
109. 109. 歴代市長・歴代副市長・歴代教育長歴代市長・歴代副市長・歴代教育長

　歴代市長　歴代市長

－104－－104－

市制施行により初代市長市制施行により初代市長初代初代
 2代 2代
 3代 3代
 4代 4代
 5代 5代
 6代 6代

平成 4. 4. 1平成 4. 4. 1
平成 6.12.11平成 6.12.11
平成10.12.11平成10.12.11
平成14.12.11平成14.12.11
平成18.12.11平成18.12.11
平成22.12.11平成22.12.11

代代 氏　名氏　名 就任年月日就任年月日

平成 6.12.10平成 6.12.10
平成10.12.10平成10.12.10
平成14.12.10平成14.12.10
平成18.12.10平成18.12.10
平成22.12.10平成22.12.10

退任年月日退任年月日 備考備考

　歴代教育長　歴代教育長

市制施行により初代教育長市制施行により初代教育長初代初代
 2代 2代
 3代 3代
 4代 4代
 5代 5代
 6代 6代
 7代 7代

松 嵜　陽 一松 嵜　陽 一
松 嵜　陽 一松 嵜　陽 一
粕 谷　義 行粕 谷　義 行
粕 谷　義 行粕 谷　義 行
齊 藤　 勝齊 藤　 勝
川 島　澄 男川 島　澄 男
加曽利 佳 信加曽利 佳 信

平成 4. 4. 1平成 4. 4. 1
平成 5.10. 1平成 5.10. 1
平成 9.10. 1平成 9.10. 1
平成13.10. 1平成13.10. 1
平成17.10. 1平成17.10. 1
平成21.12.14平成21.12.14
平成25.12.22平成25.12.22

代代 氏　名氏　名 就任年月日就任年月日

平成 5. 9.30平成 5. 9.30
平成 9. 9.30平成 9. 9.30
平成13. 9.30平成13. 9.30
平成17. 9.30平成17. 9.30
平成21. 9.30平成21. 9.30
平成25.12.13平成25.12.13

退任年月日退任年月日 備考備考

　 口  行 光　 口  行 光
長谷川　健一長谷川　健一
長谷川　健一長谷川　健一
長谷川　健一長谷川　健一
長谷川　健一長谷川　健一
北 村 　 新 司北 村 　 新 司

川川　　　　只　　只　　雄雄
高高　　橋　一橋　一　　夫夫
小小　　澤　誠澤　誠　　一一

　歴代副市長　歴代副市長

地方自治法の改正により初代副市長地方自治法の改正により初代副市長初代初代
 2代 2代
 3代 3代
  

平成19. 4. 1平成19. 4. 1
平成20. 1. 1平成20. 1. 1
平成24. 4. 1平成24. 4. 1

代代 氏　名氏　名 就任年月日就任年月日

平成19.12.31平成19.12.31
平成23.12.31平成23.12.31

退任年月日退任年月日 備考備考



110. 110. 歴代助役・歴代収入役歴代助役・歴代収入役

　歴代町長　歴代町長

－105－－105－

初代初代
2代2代
3代3代
4代4代
5代5代
6代6代
7代7代
8代8代
9代9代
10代10代

池田 瀧治池田 瀧治
池田 瀧治池田 瀧治
山本　曻山本　曻
池田 瀧治池田 瀧治
内山 正吉内山 正吉
山本　曻山本　曻
山本　曻山本　曻
　口 行光　口 行光
　口 行光　口 行光
　口 行光　口 行光

昭和29.12.11昭和29.12.11
　　33.12.11　　33.12.11
　　37.12.11　　37.12.11
　　41.12.11　　41.12.11
　　45.12.11　　45.12.11
　　49.12.11　　49.12.11
　　53.12.11　　53.12.11
　　57.12.11　　57.12.11
　　61.12.11　　61.12.11
平成 2.12.11平成 2.12.11

代代 氏　名氏　名 就任年月日就任年月日

昭和33.12.10昭和33.12.10
　　37.12.10　　37.12.10
　　41.12.10　　41.12.10
　　45.12.10　　45.12.10
　　49.12.10　　49.12.10
　　53.12.10　　53.12.10
　　57.12.10　　57.12.10
　　61.12.10　　61.12.10
平成 2.12.10平成 2.12.10
　　　　　　4. 3.314. 3.31

退任年月日退任年月日

初代初代
2代2代
3代3代
4代4代
5代5代
6代6代
7代7代
8代8代
9代9代

山本　曻山本　曻
伊藤 及也伊藤 及也
森田　弘森田　弘
　口 行光　口 行光
赤星喜一郎赤星喜一郎
赤星喜一郎赤星喜一郎
川嶋 　雄川嶋 　雄
橋爪 作美橋爪 作美
山本　信山本　信

昭和29.12.25昭和29.12.25
　　38. 6.24　　38. 6.24
　　42.10. 1　　42.10. 1
　　47.12. 1　　47.12. 1
　　51. 9.21　　51. 9.21
　　55. 9.21　　55. 9.21
　　59. 3.15　　59. 3.15
　　63. 4. 1　　63. 4. 1
平成平成  3. 4. 13. 4. 1

代代 氏　名氏　名 就任年月日就任年月日

昭和33.12.24昭和33.12.24
　　42. 3.31　　42. 3.31
　　46. 9.30　　46. 9.30
　　50. 3.31　　50. 3.31
　　55. 9.20　　55. 9.20
　　57.12.31　　57.12.31
　　63. 3.14　　63. 3.14
平成 3. 3.31平成 3. 3.31
　　　　　　4. 3.314. 3.31

退任年月日退任年月日

　歴代助役　歴代助役

　歴代収入役　歴代収入役

初代初代
2代2代
3代3代
4代4代
5代5代
6代6代
7代7代
8代8代
9代9代
10代10代

山田 齊知山田 齊知
飛田　戟飛田　戟
飛田　戟飛田　戟
飛田　戟飛田　戟
井野 辰三井野 辰三
山本 茂夫山本 茂夫
山本 茂夫山本 茂夫
山田　弘山田　弘
山田　弘山田　弘
　川潤太郎　川潤太郎

昭和30. 6.20昭和30. 6.20
　　34. 7. 1　　34. 7. 1
　　38. 7. 1　　38. 7. 1
　　42. 7. 1　　42. 7. 1
　　47. 4. 1　　47. 4. 1
　　51. 4.16　　51. 4.16
　　55. 4.16　　55. 4.16
　　58. 4. 1　　58. 4. 1
　　62. 4. 1　　62. 4. 1
平成平成  2.10. 12.10. 1

代代 氏　名氏　名 就任年月日就任年月日

昭和34. 6.19昭和34. 6.19
　　38. 6.30　　38. 6.30
　　42. 6.30　　42. 6.30
　　46. 6.30　　46. 6.30
　　51. 3.31　　51. 3.31
　　55. 4.15　　55. 4.15
　　55.12.17　　55.12.17
　　62. 3.31　　62. 3.31
平成平成  2. 6.302. 6.30
　　　　  4. 3.31 4. 3.31 

退任年月日退任年月日

初代初代
2代2代
3代3代
4代4代
5代5代
6代6代
7代7代
8代8代
9代9代
10代10代
11代11代
12代12代
13代13代
14代14代

松木鉄太郎松木鉄太郎
細谷 重徳細谷 重徳
細谷 重徳細谷 重徳
江波戸髙樹江波戸髙樹
細谷 重徳細谷 重徳
細谷 重徳細谷 重徳
深澤 九郎深澤 九郎
北村 信久北村 信久
梅澤　清梅澤　清
梅澤　清梅澤　清
梅澤　清梅澤　清
山本　信山本　信
山本　信山本　信
松嵜 陽一松嵜 陽一

昭和29.11. 1昭和29.11. 1
　　31.10.　　31.10.  11
　　35.10. 1　　35.10. 1
　　39.10. 1　　39.10. 1
　　42.10. 1　　42.10. 1
　　43.10. 1　　43.10. 1
　　46.10. 6　　46.10. 6
　　48.11. 6　　48.11. 6
　　51.10.12　　51.10.12
　　52.10. 1　　52.10. 1
　　56.10.　　56.10.  11
　　60.10. 2　　60.10. 2
平成元.10. 1平成元.10. 1
　　  3. 4. 23. 4. 2

代代 氏　名氏　名 就任年月日就任年月日

昭和31. 9.30昭和31. 9.30
　　35. 9.30　　35. 9.30
　　39. 9.30　　39. 9.30
　　42. 9.30　　42. 9.30
　　43. 9.30　　43. 9.30
　　46.10. 5　　46.10. 5
　　48.11. 5　　48.11. 5
　　51. 9.30　　51. 9.30
　　52. 9.30　　52. 9.30
　　56. 9.30　　56. 9.30
　　60. 9.30　　60. 9.30
平成元. 9.30平成元. 9.30
　　　　  3. 3.313. 3.31
      4. 3.314. 3.31

退任年月日退任年月日

　歴代教育長　歴代教育長

(注)　川上村との合併後より初代(注)　川上村との合併後より初代

111. 111. 歴代町長・歴代助役・歴代収入役・歴代教育長歴代町長・歴代助役・歴代収入役・歴代教育長

山本　信山本　信
川川　　　只雄　只雄
川川　　　只雄　只雄
川川　　　只雄　只雄

　歴代助役　歴代助役

初代初代
 2代 2代
 3代 3代
 4代 4代

平成 4. 4. 1平成 4. 4. 1
平成 8. 1. 1平成 8. 1. 1
平成12. 1. 1平成12. 1. 1
平成16. 1. 1平成16. 1. 1

代代 氏　名氏　名 就任年月日就任年月日

平成 6.12.10平成 6.12.10
平成11.12.31平成11.12.31
平成15.12.31平成15.12.31
平成19. 3.31平成19. 3.31

退任年月日退任年月日

　歴代収入役　歴代収入役

初代初代
 2代 2代
 3代 3代
 4代 4代

平成 4. 4. 1平成 4. 4. 1
平成 6.10. 1平成 6.10. 1
平成10.10. 1平成10.10. 1
平成14.10. 1平成14.10. 1

代代 氏　名氏　名 就任年月日就任年月日

平成 6. 9.30平成 6. 9.30
平成10. 9.30平成10. 9.30
平成14. 9.30平成14. 9.30
平成18. 9.30平成18. 9.30

