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　富士見市のあゆみ

年 月 で　き　ご　と

昭和 31 年 9月 入間郡鶴瀬村、南畑村、北足立郡水谷村が合併し、富士見村発足

昭和 32 年 1月 水谷公民館開館

5月 南畑公民館開館

11月 鶴瀬公民館開館

住宅公団鶴瀬第1団地入居(230世帯)

昭和 35 年 4月 富士見台中学校開校

10月 第9回国勢調査実施(人口12,030人)

昭和 37 年 7月 住宅公団鶴瀬第2団地入居(1,070世帯)

昭和 38 年 4月 鶴瀬西小学校開校

昭和 39 年 4月 町制施行、富士見町に

昭和 40年 8月 南畑浄水場完成

10月 第10回国勢調査実施(人口23,767人)

昭和 41 年 5月 富士見町章を制定

第１給食センター完成

9月 ｢人間尊重宣言都市｣を宣言

昭和 42 年 6月 足立町(現･志木市)との境界変更

10月 第1保育所開所

昭和 43 年 4月 鶴瀬西公民館開館

8月 富士見町営プール完成

昭和 44 年 4月 関沢小学校開校

昭和 45 年 7月 第2給食センター完成

10月 第11回国勢調査実施(人口52,011人)

昭和 46年 4月 勝瀬小学校開校

上沢小学校開校

本郷中学校開校

10月 水谷浄水場完成

昭和 47 年 4月 市制施行、富士見市に

5月 第2保育所開所

6月 就学前重度心身障害児施設｢みずほ学園｣開園

11月 勝瀬公民館開館

昭和 48 年 4月 広報用行政無線新設

水谷東小学校開校

6月 老人福祉センター開所

第3保育所開所

8月 新市庁舎完成

考古館開館

昭和 49 年 5月 第4保育所開所

第5保育所開所

7月 東大久保浄水場完成

12月 第1回子どもフェスティバル開催

昭和 50年 4月 諏訪小学校開校

富士見養護学校開校(県内3番目)

10月 第12回国勢調査実施(人口70,391人）

昭和 51 年 4月 健康増進センター開所

東中学校開校

第6保育所開所
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県立富士見高校開校

6月 水谷東公民館開館

昭和 51 年 7月 運動公園開園

9月 こうれい大学開講

昭和 52 年 4月 みずほ台小学校開校

9月 ｢スポーツ振興健康増進都市｣を宣言

10月 みずほ台駅開設

昭和 53 年 10月 第1回富士見まつり開催

12月 富士見市民大学開講

昭和 54 年 4月 西中学校開校

6月 みずほ台中央公園、松の木公園、唐沢公園開園

10月 みずほ台東公園、大原公園開園

昭和 55 年 2月 ミニ鉄道公園開園

4月 鶴瀬西公民館改築

サンライトホール開館

勝瀬中学校開校

5月 水谷公民館改築

10月 第13回国勢調査実施(人口79,591人)

12月 鶴瀬コミュニティセンター開館(鶴瀬公民館併設)

昭和 56年 2月 商工会館完成

4月 水谷東公民館改築

勤労文化会館完成(南畑公民館併設)

