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平成 23年 10月 2日

南 習 志 野 戦 後 開 拓 史

～ 現 東 習 志 野 周 辺 ～

お話す るに当たり、

昭和 20年 8月 15日 、大東亜戦争が終結 となり、敗戦 となった日本全国の軍の演習場、

や飛行場、其他軍の諸施設等は駐留軍の管理下に置かれま した。そしてその多 くの土地が

当時国内で一番問題であった食料の増産のため、開墾 されることになったのであります。

明治維新により、徳川幕府の牧であったこの地大和田原は、明治 6年に陸軍の演習場 と

なり、習志野原 と命名されて爾来軍拡に伴い、佐倉街道を挟み 1000町 歩に広が りま し

た。 しか し終戦 となり、その役 目を果た したこの地は戦後開拓地の先駆けとして開墾され

ることになりま した。

この経過の詳細につ きましては、昨年 この講習会におきまして二回に渡 り「 砂塵を越え

て」の題名の下 に、開拓の経過やその機構、組織など詳 しくお話があったと思います。

従いましてこれ らのことは話がダブリますので、 この資料の年表に記載されていること

でご了承いただきたいと思います。

又、開拓途上の苦労話 も南北風土を同 じくするので、既にお聞き及びのことと思います

ので、開拓途中特に南北の違いのある点につきましてお話を致 したいと思います。

尚北習志野には「子者清水」の伝説がありますが、南習志野にも「 駒止め谷」の民話が

残 っております。「 駒止め谷」 とは、賞花公民館の西側を水源地 として、八千代の高津方

面に流れる沿線で、 これか らお話を致 します南習志野第二地区、第二地区の南にあり、湿

地帯で馬 も越え られないような一帯で した。開拓計画では、 この地帯は水田用地 として一

世帯七畝歩が割 り当て られておりました。 しか し用水井戸が うまくゆかず、水がこないの

で水田にはなりませんで した。その近 くに宅地のある人以外は、耕地 としては一番遠い所

にあるので、手入れも最後 になり、湿地で もあるので草が繁茂 して手が付けられない状態

で した。

しか しこの「駒止め谷」に若き農民の悲恋の昔話がありますので、その思いを私なりに

書いたものを付録 として資料に付けましたので、後 ほどお読み頂 ければと思います。

私 も開拓者 としてこの地に住んで 65年、年を越せば九十歳 となります。意の ごとくお

話ができますか不安ですが、よろしくお願い致 します。

上以



南 習 志 野 原 開 拓 史 資 料

1.地域について。 (付 図 lP)

開拓史上南習志野 といわれる地域は、現在の習志野市東習志野全域 と船橋市 5丁 目地域

をいいます。

その中で軍の施設 (演習場主監事務所、糧林廠、西廠舎、東廠舎、東新廠舎)の敷地以

外の演習場原野が開拓地 となりました。その面積は243町 歩 といわれております。因み

に北は 364町 歩 といわれております。合計 607町 歩 となります。

南習志野は地域上二つの地区に分 けられました。南東が第一地区、その北が第二地区、

並んで第二地区が繋 り、更にかぎ型 に南に位置 してお りました。

開拓入植者の人数は、 これか らお話を致 します土地の変動により、当初 より増え、 llT和

33年 (成耕検査後)に は 133戸 となっております。更に平成 17年開拓 60周年には

118戸 と減になり、現在 も開拓二世の代 となり減が見 られます。

'     入植地の第一地区は、西廠舎 と東廠舎の間の空地、東廠舎 と東新廠舎の間の空地に設定

され、京成成田線実籾駅 に近 く、また商店、学校 も近 く、廠舎敷地の周囲には大 きな松が

植え られており、風当たりも少なく、住むにも便利で人気第一で した。字名を愛宕 (あ た

ご)と い う。

第二地区は第一地区の耕地の北に流れる駒止め谷の南面の台地に位置 しております。そ

して東に広が って樹木など全 く無い草原で した。実籾 に出るにも遠 く、チベ ッ トといわれ

ておりま した。入植希望の少ない地区で した。独身者が回されました。 字名は安生津

(あ きつ)と 付けられました。

第二地区は第二地区の西に連なり、南側は湿地で した。更に第四地区堺か ら南に下が っ

た地域が展開 しておりま した。糧株廠の北側に至っております。

以上の地域 にそれぞれ宅地が設定 され、開拓のための住居が建て られます。

2。 開拓者住宅について。 (付図 2P)

