」がオープンします。この年、県人口が調査開始以降で初めて減少します。 

2013 年、東京湾アクアラインの通行料金（ETC 普通車 800 円）の継続が決定しました。

圏央道の東金・木更津東間も開通し、首都圏へのアクセスが向上します。「酒々井プ

レミアム・アウトレット」「イオンモール幕張新都心」がオープンしました。 

2014 年 2 月、千葉で観測史上 1 位(33cm)の積雪を記録します。鋸南町に実在する喫茶

店をモチーフとした映画「ふしぎな岬の物語」がモントリオール映画祭でダブル受賞

を果たしました。圏央道(茨城県稲敷～神崎」が開通します。 

2015 年、成田空港「第 3旅客ターミナル」がオープンします。北関東・東北地方を結

ぶ新ネットワークとして圏央道(神崎～大栄」が開通します。幕張海岸で日本初のレッ

ドブル・エアレースが開催されました。県人口が約 3年ぶりに 620 万人を回復します。 



            2016～（平成 28～）年                  

2016 年 3 月、船橋オートレースが 65 年の歴史の幕を閉じます。9月にそごう柏店、11

月に千葉パルコが閉店します。JR 千葉駅新駅舎・エキナカが開業します。この年、佐

原の山車行事を含む「山・鉾・屋台行事」がユネスコ無形文化遺産に登録されます。 

2017 年、成田市のキャラクター「うなりくん」が「ゆるキャラグランプリ」のご当地

部門グランプリに輝きました。第一次世界大戦時のドイツ兵捕虜から製法が伝えられ

たとされるソーセージ「習志野ソーセージ」が地域団体商標として登録されました。

2018 年、落花生の新品種「Ｑなっつ」が誕生し、アクアラインマラソンで試供品が提

供されました。都心に一番近い道の駅「いちかわ」が外環道の市川 IC そばにオープン

しました。東京オリンピックに向けて 3000 人の都市ボランティアが募集されます。 

2019 年、新元号となる今年が皆様にとって素晴らしい 1 年でありますように…。 

 

 

 

 

 


