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年表 横浜１２０年史

◆安政︱慶応

南仲通︑弁天通の五筋に分け︑横浜道︑神奈川から

︵一八五九︶
安政６｜ 六月二日開港︒横浜町を海辺通︑北仲通︑本町通︑
の通船など海陸交通路開かれる▽手塚清五郎︑初の
生糸売込
万延１｜ 幕府︑五品江戸廻送令を発布し︑生糸などの神奈川
直貿易禁止︒横浜商人これに猛反対▽歩合金制実施
文久Ｉ− 関内の空地ふさがり︑埋立進む
文久２｜ 生糸貿易拡大▽生麦事件▽幕府︑英学校設立
文久３− 外国軍隊︑居留民保護を名目に横浜上陸▽幕府︑生
糸輸出抑圧︑三か月後撤回
元治Ｉ− パリーで横浜鎖港談判▽九月︑幕府の貿易制限崩壊
▽洋銀相場取引開始
慶応１｜ 根岸に外人遊歩新道▽横浜製鉄所完成
慶応２｜ 太田陣屋内に三兵伝習所▽豚屋火事︑関内の大部分
焼く▽根岸競馬場開設
慶応３− 吉田新田沼地埋立▽回漕用達汽船︑横浜・品川︑横
浜・大坂間往復︵郵船のはじめ︶

◆明治

地▽横浜町の人口二万八五八九人▽神奈川大火

︵一八六八︶
１年｜ 明治維新︒神奈川県設置︒管轄は神奈川四方十里の

▽本町に電信局設置

２年− 下岡蓮杖ら京浜間乗合馬車を営業▽吉田橋鉄橋に

に種痘▽﹃横浜新聞﹄創刊︵４年﹃横浜毎日新聞﹄

３年− 伊勢山皇大神宮鎮座▽西洋花火▽天然痘流行︑小児
に︶

市街地実測

４年｜ 多摩・高座郡︑神奈川県に編入▽野毛浦埋立▽横浜

開始▽ゲーテー座開く

５年− 新橋・横浜間に鉄道開通▽ガス灯点火▽ビール製造

田新田一つ目沼地六万二千坪埋立

６年− 相生町の火事︑約二千戸焼く▽日本波戸場築造▽古

二銀行と改む∇蚕種紙四四万枚焼く

７年｜ 横浜共立病院︑十全病院と改む▽横浜為替会社︑第

８年｜ 英仏軍隊撤兵▽区会開く

10年｜ ガス局事件▽元町の火事

９年ｌ 足柄県廃止︒神奈川県に併合▽平沼町地先海面埋立

13年− 横浜商法会議所︑同伸会社設立

12年− 第一回神奈川県会▽横浜正金銀行設立

36年− 市原盛宏︑四代市長に

35年− 横浜電気鉄道設立︵市電の前身︶

34年− 第一回市域拡張▽横浜蚕糸銀行破綻

32年− 条約改正︑居留地撤去▽雲井町の大火︑三︑一七三
戸焼く▽ビヤホール開業

11年− 歩合金事件▽横浜第七十四国立銀行設立

14年− 横浜生糸荷預所事件

38年− 日露講和条約反対焼打事件▽京浜電鉄品川・神奈川
間開通

37年− 横浜電鉄神奈川・大江橋間開通▽綱島で桃栽培

15年｜ 県庁焼く▽横浜商法学校創立︵Ｙ校の前身︶
16年− パーマー水道設計
17年｜ 伊勢佐木町の火事︑七九〇戸焼く

39年｜ 三渓園公開▽横浜精糖︑横浜倉庫︑東西石油設立

40年− 子安海面埋立につきドックと漁民の間で紛議▽キリ
ンビール設立

18年− 三菱︑共同運輸合併︑日本郵船会社設立
21年− 野毛の大火︑一︑一二〇戸焼く
22年− 市制施行︵人口一一万六一九三︶︒初代市長に増田知
▽共有物事件起きる▽東海道線︑新橋・神戸間全通

