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西暦

1944

昭和20年

東京大空襲により死者・行方
不明者約10万人。沖縄戦の
死者・行方不明者20万人以
上。広島原爆の死者・行方不
明者12万人以上。長崎原爆
の死者・行方不明者7万人以
上。太平洋戦争の日本側の死
者・行方不明者200万人以
上、アジア全体を含め全体の
死者・行方不明者は1,000万
人以上。
葬儀は「時節柄近親者のみに
て相済ませ」などとあり、戦
中戦後の混乱期で葬儀の簡略
化が生じていた。
葬祭業は戦時統制組合に属
し、棺や仏衣等の資材の配給
を受ける。

エドガー・ケイシー、野口雨
情、アレクセイ・トルスト
イ、西村幸生、フランクリ
ン・ルーズベルト、ベニー
ト・ムッソリーニ、アドル
フ・ヒトラー、景浦將、西田
幾多郎、近衛文麿。

小磯内閣総理大臣（〜4
月）、鈴木貫太郎内閣総理大
臣（〜8月）、東久邇宮稔彦
王内閣総理大臣（〜10
月）、幣原喜重郎内閣総理大
臣（10月〜）。

GHQが民主化に関する五大
盛り場にバラック建ての闇市
改革と憲法改正指令。衆議院 が設置される。
議員選挙法が改正され婦人参
政権認められる。

15円/ドル、4.80円/金1kg、
米価(精米10kg)6円、即席カ
レー60銭、週刊誌60銭、タ
クシー初乗り100円。

GHQが東条英機ら戦犯39人 東京大空襲、8月。広島、長
を逮捕。初の復員船『高砂
崎に原子爆弾投下。8月15
丸』がメレヨン島から別府到 日、第2次世界大戦終戦。
着。

東京湾、ミズーリ号上で重光
葵らが降伏文書調印。8月30
日、連合国最高司令官マッカ
ーサーが厚木に到着。

1945

任意団体として全国霊柩自動 松岡洋右、阪田三吉、白瀬
車協会発足。
矗。
旧生活保護法が制定され、葬
祭扶助制度が設けられる。
商工組合法の廃止。
柳田国男『先祖の話』が刊行
される。

吉田茂内閣総理大臣（５月
〜）。東京のヤミ市露天商
58,237人に。全国一斉に闇
市取締り実施。日本国憲法公
布。

初めて女性が参政権を手にし 新円(百円札・十円札)発行さ GHQが公職追放を指令。
第1回総選挙で39人の女性代 れ旧円と交換。経済安定本
議士誕生。マッカーサー元帥 部、物価庁が発足。
が極東国際軍事裁判所の設置
を命令し開廷。

15円/ドル、17円/金1kg、ラ
ーメン20円、ビール(大瓶配
給)6円、山手線初乗り20
銭、ラビット9,000円、自転
車985円、理髪料3円。

GHQが映画の検閲を開始。

連続婦女暴行殺人犯人の小平
義雄逮捕。ソ連シベリアの引
揚者が鶴舞港入港。第1次イ
ンドシナ戦争が勃発。

天皇陛下が詔書で神格化を否
定(人間宣言)。天皇陛下が神
奈川県ご巡幸、以降日本各地
訪問。11年ぶりにメーデー
が復活、宮城前に50万人。
サザエさんが夕刊フクニチで
連載開始。

昭和21年

1946

ベビーブーム出生2,678,792
人、出生率3.43。多摩川畔
で初の集団見合い386人参加
し以降各地で流行。明治記念
館開業。

1947

葬 祭

祭

政治的動向

目黒雅叙園、建物返還され営
業開始。

1946

結婚した著名人

葬

業界動向、競争環境、関連業界

日本閣全焼(1951年再開)。

1945

婚

GHQによる農地改革で社寺
の農地が没収される。
日本国憲法の制定に伴い、民
法も改正される。しかし、祭
祀財産（系譜、祭具、墳墓な
ど）所有権は、慣習に従って
祭祀を主宰すべき者が承継す
ると規定され、家的な祭祀が
残ることとなる。

織田作之助、幸田露伴、山口
喜三郎、柳家 小さん(四代
目)、ウィリアム・デュラン
ト

片山哲内閣総理大臣（５月
〜）。皇室典範が公布され
る。進歩党を母体に民主党結
成(総裁芦田均)。日本国憲法
施行。

昭和22年

警察法が公布。ヤミ取締りの
為に東海道線や山陽線に武装
警官が警乗。第1回参議院選
挙。新憲法下で初めての衆議
院選が実施され社会党が第1
党に。

渇水と石炭不足で電力不足深
刻に。GHQが2・1ゼネスト
の中止を命令。GHQがドル
換算率を15円から50円に引
き上げ。

酒(一級)この年2月は43円、4
月に119円、8月に132円。タ
バコ(ピース)4月は30円、11
月は50円など続々値上げ。
50円/ドル。

4 月『6・3・3制』学校教育
が施行される。第1次ベビー
ブーム(団塊の世
代)2,678,792人出生。日本教
職員組合(日教組)が結成。全
国主要都市で週2回の学校給
食開始。

昭和天皇が初の記者会見。静
岡県の登呂遺跡の発掘が開始
される。11宮家が皇籍離
脱。小平事件の小平義雄に死
刑判決。東京地裁判事が配給
制度を守り栄養失調で死亡。

1947
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長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事

天然痘・発疹チフス、全国 枕崎台風、死者・行方不明 国際連合発足。日本、ポツ
に蔓延。
者3,756人、負傷者2,452 ダム宣言を受諾。
人。

人口72,147,000人。

戦後のGHQの検閲を通っ ラジオにて終戦詔書(玉音
た第1号映画として知られ 放送)、『大晦日紅白歌試
る『そよかぜ』、『ユーコ 合（後の紅白歌合戦）』。
ンの叫び』。

『お山の杉の子』、『神風 『日米会話手帖』、『雑誌 『一億総懺悔』、『復
敗戦によりアメリカ文化
特別攻撃隊の歌』、『ラバ 『文芸』、『文学』、『憲 員』、『虚脱状態』、『進 (自由主義、ファッショ
ウル小唄』、『可愛いスー 法私案』
駐軍』、『パンパン』、
ン、音楽など)、急激に流
チャン』、『同期の桜』、
『四等国』、『マッカーサ 入。
『リンゴの唄』。
ーの命により』。

