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資料編

（平成15年6 月27日改正）

第1 章 総 則

（商 号）

第1 条 当会社は、遠州鉄道株式会社と称する。

（目 的）

第2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1 ．鉄道事業

2 ．一般乗合旅客自動車運送事業

3 ．一般貸切旅客自動車運送事業

4 ．不動産業

5．観光事業

6 ．旅行業

7．自動車整備および自動車関連サービス業

8．広告宣伝業

9．損害保険代理業および生命保険募集業

10．石油製品販売業

11．百貨店業ならびにこれに関連する卸売業、製造業、

加工業、請負業、輸出入業および医薬品・医療用

具販売業

12．飲食店、興行場、遊技場の経営

13．土木・建築工事の設計、監理、施工および請負業　

14．ゴルフ場の経営

15．自動車のリース業およびレンタル業

16．情報の提供・処理サービス業ならびに電子機器お

よび情報処理機器販売業

17．建物および付帯設備の管理、清掃ならびに警備の

請負

18．労働者派遣業

19．前各号に関連もしくは付帯する業務

（本店の所在地）

第3 条 当会社は、本店を浜松市に置く。

（公告の方法）

第4 条 当会社の公告は、静岡市において発行する静岡新聞に

掲載してこれを行う。

第2 章 株 式

（株式の総数、1 単元の株式数および単元未満株券の不発行）

第5 条 当会社の発行する株式の総数は、1 億4，240万株とする。

当会社の1 単元の株式の数は、1，000株とする。

当会社は、1 単元の株式の数に満たない株式（以下

「単元未満株式」という。）に係る株券を発行しない。

ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの

限りでない。

（株式取扱規程）

第6 条 当会社の株券の種類ならびに株式の名義書換、単元未

満株式の買取りその他株式に関する諸手続およびその

手数料については、取締役会において定める株式取扱

規程による。

（株主名簿の閉鎖）

第7 条 株主名簿の記載または記録事項の変更は毎決算期の翌

日からその定時株主総会終結の日までこれを停止する。

前項のほか必要ある場合は、あらかじめ公告して臨時

にこれを停止することができる。

第3 章 株 主 総 会

（招 集）

第8 条 当会社の定時株主総会は、毎決算期の翌日から3 ヵ月

以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要ある場合随

時これを招集する。

（議 長）

第9 条 株主総会の議長は、取締役社長これにあたる。取締役

社長事故あるときは他の取締役がこれに代る。

（決議の方法）

第10 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めある

場合を除くほか、出席株主の議決権の過半数によって

決する。

前項に係わらず、商法第343 条の規定によるべき株主

総会の決議は、総株主の議決権の3 分の1 以上を有す

る株主が出席し、その議決権の3 分の2 以上によって

決する。

（議決権の代理行使）

第11条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人と

して議決権を行使することができる。

株主または代理人は、その代理委任状を当会社に提出

することを要する。

（議事録）

第12条 株主総会の議事の経過の要領およびその結果は、これ

を議事録に記載または記録して議長ならびに出席した

取締役これに記名捺印または電子署名の上当会社に保

管する。

第4 章 取締役および取締役会

（取締役の員数）

第13 条 当会社に取締役12名以内を置く。ただし欠員を生じた　

場合も法定員数を欠かずかつ業務に支障のないときは、

補欠選挙を行わない。



（取締役の選任）

第14 条 取締役は、株主総会において選任する。

取締役の選任については、総株主の議決権の3 分の1　

以上を有する株主の出席を要する。

取締役の選任決議については、累積投票によらない。

（取締役の任期）

第15 条 取締役の任期は、就任後2 年内の最終の決算期に関す

る定時株主総会終結の時までとする。

補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締

役の任期の満了すべき時までとする。

増員のため選任された取締役の任期は他の現任取締役

の任期の満了すべき時までとする。

（招 集）

第16条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役

会長これを招集しその議長となる。取締役会長事故あ

るとき、または置かない場合は取締役社長これを行う。

招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日よ

り5 日前にこれを発するものとする。

ただし緊急の必要ある場合はこの期間を短縮すること

ができる。

取締役会は、取締役および監査役全員の同意があると

きは、招集の手続を経ないで開くことができる。

（権 隕）

第17条 取締役会は会社の業務執行を決する。

（決議の方法）

第18 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過

半数をもってこれを決する。

（代表取締役）

第19 条 取締役会は、その決議をもって取締役中より取締役社

長1 名を定め代表取締役とする。

取締役社長は業務を統轄する。

（役付取締役）

第20 条 取締役会の決議をもって取締役中より取締役会長1 名、

取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名を置く

ことができる。

取締役会はその決議をもって取締役会長を代表取締役

とすることができる。取締役副社長、専務取締役およ

び常務取締役は取締役社長を補佐し業務を執行する。

（相談役）

第21 条 取締役会の決議をもって相談役若干名を置くことがで

きる。

（取締役の報酬）

第22条 取締役に対する報酬は、株主総会で定める。

第5 章 監査役および監査役会

（監査役の員数）

第23条 当会社に監査役4 名以内を置く。ただし欠員を生じた

場合も法定員数を欠かずかつ業務に支障のないときは、

補欠選挙を行わない。

（監査役の選任）

第24条 監査役は、株主総会において選任する。

監査役の選任については、総株主の議決権の3 分の1

以上を有する株主の出席を要する。

（監査役の任期）

第25 条 監査役の任期は、就任後4 年内の最終の決算期に関す

る定時株主総会終結の時までとする。

補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査

役の任期の満了すべき時までとする。

（招 集）

第26 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日より5

日前にこれを発するものとする。

ただし緊急の必要のある場合はこの期間を短縮するこ

とができる。

監査役会は、監査役全員の同意があるときは、招集の

手続を経ないで開くことができる。

（決議の方法）

第27 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、

監査役の過半数をもってこれを決する。

（常勤監査役）

第28 条 監査役の互選により、常勤監査役を定める。

（監査役の報酬）

第29 条 監査役に対する報酬は、株主総会で定める。

第6 章 計 算

（決算期）

第30条 当会社の決算期は毎年3 月31 日とする。

（株主配当金）

第31条 株主配当金は毎決算期現在の株主名簿に記載または記

録された株主または登録質権者に支払うものとする。

前項株主配当金については、支払確定の日から満3 年

を経過したときは、当会社はその支払の義務を免れる

ものとする。
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役員任期首覧
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歴代社長デ

初代社長

青葉 延太郎

第2代社長

鈴木 俊雄

第3代社長

平野 冨士雄

第4代社長

青葉 貞雄

第5代社長

石津 薫
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従業員数雖推程
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（平成15 年10 月1日現在）
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※その他の事業の内訳

昭和47年度

旅行業、広告業

昭和48年度

旅行業、広告業、

石油販売業

昭和49～59年度

旅行業、広告業、

石油販売業、生命保険業

昭和60～61年度

旅行業、広告業、

生命保険業

昭和62～

旅行業、広告業
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本社 ［ 総 務 部 ・ 人 事 部 ］　　　　　　　 浜松市旭町12 －1フォルテ12階　　　　　　　　　　　　 （053 ）　454－2211

［ 運　輸　事　業　部 ］　　　　　　　　浜松市旭町12 －1フォルテ10～11階　　　　　　　　　　 （053 ）　454－2215

［ 不 動 産 事 業 部 ］　　　　　　　 浜松市田町330－5遠鉄田町ビル10階　　　　　　　　　 （053 ）　454－2218

［ 住　宅　事　業　部 ］　　　　　　　　浜松市田町230－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（053 ）　454－2267

［ 保 険 ク ル ー　プ ］　　　　　　　 浜松市田町330－5遠鉄田町ビル10階　　　　　　　　　 （053 ）457－5511

鉄　道

鉄　　 道　　 営　　 業　　 所　　　　　　　　浜松市西ヶ崎町686－1　　　　　　　　　　　　　　　　　（053 ）　435－0221

新　　　 浜　　　 松　　　 駅　　　　　　　　浜松市鍛冶町4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （053 ）　452－4806

第　　 一　　 通　　 り　　 駅　　　　　　　　浜松市田町230 －28　　　　　　　　　　　　　　　　　 （053 ）454－1119

遠　 州　 病　 院　 前　 駅　　　　　　　　浜松市早馬町2 －21　　　　　　　　　　　　　　　　　　（053 ）　453－0337

浜　　　　　　北　　　　　　駅　　　　　　　　浜北市沼54 －1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（053 ）　586－2469

西　　　 鹿　　　 島　　　 駅　　　　　　　　天竜市二俣町南鹿島67 －1　　　　　　　　　　　　　　　（0539 ）25－2274

西　 鹿　 島　 電　 車　 工　 場　　　　　　　　天竜市二俣町鹿島243 －3　　　　　　　　　　　　　　　（0539 ）　25－8391

自 黻畢］

浜　 松　 南　 営　 業　 所　　　　　　　　浜松市松島町1997　　　　　　　　　　　　　　　　　 （053 ）　426－2271

三　 方　 原　 営　 業　 所　　　　　　　　浜松市初生町1107 －1　　　　　　　　　　　　　　　　（053 ）436－1201

磐　　 田　　 営　　 業　　 所　　　　　　　　磐田市岩＃2190 －1　　　　　　　　　　　　　　　　　（0538 ）32－4161

天　　 竜　　 営　　 業　　 所　　　　　　　　天竜市次郎八新田6 －2　　　　　　　　　　　　　　　　（0539 ）25－2125

細　　 江　　 営　　 業　　 所　　　　　　　　引佐郡細江町気賀414 －8　　　　　　　　　　　　　　　（053 ）523－1121

福　　 田　　 営　　 業　　 所　　　　　　　　磐田郡福田町福田2204 －1　　　　　　　　　　　　　　　（0538 ）　55－2171

湖　　 西　　 営　　 業　　 所　　　　　　　　湖西市吉美下田3270 －5　　　　　　　　　　　　　　　　（053 ）　576－2211

舘　 山　 寺　 営　 業　 所　　　　　　　　浜松市舘山寺町3296 －5　　　　　　　　　　　　　　　　（053 ）　487－0056

雄　　 踏　　 営　　 業　　 所　　　　　　　　浜名郡雄踏町山崎3472 －2　　　　　　　　　　　　　　　（053 ）　592－2633

浜　 松　 東　 営　 業　 所　　　　　　　　浜松市豊町2253　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（053 ）432－1230

袋　 井　 観　 光　 営　 業　 所　　　　　　　　袋井市高尾町6－19　　　　　　　　　　　　　　　　　 （0538 ）　42－7221

自 動 車 整 備 セ ン タ ー　　　　　　 浜松市初生町1106 －4　　　　　　　　　　　　　 （053 ）　439－3211

不動産

不 動　産　情　報　プ　ラ　ザ　　　　　　　 浜松市旭町12 －1フォルテ1 階　　　　　　　　　　　 （053）454－2217

浜　松　不　動　産　営　業　所　　　　　　　　浜松市八幡町15 －5　　　　　　　　　　　　　　　　　 （053）471－0111

鴨　江　不　動　産　営　業　所　　　　　　　　浜松市鴨江2 －44－23　　　　　　　　　　　　　　　　　（053）456－1700

高　台　不　動　産　営　業　所　　　　　　　　浜松市初生町1198 －1　　　　　　　　　　　　　　　　（053）　437－1141

浜 松 東 不 動 産 営 業 所　　　　　　 浜松市和田町112 －1　　　　　　　　　　　　　　 （053）　463－3355

磐　田　不　動　産　営　業　所　　　　　　　　磐田市二之宮東17 －1　　　　　　　　　　　　　　　　　（0538）32－1212

袋　井　不　動　産　営　業　所　　　　　　　　袋井市高尾町6－19　　　　　　　　　　　　　　　　　　（0538）　43－8700

掛 川 不 動 産 営 業 所　　　　　　 掛川市中央1 －10－6　　　　　　　　　　　　　　 （0537）23－5100

湖　西　不　動　産　営　業　所　　　　　　　　湖西市鷲津760 －2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（053）574－2880

保　険

富　　　　　　塚　　　　　　店　　　　　　　　浜松市富塚町209－120遠鉄ストア富塚店内　　　　　　　（053 ）450－6611

浜　　　　　　北　　　　　　店　　　　　　　　浜北市貴布称34－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（053 ）　586－3731

磐　　　　　　田　　　　　　店　　　　　　　　磐田市二之宮東17－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　（0538）　36－3731

静　　 岡　　 営　　 業　　 所　　　　　　　　静岡市馬渕2－1－20　　　　　　　　　　　　　　　　　　（054 ）280－0715

名　　古　 屋　 営　 業　 所　　　　　　　　名古屋市中村区名駅2 －36－10松岡第2ビル4階　　　　　　（052 ）589－1236

首　 都　 圏　 営　 業　 所　　　　　　　　川崎市川崎区東田町2－11住友生命川崎大通りビル9階　　（044 ）221　－2117
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遠 鉄トラ ベ ル

