【付録】くらしの年表
時代
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【赤字は平塚市のできごと】
【青字は白鷺家のできごと】

２
４

東京に都が移される。

このころから、文明開化の風潮で、牛鍋屋がにぎわう。
1871 東京̶大阪のあいだで郵便事業がはじまり、郵便切手が発売
され、ポストも設置される。

断髪令が出され、男性は自由に髪を切ることがゆるされる。
新貨条例が定められ、お金の単位が円・銭・厘となる。

1872 横浜で、初のガス灯が点灯する。

学制が定められ、６歳以上の男女すべてが小学校教育をうけることとされ
る。新橋̶横浜間で鉄道が開通する。
政府が経営する、初の模範器械製糸場として、富岡製糸場が開業する。

５

1869 横浜でアイスクリームの製造販売がはじまる。

６
1873

洗濯石けんの生産がはじまる。
平塚郵便局が開設され、郵便の取り扱いがはじまる。

それまでの太陰暦にかわり、太陽暦が採用される。
徴兵令が出され、２０歳以上の男子は３年間、兵役につくことになる。

７
1874 東京・銀座で、あんパンが発売され、評判となる。

明

治

10

1877 缶詰の生産がはじまる

14

1881 牛乳の個別配達がはじまる。

15

1882

18

1885 このころから、かけ時計の生産がはじまる。

19

1886

20

1887 横浜で、近代的な水道による給水がはじまる。

21

1888 陶器の中に固めて入れた、国産のねり歯みがきが発売される。

22

1889

23

1890

24

1891

度量衡法（１尺＝１０/ ３３メートル、１貫＝１５/ ４キログラムなど、長
さや重さなどの単位に関する法律）が定められる。

27

1894 国産の電気扇風機がつくられる。

日清戦争がおこる。（〜 1895 年）

29

1896

大住郡と淘綾郡が合併して中郡になる。

32

1899 東京̶大阪、東京̶神戸で、電話の長距離市外通話がはじまる。

33

1900

34

1901 平塚郵便局で電信業務 ( 電報 ) がはじまる。

35

1902

うずまき状の蚊取り線香が発売される。
ガスかまどが発売される。

37

1904

三越呉服店（のちの三越）が、日本初のデパートとして開業す
日露戦争がおこる。
（〜 1905 年）
る。

38

1905

日本爆発物製造株式会社ができる。

40

1907 電灯が初めて平塚町と須馬村にともる。

41

1908 氷冷蔵庫が発売される。

42

1909

小中村と山背村が合併して旭村ができる。

43

1910 国産の蓄音器が発売される。

韓国を日本に併合する。

44

1911

２
1913

東海道本線の横浜〜国府津間が開通し、平塚駅が開業する。

町村制が施行され、平塚町、大住郡須馬村・大野村・神田村・豊田村・城島村・
岡崎村・金田村・金目村・土沢村・小中村、淘綾郡山背村ができる。
洗顔せっけんの生産がはじまる。
東京̶横浜間で、電話が通話できるようになる。

東京市 ( 当時 ) が、伝染病のペストを予防するため、原因とな
るねずみの買い上げを実施する。
初の近代製鉄所として、政府が経営する八幡製鉄所が開業する。

国産のタングステンフィラメントの白熱電球が発売される。
チューブ入り歯みがき剤が発売される。
「森永ミルクキャラメル」が発売され、人気となる。
国産の腕時計が発売される。
国産小型乗用車の先駆け「ＤＡＴ１号」が発表される。
歯科の専門家の指導で開発された歯ブラシが発売される。

1915

このころ、かっぽう着が広まりはじめる。
国産の電気アイロンが発売される。

５
1916

メートル法条約に加入し、長さや重さなどの単位は、メートル法と尺貫法
をあわせて用いることとなる。

帝国大学が、金ボタンにつめえりの制服と、菱形の制帽を定め
る。

1914
４

正

３

大

東京・銀座で、宣伝用の電灯（アーク灯）が点灯され、毎夜見
物客がおしかける。

第一次世界大戦に加わる。

時代

和暦

西暦

６
1917
７
1918
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と
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お も なで き ご と

【赤字は平塚市のできごと】
【青字は白鷺家のできごと】

国産の育児用粉ミルクが発売される。
城島村と岡崎村へ電灯が供給される。
「森永ミルクチョコレート」が発売される。
豊田・神田・大野・金田・金目村へ電灯が供給される。