退任年月日退任年月日

綠川 潤太郎綠川 潤太郎
綠川 潤太郎綠川 潤太郎
綠川 潤太郎綠川 潤太郎
山本 悦丸山本 悦丸

（注）地方自治法の改正により、助役・収入役制度は廃止（注）地方自治法の改正により、助役・収入役制度は廃止
　　　平成19年4月1日より副市長制度を施行　　　平成19年4月1日より副市長制度を施行
　　　収入役制度の廃止に伴い会計管理者（一般職）を設置　　　収入役制度の廃止に伴い会計管理者（一般職）を設置



112. 執行機関機構図112. 執行機関機構図（平成25年4月1日現在）（平成25年4月1日現在）
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市長市長 副市長副市長

総 務 部総 務 部

秘書広報課秘書広報課 秘書広報班秘書広報班
人事班人事班
行政班行政班
文書班文書班
企画統計班企画統計班
行財政改革推進室行財政改革推進室
市民税班市民税班
資産税班資産税班
管理班管理班
収税班収税班
特別整理班特別整理班
財政班財政班
管財検査班管財検査班
管理システム班管理システム班
消防防災班消防防災班
交通防犯班交通防犯班

市民班市民班
整備班整備班
国保班国保班
保険税班保険税班
年金班年金班
社会班社会班
保護班保護班
給付班給付班
支援班支援班
障がい者就労支援事障がい者就労支援事業所業所
つくし園つくし園
給付保険料班給付保険料班
認定調査班認定調査班
高齢者支援班(高齢者支援班(地域包括支援センター地域包括支援センター))
老人福祉センター老人福祉センター

児童家庭班児童家庭班
保育班保育班

庶務班庶務班
母子保健班母子保健班
成人保健班成人保健班

農畜産班農畜産班
振興班振興班
商工班商工班
消費生活班消費生活班
衛生班衛生班
保全班保全班
管理班管理班

総 務 課総 務 課

企 画 課企 画 課

財 政 課財 政 課

市 民 部市 民 部

福祉事務所福祉事務所

経済環境部経済環境部

課　税 課課　税 課

納 税 課納 税 課

市 民 課市 民 課

国保年金課国保年金課

社会福祉課社会福祉課

障がい福祉課障がい福祉課

高齢者福祉課高齢者福祉課

児童家庭課児童家庭課

防 災 課防 災 課

健康管理課健康管理課

商 工 課商 工 課

農 政 課農 政 課

環 境 課環 境 課

クリーンセンタークリーンセンター

情報管理課情報管理課

八 街 保 育 園八 街 保 育 園
実 住 保 育 園実 住 保 育 園
朝 陽 保 育 園朝 陽 保 育 園
交 進 保 育 園交 進 保 育 園
二州第一保育園二州第一保育園
二州第二保育園二州第二保育園
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建 設 部建 設 部

会計管理者会計管理者

調整班調整班
管理班管理班
整備班整備班
維持班維持班
計画班計画班
指導班指導班
住宅班住宅班
都市整備班都市整備班
公園緑地班公園緑地班
用地班用地班
駅周辺整備室駅周辺整備室
計画管理班計画管理班
建設雨水班建設雨水班

出納審査班出納審査班

業務班業務班
工務班工務班

議会班議会班

庶務班庶務班
施設班施設班
学務班学務班
指導室指導室
社会教育推進班社会教育推進班
文化財班文化財班
振興班振興班
管理事業班管理事業班
管理班管理班
奉仕班奉仕班
管理班管理班
管理班管理班

農地農政班農地農政班

選挙班選挙班

監査班監査班

書記書記

道路河川課道路河川課

都市整備課都市整備課

教育機関教育機関

事 務 局事 務 局

都市計画課都市計画課

水 道 課水 道 課

庶 務 課庶 務 課

議会事務局議会事務局議 会議 会

教育委員会教育委員会 教 育 長教 育 長

学校教育課学校教育課

スポーツ振興スポーツ振興課課

中央公民館中央公民館

図 書 館図 書 館

郷土資料館郷土資料館

学校給食センター学校給食センター

スポーツプラザスポーツプラザ

視聴覚教材センター視聴覚教材センター

農業委員会事務局農業委員会事務局農業委員会農業委員会

監査委員事務局監査委員事務局監査委員監査委員

固定資産評価審査委員会固定資産評価審査委員会

選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局選挙管理委員会選挙管理委員会

下 水 道 課下 水 道 課

会 計 課会 計 課

社会教育課社会教育課

八街第一幼稚園八街第一幼稚園
川 上 幼 稚 園川 上 幼 稚 園
朝 陽 幼 稚 園朝 陽 幼 稚 園

八 街 中 学 校八 街 中 学 校
八街中央中学校八街中央中学校
八街南中学校八街南中学校
八街北中学校八街北中学校

実 住 小 学 校実 住 小 学 校
笹 引 小 学 校笹 引 小 学 校
朝 陽 小 学 校朝 陽 小 学 校
交 進 小 学 校交 進 小 学 校
二 州 小 学 校二 州 小 学 校
二州小学校沖分校二州小学校沖分校

川 上 小 学 校川 上 小 学 校
八街東小学校八街東小学校
八街北小学校八街北小学校

教育センター教育センター

教育支援センター教育支援センター
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年月日年月日 主　　な　　行　　政　　の　　記　　録主　　な　　行　　政　　の　　記　　録

第8回国勢調査実施　人口　25,754人　世帯数　4,726世帯第8回国勢調査実施　人口　25,754人　世帯数　4,726世帯

西沖畑地かんがい施設完成西沖畑地かんがい施設完成
榎戸駅開設される榎戸駅開設される
県立佐倉二高八街校舎独立して県立八街高等学校となる県立佐倉二高八街校舎独立して県立八街高等学校となる
2代町長に池田瀧治氏就任2代町長に池田瀧治氏就任

有線放送町営となる有線放送町営となる
八街町中央畑地かんがい施設完成八街町中央畑地かんがい施設完成
町議会議員選挙執行町議会議員選挙執行
上水道給水開始上水道給水開始

御宿町に「八街町青年の家」オープン御宿町に「八街町青年の家」オープン
四区畑地かんがい施設完成四区畑地かんがい施設完成
第9回国勢調査実施　人口　25,387人　世帯数　4,964世帯第9回国勢調査実施　人口　25,387人　世帯数　4,964世帯

駅前商店街落成駅前商店街落成
町史編さん決定町史編さん決定

八街町スポーツ振興審議会設置八街町スポーツ振興審議会設置
3代町長に山本　氏就任3代町長に山本　氏就任

八街中央中学校開校（朝陽、交進、二州、川上の4中学校は統合により廃止）八街中央中学校開校（朝陽、交進、二州、川上の4中学校は統合により廃止）
空港問題起こる空港問題起こる
沖、榎戸、富山畑地かんがい施設完成沖、榎戸、富山畑地かんがい施設完成
町議会議員選挙執行町議会議員選挙執行

八街町史料第1集発刊八街町史料第1集発刊
町章制定町章制定
合併10周年記念式典挙行合併10周年記念式典挙行
八街町立図書館オープン八街町立図書館オープン

上水道第一次拡張工事完成上水道第一次拡張工事完成
西夕畑地かんがい施設完成西夕畑地かんがい施設完成
八街町史料第2集発刊八街町史料第2集発刊
滝台畑地かんがい施設完成滝台畑地かんがい施設完成
第10回国勢調査実施　人口　25,173人　世帯数　5,379世帯第10回国勢調査実施　人口　25,173人　世帯数　5,379世帯

川上農協・八街農協合併川上農協・八街農協合併
町立川上小学校上砂分校廃止町立川上小学校上砂分校廃止
八街町史料第3集発刊八街町史料第3集発刊
落花生音頭、八街音頭、八街よいとこ、レコード作成発表会落花生音頭、八街音頭、八街よいとこ、レコード作成発表会
4代町長に池田瀧治氏就任4代町長に池田瀧治氏就任

上水道事業着工（3か年継続事業）上水道事業着工（3か年継続事業）
町役場川上支所廃止　町役場川上支所廃止　

山武町沖渡の一部八街町へ編入山武町沖渡の一部八街町へ編入
笹引小学校独立笹引小学校独立

八街町誕生（旧八街町・川上村合併）　人口　25,843人　世帯数　4,712世帯八街町誕生（旧八街町・川上村合併）　人口　25,843人　世帯数　4,712世帯
初代町長に池田瀧治氏就任初代町長に池田瀧治氏就任

113. 行政記録113. 行政記録

昭和29.11.昭和29.11.　　11
　　　12.　　　12.　　11

　　30.10.　　30.10.　　11

　　31.　　31.　　4.4.　　11
4.4.　　11

　　33.　　33.　　3.3.　　　　
4.4.　　11
4.4.　　11
12.1112.11

　　35.　　35.　　7.207.20
8.8.　　　　
10.10.　　11

　　38.　　38.　　4.4.　　11
6.6.　　　　
8.8.　　　　

　　9.109.10

　　39.　　39.　　6.156.15
11.11.　　11
11.11.　　11
11.11.　　11

　　40.　　40.　　2.　2.　
3.3.　　　　
3.153.15
8.8.　　　　
10.10.　　11

　　41.　　41.　　1.1.　　11
9.309.30
10.10.　　11
11.11.　　　　
12.1112.11

　　36.　　36.　　6.　6.　
7.7.　　22

　　37.　　37.　　7.7.　　11
12.1112.11

　　34.　　34.　　4.4.　　11

9.9.　　55
11.　11.　

