藤岡市の略年表
昭和29年 4月 藤岡市制施行（藤岡町・神流村・小野村・
美土里村・美九里村合併）人口33,879人
（1954）
世帯数6,231世帯 市広報第１号発行
５月 藤岡市長選挙 初代市長 福島元助就任
美土里用水完成
10月 市制施行祝賀会
11月 美土里小中学校講堂完成
12月 市営住宅緑町・四丁目に完成

昭和40年 3月 市営住宅 中栗須に完成
藤岡と新町を結ぶ産業道路完成
（1965）
5月 し尿処理場完成

昭和30年 3月 平井村・日野村編入合併人口43,475人
公選第１回市議会議員選挙
（1955）
藤岡中学校校舎増築完成
4月 日野西小学校校舎増築完成
5月 平井診療所開設
6月 藤岡市社会福祉協議会設立
11月 第１回藤岡市農産物共進会

昭和42年 3月 市営住宅 岡前団地完成
（1967） 5月 第１回市制功労者表彰式
10月 市役所新庁舎完成新庁舎へ移転
市役所業務新庁舎にて開始
12月 上水道配水場完成市立図書館開館

昭和31年 2月 図書移動文庫開始
（1956） 3月 市営住宅 緑町・相生町に完成
6月 美九里診療所開設鮎川用水完成
11月 神流中学校校舎完成
昭和32年 3月 市営住宅鷹匠町に完成
（1957） 8月 中央公民館、旧女子高校跡に移転
10月 藤岡市消防団常備消防部発足
昭和33年 3月 市営住宅 城屋敷・北ノ原に完成
（1958） 4月 城山児童公園設置
藤岡市長選挙 市長 福島元助再選
5月 藤岡中学校体育館完成
昭和34年 3月 市営住宅 北ノ原・上戸塚に完成
（1959） 4月 藤武橋完成
日野診療所開設
6月 上日野・岡本・箕輪線第１期工事完成
9月 平井・小中学校体育館完成
11月 上水道完成通水
昭和35年 5月 緑埜橋完成
（1960）
昭和36年 1月 藤岡音頭ほか１曲を市の代表民謡と決定
（1961） 2月 北藤岡駅開業
3月 藤岡中学校校舎増築工事完成
5月 消防本部、消防署開設平井簡易水道完成
昭和37年 2月 交通安全都市宣言
（1962） 4月 藤岡市長選挙 市長 荻原俊当選
7月 藤岡第二小学校校舎完成
8月 ごみ収集をリヤカ－から自動車に切り替え
昭和38年 1月 保美簡易水道完成
（1963） 3月 日野地区芝平共同給水施設新設
4月 県立藤岡工業高校開校
7月 ごみ収集を無料化
昭和39年 3月 ガス供給施設完成・点火式
神流小学校体育館完成
（1964）
4月 し尿処理場操業開始
7月 市営と畜場完成
8月 市民プ－ル開場
10月 農協、有線放送開始
11月 市制10周年記念式典ならび記念事業実施
12月 消防署、救急業務開始

昭和41年 3月 市営住宅 中栗須団地完成
（1966） 4月 国道17号線バイパス中島地内横断歩道橋設置
藤岡市長選挙 市長 荻原俊再選
5月 三本木清掃工場完成