全早大対全慶大神宮で対抗
野球戦。プロ野球神宮球場
で東西対抗戦。戦後初の大
相撲、東京国技館。

日本火薬が『ズルチン(砂
糖の代用品)』開発、人々
殺到。餓死者が続出、東京
日比谷公園で餓死対策国民
大会が開かれる。

昭和20年

1945

伝染病流行し発疹チフスで 昭和南海地震M8.1で東海
3,351人、天然痘560人の から四国にかけて被災し死
死者。この年で4,000人近 者1,432人。
く死んだ。殺虫剤DDTの
脅威の効果。ペニシリンの
大量生産が開始された。

国際連合第1回総会がロン 政府が鉄鋼・石炭を中心と 電気パン焼き器、電気ライ 人口75,750,000人。
ドンで開催。英チャーチル する傾斜生産方式を採用。 ター、タバコ巻き器。
首相米国フルトンで「鉄の
カーテン」演説をし、ソ連
スターリン首相は対ソ挑発
の演説と声明し東西冷戦の
始まり。

『大曾根家の朝』、日本初 『街頭録音』、『尋ね
のキスシーン映画『はたち 人』、『話の泉』、『のど
の青春』、『わが青春に悔 自慢素人演芸会』開始。
いなし』、『キューリー夫
人』、『カサブランカ』、
『運命の饗宴』、『我が道
を往く』。第1回東宝ニュ
ーフェイスで久我美子、三
船敏郎ら採用。

『リンゴの唄』、『悲しき
竹笛』、『東京の花売
娘』、『かえり船』、『三
日月娘』、『ジープは走
る』。

『無常という事』、『愛情
はふる星の如く』、『旋風
二十年』、『世界』、『展
望』『創刊』『思想の科
学』創刊、『弁証法的唯物
論と史的唯物論』、『先祖
の話』刊行。

『人間宣言』、『カムカム
英語』、『タケノコ生
活』、『赤線』、『赤バッ
ト・青バット』、『あっ、
そう』、『愛される共産
党』、『カストリ』、『バ
クダン』、『ニューフェイ
ス』。

プロ野球リーグ戦再開。東
京6大学野球再開。全国中
等学校野球大会、夏の甲子
園大会が西宮球場で復活。
第一回国体開催。

ララ物資到着、アメリカで
設立されたアジア救済連盟
(LARA)からの食糧、医薬
品、衣料品などの救済物
資。統制の網をくぐった物
資のヤミ流通は戦前からあ
ったが、それが堂々と街の
盛り場に進出、仮設店舗で
商売した。

昭和21年

1946

新宿の帝都座で初の額縁ヌ 新生日本医師会スタート。 キャサリン台風で関東地方 東京裁判。トルーマン・ド
ードショー。特等100万円
の被害甚大、死者行方不明 クトリン演説で米ソ冷戦
の宝くじが1枚50円で発売
者1,930人。八高線高麗川 へ。欧州復興計画発表。パ
される。
駅付近で列車が転覆、174 キスタン・インド相次いで
人死亡。浅間山が大爆発、 独立。ジュネーブで関税と
死者20人余り。
貿易に関する一般協定調
印。

1947

演出機器

社

1944

ヤミ市全盛期。パンパン推
定4万人。GHQが公娼の廃
止を指示。沖縄でひめゆり
の塔建立。

1946

人口動態

昭和19年
第1回宝くじ発売。

1945

インフラ・地形

術

輸出品には『Made in
Occupied Japan』の記載
をGHQから指令される。

臨時国勢調査で日本の総人
口78,101,473人。東京都
5,007,771人。婚姻届数
934,170件。婚姻件数
484,434件。離婚件数
79,551件。死亡者数
1,138,238人。日本人の平
均寿命男性50歳、女性54
歳。

『安城家の舞踏会』、『今 『鐘の鳴る丘』、『二十の 『啼くな小鳩よ』、『夜の 『斜陽』、『堕落論』、
『アプレゲール』、『タケ 額縁ヌードショー『ビーナ 1月、箱根駅伝が復活。古 学校給食始まる。脱脂粉
ひとたびの』、『銀嶺の果 扉』、『日曜娯楽版』、
プラットフォーム』、『夜 『完全なる結婚』、『夏目 ノコ生活』、『不逞の
スの誕生』が新宿の帝都座 橋広之進が、400m自由形 乳、コッペパンなどが支給
て』、『戦争と平和』、
『向う三軒両隣』。
霧のブルース』、『港が見 漱石全集』、『人生論ノー 輩』、『斜陽族』。
で開演、『パンパンガー
で世界新。甲子園接収解除 された。『ロッテガム』製
『アメリカ交響楽』、ソ連
える丘』、『星の流れ
ト』、『凱旋門』、『ノン
ル』が六大都市で推定四万 で甲子園選抜復活。東のラ 造開始。喫茶店が東京で復
映画の第二弾で戦後日本に
に』、『東京ブギウギ』。 ちゃん雲に乗る』、『肉体
人。
グビーの聖地東京(現秩父
活、コーヒー一杯5円。明
おける最初の色彩映画であ
の門』、『青い山脈』<朝
宮)ラグビー場完成。
治製菓、代用醤油、固形ソ
る『石の花』、『第七のヴ
日新聞>、『小説新潮」創
ーダなどを発売。
ェール』。
刊、『日本史年表地図 日
本仏教史年始』。

昭和22年
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菊池寛、川島芳子、太宰治、 8月に横須賀市汐入町に西村
ベーブ・ルース、東條英機、 熊彦氏が横須賀市冠婚葬祭互
広田弘毅。
助会設立。
掛金は月20円で満額2,400
円。
直接式
場を持つ以前の冠婚葬祭互助
会は会員の挙式披露宴を斡
旋。直接式場を持つ以前の冠
婚葬祭互助会は会員の挙式披
露宴を斡旋。

芦田均内閣総理大臣（3月〜
10月）、吉田茂内閣総理大
臣（10月〜）。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

海上保安庁が設置される。警 経団連初代会長に石川一郎就
視庁に犯罪専用電話『110
任。昭和電工疑獄事件で社長
番』を設置。
逮捕され政界官僚にも波及。

270円/ドル、325円/金1kg、
カレーライス50円、葉書2
円、封筒5円、ボールベーン
300円、映画観覧料40円、銭
湯10円。

教育

会

戦争・事件

出来事

西暦

第1次ベビーブーム(団塊の世 ベルリン封鎖。ソ連、西側地 本城事件。『踊る宗教』の北
代)2,681,624人出生。新制高 区との陸上交通を全面的に遮 村サヨが東京数寄屋橋で踊
等学校(全日制、定時制)が発 断。
る。全学連が結成。京都に部
足。
落問題研究所が開設した。年
賀郵便が復活。

