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西　暦
（年　号）

自治会の動き 管理組合の動き 伊勢原市の動き 社会の動き

１９７２年度
（昭和４７年）

・昭和４７年１２月、東京・千代田区九段の千
代田区公会堂で東高森住宅管理組合設立総
会が開かれ、「東高森住宅管理組合規約」が
施行された。また、１２月２１日から入居が開
始
・理事長 池田恒敏氏

・昭和４６年市政施行
・人口５万人を越える
・伊勢原工業団地完成
・市政施行後初の市長選
・市長　中村周二氏

・札幌オリンピック開催
・あさま山荘事件が発生
・沖縄返還
・田中角栄内閣発足

１９７３年度
（昭和４８年）

・成瀬中学校体育館で東高森団地自治会
設立総会により、自治会が創設
・自治会新聞創刊号の発刊
・１７号棟広場で地元農家による朝市がス
タート
・会長 山崎喜三郎氏

・ジャブジャブ池使用開始
・理事長 池田恒敏氏

・あかね台団地入居開始
・県立伊勢原青少年会館完成

・第一次オイルショック

１９７４年度
（昭和４９年）

・一坪農園開園
・４号棟前にスーパーマーケットオープン
・会長 野田靱彦氏

・各階段北側入口に700本のつつじ植栽
・理事長 小島一郎氏

・国道２４６号線団地前信号から
愛甲石田駅までの歩道が完成
・成瀬幼稚園開園

・長嶋茂雄選手が現役を引退
・三木武夫内閣発足

１９７５年度
（昭和５０年）

・老人クラブ「松葉会」誕生
・野球チーム「高森ベア―ズ」誕生
・会長 寺岡健次郎氏

・緑化委員会発足
・理事長 森川忠義氏

・東海大学医学部付属病院開院
・老人福祉センター「阿夫利荘」
オープン
・人口６万人を越える

・ベトナム戦争終結
・新幹線岡山・博多間が開業
・沖縄海洋博覧会が開催

１９７６年度
（昭和５１年）

・伊勢原市観光協会主催のミス伊勢原コ
ンテストで鹿野美枝子さんがミス伊勢原の
栄冠
・少年野球「東高森リトルベア―ズ」誕生
・自主防災組織が発足
・会長 高田清克氏