昭和43年 3月 森地内、産業道路完成
岡之郷・立石新田簡易水道完成
（1968）
5月 中央公民館旧市役所跡に移転
7月 みのわ市営キャンプ場開設
都市計画道路七丁目北ノ原線完成
11月 下栗須工業団地操業開始
12月 群馬藤岡駅に跨線橋設置
昭和44年 3月 岡之郷簡易水道完成
（1969） 6月 上水道本郷水源地完成
交通指導員制度創設 指導員35名任命
昭和45年 3月 市営住宅 萩の宮団地完成
県営住宅 萩の宮団地完成
（1970）
4月 藤岡市長選挙 市長 神田岸生当選
6月 市役所、土曜、日曜窓口事務開設
7月 小野小学校プ－ル完成
8月 小野簡易水道完成
昭和46年 3月 老人福祉センタ－完成
（1971） 4月 中学校統合により南中学校創立
7月 神流小学校・美九里西小学校プ－ル完成
10月 多野総合病院新病棟完成
昭和47年 3月 老人福祉センタ－直営診療所開設
（1972） 2月 交通公園（浅間神社境内）設置
3月 南中学校校舎完成
4月 市立北ノ原幼稚園開設 市民体育館完成
7月 南中学校プ－ル完成
8月 平井小学校プ－ル完成
昭和48年 3月 藤岡市婦人消防協力会設立
（1973） 3月 声の広報スタ－ト
4月 武道館設置
6月 移動浴槽車によるねたきり老人の
入浴奉仕活動開始
8月 伊勢塚古墳県指定史跡となる
中国養蚕視察団来藤
昭和49年 4月 統合西中学校創立
藤岡市長選挙 市長 神田岸生再選
（1974）
中大塚縄文敷石遺構発掘
市立北ノ原幼稚園園舎完成
5月 勤労青少年ホ－ム完成
8月 西中学校校舎完成
10月 市制施行20周年記念式典
市民憲章制定
12月 元横綱琴桜一行土師の辻にて奉納相撲披露
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昭和50年 5月 庚申山総合公園テニスコ－ト完成
平井公民館完成
（1975）
6月 上日野赤久縄山珍獣「ヤマネ」国指定天然
記念物となる
7月 市営住宅 本郷団地完成
8月 印鑑登録事務切替 市営駐車場設置
12月 第１回竹沼マラソン
昭和51年 3月 東中学校校舎完成
（1976） 4月 統合東中学校・北中学校創立
日野生活改善センタ－完成
高校生寄宿舎完成（広域圏）
8月 北中学校校舎完成 消防署庁舎完成
11月 火葬場（偕同苑）完成
昭和52年 3月 御荷鉾分校校舎完成
（1977） 4月 市立みかぼ保育所開所 小野公民館完成
藤岡市郷土資料館設置 女性交通指導員誕生
8月 神流小学校校舎完成
日野西小学校プ－ル完成
昭和53年 2月 学校給食センタ－業務開始
（1978） 3月 美九里東小学校校舎完成
4月 市文化協会設立 企業会館完成
藤岡市長選挙 市長 吉野益当選
5月 藤岡第二小学校校舎増築工事完成
7月 藤岡第一小学校プ－ル完成
10月 第１回市民文化祭
昭和54年 3月 藤岡第二小学校体育館完成
美土里公民館完成
（1979）
4月 市の木・市の花制定
美九里西小学校校舎完成
5月 城址公園完成
7月 神流川運動場一般開放
8月 藤岡第二小学校プ－ル完成
11月 平井小学校校舎完成
昭和55年 1月 上水道第３次拡張事業一部完成通水
（1980） 3月 県営 本郷団地完成
4月 関越自動車道歩け歩け大会
5月 神流公民館完成 保健センタ－完成
動く市役所発足
6月 市役所および公民館に公聴ボックス設置
7月 臨海学校開所
（新潟県石地海岸に広域圏事業として設置）
烏川側道橋完成
県道前橋・長瀞線バイパス第１期工事完成
11月 下水道事業着工
昭和56年 3月 国道254号線バイパス第１期工事完成
下日野渡牛橋完成
（1981）
市立小野保育所完成
4月 日野東小学校・日野中央小学校校舎完成
7月 県営かんがい排水通水
10月 広報「ふじおか」300号発行
12月 市道下栗須・宮本線開通
昭和57年 3月 勤労者体育館完成 日野西小学校校舎完成
市営住宅 水押団地完成
（1982）
細谷戸橋完成 市旗を制定
4月 藤岡市長選挙 市長 吉野益再選
庚申山総合公園アスレチック完成
北ノ原公園完成 福祉会館完成