昭和23年

1948

『死体解剖保存法』施行。
東京葬祭業協同組合の成立。
国家公務員共済組合の特約葬
祭事業が開始され、助葬会
（現在の東京福祉会）に委託
される。

リヒャルト・シュトラウス、 11月に(株)都北互助会設立。
松本幸四郎 (七代目)、安宅弥
吉 、中島知久平、若槻礼次
郎。

衆院選で民自党過半数獲得。 東京消防庁が火災報知専門電 GHQが1ドル360円の単位為 国家公務員/4,223円員。
道路交通取締法改正により対 話『119』番設置。講和条約 替レート設定。ドッジ・ライ
面通行実施。歩行者右側、車 が政治の最大テーマになる。 ン(経済安定政策)実施。東
左側通行。
京・名古屋・大阪の3証券取
引所が取引再開。

株価(日経平均終値):最高値
176円、最安値98円。360
円/ドル、385円/金1kg、も
りそば15円、ビール(大
瓶)126円50銭、山手線初乗
り5円。

第1次ベビーブーム(団塊の世 ソ連からの引き揚げ再開『高 シベリア抑留中の同胞虐殺発
代)2,696,638人出生。新制大 砂丸』2,
覚(暁に祈る事件)。法隆寺金
学が各地に誕生。
000人乗せて舞鶴到着。
堂が火災し壁画12面焼失。
上野動物園でインドゾウ『イ
ンディラ』公開。

昭和24年

1949

八芳園(料亭)開業。

1950

全互協・互助会関係

政

政治的動向

『白亜の殿堂の恋』の労農党
の松谷天光光と民主党の園田
直が妊娠結婚が話題になる。

1949

亡くなった著名人

互助会・業界動向

業界動向、競争環境、関連業界

『墓地、埋葬等に関する法
律』施行。

1948

祭

朝鮮戦争の米軍死者は日本の ジョージ・オーウェル、小磯 年齢の数え方で満年齢を採
米軍基地に常駐するエンパー 國昭、吉本 せい、笑福亭松
用。
マーによってエンバーミング 鶴 (五代目)。
された。
現行法の生活保護法が制定さ
れ、引き続き葬祭扶助制度が
施行される。

吉田茂首相。自由党が発足
(民主自由党と民主党連立の
合同)。公職選挙法公布。池
田蔵相が国会で「貧乏人は麦
を食え」発言。

昭和25年

対面交通方式に切り替え。共 新制中学初の卒業生が誕生す 国家公務員/5,500円。
産党幹部24人を公職追放。
るが求人不足で八割が失業。
共産党機関紙『アカハタ』無 聖徳太子の千円札発行。
期限発行停止。政府が約1万
人の公職追放を解除。警察庁
が『チャタレイ夫人の恋人』
を猥褻文章として摘発。自衛
隊の前身となる警察予備隊が
発足。

株価(日経平均終値):最高値
2,337,507人出生。
114円、最安値85円。ドッ
ジ・ラインで息苦しい産業界
は軍需産業に飛びつき朝鮮特
需ブームがやってくる。360
円/ドル、401円/金1kg、サ
ントリーオールド1,800円、
江戸むらさき50円。

原子力兵器の無条件禁止求め
るストックホルム・アピール
発表。朝鮮戦争。松江市で大
火、中心街が全焼。関東の大
盗賊団つかまる。金閣寺が青
年僧侶の放火で全焼。

年齢の数え方で満年齢を採
用。小倉で黒人米兵が集団脱
走、警察やMPと市街戦に。
日本労働組合総評議会(総評)
が結成される。第1回さっぽ
ろ雪まつり開催。伊藤律記者
会見事件(朝日新聞の捏造発
覚)。

1950

3

カテゴリー

西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能
帝銀毒物殺人事件。

1948

GHQによる戦後医療改革
がスタート。

福井大地震M7.3、死者は
3,769人にのぼるアイオン
台風で東北地方など死者不
明838人。

演出機器

技術の進歩

社

人口・婚姻数

シネマ

・死亡者数
人口統計

テレビ、ラジオ

会

・

トレンド

ヒットソング

本

流行語

『東京ブギウギ』、『フラ
ンチェスカの鐘』、『異国
の丘』、『湯の町エレジー
無、『憧れのハワイ航
路』。11歳の美空ひばり
が横浜国際劇場でデビュ
ー。

『人間失格』『ビルマの竪
琴』『この子を残して』
『新書太閤記』『罪と罰』
『永遠なる序章』『美しい
暮らしの手帖』創刊、『石
中先生行状記』<小説新潮
>。『若く見え長生きする
には』。

『鉄のカーテン』、『冷た
い戦争』、『斜陽族』、
『サマータイム』、『てん
やわんや』、『老いらくの
恋』、『裏口営業』。

流行

スポーツ

飲食関係

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事

東京裁判。東京裁判でA級
戦犯25人に有罪判決(死刑
7人)、巣鴨プリズンで東条
英機ら7人絞首刑。ソ連が
ベルリン封鎖。

人口80,002,000人、婚姻
届数953,999件、離婚件数
79,032件、死亡者数
950,610人。

『酔いどれ天使』、『夜の
女たち』、『王将』、『美
女と野獣』、『旅路の果
て』、『ヘンリー五世』、
『我等の生涯の最良の
日』、『シベリア物語』。

都会女性の2/3は『ロング 横浜ゲーリック球場(現横 ソース流行、ソースメーカ
スカート』で男はパーマネ 浜スタジアム)で日本初の
ー激増、全国2,100工場。
ントで前髪を立てる『リー ナイター試合が行われる。
エジプト米
ゼント』スタイル、夏は
が輸入される。
『アロハシャツ』。
ミキサーが一般家庭向
けに登場。

昭和23年

1948

日本国有鉄道が日本専売公
社が発足。

人口81,773,000人、婚姻
届842,170件、離婚件数
82,575件、死亡者数
945,444人。

『女の一生』、『青い山
脈』、『晩春』、『野良
犬』、『戦火のかなた』、
『平和に生きる』、『せむ
しの仔馬』、『哀愁』、
『大いなる幻影』、『ハム
レット』。

『トンコ節』、『青い山
脈』、『銀座カンカン
娘』、『長崎の鐘』、『悲
しき口笛』。

『仮面の告白』、『共産主
義批判の常識』『風と共に
去りぬ』『宮本武蔵』、
『ブロンディ』<朝日新聞
>、学徒動員兵の手記集
『きけわだつみのこえ』、
『現代日本小説大系』、
『長崎の鐘』。