・団地内放送装置の設置
・梅、松、ヒマラヤ杉植樹
・理事長 尾島延正氏

・伊勢原高森郵便局が開局
・県立伊志田高校開校
・伊勢原清掃工場180ｔ炉完成
・市役所新庁舎建設工事始まる
・中村周二氏市長再選

・ロッキード事件
・福田赳夫内閣発足

１９７７年度
（昭和５２年）

・会長 竹田平八郎氏

・汚水管清掃用に高圧洗浄機と軽自動車購
入
・自転車置場設置工事
・「東高森住宅管理組合規約」の一部改正
・理事長 内田輝夫氏

・市役所新庁舎完成 ・王貞治選手が本塁打王世界一

１９７８年度
（昭和５３年）

・「東高森リトルベア―ズ」伊勢原市少年
野球連盟主催大会で優勝
・会長 豊田　昭氏

・団地管理会社との委託契約を解除し、清掃
業務の自主管理開始
・全階段に消火器取付
・理事長 内田輝夫氏

・市民文化会館建設工事始まる
・日中平和友好条約の調印
・宮城県沖地震発生
・大平正芳内閣発足

１９７９年度
（昭和５４年）

・会長 原　良夫氏 ・理事長 鈴木 優氏
・伊勢原市休日診療所業務開始
・市営池端住宅完成
・産業能率大学開校

・第二次オイルショック

１９８０年度
（昭和５５年）

・会長 太田光昭氏
・外壁塗装委員会発足
・自主防災用物置購入
・理事長 工藤礼司氏

・成瀬公民館新築工事完成
・「市民の森」完成
・市民文化会館オープン
・人口７万人を越える
・中村周二氏市長三選

・山口百恵さんが芸能界を引退
・王貞治選手が現役を引退
・イラン・イラク戦争勃発
・鈴木善幸内閣発足

１９８１年度
（昭和５６年）

・東高森団地リトルベア―ズが湘南少年
野球リーグ新人戦で準優勝
・自治会報１００号の発刊
・会長 小野連太郎氏

・公団へ10年瑕疵保証要望書提出
・階段会議８割で実施
・理事長 滝上信男氏

・市制施行１０周年を迎える
・米国ラミラダ市と姉妹都市提携
・防災行政無線完成、放送を開
始
・日産テクニカルセンター操業開
始

１９８２年度
（昭和５７年）

・再資源化運動の一環としてゴミのリサイ
クル回収のスタート
・団地設立１０周年記念夏祭りを開催
・東高森リトルベア―ズが伊勢原市春季
大会で優勝
・防災訓練に５７０人が参加
・会長 宮原健作氏

・駐車場コンクリート舗装工事
・外壁塗り替え改装工事の実施
・理事長 河合禧男氏

・中沢中学校開校
・障害福祉センター開設
・高部屋公民館開設

・東北及び上越新幹線が開業
・中曽根康弘内閣発足

１９８３年度
（昭和５８年）

・会長 小田基志氏 ・理事長 江部木巳之助氏 ・東京ディズニーランドが開園

１９８４年度
（昭和５９年）

・成瀬地区体力づくり運動会で東高森団
地が総合優勝
・お神輿製作者、１１号棟の江部木さんに
自治会長から感謝状贈呈
・東高森団地老人クラブ発足
・会長 伊藤篤介氏

・防災倉庫購入
・「東高森住宅管理組合規約」の一部改正
・理事長 谷口俊明氏

・成瀬中学校校舎増改築工事完
成
・永井髙夫氏市長初当選

・建物の区分所有等に関する法
律（区分所有法）の一部改正
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西　暦
（年　号）

自治会の動き 管理組合の動き 伊勢原市の動き 社会の動き

１９８５年度
（昭和６０年）

・じゃぶじゃぶ池に延べ１,５００人の子供た
ち
・会長 高橋準一氏

・団地駐車場利用ステッカー配布
・公団に外壁塗装の申し入れ
・集会所増設の検討
・理事長 橋津正晶氏

・市営峰岸住宅建設工事完成

・つくば科学博覧会が開催
・日本航空123便墜落事故
・公社の民営化でＮＴＴ・日本た
ばこ産業が発足

１９８６年度
（昭和６１年）

・２１号棟の薮田さんに勲五等双光旭日章
が授与
・会則の改正
・会長 三浦喜八郎氏

・屋上トップコート塗替え
・高圧ポンプ購入
・理事長 矢野哲夫氏

・市制１５周年を迎える
・大山登山マラソン始まる
・長野県茅野市と国内姉妹都市
提携
・武道館完成

・男女雇用均等法が施行

１９８７年度
（昭和６２年）

・会長 野村 茂氏
・集会所建設準備委員会発足
・オートバイ置場設置委員会発足
・理事長 小野連太郎氏

・人口８万人を越える
・愛甲石田駅北口広場及び橋上
駅舎・自由通路完成
・福祉のいずみ基金設置

・バブル景気が本格化
・国鉄が分割民営化でＪＲグ
ループが発足
・日本航空が民営化
・竹下登内閣発足

１９８８年度
（昭和６３年）

・会長 鈴木圭一氏 ・理事長 伊井芳男氏

・夕やけ小やけのミュージック
チャイム開始
・国道２４６号高森地下道完成
・新町名「東成瀬」誕生
・伊勢原市体育館完成
・永井髙夫氏市長再選

・青函トンネル、瀬戸大橋が開
業
・リクルート事件問題化
・建物の区分所有等に関する法
律（区分所有法）の一部改正

１９８９年度
（昭和６４年・
　　平成元年）

・会長 矢野哲夫氏

・団地管理業務会社との委託契約を解除、窓
口業務員２名を直接雇用し、完全自主管理開
始
・集会所（洋室）完成
・長期修繕計画書作成
・「東高森住宅管理組合規約」の一部改正
・理事長 内山幸人氏