　　32.　　32.　　6.6.　　　　
10.　10.　
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年月日年月日 主　　な　　行　　政　　の　　記　　録主　　な　　行　　政　　の　　記　　録

名誉町民に西村繁氏を推挙名誉町民に西村繁氏を推挙
住野畑地かんがい施設完成住野畑地かんがい施設完成
八街町青年研修所設置八街町青年研修所設置
町内電話ダイヤル式となる町内電話ダイヤル式となる
町議会議員選挙執行町議会議員選挙執行
滝台松入地区で古銅印発見滝台松入地区で古銅印発見

町立朝陽保育園開園町立朝陽保育園開園
町立交進保育園開園町立交進保育園開園

学校給食センター業務開始学校給食センター業務開始
八街開拓100年記念式典挙行八街開拓100年記念式典挙行

ゴミ焼却場完成ゴミ焼却場完成
四木畑地かんがい施設完成四木畑地かんがい施設完成
町立二州第一保育園開園町立二州第一保育園開園
国より野菜指定産地（秋冬大根、白菜）の指定を受ける国より野菜指定産地（秋冬大根、白菜）の指定を受ける
第11回国勢調査実施　人口　25,357人　世帯数　5,827世帯第11回国勢調査実施　人口　25,357人　世帯数　5,827世帯
六区畑地かんがい施設完成六区畑地かんがい施設完成
5代町長に内山正吉氏就任5代町長に内山正吉氏就任

神田畑地かんがい施設完成神田畑地かんがい施設完成
町の木「キャラ」制定町の木「キャラ」制定
町立二州第二保育園開園町立二州第二保育園開園
町議会議員選挙執行町議会議員選挙執行

九十九路団地四階建完成（49年度第1棟完成）九十九路団地四階建完成（49年度第1棟完成）
文化財審議委員会発足文化財審議委員会発足
町議会議員選挙執行町議会議員選挙執行
第12回国勢調査実施　人口　28,511人　世帯数　7,024世帯第12回国勢調査実施　人口　28,511人　世帯数　7,024世帯
干ばつによる農作物の被害約18億円、天災融資法発動される干ばつによる農作物の被害約18億円、天災融資法発動される

佐倉市外二町消防組合発足佐倉市外二町消防組合発足
有線放送廃止有線放送廃止
国体関東地区予選大会一般男子ソフトボール会場国体関東地区予選大会一般男子ソフトボール会場
八街町基本構想議決八街町基本構想議決
佐倉市外二町消防組合八街分署完成佐倉市外二町消防組合八街分署完成

日曜当番医制度発足日曜当番医制度発足
観光農業オープン観光農業オープン
名誉町民に池田瀧治氏を推挙名誉町民に池田瀧治氏を推挙
町立八街中学校校舎改築町立八街中学校校舎改築
若潮国体一般男子ソフトボール会場若潮国体一般男子ソフトボール会場

ホームヘルパー制度発足ホームヘルパー制度発足
八街町史発行八街町史発行
上水道第二配水場完成上水道第二配水場完成
千葉県消防操法大会で第26分団が最優秀賞受賞千葉県消防操法大会で第26分団が最優秀賞受賞
町立八街保育園改築町立八街保育園改築
総武本線電化完成（佐倉－銚子間）総武本線電化完成（佐倉－銚子間）
合併20周年記念式典挙行合併20周年記念式典挙行
都市計画法による計画道路、用途地域決定都市計画法による計画道路、用途地域決定
町立川上小学校改築町立川上小学校改築
6代町長に山本　氏就任6代町長に山本　氏就任

昭和42.昭和42.　　3.113.11
3.　3.　

　　4.4.　　11
7.7.　　44
9.9.　　88
10.　10.　

45.45.　　2.　2.　
3.　3.　

　　6.6.　　11
10.10.　　　　
10.10.　　11
12.　12.　
12.1112.11

43.43.　　7.7.　　11
9.9.　　11

44.44.　　1.251.25
11.11.　　22

46.46.　　3.　3.　
4.4.　　11
4.4.　　11
9.9.　　55

47.47.　　4.4.　　11
5.315.31
9.9.　　　　
9.309.30
12.　12.　

48.48.　　1.1.　　　　
4.　4.　
6.286.28
8.　8.　
10.　10.　

50.50.　　3.3.　　　　
4.4.　　11
9.9.　　77
10.10.　　11
11.　11.　

49.49.　　4.4.　　　　
7.317.31
8.　8.　
8.　8.　
8.　8.　
10.10.　　11
11.　11.　
11.　11.　
11.　11.　
12.1112.11
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年月日年月日 主　　な　　行　　政　　の　　記　　録主　　な　　行　　政　　の　　記　　録

九十九路団地四階建完成（50年度第2棟完成）九十九路団地四階建完成（50年度第2棟完成）
町立八街中学校体育館完成町立八街中学校体育館完成
名誉町民に宮田清二郎氏を推挙名誉町民に宮田清二郎氏を推挙
八街町母子保健センター設置八街町母子保健センター設置
結婚相談所開設結婚相談所開設
町立八街第一幼稚園開園町立八街第一幼稚園開園
総合保健センター完成総合保健センター完成
八街町植木センターオープン八街町植木センターオープン
八街商工会議所山田台支所開設八街商工会議所山田台支所開設

南部農協・八街農協合併南部農協・八街農協合併
九十九路団地四階建完成（51年度第3棟完成）九十九路団地四階建完成（51年度第3棟完成）
上水道第3次拡張工事完成上水道第3次拡張工事完成
町立川上幼稚園開園町立川上幼稚園開園
八街町総合保健センター設置八街町総合保健センター設置
中小企業融資制度発足中小企業融資制度発足
住民登録人口が3万人を越える住民登録人口が3万人を越える
榎戸しし舞い保存会発足榎戸しし舞い保存会発足
村ぐるみ農業「やすらぎの家」上砂に完成村ぐるみ農業「やすらぎの家」上砂に完成
五区畑地かんがい施設完成五区畑地かんがい施設完成
八街中学校男子バレーボールが県代表として全国大会に出場八街中学校男子バレーボールが県代表として全国大会に出場
八街高校女子ソフトボールが県代表として全国大会に出場八街高校女子ソフトボールが県代表として全国大会に出場
八街町みんなのあい言葉決まる八街町みんなのあい言葉決まる
県立八街高等学校大関に新築移転県立八街高等学校大関に新築移転
八街駅開業80周年記念式典挙行八街駅開業80周年記念式典挙行
第1回産業まつり開催第1回産業まつり開催
佐倉市外二町消防組合八街南部出張所完成佐倉市外二町消防組合八街南部出張所完成

二区蜂谷ふじさん100歳の長寿を祝い川上知事が蜂谷さん宅訪問二区蜂谷ふじさん100歳の長寿を祝い川上知事が蜂谷さん宅訪問
公共下水道事業着手公共下水道事業着手
九十九路団地四階建完成（52年度第4棟完成）九十九路団地四階建完成（52年度第4棟完成）
大関から「真井原」が独立大関から「真井原」が独立
老人福祉センター落成・中央公園の一部開園(昭和52年度から4か年継続事業)老人福祉センター落成・中央公園の一部開園(昭和52年度から4か年継続事業)
成田空港開港成田空港開港
第2回産業まつり開催第2回産業まつり開催
7代町長に山本　氏就任7代町長に山本　氏就任

昭和51.昭和51.　　3.3.
　　

3.3.　　11
3.233.23
4.4.　　11
6.　6.　
6.6.　　11
9.9.　　11
9.　9.　

52.52.　　1.1.　　11
3.　3.　
3.　3.　
4.4.　　11
4.4.　　11
4.　4.　
5.5.　　　　
6.6.　　　　
7.　7.　
7.　7.　
8.　8.　
8.　8.　
10.　10.　
10.　10.　
11.　11.　
11.　11.　
12.　12.　

54.54.　　2.152.15
4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　11
　　

7.　7.　
8.108.10
9.9.　　99
11.11.　　44
11.2311.23
12.1812.18
12.2512.25
12.2612.26

53.53.　　1.1.　　77
2.　2.　
3.193.19
4.4.　　11
5.175.17
5.205.20
11.1711.17
12.1112.11

千葉地方法務局八街出張所新庁舎完成千葉地方法務局八街出張所新庁舎完成
社会福祉法人八街町社会福祉協議会発足社会福祉法人八街町社会福祉協議会発足
町立朝陽幼稚園開園町立朝陽幼稚園開園
しし舞(榎戸)、麦つき唄・踊り(文違)、塩古ざる(根古谷)の制作技術が八街しし舞(榎戸)、麦つき唄・踊り(文違)、塩古ざる(根古谷)の制作技術が八街
無形民俗文化財に指定される無形民俗文化財に指定される
町立笹引小学校新校舎完成町立笹引小学校新校舎完成
ポナペ島の子どもを迎えるポナペ島の子どもを迎える
町議会議員選挙執行町議会議員選挙執行
八街町中央公民館完成八街町中央公民館完成
第3回産業まつり開催第3回産業まつり開催
役場庁舎旧八街高校跡に移転役場庁舎旧八街高校跡に移転
住野老人憩いの家完成住野老人憩いの家完成
国際児童年記念子ども大会開かれる国際児童年記念子ども大会開かれる
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年月日年月日 主　　な　　行　　政　　の　　記　　録主　　な　　行　　政　　の　　記　　録

八街町住野老人憩いの家設置八街町住野老人憩いの家設置
千葉県移動芸術劇場交響楽公演千葉県移動芸術劇場交響楽公演
町立交進保育園改築工事竣工式町立交進保育園改築工事竣工式
町立二州小学校沖分校完成町立二州小学校沖分校完成
八街町の小・中学生15人が全国の子どもたち80人と一緒に南太平洋ミクロネ八街町の小・中学生15人が全国の子どもたち80人と一緒に南太平洋ミクロネ
シア諸島のパラオ島を訪問、親善を深めたシア諸島のパラオ島を訪問、親善を深めた
パラオ島の子どもたちを迎えるパラオ島の子どもたちを迎える
八街町子ども納涼のつどい八街町子ども納涼のつどい
第13回国勢調査実施　人口　31,939人　世帯数　8,318世帯第13回国勢調査実施　人口　31,939人　世帯数　8,318世帯
印旛地区タートリンピック印旛地区タートリンピック
町立八街東小学校校舎新築起工式町立八街東小学校校舎新築起工式
第4回産業まつり開催第4回産業まつり開催
第1回歩け歩け大会開催第1回歩け歩け大会開催
町民のいこいの場中央公園完成町民のいこいの場中央公園完成
一般廃棄物最終処分場第1期工事分が用草に完成一般廃棄物最終処分場第1期工事分が用草に完成