米が値上がりし、米騒動がおこる。

８
日本爆発物製造株式会社が海軍火薬敞になる。

1920

関東紡績株式会社平塚工場ができる。

９

1919 旭村と土沢村へ電灯が供給される。

大

正

10

1921 栄養菓子「グリコ」が発売される。

11

1922 旭村纒へ電灯が供給される。

12

1923 地下足袋が発売される。

関東大震災がおこる。
青鳩文子、中郡の農家の長女として生まれる。

13

1924 このころ、夏の簡単服（アッパッパ）が流行しはじめる。

白鷺辰雄、父達吉・母ハル夫妻の次男として、中郡の農家に生まれる。

14

1925

15

電話の交換方式が一部で自動化され、ダイヤル式電話機が登場
1926 する。
東京の向島と青山に、初の公営鉄筋アパートが建てられる。

初の国産ラジオ ( 鉱石ラジオ）が発売され、急速に普及する。
ラジオ放送がはじまる。
このころ、女学生のセーラー服が広まる。

３
1928 平塚町に相模瓦斯 ( ガス ) 株式会社ができる。
４
1929
５
1930

平塚町と須馬町が合併する。
国産の電気洗濯機が発売される。
国産の電気冷蔵庫が発売される。

６
1931 国産の電気掃除機が発売される。
７
1932

満州事変がおこる。
初の民間航空専用飛行場として、東京・羽田に東京飛行場（のちの東京国
際空港）が開港する。

このころ、大阪・阪急百貨店の食堂で、ライスカレーが大人気
平塚町が平塚市になる ( 人口３６，０２８人 )。
となる。

８
1933 このころ、玩具のヨーヨーが大流行する。
9

昭

和

1934 県営水道が平塚市に給水をはじめる。

11

1936 このころ、アルマイト製弁当箱が全盛となる。

プロ野球がスタートする。

12

1937

日中戦争がはじまる。
日本航空工業株式会社が馬入にできる。

13

1938 小学校の教科書に、四つ珠そろばんが登場する。

白鷺辰雄、高等小学校を卒業し、家業の農業に従事する。

15

1940 男子の国民服が定められる。

16

1941

19

1944

白鷺辰雄、入隊し、中国へ出征する。

20

1945 日本勧業銀行が、第１回宝くじを発売する。

平塚大空襲がおきる。
アジア・太平洋戦争がおわる。

22

1947

23

1948 長崎屋が平塚新宿で開店する。

24

1949

国産の電気シェーバーが発売される。
郵便局から分かれて、平塚電報電話局ができる。

横浜ゴム株式会社が工場をつくる。

25

1950

直管型蛍光灯が発売される。
８大都市の小学校で、パン給食がはじまる。

平塚復興祭が開かれる。
鳳和子、平塚市の商家の長女として生まれる。

26

1951

ナイロンを植毛した歯ブラシが発売される。
洗濯用の国産粉末合成洗剤が発売される。

第１回平塚七夕まつりが開かれる。

28

このころ、街頭テレビが人気を集める。
1953 初のスーパーマーケット ( 紀ノ國屋）が、東京・青山に開店する。テレビ放送が始まる。
国産初の電気炊飯器が発売される。

29

1954

このころ、防空ずきん・もんぺ・ゲートルの非常時服装が急増
アジア・太平洋戦争がはじまる。
する。

東京などの都市で、おかずだけの学校給食がはじまる。
義務教育が六年間から９年間に延長され、男女共学がスタートする。
このころ、女性の服装で、もんぺが激減し、スカートが急増する。白鷺辰雄と靑鳩文子が結婚し、白鷺達吉家から分家して所帯を持つ。

ローラーつき電気洗濯機が発売される。
国産スチームアイロンが発売される。

白鷺辰雄・文子夫妻の長男、勇が生まれる。

旭村が平塚市と合併する。
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30

このころ、電気洗濯機、電気冷蔵庫、電気掃除機（のちに白黒
テレビ）が「三種の神器」とよばれ、
「電化元年」といわれる。
日本住宅公団が設立され、鉄筋コンクリートづくりの団地の建
1955
設が進む。トランジスタラジオが発売される。
国産の石油ストーブが発売される。
中性の粉末シャンプーが発売される。