41年｜ 横浜鉄道神奈川・八王子間完成▽古河電線製造設立
▽活動写真館喜音満館設立

２年｜ 関内の火事で二四二戸焼く

◆大正

45年︱ 横浜電気工業︑日本鋼管設立▽鶴屋町埋立完成

44年｜ 第二次市域拡張▽明治屋設立▽市役所新築

43年− 野毛の火事で五四六戸焼く▽富士紡保土ヶ谷工場設
立

麻真田輸出

42年− 開港五十年記念祭▽井伊大老銅像除幕式▽オデオン
座設立▽総持寺︑鶴見へ移転▽市紋章︑市歌制定▽

23年− 横浜水道︑県より市へ移る▽はじめて電灯点火▽東
京・横浜間の公衆電話開始▽﹃横浜貿易新聞﹄創刊
24年− 十全病院︑市営に▽横浜ドック会社設立
25年− ガス局︑市営に▽ヘボン夫妻帰国▽横浜共同倉庫会
社開業式
26年− 三多摩郡︑東京府へ移る▽築港工事セメント亀裂事
件
27年− 元町の大火︑一︑〇四六戸焼く▽横浜築港桟橋完成
▽絹ハンカチの輸出さかん
28年｜ 横浜商業会議所︑横浜生糸検査所設立▽横浜水道の
水源を道志川に変更
29年− ペスト病発生▽横浜貿易倉庫︑横浜電線製造会社設
立▽初の野球競技会︵外国人と一高生の間で︶
30年︱ 神奈川県尋常中学校︵神中︶開校
31年︱ 県測候所︑天気予報開始▽小学校に校医を置く

192年表

193年表

の廃止要求▽横浜駅高島町に新築▽東京横浜間電車

３年− 磯子間坂地先海面埋立▽戸部町の商工業者︑営業税
運転開始▽松尾鉱業会社設立
４年｜ 第一次帝蚕会社︑横浜生糸会社設立
５年｜ 浅野造船︑東海鋼業︑相模紡績会社設立▽ＹＭＣＡ
設立
運河会社設立

６年｜ 開港記念会館開設▽横浜ゴム︑日本人造絹糸︑京浜

然記念物に指定

７年− 米騒動▽保土谷曹達工場焼打事件▽戸塚松並木︑天
８年− 埋地の大火︑三︑二四八戸焼く▽市区改正事業開始
興信銀行開業▽第二次帝蚕会社設立▽開港記念バザ

９年｜ 横浜港沖仲仕争議▽茂木合名破綻▽生糸恐慌▽横浜
ー開催
10年− 電車︑市営に▽横浜社会館設立▽大正活映会社設立
▽住民︑鶴見川改修工事の延期に反対
散▽鶴見小学校第二校舎の敷地問題で紛議

11年− 横浜ドック争議▽浅野造船所工場閉鎖▽帝蚕会社解

四人︶▽相武電力会社設立

12年｜ 関東大震災 ︵全焼六万二六〇八戸︑死者二万一三八
13年︱ 十全病院︑野毛より浦舟町へうつる︵開院は15年︶
▽日石鶴見製油所開業▽東京・横須賀︑東京・国府
津間鉄道電化▽横浜高商開校

吉忠一︑十代市長に▽鶴見に土工騒擾事件

15年− 郡役所廃止▽久保山合祀霊場新設▽京浜新国道完成
▽野毛山公園開園式

◆昭和

鉄渋谷・神奈川間開通▽ニューグランドホテルオー

︵一九二七︶
２年− 鶴見・保土ヶ谷町など編入︒五区制をしく▽東横電
プン

図書館新築

３年｜ 横浜駅新築▽県庁新庁舎落成▽市営バス開始▽市立

厚木・西横浜間開通

４年｜ 横浜市復興祝賀会▽保土ヶ谷遊園地開く▽神中鉄道

見・扇町間開通▽山下公園︑神奈川公園開く▽金沢

５年− 湘南電鉄︑浦賀・黄金町間開通▽鶴見臨港鉄道︑鶴
文庫開く

▽宮田町で大火︑一三九戸焼く

６年− 京浜電鉄横浜駅・日ノ出町間開通▽市長に大西一郎

谷・戸塚間の国道完成▽東横電鉄渋谷・桜木町問全

７年− 鶴見川口の埋立完成︒京浜工業地帯の確立▽保土ヶ

通▽横浜線東神奈川・原町田間電車運転に▽三ッ池

９年− 日吉村合併にからむ暴動事件▽横浜税関新庁舎落成

８年｜ 山手教会献堂式▽八聖殿建立▽戸塚競馬場完成

遊園地開く
く▽滝頭町住民︑横浜市塵芥処理焼却場の設置に反

14年− 日本フォード自動車会社設立▽森永製菓鶴見工場開
対▽六浦荘村釜利谷住民︑小学校の廃止に反対▽有

▽県市疑獄事件起きる
10年− 復興記念横浜大博覧会▽市長に青木周三▽県下に眠
り病流行▽横浜宝塚劇場オープン
11年− 横浜港大桟橋完成▽横浜刑務所笹下に新築▽金沢町
など三か町村編入