町立朝陽保育園改築工事竣工式町立朝陽保育園改築工事竣工式
旧役場庁舎の解体式が行われる旧役場庁舎の解体式が行われる
町立八街東小学校の就学区域決定（一区、七区、富山、大関、朝日）町立八街東小学校の就学区域決定（一区、七区、富山、大関、朝日）
稚蚕共同飼育所竣工式稚蚕共同飼育所竣工式
町立八街保育園30周年記念式町立八街保育園30周年記念式
国際障害者全国キャンペーンキャラバン隊来町国際障害者全国キャンペーンキャラバン隊来町
移動図書館車「ひばり号」巡回開始移動図書館車「ひばり号」巡回開始
第17回千葉県消防操法大会で、第7分団・第25分団が優勝第17回千葉県消防操法大会で、第7分団・第25分団が優勝
第6回太平洋子どもウイークで、トラック諸島の子ども親善大使77人来町第6回太平洋子どもウイークで、トラック諸島の子ども親善大使77人来町
役場庁舎増築工事完成役場庁舎増築工事完成
第5回産業まつり開催第5回産業まつり開催
八街駅ホーム上屋完成式八街駅ホーム上屋完成式

町立実住小学校創立90年記念式典町立実住小学校創立90年記念式典
小谷流集会所落成小谷流集会所落成
榎戸から「泉台」が独立榎戸から「泉台」が独立
町立八街東小学校開校式町立八街東小学校開校式
交通安全地域ぐるみ大会交通安全地域ぐるみ大会
第33回印旛郡市体育大会会場第33回印旛郡市体育大会会場
ポナペ島ちびっ子親善大使来町ポナペ島ちびっ子親善大使来町
交通安全キャラバン隊来町交通安全キャラバン隊来町
第8回全国消防操法大会で、第25分団が小型ポンプの部において準優勝第8回全国消防操法大会で、第25分団が小型ポンプの部において準優勝
町立実住小学校改築工事起工式町立実住小学校改築工事起工式
第4回千葉県民体力づくり軽スポーツ大会印旛地区大会第4回千葉県民体力づくり軽スポーツ大会印旛地区大会
地域ぐるみ福祉旬間統一キャンペーン地域ぐるみ福祉旬間統一キャンペーン
第18回千葉県消防操法大会で、第24分団・第26分団が優勝第18回千葉県消防操法大会で、第24分団・第26分団が優勝
第6回産業まつり開催第6回産業まつり開催
8代町長に　口行光氏就任8代町長に　口行光氏就任

七区集会所落成七区集会所落成
榎戸公民館完成榎戸公民館完成
町立実住保育園開園町立実住保育園開園
八街町南部連絡所開設八街町南部連絡所開設

昭和55.昭和55.　　1.1.　　11
3.3.　　22
4.4.　　33
4.4.　　44
8.8.　　99

8.168.16
8.308.30
10.10.　　11
10.2310.23
11.11.　　44
11.2311.23
11.3011.30
12.1012.10
12.2012.20

56.56.　　2.272.27
3.233.23
3.273.27
4.214.21
4.254.25
5.235.23
7.217.21
7.217.21
8.8.　　99
11.2011.20
11.2111.21
11.2611.26

57.57.　　3.3.　　77
3.143.14
4.4.　　11
4.4.　　66
4.104.10
7.317.31
8.8.　　55
8.278.27
10.1110.11
10.1910.19
10.3110.31
11.11.　　11
11.11.　　55
11.2311.23
12.1112.11

58.58.　　3.3.　　　　
3.303.30
4.4.　　11
5.105.10



八街町クリーンセンター起工式八街町クリーンセンター起工式
町立朝陽小学校創立100周年記念式典町立朝陽小学校創立100周年記念式典
南部運動場にアスレチック場を設置南部運動場にアスレチック場を設置
町立実住小学校校舎竣工町立実住小学校校舎竣工
騒音規制法、振動規制法の地域指定（都市計画法に基づく用途地域内）騒音規制法、振動規制法の地域指定（都市計画法に基づく用途地域内）
第7回交通安全地域総ぐるみ大会第7回交通安全地域総ぐるみ大会
六区農村集落センター完成六区農村集落センター完成
「非核平和都市」とすることを宣言「非核平和都市」とすることを宣言
八街町行財政調査会発足八街町行財政調査会発足
印旛支部消防操法大会で第2分団が優勝印旛支部消防操法大会で第2分団が優勝
第20回千葉県消防操法大会で第2分団が準優勝第20回千葉県消防操法大会で第2分団が準優勝
町立八街東小学校プール完成町立八街東小学校プール完成
町村合併30周年記念商工まつり開催町村合併30周年記念商工まつり開催
町村合併30周年を記念して、関東一輪車大会が開催される町村合併30周年を記念して、関東一輪車大会が開催される
第9回全国消防操法大会で第26分団が優勝第9回全国消防操法大会で第26分団が優勝
八街町合併30周年記念式典八街町合併30周年記念式典
前町長故山本　氏町民葬前町長故山本　氏町民葬
第8回八街町合併30周年記念産業まつり開催第8回八街町合併30周年記念産業まつり開催
町村合併30周年記念として「八街の歩み」を発刊し、全世帯に配布町村合併30周年記念として「八街の歩み」を発刊し、全世帯に配布
名誉町民故池田瀧治氏町民葬名誉町民故池田瀧治氏町民葬
八街町行財政調査会答申八街町行財政調査会答申

－112－－112－

年月日年月日 主　　な　　行　　政　　の　　記　　録主　　な　　行　　政　　の　　記　　録

真井原から「みどり台」が独立真井原から「みどり台」が独立
北マリアナ諸島のちびっ子親善大使来町北マリアナ諸島のちびっ子親善大使来町
町立朝陽小学校改築工事竣工町立朝陽小学校改築工事竣工
町議会議員選挙執行町議会議員選挙執行
第19回千葉県消防操法大会で、第25分団・第26分団が3位第19回千葉県消防操法大会で、第25分団・第26分団が3位
第7回産業まつり開催第7回産業まつり開催
町立朝陽小学校旧校舎改修工事完成町立朝陽小学校旧校舎改修工事完成
「八街町総合計画」策定「八街町総合計画」策定

八街町クリーンセンター完成八街町クリーンセンター完成
町立交進小学校・町立八街東小学校体育館完成町立交進小学校・町立八街東小学校体育館完成
電算準備室設置電算準備室設置
八街町クリーンセンター開設八街町クリーンセンター開設
大東区コミュニティセンター完成大東区コミュニティセンター完成
「八街駅周辺整備協議会」発足「八街駅周辺整備協議会」発足
すぐやる係を廃止すぐやる係を廃止
東関東自動車道酒々井インターチェンジ設置促進期成同盟を結成東関東自動車道酒々井インターチェンジ設置促進期成同盟を結成
印旛支部消防操法大会で、小型ポンプの部で第3分団、ポンプ自動車の部で印旛支部消防操法大会で、小型ポンプの部で第3分団、ポンプ自動車の部で
第7分団が優勝第7分団が優勝
千葉県消防操法大会で、小型ポンプの部で第3分団、ポンプ自動車の部で千葉県消防操法大会で、小型ポンプの部で第3分団、ポンプ自動車の部で
第7分団が優勝第7分団が優勝
第14回国勢調査実施　人口　37,532人　世帯数　9,933世帯　第14回国勢調査実施　人口　37,532人　世帯数　9,933世帯　
町立八街南中学校起工式町立八街南中学校起工式
町営駐輪場を開設町営駐輪場を開設
第9回産業まつり開催第9回産業まつり開催

北夕日丘公民館完成北夕日丘公民館完成
町立笹引小学校創立30周年記念体育館落成記念式典町立笹引小学校創立30周年記念体育館落成記念式典
南部連絡所を農協山田台支所へ移転南部連絡所を農協山田台支所へ移転

昭和58.昭和58.　　5.135.13
7.247.24
8.278.27
9.9.　　44
10.10.　　77
11.1911.19
11.　11.　
12.1212.12

59.59.　　1.281.28
2.2.　　11
3.3.　　99
3.193.19
4.4.　　11
4.4.　　77
4.214.21
5.　5.　
5.175.17
7.117.11
7.247.24
8.8.　　11
8.158.15
10.2110.21
10.2110.21
11.11.　　11
11.1611.16
11.2411.24
12.　12.　
12.2412.24
12.2712.27

60.60.　　1.121.12
3.173.17
4.4.　　11
4.4.　　11
4.144.14
4.264.26
7.7.　　11
7.7.　　88
7.107.10
　　

7.267.26
　　

10.10.　　11
10.2510.25
11.11.　　11
11.2311.23

61.61.　　1.1.　　77
3.133.13
4.4.　　11



－113－－113－

年月日年月日 主　　な　　行　　政　　の　　記　　録主　　な　　行　　政　　の　　記　　録

八街町消防団まとい授賞八街町消防団まとい授賞
住民登録人口が4万人を超える住民登録人口が4万人を超える
中央公民館用草分館完成中央公民館用草分館完成
町営住宅長谷団地落成式町営住宅長谷団地落成式
「写真で見る八街の歴史」発刊「写真で見る八街の歴史」発刊
町立八街南中学校開校町立八街南中学校開校
印旛郡市広域水道用水供給事業受水印旛郡市広域水道用水供給事業受水
「産業廃棄物最終処分場設置反対」とすることを宣言「産業廃棄物最終処分場設置反対」とすることを宣言
町立八街南中学校プール落成式町立八街南中学校プール落成式
高齢者共同作業所開所高齢者共同作業所開所
町議会議員選挙執行町議会議員選挙執行
第11回産業まつり開催第11回産業まつり開催
千葉県東方沖地震（町内の屋根瓦被害甚大）千葉県東方沖地震（町内の屋根瓦被害甚大）

昭和天皇崩御昭和天皇崩御

「昭和」を「平成」に改元「昭和」を「平成」に改元
「大喪の礼」が行われ、休日となる「大喪の礼」が行われ、休日となる
文違コミュニティセンター落成式文違コミュニティセンター落成式
公共下水道供用開始公共下水道供用開始
中央グラウンド夜間照明施設供用開始中央グラウンド夜間照明施設供用開始
四区コミュニティセンター落成式四区コミュニティセンター落成式
町学校給食センター起工式町学校給食センター起工式
町立二州小学校沖分校プール落成式町立二州小学校沖分校プール落成式
役場第２庁舎完成役場第２庁舎完成
山田台コミュニティセンター落成式山田台コミュニティセンター落成式
土曜閉庁方式実施（第2・第4土曜日が休日）土曜閉庁方式実施（第2・第4土曜日が休日）