31

1956 粉末の台所用洗剤が発売される。

32

やぐら式電気ごたつが発売される。
1957 大阪に「主婦の店ダイエー」が開店し、以後、スーパーマーケッ 金目村と平塚市が合併して今の市域になる。
トが増加する。

33

1958

34

公団団地に、腰かけ式の水洗トイレが登場する。
皇太子ご成婚のテレビ中継をきっかけに、テレビの売れ行きが
急増する。
1959 まんが雑誌『週刊少年サンデー』『週刊少年マガジン』が創刊
される。
乗用車 ｢ ダットサン・ブルーバード」が発売され、車をもつ家
庭が増える、マイカー時代はじまる。

35

液体シャンプー「花王フェザーデラックス」が発売される。
1960 洗濯と脱水ができる二槽式洗濯機が発売される。
カラーテレビが発売される。

36

1961 冷暖房兼用エアコンが発売される。

37

1962

東京都の人口が１０００万人を突破し、世界初の１０００万都市となる。

38

電気蚊取り器「ベープ」が発売される。
1963 テレビアニメ「鉄腕アトム」の放送がはじまる。
このころ、自動販売機が普及しはじめる。

日本初の高速道路、名神高速道路が部分開通する。

39

1964

東京オリンピックが開かれる。東海道新幹線が開通する。
海外旅行が自由化される。

40

1965

馬入の工業団地ができる。

41

このころ、自動車・クーラー・カラーテレビの３種類の消費財
メートル法が全面的に実施される。
が、３Ｃ（新三種の神器）とよばれる。
1966
ウルトラシリーズの第一作となるテレビ番組 ｢ ウルトラＱ」が 日本の人口が１億人を突破する。
放送され、怪獣ブームがおきる。

43

1968

44

押しボタン式のプッシュ式電話機が登場する。
電池式で水晶を用いたクオーツ時計が、世界ではじめて発売される。
冷凍冷蔵庫（２ドア）が発売される。
小田原厚木道路ができる。
1969
テレビアニメ「サザエさん」の放送がはじまる。
東名高速道路が全線開通し、名神高速道路とむすばれる。
郊外型ショッピングセンター「玉川高島屋」( 東京・世田谷）
が開業する。

45

大阪で、万国博覧会が開かれる。
ご飯を保温する電子ジャーが発売される。
ファミリーレストラン「すかいらーく」１号店が、東京・府中
東京の銀座・新宿・池袋・浅草で、歩行者天国がスタートする。
1970
市に開店する。
「ケンタッキー・フライド・チキン」の１号店が、名古屋に開店する。白鷺勇、大学を卒業し、横浜の会社へ就職する。

46

カップめん ｢ 日清カップヌードル」が発売される。
家庭用もちつき機が発売される。
1971 このころ、ＴシャツとＧパンが爆発的に流行し、以後定着する。白鷺勇と鳳和子が結婚する。
｢ マクドナルド」の１号店が、東京・銀座に開店する。
このころ、ボウリングがブームとなる。

47

1972

48

石油危機による品不足で、多くの人がトイレットペーパーを買
第１次石油危機がおきる。
いだめし、省資源や節約を考えるきっかけとなる。
1973
平塚駅ビル・ラスカが開店する。
公共下水道の処理が平塚市内の一部ではじまる。
粘着式のごきぶり捕獲器「ごきぶりホイホイ」が発売される。

49

1974

50

1975 家庭用ビデオテープレコーダーが発売される。

和

大野町、神田・城島・金田・土沢・岡崎村が平塚市と合併する。

インスタントラーメンが発売される。
フラフープが大流行する。

カラーテレビ放送がはじまる。
市営し尿処理施設が大神に完成する。

カセットテープレコーダーが普及し、ラジオがついたラジカセが
初の超高層ビル、東京・霞が関に完成する。
登場する。
このころ、内風呂の普及により、銭湯の数が減りはじめる。 国の豊かさをしめす国民総生産（ＧＮＰ ) が、世界第２位となる。
レトルトカレー「ボンカレー」が発売される。

個人向けの電卓が発売される。

札幌で冬季オリンピックが開かれる。
沖縄県がアメリカから日本に復帰する。
白鷺勇・和子夫妻の長男、誠が生まれる。

コンビニエンスストア「セブンイレブン」の１号店が、東京・ 粗大ごみ破砕処理場ができる。
江東区に開店する。
白鷺辰雄、自宅を新築する。
平塚市博物館が開館する。
烏帽子陽子、茅ヶ崎市のサラリーマン家庭の長女として生まれる。
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和暦