『筋金入り』、『つるしあ 洋裁学校ブームモンペはそ アメリカプロ野球『サンフ 緊急措置令が解かれ酒類自
げ』、『駅弁大学』、『竹 ろそろ希少価値の存在。
ランシスコ・シールズ』来 由販売となり飲食店が営業
馬経済』、『ワンマン』、
日巨人と対戦。プロ野球
再開。明治製菓『明治キャ
『ノルマ』。コールドパー
セ・パに分裂。若林・土井 ラメル』(25円)発売再開。
マ(現在のパーマ)が誕生。
垣・別当ら阪神の主力選手 ビヤホール復活、都内で
が大量に毎日へ。古橋廣之 21カ所、中ジョッキ一杯
進が3つの世界新でフジヤ 130円。バナナ戦後初輸
マノトビウオと呼ばれた。 入。翌年には新橋でたたき
新球団が広島結成。
売りが復活する。ユニセフ
から600万トンの脱脂粉乳
寄贈される。

昭和24年

1949

朝鮮戦争始まる。レッドパ
ージ、赤狩り。聖徳太子像
の千円札発行。山本富士子
が第1回ミス日本。

1950

人口動態

トピック

湯川秀樹、ノーベル物理学 米国薬剤師協会使節団が医 キティ台風が関東上陸し死 中華人民共和国が成立。
賞受賞。初の穴あき5円玉 薬分業勧告を公表。
者不明160人。
発行。初のお年玉付きハガ
キ発売。『光クラブ』経営
の東大生自殺(アブレ犯
罪)。

1949

インフラ・地形

術

ジェーン台風が関西上陸、
死者不明539人。浅間山が
噴火。神奈川県の丹沢山中
に米軍運送機が墜落し35
人死亡。

米国で赤狩り始まる。中国
がチベット侵攻。米大統領
トルーマンが朝鮮戦争で
「原爆使用もあり得る」と
発言。海外渡航者数8,922
人。

リコー、二眼レフカメラ
『リコーフレックス』発
売。東京通信(現ソニー)日
本初のテープレコーダー発
売。

第7回国勢調査で総人口
83,199,637人、婚姻届
715,081件、婚姻件数
346,044件、離婚件数
83,689件、死亡者数
904,876人。日本人の平均
寿命がはじめて60歳を超
える(男性61.4歳、女性
58.0歳)。

『暴力の街』、『ペン偽ら
ず』、『暁の脱走』、『ま
た逢う日まで』、『きけわ
だつみの声』、『羅生
門』、『赤い靴』、『自転
車泥棒』、『無防備都
市』、『田園交響楽』、世
界初の長編アニメーション
映画『白雪姫』、『情婦マ
ノン』。

昭和25年

4

GHQ、新聞･通信･放送の
共産党員と同調者の追放を
勧告。『今週の明星』、
『農家の憩い』、『ラジオ
喫茶』。NHK東京テレビ
ジョン実験局、定期実験放
送を開始。

『夜来香』、『水色のワル
ツ』、『桑港のチャイナタ
ウン』、『白い花の咲く
頃』、『東京キッド』、
『越後獅子の唄』、『イヨ
マンテの夜』。

『風にそよぐ葦』、『石中
先生行状記』、『帰郷』、
『武蔵野夫人』、『忘れら
れた思想家−安藤昌益のこ
と』、『キンゼイ報告』、
『潜行三千里』、『細
雪』。

『オー、おおミステイ
ク！』、『つまみ食い』、
『とんでもハップン』、
『金へん・糸へん』、『ガ
チャ万コラ千』、『特需景
気』、『レッドパージ』、
『アルサロ』、『アメショ
ン』、『芸術かワイセツ
か』。

『アルサロ(アルバイトサ
ロン)』、『幸運の手
紙』、『GIカット』と『ポ
ニーテール』が流行。

巨人藤本英雄が日本プロ野
球史上初の完全試合。プロ
野球初の日本シリーズで毎
日オリオンズ優勝。新球
団、国鉄(現ヤクルト)、西
鉄(現西武)が結成される。

リブトン紅茶戦後初輸入、
コーヒー輸入も再開。
サントリー
『トリスウイスキー』発
売。森永製菓『ミルクキャ
ラメル』（20円）販売再
開。ウイスキーのポケット
ビン初登場。ハワイで『フ
ラじるし』というポテトチ
ップ会社を経営していた浜
田音四郎が日本で初めてポ
テトチップを製造、販売す
る。外食券なしで米以外の
主食販売が自由化。

1950

カテゴリー

西暦

冠

和暦

冠

婚

亡くなった著名人

互助会・業界動向

全互協・互助会関係

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連
経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

吉田茂首相。警視庁がゴム風 18歳未満はパチンコ禁止に
船を使った酩酊鑑識機器で飲 なる。
酒運転の取り締まり開始。日
米安全保障条約調印。国連理
事会が日本のユネスコ加入を
承認。

5百円札が発行される。

宗教法人法公布。霊柩車製造 林芙美子、白井松次郎、幣原
会社として米津工房創業。全 喜重郎、佐藤義亮、矢野恒
国に宮型霊柩車を販売(本格 太。
的には1960年以降)。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

国家公務員/5,500円。

教育

360円/ドル、585円/金1kg。 2,137,689人出生。学習指導
要領一般編を改訂。小学校の
授業時間を増やし中学校で日
本史復活。

会

戦争・事件

出来事

サンフランシスコ講和会議で
独立を回復。八海事件、八宝
亭殺人事件。マッカーサーが
連合国最高司令官を解任され
る。

名古屋からパチンコが全国に
大流行。静岡の天竜川でバス
が転落21人死亡。東京で女
剣劇が人気を集める。銀座で
街頭106本が復活。

昭和26年

西暦

1951

政府主催の全国戦没者追悼式 土井晩翠、松田重次郎、豊田
が5月2日新宿御苑で初めて 喜一郎、三鬼隆、平沼騏一郎
開催される。小型ではある
。
が、菊の祭壇が設置される。
戦争で焼失した青山葬儀所が
再建される。

公職選挙法に基づく初めての 保安隊発足。
衆院選で追放解除者も当選。
国民民主党が追放解除の旧議
員らと改進党結成。吉田茂首
相が衆議院を突如解散(抜き
打ち解散)。破壊活動防止法
案公布。