開拓者の住宅は二回に別 けて計画されました。

第一次は、昭和 21年 3月 末までに 10坪の住宅が 100棟 、第一地区より第五地区に

それぞれ 20棟づつ建て られま した。

家屋の基礎は、今震災に見 られる仮設住宅のように、丸太を打ち込み、水平を見て土台

が敷かれ家が建て られました。間取 りは付図の通 りです。外装は松板の横張利で、屋根は

板張 りの上にルーフイング張 りで、内装 は壁でな くベニヤ張 りで天丼板はな く、梁や屋根

板が見え、座敷は畳は入 らず、また窓や玄関格子にはガラスが無 く、襖戸はベニヤ張 りで

した。

第二次は 7坪 の開拓者住宅で、 250棟 が契約 されたが、インフレによって再三の契約

変更があり、完成は二十二年末になりま した。その間に農地開発営団、全国農業会などの

主催による懸賞家屋 27棟が、第一地区に建て られま した。

その間取 りは 2Pに あります。屋根は トン トン葺 きで内装では壁がなく、各 自で壁を塗

り着けま した。 もちろん畳はありません。
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南習志野では自分の宅地 に家が建たな くて も、開拓根拠地である東新廠舎か ら近 くにあ

るので、通 って開墾するのに北習志野の方のような苦労はありませんで した。 したがって

宅地に仮小屋を建てた方はおりませんで した。

3.水、電気について。

北習志野の方 と同 じ状況であったと思います。水は勿論水道があるわけでないので、最

初は家か ら離れた低地に自分で掘 って、溜まり水のようなものを飲んでいましたが、其後

刑務所の囚人による井戸堀が頼めるようにな り、家の側に丼戸を持てるようになりました。

習志野原に電気が着いたのは、昭和 23年 12月 28日 夕刻です。それまではランプ生

活で した。点灯 したあの時の感激は、開拓者全員のいまだに忘れ得ない思いです。

しかし電気は100ワ ットしか使えず、定額燈でした。第二地区では東の離れた宅地の

の間の電線は盗難にあい、また電圧が下がり暗かったようでした。

4.開拓道路について

開拓地内道路は旧演習道路は無視して、計画されていました。 (付図lP)

耕地は側溝を含む 3間幅の道路で東西 120間、南北 100間に割り、更にその真ん中

を1,5間幅の道路で南北に割られておりました。道路は草だらけでひどいものでした。

しかし一地区の廠舎間の演習道路はそのまま残されて使用されておりました。

冬には霜解けで、歩けたものではありませんでした。駒止め谷を渡る主幹道路は、車両

が谷を渡れず、二地区には車は入ってきませんでした。荷は台上まで取りに行きました。

急な坂を荷車を曳いて登り降りするのは大変でした。

5。 開拓途上の事々

イ。進駐軍演習場用地接収  (付図 3)

馬鈴薯 も植え終 り、サツマ芋を植えるため、開墾を している最中、組合事務所より進

駐軍が射撃射撃場を使用するので、周辺一体を接収するか ら、その地域の入植者は一週

間以内に立ち退 くよう連絡がありました。

このために第 5地区と第 6地区の地域は殆 どかか り、其他を含め 107戸 の入植者が

関係、移住など数々の被害を被 りました。移住地は習志野原内で収容致 しま した。その     ・

接収面積は 222町 歩に及び、経営面積減少原因の第一 となりました。

第二地区では移転者の 10戸 と占有地外 となった 3戸 を受け入れました。そして この

接収で第二地区は演習場に隣接 し、其後色々な事が起 きま した。

また戦前演習地 に買収された土地の返還要求があ り、交渉の結果 172町 歩が地元に

返還されました。これらにより、 1000町 歩の開拓 も600町 歩となり、 1戸 当たり

が計画の2,5町歩より1,5町歩にならざるを得なくなりました。

口。昭和天皇行幸のこと

昭和 21年 6月 7日 、昭和天皇が戦後の復興ご視察に習志野に行幸されました。第一

地区田村氏宅 (現マラソン道路北)の裏手の小山の上で、開拓地を一望されました。
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平林営団所長のご説明が終 り、陛下は御出迎で並んでいる私どものところにお出でにな