・図書館・子ども科学館竣工
・運動公園野球場建設着手

・昭和天皇崩御
・昭和から平成に改元
・みなとみらい21地区で横浜博
覧会開催
・ベルリンの壁崩壊
・消費税施行
・宇野宗佑内閣発足
・海部俊樹内閣発足

１９９０年度
（平成２年）

・成瀬地区体力づくり大会で高森団地が２
年連続優勝
・１４号棟の長谷川さんが勲六等瑞宝章
の授与
・会長 荒井清太郎氏

・役員活動費支給開始
・駐車場委員会発足
・シロアリ防除工事
・「東高森住宅管理組合規約」の一部改正
・理事長 藤田富男氏

・大山山頂に水洗トイレが完成
・バブル景気崩壊へ
・大阪市で国際花と緑の博覧会
開幕

１９９１年度
（平成３年）

・会長 藤原時雄氏
・来客用駐車場有料化
・再開発準備委員会発足
・理事長 加藤正廣氏

・人口９万人を越える
・成瀬コミュニティセンター完成
・伊勢原球場完成
・環境美化センター完成
・中央公民館完成

・湾岸戦争勃発
・雲仙普賢岳で大火砕流発生
・建物の区分所有等に関する法
律（区分所有法）の一部改正
・宮澤喜一内閣発足

１９９２年度
（平成４年）

・東高森団地２０周年記念祭を開催
・団地自主防災組織が伊勢原市消防出初
式で優良団体として表彰
・会長 高橋準一氏

・電動草刈機を各棟に配置
・階段室入口に草刈り専用のコンセントの取
付
・屋上防水10年目補修
・管理事務所拡張
・理事長 大久保正氏

・消防署西分署が完成
・堀江　侃氏市長初当選

・東海道新幹線で「のぞみ」運転
開始
・国家公務員の週休２日制ス
タート

１９９３年度
（平成５年)

・会長 谷口俊明氏

・環境整備グループ活動開始
・大規模修繕工事（屋上トップコート塗替え・階
段室腰壁塗装・大庇欠損個所補修）
・理事長 長谷川通仁氏

・市民活動保険制度導入
・成瀬中学校屋内運動場完成
・第２東名自動車道、厚木秦野道
路（一般国道２４６号バイパス）計
画路線概要発表
・伊勢原市教育センター開設
・市役所石田窓口センター開設