日本が国際通貨基金(IMF)に
加盟。

国家公務員/7,650円。

360円/ドル、585円/金1kg、 日本父母と先生全国協議会
株価(日経平均終値):最高値
(のち日本PTA全国協議会)結
370円。最安値167円、もり 成大会。2,005,162人出生。
そば17円、バター(200g)220
円、水道代(基本料金) 85
円。

日航機『もく星号』が三原山
に衝突し乗客37人全員死
亡。第23回メーデーにて東
京で暴徒化。吹田事件。警察
予備隊を改編し保安隊が発
足。

皇太子殿下の成年式『立太子
礼』が行われる。札幌市警の
警部が射殺される(白鳥事
件)。東大で学生が私服刑事
に暴行(東大ポポロ事件)。東
京の青山に日本初のボウリン
グ場開場。東京国際空港誕
生。

昭和27年

1952

婚礼貸衣装ワタベ貸衣装店設
立。

1953

葬 祭

祭

政治的動向

椿山荘開業、米軍摂取の主要
ホテル、解除され始める。婚
礼衣装製造卸(株)高見商店設
立。

1952

結婚した著名人

葬

業界動向、競争環境、関連業界

初の公務員共済組合会館とし
て虎ノ門共済会(国家公務員
等共済組合連合会)開業、日
本閣再開業。ウエディングケ
ーキ登場。

1951

婚

この頃より葬具問屋が全国に 斎藤茂吉、阪東妻三郎、阿部 11月に名古屋市冠婚葬祭互
祭壇を販売・普及した。
信行、塩野義三郎 (二代目)。 助会設立。以降1975年頃ま
東京都葬祭業協同組合の成
で各地に互助会が作られる。
立。

吉田総理が右派社会党の西村 外務省が竹島は日本領土と発 金の統制撤廃され自由販売と 国家公務員/7,685円。
栄一との答弁で「バカヤロ
表。米国から奄美諸島が本土 なる。石炭業界不況。
ー!」と暴言し衆院解散へ。 復帰。
衆院選で社会党左派が躍進。
独占禁止法改正公布。

昭和28年

360円/ドル、585円/金1kg、 1,868,040人出生。
株価(日経平均終値):最高値
474円、最安値295円。米価
(精米10㎏)680円、ラーメン
35円、清酒(1級１升)785
円、電話代(市内3分)7円。

中国からの引き上げ交渉がま
とまる。第1次引き揚げ船
『高砂丸』と『興安丸』が舞
鶴に入港。李ラインで漁船
『第一大邦丸』機関長が韓国
軍に射殺。

第59回式年遷宮。皇太子殿
下が英女王戴冠式出席のため
の外遊ご出発。東京の日比谷
で『日本のうたごえ祭典』。

1953

5

カテゴリー

西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能
NHKがテレビ初の実験実 医師優遇税制が決定。
況中継を行う。民営米屋登
録開始。朝日・毎日・読売
など新聞23紙が夕刊発行
再開。

1951

演出機器

技術の進歩

伊豆大島の三原山が大爆
発。ルース台風が鹿児島上
陸、西日本で死者不明943
人。

イランで石油国有化法が成
立。インドで第1回アジア
大会が開催され11か国が
参加。朝鮮戦争で休戦会
議。マーシャル・プラン終
了、約120億ドルを支出。
海外渡航者数20,011人。

人口・婚姻数

シネマ

・死亡者数
人口統計

トピック

社

テレビ、ラジオ

ヒットソング

会

・

本

トレンド

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事
戦後初の民間航空会社『日
本航空』設立。日航の1号
機『もく星号』が就航(東
京-大阪間6,000円)。大阪
市で日本初のワンマンバス
登場。

ソニーのテープレコーダー
『デンスケ』発売、中部日
本放送・新日本放送を開
局。民間ラジオ放送が初の
正式放送。

人口84,541,000人、婚姻
届671,905件、離婚件数
82,331件、死亡者数
836,998人。

ベニス国際映画祭で黒澤明
監督『羅生門』グランプ
リ。日本初の総天然色映画
『カルメン故郷に帰る』が
公開される。『めし』、
『愛妻物語』、『邪魔者は
殺せ』、『オルフェ』、
『わが谷は緑なりき』、
『サンセット大通り』、
『黄色いリボン』、『バン
ビ』。

中部日本放送・新日本放送
を開局。民間ラジオ放送、
初の正式放送。『第1回
NHK紅白歌合戦(それまで
紅白歌試合)』。初のＣＭ
ソング『僕はアマチュアカ
メラマン』。

『高原の駅よさよおな
ら』、『上海帰りのリ
ル』、『トンコ節』、『野
球小僧』、『雪山賛歌』、
『泉のほとり』、『アルプ
スの牧場』。

『山びこ学校』、『ものの 『逆コース』、『社用
名古屋からパチンコが全国 ボストンマラソン田中茂樹 朝日麦洒(現アサヒビール)
見方について』、『少年
族』、『老兵は死なず、消 に大流行。
が日本人として初優勝。野 『バヤリースオレンジ』発
期』、反戦文学『野火』連 え去るのみ』、『PR』。
球18歳の国鉄の金田正
売。トリスバー出現。チェ
載開始、『真空地帯』冒頭
一、同年から14年連続20 ーン店の元祖『養老の瀧』
部分発表。
勝を記録。
登場。札幌薄野にサッポロ
ラーメンの専門店が開業。
警視庁、ゴム風船を使った
酩酊鑑識機器で飲酒運転の
取り締まり開始。不二家
『ミルキー』(10円)発売。
バヤリースオレンジ。

1951

八丈島南方のベヨネーズ岩
礁で海底噴火、新礁とな
り、『明神礁』と命名。十
勝沖地震、(M8.1)、津波な
どで死者不明33人。

対日平和条約、日米安全保 日本電信電話公社発足。
障条約が発効し占領終わ
る。日中民間貿易協定、北
京で調印。海外渡航者数
25,597人。

人口85,808,000人、婚姻
届676,995件、離婚件数
79,021件、死亡者数
765,068人。住民登録制度
が実施される。

『生きる』、『原爆の
子』、『山びこ学校』、
『真空地帯』、『西鶴一代
女』、『天井桟敷の
人々』、『風と共に去り
ぬ』、『チャップリンの殺
人狂時代』、『第三の
男』。