5月 衛生センタ－完成
7月 烏川スポ－ツ広場一般開放 市歌を制定
8月 藤岡公民館完成
市民清掃の日を毎月第３日曜日と定める
12月 鏑川橋完成開通
昭和58年 3月 上水道浄水場完成
（1983） 4月 県立北高等学校開校
10月 あかぎ国体サッカ－競技開催
昭和59年 4月 小野中学校創立 美九里公民館完成
（1984） 6月 市制30周年記念回顧座談会
8月 市制30周年記念子ども座談会
小野中学校校舎完成
9月 県・市主催の防災総合訓練
10月 市制30周年記念式典タイムカプセル埋設
11月 緑埜橋完成
12月 小林・立石線一部開通
昭和60年 3月 美土里小学校体育館完成
（1985） 7月 西中学校校舎増築工事完成
8月 日航ジャンボ機墜落事故
9月 非核平和都市宣言
昭和61年 1月 牛田工業団地完成
（1986） 2月 清掃センタ－完成
3月 国道254号線藤岡バイパス開通
石川県羽咋市と姉妹都市提携
5月 藤岡市長選挙 市長 吉野益３選
9月 コミュニティセンタ－「やすらぎ」オープン
10月 第１回「藤岡市民展」
昭和62年 1月 窓口事務オンライン化
（1987） 4月 日野公民館完成 市政モニタ－設置
7月 市民ホ－ル完成
市街化区域及び市街化調整区域の設定
10月 公共下水道一部供用開始
昭和63年 1月 中学校給食センタ－完成
（1988） 3月 市民体育館完成 西部工業団地完成
農業研修センタ－完成
5月 皇子塚古墳から金鋼製環頭太刀の柄頭が出土
9月 前橋・長瀞線藤岡バイパス開通
12月 市の人口６万人突破
平成元年 1月 市デイ・サ－ビスセンタ－オ－プン
（1989） 4月 小林・立石線一部開通
利根川100景に三名湖と蛇喰渓谷
ふじの里づくりスタ－ト
6月 「藤岡市史」第１巻を発刊
10月 庚申山総合公園にモニュメント完成
平 成 2 年 3月 ふじの巨大壁画完成
（1990） 4月 藤岡市長選挙 市長 吉野益４選
5月 ２千階段完成(高山・印地地区)
美九里西小学校体育館完成
6月 七興山古墳で３つ目の堀見つかる
7月 庚申山総合公園多目的広場に夜間照明施設完成
8月 市役所ロビ－に議会モニタ－ＴＶ設置
10月 新図書館オープン
12月 投票区を29から33に増やす
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平 成 3 年 3月 社会教育施設「上大塚東組集会所」完成
せせらぎふれあい広場（烏川緑地内）に
（1991）
「水遊びエリア」完成
4月 県立みかぼ森林公園の一部を開放
5月 藤岡市民球場オ－プン 防災無線局開設
土と火の里に「ふれあい橋」開通
9月 神流小学校体育館完成
平 成 4 年 3月 市消防団本部庁舎完成
（1992） 4月 群馬藤岡駅北側に駐輪場設置
5月 烏川つり広場オ－プン
白石稲荷山古墳が国指定史跡となる
6月 陸上競技場完成
県内最古の「火きり臼」出土
9月 リサイクルプラザがオ－プン
10月 藤岡おもちゃ図書館オ－プン
ラ－メンラリ－実施
上信越自動車道で路面落書き大会
11月 岡之郷緑地内にゲ－トボ－ル場完成
平 成 5 年 3月 上信越自動車道開通
平井地区１号古墳が県史跡となる
（1993）
4月 藤岡総合運動公園に中央広場完成
5月 庚申山総合公園に展望台「愛の鐘の塔」完成
西部工業団地（第２期用地）完成
6月 市役所中庁舎完成
7月 烏川緑地にオ－トキャンプ場オ－プン
土と火の里公園オ－プン
平 成 6 年 2月 藤岡鬼面瓦が県ふるさと伝統工芸品に
緑町線（中央通り）が対面通行に
（1994）
高校生によるまちづくりトークを開催
3月 藤岡工業高校と羽咋工業高校が姉妹校に
清掃センタ－に巨大壁画完成
4月 市役所日曜窓口を廃止し水曜夜間窓口を開設
藤岡市長選挙 市長 塚本昭次当選
7月 女性団員で構成された市消防団第10分団
「藤岡フレイムス」が誕生
9月 東平井バイパスが全線開通
10月 中川改修事業が完工
12月 カナダ・リジャイナ市から交換学生来藤
藤岡市ふれあい健康福祉都市宣言
平 成 7 年 2月 みかぼみらい館オ－プン
市制40周年記念式典
（1995）
3月 群馬藤岡駅自由通路完成
みかぼ保育所落成
4月 ふじふれあい館オープン
5月 自然の家開設
みかぼ自然体験教室「びっくり体験村」
7月 羽咋市と災害時の相互応援協定を結ぶ
10月 藤岡～小柏線代替バス運行開始

8月 子供たちを守る「あんしんの家」設置
10月 福祉ｾﾝﾀｰ「栗須の郷」オープン
10月 市内全域で資源ゴミ分別回収開始
庚申山「ミニ遊園地」オープン
11月 「市民ﾌﾟﾗｻﾞ」オープン
1階ゆったり館2.3階中央公民館
平成10年 3月 防災ｾﾝﾀｰ完成地下貯水槽(容量60ﾄﾝ)設置
（1998） 4月 三ツ木～高山線代替バス運行開始
「平井城址公園」「金山城址公園」ｵｰﾌﾟﾝ
中上大塚線「国道254～上信越道間」開通
藤岡市長選挙 市長 塚本昭次再選
10月 庚申山「ミニ動物園」オープン
市消費生活センターオープン
平成11年 2月 市道134号線開通
（1999） 4月 藤岡中央児童館オープン
緑埜クリーンセンターオープン
5月 中上大塚線「上信越道～本動堂間」開通
長瀞線ﾊﾞｲﾊﾟｽ「市道134号線～主要地方道神田
吉井停車場線ﾊﾞｲﾊﾟｽ間」開通
6月 ふるさと農道「藤岡区間」開通
10月 在宅重度心身障害者ディサービスセンター
「もくの家」オープン
平成12年 1月 高齢者自立センターオープン
（2000） 3月 市道110号線開通
4月 特別養護老人ホーム「つどい」オープン
「ららん藤岡」オープン
中国江蘇省江陰市と友好都市締結
市政45周年記念花火大会
6月 「藤岡市史」全巻および別巻6巻完成