浜 松 観 光 自動 車

ニュ ー浜 松 観 光 バ ス

遠 鉄 観 光 開 発

ホ テル コンコルド 浜 松

遠 鉄 山 の 家

遠 鉄 タクシ ー

遠 鉄 天 竜 タクシ ー

遠 鉄 中 遠 タクシ ー

ネッツトヨ タ浜 松

トヨタレンタリース 浜松

遠 鉄 百 貨 店

遠 鉄 百 貨 店 友 の 会

遠 鉄 ストア

遠 鉄 自 動車 学 校

遠 鉄 石 油

遠 鉄 システ ムサ ービス

遠 鉄 建 設

遠 鉄 アシ スト
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株式会社遠鉄トラベル

1。 本 社・本 店　　　 浜松巾旭町12－1　　　　　　　　　　 （053）452－0131

2． 事業所所在地

本社営業 支店　　　　 浜松市旭町12－1フ ォルテ10階　　　　 （053）452－0137

観光プ ラザ支店　　　 浜松巾旭町12－1フ ォルテ1階　　　　 （053）452－0133

富 塚店　　　　　　　 浜松市富塚町向平209－120　　　　　 （053）458－3838

ザザシテ ィ店　　　　 浜松市鍛冶町15（ザザシティ浜松西館Bl ）　（053）450－9200

浜 松支店　　　　　　 浜松市大蒲町83－12　　　　　　　　　（053）460－6677

大蒲店　　　　　　　 浜松市大蒲町83－12　　　　　　　　　（053）460－0711

浜北店　　　　　　　 浜北市中瀬16－1　　　　　　　　　　 （053）588－5959

リブロ ス笠井店　　　 浜松市笠井町1197－22　　　　　　　　（053）435－6561

浜 松北 部支店　　　　 浜松市葵 束2－24－1　　　　　　　　　　（053）437－1305

葵町 店　　　　　　　 浜松市葵東2－24－1　　　　　　　　　　（053）437－3141

湖西店　　　　　　　 湖西 市鷲津778－1　　　　　　　　　　（053）576－1280

ベル21店　　　　　　 引佐郡細江町中川1900－1　　　　　　（053）527－0161

中遠支店　　　　　　 袋井 市高 尾町6－19　　　　　　　　　 （0538）43－5490

袋井店　　　　　　　 袋井市高 尾町6－19　　　　　　　　　 （0538）43－5451

磐田店　　　　　　　 磐m 市見付字今之浦5888－2　　　　　（0538）34－9521

3． 創立　　　　　　　 昭和26年5 月1 日

4． 資本金　　　　　　50 ，000千円

5． 代表者　　　　　 取締役社長　　 神田 滋

6． 最近5 期の営業成績等

年月 営業収益（千円） 前年比 従業員数

11．3

12．3

13．3

14．3

15．3

1，066，332

1，039，217

1，086，287

998 ，383

954 ，954

95．4

97．5

104．5

91．9

95．7

122

118

114

111

107

7。 営業 品目

0 旅行業

＠ 損害保険代理業

＠ 自動車損害賠償保障 法に基づく 保険代理業

○ 生命保険代理業

＠ 不動産業

＠ 広告業

＠ 物品販売業

＠ 飲食業

＠ 酒類小売業

瑤 音楽、演劇、映画、スポ ーツ等、各種催し物の入場券、チケット等の受託販売

● 電気通信機器の販売、賃貸、修理及び電 話加入手続きの代 行業 務

瑤 前各号に附帯する業務

8。会社の沿革

昭26．　5．　1

30．　2．　5

38．　6．　1

38．　7．30

38．12．19

44．　4．10

46．　2．12

46．　9．20

46．12．　1

47．12．　1

48．　8．　1

48．10．18

49．　7．　1

50．　6．　1

50．10．　1

50．10．　1

52．　9．16

56．　7．　1

59．12．　5

63．　9．14

平2 ．11．10

4．　6．26

4．12．　3

8．　4．　1

8．　6．　1

8．　6．　3

8．11．　1

9．　3．　1

9．　4．25

10．　3．26

12．　6．19

13．　6．11

14．12．　1

15．　4．　1

遠鉄商 事（株）設立（資本 金100T 円、社長・鈴木俊雄氏 ）

社長 に八木橋周助氏就任

モービル石油（株）と代理店契約締結

社長 に竹内 修平氏就任

掛川 営業所営業 開始

日本航空 と代理店契約締 結

浜北 営業 所営業 開始

湖西営業 所営業 開始

社長に石津薫氏 就任

広告部門を遠州 鉄道（株）へ営業 譲渡

石油部門を遠州 鉄道（株）へ営業 譲渡

一般旅行業認可

（株）遠鉄ト ラベルに商号変更、本社を田町に移転

磐田営業所営業開始

保険部門を遠州興業（株）へ営業 譲渡

葵町営業所営業開始

IATA （国際航空運送協会）公認代理店資格取得

袋井営業所営業開始

社長に桑原克良氏就任

旅行サロン（遠鉄百貨店7 階）営業開始

本社をフ ォルテ7 階へ移転

観光プラザ（フ ォルテ1 階）営業 開始

社長に源馬芳徳氏就任

浜松市営業所営業開始

チ ケットセブン販売業務開始

「みどりの窓口」業務開始

浜松西営業所営業開始

リブロ ス笠井店営業開始（遠鉄ショッビングタウンリブロス笠井内）

アステルシ ョップ営業開始

ベ ル21店営業開始（ショッピングセン ターベル21内）

富塚店営業開始 （遠 鉄スト ア富塚店隣）

社長 に竹山英夫氏 就任

社長 に神田滋氏 就任

営業所 を統合し 、浜松支店、浜 松北 部支店 、中遠支店を新設

ザザシティ店営業開始 （ザザシ ティ浜 松内）



浜 松観光自動車株式 会社

1。 本 社・本 店　　　 浜松市大蒲町83－6　　　　　　　　　（053）465－3311

2． 事業所所在地

本社　　　　　　　　浜松市大蒲町83－6　　　　　　　　　（053）465－3311

3． 創立　　　　　　　昭和29年亅2月13日

4． 資本金　　　　　　60，000千円

5． 代表者　　　　　　取締役社長　　松島 理

6． 最近5 期の営業成績等

年 月 営業収益（千 円） 前年比 従業 員数 車両数 輸送人員

11．3

12．3

13．3

14．3

15．3

814，805

910，714

1，178，365

1，285，918

1，336，319

88．7

111 ．8

129 ．4

109 ．1

103 ．9

56

71

87

90

97

40

51

58

58

58

395，402

449，806

594，190

569，233

589，955

7。 営業品目

0 一般貸切旅客自動車運送事業

＠ 旅客の誘致斡旋ならびに観光宣伝および旅行文化に関する事業

＠ 前各号に関連もしくは付帯する 一切の事業

8。会社の沿革

昭29．12．13

30．　2．18

35．　4．　1

37．10．　1

37．11．　1

38．　5．16

40．11．11

42．11．20

44．11．27

46．　6．　7

46．　9．　1

48．　5．25

52．　5．14

55．　6．　6

60．　6．10

61．　4．　1

平1 ．　6．　9

5．　6．14

8．　4．　1

12．　6．19

13．　6．22

設立（資本金10，000千円 、社長・鈴木俊雄氏）

保有車両5 両をもって営業 開始

磐田営業所開設

浜 松営業所を浜松市 旭町65へ移転

浜 松営業所を浜松 市大蒲｜叮103－1へ移転

社長に 加藤清氏就任

社長に小塚秀雄氏就任

社長に佐藤幸吉氏就任

社長に堀内福平氏就任

本社を浜松市大蒲町103－1へ移転

浜名湖観光自動車（株）と合併 資本金60，000千円 保有車両33両

社長に熊谷 博之氏就任

磐田営業所を廃止

社長 に金原勉氏就任

社長 に伊藤哲 大氏就任

浜北西営業所開設

社長 に鳴田重郎氏就任

社長 に江間伸之氏 就任

浜北西営業所 分離

同営業所をニュ ー浜松観光バ ス（株）として設立

社長 に堀出 隆壽氏就任

社長 に松島理氏就任

ニュー浜松観光バス株式 会社

1。　本 社 ・本 店　　　 浜北市内野2418－3　　　　　　　　 （053）586－5531

2． 事業所所在地

本社　　　　　　　　　浜北市内野2418－3　　　　　　　　　　（053）586－5531

竜洋営業所　　　　　 磐田郡 竜洋町自羽106－4　　　　　　　（0538）66－2021

湖 西営業所　　　　　 湖西［li占美3270－5　　　　　　　　　　（053）57↓2810

3． 創立　　　　　　　 平成8 年4 月1 凵

4． 資本金　　　　　　30 ，000千円

5． 代表 者　　　　　　 取 締役社長　　 人久保房大

6． 最近5 期の営業成 績等

年 月 営業収益（千円） 前年比 従業員数 車両数 輸送人員（千人）

11．3

12．3

13．3

14．3

15．3

243，347

468，422

781 ，551

1，160，973

1，343，023

162．6

192．5

166．8

148．5

115．7

28

44

64

85

87

20

33

49

58

62

90

191

330

423

489

7。 営業品目

0 一般貸切旅客自動車運送事業

＠ 旅行業

＠ 前各号に関連もしくは付帯する業務

8。会社の沿革

平8 ．　4．　1

8．　4．11

12．12．12

13．　6．　1

浜北 市内野2418－3に一般貸切旅客自動車運送事業の専業会社

を設立　 社長に大久保房夫氏就任　 資本金30，000　T円

保有 車両10両を もって営業開始

竜洋営業所 を新設

湖西営業所 を新設



遠鉄アシスト株式会社

1。 本 社・本 店　　　 浜松市旭町12－1　　　　　　　　　（053）450－1511

2． 事業所所在地

本社　　　　　　　　浜松市旭町12－1　　　　　　　　　　（053）450－1511

3． 創立　　　　　　　平成11年7月21囗

4． 資本金　　　　　　10，000千円

5． 代表者　　　　　　取締役社長　　斉藤 薫

6． 最近5 期の営業成績等

年月 営業 収益（千円） 前年比 従業員数

11．3

12．3

13．3

14．3

15．3

57

123，315

224，016

1，233，825

－

216，342．1

181．7

550．8

4

36

41

178

7。 営業品目

0 自動車の運転並びに保守管理

＠ 自動車による旅客及び貨物運送事業

＠ 建物・構築物及び付帯設備の管理・清掃並びに警備の請負

○ 損害保険代理店業

＠ 労働者派遣事業

＠ 職業紹介事業

＠ マンションの管理運営業務

＠ ホテル客室整備の請負

＠ 建物等の環境衛生管理の請負

＠ 建物、清掃関連用品、絵画の販売及び賃貸業

Φ 駐車場業並びに駐車場管理請負

● 前各号に関連もしくは付帯する業務

8。会社の沿革

平11．　7．21

12．　8．　1

12．　9．16

13．　2．　1

13．　6．27

13．　8．　1

14．　6．27

14．　7．　1

設立（資本金10，000千円、社長・関利彦氏）

特定労働者派遣事業 を届出

本社を田町より旭町（現住所）へ移転

一般労働者派遣事業 許可を受 ける

社長に村松修氏就任

有料職業紹介事業許可を受 ける

社長に斉藤薫氏就任

遠鉄グループ事業再編により（株）遠鉄総合ビルサービス

（現 ・遠鉄建設） から建物管理部門と清掃部門 を営業譲受



遠鉄観光開発株式会社

1。 本 社・本 店　　　 浜松市舘山寺町1891　　　　　　　 （053）487－0771

2． 事業所所在地

総 合 本 部 事 務 所　 浜松市舘山寺町1891　　　　　　　 （053）487－0771

［事業所 ］

浜名湖ハルハル　　　 浜松市舘山寺町1898－1　　　　　　　 （053）487－2121

遠鉄ホテルエンパ イア浜松 市舘山寺町1942 －1　　　　　　　 （053）487－0311

ホテル　九　 重　　　 浜松市舘山寺町2178　　　　　　　　 （053）487－0090

浜北 リネンエ 場　　　 浜北市新原3592－2　　　　　　　　　 （053）587－2215

［営業 所］

東京営業所　　　　　 東京都中央区日本橋茅場町3－3－10　茅場町光ビル4階

（03）3668－2271

大阪営業所　　　　　 大阪市北区芝田2－9－17マエダビル702号 （06）4802－0351

名古 屋営業所　　　　 名古屋市東区泉1↓31　 吉泉ビ ル7階　 （052）953－5751

3． 創立　　　　　　　　昭和31年5 月14日

4． 資本金　　　　　　300 ，000千円

5． 代表者　　　　　　 取締役社長　　 竹山英夫

6． 最近5 期の営業成績等

年 月 営業収益（千円） 前年比 従業員数
ホテル・旅館

宿泊者数

パルパル

入園者数

11．3

12．3

13．3

14．3

15．3

9，254，097

8，746，712

8，402，991

8，260，989

8，438，426

79．0

94．5

96．1

98．3

102．1

564

516

471

443

443

249，171

265，273

251，477

248，635

255，912

641，723

615，036

533，651

559，833

558，894

7。 営業種目

0 遊園地ならびに娯楽施設の経営

＠ 架空索道による旅客運輸事業

＠ ホテル、旅館営業

○ 食堂、喫茶店、売店の経営

＠ 菓子製造販売業

＠ 惣菜製造販売業

＠ 酒類小売業

＠ 不動産の売買・賃貸借ならびにその仲介および管理業

＠ 駐車場業

瑤 クリーニング業

Φ 美容院業

瑤 前各引こ関連もしくは付帯する一切の業務

8。 会社の沿革

昭31．　5．14

34．　7．　1

35．10．　1

35．12．15

40．　5．26

43．　5．　1

44．　3．11

45．　2．25

45．11．12

45．11．18

46．　7．18

46．　7．23

46．10．18

46．11．18

47．　3．　2

47．　7．16

48．　1．　1

48．　1．25

51．12．　8

53．　4．　1

54．　4．　1

56．　4．21

56．　4．28

57．　3．29

59．　6．24

60．　6．28

61．10．　1

62．　4．15

62．　9．　6

63．　3．22

63．　4．　1

63．　7．　1

63．　9．14

平1 ．　6．16

1．　9．　8

2．　6．18

2．10．　8

4．10．　1

7．　6．19

7．11．　1

8．　7．26

9．　7．19

9．　7．19

10．　4．　1

10．　7．　1

10．　7．　4

10．　9．28

11．　3．20

11．　3．20

11．　4．24

11．　7．24

14．　7．　8

14．11．29

15．　5．31

舘山寺観光開 発（株）設 立

（資本金1，000千円、社長・八木橋周助氏）

遊園地 開業

遠鉄観光 開発（株） に商号変更

ロープ ウェイ営業開始

旅館遠鉄ホテル開業

遠鉄ホテル別館 開業 （S．54．　2．28廃業 ）

旅館「万楽」営業 開始 （S．46．　6廃業）

社長に坪井俊彦氏就 任

舘山寺 ～寸座間 にフェ リー就航（S ．52．　9．30閉航）

会長に平 野冨士雄氏 就任

遊 園地 ハル ハル営業開始

ホテル寸座ビラージ（S．56．1．17廃業）ヽ t座リフト（S．54．2．28廃業）

遠鉄マリーナ営業開始 （S．56．1．17廃業 ）

東 京営業所開設

社長 に三谷正平氏就任

大阪営業所開設

遠鉄ホテルエ ンパイア営業開始

遠鉄観光汽船（株）　（S．52．9．30廃業 ）と合併

名古 屋営業所開設

「かんざんじ遠 鉄ホール」開業

旅館遠鉄ホテル 新装 オープ ン

名称 を遠 鉄ホテル舘山寺に変更（S ．62．　7．26廃 業）

遠鉄ホテルエ ンパイア増築完成　 最大収容人員1，100人となる

舘山寺遠 鉄マ リーナ開業

ホテルコ ンコルド浜松営業開始

社長 に丹羽潤一氏就任

ハルハル ジャンボプ ール営業開始

社長 に高 林正義氏就任

奥引 佐観光開 発（株）を吸収合併

（株）えんてつ 会館 を吸収合併

ホテル九重営業開始

社長 に石津薫氏就任

浜 松カントリ ークラブのレ ストラン営業開始

遠鉄不動産（株）を吸収合併

遠鉄百貨店のレ スト ラン営業開始

ホテル九重大宴 会場「菊園」増築完成

ホテルコ ンコルド浜松改装 オープン

社長に加茂廉平氏就任

奧山山の家改築新装 オープン

ホテルエ ンパ イアリニュ ーアルグランドオ ープン

社長に青葉之宏氏就任

ホテルコ ンコルド浜松チ ャペルオープン

奥山山の家無煙ロ ースター導入

浜名湖ハルハル 第1 期リニュ ーアルオ ープン

ホテル 九重露天風呂オ ープン

ホテルエンパイア「ゆめ座敷・花やかた」リニューアルオープン

ホテル 事業部門 を（株）ホテルコンコルド浜松へ営業譲渡

浜名湖ハルハル 第2 期リニュ ーアルオ ープン

社長に竹内善一郎氏就任

浜名湖ハルハル 第3 期リニュ ーアル キッスランドオープ ン

ホテルエンパ イア空中露天風呂オープン

かんざんじロ ープウェ イリニュ ーアルオープン

浜 名湖オルゴ ール ミュ ージア ムオープン

ホテルエンパ イアレ ストラン「ルピナス」、

大浴場「 ダイダ ラボッチの湯」オープン

浜 名湖ハルハル内におし やれ工房「ル ーベラ」オープン

社長に竹山英夫氏就任

ホテル九重割烹「曵馬野」リニューアルオープン



株式会社ホテルコンコルド浜松

1。 本 社・本 店　　　 浜松市元城町109－18　　　　　　　 （053）457－1111

2． 事業所所在地

［事業所］

浜松カントリークラブ レ訃ラン　天竜市渡ケ島20－6　　　　　　　　　 （0539）25－3516

3． 創立　　　　　　　 平成10年引 」1日

4． 資本金　　　　　　100 ，000千円

5． 代表者　　　　　　 取締役会長　　 鈴木敬彦

取締役社長　　 服部宗 爾

6． 最近5 期の営業成績等

年月 営業収益（千円） 前年比 従業員数 ホテル宿泊者数

11．3

12．3

13．3

14．3

15．3

2，308，328

3，316，077

3，388，547

3，615，817

3，580，408

－

143．7

102．2

106．7

99．0

173

148

147

150

152

54，078

72，841

68，825

74，088

73，378

7。 営業品目

0 ホテル業

＠ レストラン、喫茶店及び売店の経営

＠ 食パン、菓子類、惣菜等食品の製造及び販売

○ 食料品、米穀、清涼飲料水、酒類、書籍、医薬品、みやげ品、煙草類

及び日用雑貨品の販売

＠ 郵便切手、収入印紙及び宝くじの売りさばき業

＠ プール、アスレチックジム等のスポーツ施設及び文化教室の経営

＠ 写真撮影業、美容業、貸衣裳業、両替業、遊技煬、興行場及び有籵駐

車場の経営

＠ 土地建物の売買、賃貸及び管理業務

＠ 前各号に関連もしくは付帯する一一切の事業

8。 会社の沿革

平10．　5．　1

10．　7．　1

11．　3．21

設立（資本金100 ，000千円、社長・服部宗爾氏）

遠鉄観光開発（株）より ホテル事業 部門の営業 を譲受 レ

営業 を開始

チャペルリニューアル

株式会社遠鉄山の家

1。 本 社・本店　　　 引佐郡引佐町奥山1594－77　　　　　（053）543－0002

2． 事業所所在地

本社　　　　　　　　引佐郡引佐町奥山1594－77　　　　　（053）543－0002

3． 創立　　　　　　　平成13年2月21日

4． 資本金　　　　　　20，000千円

5． 代表者　　　　　　代表取締役総支配人　　石原賢司

6． 最近5 期の営業成績等

年月 営業 収益（千円） 前年比 従業員数

14．3

15．3

172 ，067

168 ，679

－

98．0・

7

9

7。 営業品目

0 レストラン及び売店の経営

8。会社の沿革

平13．　2．21

14．　6．　7

設立（資本金20，000千円、社長・内山芳実氏）

代表取締役に石原賢司氏就任



遠鉄タクシー株式会社

1。 本 社 ・本 店　　　 浜松市L 島1－11－15　　　　　　　　　 （053）472－5181

2． 事業所所在地

本社営業所　　　　　 浜松市七ft　1－11－15　　　　　　　　　 （053）472－3379

東 部営業所　　　　　 浜松市丸塚町541－19　　　　　　　　 （053）461－8810

佐鳴台営業所　　　　 浜松市佐鳩台4－9－17　　　　　　　　 （053）458－4810

舘山寺温泉営業所　　 浜松市舘山寺町1991－1　　　　　　　 （053）487－0259

細江営業所　　　　　 引佐郡細江町気賀1384－3　　　　　　（053）523－1746

柳 通営業所　　　　　　浜松市新津町638 　（レ ンタカー）　　　 （053）462－5919

3． 創立　　　　　　　 昭和26年5 月9日（昭和36年1 月11囗）

4． 資本金　　　　　　100 ，000千円

5． 代表 者　　　　　　 取 締役社長　　山口 宏規

6． 最近5 期の営業成 績等

年 月 営業収益（千 円） 前年比 従業員数 車両数 輸送人員

11．3

12．3

13．3

14．3

15．3

2，508，232

2，497，666

2，514，141

2，518，127

2，734，093

96．8

99．6

100 ．7

100 ．2

108 ．6

435

431

424

434

482

238

239

240

243

268

2，054，605

2，052，209

2，074，425

2，076，736

2，263，484

7。 営業品目

＠ 一般乗用旅客自動車運送事業

＠ 貸駐車場業

● 貸自動車業

○ 損害保険代理業

＠ 自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業

＠ 自動車整備及び自動車関連サービス業

＠ 自動車販売、同部品並びに同材料品販売業

＠ 食堂、喫茶店、売店の経営

＠ 不動産の売買、賃貸及びその管理業

● 警備業

瑤 防災・防犯など安全に関する設備・機器・システムの販売及びリース

● 自動車の運転並びに保守管理

● 労働者派遣事業

● 身体障害者及び高齢者等の人浴、食事その他日常生活における

介護サービスに関する事業

● 前記各号に附帯する一切の事業

8。 会社の沿革

昭26．　5

36．　1

38．　7

39．12

40．　3

44．　7

44．　9

45．　8

46．　3

46．　3

46．　5

46．　9

46．11

47．　6

48．12

49．11

50．　6

52．　6

53．　2

54．　2

55．　3

55．　9

56．　6

63．　2

63．　2

63．　2

63．11

平1 ．3

3．4

5．4

5．12

8．2

8．7

8．11

10．　2

10．　6

12．　7

14．　7

14．　7

15．　6

遠州 タクシー（株）設立（資本金2，500千円、社長・磯部与二郎氏）

遠 鉄企業集団の系列下に 入る（社長に鈴木俊雄氏）

社長に占橋万平氏就任

社長に三谷正平氏就任

遠 鉄タクシ ー（株）に商号変更

（有）舘山寺 タクシ ーを系列 ドに入れる

（S．53．2．1遠鉄タクシー（株）と 合併）

気賀合｜司タクシ ー（資）を系列下に人れる

宇布見 タクシ ー（株）を系列下に入れる

浜松市下池川町のモ ータープ ール開業

興亜火災海上保険（株）の保険代理店として、損害保険営業開始

浜松市下池川町にニッポンレンタカー中部（株）浜松営業所開設

丸 三タクシ ー（株）を系列下に入れる

社長に甲賀房次郎氏就任

中遠 タクシ ー（株）を系列下に入れる

本社、配車セン ターを浜松市上島町 へ移転す る

社長に丹羽潤一一氏就任

南遠 タクシ ー（株）を系列 ’卜に入れる

整備工場、指定自動 車整 備事業場の認 可を受け る

（有）舘山寺 タクシ ーを合併

天竜 タクシ ー（株）を系列下に入れる

巾泉 タクシ ー（株）を系列 ドに入れる

（株）エ ンセイを設立

社長に 八木橋幸¶乃氏就任

（株）エ ンセイを吸収合併

丸 三タクシ ー（株）と中泉 タクシー（株）が合併し、

遠鉄 タクシ ー磐田（株）に社名変更

社長に 斉藤繁雄氏就任

遠 鉄宇布 兒タクシ ー（株）を吸収合併

（宇布見営業所とする。車両227 両）

自動車整備事業を遠州鉄道（株）整備課に業務移管をして廃止

ニッポンレンタカー中部（株）浜松営業所を浜松市新津町へ移転

「タクシー呼出しホットラ イン］を導入

新配車システムGPS （衛星による全世界位置測位シ ステム）

を導入

中遠 タクシ ー（株）と 南遠 タクシー（株）が合併

福祉 タクシ ー（ひまわり号）導 入

宇布見営業所を移転新築、エ ミール雄踏校との共同ビルとする

中遠 タクシ ー（株）と遠鉄 タクシー磐田（株）が合併し、

遠 鉄中遠 タクシ ー（株）に社名変更

社長に中野東 亜治氏就任

緊急通報サ ービ ス「あんしんネットワ ーク」事業開始

遠 鉄観 光タクシ ー（資）を合併

介護サービ ス事業開始

社長に山口宏謨氏就任



遠鉄天竜タクシー株式会社

1。 本社・本 店　　　天竜市二俣町鹿島542－29　　　　　　（0539）25－6252

2． 事業所所在地

本社営業所　　　　　大竜市二俣町鹿島542－29　　　　　　（0539）25－6252

3． 創立　　　　　　　昭和45年5月6日（昭和54年2月19囗）

4． 資本金　　　　　　10，000千円

5． 代表者　　　　　　取締役社長　　山口宏規

6。 最近5 期の営業成績等

年 月 営業収益（千円） 前年比 従業員数 車両数 輸送人員

n ．3

12．3

13．3

14．3

15．3

102 ，267

98，026

103 ，833

100 ，622

95，274

97．2

95．9

105．9

96．9

94．7

20

20

19

20

21

10

10

10

10

10

88，362

83，525

88，417

85，924

82，097

遠鉄中遠タクシー株式会社

1。 本 社・本店　　　 磐田巾島之瀬227　　　　　　　　　（0538）32－6943

2． 事業所所在地

本社営業所　　　　　磐田市鳥之瀬227　　　　　　　　　（0538）32－6943

3． 創立　　　　　　　昭和12年4月19日（昭和47年6月29日）

4． 資本金　　　　　　17，250千円

5． 代表者　　　　　　取締役社長　　小高泰明

6。 最近5 期の営業成績等

年月 営業収益（千円） 前年比 従業 員数 車両数 輸 送人員

11．3

12．3

13．3

14．3

15．3

795，877

784，645

782，008

774，716

818，614

96．1

98．6

99．7

99．1

105 ．7

134

133

142

139

142

86

87

83

83

83

779 ，879

780 ，239

772 ，158

755 ，906

825，741



ネッツトヨタ浜松株式会社

1。 本 社・本 店　　　 浜松市森田町16　　　　　　　　　 （053）453－4111

2． 事業所所在地

本社　　　　　　　　 浜松市森田町16　　　　　　　　　　 （053）453－4111

浜松店　　　　　　　 浜松市森田町16　　　　　　　　　　 （053）453－5711

高台店　　　　　　　 浜松市葵東2－18－5　　　　　　　　　 （053）436－2511

宮竹店　　　　　　　 浜松市宮 竹町623　　　　　　　　　 （053）464－0931

南店　　　　　　　　 浜松市寺脇町728　　　　　　　　　 （053）442－3531

有玉店　　　　　　　 浜松市有玉北町1748－1　　　　　　　 （053）435－3831

湖西店　　　　　　　 浜名郡新居町中之郷2274　　　　　 （053）594－1355

浜北店　　　　　　　 浜北市新原1252　　　　　　　　　　 （053）584－6262

磐田店　　　　　　　 磐田市鳥之瀬89　　　　　　　　　　 （0538）32－2255

袋井店　　　　　　　 袋井市川＃994－1　　　　　　　　　　（0538）43－5311

掛川店　　　　　　　 掛川市成 滝405　　　　　　　　　　 （0537）22－7177

小笠店　　　　　　　 小笠郡小笠町高橋3296　　　　　　　 （0537）73－6191

吉田店　　　　　　　 榛原郡吉田町住吉690　　　　　　　 （0548）32－1291

藤枝店　　　　　　　 藤枝市上青島484　　　　　　　　　　 （054）641－3026

藤枝東店　　　　　　 藤枝市仮宿1655－1　　　　　　　　　 （054）644－3988

焼津店　　　　　　　 焼津市小川3128　　　　　　　　　　 （054）624－0111

静岡店　　　　　　　 静岡市手越原168　　　　　　　　　 （054）259－1271

天王マイカーセンター　浜松市原島町370　　　　　　　　　　 （053）464－3251

上島マイカーセンター　浜松市上島5－16－16　　　　　　　　　 （053）475－1911

森田マイカーセンター　浜松市森田町16　　　　　　　　　　 （053）453－4160

掛川マイカーセンター　掛川市大池385　　　　　　　　　　 （0537）24－5221

藤枝マイカーセンター　藤枝市上青島484　　　　　　　　　 （054）641－3027

焼津マイカーセンター　焼津市石津1180－1　　　　　　　　　　（054）625－1155

新橋テク ノセンター　 浜松市新橋町28　　　　　　　　　　 （053）441－0636

3．創立　　　　　　　　 昭和42年10月12日

4．資本 金　　　　　　　200 ，000千円

5．代表 者　　　　　　　 取締役社長　　杉 山治一

6．最近5 期の営業成績等

年月 営業収益（千円）前年比 新車販売台数 中古車販売台数 従業員数

11．3

12．3

13．3

14．3

15．3

15，528，436

17，157，806

17，168，687

16，372，922

17，190，573

97．5

110 ．5

100 ．1

95．4

105 ．0

6，633

8，223

7，947

6，852

7，086

3，866

4，660

4，311

4，388

5，164

372

383

381

391

401

7。営業品目

0 自動 車の販売お よび賃貸

＠ 自動車の点検 、整備および修理

＠ 自動車 部分品 ・用品および鉱油の販売

○ 電気機械器具の販売および修理

＠ 冷凍装置の販売および据付修理

＠ レ ジャー用品 、スポ ーツ用品の販売および修理

＠ 医療用具、医薬部外品および医療用消耗品の販売

＠ 電気通信機械器具の販売 ・賃貸・修理および電話 加入手続 きの代行業務

＠ 損害保険代理業および自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業

＠ 生 命保険の募集に関する業務

瑤 前各号に関連 する一切の業務

8。会社の沿革

昭42．10．12

43．　3．26

43．　4．　6

43．　4．12

44．　2．21

44．　5．29

44．　8．12

45．　3．17

45．　5．　6

45．　8．　6

45．　9．28

45．11．20

46．　1．　5

46．　6．　1

48．　3．16

48．11．　2

50．　5．30

50．11．　1

51．　1．23

55．　2．16

55．　2．20

60．　2

62．　5．19

63．　6．23

63．12．17

平1 ．　4．26

1．12．　7

2．　1．　8

3．　7．17

4．　1．25

5．　6．18

5．　7．　1

5．　8．25

5．12．28

6．　2．17

6．　3．31

6．　9．27

6．10．　3

6．10．13

7．　6．19

7．　9．22

7．　9．28

8．　1．　9

9．10．　1

9．11．　7

10．　8．18

10．11．12

11．　1．　1

12．　6．21

13．10．　1

13．12．13

14．　1．　1

14．10．29

15．　4．19

ト ヨタオート浜松（株）設立

（資本金50，000千円 、社長 ・平野冨士雄氏）

森田町に本社屋新築

掛川営業所開設

藤枝営業所開設

吉田営業所開設

磐田営業所開設

静岡営業所開設

湖西営業所開設

浜松北出張所を廃止し、浜北営業 所開設

新橋サ ービ スエ場開設

高台営業所開設

社長に中野善次郎氏就任

藤枝中古車 セン ター開設

掛川中古車 セン ター開設

浜岡営業所開設

宮竹営業所開設

焼津営業所開設

浜松中古車 セン ター、高台中古車センターを廃止、

原島町にマ イカ ーガーデン開設

住宅部門発足

南営業所開設

トヨ タビ スタ静岡（株 ）設立

C80 コンピュー ター稼動

有玉営業所開設

富塚店開設

トヨ タホーム浜松（株 ）設立（住宅 、グリーンセンターを

営業譲渡）

袋井営業所開設

上島中古車 セン ター開設

（株）ト ヨタレン タリース浜松設立（同4 ．1．営業開始）