西部グラウンド完成西部グラウンド完成
町学校給食センター完成町学校給食センター完成
八街町立図書館着工八街町立図書館着工
第1回夏休み子ども議会第1回夏休み子ども議会
「ゆとり創造」とすることを宣言「ゆとり創造」とすることを宣言
住民登録人口が5万人を越える住民登録人口が5万人を越える
第15回国勢調査実施　人口　50,036人　世帯数　14,168世帯第15回国勢調査実施　人口　50,036人　世帯数　14,168世帯
第13回産業まつり開催第13回産業まつり開催
平成天皇「即位礼正殿の儀」が行われ、休日となる平成天皇「即位礼正殿の儀」が行われ、休日となる
10代町長に　口行光氏就任10代町長に　口行光氏就任

五区コミュニティセンター落成式五区コミュニティセンター落成式
印旛支部消防操法大会で、小型ポンプの部で第3分団、ポンプ自動車の部で印旛支部消防操法大会で、小型ポンプの部で第3分団、ポンプ自動車の部で
第2分団が優勝第2分団が優勝
第41回国民体育大会関東地区一般女子ソフトボール大会会場第41回国民体育大会関東地区一般女子ソフトボール大会会場
電算機導入電算機導入
第10回全国消防操法大会で第3分団が優勝第10回全国消防操法大会で第3分団が優勝
第10回産業まつり開催第10回産業まつり開催
一区コミュニティセンター落成式一区コミュニティセンター落成式
9代町長に　口行光氏就任9代町長に　口行光氏就任

昭和61.昭和61.　　4.4.　　66
　　7.117.11

8.　8.　
10.10.　　11
10.1410.14
11.2311.23
12.12.　　22
12.1112.11

62.62.　　2.102.10
　　3.103.10
3.313.31
3.313.31
3.313.31
4.4.　　11
4.4.　　11
6.186.18
8.8.　　66
8.208.20
9.9.　　66
11.　11.　
12.1712.17

平成元.平成元.　　1.1.　　88
　　2.242.24
3.113.11
3.313.31
4.4.　　11
5.285.28
7.7.　　55
8.8.　　99
9.　9.　
9.279.27
11.　11.　

2.2.　　1.1.　　　　
　　2.282.28
4.274.27
8.298.29
9.129.12
9.219.21
10.10.　　11
11.11.　　　　
11.1211.12
12.1112.11

64.64.　　1.1.　　77

63.63.　　8.8.　　88
11.　11.　
12.1612.16

町立二州小学校沖分校屋内運動場建設工事起工式町立二州小学校沖分校屋内運動場建設工事起工式
第12回産業まつり開催第12回産業まつり開催
八街町基本構想議決八街町基本構想議決
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年月日年月日 主　　な　　行　　政　　の　　記　　録主　　な　　行　　政　　の　　記　　録

「さようなら八街町感謝のつどい」が町中央公民館で行われる「さようなら八街町感謝のつどい」が町中央公民館で行われる
大谷流コミュニティセンター完成大谷流コミュニティセンター完成
八街市誕生（全国で622番目　県内30番目の市）八街市誕生（全国で622番目　県内30番目の市）
　　人 　 口人 　 口 　 54,756人　 54,756人
　　世 帯 数 　世 帯 数 　 16,234世帯16,234世帯
　初代市長    　初代市長    　　口行光　口行光　
　　市 の 木市 の 木       キンモクセイキンモクセイ
開市式開催開市式開催
八街市福祉事務所設置八街市福祉事務所設置
市立八街北小学校開校市立八街北小学校開校
八街市郷土資料館設置八街市郷土資料館設置
佐倉市・八街市・酒々井町消防組合八街消防署南部出張所開設佐倉市・八街市・酒々井町消防組合八街消防署南部出張所開設
住野から「藤の台」が独立住野から「藤の台」が独立
勢田・用草・夕日丘から「希望ヶ丘」が独立勢田・用草・夕日丘から「希望ヶ丘」が独立
八街市制施行記念式典八街市制施行記念式典
県民の日記念行事「ふれあいいんば92」が八街会場で行われる県民の日記念行事「ふれあいいんば92」が八街会場で行われる
「暴力追放都市」とすることを宣言「暴力追放都市」とすることを宣言

市制施行記念ＮＨＫラジオ体操開催市制施行記念ＮＨＫラジオ体操開催
スポーツプラザ落成式スポーツプラザ落成式
スポーツプラザ（体育館・テニスコート）オープンスポーツプラザ（体育館・テニスコート）オープン
市制施行記念ＮＨＫのど自慢公開放送開催市制施行記念ＮＨＫのど自慢公開放送開催
市民憲章制定市民憲章制定
市制施行記念八街市民体育祭開会式に中国友好交流訪問団が参加市制施行記念八街市民体育祭開会式に中国友好交流訪問団が参加
第15回産業まつり開催第15回産業まつり開催
「八富成田斎場」オープン「八富成田斎場」オープン

土曜（毎週）閉庁実施土曜（毎週）閉庁実施
新北部グラウンドオープン新北部グラウンドオープン
市制施行記念　タイムカプセル「八街夢飛行船1992」埋設式が行われる市制施行記念　タイムカプセル「八街夢飛行船1992」埋設式が行われる
（20年後に開封）（20年後に開封）
市の組織機構が変更（部制施行）市の組織機構が変更（部制施行）
南部老人憩いの家オープン南部老人憩いの家オープン
大清水コミュニティセンター完成大清水コミュニティセンター完成
住民登録人口が6万人を越える住民登録人口が6万人を越える
第16回産業まつり開催第16回産業まつり開催

市の行政組織一部変更市の行政組織一部変更
在宅介護支援センター開設・老人デイサービス開始在宅介護支援センター開設・老人デイサービス開始
八街市福祉作業所開業八街市福祉作業所開業
八街北部学童クラブ完成八街北部学童クラブ完成
吉倉から「ガーデンタウン」が独立吉倉から「ガーデンタウン」が独立
八街市史研究創刊号発刊八街市史研究創刊号発刊
第17回産業まつり開催第17回産業まつり開催

平成平成　　3.3.　　2.192.19
3.163.16
3.283.28
5.215.21
9.9.　　88
10.10.　　66
11.2311.23

5.5.　　1.1.　　22
1.1.　　55
3.263.26

4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　11
8.168.16
11.2011.20

6.6.　　4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　77
10.10.　　11
10.10.　　11
11.11.　　22
11.1211.12

平成平成　　4.4.　　3.293.29
3.313.31
4.4.　　11

4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　11
5.105.10
6.6.　　77
6.196.19
7.227.22
7.237.23
9.9.　　11
9.9.　　66
9.289.28
10.1010.10
11.2211.22
12.12.　　11

スポーツプラザ体育館起工式（3か年継続事業）スポーツプラザ体育館起工式（3か年継続事業）
ＪＲダイヤ改正により、快速電車が八街駅始発で運行ＪＲダイヤ改正により、快速電車が八街駅始発で運行
コミュニティセンター「いさご会館」落成式コミュニティセンター「いさご会館」落成式
町立八街北小学校起工式町立八街北小学校起工式
町議会議員選挙執行町議会議員選挙執行
新八街町立図書館開館新八街町立図書館開館
第14回産業まつり開催第14回産業まつり開催
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年月日年月日 主　　な　　行　　政　　の　　記　　録主　　な　　行　　政　　の　　記　　録

八街市総合保健福祉センターオープン八街市総合保健福祉センターオープン
（社）八街市シルバー人材センター事業開始（社）八街市シルバー人材センター事業開始
市立保育園で産休明け保育を開始市立保育園で産休明け保育を開始
ゴミ分別方法が変わり、収集袋・収集日が変更ゴミ分別方法が変わり、収集袋・収集日が変更
公共下水道供用処理開始区域が拡大公共下水道供用処理開始区域が拡大
大木第一配水場改修工事完成大木第一配水場改修工事完成
「八街市マスタープラン」を策定「八街市マスタープラン」を策定
五区から「ライオンズガーデン」が独立五区から「ライオンズガーデン」が独立
身体障害者デイサービス開始身体障害者デイサービス開始
８が並ぶことを記念し、「８・８・８八街市民音楽祭」を開催８が並ぶことを記念し、「８・８・８八街市民音楽祭」を開催
市有大型バス運行開始市有大型バス運行開始
第19回産業まつり開催第19回産業まつり開催

住民票の写し・印鑑登録証明書の自動交付サービスを開始住民票の写し・印鑑登録証明書の自動交付サービスを開始
市立八街北中学校開校市立八街北中学校開校
簡易マザーズホーム「八街市立つくし園」開園簡易マザーズホーム「八街市立つくし園」開園
市立第２給食センター起工式市立第２給食センター起工式
住民登録人口が７万人を越える住民登録人口が７万人を越える
神田集会場落成式神田集会場落成式
八街市と八街郵便局、市内特定郵便局５局が「防災協定」を締結八街市と八街郵便局、市内特定郵便局５局が「防災協定」を締結
第20回産業まつり開催第20回産業まつり開催

夕日丘区松原たかさん数え100歳の長寿を祝い沼田知事が訪問夕日丘区松原たかさん数え100歳の長寿を祝い沼田知事が訪問
第１庁舎エレベーター供用開始第１庁舎エレベーター供用開始
四木区コミュニティセンター落成式四木区コミュニティセンター落成式
市立第２給食センター落成式市立第２給食センター落成式
市立八街北中学校プール完成市立八街北中学校プール完成
子育て支援センター開設（市立実住保育園内）子育て支援センター開設（市立実住保育園内）
ポイ捨て禁止条例施行ポイ捨て禁止条例施行
八街市長選挙執行八街市長選挙執行
市議会議員補欠選挙執行（無投票）市議会議員補欠選挙執行（無投票）
第21回産業まつり開催第21回産業まつり開催
３代市長に長谷川健一氏就任３代市長に長谷川健一氏就任
西林コミュニティセンター落成式西林コミュニティセンター落成式

一般廃棄物最終処分場完成一般廃棄物最終処分場完成
市と八街郵便局が道路破損などの情報提供に関する覚書を締結市と八街郵便局が道路破損などの情報提供に関する覚書を締結
市議会議員選挙執行（定数26人→24人）市議会議員選挙執行（定数26人→24人）
市内循環「ふれあいバス」運行開始市内循環「ふれあいバス」運行開始
八街都市計画道路3.4.3号八街神門線整備工事着工八街都市計画道路3.4.3号八街神門線整備工事着工
第22回産業まつり開催第22回産業まつり開催
「けやきの森公園」開園「けやきの森公園」開園