7月
8月
9月
10月
12月

第2回藤岡市高校サッカーフェスティバル開催
藤岡・江陰少年サッカー交流会
北藤岡駅周辺土地区画整理事業起工式
ゴミの分別収集形態の変更
21世紀カウントダウンｉｎららん藤岡

平成13年 1月 2001年みらい藤岡子ども議会
（2001） 4月 美九里・日野公民館に市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ開設

6歳未満児までの医療費全診療費無料化
11月 国民文化祭 全国太鼓ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催
平成14年 2月 市道愛称決定「あゆがわ通り・みどり通り・
（2002）
平井小通り・駅東大通り」

3月 藤岡第一小学校体育館完成
4月 適応指導教室「にじの家」開所
藤岡市長選挙

市長

新井利明当選

7月 市民プール「みずとぴあ藤岡」オープン
平成15年 4月 福祉支援センター「もくせい」開所
（2003）
毛野国白石丘陵公園「七輿の門」開館

小学校3年生までの医療費全診療費無料化
平 成 8 年 2月 藤岡の歴史年表発行
（1996） 4月 第２勤労青少年ホーム（ﾎﾟﾙﾎﾟﾗ館）オープン
5月 市内20地区で資源ゴミ分別回収開始
全国藤の都市連絡協議会
「第３回藤サミット」
平井小学校体育館完成
11月 第９回全国スポーツレクリェーション祭
壮年サッカー大会開催

平成16年 3月 日野「新大平橋」完成
（2004） 4月 統合日野小学校創立

7月 「埋蔵文化財収蔵庫」オープン
8月 市制50周年記念 花火大会
10月 ねんりんピックぐんま ｻｯｶｰ交流大会開催
藤岡市子ども議会
11月 市制施行50周年記念式典
藤岡市と鬼石町の合併協定調印式
12月 「藤岡市子ども憲章」制定
合併申請書を県知事へ提出

平 成 9 年 3月 北部浄水場完成(1日配水量9,300ﾄﾝ)
（1997） 7月 老人保健施設「しらさぎの里」オープン
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平成17年 4月 中学生まで医療費（入院）無料化
県立藤岡中央高等学校開校
(2005)
障害児学童保育所「ふらっと」オープン
藤岡市・鬼石町の廃置分合（合併）官報告示
11月 戸籍事務コンピュータ化
12月 鬼石町閉庁式
平成18年

(2006)

平成19年

(2007)

平成20年

(2008)
平成21年

(2009)

平成22年

(2010)

平成23年

(2011)

1月 新「藤岡市」の誕生 新生「藤岡市」発足式
本庁、鬼石総合支所開所式
2月 藤岡市・鬼石町合併記念式典
4月 藤岡市長選挙 市長 新井利明再選
蛇喰渓谷整備完成
10月 藤岡市総合運動公園拡張
11月 行政改革大綱・行政改革推進計画策定
ふじおか教育の日制定
3月 県立藤岡高等学校、県立藤岡女子高等学校閉校
小野小学校体育館完成
6月 新上落合樋管完成
8月 三波石峡文化財指定50周年記念
3月 長瀞線ﾊﾞｲﾊﾟｽ「上大塚～鮎川間」暫定開通
10月 三波川地区・鬼石地区に小型デマンドバス運行
12月 桜山公園100周年記念式典
7月 毛野国白石丘陵公園オープン
「高山社跡」国史跡指定
「稲荷山古墳」国指定(追加）
8月 市制55周年記念 花火大会
10月 県営ふるさと農道「矢場～鬼石間」全面開通
高齢者自立センター鬼石オープン
3月 小林立石線「小林～下栗須間」暫定開通
4月 総合学習センターオープン
群馬医療福祉大学看護部開学
藤岡市長選挙 市長 新井利明再選
12月 広報紙第1000号発行
3月 藤岡北部工業団地完成
4月 行政区設置改正（93区→80区）
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