り、隣家の若い遠藤君に「 どの くらいや つているの ?」 と御下間されま した。彼は緊張 し

て「 3反歩であります」 とお応えすると、陛下は「 あ―そう」 と御返事されて先へいかれ

ました。忘れることの出来ない一時で した。

ハ.流れ弾による開拓者の死亡事故

昭和 22年 10月 22日 、開拓 2年 目の秋最中のこと、芋掘 り麦播きの真 っ最中、その

日は朝か ら射撃場で実弾射撃が行われておりました。跳弾 もかなり落 ちたようで した。

昼近 く土井美喜穂さんが畑にいて、そこえ隣家の日中さんが回覧板を持 って行 き、「今

日はえ らく弾が跳ねるな」 と言 って話 しを して居 ると、土井氏が腹を押さえて倒れました。

腹に弾が当たったのです。大急 ぎ近所の人で彼を戸板に乗せ、大久保の国立病院に搬送 し

ました。盲貫銃創で弾の摘出最中に、出血多量で亡 くな られました。また戸板に乗せ帰宅

しました。

この事故に対 しては米軍は何の補償 もして くれませんで した。後 ほど県か ら晒地一反届

いたとかでおわつたのです。

この後婿 に入 った方がまた、昭和 27年 7月 に銃弾で頸部に皮下貫通銃創をうけるなど

因縁めいたことがあ りました。

このほか昭和 27年 6月 には、迫撃砲に因る圃場えの着弾事故が しば しばあり、陳情の

結果 日米安全委員会より若干の補償が受け られま した。第二地区の南北に走る主幹道路に

赤旗が掲げ られ、それより北の耕地 には入れず、不便極まり無い状態で した。

二.土地払い下げ申請に伴 う演習場拡大

米軍に対 して土地の払い下げ申請は、昭和 21年 8月 に第一回が行われ、更に昭和 23

年 5月 と 11月 の二回に渡 り申請す るも許可が下 りず、昭和 24年 3月 30日 第四回目の

放出申請を行いま した。その結果やっと 9月 に許可がおりました。

しか し12月 になると、米軍は図表 4Pに あるように、東西の線を更に400ヤ ー ド延

ば して拡張接収を行いました。そのためにその地域 に入る 8戸 の開拓農家の移転が要請 さ

れました。 この内の 5戸 の方は昭和 21年 4月 の接収に会い、 5, 6地 区より移転 された

方々です。 8戸の内 4戸の方は二地区内に移転受入れ、 3戸 の方は第一地区に移転受入れ、

1戸の方は大和田町高津新田に居を構えました。

このように払い下げに当たり、犠牲者が出たわけです。当地だけだ と思いますが。当地

受入れの内 3戸 の方が、またその後おな じ目に会 うとは、さらさら思 って もいなかったと

おもいます。

ホ.土地所有権登記完了

米軍より日本政府に移管 されると、土地 は大蔵省財産 となり、さらに農林省開拓財産に

移管 となり、やっと開拓者に払い下げされることになりました。昭和 25年 7月 に県知事

より入植適格証が交付され、翌 26年 2月 に開拓者に売 り渡 しが行われました。や っと農

民 としての自立態勢ができたわけであります。 この登記完了によリー地区愛宕は幕張町、
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二地区安生津は大和田町、三地区は二宮町に所属することになりました。