・ニューヨークの世界貿易セン
ター爆破事件
・サッカーＪリーグ開幕
・細川護煕内閣発足

１９９４年度
（平成６年）

・東高森ベア―ズが伊勢原春期野球大会
で優勝
・会長 江部木巳之助氏

・大規模修繕工事（階段室防水工事）
・理事長 斎藤 勇氏

・自動車などのナンバーが「湘
南」に

・オウム真理教松本サリン事件
発生
・羽田孜内閣発足
・村山富市内閣発足

１９９５年度
（平成７年）

・東高森団地防災委員会設立準備会が発
足
・会長 大久保 正氏

・自転車置場天井塗装工事
・理事長 斎藤 勇氏

・資源ゴミの分別収集市内全域
開始
・粗大ゴミ収集の有料開始
・青少年センター開設

・阪神淡路大震災発生
・地下鉄サリン事件発生
・マイクロソフト社がＷindows95
を発売

１９９６年度
（平成８年）

・会長 藤田富男氏
・大規模修繕工事（第２回外壁塗装他）
・理事長 原田常美氏

・堀江 侃氏市長再選

・全日空857便ハイジャック事件
発生
・小選挙区による衆議院選挙初
実施
・橋本龍太郎内閣発足

（３）

西　暦
（年　号）

自治会の動き 管理組合の動き 伊勢原市の動き 社会の動き

東高森住宅のあゆみ　



１９９７年度
（平成９年）

・会長 藤田富男氏
・団地内ガス管交換工事
・団地周辺外柵取替工事
・理事長 豊田 昭氏

・伊勢原シティプラザ全館オープ
ン
・社団法人伊勢原市シルバー人
材センター設立

・北海道拓殖銀行、山一證券相
次いで破たん
・香港がイギリスから返還
・東京湾アクアラインが開通
・消費税増税（税率５％）

１９９８年度
（平成１０年）

・神奈中バスあかね台巡回バスの運行開
始
・会長 斎藤 勇氏

・屋上防水工事
・理事長 尾島延正氏

・第５３回国民大会かながわ・ゆ
め国体で「ライフル射撃」等競技
開催される

・和歌山毒物カレー事件発生
・小渕恵三内閣発足
・長野冬季オリンピック開催

１９９９年度
（平成１１年）

・会長 斎藤 勇氏
・建物診断及び長期修繕計画策定
・理事長 戸村捷仁氏

・石田小学校開校
・栗原一般廃棄物最終処分場完
成
・子育て支援センター開設

・ＥＵ（欧州連合）で経済通貨
「ユーロー」導入

２０００年度
（平成１２年）

・会長 斎藤 勇氏
・団地内駐車場舗装工事
・「東高森住宅管理組合規約」の一部改正
・理事長 戸村捷仁氏

・小田急線高架工事完了
・堀江　侃氏市長三選

・介護保険制度施行
・地方分権一括法の施行
・森善朗内閣発足

２００１年度
（平成１３年）

・ミニサロンわかばの会が発足
・会長 田中館清司氏

・生活道路段差改修工事
・理事長 三浦喜八郎氏

・人口１０万人達成
・大田ふれあいセンター完成
・東部工業団地建設起工式

・米同時多発テロ事件
・小泉純一郎内閣発足

２００２年度
（平成１４年）

・東高森団地３０周年記念祭りを開催
・会長 小野連太郎氏

・階段室入口、自転車置場改修工事
・理事長 三浦喜八郎氏

・高齢者や障害者を対象としたゴ
ミの「ふれあい収集事業」の開始
・ファミリー・サポート・センターの
開設
・市営三本松住宅が完成

・住民基本台帳ネットワークシス
テムスタート
・建物の区分所有等に関する法
律（区分所有法）の一部改正
・サッカー・ワールドカップ日韓
大会

２００３年度
（平成１５年）

・会長 小野連太郎氏
・階段室等改修工事
・理事長 桑原糸子氏

・伊勢原駅ホームエレベーター使
用開始

・新型肺炎（ＳＡＲＳ）が世界的流行

２００４年度
（平成１６年）

・会長 坂本憲保氏
・大屋根防水保護塗装工事
・管理棟集会所改修工事
・理事長 桑原糸子氏

・アテネパラリンピック水泳競技
100ｍ背泳ぎで秋山里奈さんが
銀メダル
・長塚幾子氏市長初当選

・新潟県中越地震発生
・建物の区分所有等に関する法
律（区分所有法）の一部改正

２００５年度
（平成１７年）

・会長 斎藤 勇氏
・放送設備改修工事
・「東高森住宅管理組合規約」の一部改正
・理事長 渡部裕隆氏

・防災機能を備えた市ノ坪公園が
オープン
・子ども科学館の入館者数が１０