ラジオ受信契約が1,000万
を突破した。『新諸国物
語』、『リンゴ園の少
女』。NHKでラジオ連続
放送劇『君の名は』放送開
始（〜1954年）。

『テネシーワルツ』、『リ
ンゴ追分』、『ああモンテ
ンルパの夜は更けて』、
『芸者ワルツ』、『赤いラ
ンプの終列車』。

『スターリン全集』、雑誌
『明星』創刊(対象芸能雑
誌のさきがけ)、『二十四
の瞳』、『ニッポン日
記』、『人間の歴史』、
『千羽鶴』、月刊誌『少
年』で「鉄腕アトム」の連
載開始。

『ヤンキー・ゴー・ホー
ム』、『火炎びん』、『さ
かさくらげ』、『青線』、
『忘却とは忘れ去ることな
り』、『エッチ』、『人民
列車』、『恐妻』、『ゴー
ルデンウィーク』、『みて
みてみ』。

オスロ冬季五輪開幕し日本
は戦後初参加。ボンベイの
世界卓球大会で日本が4種
目優勝。白井義男が日本人
初のフライ級チャンピオ
ン。ヘルシンキ五輪開幕、
日本72人参加。

人造バターがマーガリンと
名称変更。日本水産、魚肉
ソーセージ生産開始。永谷
園、インスタントお茶づけ
海苔発売。1袋10円。

昭和27年

1952

2月NHK テレビ本放送開
始、ミスユニバースコンテ
ストで伊東絹子が3位入
賞。

1953

人口動態

昭和26年

メーデーでデモ隊と警官隊 10月に英国が初の原爆実
衝突し2人死亡し1,232人 験。11月には米国は初の
検挙。日劇ミュージックポ 水爆実験。
ール開場。映画で『羅生
門』にアカデミー外国作品
特別賞が授与。東京都の日
劇ミュージック・ホール開
場。

1952

インフラ・地形

術

九州で集中豪雨で死者不明 スターリン暴落。海外渡航 東京都内に赤色公衆電話が 2月NHK テレビ本放送開
人口86,981,000人、婚姻
1,013人(西日本水害)、和 者数34,813人。
登場。日航機が国際線発就 始。 東京の江東劇場がワ
届682,077件、離婚件数
歌山で集中豪雨により死者
航。東京の青山に初のスー イド・スクリーンを設置。 75,255件、死亡者数
不明1,124人(紀州大水
パーマーケット開店。
8月に日本テレビ、民放初 772,547人。
害)、京都府南部で集中豪
のテレビジョン放送開始。
雨により死者不明430人(南
山城豪雨)。

『ひめゆりの塔』、若い女
性の性が題材の『十代の性
典』、『君の名は』、『に
ごりえ』、『東京物語』、
『雨月物語』、『煙突の見
える場所』、『あにいもう
と』、『終着駅』、『禁じ
られた遊び』、『シェー
ン』、『ライムライト』、
『地上より永遠に』。

昭和28年

16年続く人気番組『ジェ
スチャー』放送開始、『山
びこ学校』、『何でもやり
まショー』。

『君の名は』、『雪の降る
まちを』、『街のサンドイ
ッチマン』、『五木の子守
唄』、『津軽のふるさ
と』。

『分類アイヌ語辞典』、
『世界大思想全集』、『日
本資本主義講座』、『光ほ
のかに』、『アンネの日
記』、『星の王子様』、
『現代世界文学全集』、
『昭和文学全集』、『第二
の性』、『君の名は』。

『八頭身』、『サンズ
イ』、『サイザンス』、
『むちゃくちゃでござりま
す』、『家庭の事情』、司
会者トニー谷流行語のはし
り。

街頭テレビ人気。ディオー アメリカのボストンマラソ 各メーカーが足並みをそろ
ル旋風、『君の名は』3部 ンで山田敬蔵が優勝。
えて家庭用冷蔵庫の市販を
作の第1作が封切りで空前
始める。1948年頃から民
の大ヒットになりヒロイン
需用は出始めていた。冷蔵
『氏家真知子(女優の岸恵
庫が三種の神器の一つに。
子)』のショールの巻き方
手動ポップアップ式トース
が『真知子巻き』と呼ばれ
ター発売。初のスーパーマ
大流行。
ーケット『紀ノ国屋』が東
京青山に開店。

1953
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西暦

冠

和暦

冠

婚

婚

結婚した著名人

葬

葬 祭

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連
経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

ロバート・キャパ、相馬愛
蔵、中村吉右衛門 (初代)。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

造船疑獄で芸者の『秀駒』が 防衛庁が設置され陸・海・空 近江絹糸争議・日鋼室蘭争議 国家公務員/8,700円。
政界揺るがす。吉田内閣総辞 自衛隊発足。改正警察法公布 起こる。
職（12月）、鳩山民主党内 で自治体警察の統合始まる。
閣が成立。教育の政治的中立
確保に関する法案・教育公務
員特例法改正案(教育二法)成
立。

教育

360円/ドル、585円/金1kg、 1,769,580人出生。ベビーブ
株価(日経平均終値):最高値
ームで小学生新入生徒数前年
377円、最安値314円。缶ジ より55万人増加。
ュース40円、佐藤(1kg)150
円、焼酎(1升)360円、映画観
覧料100円、レギュラーガソ
リン(1ℓ)39円。

会

戦争・事件

皇居一般参賀に38 万人、二
重橋が大混乱で16人死亡。
洞爺丸の転覆し死者1,155
人。

出来事

西暦

奈良で平城宮跡の発掘調査が
始まる。集団就職列車(青森上野)が初運行。日本中央競
馬会(JRA)が発足。ジョー・
ディマジオ・マリリン・モン
ロー夫妻来日。

昭和29年

1954

鳩山一郎首相の提唱を踏ま
坂口安吾、サイ・ヤング、塩
え、新生活運動協会が発足す 原又策、川西龍三、アルベル
る。
ト・アインシュタイン 、河
合小市。

鳩山一郎首相が衆議院解散
日米原子力協定を調印。自治 日本がガット(関税及び貿易
(天の声解散)。衆院選で民主 体警察が全廃され都道府県警 に関する一般協定)加盟。初
過半数取れず革新派が3分の に一本化。
のアルミ貨の1円硬貨発行。
1に。保守政党合同で自由民
主党結成し左右社会党統一で
2大政党制の55年体制確立。

国家公務員/8,700円。

株価(日経平均終値):最高値
425円、最安値345円。米価
(精米10㎏)845円、コーヒー
50円、コロッケ5円、ビール
(大瓶)125円、360円/ドル、
585円/金1kg。

文部省『高等学校学習指導要
領一般篇』発行。小・中・高
の成績評価がプラス・マイナ
ス式から『1〜5』の5段階方
式へ。アメリカ文化続々上
陸。1,730,692人出生。