8.8.　　4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　11
8.8.　　88
11.11.　　11
11.2311.23

9.9.　　1.1.　　77
4.4.　　11
4.4.　　11
7.7.　　77
7.7.　　77
10.2510.25
10.10.　　　　
11.2211.22

10.10.　　1.1.　　77
3.3.　　22
3.143.14
3.263.26
3.273.27
4.4.　　11
11.11.　　11
11.1511.15
11.1511.15
11.2211.22
12.1112.11
12.2512.25

11.11.　　3.3.　　　　
3.253.25
9.9.　　55
10.10.　　11
10.2510.25
11.1411.14
11.1511.15

7.7.　　3.3.　　11
3.283.28
3.　3.　
9.9.　　33
10.10.　　11
11.1111.11

平成6.11.27平成6.11.27
12.1112.11

八街市長選挙執行八街市長選挙執行
2代市長に長谷川健一氏就任2代市長に長谷川健一氏就任

住民登録人口が6万5千人を超える住民登録人口が6万5千人を超える
新移動図書館車「ＢＯＯＫ－ＢＵＳひばり号」巡回開始新移動図書館車「ＢＯＯＫ－ＢＵＳひばり号」巡回開始
八街市総合計画策定八街市総合計画策定
市議会議員選挙執行市議会議員選挙執行
第16回国勢調査実施　人口　65,218人　世帯数　19,377世帯第16回国勢調査実施　人口　65,218人　世帯数　19,377世帯
第18回産業まつり開催第18回産業まつり開催



－116－－116－

年月日年月日 主　　な　　行　　政　　の　　記　　録主　　な　　行　　政　　の　　記　　録

中央公民館松林分館落成式中央公民館松林分館落成式
「ふれあいバス」西コース運行開始「ふれあいバス」西コース運行開始
富山コミュニティセンター完成富山コミュニティセンター完成
中国山東省　坊市と文化交流を締結中国山東省　坊市と文化交流を締結
ＩＴ講習会実施（平成14年3月まで全76回）ＩＴ講習会実施（平成14年3月まで全76回）
個人情報保護条例施行個人情報保護条例施行
中国山東省　坊市訪日団来日中国山東省　坊市訪日団来日
第24回産業まつり開催第24回産業まつり開催

市立二州小学校新校舎完成市立二州小学校新校舎完成
山田台コミュニティセンター完成山田台コミュニティセンター完成
佐倉警察署吉倉交番開設佐倉警察署吉倉交番開設
文違から「喜望の杜」が独立文違から「喜望の杜」が独立
市立図書館リニューアルオープン市立図書館リニューアルオープン
市制施行10周年記念式典市制施行10周年記念式典
中国山東省　坊芸術学校が八街市民音楽祭に特別出演中国山東省　坊芸術学校が八街市民音楽祭に特別出演
千葉なの花県民会議を開催千葉なの花県民会議を開催
日中友好交流都市中学生卓球交歓大会日中友好交流都市中学生卓球交歓大会
　　（八街市・　坊市チーム参加　会場　北京市）　　（八街市・　坊市チーム参加　会場　北京市）
住民基本台帳ネットワークシステム（第１次稼動）スタート住民基本台帳ネットワークシステム（第１次稼動）スタート
ＪＲ八街駅の自由通路新設・駅舎橋上化整備工事起工式ＪＲ八街駅の自由通路新設・駅舎橋上化整備工事起工式
第25回産業まつり開催第25回産業まつり開催
新クリーンセンター工場棟稼働開始新クリーンセンター工場棟稼働開始
４代市長に長谷川健一氏就任４代市長に長谷川健一氏就任

市指定文化財に「御成街道跡」を指定する市指定文化財に「御成街道跡」を指定する
市立二州第二保育園新園舎完成市立二州第二保育園新園舎完成
市立八街南中学校武道館完成市立八街南中学校武道館完成
住野から「八街・榎戸学園台」が独立住野から「八街・榎戸学園台」が独立
朝陽児童クラブ開所朝陽児童クラブ開所
天皇皇后両陛下が特別養護老人ホーム「風の村」を視察天皇皇后両陛下が特別養護老人ホーム「風の村」を視察
朝陽小学校120周年記念ＮＨＫラジオ体操開催朝陽小学校120周年記念ＮＨＫラジオ体操開催
住民基本台帳ネットワークシステム（第２稼働）スタート住民基本台帳ネットワークシステム（第２稼働）スタート
市議会議員選挙執行市議会議員選挙執行
「ふれあいバス」東コース運行開始「ふれあいバス」東コース運行開始
第26回産業まつり開催第26回産業まつり開催
JＲ榎戸駅公衆トイレ完成JＲ榎戸駅公衆トイレ完成

13.13.　　1.121.12
2.122.12
3.173.17
4.194.19
5.　5.　
10.10.　　11
11.1211.12
11.2511.25

14.14.　　2.282.28
3.3.　　99
4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　22
4.274.27
5.195.19
7.277.27
8.8.　　33
～5～5
8.8.　　55
10.2910.29
11.1711.17
12.12.　　11
12.1112.11

15.15.　　2.192.19
3.153.15
3.243.24
4.4.　　11
4.4.　　11
5.185.18
7.217.21
8.258.25
8.318.31
9.9.　　88
11.2311.23
12.12.　　11

平成12.平成12.　　2.292.29
3.273.27
4.194.19

　　5.245.24
10.10.　　11
10.10.　　11
11.2411.24
11.2611.26

市立八街中央中学校武道場完成市立八街中央中学校武道場完成
佐倉警察署榎戸交番完成佐倉警察署榎戸交番完成
榎戸サッカー場完成榎戸サッカー場完成
降ひょうによる被害約４億円降ひょうによる被害約４億円
第17回国勢調査実施　人口　72,595人　世帯数　22,848世帯第17回国勢調査実施　人口　72,595人　世帯数　22,848世帯
公文書公開制度スタート公文書公開制度スタート
新クリーンセンター建設工事始まる新クリーンセンター建設工事始まる
第23回産業まつり開催第23回産業まつり開催

16.16.　　1.291.29
 3.24 3.24
4.4.　　11
5.265.26

公的個人認証サービス一部開始公的個人認証サービス一部開始
新クリーンセンター完成新クリーンセンター完成

ＪＲ八街市自由通路の一部と橋上駅舎供用開始ＪＲ八街市自由通路の一部と橋上駅舎供用開始
市中小小売商業高度化事業構想（八街ＴＭＯ構想）を市が認定市中小小売商業高度化事業構想（八街ＴＭＯ構想）を市が認定



年月日年月日 主　　な　　行　　政　　の　　記　　録主　　な　　行　　政　　の　　記　　録

平成17.平成17.　　3.253.25
3.313.31
3.313.31
3.313.31
4.4.　　11
6.6.　　11
7.7.　　44
8.8.　　11
10.10.　　11
11.2011.20

市立二州第一保育園新園舎完成市立二州第一保育園新園舎完成
ＪＲ八街駅自由通路完成ＪＲ八街駅自由通路完成
「八街市総合計画２００５」を策定「八街市総合計画２００５」を策定
「八街市次世代育成支援行動計画（前期）」を策定「八街市次世代育成支援行動計画（前期）」を策定
行政組織を一部再編行政組織を一部再編
土地の埋立等及び土砂等の規則に関する条例（残土条例）施行土地の埋立等及び土砂等の規則に関する条例（残土条例）施行
行政組織（税部門）一部再編及びフロアーマネージャ制度を導入行政組織（税部門）一部再編及びフロアーマネージャ制度を導入
個人情報保護条例を改正個人情報保護条例を改正
第18回国勢調査実施　人口　75,735人　世帯数　25,259世帯第18回国勢調査実施　人口　75,735人　世帯数　25,259世帯
第28回産業まつり開催第28回産業まつり開催
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平成18.平成18.　　3.　3.　
3.313.31
4.4.　　11
5.5.　　88
6.6.  11
6.6.　　44
8.288.28
9.259.25
11.1211.12
11.2611.26
12.12.　　77

12.1112.11

「八街市集中改革プラン（平成17年度～21年度）」を策定「八街市集中改革プラン（平成17年度～21年度）」を策定
フロアーマネージャ制度廃止フロアーマネージャ制度廃止
地域包括支援センター設置地域包括支援センター設置
ふれあいバスの市役所乗り入れ一部中止ふれあいバスの市役所乗り入れ一部中止
二州児童クラブ開所二州児童クラブ開所
前八街市長故原口行光氏市民葬前八街市長故原口行光氏市民葬
市立八街中央中学校新校舎完成市立八街中央中学校新校舎完成
八街駅北側地区土地区画整備事業地内「芝のまきば公園」開園八街駅北側地区土地区画整備事業地内「芝のまきば公園」開園
第29回産業まつり開催第29回産業まつり開催
市長選挙・市議会議員補欠選挙執行市長選挙・市議会議員補欠選挙執行
日本とフィリピンの国交正常化50周年記念事業でフィリピンの女子高校生日本とフィリピンの国交正常化50周年記念事業でフィリピンの女子高校生
ソフトボールチームが来庁ソフトボールチームが来庁
第５代市長に長谷川健一氏就任第５代市長に長谷川健一氏就任

平成19.平成19.　　4.4.　　11
4.134.13
6.6.　　11
6.6.　　11
8.8.　　11
8.268.26
9.9.  11
11.2511.25
11.2511.25

開庁時間の変更（8：30～17：30）と行政組織を一部再編開庁時間の変更（8：30～17：30）と行政組織を一部再編
『八街産落花生』が商標登録『八街産落花生』が商標登録
笹引児童クラブ開所笹引児童クラブ開所
小規模工事等契約希望者登録制度を導入小規模工事等契約希望者登録制度を導入
市スポーツプラザ多目的広場に夜間照明設置市スポーツプラザ多目的広場に夜間照明設置
市議会議員選挙執行（定数24人→22人）市議会議員選挙執行（定数24人→22人）
ふれあいバスのコース一部変更と運行時刻改正ふれあいバスのコース一部変更と運行時刻改正
インターネット公売開始インターネット公売開始
第30回産業まつり開催第30回産業まつり開催