本社および浜松営業所リフレッシュオープ ン

藤枝東営業所開設

社長に青葉之宏氏就任

トヨ タビ スタ静岡（株 ）の経営権を譲渡

IDO プ ラザ浜松オ ープン

富塚店を閉鎖

IDO プ ラザ宮竹オ ープン

浜岡営業所を閉鎖

IDO プ ラザ掛川 オープン

トヨ タホーム浜松（株 ）の経営権を譲渡

IDO プ ラザ高台オ ープン

社長に加茂廉平氏就任

IDO プ ラザ藤枝上青島オープン

IDO プ ラザ焼津オ ープン

IDO プ ラザ磐田オ ープン

資本金を100，000千 円に増資

小笠営業所開設

ネッツトヨ タ浜松（株）に社名変更

焼津マイカーセンター開設（藤枝マイカーセンター焼津展示場）

IDO プ ラザ、PiPitへ名称変更

社長に杉山治一氏就任

資本金を200，000千 円に増資

浜北店、新原に新築移転

PiPit浜北店 オープ ン

森田マ イカーセン ター開設

新橋テ クノセン ター　リフレッシュオープ ン

PiPit有玉店 オープ ン



株式会社トヨタレンタリース浜松

1。 本 社・本 店　　　 浜 松市西浅田2 丁目6－43　　　　　　　（053）444－3911

2． 事業所所在地

本社　　　　　　　　 浜松市西浅田2丁 目6－43　　　　　　　（053）444－3911

元城店　　　　　　　 浜松市下池川町60－3　　　　　　　　 （053）471－0100

浜松駅 前店　　　　　 浜松市板屋町109－26　　　　　　　　 （053）458－0100

掛川 店　　　　　　　 掛川市上張278－3　　　　　　　　　　（0537）24－8010

3． 創立　　　　　　　 平成2年1 月8日

4． 資本金　　　　　　70 ，000千円

5． 代表 者　　　　　　 取締役社長　　 池谷　 敏

6． 最近5 期の営業成績等

年 月 営業 収益（千円） 前年比 従業員数

11．3

12．3

13．3

14．3

15．3

1，644，698

1，761，139

1，850，784

1，987，681

2，086，285

110．1

107 ．1

105 ．1

107 ．4

105 ．0

43

42

49

48

42

7。 営業品目

0 自家用並びに営業用自動車及び産業用車両の賃貸

＠ 中古自動車の販売

＠ ガソリン及び油脂の販売

○ 自動車の部品及び用品の販売及び賃貸

＠ 医療用具の販売

＠ 自動車の整備業

● 損害保険代理業自動車損害賠償保障法に基づく損害保険代理業

＠ 駐車場の経営

＠ 電気通信機械器具の販売・賃貸・修理及び電話加入手続きの代行業務

瑤 前各号に付帯する一切の業務

8。会社の沿革

平2 、1，8

2．　4．　1

3．　1．10

4．　4．

5．　6．15

7．　6．19

8．　4．　1

11．11．　1

13．　4．25

14．　6．11

14．12．25

15．　6．20

15．11．　1

設立（資本金50，000千円、社長・中野善次郎氏 ）

元城店、掛川 中央 店で営業開始

浜松駅 前店開設

磐田今之 浦営業 所開設

社長に青葉之 宏氏 就任

社長に鈴木正三氏 就任

本社を助信町へ移転

掛川中央店を上張（現住所）へ移転、名称を掛川店とする

浜松駅前店を板屋町（現住所）へ移転

社長に杉山治一氏就任

本社を酉浅田2丁 目（現住所） へ移転

社長に池谷敏氏就任

資本金を70，000千円に増資



株式会社 遠鉄百貨店

1。 本 社・本 店　　　 浜松市砂山町320－2　　　　　　　　 （053）457－0001

2． 事業所所 在地

遠鉄百貨店　　　　　 浜松 市砂山町320－2　　　　　　　　　（053）457－0001

百貨店流通セン ター　浜松市西浅田2－9－5　　　　　　　　　 （053）441－7100

遠鉄田町ビ ル　　　　 浜松市田町330－5

3． 創立　　　　　　　　昭和62年4 月1 日

4． 資本金　　　　　　480 ，000　千円

5． 代表者　　　　　　 取締役会長　　 鈴木敬彦

取締役社長　　 青柳徹郎

6． 最近5 期の営業成績等

年月 営業収益（千円） 前年比 従業員数 パート

n ．2

12．2

13．2

14．2

152

32，904，325

33，374，360

33，377，834

35，483，659

38　505　251

105．0

101．4

100．0

106．3

108．5

414

405

393

396

405

116

118

117

114

114

※従業貝には臨時社貝を含み、パートタイマーは含まないっ

7。 営業品目

0 百貨店業ならびにこれに関連する卸売業一輪出入業

● 医薬品・医療用具・医薬部外品・清涼飲料水・人工氷・化粧品・毒物・劇物・

肥料の製造・販売業

＠ 酒類・塩・たばこ・米穀類・計量器の販売業ならびに古物売買業

○ 郵便切手・収入印紙・宝くじの売りさばき業

● 食堂・レストランおよび喫茶店の経営

＠ 旅行業代理店業・写真業・理容業・美容業・遊戯場・興業場・催会場・文化教

室・スポーツ施設および駐車場の経営

● 各種会員券売買斡旋業一生命保険の募集に関する業務・損害保険代理業・

金銭貸付業・および両替業

＠ 自動車・スポーツ娯楽用品・事務用機械器具・衣料品一身の回り品・日用雑

貨・玩具・家具・家電製品等の賃貸業

＠ 不動産の売買・賃貸およびその仲介業

● 土木建築業等建設工事に関する設計・管理・施工請負業

● 前各号に関連もしくは付帯する一切の業務

8。会社の沿革

昭62．　4．　1

63．　9．　1

63．　9．14

平1 ．　7．24

2．　5．25

2．10．　4

3．　9．26

4．　3．　5

4．9

5．9

6．　3．　3

6．　5．23

7．　3．　2

7．　8．31

8．　3．16

8．　8．22

9．　3．20

9．　7．　1

9．　8．28

10．　2．26

10．10．　8

11．　3．24

12．　5．25

14．　3．27

設立（資本金480，000千円、社長・石津薫氏）

株式 会社遠鉄名店ビルを吸 収合併

遠鉄百貨店開店

（株）遠鉄百貨店友の会設立

社長に鈴木敬彦 氏就任

遠鉄百貨店増床 オープン

地下食料品売場 一部リニューアル

2階 ・3階婦人服売場一部リニューアル

1階 化粧品売場全面改装

2階婦 人服売場 、5階子供服売場 －部リニューアル

地下生鮮売場リニューアル

3階 婦人服売場 リニ ューアル、

1階 化粧品売場一 部リニ ューアル

会長に鈴木敬彦氏、社長に岡田幸二氏就任

2階婦人服売場 、5階子供服売場一部リニューアル

1階特選、フェラガモブ ティック導入

5階ディズニ ーストア導 入

4階紳士服、5階文房具リニュ ーアル

地階食料品全面改装

保険業務を遠州鉄道（株）に業務移管

2階婦人服リニューアル

3階婦人服プレ タポルテ売場 リニ ューアル

全館リニ ューアル 第1次 グランド オープ ン

全館 リニ ューアル 第2次 グランド オープ ン

社長に 青柳徹郎氏就任

全館 リニ ューアル 第3次 グランド オープ ン



株式会社 遠鉄百貨店友の会

1。 本 社・本 店　　　 浜松市砂山町320－2　　　　　　　　 （053）457－5201

2． 事業所所在地　　　 浜松市砂山町320－2遠鉄百貨 店　　　 （053）457－5201

3． 創立　　　　　　　 平成元年7 月24日

4． 資本金　　　　　　20 　，000千円

5． 代表者　　　　　　 取締役社長　　 青柳徹郎

6． 最近5 期の営業成績等

年月 営業 収益（千円） 前年比

11．2

12．2

13．2

14．2

15．2

351，447

389，689

423，093

472，995

487，539

112．3

110．9

108．6

111．8

103．1

7。 営業品目

0 割賦販売法に基づく前払式特定取引の方法による商品の売買の取次

＠ 文化教養教室、スポーツ教室、ダンス教室の運営

● 各種催物の企画及び運営

○ 映画、演劇、音楽会、展覧会、スポーツの入場券の販売の斡旋

＠ ホテル、遊技場、スポーツ施設の利用の斡旋並びに旅行の斡旋

＠ 前各号に関連もしくは付帯する一切の業務

8。会社の沿革

平1 ．　7．24

2．3

12．　5．25

設立 （資本金1 ，000千円、社長・岡田幸三氏）

会員入会受 付開始

社長に青柳徹郎氏 就任



株式会社遠鉄ストア

1。 本 社・本 店　　　 浜松市西浅田2－9－5　　　　　　　　 （053）441－7811

2． 事業所所在地

本部　　　　　　　　　 浜松市西浅田2－9－5　　　　　　　　　（053）441－7811

富塚店　　　　　　　 浜松市富塚町209－120　　　　　　　 （053）455－0505

向宿店　　　　　　　 浜松市向宿1－9－33　　　　　　　　　 （053）463－1091

湖西店　　　　　　　　 湖西市鷲津760－2　　　　　　　　　　（053）576－2331

磐田店　　　　　　　 磐田市見付字今之浦5879－1　　　　　（0538）35－1941

西 ヶ崎店　　　　　　 浜松市西ヶ崎町542－1　　　　　　　 （053）433－7811

笠井店　　　　　　　 浜松市笠井町1197－22　　　　　　　 （053）435－6611

鴨江店　　　　　　　 浜松市鴨江2－43－1　　　　　　　　　　（053）456－0753

佐鳴台店　　　　　　　浜松市佐鳴台4－16－10　　　　　　　　（053）448－9251

三島店　　　　　　　 浜松市三島町780　　　　　　　　　　 （053）442－3321

立野店　　　　　　　 浜松市立野町537－1　　　　　　　　　（053）426－1185

浜北店　　　　　　　 浜北市中瀬16－1　　　　　　　　　　 （053）580－0311

竜洋店　　　　　　　 磐田郡竜洋町豊岡字金洗6926－3　　　（0538）66－3541

池田店　　　　　　　 磐田郡豊田町池田162－16　　　　　　 （0538）35－1120

祝田店　　　　　　　　 引佐郡細江町中川1900－1　　　　　　（053）523－2811

浅羽店　　　　　　　 磐田郡浅羽町浅岡350　　　　　　　 （0538）23－8951

初生店　　　　　　　 浜松市初生町1212　　　　　　　　　 （053）439－5011

大人見店　　　　　　 浜松市大人見町3367－1　　　　　　　 （053）485－7311

天王店　　　　　　　 浜松市天王町1982－1　　　　　　　　 （053）466べ3311

篠原店　　　　　　　 浜松市篠原町14000　　　　　　　　 （053）4404111

新橋店　　　　　　　 浜松市新橋町398　　　　　　　　　　 （053）449－4111

大平台店　　　　　　 浜松市大平台3－20－1　　　　　　　　 （053）484－0611

掛川中央店　　　　　 掛川市中央2－7－1　　　　　　　　　　 （0537）61－1111

高丘店　　　　　　　 浜松市高丘北1↓1　　　　　　　　　 （053）414－0701

小池店　　　　　　　 浜松市小池町2441－9　　　　　　　　 （053）468－5911

天竜店　　　　　　　 天竜市次郎八新田6－2　　　　　　　　（0539）22－2311

姫街道店　　　　　　 浜松市葵西3－6－1　　　　　　　　　　 （053）430－1101

リブロ ス笠井　　　　 浜松市笠井町1197－22　　　　　　　　（053）435－6600

3． 創立　　　　　　　 昭 和48年10 月1 日

4． 資本金　　　　　　300 ，000千円

5． 代表者　　　　　　 取締役社長　　 関 利彦

6． 最近5 期の 営業成擂等

年月 営業収益（千 円） 前年比 従業員数 店舗数

n ．3

12．3

13．3

14．3

15．3

33，394，206

33，124，394

33，282，990

32，727，463

32，460，902

100．4

99．2

100．5

98．3

99．2

470

463

431

413

379

22

24

25

25

26

7。 営業品目

0 生鮮食品および加工品の販売

＠ 食料品、清涼飲料、乳製品の販売

＠ 米、酒類、塩、煙草の販売

○ 医療用具、日用品、衣料品、雑貨類の販売

＠ 食堂、喫茶店の経営

＠ 貸店舗の経営

＠ 前各号に付帯する一切の業務

8。会社の沿革

昭48．10．　1

48．11．　8

49．　7．17

50．　4．26

50．　8．　7

50．11．28

51．　5．14

51．11．26

51．12．　8

52．　4．28

53．　4．13

54．10．26

55．11．　1

57．　7．　9

57．11．　6

58．　4．15

60．10．24

61．　2．21

62．　6．15

63．　7．15

63．　8．25

平2 ．　7．11

3．　1．31

3．　5．　1

3．　6．19

3．11．15

5．　2．　4

5．　3．24

5．　9．　2

5．　9．　9

6．12．　1

7．　9．14

8．　7．　4

9．　9．22

9．10．19

10．　3．26

11．　2．22

11．　3．　4

11．　6．10

11．10．13

12．　6．15

12．　6．20

12．　7．24

12．　9．21

12．11．11

13．　3．26

13．　6．22

15．　3．14

設立（資本金10，000千 円、社長 ・松本一夫氏）

向平店営業 開始

向宿店営業 開始

湖西 店営業 開始

東田町店営業開始

磐田 店営業 開始

西ヶ崎店営業開始

笠井 店営業開始

曳馬 店営業 開始

鴨江店営業 開始

佐鳴台店営業開始

三 島店営業 開始

立野店営業 開始

浜北店営業 開始

FC 店にしうらストア営業開始 （H5 ．3．22萩丘店 に改称 ）

名店ビル店営業開 始

竜洋 店営業 開始

池田 店営業 開始

社長に新村清氏就 任

名店ビル店 閉店

本郷店営業 開始

祝田店営業 開始

東田町店 閉店

浅羽店営業 開始

社長に依田留也氏 就任

初生店営業 開始

大人見店 営業開始

コーポレ ートマークを制定

天王 店営業 開始

遠鉄百貨店地下 青果 コーナー営業開始

篠原店営業 開始

新橋店営業 開始

遠鉄ショッピ ングタウン リブロ ス笠井営業開始

曳馬 店閉店

萩丘店閉店

向平 店、富 塚店 と名称変更し増床新築 オープ ン

百貨店青果閉店

大平 台店営業開始

中郡店営業 開始

掛川 中央店営業開 始

高丘店営業 開始

社長に松島 理氏就 任

本郷店閉店

小池店営業 開始

天竜店営業 開始

中郡店閉店

社長に関利彦氏 就任

姫街道店営業開始



株式会社遠鉄自動車学校

1。 本 社・本 店　　　 浜松市小池町1552　　　　　　　　 （053）462－1223

2． 事業所所在地

本　　　 社　　　　　 浜松市小 池町1552　　　　　　　　　 （053）462－1223

［自動車学校］

遠 鉄 自 動 車 学 校　 浜松市小 池町1552　　　　　　　　 （053）462－1221

遠鉄磐出自動車学校　 磐田 市見付5015　　　　　　　　　　 （0538）32－7200

［スポーツ クラブ］

遠鉄スポーツクラブ・エスポ　 浜松市助 信町51－5　　　　　　　　　　（053）462－4411

遠鉄スポづ クラブ・エスポ袋井 袋井市堀越371－1　　　　　　　　　　（0538）42－6350

3． 創立　　　　　　　 昭和39年9 月5日

4． 資本 金　　　　　　200 ，000千円

5． 代表 者　　　　　　 取締 役社長　　 伴 和正

6． 最近5 期の営業成績等

年月 営業収益（千円） 前年比 従業員数 車両数 入校者数 エスポ個人会員数

11．3

12．3

13．3

14．3

15．3

2，613，727

2，576，387

2，490，027

2，338，699

2，358，054

96．8

98．6

96．6

93．9

100．8

243

241

235

231

211

193

181

180

177

178

6，870

6，827

6，726

6，240

5，652

2，568

3，028

2，652

2，784

5，112

7。 営業品目

0 自動車運転教習所の経営

＠ 物品、食料品、清涼飲料、乳製品、煙草、郵便切手の販売業

＠ 食堂、喫茶店、売店の経営

○ 不動産の売買、賃貸借ならびにその仲介および管理業

＠ スポーツ健康施設の経営

＠ 特定労働者派遣事業

＠ 前各号に関連もしくは付帯する業務

8。会社の沿革

昭39．　9．　5

40．　5．　1

40．11．　4

43．　5．14

45．　4．23

45．10．23

47．　5．24

50．10．24

50．12．　9

53．　4．　1

54．　6．29

55．12．25

56．　4．　4

56．12．　1

57．　4．29

59．　6．28

60．　6．10

63．　3．20

63．　7．　1

63．10．20

63．11．　1

63．12．　1

平3 ．　1．21

3．　3．30

4．　2．29

5．12．10

6．　6．14

8．　9．　1

12．　6．21

13．　7．　1

14．10．　1

15．　4．30

15．　6．27

設立 （資本 金20，000千円 、社長・磯 部正吾氏）

遠 鉄自動車学校営業開始

静岡 県公安委員 会の指定を受ける

社長 に石岡長市氏 就任

遠鉄西鹿島自動 車学校営業開始

遠鉄丙鹿島自動 車学校 、県公安委員 会の指定を受ける

社長 に佐藤利喜雄氏就任

（株）磐田自動車教習所を系列下に収める

社長 に宮 津昭 三氏 就任

遠鉄西鹿島自動 車学校 、大型車教習開始

社長に坪井 俊彦氏 就任

遠鉄西鹿島 自動 車学校 、県公安委員 会より 普通二種教習所

の指定を受 ける

遠鉄西鹿島 自動 車学校、大型特殊車 教習 開始

業務組織の改正により 、総務部を（株）遠鉄磐田 白動 車学 校

と一本化

遠鉄西鹿島自動車学校、大型二種の 教習 開始

社長に石津薫氏 就任

社長に宮津昭二氏就任

遠鉄自動車学校、新校舎完成 （鉄骨 造3 階 建）

（株）遠鉄磐田自動 車学校を吸収合併

遠鉄磐［H 自動車学校、教習コース全面改修工事完了

遠鉄西鹿島自動車学校を「遠鉄浜北 自動 車学校］と改称

社長に森島久男氏就任

遠鉄浜北自動車学校の二種教習コースが、

職業訓練校として静岡県知事より認定される

遠鉄 スポ ーツクラブ「エスポ］完 成

（鉄骨造2 階建 同4 ．12オープ ン）

「エスポ」 が厚生 省「健康増 進施設」とし て認定 される

遠鉄浜北自動 車学校、けん引車教習を開始

遠鉄 スポ ーツクラブ「エ スポ剔 完成

（鉄骨 造3 階 建 同6 ．15オープ ン）

遠鉄磐田自動車学校、けん引車教習を開始

社長に池谷敏氏就任

（株）スポーツプ ラザ袋井を系列 ドに収める

（株）スポーツプ ラザ袋井を合併

遠 鉄浜北自動車学校閉校

社長に 伴和正氏就任



遠鉄石油株式会社

1。 本 社 ・本 店　　　 浜松市流通元町12－2　　　　　　　　 （053）422－2231

2． 事業所所在地

本社　　　　　　　　 浜松市流通元町12－2　　　　　　　　 （053）422－2231

東名牧之原s 　s　　　榛原郡榛原町静谷 牧之原SA 内　　　 （0548）27－2613

天王s 　s　　　　　　 浜松市天王町1523 －1　　　　　　　　（053）463－7237

四ツ池s 　s　　　　　　浜松市曵馬6 －23－19　　　　　　　　　（053）474－5665

駅南s 　s　　　　　　 浜松市砂山町343 －1　　　　　　　　 （053）453－7088

白羽s 　s　　　　　　 浜松市白羽町18 －1　　　　　　　　　（053）442－0600

飯田s 　s　　　　　　 浜松市下飯田町字八幡555　　　　　 （053）461－8815

森田s 　s　　　　　　 浜松市西浅田1 －2－10　　　　　　　　 （053）458－5123

浜北s 　s　　　　　　 浜北市中瀬2 －1　　　　　　　　　　 （053）586－6322

三方原s 　s　　　　　 浜松市三方原町2157 －2　　　　　　　（053）439－5519

磐田s 　s　　　　　　 磐田市見付1843 －19　　　　　　　　 （0538）39－0505

富塚s 　s　　　　　　浜松市富塚町209－208　　　　　　　 （053）450－1122

竜洋s 　s　　　　　　磐田郡竜洋町白羽370－1　　　　　　 （0538）66－2550

テクノSS　　　　　 浜松市大原町320－3　　　　　　　　　（053）439－7400

LPG 販売所　　　　 浜松 市流 通元町12－2　　　　　　　　 （053）421－9251

3． 創立　　　　　　　 昭和60年2 月26日

4． 資本金　　　　　　100 ，000千 円

5． 代表者　　　　　　 取締役社長　　 野田敏司

6． 最近5 期の営業成績等

年月 営業収益（千 円） 前年比 従業員数

11．3

12．3

13．3

14．3

15．3

5，098，372

5，261，269

6，053，167

6，082，326

6，044，747

97．6

103．2

115．2

100．5

99．4

81

74

73

75

75

7。 営業品目

0 石油製品販売業

＠ 液化石油ガスの製造および販売業

＠ 自動車整備および自動車のリース・レンタル業

○ 自動車用品および冷暖房器具の販売業

＠ スポーツ施設の経営およびスポーツ用品販売業

＠ 不動産の売買、賃貸、管理、仲介等の取引に関する業務

＠ 食料品および日用品、雑貨類販売業

＠ 損害保険代理業

＠ 産業廃棄物処理業

瑤 前各号に関連もしくは付帯する一切の業務

8。会社の沿革

昭60．　2．26

60．　4．　1

60．11．　1

60．12．　9

61．　7．　1

61．　9．　5

63．　3．22

63．　6．16

63．　8．　1

平2 ．　6．14

4．　5．11

4．　9．12

4．12．25

6．10．　1

7．　7．28

8．10．　1

9．　9．　1

10．　3．31

10．　9．22

10．12．31

11．　8．31

11．12．　1

12．　6．21

12．　8．10

13．　3．　1

13．11．16

14．10．　1

14．　6．27

設立（資本金30 ，000千円、社長・青葉之宏氏 ）

遠州鉄道（株）より石油製品販売部門を営業譲受

駅南給油所営業開始

宮竹給油所、資源エネルギー庁長官賞受賞

液化石油 ガスの販売開始

白羽給油所営業開始

本社を流 通元町に新築移転

社長に松山直次氏就任

給油所を サービ ス・ステ ーション（略称SS ）に名称変 更

飯田SS 営業開始

三菱 との販売契約一号店、豊橋立岩SS 営業開始

森田SS 営業開始

浜北SS 営業開始

資本金 を50，000千 円に増 資

三方原SS 営業開始

磐田SS 営業 開始

遠鉄藤 枝SS 営業開始（伊藤忠 燃より賃借）

豊橋立岩SS 営業閉鎖

富塚SS 営業 開始

宮 竹SS 営業 閉鎖

遠鉄藤枝SS 営業 閉鎖

竜洋SS 営業 開始

社長に山口 宏規氏 就任

鴨江SS 営業 閉鎖

テクノSS 営業 開始

森田SS をセルフ化

資本金を100，000千円に増資

社長に野田敏司氏 就任



遠鉄システムサービス株式会社

1。 本 社・本 店　　　 浜松市東田 町36－8　　　　　　　　　（053）452－0708

2． 事業所所在地

本社　　　　　　　　 浜松市東田町36 －8　　　　　　　　　（053）452－0708

フ ォルテ事務所　　　 浜松市旭町12 －1フォルテn 階　　　　　 （053）452－6844

cE セン ター　　　　 浜松市西伊場町54 －11　　　　　　 （053）452－6341

3． 創立　　　　　　　 昭 和59年9 月11日

4． 資本金　　　　　　40 ，000千円

5． 代 表者　　　　　　 取締役社長　　 小杉浩一

6． 最近5 期の営業成 績等

年 月 営業収益（千円） 前年比 従業員数

11．3

12．3

13．3

14．3

15．3

2，322，170

2，697，531

2，635，753

2，948，735

2，638，388

134．2

116．2

97．7

111．9

89．5

102

97

97

96

96

7。 営業品目

○ 電子機器、情報機器、通信機器、事務機器及びこれらの関連機器物品

並びにソフトウェアの販売、設置工事、修理、リース及びレンタル業

＠ 電子計算機に関するシステム設計、プログラミング。

オペレーティング、コンサルティングの請負及び派遣業

＠ 電子計算機による計算の請負業

○ 電子計算機による情報の収集分析の請負及び情報提供サービス業

＠ 電気通信事業法に定める電気通信事業

＠ 損害保険代理業

＠ 前各号に附帯関連する一切の業務

8。会社の沿革

昭59．　9．11

59．10．　1

60．　7．　1

60．10．　1

63．　6．16

平1 ．　4．23

6．　6．　1

8．　6．12

8．10．　1

9．　2．　1

9．　3．15

10．10．21

11．　4．　1

12．　6．26

13．10．　1

14．12．13

設立（資本金10，000千円、社長・木宮利彦氏 ）

浜松市田町で営業開始

汎用コンピュ ータFAC0MM3 　2　OE を導入

リ ース事業開始

社長に河合弘之氏就任

汎用コンピュ ータFACOMM730 ／6A を導入

浜松市酉伊場町にCE センタ ー開設

社長に竹内善一郎氏就任

浜松 市旭町12番地の1 フォルテ11階に汎用コ ンピ ュータ

富士通GS8200 ／10Rを導入しフ ォルテ事務所開設

インターネットプロバ イダ ー事業開始

本社を浜松市東田町へ仮移転

社長に小杉浩一氏就任

資本金を20，000千円 に増資

本社 を浜松 市東田町へ本移転

資本 金を40，000千 円に増資

I　S　09001、14001 を同時取得



遠鉄律贍秩式，会朴

1。 本 社 ・本 店　　　 浜 松市海老 塚町2－5　　　　　　　　 （053）413－3131

2． 事業所所在地

本　 社　　　　　　　 浜松市海老塚町2－5　　　　　　　　　（053）413－3131

3． 創立　　　　　　　 昭 和54年4 月2 日

4． 資本金　　　　　　100 ，000千円

5． 代表 者　　　　　　 取 締役社長　　寺田 清

6． 最近5 期の 営業成 績等

年 月 営業収益（千 円） 前年比 従業員数

n ．3

12．3

13．3

14．3

15．3

1，511，182

1，857，302

1，716，911

1，816，059

2，183，745

104 ．2

122 ．9

92．4

105 ．8

120 ．2

82

84

89

82

15

7。 営業品目

0 土木、建築、電気、管、とび・土工、舗装、造園、機械器具設置等の

工事の設計及び施工

＠ 土木、建築の測量、設計及び監理

＠ 土木建築資材の販売

○ 空調機、照明器具等業務用及び住宅用設備機器の販売修理

＠ 鉄道施設の工事の設計及び施工

＠ 建物及び付属設備の保守管理

＠ 電気機器の販売修理

＠ 不動産業

＠ 前各号に付帯する一切の業務

8。会社の沿革

昭54．　4．　2

59．　3．16

62．　6．　1

63．　6．16

平8 ．　6．24

12．10．17

14．　7．　1

遠州ビ ルサービ ス（株）設立

（資本金10，000千円 、社長・大城健一氏）

浜北 クリーニ ングエ場営業 開始

（S ．62．6遠鉄観光開発（株）に移管）

（株）遠鉄総合ビ ルサービ スに商 号変更

建物管 理業 務営業開始

社長に西尾和雄氏就 任

社長に丹羽厚氏 就任

社長 に寺田清氏 就任、会長 に丹羽厚氏就任

遠鉄建設（株）に商 号変更

本社を田町 より海老 塚町 （現住所） へ移転

遠鉄アシスト（株）に建物管 理部門 、建物清掃 部門 を譲渡



資料編

回：当 社 関 連 事 項
こ
｜ 謡 般 おjよjび業 界事 琅］

明治40年（1907）

4。2　浜松鉄道敷設認可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．　9　歩兵第67 連隊、浜松に設置

5．8　浜松鉄道（株）、設立発起人総会開催（：臾京市京橋区築地3 丁目

11 番地、雨宮軽便鉄道部にて）

明治41年（1908）

8。一　浜松鉄道（株）、大日本軌道（株）に合併、浜松支社となる（取締　　　　5 ．18　静岡鉄道（株）、江尻新道～清水波止場間開通

役社長雨宮敬次郎、支社長石岡孝平）

明治42年（1909）

3。3　中ノ町線馬込～萱場間開通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．16　東 京山手線電車運転開始

12．　6　鹿島線、板屋町～鹿島間開通、中ノ町線馬込～南新町間開通

明治43年（1910）
3。18　中ノ町線南新町～板屋町間開通　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．3　軽便鉄道法施行

5．U　中ノ町線・鹿島線貨物輸送、静岡県知事から許可

明治44年（1911）

6。14　浜松軽便鉄道（株）、設立発起人総会開催　　　　　　　　　　　　　　5 ．1　中央本線全通

7．1　浜松市制施行（人口4 万1，180人）

明治45年・大正元年（1912）

3。5　浜松軽便鉄道敷設認可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．9　中遠鉄道（株）設立

10．1　浜松軽便鉄道（株）創立総会開催（取締役社長伊東要蔵）　　　　　　8 ．一　東 京にタクシー出現

大正2年（1913）

8。1　東海道本線、全線複線化完成

大正3年（1914）

4。7　大日本軌道（株）浜松支社、笠井線開通　　　　　　　　　　　　　　　7 ．28　第1 次世界大戦勃発

11．30　浜松軽便鉄道、元城～金指間開通　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．20　東京駅開業（東海道本線の起点となる）

大正4年（1915）

4。24　浜松軽便鉄道（株）、浜松鉄道（株）に社名変更　　　　　　　　　　　　1．10　新居町駅開設

9．20　浜松鉄道、元城～板屋町間開通

12．28　浜松鉄道、金指～気賀間開通

大正5年（1916）

12．25　浜松鉄道（株）本社所在地、浜松市元城町227　－　1　から同市下池　　　　9 ．1　弁天島仮停車場常設駅となる

川259 －2 に移転

大正6年（1917）

7。31　浜松鉄道（株）、伊平線問題で紛糾

12．17　浜松鉄道（株）、伊平線廃案とする。奥山線 は気賀～井伊谷～

奥山に決定



当社関連事項9 壬卿 臻 び業暃欒珥］

大正7 年（1918 ）

2。19　浜松鉄道（株）、奥山線のコースは竜潭寺裹の丘陵線に決定　　　　　8 ．3　富山に米騒動発生

8．一　浜松自動車（株）、浜松～二俣間定期乗合自動車の運行開始　　　　　9 ．29　原敬内閣誕生

9．一　森～袋井間に乗合自動車運行

11．11　第1 次世界大戦休戦協定調印

大正8 年（1919 ）

4。15　大日本軌道（株）と遠州鉄道（株）〈仮称〉との間で特許権譲渡の　　　　1 ．11　内務省自動車取締令公布（自動車運転免許制開始）

仮契約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．1　東京市街自動車（株）、乗合自動車運行開始（通称青バス）

5．22　遠州鉄道（株）〈仮称〉発起人会開催　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．1　駿遠電気（株）創立（大日本軌道（株）静岡支社の事業継承）

6．13　大日本軌道（株）浜松支社線の譲渡承認可決　　　　　　　　　　　　　8．15　地方鉄道法施行

7．一　湖西自動 車（株）設立

8．12　静岡県内務部から、遠州鉄道（株）〈仮称〉出願の軌道条例によ

る起業は軌道名称 をもってすることに訂正 の通達

8．18　遠州軌道（株）創立総会開催（浜松商業会議所）

9．17　遠州軌道（株）取締役社長に竹内竜雄就任

大正9年（1920）
1．12　遠州軌道（株）取締役社長竹内竜雄病気のため辞任、新社長に　　　　1 ．10　国際連盟発足

平野乂十郎就任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．15　鉄道院廃止、鉄道省開設

鹿島線の蒸気力を電力に変更 することを決定　　　　　　　　　　　　8 ．2　駿遠電気（株）、静岡線電 化開通

11．13　遠州軌道（株）取締役社長平野又十郎辞任、新社長に竹内竜雄就任　　　10 ．　1　第1 回国勢調査実施（内地人口5，596万3，053人）

12．　1　遠州軌道（株）の株主優待乗車証交付の廃止（収入保護のため）

－．一　万歳自動車商会、浜松市伝馬町でタクシーを開業

本多一明、浜松～掛塚間乗合自動車運行開始

大正10年（1921）

6。14　鹿島線動力電化許可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．9　航空法公布（昭2．1．1施行）