へ.集会所

各地区では会合をす る集会所が必要で した。第一地区は旧下士官集会所、第二地区はガ

ス室が使用で来ましたが、第二地区はや っと昭和 24年の秋に、廠舎敷地内にあった通信

講堂の払い下げを受け、地区員で解体移設 して建てましたが、台風で倒壊 し、小さな小屋

に作 りかえて使用致 しました。其後千田組合長のときに、新設 されました。 しか し工場進

出時の移転者の宅地 となり、集会所はEllの ところに公民館 として新設 されました。

6.習志野市の誕生 とその前後

昭和 28年に町村の合併促進法が制定 され、二宮町、津田沼町、幕張町で新市習志野を

つ くる事になりました。南習志野開拓農協の組合員が幕張、大和田、二宮の三町に在籍 と

なっているために色々な不都合 もあるので、それぞれ分村 して習志野市に入る事になり、

第二地区はそのために28年 4月 に大和国町より分村 して幕張町に移籍 しました。

二宮町や幕張町の一部の反対がありま したが 29年 8月 習志野市 は誕生致 しました。第

二地区は翌 30年に一部を残 して (船橋市習志野町 5丁 目)二宮町より分村 して習志野市

に入 りました。開拓地は東習志野町と呼ばれるようになりま した。

昭和 27年 に講和条約 も締結 されヽ高度成長期に入 るこの頃天候不順で、晩霜に次 ぐ冷

夏、そ してまた晩霜や台風などで、農家は手酷い打撃を受けました。 この頃になると開拓

農家には差が出始めました。政府融資金の返済 も始まっており、 これが滞 り始まってきま

した。中に売 ることの出来ない農地を売 った話が耳に入るようにな りました。成功検査を

前にしたまずいことで した。北習志野では開拓農家の方が買い支えたと聞いておりますが、

地力のない南習志野では出来 ることではありませんで した。

昭和 31年の県の立ち入 り検査や、翌 32年の成耕検査 もなんとか終わりました。

この頃は食料増産より経済優先、工業重視に移 り、農家全般に精神的荒廃が見 られるよ

う思われました。離農された方 もおりました。

昭和 30年 4月 に初の市議会議員選挙が行われました。開拓者 2名 が立ちましたが共倒

れで した。 17年後開拓二世が初めて一人市会に上が りま した。

7.周辺の開発

第二地区東の目の前に隣接 して広がる大和田町の愛宕台地 は一面畑で したが、昭和 29

年末より住宅地に開発 されました。翌年それに続 く大 きな山林 も切 られて、集合住宅が建

て られ、翌 31年には京成八千代台駅が作 られました。そ してその周辺がどん とどん開発

され町になっていきました。千葉市の花見側団地 も建設が始まって居ました。 これを見て

大和田町であったほうがよかつたのにと言 う声 も聞かれました。

チベ ットと呼ばれていた当地 も、日の前にできた町や駅に行 くには駒lLめ 谷からくる水

の流れる谷津田がありました。それを越えないと町に行けないので、日の畔を道に借 り、

その地主に年間使用料を払 う有料道路で した。やっと一人歩ける幅で雨が降ると水かさが

増 し、水没 して歩けない畔道でした。それでも通勤通学には便利で した。

-4-



8.千葉県の工業化に伴 う習志野市の対応

戦後農業、水産県であった千葉県 も、糸偏景気にの り、紡績業を重視 し、今井区の日立

航空跡 に紡績工場を誘致 し、輸出産業の強化を計 りま した。更に川崎製鉄の進出があり、

東京電力の誘致を行 うなどして、五井、市原地区えと、その手は伸びて行 きました。

池国内閣の所得倍増計画に伴い、重化学工業政策が重視され、埋め立ては倍増 され、 3

6年 8月 には八幡製鉄の君津地域えの進出計画を結ぶに至 りました。そ してその関連子会

社がその用地を物色 していました。

習志野市は昔は江戸の台所 として、また軍都 として栄えた時は去 り、軍の施設は多 く文

教施設 に変わっていきました。国の高度成長政策による県の臨海工業化に呼応 して、企業

誘致が行われるようになり、昭和 33年 6月 には企業誘致条例が制定 され、大小の工場が

建設されるに至 りました。そ して翌 34年には若松町 (旧西廠舎跡地)の北部に川鉄軽金

属が企業誘致条例に基ずいて進出して参 りました。

9。 この時期の開拓者の状況

この時期、開拓者達は農業より工業 と言 う時世の片隅にに追いや られ、農業基盤のない

開拓者達は入植当時の夢 も破れ、疲労困態その極に達 していました。

目の前の西廠舎に川鉄軽金属が進出 して くることや、第四地区で一部 自衛隊が買収 した

ことが契機 となって、南習志野開拓地では工場誘致運動が組合長先頭に始まりました。