平成16.平成16.　　5.315.31

6.6.　　66
6.186.18
7.257.25
9.9.　　11
10.2810.28
11.1211.12

11.2111.21
12.2212.22

小中学校・高等学校と八街郵便局・特定郵便局５局が「地域の子ども守る小中学校・高等学校と八街郵便局・特定郵便局５局が「地域の子ども守る
覚書」を締結覚書」を締結
住民票写し・印鑑登録証明書の自動交付機日曜日も稼働住民票写し・印鑑登録証明書の自動交付機日曜日も稼働
「健康安全都市」とすることを宣言「健康安全都市」とすることを宣言
市役所窓口の一部で日曜開庁を開始（毎月最終日曜日）市役所窓口の一部で日曜開庁を開始（毎月最終日曜日）
交進児童クラブ開所交進児童クラブ開所
新潟県中越地震における義援物資を市職員４名で搬送新潟県中越地震における義援物資を市職員４名で搬送
市内の公立幼稚園・保育園、小中学校、高等学校の23校（園）で幼少中高連市内の公立幼稚園・保育園、小中学校、高等学校の23校（園）で幼少中高連
携教育全国研究会を一斉に開催携教育全国研究会を一斉に開催
第27回産業まつり開催第27回産業まつり開催
八街市新総合計画（基本構想）を策定（平成37年までの20年間）八街市新総合計画（基本構想）を策定（平成37年までの20年間）

平成20.平成20.　　1.251.25
2.2.　　11
3.103.10
3.193.19
4.4.　　11

ＪＲ八街駅北口ロータリー開通ＪＲ八街駅北口ロータリー開通
ＪＲ八街駅北口に『森のいずみ公園』が開園ＪＲ八街駅北口に『森のいずみ公園』が開園
戸籍の電算化開始戸籍の電算化開始
「青少年健全育成都市」とすることを宣言「青少年健全育成都市」とすることを宣言
市税納付・納税相談夜間窓口を開始（毎週火曜日 17：30～20：00）市税納付・納税相談夜間窓口を開始（毎週火曜日 17：30～20：00）



年月日年月日 主　　な　　行　　政　　の　　記　　録主　　な　　行　　政　　の　　記　　録
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平成20.平成20.　　4.4.　　11
4.4.　　11
6.6.　　22
7.227.22
8.298.29
9.9.　　11
10.3110.31
11.2311.23

学校給食センターで行う給食調理業務を一部民間委託学校給食センターで行う給食調理業務を一部民間委託
就学指定校の変更制度開始（市独自基準）就学指定校の変更制度開始（市独自基準）
沖児童クラブ開所沖児童クラブ開所
佐倉警察署八街幹部交番が移転佐倉警察署八街幹部交番が移転
青色回転灯付き防犯パトロール車によるパトロール開始青色回転灯付き防犯パトロール車によるパトロール開始
八街市市税等徴収対策本部を設置八街市市税等徴収対策本部を設置
ＪＡいんば南部支所の廃止に伴い南部連絡所の業務を終了ＪＡいんば南部支所の廃止に伴い南部連絡所の業務を終了
第31回八街産業まつり開催第31回八街産業まつり開催

山田台郵便局で住民票などの交付開始山田台郵便局で住民票などの交付開始
市税などのコンビニ収納開始市税などのコンビニ収納開始
ごみの分別方法が変更ごみの分別方法が変更
八街東児童クラブ開所八街東児童クラブ開所
八街市推奨の店「ぼっち」オープン八街市推奨の店「ぼっち」オープン
児童医療費助成制度を小学校3年生までに引き上げ児童医療費助成制度を小学校3年生までに引き上げ
第32回八街産業まつりは中止（新型インフルエンザ感染拡大を防ぐため）第32回八街産業まつりは中止（新型インフルエンザ感染拡大を防ぐため）
八街市初の公募による教育長誕生八街市初の公募による教育長誕生

平成21.平成21.　　2.122.12
4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　11
7.177.17
9.9.　　11
－－

12.1412.14

平成22.平成22.　　3.313.31
3.313.31
4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　11
4.4.　　11
7.7.　　11
10.10.　　11
10.10.　　33
11.2111.21
11.2811.28
12.1012.10
12.1112.11

「八街市総合計画2005 第2次基本計画」を策定「八街市総合計画2005 第2次基本計画」を策定
「八街市次世代育成支援行動計画（後期）」を策定「八街市次世代育成支援行動計画（後期）」を策定
消費生活センター開設消費生活センター開設
市役所の開庁時間変更（8：30～17：15）市役所の開庁時間変更（8：30～17：15）
子ども手当制度開始（児童手当廃止）子ども手当制度開始（児童手当廃止）
児童医療助成制度を小学校６年生まで拡大児童医療助成制度を小学校６年生まで拡大
資源物の抜き取り禁止条例を策定資源物の抜き取り禁止条例を策定
第19回国勢調査実施　人口　73,212人　世帯数　25,838世帯第19回国勢調査実施　人口　73,212人　世帯数　25,838世帯
ゆめ半島千葉国体開催（バウンドテニス会場）ゆめ半島千葉国体開催（バウンドテニス会場）
第33回八街産業まつり開催第33回八街産業まつり開催
八街市長選挙執行八街市長選挙執行
市立八街中学校武道場完成市立八街中学校武道場完成
6代市長に北村 新司氏就任6代市長に北村 新司氏就任

平成23.平成23.　　3.　3.　
3.113.11

3.143.14
4.4.　　11
5.105.10
5.205.20

8.288.28
9.9.　　11
11.2011.20

「八街市行財政改革プラン（平成23年度～26年度）」を策定「八街市行財政改革プラン（平成23年度～26年度）」を策定
東日本大震災東日本大震災
　　・人的被害　なし　　　　　　　・物的被害　塀倒壊　4件　　・人的被害　なし　　　　　　　・物的被害　塀倒壊　4件
　　　　　　　　水道管漏水　6件　　　　　　　　　　　　　　　水道管漏水　6件　　　　　　　　　瓦被害　多数瓦被害　多数
　　・り災証明書発行世帯　280世帯（平成24年12月末現在）　　・り災証明書発行世帯　280世帯（平成24年12月末現在）
佐倉警察署八街駅前交番開所佐倉警察署八街駅前交番開所
児童医療費助成制度を中学校３年生までに引き上げ児童医療費助成制度を中学校３年生までに引き上げ
八街バイパスの一部供用開始八街バイパスの一部供用開始
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に関連して、放射性物質検査東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に関連して、放射性物質検査
の結果、生茶葉が暫定規制値を上回ったため県より出荷制限の要請の結果、生茶葉が暫定規制値を上回ったため県より出荷制限の要請
市議会議員選挙執行市議会議員選挙執行
ふれあいバスのコース変更及び運行時刻改正ふれあいバスのコース変更及び運行時刻改正
第34回八街市産業まつり開催第34回八街市産業まつり開催

平成24.平成24.　　3. 23. 2

4. 14. 1

4.4.　　11
4.4.　　11

八街市イメージキャラクター「ピーちゃん　ナッちゃん」が商標に登録八街市イメージキャラクター「ピーちゃん　ナッちゃん」が商標に登録
（登録番号　第５４７４６５５号）（登録番号　第５４７４６５５号）
市制施行20周年を迎え、例年開催している各種イベントを冠事業と位置付け市制施行20周年を迎え、例年開催している各種イベントを冠事業と位置付け
開催開催
八街市暴力団排除条例施行八街市暴力団排除条例施行
八街市障がい者就労支援事務所（元八街市福祉作業所）が開所八街市障がい者就労支援事務所（元八街市福祉作業所）が開所



年月日年月日 主　　な　　行　　政　　の　　記　　録主　　な　　行　　政　　の　　記　　録

－119－－119－

平成24.平成24.　　9.209.20
10.10.　　11
11.11.　　22
11.2411.24

12.1912.19
12.2612.26

平成25. 2. 1平成25. 2. 1
3．13．1
3.123.12
3.293.29
4．14．1
6．76．7
7．27．2
8.248.24

9.309.30
11.2411.24

タイムカプセル「八街・夢飛行船1992」の掘り起こし式開催タイムカプセル「八街・夢飛行船1992」の掘り起こし式開催
「やちまたメール配信サービス」開始「やちまたメール配信サービス」開始
タイムカプセル「八街・夢飛行船1992」を開封タイムカプセル「八街・夢飛行船1992」を開封
第35回八街産業まつり開催（市制施行20周年記念として、にんじん料理コン第35回八街産業まつり開催（市制施行20周年記念として、にんじん料理コン
テスト開催し、最優秀賞の作品試食及び表彰）テスト開催し、最優秀賞の作品試食及び表彰）
「八街市高齢者見守りネットワーク」を発足「八街市高齢者見守りネットワーク」を発足
ふれあいバスのコースの一部や運行時刻を変更ふれあいバスのコースの一部や運行時刻を変更
市の花を「ヒマワリ」に指定市の花を「ヒマワリ」に指定
八街駅北側地区土地区画整理事業の換地処分を公告八街駅北側地区土地区画整理事業の換地処分を公告
いんば農業協同組合と災害時の生活物資供給協力の協定を締結いんば農業協同組合と災害時の生活物資供給協力の協定を締結
「千葉黎明学園生徒館」が八街市初の国登録有形文化財に登録「千葉黎明学園生徒館」が八街市初の国登録有形文化財に登録
市役所の組織（福祉部門）を一部再編市役所の組織（福祉部門）を一部再編
ベルギー王国のリュック・リーバウト大使が来訪ベルギー王国のリュック・リーバウト大使が来訪
市長が安倍首相を表敬訪問し、八街産落花生やスイカをＰＲ市長が安倍首相を表敬訪問し、八街産落花生やスイカをＰＲ
八街市イメージキャラクター「ピーちゃん　ナッちゃん」と八街駅南口商店八街市イメージキャラクター「ピーちゃん　ナッちゃん」と八街駅南口商店
街キャラクター「ぼっちくん」に特別住民票を交付街キャラクター「ぼっちくん」に特別住民票を交付
代表番号（443－1111）の電話交換業務を廃止代表番号（443－1111）の電話交換業務を廃止
第36回八街産業まつり開催第36回八街産業まつり開催