8．17　遠州軌道（株）、遠州電気鉄道（株）に社名変更　　　　　　　　　　　11 ．　4　原首相、東京駅で暗殺

大正11年（1922）

1．一　八木橋周助、浜松 タクシー自動車商会設立　　　　　　　　　　　　　4 ．17　株式暴落、不況加 慢性化

5．一　秋葉自動車（株）設立、森～袋井間、森～犬居間に乗合自動車　　　　4 ．22　健康保険法公布（大15．7．1施行）

運行開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．21　浜松高等工業学校創立

9．17　遠州電気 鉄道（株）、資本金250 万円に増額

－．一　天竜川運輸会社［］天竜川飛 行艇（株）の前身）設立

大正12年（1923）

4。1　遠州電 気鉄道、鹿島線電 化開業（遠州浜松～遠州二俣間）　　　　　　2 ．28　駿遠電気（株）、静岡電気鉄道（株）に社名変更

4．15　浜松鉄道、奥山～気賀間開通（板屋町～奥山間全通）　　　　　　　　9 ．1　関東大震災勃発

4．17　武藤宇一、遠州自動車商会設立、中泉～二俣間乗合自動車運行

開始

4．一　八木橋周助、笠井自動車商会設立、笠井 ～浜松間定期乗合自動

車運行開始

6．一　清水義直、浜松市街自動車商会設立

7．一　天竜川運輸会社、飛行艇が西川～鹿島間運航開始



難 匹 エヱ』 一般および業界事項

12．一　新谷源太郎、秋葉白動車商会設立

大正13年（1924）

3．一　掛塚自動 巾（株）設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．18　東京市、巣鴨～ 東京駅問、巾渋谷～東京駅間 をT 型フォード11

7．1　酉遠軌道（株）、貴布袮～宮口 問開通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人乗り44 両で乗合自動車事業を開業（通称「IL太郎バ ス」

遠州自動 車（株）設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．一　中達地方乗合自動申 事業者が集まり、中遠自動 車組合発足

－．一　鈴木純、キング自動車設 立

阿 多占自動車設ヽy

大正14年（1925）

4。7　浜松軌道（株）設皀、収締役社長金原明徳就任（連州電気鉄道　　　　3 ．10　大井川鉄道、金谷町～上川根村問開通

（株）の中ノ町線レ笠井線の事業継 承）　　　　　　　　　　　　　　　5 ．5　衆議院議員選挙法改止・公布（屶f 溥辿選挙実現）

12．16　坂下仙 一一一郎 、浜松～鹿、W耻乗合自動 車営業免許　　　　　　　　　　11 ．一　山手線、神日」～｜亅f 問高架線開通（環状運転化）

大正15年・昭和元年（1926）

2。9　日消紡績浜松工場専用線開通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．一　人阪に円 タク出現

3．20　遠州電 気鉄道（株）、岩水寺遊 園地に東屋、腰掛 、運動具等設置　　　　4．26　日本楽 器製造（株）争議（8．8解決）

10．9　浜松軌道（株）、浜松市内電車敷設特許出 願を決議　　　　　　　　　8 ．6　日本放送協会設ヽy

12．　3　気 賀自動 車（株）設ぐ／1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．3　浜松 巾議会議員選 挙（わが卩｜初の 汗通選 挙）

昭和2年（1927）

1。10　浜松軌道（株）取締役社長金原明徳辞任、新社長に竹内 硲雄就任　　　　2．26　大阪市、バス事業開業

1．17　浜松軌道（株）、浜松電気鉄道（株）に社名変史　　　　　　　　　　　　4．1　静岡電気鉄道（株）、狐ヶ崎遊圉地本開園

6．29　遠州電 気鉄道（株）、浜松～鹿島圓乗合自動 車営業 免許を坂下　　　　4 ．18　川本乗合自動 車協会印］ヽ y

fllレ 郎から譲受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．26　内務・逓信・鉄道の3 省による陸運監忖権をめぐる所管 争い

7．1　遠州電 気鉄道（株）、浜松～鹿島間乗合白動 車営業開始　　　　　　　　　　 （昭3．11．5解決）

9．1　鹿島線、遠州浜松～旭町圓開通　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 ．一　遠 二鉄道（株）創立総 会（昭5 ．10解散）

12．30　わが国初の地 卜鉄、ll野～浅り印剔剖通

昭和3年（1928）

9。一　浜松電 気鉄道（株）、笠井線に軌道白動車（ガソリンカー）運転　　　　　2．20　普通選挙法による最初の衆議院議員選 挙実施

西遠鉄道（株）、遠州電気鉄道（株）に経営委託　　　　　　　　　　　7 ．22　浜松循環自動車（株）設立

11．　5　自動車運送の監抒権、逓信省から鉄道 省に移管

昭和4 年 （1929 ）

1．28　浜松白動 車（株）設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．一　洋画l・－キー輸入

6．一　浜松電 気鉄道（株）、中ノ町線に軌道白動車（ガソリンカー）運転　　　　7 ．1　東海道本線 高塚駅開設

10　。13　遠州電気鉄道（株）本社屋完成、本社所在地・浜松市東川町　　　　　　8．19　ドイツ飛行船ツェペリン伯り 来日

25番地 から同巾旭町70 番地に移転　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．24　ニューヨーク株式巾煬人暴落、世界恐慌 発生

昭和5年（1930）

2。21　遠州電気鉄道（株）、本社2 ・3階を（資）遠電ビル倡楽亭と賃貸　　　　8 ．一　佐鴫湖遊園バス（株）設 ミ々

契約締結　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10．　1　東京～神戸問、特急列申「つぼめ卜り運転開始

6．15　遠州電 気鉄道（株）、岷締役社長竹内竜雄急逝　　　　　　　　　　　　　　　（所要時間81時問55 分）

8．1　遠州電気鉄道（株）、岩 水拏駅～岩水寺遊園地聞乗合自動車路線　　　　11．一　巾［LI島自動 車（株）設立

買収、営業継承　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！2．20　鉄道省、バ ス巾：業開業

10．27　遠州電 気鉄道（株）、取締役社長に鈴木信一一一就任　　　　　　　　　　　　 （岡崎～多治 見問、瀬戸記念橋～高蔵 訓茆



，当 社関 連事 項こ｜ 今 般およ び業界 事項 ］

－．一　昭和自動車設立、浜松～中ノ町間乗合自動車運行

昭和6年（1931）

4。27　遠州電気鉄道（株）第24 回定期株主総会、株主無配当 を決議　　　　　3 ．15　浜松で全国産業博覧会開催（5．8まで）

（第29 回総会まで継続）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．1　自動車交通事業法公布、重要産業統制法公布

6．10　浜松鉄道（株）、取締役社長伊東要蔵辞任、新社長に深井鷹一　　　　8 ．1　わが国初のトーキー映画「マダムと女房」公開

郎就任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 ．1　清水トンネルが完成し上越線新前橋～宮内聞全通

8．1　鹿島線に納涼電車毎日1 往復運転（8．19まで、以後毎年恒 例化）　　　9 ．18　満州事変勃発

8．25　遠州秋葉自動車（株）設立（9．1営業開始）

12．一　遠三自動車（株）設立

昭和7年（1932）

7。21　遠州電気鉄道（株）、弁天島行省社連絡 割引切符を発売（以後恒　　　　1．28　上海事変勃 発

例化）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．15　5・15事件（犬養首相暗殺）

9．16　気賀自動車（株）、渋川～大平（愛知県境）間乗合自動車営業免許　　　　8．22　東海道浜名橋開通

9．15　日満議定書調印（満州国承認）

11．　8　ルーズベルト、アメリカ大統領に当選（昭8．3．4就任）

昭和8年（1933）

1。31　掛塚自動車（株）、中泉～福田～横須賀間、中泉～福田間乗合自　　　　1．30　ヒトラー、ドイツ首相に就任

動車営業権と自動車3 台 を寺田弥一から譲受　　　　　　　　　　　　3 ．4　金融恐慌、全米に拡大

6．14　遠州電気鉄道（株）、宮口～笠井間、中ノ町～天竜川駅間乗合自　　　　9．1　豊田自動織機製作所、自動車部を設置

動車営業権を中谷弥作から譲受　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．1　自動車交通事業法施行

10．27　掛塚自動車（株）、中泉～豊浜～幸浦～横須賀～野賀間乗合自

動車営業権と自動車2 台を鈴木純から譲受の契約締結

昭和9年（1934）

8。22　掛塚自動車（株）、河原町停留所～野賀 問乗合自動車営業権を　　　　2 ．一　浜松循環自動車（株）、佐鳴湖遊園バ ス（株）を合併

中遠鉄道（株）から譲受の契約締結　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．1　満州国帝政実施

昭和10年（1935）
6．10　遠州電気鉄道（株）、自動車弘業（株）（通称ハヤイタクシー）の経　　　　4 ．17　二俣線、掛川～森間開通

営を行うことを決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．18　鉄道省、大型貸切自動車の免許方針を明示

11．17　気賀自動車（株）取締役社長に青葉延太郎就任　　　　　　　　　　　 －．一　浜松循環自動車（株）、中田島自動車（株）の経営を受託

昭和11年（1936）
10．23　遠州乗合自動車（株）設立（11．1営業開始）　　　　　　　　　　　　　2 ．9　三菱重工業（株）、木炭 自動車の製造開始

11．1　浜松タクシー（株）設立、取締役社長に青葉延太郎就任　　　　　　　　2 ．26　2・26事件（高橋蔵相ら殺害）

8．1　浜松市、乗合自動車営業開始

昭和12年（1937）
2。18　浜松電気鉄道（株）、中ノ町線廃止　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．1　省営バス、二川 より白須賀、新居町駅 まで延長

5．18　掛塚自動車（株）、見付～福田間、見付～大藤間乗合自動車営　　　　4 ．10　駿遠自動車（株）、静岡乗合自動車（株）と社名変更

業権を静岡電 気鉄道（株）から譲受契約締 結　　　　　　　　　　　　4 ．20　静岡乗合自動車（株）、静岡自動車を買収

8．28　遠州 秋葉自動車（株）、取締役 に青葉延太郎、監査役に鈴木俊　　　　7 ．7　日中戦争勃発

雄就任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．11　政府、石油消費節約方針決定（さしあたり自発的1 割節約実施）

10．　6　西遠軌道（株）、営業廃止



叉当 社 関連 事項 今般および業界事項｜

12．16　遠州秋葉自動車（株）、水窪線・佐久間線の乗合自動車営業権

等高木保治から譲受

昭和13年（1938）

3。1　二俣線西鹿島駅竣工に伴い、遠州二俣駅を同所に移転　　　　　　　3 ．7　揮発油および重油販売取締規制公布

5．21　静岡県西部遊覧自動車組合（10事業者）、静岡・山梨・神奈川3　　　　4 ．1　国家総動員法・陸上交通事業調整法公布

県 から大型自動車旅客運送事業経営免許　　　　　　　　　　　　　　5 ．1　購買券による本格的ガソリン消費規制実施

8．4　乗用車製造ほば禁止の商工省通達

10．1　石炭配給制実施

昭和14年（1939）

3。10　浜松トラック運送（株）設立、取締役社長に青葉延太郎就任　　　　　　4 ．5　自動車タイヤチューブ配給統制規則 公布（4．20施行）

12．　8　遠州運送（株）設立、代表取締役（専務）に土屋佐平 就任　　　　　　　9 ．1　第2 次世界大戦勃発

10．1　石油 配給制実施

昭和15年（1940）

6。1　二俣線全通により西鹿島駅 は省社共同で使用　　　　　　　　　　　　2．1　陸運統制令公布

8．26　遠州秋葉自動 車（株）、取締役社長に一木久米吉就任　　　　　　　　6 ．1　二俣線全通

昭和16年（1941）

4。1　遠州電気鉄道（株）、鉄道省の基準により家族手当を支給　　　　　　3 ．2　静岡県乗合自動車運送事業組合設立

10．20　助 信変電所完成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．9　日本乗合自動車協会解散、全国乗合自動車運送事業組合連合

会創立

8．1　アメリカ、対日石油禁輸を発表

8．一　自動車、ガソリンカーの燃料、木炭・薪の代燃化

10．18　東条英機内閣発足

12．　8　太平洋戦争勃発

昭和17年（1942）

10．14　遠州電気鉄道（株）、取締役 社長鈴木信一辞任、新社長に青葉　　　　4 ．18　アメリカ機、日本本土初空襲（東京・名古屋・神戸）

延太郎就任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．21　旅客自動車事業統合の通達

昭和18年（1943）

3。20　合併6 社、合併契約書調印　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．13　ジャズなど米・英曲目の演奏禁止

4．12　合併6 社、臨時株主総会で合併契約書承認　　　　　　　　　　　　　1 ．20　静岡市で登呂遺跡 発見

5．20　合併認可申請書を鉄道省に提出　　　　　　　　　　　　　　　　　2 ．15　全国旅客列車運転大幅削減

7．1　4事業社（遠三自動車、阿多古自動車、湖西自動車、鈴木友太　　　　5 ．15　静岡電気鉄道（株）ほか4社合併し、静岡鉄道（株）と改称

郎）譲渡許可申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．1　東京都制施行

7．24　合併認可追申書 を鉄道省に提出　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．1　飯田線、鉄道省に移管

9．30　合併認可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．　1　鉄道省廃止、運輸通信省官制公布

10．26　創立総会開催（遠州交 通（株）を遠州 鉄道（株）に変更）　　　　　　　12 ．　1　カイロ宣言発表

11．　1　遠州鉄道（株）創立、青葉延太郎初代社長に就任　　　　　　　　　　12 ．24　徴兵年齢19 歳に引き下げ

11．13　4事業社譲渡許可

昭和19 年（1944）

1。20　浜松電気鉄道（株）取締役社長に土屋佐平就任　　　　　　　　　　　4 ．1　決戦非常措置要綱 に基づき、1等車・寝台車・食堂車全廃

3．6　久野自動車商会、付属工場買 収　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．10　名古屋鉄道局に初 の女性車掌登場



当社関連事項 ぎ 縱お よ`ぴ 業界 事瑣

10．1　相生 ボデ ー（株）買収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．23　女子挺身勤労令公布

12．10　浜松電気鉄道（株）、笠井線廃止　　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．13　浜松初空襲

昭和20年（1945）

3。10　本社事務分散執務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．20　大本営、本土決戦作戦を指令

浜松電気鉄道（株）、遠州興業（株）に社名変更　　　　　　　　　　　3 ．9　東京大空襲

4．5　浜松鉄道（株）取締役社長に石岡孝平就任　　　　　　　　　　　　　4 ．7　鈴木貫太郎内閣発足

6．18　浜松大空襲により、本社屋・旭町・遠州浜松駅など焼失、旭　　　　　5 ．19　運輸通信省廃止、運輸省設置

町～繭市場前間不通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．26　連合国、ポツダム宣言発表

浜松鉄道（株）、本社屋 一東田町・田町囗・元城・普済寺囗駅　　　　　8 ．6　広島に原 爆投下、続いて8．9長崎に投下

（停留場）と在籍車両中約半数焼失　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．15　終戦、運輸省に復興運輸本部を設置

6．19　二俣電車線、遠州助信～西鹿島間で折り返し運転開始　　　　　　　　9．9　マッカーサー、日本管理方式につき声明発表

6．一　重役室・総務部事務所を小松駅前に、自動車部事務所を旧 二俣　　　10 ．　9　幣原喜重郎内閣発足

新町売札所に移転　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．11　戦後初の映画「そよ風」封切、主題歌「リンゴの唄」が流行

8．一　本社事務、西鹿島仮事務所に移転　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．24　国際連合発足

12．　1　浜松鉄道（株）、取締役社長に西川熊三郎就任　　　　　　　　　　　12 ．22　労働組合法公布（昭21．3．1施行）

昭和21年（1946）
2。8　浜松鉄道（株）取締役に鈴木俊雄 、土屋佐平ら就任　　　　　　　　　1 ．1　天皇人間宣言

3．11　遠州 鉄道労働組合結成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．3　旧円流通禁止、物価統制令公布

6．1　本社事務、旭町本社事務所に復帰　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．10　戦後最初 の総選挙実施

10．10　水窪線のバス営業権、国鉄に譲渡　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．1　戦後第1 回のメーデー

10．25　労働協約締結　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．22　第1 次吉田茂内閣発足

11．　7　浜松鉄道（株）と合併契約書調印　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．17　天皇陛下、浜松 の復興状況視察

11．11　浜松鉄道労働組合結成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．　1　第1 回国民体育大会開催（大阪・京都）

12．　5　浜松鉄道（株）との合併認可申請提出　　　　　　　　　　　　　　　11 ．　3　新憲法公布（昭22．5．3施行）

昭和22年（1947）
3。24　浜松鉄道（株）との合併認可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．10　日本私鉄労働組合総連合会結成

5．1　浜松鉄道（株）と合併、資本金を463 万4，400円に増額　　　　　　　　4 ．7　労働基準法公布（9．1施行）

5．8　浜松営業所建物 を再建　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．1　片山哲内閣発足

6．1　戦災による修復工事完成、遠州 浜松～旭町間運転再開　　　　　　　8 ．9　古橋広之進、400メートル自由形で世界新記録

9．29　資本金1，000万円に増額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．28　私鉄経営者 連盟発足

12．16　自動車交通事業法廃止、道路運送法公布

昭和23年（1948）

4。27　資本金2，000万円に増額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．10　芦田均内閣発足

7．18　鉄道線運賃改正（基本賃率、二俣電車線1．10円、奥山線2 円）　　　　4 ．1　磐田市制施行

10．25　助信自動車工場竣工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．2　サマ ータイム実施（昭27 廃止）

11．　2　渋川バス車庫竣工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．21　新円一本化、預金封鎖解除

11．　4　創立5 周年記念従業員および家族慰安会開催　　　　　　　　　　　　9 ．28　（社）日本乗合自動車協会発足

10．19　第2 次吉田内閣発足

昭和24年（1949）

2。1　就業規則制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 ．16　第3 次吉田内閣発足

4．1　賃金規則制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．1　東海道本線、沼津～浜松間電化完成

7．1　予算規程制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．1　日本国有鉄道、公共企業体として発足



モ当 社 関連 事項 諮 難 般海浜］妓業界事瑣］

8。10　資本金4，000万円に増額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．　1　県陸運事務所設置

対面通行実施（人は右、車は左）

昭和25年（1950）

4．26　奥山線小豆餅変電所竣工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．7　聖徳太子の1 ，000円札発行

奥山線電化開通（東田町～曳馬野間）　　　　　　　　　　　　　　　3 ．31　シャウプ勧告に基づく税制改革 実施

5．25　バス6 両貸切専用指定認可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．1　たばこ自由販売化

9．30　舘山寺バス車庫竣工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．15　公職選挙法公布

12．　1　社宅貸与規程制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．25　朝鮮戦争勃発

12．23　福田営業所開設．掛 塚営業所廃止　　　　　　　　　　　　　　　　　9 ．1　レッドパージ方針閣議決定

12．26　横山貸切営業所開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．　1　浜松市立動物園開園

‥昭和26 年（1951 ）

2。一　第1 回オール遠鉄観光ガイドコンクール開催　　　　　　　　　　　　　2 ．15　湘南型電 車による東京～浜松間直通運転実施

5．1　遠鉄商 事（株）設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 ．一　糸へん景気

5．9　遠鉄タクシー（株）設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．11　マッカーサー元帥解任（後任リッジウェイ中将）

8．1　奥山線曳馬野～奧山間ディーゼル動車化（蒸気機関車廃止）　　　　　6 ．1　道路運送法施行

8．20　資本金7 ，000万円に増額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．8　改正商法公布（7．1施行）

10．11　乗合自動車運賃改正（基準賃率3 円）　　　　　　　　　　　　　　　　9．1　わが国初のワンマンバス登場（大阪市営バス）

11．　1　鉄道線最低運賃改正（大人10 円、小人5 円）　　　　　　　　　　　　9 ．8　対日平和条約・日米安全保障条約調印（昭27．4．28発効）

遠州鉄道共済会設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 ．9　わが国、アメリカ軍駐留という条件付で独立

11．23　鉄道線運賃改正（基本賃率2．30円）　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．25　日本 航空（株）、東京～大阪～福岡間定期航路再開

昭和27年（1952）

1。11　新年初詣講団体募集実施（可睡斉、法多山、見付天神社）　　　　　　4 ．28　GHQ 廃止

3．一　代燃車消去　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．10　改正道路法公布（12．5施行）

4．1　遠州鉄道健康保険組合設立認可　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．1　ガソリンなど燃料統制撤廃

7．2　一般貸切旅客自動車運送約款認可　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．1　運賃認可権、経済安定本部から運輸省に移管

12．　2　熊バ ス車庫竣工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．30　第4 次吉田内閣発足

12．20　二俣電車線 カテナリー化工事完成　　　　　　　　　　　　　　　　　11．　1　県下初の民間放送「静岡放送」ラジオ放送開始

（ポール式からパンタグラフ式に）　　　　　　　　　　　　　　　　　11．30　浜松市役所新庁舎落成（利町から元城町へ）

12．20　わが国初のボウリング場誕生（東京青山）

昭和28年（1953）
1。8　二俣電車線 、急行列車運転開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 ．1　NHK ，テレビ放送開始

1．一　新年初詣講団 体募集（豊川稲荷）　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．21　第5 次吉田内閣発足

2．1　鉄道線運賃改正（基本賃率2．70円）　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．27　朝鮮休戦協定調印

8．1　旭町駅を新浜松駅に改称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．7　浜名湖競艇発足

10．1　資本金1 億4，000万円に増額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．25　奄美群島、わが国に復帰

10．27　袋井貸切営業所開設

昭和29 　^　（1954）

6。30　第1 号自動踏切警報機設置（八幡4 号）　　　　　　　　　　　　　　　3．1　ビキニ水爆実験

11．18　鈴木俊雄第2 代社長に就任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．22　伊場遺跡、県の史跡に指定

12．13　浜松観光自動車（株）設立（昭30．2．18開業）　　　　　　　　　　　　4 ．25　私鉄58 組合、24時間の ストライキ

7．1　防衛庁、自衛隊発足 、県警察発足（自治体警察廃止）

12．10　第1 次鳩山一郎内閣発足
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昭和30 年（1955）

3。15　業務改善委員会規程制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．3　天竜川の掛塚橋（有料）開通

3．31　掛塚売札所竣工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．19　第2 次鳩山内閣発足

4．1　気賀営業所 を細江営業所に改称　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．1　アルミ1 円貨発行

8．22　二俣電車線、票券閉塞方式 を連動閉塞方式に変更　　　　　　　　　　8．7　東京通信工業（株）（ソニ ー）、初のトランジスターラジオ発売

8．30　西 ヶ崎変電所竣工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．13　統一社会党発足

9．1　資本金2 億1，000万円に増額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．15　自由民主党結党

11．22　第3 次鳩山内閣発足

昭和31年（1956）

1。一　二俣電 車線電車、小豆色からクリーム色とグリーンのツートン　　　　　4．16　日本道路公団発足

カラーに変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．1　浜松 オートレース開設

5．14　舘山寺観光開発（株）設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．23　百貨店法公布（6．16施行）

5．15　佐久間貸切営業所開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．25　佐久間ダム完成

6．1　新居営業所開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．1　5，000円札 発行

7．一　二俣電 車線、納涼電車19 年ぶりに復活　　　　　　　　　　　　　　11 ．19　東海道本線全線電化完成

9．一　遠州上島駅に日本石油貨物側線完成　　　　　　　　　　　　　　　12 ．18　わが国、国連に加盟

12．　1　電車運転士国家試験制度移行に伴い、2人受験　　　　　　　　　　　12．23　石橋湛山内閣発足

昭和32年（1957）

3。28　企画室、技術部新設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．29　南極に昭和基地建設

4．1　三ヶ日貸切営業所開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 ．25　第1次岸信介内閣発足

5．31　磐田営業所竣工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．1　NHK 静岡放送局、テレビ放送開始

8．1　鉄道線運賃改正（基本賃率3．15円）　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．10　岸改造内閣発足

9．15　奥山線元城駅駅舎竣工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．　4　ソ連、人工衛星スプートニク1 号打ち上げ成功

9．22　第1 号自動踏切遮断機設置（遠鉄浜松4 ・5号）　　　　　　　　　　10 ．26　静岡国体秋季大会開催（10．30まで）

10．　1　自動車運転教習所設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．　1　浜松で電話自動交換 開始

12．11　100円硬貨 発行

昭和33 年（1958）

1。21　大須賀貸切営業所開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．10　秋葉ダム竣工

3．18　弘報『遠鉄』創刊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．31　アメリカ、人工衛星エスクプローラ打ち上げ成功

6．1　遠鉄浜松駅竣工、遠州浜松駅貨物専用駅化、奥山線東田町駅廃止　　　　3 ．9　日本道路公団、関門国道トンネル開通

9．25　舘山寺に温泉誕生 、開湯式挙行　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．31　道路整備緊急措置法公布

11．　1　二俣電 車線、国鉄二俣線遠江二俣駅 までディーゼル車乗り入れ　　　　4 ．26　浜松城天守閣再建

開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．20　伊東線に初のCTC 装置採用

11．　3　青葉延太郎会長、交通文化賞受賞　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．12　第2次岸内閣発足

11．　8　笠井 線など、遠鉄浜松駅まで路線延長　　　　　　　　　　　　　　　11．　1　東海道本線、ビ ジネス特急「こだま」号運転

11．10　内部監査規程制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （東京～大阪間6 時間50 分）

12．10　提案規程制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．　3　袋井・天竜市制施行

12．27　スキーバ ス、初めて運行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．27　皇太子殿下と正田美智子さん婚約発表

12．　1　1万円札発行

12．23　東京タワー完成

昭和34年（1959）
1。1　乗合自動車運賃改正（基準賃率3．55円）　　　　　　　　　　　　　　4 ．10　皇太子殿下ご成婚
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2。一　職務権限規程制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．15　最低賃金法公布（7．10施行）

新型バス26 両購入（初の空気バネバ スを含む）　　　　　　　　　　　4 ．－　NHK 浜松放送局テレビ放送開始

3．8　ベースアップ1 ，000円で妥結　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．13　蜆塚遺跡、国の史跡に指定