南太平洋地域の日本兵遺骨約
6,000体が返ってきた。国鉄
宇高連絡船『紫雲丸』が沈没
し死者168人。東京の立川基
地拡張に反対する総決起大会
(砂川闘争)。

初の人間国宝に坂東三津五郎
ら30人選出。長崎の平和祈
念像除幕式。後楽園ゆうえん
ちが完成、ジェットコースタ
ー初登場。トニー谷の長男誘
拐、6日後に無事保護。ヘレ
ン･ケラー来日。

昭和30年

1955

全葬連(全日本葬祭業組合連
合会)結成大会。

1956

全互協・互助会関係

政

政治的動向

京都で初の貸衣装展開催。ア
オイスタジオ(株)設立。

1955

亡くなった著名人

互助会・業界動向

業界動向、競争環境、関連業界

高見商店設立 貸衣裳レンタ
ルを開始。明治記念館3,031
組と初めて3,000組を超え
た。ベビーブームで小学生新
入生徒数、前年より55万人
増加。

1954

祭

高村光太郎、市川團十郎 (十
代目)、梁瀬長太郎、チャー
ルズ・メリル、鳳谷五郎。

愛知冠婚葬祭互助会設立。

自民党大会で初代総裁に鳩山
一郎を選出。鳩山一郎首相
（〜12月）、石橋湛山内閣
（12月〜）が成立。売春防
止法公布。

昭和31年

小選挙区法案で衆院本会議大 GNP戦前レベルに回復。神
混乱。東京で深夜営業の喫茶 武景気。3月の完全失業者
店が急増し都が『暗闇は昼で 106万人と戦後最高。
も禁止』取締条例公布。

国家公務員/8,700円。

タバコ値下げ『ピース』は45
円から40円、『富士』は60
円から50円。アンパン12
円、水道代(基本料金)120
円、家賃(33㎡)2,040円、
360円/ドル、585円/金1kg。

新教育委員会法をめぐる混
乱。文部省が全国初の学力調
査を実施。1,665,278人出
生。

新潟県の神社で餅まきに初も 日本住宅公団が入居者の募集
うで客が殺到、124人圧死。 を開始。
ソ連からの最後の引き揚げ者
1,025人が舞鶴入港。

1956
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西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能

広島で第1回原水爆禁止世
界大会が開催される。森永
ヒ素ミルク中毒事件発覚し
死者100人超え。

技術の進歩

人口・婚姻数

シネマ

・死亡者数
人口統計

テレビ、ラジオ

会

・

トレンド

ヒットソング

本

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

『高原列車は行く』、『愛
の賛歌』、『お富さん』、
『岸壁の母』、『原爆許す
まじ』。

『縦ノ木は残った』、『ボ
ロ家の春秋』、『アバンギ
ャルド芸術』、『カッパブ
ックス』刊行、『文学人
間』、『サラリーマン』、
『漫画読本』創刊、『女性
に関する十二章』、『火の
鳥』、『文学入門』、『は
だか随筆』、『愛は死を超
えて』。

『スポンサー』、『死の
灰』、『パートタイム』、
『美容体操』、『Ｈライン
(ディオール)』、『水爆マ
グロ』。

ヘップバーン・スタイル
『ローマの休日』が大当た
り『ヘップバーンカット』
大流行。ゴルフ練習場が登
場、ボール2ダース打って
80円。

プロレスリング、力道山と
シャープ兄弟が初試合。力
道山の全盛期に入る。プロ
レスブーム。世界体操選手
権大会で竹本正男と田中敬
子が優勝。

明治製菓、国産初の缶ジュ
ース『明治オレンジ』発
売。名糖産業、国産初の粉
末ジュース発売。その他
『キリンジュース』『タカ
ラボンジュース』などジュ
ースブーム起きる。
第5福竜丸事件をきっかけ
に放射能マグロが問題化。
10月までにマグロ412.5ト
ンを廃棄処分。消費者の魚
離れが起きる。プロパンガ
ス登場。サンウエーブ、ス
テンレス溶接流し台を開
発、発売。不二家パラソル
チョコレート。

佐世保の炭鉱で大規模なボ
タ山崩落事故し58人死
亡。横浜市の養老院で火災
99人死亡。

バンドンでアジア・アフリ
カ会議。日ソ関係修復へ。
海外渡航者数42,900人。
ワルシャワ条約機構で冷戦
激化。米国にディズニーラ
ンド開園。ジュネーブで米
英仏ソの4国首脳会談。

能代市に大火。1,400戸焼
失、重軽傷66人、損害30
億円。魚津市に大火、
1,700戸が焼失。国鉄の参
宮線で列車脱線、修学旅行
生ら42人死亡。比叡山延
暦寺で火災、重要文化財焼
く。

モスクワで日ソ共同宣言を
発表。北方領土問題は平和
条約締結時まで継続審議を
確認。海外渡航者数
57,519人。国連総会で日
本の加盟を可決。ハンガリ
ー動乱(ソ連介入)、スエズ
戦争勃発。

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事
営団地下鉄丸ノ内線池袋− テレビ受信契約１万を突
お茶の水間開業(戦後初)。 破。
NHKが大阪と名古屋でも
テレビ放送開始。

人口88,239,000人、 婚姻
届697,809件、離婚件数
76,759件、死亡者数
721,491人。

『七人の侍』、『里見八犬 『今晩はメイ子です』、
伝』、『二十四の瞳』、
『こんにゃく問答』。文化
『笛吹童子』、『ゴジ
放送が深夜放送開始。
ラ』、『グレン・ミラー物
語』、『ローマの休日』、
『波止場』、『嘆きのテレ
ース』、『恐怖の報酬』、
『しのび逢い』。

日本の代表的ダム佐久間発
電所貯水開始。電気洗濯
機・電気冷蔵庫・テレビが
『三種の神器』に。トヨタ
自動車工業がトヨペットク
ラウンを発表。電気炊飯器
発売(東芝)。

テレビの受信契約が全国で
10万台を超えた。東京通
信工業(現ソニー)米からの
技術導入により日本初のト
ランジスタラジオ発売、
18,900円。

人口89,276,000人、婚姻
届714,861件、婚姻件数
437,988件、離婚件数
75,287件、死亡者数
693,523人。

『浮雲』、『血槍富士』、
『夫婦善哉』、『野菊の如
き君なりき』、『紅孔
雀』、『喝采』、ジェーム
スディーン主演の『エデン
の東』、『暴力教室』、
『スタア誕生』、『鉄路の
闘い』、『ユリシーズ』、
『これがシネラマだ』、
『砂漠は生きている』、
『青い大陸』。