にヨットハーバー落成

12年− 永代借地権解消調印▽日吉村の半分編入▽新山下町
13年− 鶴見川はんらん︒東海道線不通
14年− 川和町外一六か町村編入︒港北・戸塚区新設
15年− 東京開港反対市民大会▽市電朝急行運転
南電鉄を合併

16年− 東京港開港▽半井清︑十三代市長に▽京浜電鉄︑湘

17年− 市民博物館開く
18年− 南区新設▽省線新子安駅開業
20年− 大空襲︑九万八三六一戸焼く▽米占領軍入市︑ニュ

19年− 西区新設▽市ガス局廃止▽市立医専開校
ーグランドホテルを一時司令部に
21年− 復活メーデーに四万人参加▽生糸検査所復活
▽相模ダム完成

22年− 初の市長公選︒石河京市当選▽横浜正金銀行閉鎖
23年− 金沢区新設▽横浜のＢｃ級戦犯裁判終る▽生糸問屋
制復活
24年− 鶴見大橋完成▽人民電車事件▽生糸相場再開▽日本
貿易博覧会開催

▽花月園競輪場開く▽初の生糸アメリカ向け民間輸

25年− 横浜港の管理権︑市に▽横浜国際港都建設法公布

194 年表

出

九八人▽横浜生糸取引所再発足▽市︑人口再びＩ〇

26年− 野毛山動物園オープン▽桜木町国電発火事件︒死者

〇万人突破▽平沼亮三︑一五代市長に
出組合発足

27年− 大桟橋接収解除▽幹線道路計画決まる▽日米生糸輸

28年− 講和により接収解除地の整備事業起工

収解除▽三渓園開園▽県立図書館︑音楽堂開館

29年− 高島三号桟橋出田町ふ頭完成▽山下公園三分の一接

解除▽第二京浜国道開通▽県中小企業会館開館▽市

30年− 県主催︑第一〇回国体開かれる▽野沢屋︑松屋接収
長に平沼亮三再選

相鉄名品街開く▽首都圏整備法施行▽戸塚有料道路

31年− センターピア︵新港ふ頭︶接収解除▽横浜駅西口に

開通▽米サシディエゴ市と都市提携

32年− 東神奈川駅前大火▽横浜工業用水起工式

33年− 開港一〇〇年祭式典▽横浜駅地下道開通▽日東化学
横浜工場爆発▽英豪華船カロニア号︵三万四一八三

トン︶︑横浜港白灯台に衝突▽台風二二号︑帷子川
・鶴見川はんらん

食肉卸売市場開設▽シルクセンター開館▽市長に半

34年− 国電根岸線着工▽根岸湾埋立起工式▽大黒町埋立︑

井清当選▽横浜新道開通▽横浜市役所︑中区港町に

新築▽山下岸壁の輸出専用ふ頭完成▽金沢区釜利

谷︑東洋化工横浜工場火薬爆発︑三人死亡▽第二京

浜国道子安台で︑火薬運搬トラックとダンプカー衝

195年表

突︑四人死亡︑九八人負傷▽トロリーバス運転開始
4ｌ

４１年

20円︶▽市バス︵20←30円︶値上げ

田園都市線︵溝ノロー長津田間︶開通▽市電︵15←

４２年

トン沈没︶

▽台風二六号︑横浜港の貨物船海雄丸︵一︑一九三

9︱ 横浜市学校給食センター完成︒10月10日事業開始

める

7 ︱︱ 市︑コンテナ専用ふ頭建設地を本牧の第四突堤に決

▽戸塚じん芥処理場完成
35年− 金沢じん芥処理場完成▽港北区役所総合庁舎︑南公
会堂︑瀬谷青少年の家完成▽松風学園開所▽専用工
業用水道創設▽横浜市民病院新築▽横浜公園体育館
の歌謡ショーで一二人圧死▽仏リョン市と都市提携
▽サンディエゴ市寄贈水の守護神像除幕式
雨で各地に崖くずれ▽鶴見区役所︑保土ヶ谷公会堂

