
 ３月　名阪亀山・関工業団地造成工事が竣工❶
 ３月　関町老人福祉センターの完成（関） 
 ４月　一般会計予算（元年度）が100億円を超える（亀山） 
 ４月　第３次関町総合計画がスタート（関）
 
 ４月　関宿ふるさと会館・関町商工会館の完成（関）
 ６月　市立医療センターが開院（病床数は100床、
　　 　診療科は内科・外科・整形外科・眼科）（亀山）❷ 
11月　季節はずれの台風28号が上陸・接近

 ５月　ヤマトタケルウォークラリー大会に
　　　 約1,100人が参加（亀山）
 ５月　国道１号鈴鹿峠バイパス全線の完成（関）❸
 ５月　全国町並みサミットの開催
　　　 （伝建地区30市町村が集う）（関）
 
 ６月　総合スポーツ公園多目的グラウンド、
　 　　B＆G財団関海洋センターの完成（関）
10月　関宿町並みの地道風カラー舗装工事の完成（関）
11月　市立図書館でコンピューター処理を開始（亀山）

  3月　坂下保育園の閉園（関）
 ９月　亀山市の未来を語る「21世紀フォーラム」の開催（亀山）
10月　JR亀山駅前で第１回まちなみ楽市の開催（亀山）
12月　県道津関線勧進橋の完成（関）

 ２月　亀山市長選挙、田中亮太新市長の就任（亀山）
 ４月　関町長選挙、清水孝哉新町長の就任（関） 
 ８月・10月　世界祝祭博覧会「まつり博・三重’94」に出場
 　　　「関町デー」「亀山市デー」で地元を県外にPR
 ９月　CBCテレビ「天才クイズ」の公開収録（亀山）❹
10月　歴史博物館がオープン（亀山）

 ２月　関中学校生徒による初の子ども議会の開催（関）
 ３月　国道１号亀山バイパスの全線開通（亀山）❺
 ５月　20年に一度の関宿東追分一の鳥居お木曳き（関）❻
 ７月　関町北部ふれあい交流センター、鈴鹿馬子唄会館、
　　　 坂下防災センターの完成（関）

平成元年
（1989年）

昭和天皇の崩御
消費税３％の開始

平成２年
（1990年）

大阪「花の万博」の開催
東西ドイツの統一

平成３年
（1991年）

湾岸戦争の勃発
雲仙普賢岳の噴火
ソビエト連邦の崩壊

平成４年
（1992年）

新幹線「のぞみ」の運転開始
学校週５日制の開始

平成５年
（1993年）

サッカーJリーグの開幕
欧州連合（EU）の発足

平成６年
（1994年）

英仏海峡トンネルの開通
松本サリン事件の発生
関西国際空港の開港

平成７年
（1995年）

阪神・淡路大震災の発生
地下鉄サリン事件の発生
Windows95の発売

今年４月に幕を閉じる「平成」という時代。
皆さんにとって、平成とはどんな時代で、どんな思い出がありますか？
わがまち亀山でも、さまざまな出来事がありました。そこで今回は、
そのいくつかをピックアップして、亀山の平成を振り返ります。

30年前(平成元年４月号)の
広報かめやま、広報せき、
懐かしさを感じさせます。

❶

❷

❸

❹

❺

❻

亀山の平成を振り返る
～出来事でたどる30年の軌跡～
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 １月　関町環境保全条例の施行（関）
 ４月　第４次亀山市総合計画がスタート（亀山）
 ８月　西野公園でヤングフェスティバルの開催（亀山）❼
11月　東海道・鈴鹿峠越が国の「歴史の道百選」に選定（関）

 ４月　亀山消防本部新消防庁舎の完成（亀山） 
 ４月　国道306号亀山南バイパスの開通（亀山）
 ４月　関宿旅籠玉屋歴史資料館がオープン（関）
 ５月　運動した人の参加率を競う「チャレンジデー」に　　　
　　　　 初参加し、対戦相手・岩手県葛巻町に勝利（関）
 ７月　関町が緑化推進運動功労者として、
　　　 「内閣総理大臣表彰」を受賞（関）
10月　みずきが丘、アイリス町の２町が誕生（亀山）❽

 ４月　百六里庭・眺関亭がオープン（関）
 ６月　亀山公園内に菖蒲園がオープン（亀山） 
 ７月　鈴鹿峠でタンクローリーが横転、
　　　 鈴鹿川に軽油２万ℓが流出（関）
 ７月　林業総合センターの完成（関）

 ３月　地域振興券の交付開始
 ６月　介護保険事業を担う鈴鹿亀山地区広域連合の設立
 ６月　亀山市環境保全条例の施行（亀山）　　
 ７月　坂本棚田が「日本の棚田百選」に選定（亀山）❾
 ９月　故 今井正郎・元市長を名誉市民に決定（亀山）