西暦

53

1978

54

電話交換機が自動化され、全国すべての地域で、ダイヤルする
第２次石油危機がおきる。
1979 とすぐに通話できるようになる。
ヘッドホンステレオ「ウォークマン」が発売される。

55

ガスファンヒーターが発売される。
1980 温水洗浄便座「ウォシュレット」が発売される。
立方体パズル ｢ ルービックキューブ ｣ が大流行する。

56

1981

57

1982 ＣＤの生産がはじまる。

58

ワープロが普及しはじめる。
東京ディズニーランドが開園する。
1983 家庭用ゲーム機「ファミリーコンピュータ」（ファミコン）が 日本人の平均寿命が男７４．２歳、女７９．７８歳となり、男女ともに世界
発売される。
一の長寿国となる。

60

1985 ゲームソフト「スーパーマリオブラザーズ」が発売される。

61

1986 レンズつき写真フィルム ｢ 写ルンです」が発売される。

１
1989

石油ファンヒーターが発売される。
千葉県・成田市に、新東京国際空港（現・成田国際空港）が開港する。
業務用ゲームの｢スペースインベーダー｣が登場し、
大人気となる。

腰の部分をテープで止める、国産の紙おむつ（乳幼児用）が発
売される。

環境によい商品に「エコマーク」が表示されるようになる。
衛星放送（ＢＳ ) の本放送がはじまる。

はたらく条件の男女差をなくすため、男女雇用機会均等法が施行される。
消費税がスタートする。

２
1990 テレビアニメ「ちびまる子ちゃん」の放送がはじまる。
３
1991 パンツ型紙おむつ（乳幼児用）が発売される。
５

プロサッカーのＪリーグがスタートする。
冷夏により米が不足し、外国から緊急輸入される。

1993
６
1994

家庭用ゲーム機「プレイステーション」が発売される。
ＦＭ湘南ナパサが開局する。

７
1995 パソコンの基本ソフト「ウィンドウズ９５」が発売される。
８
1996

携帯型電子ゲーム機「たまごっち」が発売される。
このころ、携帯電話が急速に普及しはじめる。

1997

ハイブリッドカー（ガソリン・エンジンのほかに、モーターを
老年人口（６５歳以上）が、子ども人口（１５歳未満）をはじめて上回る。
電気で動かす、環境によい車）の「プリウス」が発売される。

９

平

阪神・淡路大震災がおきる。白鷺誠、大学を卒業し、某市役所に入庁する。

12

2000 ＢＳデジタル放送がはじまる。

13

携帯型デジタル音楽プレーヤー「ｉＰＯＤ」が発売される。
2001 このころ、インターネットの高速通信サービス（ブロードバン
ド）が急速に普及しはじめる。

14

2002

15

2003

16

2004 携帯型ゲーム機「ニンテンドーＤＳ」が発売される。

18

2006 家庭用ゲーム機「Ｗｉｉ」が発売される。

20

2008

22

2010 タブレット型コンピューター「iPad」が発売される。

白鷺誠・陽子夫妻の長女、葵が生まれる。

23

2011 テレビの地上波放送がアナログからデジタルに切りかわる。

東日本大震災が起きる。

24

2012

市制８０周年 ( 人口２５９，４６４人 )
白鷺誠・陽子夫妻の長男、翔が生まれる。

28

2016

初めて国内の総人口が減少する（人口 1 億 2709 万人 )

30

2018

平塚市新庁舎完成

令

１

2019

令和に改元される。

和

２

2020

新型コロナウィルスが世界的に大流行、東京オリンピックが延期される。

成

このころ、ＤＶＤレコーダー、うす型（プラズマ・液晶）テレ
ビ、デジタルカメラが人気となる。

白鷺家の自宅敷地内に増築する。

多機能携帯電話（iPhone）が発売され、スマートフォンが普
白鷺誠と烏帽子陽子が結婚し、白鷺辰雄家に同居する。
及する。

この年表は、下記の文献を参考にして作成しました。
工藤員功監修

2011 『ポプラディア情報館

金原左門監修

2012 『保存版ふるさと平塚』 株式会社郷土出版社

平塚市教育研究所

2010 『わたしたちの平塚

昔の道具』 株式会社ポプラ社
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平成 22 年度版』 平塚市教育委員会