1− 横浜市身体障害者福祉センター開業

36年｜ 戸塚区︑ブリヂストンタイヤ横浜工場火災▽集中豪
新築▽鶴ケ峰浄水場完成▽日野墓地造成

2｜

市長・市会議員選挙︒飛鳥田一雄︑市長に再選

菊名小学校全焼▽一四年ぶりの大雪︑積雪15センチ

7

市電のワンマンカー運転はじまる

花月園競輪場で放火︑暴行事件

橋六五ヵ所建設

− 港北区の住民︑国鉄新貨物線建設に反対▽横断歩道

この日本牧間門園にて山本周五郎︵63︶歿
4 ｜

37年− 人口一五〇万人突破▽本牧下水処理場完成▽港の見
七島町で八七棟焼く︑市内戦後最大の火災▽京浜運

5

える丘公園整備▽横浜市立港湾病院完成▽神奈川区
河で第一宗像丸とノルウェー船が衝突︑四〇人死亡

12 −

38年︱ 山下ふ頭完成▽国鉄鶴見事故▽市長に飛鳥田一雄当
選▽城山ダム定礎式▽東洋一の自動車運転免許試験

横浜駅東口スカイビル完成

人突破▽本牧コンテナ埠頭建設工事起工式

4｜ 市︑水道料金六七・九％値上げ▽市の人口二〇〇万

3

2

４３年

場保土ヶ谷に完成
39年｜ 根岸線桜木町・磯子間開通▽三ツ沢サッカー場完成
▽横浜駅西口のダイヤモンド地下街開店
40年− 市営バス値上げ︵15←20円︶▽金沢区︑六浦中学で
子供の火遊びで一二教室焼く▽南極観測船﹁ふじ﹂

横浜通商株式会社発足

一六校分を市が買いとる

桜木町ゴールデンセンター開店▽市大病院本館完成

5

鋼管鶴見造船所で進水式▽港北区奈良町に子供の国
開園▽鶴見区大黒町運河でタンカー爆発▽鶴見ゴミ

6｜ 多摩田園都市の学校用地問題解決︑四校分東急負担︑

7

焼却場完成▽横浜愛児センター完成▽第三京浜道路
開通▽英貨物船ベンローチ号の激突で大桟橋に大き
なさけ目の事故

都心部再開発のため︑三菱重工横浜造船所の移転空
渉を開始

９｜ 市︑宅地開発要綱を実施
10￨ 下水道料金値上げ▽地下鉄一号線着工
11− 高速道路横羽線全面開通
４４年
１− 山下公園前の露店三二業者︑自主的に撤去
２−
３− 市︑中期計画︵44〜48年︶を発表
５− 県内広域水道企業団発足▽東名高速道路全面開通
６｜ 戸塚区秋葉町に市の工業用水誤配事件起きる▽市立
保育園四か所に開く
７−
本牧市民公園オープン
10− 港南・旭・瀬谷・緑の分区発足︒市内一四区に▽コ
ンテナー専用ふ頭完成
11− 根岸競馬場返還︒森林公園を計画
４５年
１− 市民ホール︵旧横宝︶オープン
３− 根岸線磯子｜洋光台間開通▽市︑柴漁業協同組合と
漁業補償につき妥結
９− 新都市計画法にもとずく市街化区域・市街化調整区
域の区分︵線引き︶施行
７− 集中豪雨で地下鉄上大岡︱吉野町三・五キロ間水没
▽伊勢佐木町に平日も歩行者天国開始
９｜ 日本鋼管が扇島移転につき県・横浜市・川崎市三者
協申入れの○・○一二ｐｐｍ以下を了承
11｜ 横浜駅東口開発計画決定