3．12　掛塚貸切営業所、笠井貸切営業所を開設　　　　　　　　　　　　　　6 ．18　岸改造内閣発足

5．30　浜松営業所、田町から常盤町に移転　　　　　　　　　　　　　　　　9 ．26　伊勢湾台風来襲

7．18　舘山寺観光開発（株）、舘山寺遊園地開園　　　　　　　　　　　　　11 ．　1　国民年金制度発足

7．21　旭町本社1 階に観光案内所開設　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．17　運輸省、警察庁に対し、バ スの優先通行権を申し入れ

9．12　浜松～豊橋間に快速バス運行開始　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．　3　個人タクシー営業初めて認可

10．－　34 年度分バス購入53 両、ガソリン車一掃　　　　　　　　　　　　　12 ．19　姫街道の松並木、浜松市の史跡に指定

11．　1　舘山寺観光開発（株）、娯楽センター開業

昭和36年（1960）

2。20　浜松市内定期観光線のバス営業開始　　　　　　　　　　　　　　　　5．1　浜松市の人口、32万4，710人で県下一 に

3．24　貸切車6 両増車認可（貸切車58 両に）　　　　　　　　　　　　　　　6 ．23　日米新安保条約発効

3．27　遠鉄旧友会発足　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．19　第1 次池田勇人内閣発足

4．1　資本金3 億1，500万 円に増額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．25　東海道幹線自動車国道建設法公布

4．21　鷲津貸切営業所開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．11　テレビ受信契約数500 万件突破

6．20　担当常務制実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．10　NHK と民間放送、カラーテレビ放送 を開始

8．一　遠鉄5 ヵ年計画立案に着手　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 ．12　ドル為替自由化

10．　1　第1 号電気ポイント設置（新浜松駅）　　　　　　　　　　　　　　　10 ．12　社会党委員長浅沼稲次郎、日比谷公会堂で刺殺

舘山寺観光開発（株）、遠鉄観光 開発（株）に社名変更　　　　　　　　10 ．31　伊豆 スカイライン起工式（昭37．9．30一部開通）

12．15　遠鉄観光開発（株）、舘山寺ロープウェイ開通　　　　　　　　　　　11 ．　8　ケネディ、アメリカ大統領に当選（昭36 ．1．20就任）

12．　8　第2 次池田内閣発足

12．20　道路交通法施行

昭和36年（1961）

1。11　遠州 タクシー（株）取締役社長に鈴木俊雄就任　　　　　　　　　　　　4 ．12　ソ連、初の有人宇宙船ボストーク号の打ち上げ、回収に成功

3．27　細江営業所竣工（地上3 階地下1 階）　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．5　アメリカ、人 間ロケット打ち上げに成功

4．16　遠州鉄道労働組合ストライキ実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．27　県立三 ヶ日青年の家落成

8．－　ライトバス（20人乗り）2両稼動開始　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．25　国連本部［世界経済概観］で日本の貯蓄率世界最高と発表

9．19　山梨貸切営業所、犬居貸切営業所開設　　　　　　　　　　　　　　　7 ．1　浜松市民会館落成

9．一　浜名湖興業（株）設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．18　池田改造内閣発足

10．1　乗合自動車運行管理規程制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．4　田子の浦港開港

10．　2　遠鉄観光汽船（株）設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 ．1　日赤、愛の献血運動開始

10．一　遠鉄浜松駅に観光 サービスステーション完成　　　　　　　　　　　　9 ．26　閣議、貿易自由化計画繰り上げを決定

11．　1　元城寮完成（4階建、30室、128人収容）　　　　　　　　　　　　　11 ．　7　踏切改良促進法制定

11．15　岩水寺変電所竣工、小林変電所廃止　　　　　　　　　　　　　　　12 ．　9　伊豆急行、伊東～下田間全線開通

12．　1　資本金4 億8，000万円に増額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．20　通産省、172品目の自由 化を21日から実施と発表

12．－　バス80 両購入、貸切バス76 両に

二俣電車線電車赤色に変 更

昭和37年（1962）
2。16　全営業所にレジスター配置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．19　全国のワンマンバス35 社、617両

3．20　鉄道線運賃改正（基本賃率3．50円）　　　　　　　　　　　　　　　　2 ．1　東京都が世界初の1，000万人都市

4．1　笠井営業所、雄踏営業 所、袋井営業所開設　　　　　　　　　　　　　2 ．2　日米間相互関税引き下げ交渉妥結調印

定年55 歳から56 歳に1 歳延長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．1　テレビ受信契約数1，000万件突破

4．2　遠鉄不動産（株）設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．10　私鉄163 組合、24時間ストライキ
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4。20　舘山寺営業所開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．10　新産業都市建設 促進法公布（8．1施行）

4．25　超大型バス、国道本線で 稼動開始　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．18　池田 改造内閣発足

5．1　舘山寺貸切営業所、雄踏貸切営業所開設、助信新工場竣工　　　　　　7．22　富士登山者空前の記録（頂上へ1 万8，000人）

5．一　笠井営業 所完成（木造2 階建）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．20　浜松児童会館落成

6．1　社歌制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．30　戦後初の国産機YS11 初飛行

7．1　週42 時間労働制実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 ．29　政府 、10月からの貿易自由化230品目（88％）決定

12．24　三ヶ日タクシー（株）設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．24　アメリカ、キューバ封鎖実施

12．28　乗合自動車運賃改正（基準賃率20 キロまで4 円）　　　　　　　　　12 ．11　国民宿舎舘山寺荘落成

12．一　助信工場、指定自動車整備事業の体制確立

昭和3合年（1963）

2。6　浜名湖観光自動車（株）設立（4．1開業）　　　　　　　　　　　　　　　2．5　日ソ貿易協定調印

3．10　浜松営業所竣工（鉄筋4 階建）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．1　浜松市体育館落成

3．29　助信工場 、一級 重整備工場に認定　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．19　ソ連、ボストーク6号打ち上げ成功（初の女性宇宙飛行士）、帰還

4．2　遠鉄健保会館開館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．1　浜北 市制施行

4．3　第1 号踏切交通信号機設置（馬込3 号）　　　　　　　　　　　　　　　7．12　新産業都市、13都市を指定

5．1　社是制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．15　名神高速道路、尼崎～栗東問開業

奥山線、気賀囗～奥山間営業廃止　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．25　米、英、ソ3 国部分的核実験停止条約に仮調印

6．30　遠鉄ボーイスカウト発団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．―　中卒就職希望者激減（求人難時代始まる）

7．一　従業員持株制度確立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．26　原子力研究所、初の原子力発電に成功

8．　7　（株）浜松ボウリング設立（昭39．3．20開業 ）　　　　　　　　　　　　　11．　1　新1，000円札発行（伊藤博文）

10．1　資本金7 億2，000万円に増額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．22　アメリカ大統領 ケネディ暗殺

浜松～静岡間の急行バ ス営業開始　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．　9　第3 次池田内閣発足

12．　5　浜松観光営業所開設

昭和39 年ダ（1964 ）

1。1　竜洋営業所開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．17　政府・公共料金 ストップ令決定

2．22　リクライニングシート付デラックスバ ス8両購入　　　　　　　　　　　　2．29　日本平パークウェイ開通

3．20　浜松ボウリング開業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．23　日本鉄道建設公団発足

4．30　天竜営業所竣工（鉄筋4 階建）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．1　わが国、IMF8 条国に移行

6．1　竜洋営業所寮竣工（鉄筋3 階建、44人収容）　　　　　　　　　　　　4 ．28　わが国、oEcD に正式加盟

観光部発足、浜松観光営業所、遠鉄浜松駅2 階に移転　　　　　　　　5 ．1　青空駐車禁止（浜松市、静岡市）

7．1　週40 時間労働制実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．1　ビール・酒類、25年ぶりに自由価格化

9．　5　（株）遠鉄自動車学校設立（昭40．5．1開校）　　　　　　　　　　　　　6 ．16　新潟地震発生

10．6　奥引佐観光開発組合設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．18　池m 改造内閣発足

扛1　 奥山線、遠鉄浜松～気賀口間全線営業廃止　　　　　　　　　　　　　9 ．17　東京・浜松町～羽田間モノレ ール開通

浜松北部出張所開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．1　国鉄、東海道新幹線開業

曳馬野線のバス営業開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．　5　国鉄バス、名神高速線名古屋～神戸間開業

12．20　福田営業所、福田町中町 から同町福田に移転　　　　　　　　　　　10 ．10　東京オリンピック大会 開催（10．24まで）

11．　9　佐藤栄作内閣発足

昭和40 年（1965）

1。1　 遠 鉄 浜松 駅 ホーム（旧 奥 山 線）内 から バ ス発 車　　　　　　　　　　　　1 ．1　 アラブ共同市場 け ラブ連合、クウェート、イラク、シリア、ヨルダン）発足

1．一　 豊 川初 詣 会 員 募集 、1万2 ，500人 参 加（7 日間 ）　　　　　　　　　　　2 ．7　 わ が国 初の 双 胴 カ ーフェリー進水（清 水）

2．20　浜 松 市内 乗合 自動 車 運 賃 改 正（20 円均 一 制 ）　　　　　　　　　　　　　　　 アメリカ、北 ベトナムで 爆撃 開 始

2．24　遠 鉄 交通 事 業 協 同組 合 設 立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．9　 経団 連 、増 資 再開 の 原則 決定

3．20　鉄 道 自動 車 共 通乗 車券 発 売 開始（20 円 区 間 ）　　　　　　　　　　　　4 ．28　私鉄179 組 合 、24 時間 ストライキ
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3。21　第1 号自動券売機（20円均一）設置（遠鉄浜松駅）　　　　　　　　　　6 ．3　佐藤改造内閣発足

4．1　遠州 鉄道共済組合発足（共済会解散）　　　　　　　　　　　　　　　7 ．1　名神高速道路全線開通

5．26　遠鉄観光開発（株）舘山寺遠鉄ホテル開業　　　　　　　　　　　　　9 ．24　国鉄、みどりの窓口開設（全国で235 ヵ所）

9．17　遠鉄不動産（株）、事務所を早馬町に移転　　　　　　　　　　　　　10 ．1　国勢調査実施（わが国人口9 ，827万人）

9．30　浜松観光営業所 、助 信町に移転　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．21　朝永振一郎、ノーベル物理学賞受賞

11．27　鉄道線運賃改正（基本賃率4．50円）、回数乗車券廃止　　　　　　　　12 ．11　日韓条約案可決

12．15　アメリカ、初の宇宙 ランデブーに成功

昭和41年（1966）

1。19　乗合自動車運賃改正（基準賃率5 円）　　　　　　　　　　　　　　　　2．3　ソ連、ルナ9 号月面に軟着陸成功

3．1　鉄道線 、小口扱貨物廃止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 ．4　全日空機、東京湾に墜落

4．1　乗合自動車運送約款変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．16　アメリカ、ジェミニ8 号打ち上げ、初のドッキング成功

5．1　ワンマンバス運転開始（浅田循環線、助信線）　　　　　　　　　　　4 ．20　国鉄全線 にATS 装置完7

6．24　3両編成列車運転開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．30　ビートルズ東京公演

8．20　浜松～東岡崎間（浜松岡崎線）のバ ス営業開始　　　　　　　　　　　8 ．1　佐藤改造内閣発足

営業所管理路線の分担決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．3　静岡県、昭和40年の県民所得推計1 人当たり23万6，000円と発表

9．20　乗合バス、運賃後払い方式を導入（浜松市内4 循環線）　　　　　　　12 ．　3　佐藤改造内閣発足

10．　1　国鉄二俣線、ディーゼル車乗 入れ全面廃止　　　　　　　　　　　　　12 ．一　静岡県、昭和41年の県民平均寿命、男68．23歳、女73．45歳と発表

11．14　鈴木俊雄社長逝去

11．18　平野冨士雄、第3 代社長に就任

昭和42^ 　（1967）
2。1　乗合バス整理券方式 、雄踏営業所、笠井営業所で採用　　　　　　　　2 ．17　第2 次佐藤内閣発足

2．15　監督職登用資格試験内規制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．24　有料道路の東伊豆道路開通

2．24　半田住宅団地正式名称「遠鉄旭ヶ丘団地」に決定　　　　　　　　　　5 ．31　（財）日本民営鉄道協会設立（私鉄経営者協会解散）

5．10　（株）遠鉄名店ビル設立（10．1開業）　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．5　中東動乱勃発

7．1　観光部廃止、観光バ スセンター開設　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．6　アラブ連合、スエズ運河閉鎖

8．25　三ヶ日出張所竣工（8．28移転）　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．17　中国、初の水爆実験成功

10．12　トヨタオート浜松（株）設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．－　わが国、自動車保有台数1，000万台突破

10．16　乗合バ ス全線、整理券方式採用　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．31　わが国人囗1 億人突破

11．　1　定期観光バス「奥浜名湖めぐりA コース」の運転開始　　　　　　　　　　　　交通安全対策緊急措置法制定

11．11　浜松第2 ボウル開業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．　8　国鉄、東海道新幹線「三島駅」設置決定

12．　1　企画室、技術部を廃止し、総合企画室、不動産部を新設、運輸　　　11 ．16　浩宮徳仁親王 、浜名湖周辺一人でご旅行

事業 本部新設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．　9　都電 銀座線廃止

12．22　遠州 八幡～西鹿島間CTC 完成 、自動閉塞方式採用　　　　　　　　　12 ．31　テレビ受信契約数2，000万件突破

昭和43年（1968）

1。16　鉄道最低運賃改正（大人20 円、小人10 円）　　　　　　　　　　　　　3．30　浜名湖レークサイドウェイ開通式

2．1　一般貸切旅客自動車運送事業経営（愛知県への事業区域拡張）　　　4 ．24　東名高速道路、富士～静岡間開通

免許再申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．26　小笠原諸島、正式にわが国に復帰

週休2 日制（週40 時間労働制）一部導入（鉄道乗務員）　　　　　　　　7 ．1　郵便番号制度実施

4．1　竜洋営業所竣工（鉄筋3 階建）　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．1　静岡県人口300 万人突破

奥引佐観光開発（株）設立（奥引佐観光開発組合の事業継承）　　　　8 ．5　皇太子ご一家、奥浜名湖にご滞在（8．10まで）

4．20　乗合バス30両 購入（うち27両 ワンマンカー）　　　　　　　　　　　　8 ．18　飛騨川 にバ ス2台転落

6．25　列車無線 開局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．18　川端康成、ノーベル文学賞受賞

10．　1　管理監督者心得制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．　1　静岡県内の自動車台数49 万4 ，796台

11．20　経理部廃止、高架対策総合調査室新設　　　　　　　　　　　　　　11 ．30　佐藤改造内閣発足
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12．　1　浜名線、笠井線、ワンマンバス運転開始　　　　　　　　　　　　　　12 ．10　3億円事件発生

12．31　GNP、アメリカに次いで自由世界第2 位となる

昭和44年（1969）
1。1　自動車乗務員、週休2 日制実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．10　天竜、奥三河、国定公園に指定

2．4　鉄道線運賃改正（基本賃率5．50円）　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．18　警視庁8，500人の機動隊を東京大学に導入

3．1　名古屋観光案内所開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．11　金価格高騰

3．15　東名静岡浜松線のバス営業開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．　1　（社）日本乗合自動車協会、（社）日本バス協会と改称（3．27認可）

4．20　浜名湖周遊観光バス「浜名湖めぐりB コース」運転開始　　　　　　　　5．26　東名高速道路全線開通

8．1　労務部に厚生課新設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．10　東名ハイウェイバス開業

電算機稼動開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．11　昭和43 年度国民総生産51 兆円（世界2 位）、1人当たり国民所得

9．1　横須賀線 、磐福線、ワンマンバ ス運転開始　　　　　　　　　　　　　　　　 世界20 位と経済企画庁発表

9．2　一般貸切旅客自動車運送事業経営（愛知への事業区域拡張）免許　　　　　7．21　アメリカ、アポロ11 号月面着陸、人類第一歩

10．　5「舘山寺奥浜名湖遊覧C コース」運転開始　　　　　　　　　　　　　10 ．27　浜松バイパス開通

12．　4　乗合自動車運賃改正（基準賃率6．20円）　　　　　　　　　　　　　　11．　5　日ソ航空交渉調印

扛20　 沖縄の1972 年返還決定

昭和45年（1970）

2。12　名古屋営業所開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．14　第3 次佐藤内閣発足

2．15　気賀三ヶ日線（浜松～三 ヶ日間）、ワンマンバス運転開始　　　　　　　2 ．11　わが国初の人工衛生ラムダ打ち上げ成功

2．21　宇布見線、大人見線、ワンマンバス運転開始（ワンマン化率44．3％）　　　3 ．1　路線バス優先通行が東京都目黒通り、玉川通りで実施

3．15　万博輸送開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．14　日本万国博覧会開会式（一般公開は3．15～9．13）

4．1　資本金10 億8，000万 円に増額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．20　地震予知連絡会、東海地方など7ヵ所を大地震発生の注意地区に指定

（株）遠鉄ミサワホーム設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．30　天城トンネル有料道路開通

7．24　舘山寺線 に冷房バス運転開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．31　赤軍派、日航機よど号乗っ取り

7．30　浜松北 部出張所竣工（鉄骨2 階 建）　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．24　中国、初の人工衛星打ち上げ成功

8．1　乗合バスにボデー広告採用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．15　警視庁、8月から銀座、新宿、池袋、浅草で日曜、祝日の自動車

8．16　東名静岡浜松線、ワンマンバス運転開始　　　　　　　　　　　　　　　　　 の通行禁止を決定（歩行者天国）

9．1　貸切バス会員募集 を「遠鉄バンビツアー」と命名　　　　　　　　　　　10．　2　山陽新幹線の六甲トンネル貫通

11．12　自動車学校前変電所竣工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．　7　公害対策静岡県連絡会議結成

遠鉄観光汽船（株）、フェリー（舘山寺～寸座間）就航　　　　　　　　11 ．15　沖縄で国政参加選挙投票実施

11．18　管理本部設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．　4　アメリカ、日本製テレビのダンピングを認定

12．30　浜団地線、ワンマンバ ス運転開始

昭和46年（1971）

1。1　浜名湖観光開発建設計画発表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．13　鉄道建設審議会、東北・上越・成田の3 新幹線建設を答申

2．21　曵馬野線、ワンマンバス運転開始（ワンマン化率63．2％）　　　　　　　1 ．20　金谷バイパス開通

4．1　酉鹿島駅の国鉄業務を受託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 ．5　アメリカ、アポロ14 号、月からカラーテレビ 中継

電車バ ス連絡定期券を発売開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．24　静岡県内自動車免許人口100 万人突破

5．1　伊佐見線、舘山寺線（伊佐見経由）、吉野線 、ワンマンバス運転　　　　6 ．17　沖縄返還協定調印式（宇宙 中継により東京・ワシントンで 挙行）

開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．1　環境庁発足

6．30　雄踏営業所、新築移転　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．3　東亜国内航空機、函館で墜落

7．1　鉄道、初の記念乗車券発売（浜松市制60 周年記念）　　　　　　　　　7．5　佐藤改造内閣発足

舘山寺営業所、新築移転　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．30　全日空機 、岩手県雫石上空で自衛隊機と衝突

佐久間貸切営業所廃止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．2　世界ボーイスカウトジャンボリー、朝霧高原で開催

7．15　遠州浜団地に車庫新設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．16　アメリカ大統領ニクソン、ドル防衛緊急対策発表

7．17　遠鉄観光開発（株）、遊園地 を増設しハルハル営業開始　　　　　　　8 ．28　円変動相場制に移行
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7。23　遠鉄観光開発（株）、寸座ビラージ開業　　　　　　　　　　　　　　　10．25　中国、国連代表権回復

7．26　県下初の超デラックスバ ス（スーパーB7X ）2両導入　　　　　　　　12 ．15　三島市で静岡県下初のノーカーデ ー実施

8．26　鉄道線運賃改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．20　円切り上げ実施（1ドル＝308 円）

（基本賃率7 ．50円、最低運賃大人30 円、小人15 円）

9．1　浜松観光自動車（株）、浜名湖観光自動車（株）と合併

10．26　全営業所を邦人旅行斡旋業務取扱営業所 として登録

12．10　観光バスセンター、新社屋で営業 開始

昭和47 年 二（1972 ）

2。7　ヤマハ発動機（株）本社移転に伴い磐田市内線増強　　　　　　　　　1 ．1　湖西市制施行

2．11　一色線、ワンマンバス運転開始（ワンマン化率73．8％）　　　　　　　　2 ．2　スクールゾーン設定を決定

3．1　不動産事業本部、自動車事業本部新設　　　　　　　　　　　　　　　2 ．3　冬季オリンピック札幌大会開催

4．1　竜洋営業所、初のワンマン営業所　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．27　米中共同声明発表

4．10　貴布袮変電所竣工、西 ヶ崎変電所廃止　　　　　　　　　　　　　　　2 ．28　自動車運賃改定の2 年ローテーションシステム導 入

4．19　春野貸切営業所起工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．15　山陽新幹線、新大阪～岡山間開通

4．21　豊橋瀬戸線路線廃止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．2　鉄道建設審議会、北海道、東北など4 新幹線の建設開始を答申

7．16　定期観光バス「浜名湖めく恂B ・C コース」運転開始　　　　　　　　　5 ．15　沖縄の施政権返還（沖縄 県発足）

遠鉄ホテルエンパイアオープ ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．25　東京証券取引所、旧ダウ平均株価史場初の3，500円台記録

8．28　自動車部、初の名古屋陸運局長運転無事故表彰受賞　　　　　　　　6 ．27　阪急バス、デマンドバ スを実用化

（3．17～7．16）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．7　田中角栄内閣発足

9．1　遠鉄ファミリークラブ発足　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．29　日中国 交正常化調印

9．24　乗合自動車運賃改正（基準賃率8．60円）　　　　　　　　　　　　　10 ．14　鉄道開業100 周年記念

10．1　鉄道線10 分ヘッドダイヤ実施、4両編成運転開始　　　　　　　　　　10 ．28　パンダ来日（11．5公開）

さぎの宮駅新設（遠州新村、さぎの宮（旧遠州共同）の両駅廃止）　　　11 ．　6　北陸トンネルで列車火災

11．一　循環式自動両替器付運賃箱使用開始　　　　　　　　　　　　　　　12 ．　6　運輸省、48年4 月以降生産の新型車の排出ガス規制基準決定

12．　1　観光サービス部新設、事業課に遠鉄商事（株）広告部門移管、　　　　12 ．12　南伊豆道路「マーガレットライン」開通

営業本部新設（自動車事業 本部廃止）　　　　　　　　　　　　　　12 ．22　第2 次田中内閣発足

昭和48年（1973）

1。25　遠鉄グループ名古屋総合案内所開設　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．1　豊田町制施行

2．1　乗合自動車運賃改正（浜松市内均一一区間40 円）　　　　　　　　　　　1 ．15　国立医科大学誘致問題、浜松に正式決定

3．1　流通事業開設準備室設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．23　ベトナム和平 協定成立

4．1　資本金17 億8，000万円に増額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．31　列島改造をすすめる国土総合開発法改正案国会提出

舘山寺営業所、雄踏営業所、ワンマン営業所化（ワンマン化85．4％）　　　　　　 浜名湖人橋開通

鉄道線11 分ヘッドダイヤ、各駅停車の実施　　　　　　　　　　　　　　4．6　休日振り替え祝日法改正案成立

ツアーレディ採用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．27　資本自由化100 ％実施を閣議決定

6．1　東名浜松名古屋線のバス営業開始　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．30　静岡県下で初めて光化学スモッグ発生

8．1　石油部新設（遠鉄商事（株）石油部門移管）　　　　　　　　　　　　　7 ．29「こだま」16両化完了

9．1　助信貸切営業所、浜松営業所に移転統合　　　　　　　　　　　　　10 ．6　第4 次中東戦争勃発（オイル ショック始まる）

9．29　鉄道線運賃改正（基本賃率10 円、最低運賃大人40円、小人20円）　　　11 ．　6　石油ショックで洗剤、チリ紙、砂糖などが不足、買いだめ騒動発生

10．1　浜名線（一部）、新所原線、浜名湖大橋線ワンマンバ ス運転開始　　　11 ．16　政府、石油緊急対策要綱 を決定（消費節約）

（ワンマン化率91．1％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．25　田中改造内閣発足

（株）遠鉄ストア設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12．19　静岡県、日用品の高騰発表

11．　1　経理部設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （8月から11 月でチリ紙2n ％、灯油122 ％）

週休2［］制完全実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．27　49年度の不採算路線等補助金 、総額23 億9，000万余円に決定

11．　8　（株）遠鉄 ストア向平店（1号店）営業開始　　　　　　　　　　　　　　　　 （対前年10 億円増）

11．22　石油危機突破対策委員会設置
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昭和49 年 （1974 ）

1．30　コンクリーi・枕木化、コンクリート電 柱化実施　　　　　　　　　　　　　1．16　オイルショックの影響でネオンサインなど消灯措置

2．1　ほ原車庫完成（．木造2 階建）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．19　静岡県内消費者物価48 年12 月は前月対比で3．5％卜．昇と発衣

2．4　石油危機に伴い業務効率化委員会設置　　　　　　　　　　　　　　　1．21　静岡県ドの山なし記録71 口で ストップ

3．4　貸切認I」』’中両E31 両　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．26　東名浜松西インターチェンジ開通

3．20　CTC 全線完成（遠州八幡～新浜松問工 事完成）　　　　　　　　　　　5 ．9　伊豆半島沖地震発生

4．11　賃金引 きL げ2 万8，500円で妥結　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．7　浜松医科大学開校

6．26　乗合自動中運賃改正（基準賃率13．40「［］）　　　　　　　　　　　　　6 ．26　国上庁発足

7．1　‾片草団地分譲開始、172区｜山1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．16　田中改造内閣 発足

遠鉄商事（株）、（株）遠鉄トラベルに社名変 史　　　　　　　　　　　　10．8　佐藤元 首相とアイルランド・マクブラ引勹び 科目、ノーベル平和賞

8．1　西山団地分譲開始、224　K画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 受賞決定

8．9　乗合白動車運賃改 正（浜松市内均 一50円）　　　　　　　　　　　　11 ．11　田中改造内閣発足

9．1　第1 次 複合化5駅 無人化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．18　フォード・アメリカ大統領来日（現職人統領として初めて）