勿論農業専門でと言 う人 もおり、運動推進派には畑を持て余 している人 も多 く、将来的

にも継続できない理由か ら、手塩に掛けた土地を手放す方向に向かったのであります。

南習志野では友人の手放す土地を買い支えてあげる資力を持 った人はお らず、部外者 と

の個人折衝によるものてせ した。やっていけないことなので トラブルも多 くあったようで

す。仮登記等発覚すると国に取 り上げ られて しまいま した。

国は工業用品の輸出で大童、かつての食糧増産の旗印は色褪せて、余剰農産物を買えば

良いと言 う考えも強 く、開拓者など邪魔者になったように感 じられました。

習志野市 も余 り生産の上が らない東習志野地域を、農業専用地域 より準工業地域に変更

することにし、東習志野の諸問題を県 と共に解決す る手段を計 ったものと思われます。

10。 東習志野へ工場進出

昭和 35年、習志野市を通 じ日立製作所が第一地区に進出申出。用地面積  15万 坪

″ 35年 、習志野市市尿処理場敷地第二地区で買収

″ 36年 、習志野市を通 じ鈴木金属工業、 日鉄溶接工業が第二地区に進出申出。

用地面積   10万 坪   5万 坪

″ 36年  習志野市を通 じ三井木材工業が第二地区に進出申出。用地面積  5万坪

上記の用地内に宅地のあつた方は 35戸で数名を除き、それぞれ各地区で受け入れされ

ている。第二地区では23戸 と一番多 く、その うち 5戸が市外に移 った。,

11.開 拓農協

昭和 23年北習志野 と分離 してできた南習志野開拓農協 も同 45年 3月 解散 となる。
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トイレ

開拓者用住宅

10坪 平面図

卜 1聞
―

腰窓 (4.5尺 )

入口 (格子)

*屋根はルーフィング

7坪 平面図
卜 1聞 →

窓 (3尺 )

屋根 トントン葺

上部無双窓

押入 (二段 )

4中占

8中占

障 子

炉

土間 E

押入 (二段 )

4,5寧占
引き戸

障子 土  間

雨戸
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米軍第一次射撃場演習場接収
昭和21年 4月

き轟

米軍射撃演習場は

第一起点より
[喜1撃野

第二起点より
[El革ギ

* l17ィ ‐―卜 0.3048‖
1ヤー ド  0.9144M
lマイル  1609.34M

-3-
平林 巌氏著「習志野開拓史」より調整



放出地域と米軍第二次射撃演習場拡張接収他
昭和24年 12月

儀

昭和22年3月 接収
キャンプ ′《―マ

昭和22年 6月接収

米軍の射撃演習場 拡張

は更に東へ400ヤ ー ド
1日 演習場境道路に至る。

*  1フ ィー ト 0.3048M
lヤ…Ⅲド   0,9144M
lマイル  1609,34M

平林 巌氏著「習志野開拓史Jよ り調整
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東習志野世帯人口数変化表

(国勢調査集計 )

6000

1500

人   人口

20000 戸数

1000

／
／／／／
　
〓́

K♂

一戸

年

人

15000

世帯数 。人口数の変化

14919

東習志野丁目別世帯面積比較表

世帯 丁 目 面積

876
534
610
981
995
947
127

1581

1

2

3

4

5

6

7

8

0. 156
0, 198
0, 221
0、  199
0_221
0. 532
0. 9ol
O. 296

6453 ■
‥

〓
Ｆ 2. 724

(諄目)35
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習志 野原 開拓 の年 表

(1)

年月 日 習志野原開拓関連事項 国・県その他事項

20年
8。 15

8。 17

8.19

8.21

8。 27

9,07

9。 11

10,09

10。 19

3.中旬

4.15

11.09

11.25

12.28

21年
1.15

2.24

習志野学校解散に当たり横山教導連隊長より今後の生
活方針の一として習志野原開拓が提示される。
平林厳大尉開拓の決意をし腹案を練る。

平林氏農地開発営団を訪ね習志野原開発の計画を提

案、開催中の役員会の大賛成を得る。平林氏には習志

野原開発の全責任と権限を付与される。

営団村上理事より平林厳氏に主任、阿部義隆.11倉太郎.