196年表

４６年

市︑金沢地先埋立事業起工式

２− 米軍富岡倉庫地区正式返還

▽元県知事内山岩太郎︵81︶歿

市独自の公害病認定制度発足︵潮田・生麦地区︶

４− 市長・市会議員選挙︑飛鳥田一雄︑市長に三期当選

３−
6
9
11
４７年

２− 米軍山手地区の返還終る
３｜ 市電・トロリーバス全廃
５− ノー・カー・デーはじまる

輸送阻止▽米軍岸根兵舎地区︑一七年ぶりに返還

８−｜ 市営バス値上げ︵30←40円︶▽村雨橋で米軍重戦車
11−− 三保市民の森開く

12￨ 市営地下鉄︵上大岡〜伊勢佐木長者町間︶開通
４８年

｜ 市営バス値上げ︵40←50円︶

１−｜｜ 日照等指導要綱実施
４

池公園大プール誕生

７−−｜ 旭環境センター・希望ケ丘地区センター開設▽菊名

ョイナス開店

11− 人口二五〇万人突破▽釜利谷市民の森開園▽相鉄ジ

12− 横浜市総合計画・一九八五決まる
４９年

１− 中区の雑居ビル火災▽井上ケ谷小学校火事▽大雪

197年表

４

｜農業緑地制度発足▽第二回アジア卓球選手権大会
文化体育館で開催▽旭区民会議発足

７｜ 教育文化センター開館▽金沢区の京急サニーマート

︵一万〇一五一トン︶の初入港

風六号で帷子川の四ヵ所はんらん▽中国客船耀華号

下水道・バスの大幅値上げ案発表▽金沢区︑鳥浜公

明治三〇年横浜気象観測以来の新記録▽市︑水道・

９− 伊勢佐木町誕生百年祭▽九月の真夏日一七日となり

園オープン

火事で八店全焼

10￨ 図書館・地区センターを含む磯子センター開設▽磯

まる▽事業所税実施

10￨ 県内の地価︑一〇・七％下落▽金沢埋立地の売値決

９− 保土ヶ谷バイパス全線開通
子区に峰市民の森オープン
突炎上︑二一人死亡︑一二人行方不明

11￨ 本牧ふ頭沖で︑ＬＰＧタンカーとリベリア貨物船衝

・地下鉄正午までスト▽鶴ケ峰中学に三度目の放火︑

11−− 産業貿易センタービル完成▽スト権ストで市営バス

１｜ 港北区休日急患診療所オープン

５０年

１− 集団風邪流行▽相鉄運賃値上げ

５１年

12l 伊勢佐木町︑雑居ビル火災

一部焼く

２−｜ 鶴見区市立潮田中学七教室焼く

関内などに県内初のパーキングメーター

12｜−− 鶴見区のアジア石油六号桟橋でタンカー爆発▽中区

３− 世界最大の英客船クイーン・エジザベスⅡ号︑大桟

▽横浜駅でノーポイーデー実施
生

日照汚職▽市︑公害研究所開設▽市．英文広報紙

ふろ代値上げ︵100←120円︶▽市︑建築許可をめぐる

﹁ヨコハマエコー﹂創刊

８−−− 大岡川宮川橋付近でボラの魚群発見

速度制限強化

７−−− 大岡川分水路一部完成▽横浜市・川崎市幹線道路の

６−

5￨￨ 市︑学校給食費値上げ︵月一九〇〇←二四〇〇円︶

4￨− 相鉄︑いずみ野線開通▽三保ダム定礎式

3

２｜ 五八日ぶりの降雨▽県︑主任制の三月実施見送り

橋に入港
４｜−｜ 市長・市会議員選挙︑飛鳥田一雄︑市長に四選▽鶴
見区獅子ケ谷町に市民の森オープン︵市内で七番目︶

墓地参拝▽ふろ代値上げ︵80←100円︶▽市道路局︑

５− 英エリザベス女王︑保土ヶ谷狩場町の英連邦戦死者
鶴見駅付近自転車置場三か所を設置

横浜もののはじめ展▽消費者市場南部場外センター

６− 集中豪雨により横浜線一時不通▽市広報センターで
開く
７− 旭区上白根中公園オープン
８− 桜木町駅前−山下公園に都心プロムナード完成▽台

店でプロパンガス爆発︑児童・住民二八人負傷▽わ

９｜ 市営地下鉄上永谷−横浜駅間開通▽鶴見区内の飲食
ずか一年で地価上昇の傾向▽台風一七号︑鶴見川上

駅周辺の高架化工事起工式▽県都市計画地方審議

会︑東京湾岸道路了承︑ベイーブリッジ本決まり

施▽市内で対米絹スカーフ輸入規制反対総決起大会

指標公表▽市︑窒素酸化物︵ＮＯｘ︶の総量規制実

８− 市︑路上の置き看板撤去にのりだす▽市︑新五ヵ年

・▽15日間雨つづきの冷夏

中流域などで二︑三〇〇戸浸水