 １月　コンピュータ2000年問題で相談窓口を設置（亀山） 
 ４月　鈴鹿亀山地区広域連合が、
　　　 介護保険サービスの提供などを開始
 ４月　総合環境センターで、
　　　 ごみ溶融処理施設が稼働（亀山）❿
 ８月　「道の駅」関宿がオープン（関）
12月　市バス「さわやか号」の運行開始（亀山）

 １月　まちづくりの交流の場「きらめき亀山21」の発足（亀山）
 ３月　関宿町並み1.8kmの無電柱化が完成（関）⓫
 ４月　総合保健福祉センター「あいあい」がオープン（亀山）
 ４月　第４次関町総合計画がスタート（関）
11月　東海道関宿400周年事業の実施（関）

 １月　市民活動などの支援に「補助金の公募制」を導入（亀山）
 ４月　亀山市・関町でケーブルテレビが本格放送
 ４月　シャープ（株）が亀山・関テクノヒルズ進出の
　　　 立地協定書に調印⓬
10月　富永一朗全国漫画サミットの開催(亀山)⓭
10月　新名神高速道路鈴鹿トンネル下り線の貫通（亀山）

 ３月　関消防署新庁舎の完成（関）
 ４月　亀山市・関町合併協議会の発足
10月　市制50周年記念プレイベント、
　　　 「オープニング祝賀パレード」の開催（亀山）⓮
11月　NHK「ふるさと皆様劇場」の公開収録（亀山）

平成８年
（1996年）

「海の日」が施行

平成９年
（1997年）

消費税が５%にアップ
香港が英国から中国に返還
温暖化防止京都会議の開催

平成10年
（1998年）

郵便番号７桁制の実施
長野冬季オリンピックの開催
サッカー日本代表がW杯初出場

平成11年
（1999年）

欧州単一通貨ユーロの取引開始
初の脳死臓器移植の実施
東海村原子力施設で臨界事故

平成12年
（2000年）

介護保険制度の開始
三宅島噴火で全島民が避難
2,000円札、新500円硬貨の発行

平成13年
（2001年）

大阪府にユニバーサル・スタジオ・
ジャパンの開園
東京ディズニーシーの開園
アメリカ同時多発テロの発生

平成14年
（2002年）

サッカーW杯の日韓共同開催
第１回日朝首脳会談の開催

平成15年
（2003年）

イラク戦争の勃発
SARSの世界的大流行

❼

❽

❾

❿

⓫

⓬

⓭

⓮
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平成16年
（2004年）

鳥インフルエンザの流行的発生
新潟県中越地震の発生
日本銀行が新紙幣３種類を発行

平成17年
（2005年）

中部国際空港の開港
愛・地球博（愛知万博）の開催

平成18年
（2006年）

第１回ワールド・ベースボール・
クラシックで日本が世界一に
北朝鮮が地下核実験を実施

平成19年
（2007年）

月探査衛星「かぐや」打ち上げ成功
郵政民営化の開始

平成20年
（2008年）

後期高齢者医療制度の開始
リーマンショックの発生

平成21年
（2009年）

裁判員制度の開始
事業仕分けの実施

平成22年
（2010年）

日本年金機構の発足
宮崎県で口蹄疫の牛を確認

平成23年
（2011年）

東日本大震災の発生
なでしこジャパンがW杯で優勝

 ２月　関町乳幼児センターアスレの完成 (関)
 ４月　亀山市・関町合併協定調印式⓯
 ７月　総務大臣による廃置分合(合併)の告示
10月　市制施行50周年記念式典の開催(亀山)
11月　関町50周年記念式典の開催(関)

 １月　亀山市と関町が合併し新「亀山市」が誕生⓰
 ３月　東名阪自動車道・亀山ICから、
    　　伊勢自動車道・伊勢関ICまでの直結線が開通
 ３月　亀山市の市章を発表⓱

 １月　市の花が「花しょうぶ」、市の木が「杉」に決定⓲⓳
 ５月　亀山里山公園「みちくさ」がオープン
 ９月　「鈴鹿関」西城壁が、聖武天皇が整備した
　　 　瓦ぶきの「築

つ い じ べ い

地塀」と判明
10月　ご当地ナンバーとして、鈴鹿ナンバーがスタート

 ４月　第１次亀山市総合計画がスタート　
 ４月　一般会計予算（19年度）が200億円を超える 
 ４月　三重県中部を震源とする地震が発生し、
　　 　亀山市で最大震度５強を観測
11月　国指定天然記念物ネコギギの生息確認の公表⓴

 ２月　亀山市人口５万人を達成㉑
 ２月　新名神高速道路亀山JCT～草津田上IC間の開通㉒
 ３月　市立医療センターと市内開業医が協力し、
　　 　夜間時間外応急診療を開始
 　
 １月　亀山市歴史的風致維持向上計画が、「歴史まち
　　 　づくり法」施行後、国の第１号認定を受ける
 ２月　亀山市長選挙、櫻井義之新市長の就任
 ３月　告別式場を備えた亀山市斎場がオープン
 ４月　亀山市情報公開条例の改正
10月　子ども医療費助成を義務教育終了まで引き上げ　
10月　中部中でデリバリー給食の開始（23年度には亀中）
12月　文化勲章受章者・彫刻家の
　　　　中村晋也氏を名誉市民に決定㉓