（遠州 八幡、自動車学校前、槓志、遠州小林、遠卅岩水寺）　　　　　12 ．　1　山陽本線ディーゼル化（本州からSL 消える）

浜松北部営業所、二方原営業所に改称　　　　　　　　　　　　　　　12．　9　三木武夫内閣発足

10．23　（有）浜松 スペースサービス設立

12．　1　磐田 営業所移転（磐田市岩片）

12．26　新属営業所を移転レ 湖西営業所と改称

昭和50年（1975）

1。一　社内報『えんてつ』季刊化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．1　地価公示 価格初めて下落（国上庁発表）

2．6　鉄道線運賃改正（基本賃率10 キロまで15 円、10　キロ以 冂2 円、　　　3 ．10　山陽新幹線コ岡山～｜専多聞営業開始

最低運賃大人50 円、小人25 円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．13　静岡県警、交通事故死者 多発警報を初めて発令

3．21　乗合バスワンマン化率100％達成　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．24　第2次 不況対策を閣議決定（住宅融資促進等）

6．1　自動車部門「サービ ス向上 月問上丸施　　　　　　　　　　　　　　　　4．30　サイゴン陥落、ベトナム戦争終結

6．27　アメリカンファミリー生 命保険 会社と代理店契約締結　　　　　　　　　7 ．18　米ソ宇宙船、史ll初のドッキング

7．一　沖縄海洋博でバンビッアーに航空機採 用　　　　　　　　　　　　　　7 ．19　沖縄海洋博覧会開催（昭51．1．18まで）

9．10　乗合自動車運賃改ll膕基準賃率18 円）　　　　　　　　　　　　　　　　9．27　0PEC卜 石油10 ％値上げ決定

9．23　遠卅興業（株）設jぷ1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．　1　浜松市内バ ス優先レーン、県下初の実施

1凵4　 乗今自動 車運賃改止（浜松、枅栄子一80円 ）

12．15　踏切警T・令線廃I目 馬込3 廿の廃虍）

囘 天冂！；；1隹　rlq7 岶

4．1　鉄道全線貨物業務取扱廃止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 ．4　ロッキード事件表面化

5．6　苔葉台団地完成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．一　浜松駅前バ スターミナル基本計画作成

6．28　青葉．貞雄、第4 代社長に就任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．8　大井川鉄道、SL復活運転開始

総合開 発事業 部設置、鉄道部を営業本部に編 入　　　　　　　　　　12 ．29　福［I］赳夫内閣発足

昭和52年（1977）

1．21　鉄道運賃改I臼 基本賃率10　キロまで18円、10キロ以上14円40銭）　　　1 ．24　昭和51 年の国際収支、4年ぶりに黒字転換と発 衣

4．1　高架関連事業 本部設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．1　地価公示価格、対前年15 ％上昇（国土庁発表）

57歳定年制実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．20　オリエント急行廃｜｜ミ

5．30　販売 促進委．員会設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．27　独禁法改正案成立（11．29施行）

8．14　浜北駅ビルオープ ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．14　国鉄リニアモーターカー走行テストに成功（世界初）

9．28　従業 員持株会発足　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．11　昇仙峡で静鉄バ ス転落

10．　7　乗合自動車運賃改正（基準賃率21 円）　　　　　　　　　　　　　　　12．　6　政府、黒字減らしのため関税引きドげなど8 項目決定
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11．　1　鉄道線日祭ダイヤ、フルシーズン運転に変更　　　　　　　　　　　　12 ．15　わが国初の静止通信衛星打ち上げ「さくら」と命名

11．15　ATS全線完成

12．　1　西鹿島駅バスターミナル完成

12．23　西鹿島電車検修車庫竣工

昭和5a 年（1978 ）し

1。－　バンビツアー予約業務、オンライン方式採用　　　　　　　　　　　　　1．14　伊豆大島近海地雲発生

2．－　ロングボデ ーデラックス貸 切バス（通称ジャンボ）30両購入　　　　　　3 ．17　乗合自動車運賃料金制度一部改正

3．1　人事部を総務部へ統合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （バ ス離れを防ぐ弾力的な制度）

電車検修場、西ヶ崎から西鹿島に全面移転　　　　　　　　　　　　　3 ．24　浜名バ イパス開通

6．1　乗合自動車運賃改正（浜松市内均一暫定90 円）　　　　　　　　　　　5．20　新東京国際空港開港

12．　1　乗合自動車運賃改正（浜松市内均一暫定解除100 円）　　　　　　　　5 ．一　浜松 市内にバス優先信号設置

奥山線（奥山～自然休養村間）デマンドバス運行開始　　　　　　　　　7．1　日本人平均寿命男72．69歳、女77．95歳（厚生省発表）

12．　6　鉄道線、冷暖房車両運転開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．12　日中平和友好条約調印

10．26　東京外国為替市場で円高記録（1ドル180 円を割 る）

12．　7　大平正芳内閣発足

昭葦口54 怎卜（1979 ）

2。1　鉄道線運賃改正（基本賃率10 キロまで21円、10キロ以上16．80円）　　　2 ．9　静岡県内の戦後交通事故死傷者50 万人突破

4．2　遠州ビルサービス（株）設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 ．11　イラン革命、ホメイニ師全土制圧

4．13　西鹿島駅新装、自動列車発車時刻表示器設置　　　　　　　　　　　　6 ．26　日本人平均寿命男72 ．97歳、女78．33歳と発表

5．一　助信工場に小型自動車整備センター新築　　　　　　　　　　　　　　7 ．11　東名高速道路日本坂トンネル内で追突事故発生（全面開通9．9）

6．1　観光サービス部、東部センター設置　　　　　　　　　　　　　　　　9 ．27　東証ダウ平均株価、史上初の6，539円を記録

7．22　第1 回電車教室開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．15　東海道本線浜松駅付近の高架化工事完成開通

10．19　乗合自動車運賃改正（基準賃率23 円）　　　　　　　　　　　　　　10 ．28　木曾御岳山、有 史以来の初爆発

12．21　鉄道線連絡定期乗車券発売開始（三線連絡 、対国 鉄、対市営）　　　11 ．　8　第2 次大平内閣発足

乗合自動車運賃改正（浜松市内均一廃止）　　　　　　　　　　　　12 ．　3　自動車電話、東京都区内で営業開始

昭和55 年（1980）

2。20　トヨタビスタ静岡（株）設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．17　昭和54 年の企業倒産件数、史上2 番目の1 万6 ，030件と発表

3．－　バンビパック制度導入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．12　大平首相逝去

4．1　鉄道部事務所、西ヶ崎駅構内に移転　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．17　鈴木善幸内閣発足

9．1　本社事務所、板屋町401 番地に仮移転　　　　　　　　　　　　　　12 ．12　日本車の生産台数、世界一

9．　4　（株）エンセイ設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．27　日本国有鉄道経営再建促進特別措置法公布

12．11　鉄道線高架化工事、遠鉄浜松駅周辺から着工

昭和56年（1981）

2。4　新浜松駅、都市計画により仮駅舎で営業開始　　　　　　　　　　　　1 ．20　アメリカ大統領にレーガン就任

（営業 キロ18．5km）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 ．1　浜松市内、バス専用レーン実施

鉄道線運賃改正（基本賃率10 キロまで24 円、10キロ以上19．20円）　　　2 ．6　労働基準法施行規制一部改正の省令公布（労働時間の特例改正）

4．1　60歳定年制段階的導入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．20　神戸ポートアイランド博覧会開催（9．15まで）

4．28　遠鉄観光 開発（株）、ホテルコンコルド浜松開業　　　　　　　　　　　4 ．12　アメリカ宇宙連絡船1 号機「コロンビア」打ち上げ成功

6．22　一般旅 行業資格取得

6．27　高架事業部、鉄道部に統合

10．　9　乗合自動車運賃改正（基準賃率26 円）

12．19　乗合自動車運賃改正（浜松市内一部）

市営バス、当社バス乗り継ぎ定期券、通学回数券発売開始



当4：：関 連事 項 繋 殷鄙m 瞑 事霙

昭和57年（1982）

1。11　1日1改善運動実施（事務効率化運動の一環 ）　　　　　　　　　　　　4．1　500円硬貨発行

3．1　ファミリークーポン個札航空券取扱開始　　　　　　　　　　　　　　　6．23　東北新幹線、大宮～盛岡間開業（3時間17 分）

3．－　キュービックスタイルのフルデッカーバス「スーパージャンボ」28　　　　　6．26　ガン、死因のトップに（厚生省発表）

両購入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．28　浜松市人口、50万 人達成（全国で20 番目）

バンビ ツアー利用者に当社バ ス・電 車乗 車券サービスを実施　　　　　11．15　上越新幹線、大宮～新潟間開業（1時間55 分）

（6．1全社的に実施）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．27　中曽根康弘内閣発足

11．　1　浜松バスターミナル開設

浜松市営バスと共通の回数券発売

昭和58 年（1983）

2。3　鉄道線運賃改正（基本賃率10 キロまで26．50円）、鉄道線回数券　　　　1 ．27　青函トンネル（53．9km）、着工以来19 年ぶりに貫通

制度・4ヵ月定期券制度新設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．14　OPEC ，原油価格の引下げを決定（1バレル34ドルを29ドルヘ。

3．20　定期観光バス「家康史跡めく詢D ・E コース」新設　　　　　　　　　　　　　OPEC 結成以来初の値下げ）

4．1　鉄道線12分ヘッドダイヤに改正し、40分運転（新浜松～西鹿島間）　　　　3．24　中国自動車道、全線 開通

にスピードアップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．1　大学卒初任給平均132，200円（全国調べ）

米津線、浅田 中田島線を浜松市営バ スから移管（浜松市営バス　　　　4 ．2　浜松市立動物 園がフラワーパ ーク横に完成

からの路線移管開始）、小沢渡線（法枝経由 ）のバス営業開始　　　　　4 ．15　東京ディズニ ーランド開園

5．1　総務部に「がん保険増販プロジェクトチーム」を新設　　　　　　　　　5 ．26　秋田県沖でM7 ．7の地震（日本海中部地震）、死者行方不明102人

5．31　青葉社長、静岡県バス協会会長に就任　　　　　　　　　　　　　　　6 ．26　第13 回参議院議員選挙川 日全国区に初の比例代表制導入

6．1 「OA 化推進プロジェクトチ ーム」を新設　　　　　　　　　　　　　　　8 ．13　金融機関、第2 土曜日休業制実施

10．1　乗合自動車運賃改正（基準賃率27．80円、最低運賃大人100 円）　　　9 ．1　大韓航空機、サハリン沖でソ連領空を侵犯、ソ連軍機にミサイル

11．　1　創立40 周年記念式典　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 で撃墜 される

創立40 周年記念乗車券 発売　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．　3　三宅島、21年ぶりに噴火

11．　8　デザインを一新した新造電車（1000 形）1編成を購入　　　　　　　　　10．12　ロッキード事件丸紅ルート公判で田 中角栄・元首相に懲役4 年、

11．一　給与銀行振込開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 追徴金5 億円の判決

12．　1 『遠州鉄道40 年史』を発刊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12．27　第2 次中曽根内閣発足。新自由クラブと連立政権

昭和59 年（1984）

2。10　遠鉄健保 センター施設廃止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．9　東証 ダウ初の1 万円台突破

3．21　浜松南営業所竣工（4．1より営業開始）　　　　　　　　　　　　　　　3 ．18　江崎グリコ脅迫事件発生

3．26　遠鉄ハイツ西 ケ崎E 棟完成（18戸）　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．30　日本人の平均寿命が世界一となる

4．1　福塚線を浜松市営バ スから移管　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．1　総務庁発足（総理府 と行政管理庁とを再編成）

三ヶ日営業所を貸切営業所としてスタート　　　　　　　　　　　　　　7 ．28　第23 回オリンピック・ロサンゼルス大会開催。ソ連など東欧諸国

フリー乗降バス運行開始（秋葉線、渋川線、奥山線）　　　　　　　　　　　14 力国が不参加（8．12まで）

4．一　財形制度 スタート（財形貯蓄、財形年金貯蓄）　　　　　　　　　　　　9 ．1　警 視庁、昭59．8．31現在の免許証保有者5，012万543 人と発表

6．1　整備課と助信工場を統合し、営業本部整備課とする。　　　　　　　　10．1　健康保険法改正施行

厚生一課・二課を保険営業課・保険業務課と改称する。　　　　　　10 ．31　ガンジー・インド首相暗殺される

8．一　鉄道線の在来車両に白の帯と斜めのストライプ を入れ始める　　　　　11．　1　日本銀行、新紙幣1，000円・5，000円・1万 円を発行

9．1　小田島線 ・芳川線 を浜松市営バスから移管　　　　　　　　　　　　　　　 第2 次中曽根改造内閣発足

9．11　0A化推進プロジェクトチ ームと計算課 を廃止し、遠鉄システム　　　　12．20　電電公社民営化法案成立

サービス（株）を設立、10．1より営業開始

10．　1　定期観光バスのコースを一新

（浜名湖パノラマコースと奧浜名湖雅コースへ変更）

11．　6　通産省大規模小売店舗審議会で百貨店出店計画結審



i司丿 応盻玉溌j 一般および業界事項

昭和60年（1985）

2。26　遠鉄石油（株）を設立、4月1日より営業開始　　　　　　　　　　　　　　1．28　三 眠交通スキーバス、長野市笹平ダムに転落、大学生ら25人死亡

3．1　事業本部に「関連商品増販プロジェクトチーム」を新設　　　　　　　　3 ．5　シーI・ベルト、ヘ ルメット着川義務づけの道路交通法の改 、｜宍案閣

3．14　鉄道・バ ス乗務員の制服と女子事務掛のブラウスを 一新　　　　　　　　　　 議決定

4八　tl 西線、さぎの官線、早出蒲線、佐鳴湖線を浜松市営バスから移管　　　　3．10　ソ連チェルネンコ書記長死去、後任にゴルバチョフ就任

中日」島車庫新設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．17　科学 万国博覧 会＜つくば ’85　＞開幕（9．16まで）

ツアレディー廃｜｜ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．1　日本電信電 話（株）　（NTT ）と口木たばこ産業（株）の両社 発足

蒲小沢渡線、早出線、佐鳴湖線、袋井線を新設　　　　　　　　　　　6 ．8　東洋 一の人鳴門橋開通（全長1，629m）

労働時問延長（年一問休日104日より94日へ）　　　　　　　　　　　　　8 ．12　日本航窄ジャンボ機、群馬県御巣鷹山山中に墜落、乗客・乗員

6．10　整備課、車検ラインシステム導入（小や車川）　　　　　　　　　　　　　　　520 人が死亡、乗客4 人が奇跡的 に助かる

6．28　業務組織改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 ．22　先進国5 力国蔵相会議、以 後、円高ドル安に動く（ブラザ合意）

（総 合開発事業本部・事業本部廃｜仁 百 貨店準備室新設）　　　　　　10．　2　関越自動車道、東京練馬～新潟長岡聞 令通（245km ）

9．4　浜松巾に5，000万円を寄付（高架事業完成記念）

10．1　乗今自動車運賃改止（基準賃率28．70円、最低運賃大人120円）

10．一　電 車・バス共通の「フリー乗車券」を発売

12．　1　鉄道線高架開通

業務組織改正（営業本部を運輸事業本部に改称、鉄道部と白動

車部を統合し運輸部とする）

昭和61年（1986）

3。17　ロイヤルクイーン3 両購人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．28　米 スペースシャトル空 中爆発、乗務員7 人全員死已

3．25　遠鉄ハイツ西ケ崎F 楝完成（3階建、8室）　　　　　　　　　　　　　2 ．21　長寿世界一の泉重千代死去（120歳）

4．1　西じゅんかん線、さなる台線、山のF 線、萩丘線を浜松lh営バス　　　　2 ．25　フィリピンのマルコス政権崩壊、アキノ人統領誕生

より移管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．1　男女雇用機会均等法施行

西じゅんかん線（ひまわり）に 初のバスロケーションシステム導入　　　　4．11　ハレー彗 星、70年ぶりに接近

富塚営業所を開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．26　ソ連のチェルノブイリ原子力発電所で大事故発牛

新貝車庫（浜松市新貝町）を新設　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．29　天り。陛卜在位60 年

6．20　専務取締役石津薫、運輸大臣衣彰を受賞　　　　　　　　　　　　　　　5．4　第12回先進国首脳 会議、東京で開催

6．27　代表取締役会長に青葉貞雄、第5代社長に石津薫がそれぞれ就任　　　　5 ．8　英皇太子ご夫妻来口。日の丸ドレスのファッションなどでダイアナ

業務組織改正（白’貨店事業本部を新設し｜司本部内に白’貨店事業部　　　　　　　妃に人気集中

と業務部を設置、管理 本部に人事部を新設し人事課と労務課が　　　　7 ．6　自民党、衆参同日選挙で圧勝、第3次中曽根内閣成立（7．22）

所属する）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．30　東北白動 車道全線開通

9．13　寓竹不動 産営業所を開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 ．6　社 会党委員長選挙で十井たか子 が肖選。初の 女性党旨が誕生

10．24　遠鉄白’貨店起工式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．　1　日銀、公定歩合を3 ％に引 き ‾卜げ（低金利睥代）

翳日」不動 産営業所を開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．15　伊豆大島の三原山、安永以 来209年ぶり大噴火 、」 万の島民 全

11．　6　取締役会長青葉貞雄 、秋の叙勲で勲四等瑞宝章を受 章　　　　　　　　　　 員が船で脱出（11．21）。12．19～22 出 二帰島

12．　1　住吉線、和 車線を浜松市営バ スより移管

（浜松 市営バスからの路線移管完了）

中田島住吉じゅんかん、鶴兒富塚じゅんかんを新設

昭和62年（1987）

1。一　経営計画「チャレンジ90」が決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．23　日本銀行、公定歩合を2．5％に引き下げ 史上最低となる

2．2　浜松不動産営業所を開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 ．24　政府、エ イズ対策大綱を決定

（株）遠 鉄ミサワホームが遠鉄不動産（株）を吸収合併　　　　　　　　　3 ．14　南極捕鯨の幕を閉じる

3．23　賃貸マンション［遠鉄メソン洵信］が完成　　　　　　　　　　　　　　　4バ　 国 鉄が分割・民営化しJR として発足

4．1　業務組織改正（運輸部を運輸事業部へ観 光サービ ス部を観光サ　　　　7．1　東芝機械のココム事件、急展開



当社関連事項 答辯 廓 璞 界挙需

－ビス事業部へ変 更、不動産部を不動産事業部として、管理本　　　　7 ．9　日本人の平均寿命 は男75．23歳。女80．93歳で、男女そろって世

部から分離）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 界最高水準の長寿国となる

（株）遠鉄百貨店設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．11　世界の人口 が50億人を突破

4．4　天竜市代替バス運行開始（熊線、門原線、大白木線、佐久線の4路線）　　　8 ．n　日本の総人口1 億1，798万人となる

6．　1　（株）遠鉄ミサワホームの商号を遠鉄不動産（株）とする　　　　　　　　8．30　カナダのベン・ジョンソン、陸上100m 競争で9 秒83 の世界新記

遠州ビルサービス（株）の商号を（株）遠鉄総合ビルサービスとする　　　　　　　録を樹立

7．一　乗合自動車の冷房化率100％達成　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．12　利根川進博士、ノーベル医学生理学賞 を受賞

9．6 「ホテル 九重」オープ ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10．19　ニューヨーク株式、大恐慌時を上回る大暴落（ブラック・マンデー）

10．1　資本金を25億円に増資（株式総数4，800万株）　　　　　　　　　　　11．　6　竹下登内閣発足

都市新バスシステム完成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．18　日本航空、民営化

10．16　佐鳴台不動産営業所を開設

10．17　浜松秋まつり阿波おとり初参加

12．　1　業務組織改正

（管理本部に経営企画室 を新設）

三方原営業所を新築移転（浜松 市初生町1107　－　1）

新浜松駅構内にエスカレ ーターを設置

昭和613年（1988 ）・

1。8　高台不動産営業所 を開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．15　韓国捜査当局、大韓航空機事件は爆弾テロと発表。

2．一　観光サービス事業部、金融旅行商品「いいたび」発売開始　　　　　　　　　 犯人は北朝鮮の工作員金賢姫と判明

3．1　退職年金規程制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．29　大蔵省、前年の貿易黒字額は964億ドル（対前年比3．9％増）、

3．17　遠鉄ハイツ西ケ崎G 棟 が完成（3階建 、18戸）　　　　　　　　　　　　　　 経常収支は866 億ドル（同1 ％増）でともに史上最高と発表

3．一　小型マイクロバス「エアロミディ」購入　　　　　　　　　　　　　　　　2 ．19　浜松市海老塚地区住民と山口組暴力団一力一家の裁判所勧告

4．12　観光サービス事業部、新バンビ システムが稼動　　　　　　　　　　　　　　 に基づく和解が成立。住民が暴力団を追放

7．1　遠鉄観光 開発（株）が遠鉄不動産（株）を吸収合併　　　　　　　　　　3 ．13　JR津軽海峡線 が開業、青函連絡船は80 年の歴史を閉じる

（株）遠鉄自動車学校が（株）遠鉄磐田自動車学校を吸収合併　　　　　3 ．18　後楽園・東京ドーム（ビッグエッグ）オープン

7．一　電車、新造冷房車2 両購入（モハ1003 、クハ1503 ）　　　　　　　　　4 ．10　瀬戸大橋（本州四国連絡橋・児島～坂出ルート）開通・開業

8．1　遠鉄グル ープのスローガン「地域とともに歩む一遠鉄グル ープ」　　　5 ．25　日本電信電話（NTT ）の経常利益は4，967億円で日本一となる

を制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．19　牛肉・オレンジ輸 入自由化決定

8．8　遠鉄稲荷大明神の落成式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．23　東京のマンション、平均で1億円を突破（日本高層住宅協会の調査）

9．　1　（株）遠鉄百貨店が（株）遠鉄名店ビルを吸収合併　　　　　　　　　　6 ．29　リクルート関連会社の非公開株譲渡問題 が表面化

9．14　遠鉄百貨店オープン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．23　海上自衛隊潜水艦「なだしお」と大型釣り船［第一富士丸］が神奈

新浜松駅～遠鉄百貨店の連絡デッキが開通　　　　　　　　　　　　　　　　 川県横須賀港沖で衝突、釣り船は沈没し乗員・乗客30 人死亡

9．―　遠鉄グル ープファミリーカード誕生　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．一　北陸自動車道、全線開通

10．30「遠鉄磐田わかば台」第1 期分譲建売住宅販売開始　　　　　　　　　　8．20　イラン・イラク戦争停戦

11．21　石津社長、藍綬褒章を受章　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 ．17　第24 回オリンピック大会 が韓国のソウルで開幕

12．　1　ゴルフ場建設プロジェクトを新設　　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．19　北海道・十勝岳、26年ぶりに噴火

12．　6　バ ンビネットシステム稼動開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12．23「エイズ法案」が可決、成立

12．17　トヨタホーム浜松（株）設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．27　竹下登改造内閣が発足

昭和64 年・平成元年（1989）

1。31　フォルテ着工式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．7　裕仁天皇陛下、午前6時33 分十二指腸部腺癌のため崩御。明仁親

4．1　消費税導入に伴う運賃改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 王が即位。政府、新天皇の即位に伴い新しい元号を「平成」と制定

鉄道線（基本賃率8 キロまで28．15円、最低運賃大人110 円、　　　　　1 ．8　平成元年 スタート

5．1％アップ ）。定期観光バス（現行運賃・料金に3％加算）。　　　　　　　1．20　米国第41 代大統領にジョージ・ブッシュが就任

乗合自動車（平均2．7％アップ）貸切バス運賃（現行に3％加算）　　　　2 ．4　金融機関、完全週休2 日制を実施

遠鉄 タクシー（株）の整備部門を当社整備課へ移管　　　　　　　　　3 ．28　株式売却益（キャピタルゲイン）課税開始



当 社関 連事項！ ど屏 般 肘ま登 業 諄獣 廈

6。1　リース事業準備室 を新設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．1　消費税（3％）スタート

6．29　取締役副社長に鈴木敬彦、専務取締役に鳴田重郎 が就任　　　　　　6 ．2　竹下内閣総辞職、宇野宗佑政権が発足

7．24　（株）遠鉄百貨店友 の会設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．4　北京・天安門広場で戒厳部隊が武力制圧、死者2，000人に達する

11．　1　経営企画本部を新設、リース事業準備室 を廃止　　　　　　　　　　　8 ．9　海部俊樹内閣発足

11．　6　（株）遠鉄百貨店保険部、「がん保険月間1，000囗以上販売」　　　　　9 ．29　横綱・千代の富士（34歳、967勝の通算勝ち星史上最多記録を

を連続して100回達成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 達成）国民栄誉賞を受賞

12．　1　休日休暇数および勤務時間の変更（年間休日104日、1日の労　　　　　11．10　ベルリンの壁、28年ぶりに崩れる

働時間は7 時間55 分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．13　わが国初の生体部分肝移植手術が島根医科大学付属病院で行

12．15　鉄道線にプリペイドカード「ET カード」が新登場　　　　　　　　　　　　　　 われる

12．　2　米ブッシュ大統領とソ連ゴルバチョフ議長の首脳会談がマルタ

島で行われ、冷戦の時代の終わりを確認

平成2年（1990）
1。8 （株）トヨタレンタリース浜松を設立（4．1営業開始）　　　　　　　　　　1 ．15　新成人は188万人（男性96 万人、女性92 万人）

1．24　乗合自動車運賃改正（基準賃率31 円、最低運賃大人130 円）　　　　　2．28　第2 次海部内閣発足

3．15「ブライトタウン西伝寺」完成（108戸）　　　　　　　　　　　　　　　3 ．20　日本銀行、公定歩合を1．0％引 き上げ、年5．25％、即日実施

5．15　石津社長、交通安全功労者表彰を受賞　　　　　　　　　　　　　　　3 ．22“トリプル安”加速。円相場1ドル＝　155円台の円安、東京証券取

6．1　業 務組織改正（広告課を観光サービス事業部より分離し、運輸　　　　　　　 引所第一部の平均株価3 万円割り、債券相場も急落

事業本部長直轄とする）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．29　日本の総人口は1 億2，325；万5，000人