10− 環境事業局南戸塚工場︑温水プールオープン

二千個の水のかん詰を区役所に配備▽マリナード地

喜直︑柳原良平など五氏に▽非常時にそなえ︑四万

公園・競馬記念公苑開園▽第26回横浜文化賞︑中田

〇周年▽印鑑証明が登録カード制に変る▽根岸森林

10−｜− 鶴見・神奈川・中・保土ヶ谷・磯子の五区︑区制五

緑区荏田町の宅造地内につい落︑幼児二人死亡

９−− 派大岡川四〇〇ｍの埋立工事終る▽米軍ジェット機

11￨ 本牧沖でパナマ貨物船どうしが衝突
事補償委員会開催▽横浜市動物保護管理条例可決

12｜ 大型店進出指導要綱決まる▽京急釜利谷トンネル工
５２年
１− 横浜税関︑五一年横浜港の輸出は史上最高の四兆円
と発表

下街オープン

２− 特別養護老人施設磯子ホーム開所▽寿町身障者友の
会発足▽寒波のため︑市内水道管の破裂一日百件を

道山下Ｉ長津田線の桜木町周辺開通▽山下公園ハイ

ツの住民︑眺望権を主張して仮処分申請

エールズ友の会結成

発▽県︑新神奈川計画策定▽川崎・横浜公害保健セ

海の公園基本構想発表▽磯子のマンションでガス爆

ンター落成▽京急の釜利谷開発許可される

川２号三ツ沢線開通▽新貨物線現地調査に住民が阻

３−｜ 首都高速道路の横浜駅東ロー横浜公園間と高速神奈

２｜−

１ｌ ３日︑市内15作の大雪▽14日︑Ｍ５の地震▽大洋ホ

５３年

12l 飛鳥田市長︑日本社会党委員長出馬の所信表明▽市

11l−｜ 円高対策で県市︑輸出業者に緊急融資制度実施

こす▽集団風邪流行▽鶴見・港北区で連続三件の放
火
３− 柳原良平ら︑横浜市民と港を結びっける会結成▽横
浜国際会議場完成▽瀬谷区に休日急患診療所オープ
ン
４− 日石根岸製油所で発電用ボイラーの爆発事故▽塩素
ガス横浜商業高校一帯でもれ︑五七人中毒▽二二五
路線の市内道路ニックネーム発表▽タクシー値上げ
▽緑区内の農業用水ため池で小学生二人溺死︒両親
横浜市の管理責任を訴える
５｜ 大洋球団の横浜誘致に川崎市民反発
６｜ 緑下水処理場完成▽全市の水洗化普及率二九％
７− 米軍鶴見貯油施設に市の初の立入り検査▽京急鶴見

198 年表

199 年表

止行動▽コレラ菌鶴見川口で検出
４｜ 横浜市長選挙︑細郷道一当選▽横浜スタジアムオー

12

海の公園着工▽旭区大池町のちびっこ動物園着工

南部市場の浮き桟橋完成

掃奉仕や美化のキャンペーン

11￨ 伊勢佐木町モールオープン▽中区の婦人団体ら︑清

５４年

プン▽市内の小学校一年生五万人突破︵五万〇六一
〇人︶▽県教委︑主任制公布▽市︑測量委託契約汚

▽私鉄大手運賃値上げ

横浜駅東口駅ビル起工式▽南が丘中学校に放火事件

2｜ 国鉄横須賀線東戸塚駅︵仮称︶起工式

１

職▽大佛次郎記念館︑山手にオープン
位︶▽横浜外人墓地を愛する会結成▽緑区荏田の新

５｜横浜市の人口︑大阪市を七︑五〇一人抜く︵全国２
横浜元石川線道路建設問題四年半ぶりに解決
道路下のミニ体育館小机スポーツ会館オープン▽横

６｜ 鶴見川のコレラ汚染︑二か月ぶりに安全宣言▽高架
浜公園内チャペルセンター返還
のプール事故で︑市ヘ一億二千万円の損害補償要求

７｜ 米国独立記念花火大会︑資金難で中止▽中山中学校
▽地方の時代シンポジウム▽日米民間環境会議開催
▽三保ダム完成▽本牧の海づり公園オープン
の男性が真性コレラ▽市長︑市会全員協議会で横浜

８｜ 市会︑水道料金の値上げ減額修正▽比国帰りの南区
駅東口開発計画の変更案を説明▽商工会議所︑横浜
シティ・エアターミナルの構想発表

地下鉄︵70←90円︶値上げ▽横浜線の小机・中山間

ヨコハマさわやか運動スタート▽市バス︵90←100円︶

王町分校の父兄が児童を登校拒否

ンターオープン▽市立帷子小学校の統合問題から天

公園オープン▽南区に新婦人会館開設▽日吉地区セ

９１ 市民︑水源地の城山町など六か所へお礼に▽大通り

10￨

復線化▽戸塚地区センター・図書館など開設▽金沢

200

年 表