石井善文の三氏に副主任の任命あり。本日をもつて事

業所が正式に成立し「農地開発営団習志野農場」と称
する。

習志野原使用の了解を得る。

鍬入れ式挙行される(習志野高校北側に於いて、来賓。

入植者計 52名 出席)

豊玉刑務所先発隊62名糧株廠跡に入隊 lノ 習志野収容
所を開設する。

緊急開拓のモデルケースなので営団本部直轄事業とな
り名称は農地開発営団習志野出張所となる。 (従来の

系統は営団本部一営団東京事務所一営団習志野農場と
なっていた。)習志野出張所と習志野開拓団を区分。

三笠宮殿下御来場、入植者の共同宿舎。入力開墾.機械

開墾の状況をご視察される。

入植者全員宅地選定のため、習志野な域を下見。

開拓団を帰農組合と改め、初代組合長に加瀬淡氏就任。

分団は 1～9地区に整理し各地区は農事実行組合結成

各地区には部落名 (字名)が命名される。

南習志野 1～5地区に各 20棟、計 100戸の 10坪

家屋完成、移住始まる。
5,6地区全域、7地区一部米軍演習場として接収、

終戦.軍隊解散

緊急開拓事業実施要

領 (閣議決定)

農地調整法の改正

(第一次農地改革)
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区域内 1週間以内の立ち退き指令あり。107戸

農地開発営団習志野開拓実習農場設立される。
7坪家屋 250棟建築契約成立。

懸賞家屋 27棟展示建築成立。

昭和天皇千葉県ご巡幸、習志野原開拓の状況をご視察

営団の持別事業として粉食工場 (麦類の加工場)設立

第一回放出申請。

千葉県開拓者連盟結成、初代委員長に羽倉太郎氏就任

営団千葉支部の設置によりこの管轄内に入る。よつ

て関東事務所を経て営団本部に繋がる。

北習志野教育隊一部建物接収指全あり。

小型機の滑走路使用の指令あり。3,4地区の防風林

巾 28M、 長さ260M

千葉県開拓協会の設立、平林氏.阿部義隆氏理事就任

農地開発営団閉鎖により農林省に引き継がれ、国営開

拓習志野事業所となる。

土井美喜穂氏畑作業中米軍射撃演習の跳弾により腹

部盲管銃創を受け死亡する。

習志野帰農組合が南北に分離。

北習志野開拓組合発会。

第二回放出申請。

営団閉鎖により粉食工場南組合の直営工場 となる。

(北組合は 27年に粉食工場設置 )

開拓業務大部分完成.千葉県の監督下に入り、千葉県

習志野開拓事務所となる。

第二回放出申請。

電気工事完了.夕 刻習志野原開拓地全戸点灯する.

白作農創設特別措地置

法成立。第二次農地改革

開拓事業実施要領

(農林省決定 )

農業協同組合法公布

新京成薬園台迄開通

新京成瀧不動迄開通

4.

5.末

6. 7

8.10

8.15

9。 11

10.21

22年
1.

3.12

6。

6.

9.30

10。 11

10.24

12.27

23年
1.18

4.15

5.22

6.

8,26

9.30

11,19

12.28
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(3)

24年
3.301第四回放出申請

3.311五年間に亘つた開拓事業完了.事務所完全閉鎖.平林

主任東京農地事務局へ転勤。
4。 1開拓実習農場南組合に特別譲渡。

4.151北習志野開拓農業協同組合設立される。初代組合長

野口七右衛門氏。

6.211南習志野開拓農業協同組合設立される。初代組合長

真々田虎之助氏

8.| 1土地改良法の制定

9.1再 々の放出申請遂に許可あり。連合軍一 日本政府ヘ

(大蔵省 )、 大蔵省雑種財産一農林省開拓財産移管

12.1米軍射撃場地域拡大指令あり。(B地区申請外地域は

50ヤー ド線を更に 400ヤー ド延長し、1000
ヤー ドとして域内の開拓農家 8戸の移転要請あり。

期限25.3.31迄 に指示事項完了のこと。)

25年
3.311農林省開拓財産未墾地所管換え申請の承認。

拡大演習地内農家移転完了。一地区 3戸.二地区4戸 .