6月 西原公園、前沼公園開園

11月 入間東部地区消防組合富士見市出張所新庁舎完成

昭和 57 年 3月 打越公園開園

4月
市制施行10周年記念式典
市民憲章、市の木｢ケヤキ｣、市の花｢フジ｣を制定

7月 第1回ふじみ市民まつり開催

9月 公共下水道通水式

10月 ユーゴスラビア・シャバツ市と姉妹都市提携

昭和 58 年 3月 みずほ台コミュニティセンター開館

4月 水谷中学校開校

昭和 59 年 4月 針ケ谷小学校開校

6月 市民プール｢ガーデンビーチ｣開園

8月 那須山の家｢満天星苑｣開館

昭和 60年 4月 南通公園開園

8月 庁舎分館完成

10月 第14回国勢調査実施（人口85,697人）

昭和 61年 4月 富士見環境センター完成

栗谷津公園、北通公園開園

5月 針ケ谷コミュニティセンター開館

昭和 62年 4月 市制施行15周年記念式典

7月 ｢富士見市非核平和都市｣を宣言

昭和 63年 5月 農協ライスセンター完成

平成元年 4月 鶴瀬西図書館開館

平 成 2 年 3月 防災行政無線開設

6月 びん沼公園開園

10月 市民総合体育館開館

第15回国勢調査実施(人口94,864人）
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平 成 3 年 9月 学校給食センター完成

平 成 4 年 4月 市制施行20周年記念式典

10月 鶴瀬西配水場完成

平 成 5 年 2月 谷津の森公園開園

9月 ふじみ江川親水公園開園

11月 ふじみ野駅開設

平 成 6 年 4月 山崎公園（せせらぎ菖蒲園）開園

6月 水子貝塚公園（縄文ふれあい広場）開園

10月 中央図書館開館（移転新築）

平 成 7 年 4月 入所更正施設｢みよしの里｣開所

10月 第16回国勢調査実施（人口96，972人）

平 成 8 年 5月 ケアセンターふじみ開所

平 成 9 年 1月 市内循環バス運行開始

10月 江川プロムナード完成

平成 10年 3月 羽沢遺跡出土縄文土器が県の有形文化財に指定される

12月 水子貝塚公園に展示館開館

平成 11 年 1月 人口が10万人を超える

4月 ふじみ野小学校開校

平成 12 年 4月 ｢環境にやさしい都市｣を宣言

デイサービスセンター諏訪開所

6月 難波田城公園・資料館開園

10月 市のホームページ｢どっと！ふじみし｣開設

第17回国勢調査実施（人口103,247人）

平成 13 年 5月 デイサービスセンター南畑開所

平成 14 年 4月 ふじみ野保育園開園

びん沼自然公園開園

みずほ学園移転新築

6月 ふじみ野交流センター開館

7月 ファミリー･サポート･センター開設

10月 市制施行30周年記念式典

11月 市民文化会館キラリ☆ふじみ開館

平成 15 年 4月 文化の杜公園開園

デイサービスセンターみずほ台開所

10月 子育て支援センター開設

合併の賛否を問う市民投票実施

平成 16年 4月 富士見市自治基本条例制定

7月 市民福祉活動センター｢ぱれっと｣開館(児童活動センター併設)

9月 彩の国まごころ国体「少林寺拳法」開催

10月 彩の国まごころ国体「インディアカ」開催

11月 富士見消防署移転新築

平成 17 年 8月 ふじみメールマガジン配信サービス開始

10月 富士見ふるさと祭り開催

第18回国勢調査実施（人口104,748人）

11月 鶴瀬西交流センター開館

平成 18 年 1月 鶴瀬西小学校閉校記念式典

2月 上沢小学校閉校記念式典

3月 鶴瀬駅構内・東西口エレベーター完成

4月 つるせ台小学校開校

子育て支援センター移転(鶴瀬西交流センター内)
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新河岸川河川水防センター開設