114. 市内主要公共機関等電話番号114. 市内主要公共機関等電話番号

名　　称

市役所市役所

秘書広報課秘書広報課

電　話

総務部

その他

市民部

経済環境部

建設部

部に属さない課等

443－1111443－1111

443－1112443－1112

議会事務局議会事務局 443－1482443－1482

農業委員会事務局農業委員会事務局 443－1483443－1483

選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局 443－1113443－1113

監査委員事務局監査委員事務局 443－1485443－1485

庶務課庶務課 443－1442443－1442

学校教育課学校教育課 443－1446443－1446

社会教育課社会教育課 443－1464443－1464

スポーツ振興課スポーツ振興課 443－1465443－1465

郷土資料館郷土資料館 443－1726443－1726

学校給食センター学校給食センター 444－1181444－1181

スポーツプラザスポーツプラザ 443－8003443－8003

中央公民館中央公民館 443－3225443－3225

図書館図書館 444－4946444－4946

視聴覚教材センター視聴覚教材センター 444－5222444－5222

総務課総務課 443－1113443－1113

企画課企画課 443－1114443－1114

納税課納税課 443－1115443－1115

課税課課税課 443－1116443－1116

財政課財政課 443－1117443－1117

市民課市民課 443－1120443－1120

国保年金課国保年金課 443－1139443－1139

社会福祉課社会福祉課 443－1622443－1622

障がい福祉課障がい福祉課 443－1649443－1649

高齢者福祉課高齢者福祉課 443－1491443－1491

児童家庭課児童家庭課 443－1693443－1693

農政課農政課 443－1402443－1402

商工課商工課 443－1405443－1405

環境課環境課 443－1406443－1406

クリーンセンタークリーンセンター 443－6937443－6937

防災課防災課 443－1119443－1119

健康管理課健康管理課 443－1631443－1631

老人福祉センター老人福祉センター 443－5211443－5211

442－0529442－0529

道路河川課道路河川課 443－1420443－1420

都市計画課都市計画課 443－1430443－1430

都市整備課都市整備課 443－1432443－1432

会計課会計課 443－1479443－1479

水道課水道課 443－0677443－0677

駅周辺整備室駅周辺整備室 443－1268443－1268

下水道課下水道課 443－1440443－1440

簡易マザーズホーム簡易マザーズホーム　　
　　　　　　　　　　つくし園つくし園

444－4153444－4153

情報管理課情報管理課 443－1118443－1118

八街ほ35－29八街ほ35－29

八街ほ157八街ほ157

八街ほ796－1八街ほ796－1

八街ほ800－1八街ほ800－1

八街ほ800－1八街ほ800－1

八街ほ800－3八街ほ800－3

八街へ199－1060八街へ199－1060

南部老人憩いの家南部老人憩いの家 445－2976445－2976

八街市シルバー人材センター八街市シルバー人材センター 442－3531442－3531 八街ほ560－5八街ほ560－5

八街市社会福祉協議会八街市社会福祉協議会 443－0748443－0748 八街ほ35－29八街ほ35－29

沖1124－2沖1124－2

八街い84－10八街い84－10

八街保育園八街保育園 443－1727443－1727

実住保育園実住保育園 443－1020443－1020

朝陽保育園朝陽保育園 444－0099444－0099

八街に112八街に112

八街ほ215八街ほ215

八街は21八街は21

交進保育園交進保育園 444－0519444－0519

二州第一保育園二州第一保育園 445－4003445－4003

二州第二保育園二州第二保育園 445－5021445－5021

八街ろ111八街ろ111

山田台671－1山田台671－1

四木1938四木1938

東吉田729－13東吉田729－13

八街ほ560－5八街ほ560－5

用草500用草500

榎戸415榎戸415

所　在　地 名　　称 電　話 所　在　地

教育委員会

－120－－120－

高齢者支援班高齢者支援班(地域包括支援センター)(地域包括支援センター) 443－1207443－1207

保育園

風の村保育園風の村保育園 440－2008440－2008 東吉田8－5東吉田8－5

平成25年12月31日現在平成25年12月31日現在

八街い84－10八街い84－10

障がい者就労支援事業所障がい者就労支援事業所

443－5402443－5402 八街ほ219－22八街ほ219－22八街児童クラブ八街児童クラブ

442－6090442－6090 八街ろ170－14八街ろ170－14八街北児童クラブ八街北児童クラブ

445－0018445－0018 大谷流867－1大谷流867－1川上児童クラブ川上児童クラブ

444－6968444－6968 八街は21－4八街は21－4朝陽児童クラブ朝陽児童クラブ

442－2430442－2430 八街ろ111－33八街ろ111－33交進児童クラブ交進児童クラブ

080－6647080－6647 山田台1山田台1二州児童クラブ二州児童クラブ
　 －3653　 －3653

090－6173090－6173 八街へ199－133八街へ199－133笹引児童クラブ笹引児童クラブ
   －3734   －3734

080－5022080－5022 沖1033沖1033沖児童クラブ沖児童クラブ
   －2242   －2242

090－1852090－1852 八街ほ78－2八街ほ78－2八街東児童クラブ八街東児童クラブ
   －7639   －7639

教育支援センター教育支援センター 443－8040443－8040 八街ほ208－260八街ほ208－260

八街かいたく保育園八街かいたく保育園 442－4545442－4545 八街に66－4八街に66－4



川上小学校川上小学校 445－5020445－5020

八街東小学校八街東小学校 443－0114443－0114

八街北小学校八街北小学校 443－0015443－0015

八街中学校八街中学校 443－1721443－1721

八街中央中学校八街中央中学校 444－1217444－1217

八街南中学校八街南中学校 445－3498445－3498

八街北中学校八街北中学校 442－8101442－8101

県立八街高等学校県立八街高等学校

私立千葉黎明高等学校私立千葉黎明高等学校

444－1523444－1523

443－3221443－3221

二州小学校沖分校二州小学校沖分校 445－4004445－4004 沖1033沖1033

大谷流867－1大谷流867－1

八街ほ40－1八街ほ40－1

泉台3－17泉台3－17

八街ほ35八街ほ35

八街ほ591八街ほ591

吉倉590－1吉倉590－1

八街は18－2八街は18－2

八街ろ145－3八街ろ145－3

八街ほ625八街ほ625

－121－－121－

二州小学校二州小学校 445－4002445－4002 山田台1山田台1

学　校

幼稚園

八街第一幼稚園八街第一幼稚園 443－2110443－2110

川上幼稚園川上幼稚園 445－5711445－5711

朝陽幼稚園朝陽幼稚園 443－5100443－5100

八街ほ78－2八街ほ78－2

大谷流717大谷流717

八街は21－4八街は21－4

八街幼稚園八街幼稚園 444－2402444－2402

八街文化幼稚園八街文化幼稚園 443－6316443－6316

八街泉幼稚園八街泉幼稚園 442－1234442－1234

八街ほ559－2八街ほ559－2

八街ほ1041－31八街ほ1041－31

榎戸354－2榎戸354－2

八街すずらん幼稚園八街すずらん幼稚園 441－0881441－0881 八街い163－40八街い163－40

実住小学校実住小学校 444－1227444－1227

笹引小学校笹引小学校 444－0049444－0049

八街ほ301八街ほ301

八街へ199－133八街へ199－133

交進小学校交進小学校 444－0146444－0146 八街ろ111－33八街ろ111－33

朝陽小学校朝陽小学校 444－0147444－0147 八街は19－2八街は19－2

名　　称 電　話 所　在　地 名　　称 電　話 所　在　地

その他の公共機関

佐倉警察署八街幹部交番佐倉警察署八街幹部交番 443－1110443－1110

佐倉警察署榎戸交番佐倉警察署榎戸交番 441－2363441－2363

佐倉警察署吉倉交番佐倉警察署吉倉交番 445－3415445－3415

佐倉警察署西林駐在所佐倉警察署西林駐在所 443－1774443－1774

佐倉警察署山田台駐在所佐倉警察署山田台駐在所 445－4110445－4110

南八街郵便局南八街郵便局 443－0012443－0012

八街文違郵便局八街文違郵便局 442－2001442－2001

榎戸駅前郵便局榎戸駅前郵便局 442－0001442－0001

八街少年院八街少年院 445－3787445－3787

443－1021443－1021

佐倉市八街市酒々井町佐倉市八街市酒々井町

消防組合八街消防署消防組合八街消防署
440－0119440－0119

佐倉市八街市酒々井町佐倉市八街市酒々井町

消防組合八街消防署消防組合八街消防署

八街南部出張所八街南部出張所

445－1119445－1119

いんば農業協同組合いんば農業協同組合
八街支所八街支所

東京都八街学園東京都八街学園

443－1811443－1811

八街商工会議所八街商工会議所 443－3021443－3021

ちばフラワーバス（路線バス）ちばフラワーバス（路線バス） 0475－82－26110475－82－2611

0475－52－31610475－52－3161

0476－22－22110476－22－2211

九十九里鉄道（路線バス）九十九里鉄道（路線バス）

ＪＲ東日本八街駅ＪＲ東日本八街駅 443－1088443－1088

ＪＲ東日本榎戸駅ＪＲ東日本榎戸駅

千葉交通（路線バス）千葉交通（路線バス）

442－5860442－5860

川上郵便局川上郵便局 445－5010445－5010

八街山田台郵便局八街山田台郵便局 445－4001445－4001

八街郵便局八街郵便局 443－0011443－0011

成田市花崎町750－1成田市花崎町750－1

八街ほ846－4八街ほ846－4

八街ろ183－161八街ろ183－161

吉倉629－22吉倉629－22

八街ろ111－525八街ろ111－525

山田台130－1山田台130－1

八街ほ234八街ほ234

勢田842－5勢田842－5

山田台127－2山田台127－2

八街ほ319八街ほ319

文違301－853文違301－853

八街ろ183－158八街ろ183－158

滝台1766滝台1766

八街に151八街に151

八街ほ235八街ほ235

八街ほ224八街ほ224

八街ほ237八街ほ237

榎戸925榎戸925

山武市津辺47山武市津辺47

東金市田間25東金市田間25

八街ほ584－2八街ほ584－2

上砂48－20上砂48－20

佐倉警察署八街駅前交番佐倉警察署八街駅前交番 443－5252443－5252 八街ほ238－131八街ほ238－131