 １月　市制施行５周年記念式典の開催
 １月　全国都市サステナブル（持続可能）度
  　　  ランキング調査（日本経済新聞社）で首位
 ４月　亀山市まちづくり基本条例の施行
 ４月　「家庭の時間づくりの日」の開始
 ７月　市西部の森林地域などが鉱区禁止地域に指定
 ７月　WHO（世界保健機関）健康都市連合に加盟

 ３月　東日本大震災被災地への職員派遣の支援活動を実施
 ３月　全国初の IT を活用した「亀山市史」の完成
 ３月　亀山中、関中、亀山東幼稚園の改築工事の完成
 ４月　亀山森林公園「やまびこ」がオープン
 ６月　三重大学・亀山地域医療学講座の協定締結㉔
 ９月　「中日本・東海B－1グランプリ in 豊川」で、
　　　 亀山みそ焼きうどん本舗がゴールドグランプリ獲得㉕

⓯

⓲

⓳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

⓱

⓰

⓴
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 ４月　岡山県高梁市と災害時相互応援協定を締結㉖
 ７月　青森県五所川原市と災害時相互応援協定を締結㉗
 ９月　台風17号による豪雨で、家屋の床下・床上浸水や
　　　 道路・河川・農業用施設に被害が発生

 ４月　亀山城多門櫓「平成の大修理」の完成㉘
10月　市民活動応援制度「えがおカード」の開始
10月　「中部歴史まちづくりサミット」の開催
12月　「ご当地ラーメングランプリ2013」で、
　　　 亀山ラーメンがグランプリ獲得 

 ３月　市道和賀白川線「忍山大橋」の開通
 ５月　亀山駅周辺市街地総合再生基本計画の策定
 ５月　「かめやま文化年」プロジェクトの開始
 ８月　亀山市に初めて「大雨特別警報」が発表
 ８月　NHK夏期巡回ラジオ体操の生放送㉙
12月　関宿重要伝統的建造物群保存地区
          選定30周年記念シンポジウムの開催

 １月　市制施行10周年記念式典の開催 
 １月　ご当地ナンバープレート（原付バイク）の配付㉚
 ２月　かめやまホームケアネットの本格稼働
 ４月　亀山消防署北東分署の開署
 ５月　20年に一度の関宿東追分一の鳥居お木曳き
 ６月　NHK「のど自慢」の公開生放送㉛
10月　ウェルカメ（プレミアム付き）商品券の使用開始

 ４月　市立医療センターの経営形態を変更し、
　　　 病院事業管理者を設置 
 ４月　市内初認定こども園（関認定こども園アスレ）の開設
 ４月　「2016年ジュニア・サミット in 三重」で、
　　 　G7各国の高校生が関宿を訪問㉜
 ５月　かめやま若者未来会議～わかめ～の立ち上げ
 ５月　「地域まちづくり協議会」が市内22地区すべてに設立
　　　
 ４月　第２次亀山市総合計画がスタート　
 ４月　市立医療センターで地域包括ケア病床の開設
 ７月　「亀山市立図書館整備基本構想」の策定
10月　台風での法面崩壊等でJR関西本線が翌年１月まで運転見合わせ

 ３月　亀山・関テクノヒルズの新分譲区画造成工事が竣工　 
 ４月　CSW（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）による
　　　 地域での支え合いの仕組みづくりを開始 
 ８月　全国高校総体ウエイトリフティング競技大会の開催㉝
10月　「かめやまのりあいタクシー のりかめさん」運行開始㉞

 ３月　川崎小の改築工事の完成
 ３月　新名神高速道路 新四日市JCTー亀山西JCTの開通

平成24年
（2012年）

復興庁の発足
東京スカイツリーの開業

平成25年
（2013年）

富士山が世界文化遺産に登録
2020年東京五輪の開催決定
和食がユネスコ無形文化遺産に登録

平成26年
（2014年）

消費税が８%にアップ
広島で豪雨、土石流が発生
リニア中央新幹線の着工

平成27年
（2015年）

イスラム過激派Iによる日本人拘束
北陸新幹線の開業

平成28年
（2016年）

北海道新幹線の開業
熊本地震の発生
伊勢志摩サミットの開催

平成29年
（2017年）

プレミアムフライデーの開始
上野動物園パンダ「シャンシャン」誕生

平成30年
（2018年）

「18歳成人」改正民法の成立
西日本で記録的豪雨の発生
北海道胆振東部地震の発生

平成31年
（2019年）

文化年イメージ
キャラクター
カメのぶんちゃん

市民活動応援券

㉗

㉖

㉘

㉙

㉛

㉜

㉝

㉞

㉚

ーまもなく新しい元号のもと
　　　　　　　新時代の幕開けへー
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