8月 那須山の家｢満天星苑｣閉館

平成 19 年 3月 地域包括支援センター設置

鶴瀬駅東通線が市役所まで開通

平成 19 年 3月 やまがた公園開園

みずほ台駅構内・東口エレベーター完成

7月 勝瀬原記念公園開園

10月 「富士見市をきれいにする条例」制定

平成 20年 1月 「キラリ☆ふじみ」総務大臣賞受賞

3月 市役所日曜臨時開庁

ふじみ野駅構内・東口エレベーター完成

6月 入間東部広域斎場「しののめの里」供用開始

平成 21 年 1月 つるせ台小学校新校舎落成

4月 図書館鶴瀬西分館オープン

防犯の街づくりに関する協定調印

5月 新型インフルエンザ対策本部設置

6月 「市内共通商品券」販売

災害時におけるバス利用に関する協定調印

災害時における電力復旧等に関する協定調印

8月 富士見川越有料道路無料開放

9月 水谷東２丁目防災会大臣表彰

平成 22 年 3月 在セルビア日本国大使が市役所訪問

4月 図書館指定管理者制度へ移行

第2放課後児童クラブ開設（諏訪・ふじみ野）

鶴瀬駅西通り線開通

5月 ふじみ野駅周辺地域の町名変更

7月 水谷人道橋「月見橋」開通

9月 学校給食にPEN食器を導入

ガーデンビーチ入場者数200万人突破

10月 こども医療費の助成対象を中学校卒業まで拡大

水道お客様センター開所

市内３駅周辺路上喫煙・たばこ投げ捨て禁止

友好姉妹都市シャバツ市の市民訪問団来日

第19回国勢調査実施（人口106,736人）

平成 23 年 3月 東日本大震災発生

4月 関沢・諏訪両児童館が指定管理者へ移行

勝瀬原特定土地区画整理事業竣工式

第１回災害ボランティアバスパック（宮城県東松島市。5月に第２回・第３回）

5月 臨時農産物直売所『つきいち』開始

7月 各種防災メールの配信開始

地上デジタル放送への完全移行

10月 西出張所で業務時間延長開始

11月 休日開庁開始

市議会のインターネット中継開始

平成 24 年 1月 市役所本庁舎総合窓口開設

2月 被災地支援「子どもたちに笑顔を」チーム富士見派遣（年３回）

4月 セルビア共和国大使富士見市来訪

市制施行４０周年記念式典

鶴瀬駅東通線及び暫定駅前広場開通
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5月 東松島市と災害時相互支援協定調印

9月 「市内共通商品券」販売

10月 災害時における物資の輸送協定調印

平成 25 年 1月 富士見市ふるさとハローワーク開所

7月 市内全小中学校にエアコン設置

平成 25 年 8月 夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会実施

10月 成年後見センターふじみ開設

パスポートコーナー開設

災害時における放送等に関する協定締結

福島県二本松市と災害時相互支援に関する協定締結

11月 ロンドンオリンピック金メダリスト小原日登美選手の道徳教材作成

12月 富士見市第５次基本構想中期基本計画（案）の策定

富士見市地域防災計画の策定

平成 26年 2月 市民総合体育館メインアリーナ屋根全面崩落事故

3月 針ケ谷保育園竣工

4月 第5次基本構想　中期基本計画スタート

6月 「富士見市青少年の歌」発表

7月 上沢公園開園

10月 鳥取県と「あいサポート運動の推進に関する協定」を締結

11月 「市内共通商品券」販売

平成 27 年 1月 市民総合体育館暫定再開

2月 NPO法人コメリ災害対策センターと災害時における物資供給に関する

協定締結

4月 大型商業施設「ららぽーと富士見」オープン

富士見市いじめ防止条例を制定

5月 ピアザ☆ふじみ開館

7月 「市内共通商品券」販売

10月 富士見市総合防災訓練開催

平成 28 年 1月 富士見市オリジナルの手締め「富士見市締め」を披露

株式会社西武ライオンズと「連携協力に関する基本協定」を締結

埼玉司法書士会と「災害時における被災者等相談の実施に関する協定」

を締結

2月 東入間警察署、富士見市町会長連合会と「犯罪情報の住民提供等に関する

協定」を締結

3月 株式会社セブン－イレブン・ジャパンと「要援護者見守り事業に関する協定」

を締結

4月 全国の畳店有志団体と「災害時等における畳の提供に関する協定」締結

5月 富士見市ＰＲ大使委嘱

6月 市民総合体育館の復旧及びリニューアル工事開始

－  215 － 15 付表


	15付表