大和田町高津新田 1戸計 8戸各所受入れ。

6.| 1朝鮮戦争勃発

7.281入植適格證。縣知事より交付される。

10。 1農地として各個人へ払い下げ、土地所有権が認めら

れる。

26年
2.1開 拓財産の開拓者への売 り渡 しが行われる。

土地所有権保存登記完了、農民としての自立体制へ

登記完了によリー地区愛宕は幕張町、二地区安生津

は大和田町、三地区習志野は二宮町に所属。

27年  | 1農地法制定

28年  | 1町村合併促進法施行

29年
4。 11二地区安生津新市に合併のため八千代町 (1日 大和田

町)よ り分村し幕張町に所属替え。

5。 131幕張町議会千葉市へ合併、南習志野開拓者議決に反対

8.11南習志野地域は津田沼町町と合併、習志野市 と改称。

習志野市制施行。南習志野は東習志野町 1～3丁 目と

若松町の名称 となる。
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(4)
30年  | 1新京成線松戸迄全線開通

4.301第一回市長.市議選挙。開拓者から2名 出馬したが,

両名 とも落選。

9。 301三地区習志野船橋市所属地 (習志野町 5丁 目)1部を

残し習志野市に合併編入。
11.11習 志野町 5丁 目を東習志野 4.5丁 目に変更。

31年  1縣の立ち入 り検査。

32年 1成功検査。

33年
2.61 1習志野市企業誘致条例

34年  |り |1鉄金属若松町に進出。             1施 行

35年 1工場誘致運動を推進。日立製作所進出。
12.|千葉県農地開拓課習志野開拓地を工場敷地に転用の

事前審査許可。
36年

1・ 1鈴木金属.八幡溶接棒。三井木材の 3社進出。
1.231防風保安林指定解除申請。
1.231縣は組合に対し政府融資金等の一時返還要請あり。
4.| 1農業基本法施行

7.1進出会社が人植者を雇用する条件で敷地買収を承諾。
進出会社の敷地買収面積は総計 35万坪で開拓地の約
60%を 占める。専業農家は成り立たず、開拓は終盤
となる。

37年
3,311東習志野二丁目にし尿処理場完成。

38年
3.1南習志野開拓農協総会に於いて組合の解散決議される。
3.1縣解散を承認。以後精算手続きに入る。

各地区清算人を選出。代表 河村槌蔵氏。

40年
4,271千葉刑務所習志野作業所付属農場 解放陳情書提出

10.171東習志野二丁目町会より分配金の内払い要請あり。

(集会所建設資金不足分充当のため)

-10-



11.21組合事務所建物談渡契約成立のため組合事務

所を河村宅に移す

第四中学校`東習志野保育所。東習志野小学校設立。

東習志野新生全域千葉市に編入完了。42.3.1.

44.3.1.に も一部千葉市へ編入済

組合解散のため第一回臨時総会開催、精算業務の報告

残余財産処分承認の件。

東習志野青年館設立

精算終了登記

千葉地方裁判所 千葉県庁に届出。

第二回臨時総会 (大原神社にて)決算報告等承認.

南習志野開拓者親睦会発会、世話人 河村槌蔵、

河合十二郎、滝沢松治選出。

東習志野幼稚園設立.

視聴覚センター設立.

東習志野町住居表示実施

習志野高等学校東習志野に移転、賓花小学校設立

開拓 30周年記念行事
`J開

拓記念碑の建立と懇親会の

開催が提案されたが賛同を得られず開催されず。

賓花公民館設立。

東習志野コミュニティセンター設立、東習志野図書

館設置される。

プラネタリウム館開設

習志野原開拓 40周年祝賀懇親会開催。

41J甲

12.  1

42年
1.  1

44年
4. 1

10。  1

11.30

45年
1.29

1.30

1.31

3.22

46年
4, 1

47年
3. 1

48年
7.  1

50年
4. 1

6. 1

54年
7.  1

57年

7.  1

59年
4. 1

60年
9。 22

若松青年館設立

二
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(6)

64年
1.・ 71 1昭和天皇崩御

平成  | 1世
は平成 となる。

2年
lo.11東習コミュニテイセンター内東部連絡所開設。

3年
4.211市長、市議会議員選挙。開拓二世りll崎忠男氏立候補

当選し、爾後 4期就任。開拓関係者から議員初当選

6年
4,11東部保険福祉センター開設。

lo。 lo l東部体育館開設。

13年
11.1611日陸軍演習場内の囲壁 (通称支那家屋。国吉氏宅地)

文化庁の登録有形文化財に指定。

16年
10。 171習志野市制施行 50周年記念式典開催。

11.271賓花小学校創立30周年記念式典開催。

17年
9.111習志野原開拓 60周年記念式典開催予定。
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