０万人を突破
・市議会本会議のインターネット
中継開始

・兵庫県尼崎市でＪＲ福知山線
脱線事故
・郵政民営化が成立
・愛知万博が開幕
・耐震強度偽装事件が発覚
・建物の区分所有等に関する法
律（区分所有法）の一部改正

２００６年度
（平成１８年）

・伊勢原市長をお迎えし、ミニサロンわか
ばの会５周年の開催
・東高森桜寿会が市老連ゲートボール大
会で優勝
・会長 斎藤 勇氏

・団地内生活道路等改修工事
・躯体の耐震診断
・理事長 渡部裕隆氏

・愛甲石田駅南口駅前広場が完
成
・地域包括支援センターを市内３
か所に開設

・日本道路公団等道路４公団が
民営化
・安倍晋三内閣発足

２００７年度
（平成１９年）

・会長 斎藤 勇氏
・第３回外壁等改修工事
・団地内駐車場増設工事
・理事長 倉田季佶氏

・第４０回伊勢原観光道灌まつり
開催

・福田康夫内閣発足

２００８年度
（平成２０年）

・会長 斎藤 勇氏 
・地上デジタル放送導入工事
・生活ルール見直し検討委員会発足
・理事長 村治正幸氏

・伊勢原駅南・北口にエスカレー
ターが開通
・北京オリンピック陸上競技男子
４００mリレーで塚原直貴さんが
銅メダル
・資源リサイクルセンターが稼働
・長塚幾子氏市長再選

・北海道洞爺湖サミット開催
・中国四川省大地震
・建物の区分所有等に関する法
律（区分所有法）の一部改正
・後期高齢者医療制度施行
・麻生太郎内閣発足

２００９年度
（平成２１年）

・会長 斎藤 勇氏
・長期修繕計画見直しの策定
・理事長 村治正幸氏

・伊勢原駅南口に伊勢原市役所
駅窓口センターを設置
・伊勢原駅自由通路が開通
・神奈川県の総人口が９００万人
を突破
・いせはら市民活動サポートセン
ターを開設

・裁判員制度が施行
・鳩山由紀夫内閣発足
・日産本社横浜市のＭＭ21地区
に移転
・神奈川県の人口900万人の大
台を突破

２０１０年度
（平成２２年）

・地域包括ケア推進事業のモデル地区と
して東高森団地が指定
・会長 斎藤 勇氏

・生活道路滑り止め工事
・お助け隊発足
・「東高森住宅管理組合規約」の一部改正
・理事長 小堀 弘氏

・丸山城址公園が開園
・女性消防団が発足

・東北新幹線青森まで全線開通
・惑星探査機「はやぶさ」が地球
に帰還
・菅直人内閣発足
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東高森住宅のあゆみ　



２０１１年度
（平成２３年）

・４号棟の加藤さん（前民生・児童委員）が
瑞宝単光章を受章
・会長 斎藤 勇氏

・不在組合員割増管理費値上げ
・理事長 小堀 弘氏

・市政施行４０周年記念式典が開
催
・可燃ゴミの週２回収集スタート

・東日本大震災発生
・ＦＩＦＡ女子ワールドカップで日
本代表（なでしこジャパン）が優
勝
・九州新幹線が全線開業
・建物の区分所有等に関する法
律（区分所有法）の一部改正
・野田佳彦内閣発足

２０１２年度
（平成２４年）

・東高森団地開村４０周年記念行事の開
催
・会長 斎藤 勇氏

・大屋根防水保護塗装工事
・「東高森住宅管理組合規約」の一部改正
・理事長 村治 正幸氏

・ロンドンパラリンピック水泳競技
100ｍ背泳ぎで秋山里奈さんが
金メダル
・皇太子さまが大山に登山
・髙山松太郎氏市長初当選

・東京スカイツリー開業
・ロンドンオリンピック開催
・富士山が世界文化遺産
・安倍晋三内閣発足

２０１３年度
（平成２５年）

・会長 斎藤 勇氏
・大屋根防水保護塗装工事
・「東高森住宅管理組合規約」の一部改正
・理事長　村治 正幸氏

・「大山魅力再発見平成大山講プ
ロジェクト」が県から認定

・長島茂雄氏と松井秀喜氏が国
民栄誉賞
・２０２０年開催のオリンピック・
パラリンピックが東京開催が決
定

２０１４年度
（平成２６年）

・会長 小島 一郎氏

・規約改正検討委員会発足
・外部駐車場使用契約を包括的契約から実台
数契約に変更
・臨時総会開催（住宅サッシ改修の件）
・「東高森住宅管理組合規約」の一部改正
・理事長　桑原 糸子氏