6．12　取締役副社長鈴木敬彦 、中部運輸局長表彰を受賞　　　　　　　　　　6．10　南米ペルー大統領選挙の決選投票の結果、日系人のアルベルト・

8．1　旧 盆期間中の乗合バスを日祝日運行とする、　　　　　　　　　　　　　　　 フジモリが当選

10．12　石津社長、浜松商工会議所会頭に就任　　　　　　　　　　　　　　6 ．29　天皇家の次男 吋し宮殿下と川嶋紀子さんが結婚

10．16　掛川不動産営業所を開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．1　東西両ドイツが通貨統合、10．3国家統一

11．10　本社事務所を移転（浜松市旭町12 －1 フォルテ9 ～12階）　　　　　　8 ．31　日本銀行、公定歩合を0．75％引き上げて年率6．0％に決定

フォルテ1 階に不動産情報プラザを開設　　　　　　　　　　　　　10 ．15　ソ連ゴルバチョフ大統領、1990年度 ノーベル平和賞 を受賞

11．14　フォルテ（当社と浜松都市開発（株）の共同ビル）オープ ン　　　　　　12．　2　日本人初の宇宙飛行、東京放送の秋山豊寛 、ソ連ソユーズ

12．　1　芝 本駅の交換駅化完成（新浜松～西鹿島間の所要時分を36 分　　　　　　　TM11 号で宇宙へ

から32 分に短縮）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．29　第2 次海部改造内閣が発足

12．14　分譲住宅「ひばり野」団地 を販売開始

平成3年（1991）

3。22「ブライトタウン西山」完成（6階建、36戸）　　　　　　　　　　　　　　1．17　湾岸戦争 に突入。米軍主力の多国籍軍はイラクとクウェートの戦

4．1　新5 ヵ年経営計画「ブライト21」スタート　　　　　　　　　　　　　　　　　　略拠点に大規模な夜間爆撃を開始

4．12　（株）遠鉄自動車学校、遠鉄スポーツクラブ「エスポ」営業開始　　　　　2．9　関西電力美浜発電所で冷却水漏れ。わが国初の原発事故

5．7　鴨江不動産営業所を開設（佐鳴台不動産営業所の移転）　　　　　　　2．28　湾岸戦争終結

6．1　業務組織改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．9　東京・新宿庁舎が完成

（総務部を社長室に変更し、秘書課と総務課を統合）　　　　　　　　4 ．1　農産物市場開放（牛肉・オレンジ自由化）

7．30　がん保険120 ヵ月連続サウザンディア賞を受賞　　　　　　　　　　　　6．3　雲仙・普賢岳で大規模な火砕流 が発生、40人死亡

10．1　乗合バ スに新型運賃箱を県下で初めて導入　　　　　　　　　　　　　6．25　東北・上越新幹線、上野～東京間3．6kmが開業

12．　3「ブライトタウン浅田」完成（12階建、33戸）　　　　　　　　　　　　　7 ．1　日本銀行、公定歩合を0．5％引き下げて年率5．5％に決定

8．24　ソ連共産党解体、74年の社会主義支配に幕

11．　5　宮沢喜一内閣成立

12．21　ソ連邦消滅、69年の歴史に幕。エリツィン大統領率いるロシア

共和国は「ロシア連邦」と改名

12．30　日本銀行、公定歩合を0．5％引き下げて年率4．5％に決定



当社関連事項 繋 般および業界事項］

平成4年（1992）

2。1　 乗合 自 動 車 運賃 改 正（ 基準 賃 率32 ．50円 、最 低運 賃 大人140 円）　　　2 ．8　 アル ベ ール ビル 冬 季 オリンピック 開催（2 ．23まで ）

2．20　電 車・バ ス共 通の「ET カード」を 発売　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．1　暴 力 団対 策 法 施 行

3．1　 女 子事 務 者 の制 服 を15 年 ぶ りに一 新　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．14　東 海 道 新幹 線 に「の ぞ み」登場

3．14　乗 合バ スに「土 曜 日ダイヤ 」を 導 入　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．27　大 手 私 鉄 、11年 ぶ りに本 格 ストに突 入

4．1　 新職種「 ツアーエ スコート」誕生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．31　日本 の 総人 口 は1 億2 ，358万 人

ひ まわり 休 暇（休 日2 日増 ）導 入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JR 九 州 、西 日本 、東海 の3 労 組 スト突 入

6．26　業 務組 織 改 正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．1　日本 銀 行 、公 定歩 合 を0 ．75％引 き下 げ年3 ．75％に

（経営 企 画 本部 と 管理 本 部 を 統合 し 、管 理 本 部と す る）　　　　　　　　　　 牛 肉 ・オレンジ輸 入 自由 化

10．1　 遠 鉄 ホテルエ ンパ イア、グランド オープ ン　　　　　　　　　　　　　　4 ．14　バ ブル 崩壊 により昨 年 度 の 倒産 は 史上 最 悪

11．　1　ゴ ルフ 場 建 設プ ロジェクトを 廃止　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．1　国 家 公 務員 、完 全 週 休2 日制 実施

11 ．26　収 支改 善 緊 急対 策 を 要 請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．22　日本 新 党結 成

（業 務 改 善 、相 互協 力 に よる時 間 外 労 働の 削 減 、備 消 耗品 費 ・　　　　　6 ．15　PKO 協 力 法案 成 立

会 議費 ・交 通 費・水道 光 熱 費 の節 約 ）　　　　　　　　　　　　　　　7 ．1　山 形 新幹 線 開 業

7．25　バ ル セロ ナ オ リン ピ ッ ク開 幕（8 ．9まで ）

7．27　日本 銀 行 、公 定歩 合 を0 ．5％引 き下 げ年3 ．25％ に

9．12　国 公 立の 幼 稚 園 、小・中・高 校 など「学 校週5 日制 」が スタート

毛利衛さん、スペースシャトル・エンデバーで宇宙に飛び立ち、9．20帰還

10 ．14　金 丸 信元 自 民 党 副総 裁 、佐 川 献 金疑 惑 で 議 員 辞職

平成5年（1993）

1．1　業務組織改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．1　欧州共同体（EC ）統合

（観光サービス事業部、管理精算課を観光業務課に名称変更）　　　　1 ．20　米国の第42 代大統領にビル・クリントン（46歳）が就任

1．一　事務部門にフレックスタイム制を導入　　　　　　　　　　　　　　　　2 ．4　日本銀行、公定歩合を0．75％引 き下げ年2 ．5％に

2．3　遠州鉄道自動車整備センターが完成　　　　　　　　　　　　　　　　　2．26　ニューヨークの世界貿易センタービ ルで爆弾テロ

3．6　最高級貸切バス「グレイスサルーン」を4両購入　　　　　　　　　　　3 ．6　金丸信前自民党副総裁、脱税容疑で逮捕

3．10　小松変電所を新設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．12　北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）核拡散防止条約を脱退

3．12　雄踏営業所が新築オープン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．18　東海道新幹線「のぞみ」山陽新幹線乗り入れ

4．1　遠鉄グループ21 社統一のシンボルマークを制定　　　　　　　　　　4 ．13　大蔵省、92年度貿易黒字は前年度比26 ％増の1，113億ドルと過

鉄道線の4 両編成運転の増発開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 去最高を記録したと発表

（朝のラッシュ時に3 本増発）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．15　日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）開幕

6．1　業務組織改正（運輸事業本部に「整備事業部」を新設）　　　　　　　6 ．9　皇太子殿下と小和田雅子さんの結婚の儀挙行

6．30　トヨタビスタ静岡（株）の経営権をトヨタ自動車（株）に譲渡　　　　　　6 ．21　新党さきがけ結成

7．21　名古屋営業所が新装オープ ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．23　新生党結成

7．24　鉄道線新車2 両購入、営業運転開始　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．12　北海道南西沖地震　死者・行方不明239 人

8．5　創立50 周年フェアを開催（舘山寺会場バ8．7まで）　　　　　　　　　8 ．6　土井たか子元社会党委員長、初の女性衆議院議長に

8．21　創立50 周年フェアを開催（フォルテ会場）　（8．23まで）　　　　　　　　8 ．9　細川護煕連立内閣発足、38年間の自民党政権に幕

10．1　資本金を32 億円に増資（発行株式総数6，000万株）　　　　　　　　　8 ．16　円相場、1ドル＝　101．13円の戦後最高

11．　1　創立50 周年記念式典　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．26　東京で東日本最大の吊り橋レインボーブリッジ開通

12．　1　業務組織改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．3　テクノポリス都田開発事業完工

①「経営企画部」を廃止し、「企画課」は「経営企画課」に名称変　　　　9 ．21　日本銀行、公定歩合を0．75％引き下げ年1．75％に

更し社長室に移設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 ．30　冷夏でコメ緊急輸入を決定

②運輸事業部「営業課」と「計画課」の名称を交換　　　　　　　　　　12．14　コメ部分自由化決定

③運輸事業部「教習課」を「管理課」に統合　　　　　　　　　　　　　 －．－　ゼネコン汚職相次ぐ

①観光サービス事業部［仕入開発課］を「観光企画課」に統合

⑤不動産事業本部に「管財部」を新設、「管財課」と［営繕課］を設置

⑥不動産事業部「商品企画課」を「企画販売課」に名称変更



・当 社 関連事 項 氷 匠 郢限 劣Tび業 界屏 頂］

⑦不動産事業部「開発課」を「企画販売課」に統合

12．20　（株）遠鉄百貨店保険部、がん保険150ヶ月連続1，000囗販売表彰式

平成61年∧（！994）

2。27「ジュビロエクスプレス」運行開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．14　浜松商工会議所創立100 周年記念 一新会館落成記念式典を挙行

3．1　遠鉄仕入センター開設（仕入・手配部門の一本化）　　　　　　　　　　1．29　政治改革関連法案を可決、小選挙区比例代表並立制に

3．23　遠鉄バンビツアー参加者累計500 万人達成　　　　　　　　　　　　　2 ．12　冬季リレハンメルオリンピック開幕

3．24「ブライティ助信」（6階建て、全92 室）完成　　　　　　　　　　　　　　4．26　中華航空機が名古屋空港で墜落炎上　死者264 人

4．1　東名静岡浜松線休止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．28　羽田孜連立内閣発足

4．22　小池町分譲マンション着工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．15　浜松シティエフエ ム放送開始

4．27　袋井春岡住宅団地、造成工事着工　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．22　製造物責任（PL）法成立

6．15　遠鉄 スポーツクラブ・エスポH オープン　　　　　　　　　　　　　　　6．27　長野・松本サリン事件、7人死亡

6．29　取締役会長に石津薫、取締役社長に鈴木敬彦 、常務取締役に　　　　6 ．30　村山富市連立内閣発足

竹内善一郎 、山崎勝康、取締役に森島久男、松山直次、監査役　　　　7 ．8　向井千秋さん、日本人女性として初めて スペ ースシャトルに搭乗

に村松良がそれぞれ就任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．一　記録的猛暑で各地で深刻な水不足に（浜松38．2度を記録）

6．29　監査役制度の定款変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 ．4　関西国際空港 開港

7．1　回数券を廃止し、ET カードへ本格移行（通学回数券を除く）　　　　10 ．　7　浜松市にアクトシティがオープン

7～8　 納涼ビール電車 を運行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．13　ノーベル文学賞に大江健三郎氏

8．1 「遠州鉄道鉄道線高架化促進期成同盟会」発足　　　　　　　　　　　12 ．10　新進党結成

9．1 「グレイスサルーンH 」他新型観光バス35両導入

9．15　不動産情報誌「遠鉄の住まいるだより」発刊

9．23　早出分譲住宅6 区画販売会開催、即日完売

10．1 「1UP 作戦」第1 期開始

浜松市内不動産営業所、日曜祝日営業を開始

10．11　ETカード・アクトタワー展望回廊入場カードセット券販売

10．15　分譲マンション「エ ムズ小池」販売開始

10．18　袋井春岡住宅団地、建設大臣 より優良計画開発事業として認定

10．一　奥山線廃止30 周年記念ET カード・ビデオ販売、写真展・座談会

の開催

11．23「ビューティータウン掛川」第1 次分譲開始

11．24「エ ムズ鴨江」マンション着工

12．26「交通安全教室列車」運転

12．29　鉄道線、新造車両導入。全車両に冷房完備

12．一　分譲住宅の ネーミングを「ブライテージ」に決定

－。－ 「えんてつバス＆ウォーク」を実施

平成7 年し（1995 ）

2。1 「エ ムズ鴨江」第1 期分譲 開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．17　阪神・淡路大震災　死者6 ，433人

（2月25日モデルル ームオープン）　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．20　地下鉄サリン事件　12 人死亡、5，500人重軽症

2．2　阪神大震災、解体作業班を無償バス輸送　　　　　　　　　　　　　　4 ．1　都市型ケーブルテレビ局「テレビはままつ」が本放送開始

2．28　袋井営業所廃止（磐田営業所に統合）　　　　　　　　　　　　　　　　　 天竜川以西3 市5 町の14 農協合併「JA とぴ あ浜松」発足、預金

富 塚営業所廃止（浜松営業所 に統合）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高で全国1 位、組合員数2 位

3．1　業務組織改正（運輸事業本部に高架対策部新設）　　　　　　　　　　4 ．8　浜松市楽器博物館開館

「1UP 作戦」全社運動として展開　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．9　東京都知事に青島幸男氏 、大阪府知事に横山ノック氏 が当選

袋井観光営業所新設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．21　函館行き全日空機ハイジャック22 日に犯人逮捕

トヨタオート浜松と遠州 ホーム（旧トヨタホーム浜松）が合併　　　　　　9 ．4　沖縄県で米兵3 人による少女暴行事件

3．8　乗合バス運賃改定（賃率35 円50 銭、最低運賃150 円）　　　　　　　　9 ．6　坂本堤弁護士一家3 人遺体発見



蠏叶｜｜謝 車羈項 居殷涓 ミTぴ顫 零墳T

3。11　わかば台団地・磐田水堀団地「ブライテージ」販売開始　　　　　　　　9 ．19　パ・リーグでオリックスが優勝、「がんばろう神戸」展開

4．－　オフセットシートを採用した乗合バス31 両導入　　　　　　　　　　　11 ．　1　東京臨海副都心と都心部を結ぶ新交通システムゆりかもめ開業

5．10　健康保険組合直営保養所「遠鉄弁天荘」オープ ン　　　　　　　　　　11．　9　ドジャースの野茂英雄投手が大リーグで新人王に

5．一　雨天時専用ライナー「レイニ ーバス」運行開始　　　　　　　　　　　　12．　8　高速増殖炉「もんじゅ」でナトリウム漏れ事故

6．1　業務組織改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．19　住専処理に6，850億円投入を閣議決定

①管財部の「営繕課」を「建設課」に名称変更

②不動産事業部に「開発プロジェクト」を新設

6．16「777 招福きっぷ」販売（2日で完売）

9．30　宮竹不動産営業所廃止

10．　1　遠鉄名店ビルの名称を「遠鉄田町ビ ル」に変更

10．　2 「遠鉄プラザ袋井」オープ ン

10．16　鈴木社長、運輸大臣表彰

11．　1　ホテルコンコルド浜松、チャペルオープ ン

11．　9　石津会長、勲四等旭日小綬章受章

12．　1　業務組織改正

①管理本部に「OA 推進プロジェクト」新設

②観光企画課とバンビ課を「バンビ課」に統合

③総務課と秘書課を「総務課」に統合

乗合バスダイヤ改正

（浜松駅にゆとり時間を設定し定時性を確保）

鉄道線、夕方 ラッシュ時の4 両編成運転開始

平成8年（1996）

1。21　浜松東不動産営業所オープン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．11　第1 次橋本竜太郎内閣発足

2．1　中遠タクシーと南遠タクシーが合併、南遠タクシーが解散　　　　　　　1．19　社会党が社会民主党に

2．6 「観光バ ス旅行」改善フォーラム開催　　　　　　　　　　　　　　　　2 ．10　豊浜トンネル岩盤崩落事故　死者20 人

2．13「浜松市和地土 地区画整理 組合」設立総会開催　　　　　　　　　　　4 ．1　東京三菱銀行発足

（スズキ不動産、大協土地と3 社で事業 参加）　　　　　　　　　　　　　　 浜松市、中核市に移行

3．15「エムズ鴨江」竣工式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．31　サッカーの2002 年ワールドカップ、日韓共同開催決定

4．1　遠鉄グループ 新5 ヵ年経営計画「アクティブ21 」スタート　　　　　　　　6．1　コメの販売 が自由化

「ニュー浜松観光バス」設立（資本金3，000万円、取締役社長　　　　　6 ．13　ガルーダインドネシア航空機、福岡空港で離陸に失敗

大久保房夫、4．11営業開始）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 死者3 人、け が人113 人

ET カード9000 発売開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．13　大阪府堺市で病原性大腸菌「0 －157」大量感染

第一通り駅と遠州病院前駅にエスカレーター設置　　　　　　　　　　　7．19　アトランタオリンピック開幕（8．4まで）

4．一　低公害乗合バス「アイドリングストップバ ス」導入　　　　　　　　　　　　8．4　県内在住の外国人、国勢調査で半数はブラジル人

に のバスを含め新車31 両導入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．29　薬害エイズ事件で安部英前帝京大学副学長逮捕

中二階貸切バ ス「スーパ ービュー48」「スーパ ービュー53」を導入、　　　9 ．17　野茂英雄投手がノーヒット・ノーラン達成

中型車「エクセルワイドH 」小型車「プチワイド」導入　　　　　　　　　　9．20　2004年の国際園芸博、浜松市庄内町に決 まる

5．29　石津会長夫妻、春の園遊会出席　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 ．28　民主党結成

6．18　高級賃貸マンション「ブライティ広沢」起工　　　　　　　　　　　　　10 ．1　都田町に国内最大規模のフル ーツパ ーク開園

6．27　取締役に古橋佑介、監査役に沖田晃がそれぞれ就任　　　　　　　　10 ．17　オウム真理教富士山総本部を破産管財人に明け渡し、県内撤退へ

7．10「和地土地区画整理事業」整地工事着工　　　　　　　　　　　　　　12 ．17　ペルー日本大使公邸占拠事件

7．24　バ スターミナル案内所新装オープ ン

8．1 「888きっぷ」販売

8．　8　（株）遠鉄百貨店保険部、がん保険180 ヶ月連続1，000囗販売表

彰式

9．2　乗合バス定時性確保の ため、「お客様時分」を採用



当社関連事項葺 IE 般お渠び業界事項

乗合バ スダイヤ改正（定時性の確保を目指し、「季節ダイヤ」の概

念導入）

9．18　組合結成50 周年記念レセプション開催

10．1　バ スガイド制服を6 年ぶりに一新

乗合バス、フル ーツパークオープンに伴い乗り入れを開始、

入場料との「セット券」を販売

フォルテn 階に電算室を設置

10．　3 「エ ムズ鴨江」優良団地表彰受賞

12．　1　業務組織改正

①社長室と経理部を統合し、「総務部」を新設

②経営企画課 を「総務課」に統合

12．17　鉄道線、新造車両2 両導 入

（1000系、「駅名表示 器且 見えるラジオ」搭載）

平 成9 年 ………（1997 ）

1。10　舘山寺営業所移転・新築オープ ン　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．2　ロシアのタンカー・ナホトカ号が日本海に沈没、重油流出

2．1　高級賃貸マンション「ブライティ広沢」入居開始　　　　　　　　　　　　1 ．29　友部達夫議員、オレンジ共済組合の巨額詐欺事件で逮捕

2．－ 「袋井はるおか」分譲地の第一工区竣工、開発区域の地名も　　　　　　3．22　秋田新幹線「こまち」開業

［可睡の杜］へ変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　超高速列車「のぞみ」運転開始

3．21　八幡駅シリコン整流器発電所が「平成8 年度浜松市都市景観賞」　　　　4．1　消費税が3 ％から5 ％に

受賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．3　浜松市フラワーパ ーク有料入園者1，500万人 を突破

3．31　竜洋営業所を廃止、福田営業所所轄の「掛塚車庫」に変更　　　　　　4 ．22　ペル ー日本大使公邸の人質、127日目に解放

3．－ 「エムズ佐嶋台」竣立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．25　日産生命に業務停止命令

4．1　業務組織改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．28　神戸小学生殺傷事件、中学3 年生を逮捕

①運輸事業部に「活性化推進課」新設　　　　　　　　　　　　　　　7 ．1　香港、中国に返還

②計画課を「営業課」に統合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．31　ダイアナ元英皇太子妃、パリで交通事故死

③バスターミナルを営業課の所管に変更　　　　　　　　　　　　　　　9．18　ヤオハンジャパンが会社更生法申請

④観光営業課を「貸切営業一課」と「貸切営業二課」に分割　　　　　　10．1　長野新幹線開業

⑤観光業務課 を廃止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10．16　臓器移植法施 行

新浜松駅に女性駅員2 名採用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．　7　浜松市と磐田市 を結ぶ「かささぎ大橋」が開通

鉄道線、消費税率の改定に伴い8 年ぶりに運賃改定　　　　　　　　　11．16　ワールドカップフランス大会に日本初出場決定

鉄道員の制服 を一新（6．1より夏服デザインも変更）　　　　　　　　11 ．17　北海道拓殖銀行破綻

乗合バスダイヤ改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．24　山一証券自主廃業

①モーニングダイレクト増強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．　1　京都で地球温暖化防止会議開催（12．11）京都議定書採択

②ホームダイレクトの新設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12．18　東京湾 アクアライン開通　全長15．1km

③レイニーダイレクトの新設

④座席指定のモーニングダイレクト運行

5．22　（株）遠鉄百貨店保険 部、全国QC 大会で6 年連続優勝

6．1　業務組織改正

①運輸事業本部に［副本部長］設置

②高架対策部、運輸事業部、整備事業 部の3 部を「運輸事業部」

に統合

6．7　新規分譲マンション「ブライトタウン住吉」登録申込開始

6．27　常勤監査役に野田 敏司、監査役に渡辺庸一がそれぞれ就任

7．1　遠鉄百貨店の保険 事業を遠州鉄道へ移管し、営業開始

（事務所 をフォルテ9 階に移設）

業務組織改正



①不動産事業本部を「開発事業本部」に名称変更

②開発事業本部に［保険部］を新設

遠州興業、「遠鉄保険サービス」に商 号変更

7．14　浜松営業所廃止

7．19　夏休み期間小児運賃割引サービス開始

（電車60 円バス50 円）

ホテル九重 に露天風呂 オープン

浜名湖ハルハル第1 期リニューアル オープン

（センターハウス・メガコースター四次 元等）

7．－　11 年ぶりに定期券発行システムを更新

9．1 ［999 記念ET カード］発売

9．15　鉄道線、「寿列 車」運行

10．1　業務組織改正（総務部に「経営企画課」新設）

豊田町営バス「ユーバ ス」運行開始、遠州鉄道が委託運行

10．8 （株）遠鉄百貨店、開店9 周年を記念し、チョロQ「遠鉄バス」を発売

10．10「可睡の杜」現地販売プラザオープン

10．18　浜松営業 所跡地北側に分譲マンション総合販売センター「フライ

トタウンギャラリー」新設

11．13　鈴木社長、藍綬褒章受章、褒章伝達式に出席

11．15「可睡の杜」、第1 期販売受付開始

11．22　超低床ノンステップバス1 両を初導 入、定期ダイヤ運行開始

12．25　浜松市、全国で最初の「オムニバスタウン構想」モデル都市に指定

平成10年（1998）

2。2　乗合バスダイヤ改正（土曜日と日祝の表示 を統合）　　　　　　　　　　2 ．2　郵便番号7 桁実施

3．1　等級及び職名の変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 ．7　長野冬季オリンピック（2．22まで）日本金メダル5 個獲得

（現場従業員をより高く評価する制度へ移行）　　　　　　　　　　　　3．25　AWACS 　（早期警戒管制機）が浜松基地に配備

浜北営業 所を移転新築 オープン、浜松東営業所に名称変更　　　　　　4．1　金融ビッグバン幕開け

3．17　がん保険200 ヶ月連続1 ，000囗販売表彰式　　　　　　　　　　　　　　4 ．5　明石海峡大橋開通

3．24　バ スフェスティバル開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．24　秋野不矩美術館開館（天竜市）

サンリオキャラクター［マイメロディET カード］発売　　　　　　　　　　5 ．27　大関若乃花が横綱に昇進、史上初の兄弟横綱誕生

3．25　磐田駅前総合案内所新設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．－　 インド、パキスタン核実験

3．一　新浜松駅ホーム屋根延長工事完r　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．10　ワールドカップフランス大会に囗木初出場（7．12まで）

「ブライトタウン住吉」完成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．12　第18 回参議院選挙、自民党が敗北、橋本首相退陣

4．1　新賃金・人事制度 スタート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．25　和歌山カレー毒物 混人事件　4 人死亡

遠鉄グル ープホームページ開設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．30　小渕恵三内閣発足

福田町営バス「エコバ ス（しおさい号）」運行開始、遠州鉄道が　　　　8 ．7　米大使館同時爆発テロ

受託運行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．27　新居町で日本最古とみられる元和元年の関所 手形 を発見