・伊勢原協同病院が市役所隣へ
新設移転
・成瀬第二地区特定土地区画整
理事業が完成

・御嶽山噴火
・消費税増税（８％）

２０１５年度
（平成２７年）

・防災防犯部を廃止し、新たに自主防災
組織を発足
・会則の改正
・会長 小島 一郎氏

・経済産業省より、窓枠サッシ改修工事の補
助金が決定し、窓枠サッシ取り替え工事に着
工し完了
・臨時総会開催（規約・協定・各種細則等改正
の件）
・理事長　桑原 糸子氏

・伊勢原市社会福祉協議会で成
瀬地区周辺高齢者を対象とした
「買い物支援」事業を開始
・東部第二工業団地計画に着手
・東高森住宅各戸への課税違い
が発覚

・社会保障・税番号制度（マイナ
ンバー制度）が施行
・パリ同時多発テロ

２０１６年度
（平成２８年）

・東高森団地自治会ホームページの開設
・デイサービス「高森荘」の協力により、買
い物支援バスの運行を再開
・会長 小島 一郎氏

・臨時総会開催（理事長に訴訟追行権を受託
する件）
・管理費を500円値上げし、3,000円とした。ま
た、不在組合員割増管理費を500円値上げ
し、2,000円とした。
・長期修繕計画策定に伴う建物調査を実施
・理事長　村治 正幸氏

・伊勢原市クルリン健康ポイント
事業の実施
・髙山松太郎氏市長再選

・熊本地震発生　震度7を観測
・主要国首脳会議（伊勢志摩サ
ミット）三重県志摩市賢島で開
催
・ブラジルリオオリンピック開催
・相模原の障害者施設「津久井
やまゆり園」で45人殺傷事件発
生

２０１７年度
（平成２９年）

・団地内野良猫去勢手術の実施
・夏祭り等自治会行事の開催やホーム
ページ更新のため、特別委員15名を委嘱
・お助け隊の協力により、一人暮らし高齢
者の安否確認事業の開始
・会長 小島 一郎氏

・長期修繕計画見直しおよび緑の改善計画住
民説明会開催
・理事長　村治 正幸氏

・「大山詣り」が日本遺産に認定
・新東名高速道路高取山トンネ
ル工事開始
・第50回記念伊勢原観光道灌ま
つり開催

・韓国平昌冬季オリンピック開催
・築地市場の豊洲移転が決定
・天皇退位正式に決定

２０１８年度
（平成３０年）

・６号棟の太楽さん瑞宝単光章を受賞
・会長 小島　一郎氏

・長期修繕計画見直しの策定
・修繕積立金を1,500円積上げし、10,500円と
した。
・大屋根防水改修工事の実施
・理事長 桑原 糸子氏

・伊勢原駅北口暫定バス乗降場・
タクシー待機場の利用開始
・成瀬地区に北部地域包括支援
センターが開設
・東部第二土地区画整理事業区
域内で企業の建築開始
・新東名「伊勢原ジャンクション」
が開通

・大阪北部地震発生　震度6弱
を観測
・サッカーＷカップ（ロシア開催）
で日本が決勝トーナメントに進
出し、ベスト16位に入る。
・北海道胆振東部地震発生　震
度7を観測
・安室奈美恵さんが歌手を引退

２０１９年度
（平成３１年・
　　令和元年）

・広報紙をインターネットを使い自前で発
行
・会長　小島　一郎氏

・理事長　村治　正幸氏
・新東名「伊勢原大山インター
チェンジ」開通

・平成天皇退位
・５月１日　平成から令和に改元
・ラグビーＷカップ日本開催。日
本が決勝トーナメントに進出し、
ベスト16位に入る。
・天皇陛下「即位礼正殿の儀」
行われる。

２０２０年度
（令和2年）

・新型コロナウイルスにより、三密（密閉、
密接、密集）を避けるため、定期総会を書
面審議で行う。
・会長　片岡　勇司氏

・理事長　村治　正幸氏
・新型コロナウイルス猛威を振
るう。