天竜市自主運行バス運行開始、遠州 鉄道 が受託運行　　　　　　　　8 ．31　北朝鮮の弾道ミサイル「テポドン」、三陸沖に着弾

4．18　鈴木社長夫妻、内閣総理大臣主催の「桜を見る会」に出席　　　　　　10．30　JR東静岡駅が開業

4．一　遠鉄グル ープc02 削減推進運動開始　　　　　　　　　　　　　　　12 ．16　米英軍、イラク空襲。国連査察拒否に対抗

5．1　磐田市で新磐田 市民病院行きの自主 運行バススタート　　　　　　　　ー。一　静岡空港起工

「（株）ホテルコンコルド浜松」設立、（資本金1 億円・取締役社長

服部宗爾）　7．1に遠鉄観光開発より分離独立・営業開始

5．15　遠鉄田町ビル起工式

6．1　業務組織改正

①oA 推進プロジェクト廃止



②広告課 を運輸事業部管轄へ変更

③貸切営業1 課と貸切営業2 課を統合し「貸切営業課」を設置

④バンビ課を「バンビ企画課」と「バンビ営業課」に分割

6．26　取締役に竹山英夫、関利彦、山口宏規が就任

7．1 「鉄道・乗合バ ス」全線で運賃値 下げ

（全国で初めて最低運賃 を100円に改定）

7．4　浜名湖ハルハル第2 期リニューアルオープン

（ドンブラーコ・ヒドラ伝説・カーニバルゲーム等）

8．12「アイドリングストップ」時に車内に音楽を流すサービス開始

8．18　トヨタオート浜松、「ネッツトヨタ浜松」に社名変更

9．22　業務組織改正

①「経営企画本部」を新設して、「経営企画部」を設置、「経営企画課」

を総務部より移管

②運輸事業本部副本部長を廃止

③管財部を「建設部」に名称変更し、建設課 を「住宅建設課」に

名称変更

④開発プロジェクトを廃止し、「住宅課」を新設

常務取締 役に青葉之宏 が就任

10．　1　保険部、首都圏営業所開設

10．　3　第1 回オムニバスタウン作品展開催

記念ET カード「トリプル10 」販売（限定2，000枚）

10．18　バンビツアー、「DM カタログ」発送開始

10．31　遠州鉄道創立55 周年記念イペンド えんてつ グループGO ！GO！

サンタステー」開催（11．3まで）

11．　1　バ スフェスティバル開催

11．　7 「ブライトスクエア新居」第1 期販売会開催、即日完売

11．28　注文住宅「現場見学会」開催（11．29まで）

12．－　アイドリングストップ全車両にて実施開始

12．－ 「ブライトタウンハ幡」完成

12 － 「ブライトスクエア富塚」第1 期完成

平成11年（1999）

2。1　乗合バ ス運賃改定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．1　欧州 単一通貨ユ ーロが誕生

①中長距離区間を値下げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．一　個人消費の拡大と地域振興を狙った商品券「地域振興券」の交

②ワイドフリー定期券を新設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 付開始

3．1　細江営業所新築 オープン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 ．28　初の脳死判定による心臓・肝臓移植

3．15　浜松市、かじ町通りにて「トランシットモール」試行（3．28まで）　　　　3 ．13　東静岡新都市拠点に「グランシップ」がオープ ン

「公共車両優先 システム」実施開始　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．24　NATO 軍、ユーゴスラビア空爆

3．20　ホテルエンパ イア「空中露天風呂」オープン　　　　　　　　　　　　　4 ．1　改正男女雇用均 等法施行

浜名湖ハルハル 第3期リニューアルオープン（キッスランド）　　　　　4 ．5　東名高速道路磐田 インターチェンジ開通

3．23　環境セミナー開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．24　ガイドライン関連法が成立

3．31　名古屋営業所廃止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．27　山陽新幹線でトンネル壁落下

3．－ 「地域振興券」取扱開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．23　羽田発千歳行き全日空機ハイジャック、機長刺され死亡

4．1　業務組織改正（（ 観光特販プロジェク冂 設置）　　　　　　　　　　　　　8．9　国旗・国歌法が成立

「お買物ET カード」スタート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．12　通信傍受法が成立

3列シートバス「サンレッツ」県内初導入　　　　　　　　　　　　　　　　8．14　神奈川県山北町でキャンプ中、13人が流され死亡

4．5　新型電車2000 形（2 両1 編成）営業運転開始　　　　　　　　　　　　　　8．17　トルコ北西部で強い地震　死者1 万7 ，000人以上



当社関連事項

4．24「かんざんじロープウェイ」38年ぶりリニューアル　　　　　　　　　　　　9．21　台湾で大地震　死者2，000人以上

5．31　開発事業本部、遠鉄田町ビルヘ移転　　　　　　　　　　　　　　　　　9 ．30　東海村の民間ウラン加工施設「JCO 」で国内初の臨界事故

6．1 「遠鉄田町ビル」オープン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10．　5　白白公連立で小渕再改造内閣成立

業務組織改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．12　パキスタンで軍事クーデター、ムシャラフ陸軍参謀長が政権奪取

（整備営業課を「整備課」に統合）　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．20　インドネシアに新政権、ワヒド大統領就任

6．26　青葉貞雄顧問逝去　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東ティモール がインドネシアから独立

7．1　業務組織改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．25　キルギスで拉致された邦人4 人、無事解放

（活性化推進課を「営業課」に統合）　　　　　　　　　　　　　　　　　10．26　天竜市出身の日本画家・秋野不矩が文化勲章受章

「フリー降車」サービス開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12．　4　山形新幹線（山形一新庄間）開業

7．21　業務組織改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．10　神奈川県警で組織ぐるみの不祥事隠し、元本部長ら5 人起訴

（経営企画本部を廃止、経営企画課を総務部に編入）　　　　　　　　　12．11　Jリーグチャンピオンシップで県勢対決、ジュビロ磐田 が清水工

21番目の新会社「遠鉄アシスト」設立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 スパルスを下し王座に

（資本金1，000万円、取締役社長関利彦）　　　　　　　　　　　　　　　12．20　マカオ、中国に返還

7．24「浜名湖オルゴールミュージアム」オープン

8．－ 「ブライトタウン植松」完成

年間収入保険料80億円達成

10．　1　保険部、損害保険商品販売開始

10．20　乗合バス、上限運賃設定（630円）

10．27　第3 セクター会社「なゆだ浜北」設立

11．20「ブライトタウン入野」販売開始（モデルルームオープン）

11．27　注文住宅「天竜美林の家・新和風住宅完成見学会」開催（11．28まで）

12．　1　業務組織改正

①観光サービス事業部を「運輸事業部」に統合

②観光特販プロジェクト廃止

③バンビ企画課とバンビ営業課を統合し、「バンビ課」を設置

12．11　第2回オムニバス作品募集表彰式、バスフェスティバル開催

－．一　占紙100 ％コピー用紙へ全面移行

平成12 年（2000 ）

2。12　バンビツアー、30周年記念企画「新しい旅シリーズ」発売　　　　　　　　1 ．10「国民の祝日に関する法律」の改正

3．13「第2 回エコドライブコンテス冂 運輸大臣賞受賞、表彰式　　　　　　　　1 ．28　新潟で行方不明 になっていた少女、9年ぶりに見つかる

3．25「ブ ライトタウン袋井」モデルルームオープン　　　　　　　　　　　　　3．8　東京・営団地下鉄日比谷線で脱線事故　乗客5 人死亡

（5．20第2 期販売）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．26　ロシア大統領選でプーチン当選、5．7第2 代大統領に就任

3．31　ポイント制退職金制度導入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．31　北海道の有珠山が噴火

4．1　バンビツアー、一部のコースを除 き全席禁煙　　　　　　　　　　　　　4．1　介護保険制度スタート

バンビパック、新制度導入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 チャイルドシート義務化

（15人～40 人までツアー料金と同料金 ）　　　　　　　　　　　　　　4 ．2　小渕首相、脳梗塞で緊急入院

業務組織改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．5　森喜朗連立内閣発足

（不動産事業部に「マンション販売課」新設）　　　　　　　　　　　　4 ．13　静岡文化芸術大学開校

4．3　豊岡コミュニティバス（ごんバス）の受託運行開始　　　　　　　　　　5 ．3　佐賀の17歳少年バスジャック事件

5．6　掛川不動産営業所移転　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 ．14　小渕前総理逝去

6．29　常務取締役に竹山英夫、取締役に杉山治一、内山芳実、野田敏司、　　　6 ．13　初の南北朝鮮首脳会談

常勤監査役に伴和正がそれぞれ就任　　　　　　　　　　　　　　　　　6．16　皇太后 さま、ご逝去　97 歳

業務組織改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．29　雪印乳業製品で集団食中毒事件、食品異物混入事件も続発

（管理本部長を廃止）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．12　大手百貨店「そごう」が倒産　千代田、協栄など生命保険会社

9．9 「ブライトタウン曳馬」モデルルームオープン、販売開始　　　　　　　　　　　　 も破綻

9．10　シルバ ーワイドフリー定期券発売開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．19　二千円札発行



一般および業界事項

9．15　‾浜 松｜川ファイブ万一テンス｜オープ ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．21　沖縄 サ ミッ｜・（7 ．23まで ）

10　．1　 泉務組繊改IIモ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7．25　超 斤速 旅客 機 コンコ ルド｜墜 落　 叱ft 　114人

（運 輸・ji業 部に「活性拉 進課打 整備営 業課」新、没）　　　　　　　　　　　　　8 ．12　ロシ アの 新 鋭原 川 丿濳 水艦 沈没 、H8 人 死に

10．14　1几再話5 駅 、｜中 部の 駅10（ぽ ）に 人選　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．18　　J．七 島 で 人 砌蟆｜昏 尨9 ．2ヤ、Q民 が局 外へ｜IuIし 避 印

10 」9　常 務1扠緇 役山II即応康 、中 部運 輪1・‥j長 衣杉 を受 賞　　　　　　　　　　9 ．11　東海 地 方に豪｜隹 暖哺｜｜県 で 死 片9 人

10 ．20　E インター ネットバ スロ ケーション システム］サ ービ ス開始　　　　　　　　　9 ．15　シド ニ ー オリンピック（10　．1まで 厂攵j ’・マ ラソンでIら 橋尚f 送r ・が

10 ．一　 巾 扉fヽj・新丿田冫叨バ ス［ スーハ ービ ューDD ］導 人　　　　　　　　　　　　　　　　　歙 メダル

11 ．3　 第31凵｜オムニ バ ス作 品 瘴集w 示 勁 開 催　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．　6　鳥 収 県 西 部地 虞（M7 ．3）、境 港Iliな どで 虞 度6 強 を 、j録 、巾 軽田

［ ブ ライトタウン 新注 ］収売 開 始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　135人

12 ．　1　業 務糾 織 改111　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10．10　ノーベ ル 化学 賞 に自 川 州爿筑 波 人マツI 匹教 授

＝」……j＝f　iE才ミ住 設、課を「H モ宅 住 設 ・、剽 にyl 称 変 史　　　　　　　　　　　　　　 膾 心性 の 鳥 分 」勺 ）発見 と開 発

ブ售 財 、課を｜竹 財課 ］｜住宅 住設l 課 ＿に 分割　　　　　　　　　　　　11 ．　5　’自城 県「．高 森遺 跡 の 叶 石 ぷ 発掘 ねつ 造 発覚

12．　9　「 ブ ライトタウン掛 川｜モ デル ル ーム完 成 、第1 　J！）｜　14戸収 売 開始　　　　11 ．　7　米人：統哨 選 挙投 票コ 町｜｜党 の ジョージ・ブッシュμ 哺が 葭 ．羊：で」｜豺11

12 ．12　回 卜営 業 所 リニュ ーアル オ ーブ ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．21　ザ ザ シティ浜 松内 館 オ ープ ン

12．　1　Bs デ ジ タル 放送 が スタート

12 ．31　耻京 川｜肌｜谷で 一家4 人惨 殺 丿 件

平成13年（2001）

2。21　新 会 社「速 鉄 山の 家卜 没ヽy　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 ．6　 省 庁 心編

（ 資 本な2 ，00　0万円・1㈲ 衍殳社 長内｜｜｜ルJj）4．抒 口2：涛｜始　　　　　　　　　1 ．20　ジョージ・ブッシュ氏 が アメリカ 人統 絹に 就 任

3．20　無 料 バ スに て レ い クアンドラ イ冂 試験 実 施　　　　　　　　　　　　　2 ．9　 実 が 船 えひ め 彑 幵t 没・し故

4．1　 遠 鉄 グル ープ5 ヵ年経 営 計11111rブ ロ2 匸 スタート　　　　　　　　　　　　　3 ．12　ユ ネスコ ，アフガニ スタンの イスうム原 川 に義 タリバンによる イ卍 ，

バ ス専川 レ ーン タ 方（17：00～19：00）実 施［川始　　　　　　　　　　　　　　　　 破壊 を 巓 認

公 。几恆｜り優 先システムの 運川｜｜耶巾 瑁卜心 交通公害 低減 システムの　　　　　4．3　 川 剛 ，川1 部で地 虞（M5 ．3K　iff岡Iにご佶 度5 強

今 人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．26 小 泉純11 ポ 鵑ヽ 」兒 足

モ ニ ター による ‾ハ ークアンドライドJ 澎，詼実 施（6 ．30まで ）　　　　　　　5 ．8　1？森 県弘｜羂｜ドご武富L ・強 盗 殺 人放 火・］叩卜

4．2　 。肚介 バ ス迎 賃改定「10 ～18Km 卜（ 闘 の運tUI・Iけ ’げ を実 施　　　　　　5 ．11　ハンセン病 訴 ，乱 熊 本地 戯で 原 占側 か 令 面 勝 訴

4．7　［ ブ ラ イトタウンI印叮］インフォメーションセンター オープ ン　　　　　　　　6 ．8　 人｜餃・池 川 小学 校 兒・八段傷 捐 ’卜　 兒・八8 人 死 に

（第1 ㈲ 収売 は6 ．9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．15　ハンセン病 珀RIU去成 ヽI／1

4．28　レブ ライトタウン 介 人島 。モ テスルル ーム オーブ：ン　　　　　　　　　　　　　7 ．21　。！‾り・μ ，りり」卜 巾 の 花 火 人 会で圧 死 顫11 人 死 に

（第 川 匪6111は5 川卜洵 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．31　晶IIは 村佶 飫にご河 介楽 ぷが 初 優脯

5．7　 遠 鉄 ストア 湖｜邸，印 小二［ 湖 西 不徇 竚 営 業所 ＿釿，没　　　　　　　　　　9 パ　 ：狄舞 伎 ビ ル火 災　44 人叱 に

6．1　 栞務 組織 改IIミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 ．10　川 内 初 ］｜ミ牛 病の 疑 い のあ る 牛　一頭 を昴 ，i忍

（保険 部に 次 長 を設 置 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 ．11　米 ㈲li］｜｜，lj侈 発テロ

6．－　 がん 閖 隴240 ヶJj辿 続1 、000囗収 売｜IuIが記録 辻 成　　　　　　　　　　　10 ．　7　7 フガニ スタンヘ の 空 燦 始 まる

（7．3達 成 ，iに念 パ ーティ｜川旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．10　ノー ベ ル化 学賞 に野 依 良 治yl 占 罔 人学 教 授

7．1　［な ゆ た 浜北 ］グ ランド オープ ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．　7　浜岡 貶 兒で配 管 破｜析・］1：故 と 水漏れ廛 故

「 スポ ーツプラ ザ 臾 」匚 系 列化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．14　浜 松巾 の・包誦｜’｜’閇 ，リ［ 松 笠］力哘帖

7．H　しずお か川 な圜月 毋覧 分間 矼100011 前，已忿でPH ラッピングバ ス・　　　　11 ．20　イチロ ー爿山 叮・，ア・リーグの 晨 峨 乃選r ・（MvP ）に

タクシ ー運行開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．22　ザ ザ シティ浜 松 中 火館 オ ープ ン

8．1　 スポ ーツブラザ 臾抃の 施，没ylを｜速 鉄 スポ ーツクラブ・エ スホ 袋丿囗　　　　12 ．1　1よ大j’・ご 人 耜 二敬肖 愛j ’。さま，誕生

にyl袮変 史　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 ．22　屯 ）と人島 沖 で北 刺 荊 ｜：作船 と 思 われ る 不略 船 沈 没

8．－　 リフトけ 貸りJバ スレスー パ ービュ ーwith ］導 人

1（口4　 浜 松I ㈲I鴨j まち バ ス「 浜 松 まちな か ル ープ 匸柆I験運 行開 始

（遠州 鉄道 で 受 託 運 行 パ2 ．24まで ）

11 ．　4　「 第1　1111バンビ ツ アゴ 勹气ltコンクー ル＿衣彭式

11 ．23　第4 川 オムニ バ ス作品Sy 集展 示 会｜川 崔



11．28　第1 回「遠鉄ブライトモニター会議」開催

平成14 年（2002 ）

1。26（株）遠鉄百貨店 、「お帰りきっぶ」サービス開始　　　　　　　　　　　1 ．1　ユーロ紙幣と硬貨、流通開始

2．23「ブライトタウン磐田」モデルルームオープン　　　　　　　　　　　　　1．23　雪印 食品牛肉偽装事件発覚

3．1　鉄道、バスにて非接 触IC カード「EG1 カード」試験運行開始　　　　　　1．29　NGO 問題で田 中真紀子外相、野上義二外務次官 更迭

3．17　第1 回レ ンヾビ写真人門講座」開催、80余名が参加　　　　　　　　　　2．8　冬季ソルトレ ークオリンピック開幕（2．24まで）

3．31　健康保険組合直営保養所「遠鉄弁天荘」廃止　　　　　　　　　　　　3 ．8　中部銀 行が経営破綻　預金流出が引 き金

4．1 ［通学ウィークデー定期券］発売開始　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．20　静清合 併協が合 併決定、15年4 月に新「静岡市」誕生へ

4．13　提案住宅「ブライトS 」を新発表、モデルハウス完成見学会開催　　　　4 ．1　ペ イオフ解禁

（4．14まで）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．8　中国瀋陽日本総領事館事件

4．25　乗 合バ スの車体全体に広告を描く「ラッピングバス」運行開始　　　　　5 ．20　サッカーW 杯日本代表、磐田で合宿

5．11　浜松市循環まちバス本格運行開始（5．29愛称「く・る・る」に決定、　　　5 ．31　日韓共催2002 ワールドカップ（6．30まで）

反時計まわりは6．1から運行開始）　　　　　　　　　　　　　　　　6 ．11　エコパでW 杯第1 戦ドイツ対カメルーン戦

6．7　バンビツアー専用車両「THEATER 」2両導入　　　　　　　　　　　6 ．14　W杯口本代表、決勝トーナメント進出　18 日、トルコに敗れベ ス

6．11　電気ハ イブリッドバス導入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜8ならず

6．27　専務取締役に竹内善 ・郎、山崎勝康、取締役 に堀田 隆 壽がそれ　　　6 ．19　鈴木宗男議員、あっせん収賄容疑で逮捕

ぞれ就任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．30　日本ハム牛肉偽装事件発覚

業務組織改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8 ．9　田中真紀子元外相、公設秘書給 与流用疑惑で議員辞職

①管理本部を設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．17　日朝首 脳会談

②開発事業本部を「不動産事業本部」と「保険事業 本部」に分割　　　　10．　8　ノーベル物理学賞に小柴昌俊東大名誉教授　素粒子ニュートリノ観測

③建設部を廃止、管財課と建設課を不動産事業 部に設置　　　　　　10 ．　9　ノーベル化学賞に田中耕一氏（島津製作所エンジニア）たんぽ・

定款変更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 質測定 に新 介法

①額面株式の廃IL、単元株制度の創設、株主総会の決議要件の　　　10 ．12　バリ島で爆弾テロ　ロ本人2 人を含む190 人以上死亡

変更等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．15　北朝鮮拉致生存者5 人が帰国　家族と再会

②会社関係書類の電 磁化等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 ．23　モスクワ劇場占拠事件

6．－ 「ブライトタウン［ 島］販売開始　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 ．21　高円宮 さま急逝　47 歳

7．1　遠鉄アシスト（株）、遠鉄総合ビルサービスより建物管理部門、清　　　12 ．　1　東北新幹線（盛岡一八戸問）開業

掃部門を移管、本社をフォルテ5 階へ移転　　　　　　　　　　　　　12 ．26　保守新党結成

（株）遠鉄総合ビルサ ービス、［遠鉄建設］に商号変更し、総合建

設業として新スタート

7．7　鈴木社長、AFLAC 世界一周総会へ招待（7．19まで）

7．8　ホテルエンパ イアに「カナディアンリゾートダイダラボッチの湯」

新バ イキングレストラン「ルピナス」オープン

浜 名湖ハルハルにガラス＆アクセサリーおしゃれ工房「ルーペラ」

オープン

7．27［ブライトタウン湖西］モデルルームオープン

8．一　浜 名湖花博PR 川ラッピング電車、定期観光 ラッピングバ ス運行

開始

10．1　スポーツプラザ袋井、遠鉄自動車学校に合併

業務組織改正

（保険部の「営業グループ」を廃止、「医療保険 グル ープ且 生命保

険 グループ且損害保険グループ」を設置）

浜 名湖花匳第1 期前売入場券販売開始

北遠本線運行開始

10．14　岩水寺駅、［中部の駅100 選］に入選

10．15　ファイブガーデンズヘ路線バス乗り入れ開始



嚶1社｜関連 事項l

n 。10　第5 回オムニバス作品募集展示会開催

11．28　オムニバスサミットin浜松開催（11．29まで）

12．　1　業務組織改正

（不動産事業部に「設計課」新設）

平成15年（2003）

2。28　保険部、遠鉄ストア富塚店内に「サービスショップ富塚」オープン　　　　　1．14　松井秀喜外野手、米大リーグのニューヨーク・ヤンキースと入団

6．12　浜松東不動産営業所移転オープン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 契約し記者会見

6．27　取締役に伴和正、常勤監査役に中野東亜治、監査役に岡野仲保　　　　1 ．20　横綱・貴乃花が引退

がそれぞれ就任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．1　米スペースシャトル「コロンビア」空 中分解

業 務組織改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 ．18　韓国・大邸の地下鉄で火災

①保険事業本部を管理本部に統合し、管理本部長の下に保険　　　　3 ．19　米英軍、イラクと開戦　首都をミサイル攻撃

担当副本部長 を設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 ．23「千と千尋」が米 アカデミー賞受賞

②保険部を保険業務部、生命保険営業 部、損害保険営業部、　　　　4 ．1　日本郵政公社発足　総裁「5 月中に利益目標公表する」

保険営業所に分割　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 ．2　WHO 、広東・香港への渡航延期を勧告

③不動産事業部を不動産事業部と住宅事業 部に分割　　　　　　　　　　　 アジアを中心に流行している原因不明の肺炎

①保険業務部に保険業 務グループ を設置　　　　　　　　　　　　　　　　 （重症急性呼吸器症候群＝SARS）

⑤生命保険営業部に医療保険グループと生命保険グループを設置　　　　　　　 多くの企業 が香港や広東省への出張 を禁止

⑥損害保険営業部に損害保険グループを設置　　　　　　　　　　　　　　 旅行会社は同方面へのツアー中止などの検討に入った

⑦不動産事業部に管財課、マンション課、不動産営業課、不動　　　　4 ．9　イラク、フセイン政 権、事実上崩壊

産営業所を設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．16　りそな銀行、実質国有化へ

⑧住宅事業部に設計課、建設課、分譲住宅課、及び注文住宅 課　　　　6．12　浜松市人口60 万人突破

を設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．18　長崎県諫早市でJR 九州の長崎線特急かもめが脱線、

7．一　保険グループ、年間収入保険料100 億円達成　　　　　　　　　　　　　　　 乗客ら33人 が重軽傷

8．－ 「ブライトタウン上島」高層棟完成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土手斜面 から落ちた重さ約130 キロの石をはねた衝撃 で脱線

10．1　遠鉄保険サービスを吸収合併　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 ．20　えちぜん鉄道が営業開始

業務組織改正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 運行停止してい た京福電鉄の福井県内2 路線を引 き継ぐ

（生 命保険営業部に保険営業所を設置）　　　　　　　　　　　　　　7 ．26　宮城県北部を震源に震度6 の地震

10．15　専務取締役竹内善一郎、中部運輸局長表彰を受賞　　　　　　　　　　8．25　住民基本台帳ネットワークが本格稼動

10．31　創立60 周年感謝祭を浜名湖ハルハルで実施（11．3まで）　　　　　　　8．27　火星が大接近　6 万年ぶり

9．22　小泉第2 次内閣発足

10．1　東海道新幹線品川 駅開業



あ と が き 創立60 周年を記念して社史を刊行することが平成14年10 月に決定され、その

編纂を凸版印刷（株）の協力を得て、総務部総務課が担当することとなりましたO

当社の代表的な社史として「40年史」、「50年史」が既に刊行されていることから、

創立前史から創立以降の50 年間の歴史については大幅にダイジェスト化し、平

成6年以降の10年間を主眼とする基本方針でのスタートとなりました。

また、編纂決定当初、決まっていなかった本文の構成につきましては、基礎年

表作成段階で様々な議論となり、「40年史」や「50年史」の構成を踏襲し時系列と

する案もありましたが、最終的には遠鉄グループの10 年間を事業毎に記載する

構成といたしましたO これはこの10年間で社会的にも連結経営への意識が強ま

る中、当社が特にグループ経営に力を注いできたことにスポットをあて、多部門

にわたる事業をわかりやすくまとめ、親しみやすい社史としたいという意図によ

り決定されたものであり、本誌を大きく特徴づけるものでありますO

このグループの最近10年間の歴史を事業毎に綴るという方針の元に、平成15

年4月から6月にかけての3 ヶ月間、当社各事業部並びにグループ各社にお願い

をして、本文作成のための取材にご協力をいただきました。取材は凸版印刷（株）

専属ライターの南部正俊氏にお世話になり進められましたが、中には5時間にも

及ぶ取材となった会社もあり、急激に変化する企業環境下において、業績向上に

向けての様々な諸施策や担当社員の苦労話など、取材内容は今回の社史編纂にお

ける貴重な財産となりましたO 取材にてお伺いした、グループ成長の基盤となる

社員の創意工夫や［1々 たゆまない努力が、本誌に網羅されているかといえば、頂

いた写真や資料の掲載とあわせて、行き届かなかった点が多々あるとか存じます

が、ご寛容の上ご高覧いただければ幸いでありますO

末尾ながら、「遠州鉄道最近10 年史」編纂に当たり、ご協力をいただいた社内

及び関係会社の皆様はもちろんのこと、ご指導、ご協力いただいた社外の皆様、

また、側面から支援してくださった方々に対しまして、心より御礼申し上げます。

遠 州 鉄 道（株）

内山　芳実

太田　勝之

寺井　昭敏

丸 山 晃司

中野　亮太



写真提供：中日新聞社
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