『衆院開票速報』、『私の
秘密』、『日真名氏飛び出
す』、『サザエさん』、白
黒テレビ普及率2.8%。

『この世の花』、『りんど
う峠』、『おんな船頭
唄』、『月がとっても青い
から』、『ガード下の靴み
がき』、『別れの一本
杉』、『チャッチャッチ
ャ』。

『広辞苑』初版発行、『昭
和史』、『財閥』、『経済
学教科書』、『世界大百科
事典』、『太陽の季節』、
『大漢和辞典』、『死のポ
ルノグラフィー』。吉川栄
治が紫綬褒章を辞退。

『太陽族』、『兵隊の
位』、『ノイローゼ』、
『M＋W』、『最低ネ』、
『最高ネ』、『ボディビ
ル』。

『Aライン』、『Hライ
ン』と婦人服のデザインは
ライン主義、『ドライブ・
クラブ(自動車賃貸業)』が
夏ごろから流行、ポピュラ
ー音楽、ファッションも
『マンボ』スタイル流行。

天皇陛下がはじめて国技館
で相撲見学。全米テニスで
加茂公成・宮城淳組が日本
人初優勝。高橋ユニオンズ
のスタルヒンが日本初の
300勝。

昭和30年

10月 日ソ国交回復
水俣病患者第1号を公式に
12月 国連、日本加盟を承 確認。
認。経済白書、「もはや戦
後ではない」と指摘。南極
観測船『宗谷』が出発。大
阪の通天閣が再建。

1956

演出機器

社

昭和29年

労働省が『売春白書』発
表。

1955

人口動態

トピック

常磐炭鉱整理解雇始る。衣 青年のヒロポン中毒が深刻 3月、ビキニ環礁でアメリ 海外渡航者数34,593人。
笠卓之助監督『地獄門』が 化。
カの水爆実験、第五福竜丸
カンヌ映画祭でグランプ
が『死の灰』をあび原子力
リ。高さ180ｍの名古屋テ
への関心が高まる。9月、
レビ塔が完成。神奈川の相
第五福竜丸の無線長が死
模湖で遊覧船が沈没し22
亡。北海道岩内町で大火
人死亡。
災。

1954

インフラ・地形

術

国鉄、米原-京都間電化に
より東海道本線全線電化。
東京-大阪間7時間35分。
日本住宅公団が入居者募集
開始。

東京通信工業(現ソニー)か
らトランジスタの小型ポー
タブルラジオがはじめて発
売された。

人口90,172,000人、婚姻
届715,934件、離婚件数
72,040件、死亡者数
724,460人。

『早春』、『真昼の暗
黒』、『ビルマの竪琴』、
『赤線地帯』、『夜の
河』、『カラコルム』、
『太陽の季節』など太陽族
映画に批判。『ベニイ・グ
ッドマン物語』、『わんわ
ん物語』、『オセロ』、
『居酒屋』、『ピクニッ
ク』。

昭和31年

『チロリン村とクルミの
記』、『お笑い三人組』、
『春夏秋冬』、『東芝日曜
劇場』。テレビセットの売
れ行きが急上昇、そこで
「一億総白痴化」(大宅壮
一)。白黒テレビ普及率
4.9%。

『哀愁列車』、『踊り
子』、『リンゴ村から』、
『愛ちゃんはお嫁に』、
『若いおまわりさん』、
『ケ・セラ・ケラ』、『ハ
ート・ブレイク・ホテル
(エルビス・プレスリ
ー)』。

『桃太郎の母』、『鍵』、
『週刊新潮』創刊、『人間
の条件』、『現代日本の思
想』、『現代政治の思想と
行動』、『太陽の季節』、
『金閣寺』、『帝王と墓と
民衆』。

『もはや戦後ではない』、
『戦中派』、『太陽族無、
『ドライ・ウェット』、
『一億総白地化』、『マネ
ー・ビル』、『深夜喫
茶』、『神風タクシー』。

太陽族、石原慎太郎『太陽
の季節』、(慎太郎刈り)、
石原裕次郎『狂った果
実』、ロックンロールブー
ム。 映画館新築ブーム、
東京では敗戦時の4倍452
館に。

冬季オリンピック(コルチ
ナ・ダンペッソ)で猪谷千
春がスキー回転競技で銀メ
ダル。メルボルンオリンピ
ックで体操の小野喬ら4人
が金獲得。

協同乳業、初のバーアイス
『ホームランバー』発売。
米の生産か239万トンで史
上最高を記録。ヤミ米の価
格が配給価格を下回り、米
不足時代が終わりを告げ
る。東芝、自動電気炊飯器
1964年には普及率が50％
を上回る。大都市に深夜喫
茶が増え始める。森永粉ミ
ルク中毒事件。死亡130
人、患者12,000人。ラン
チクラッカー。

1954

1955

協同乳業がテトラパックで
牛乳を発売。インスタント
コーヒー輸入許可。厚生
省、チクロを甘味料として
使用許可。福井県農業試験
場新水稲品種『コシヒカ
リ』発表。家庭用電気炊飯
器が大売れ、100万台が売
れた。

1956
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カテゴリー

西暦

冠

和暦

冠

婚

婚

結婚した著名人

葬

葬 祭

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連
経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

徳富蘇峰、小林一三、小川春 1月に横須賀市冠婚葬祭互助
之助、佐々木八十八、磯部徳 会が互助会として最初の結婚
三。
式場『長寿閣』をオープン
(1978年移転し平安閣に改
称)。

『チャタレー夫人の恋人』裁 東京の池袋職業安定所で自由 5千円札が登場。100円硬貨
判で最高裁が有罪判決し文学 労務者(ニコヨン)が対象の生 が登場。
者が一斉に抗議声明。石橋首 命保険制度が発足4月23日。
相病気辞任（2月）岸外相と
交代。三悪追放(汚職、貧
乏、暴力)。岸首相戦後首相
として初の東南アジア6か国
歴訪。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

国家公務員/9,200円。

株価(日経平均終値):最高値
595円、最安値471円。グリ
ーンガム20円、煎茶
(100g)100円、銭湯16円、映
画観覧料150円、ミゼット20
万円、360円/ドル、585円/
金1kg。

会

教育

戦争・事件

出来事

文部省の保健体育審議会が中
学に剣道の復活を答申。
1,566,713人出生。愛媛県教
育委員会が勤務評定実施を通
知(勤評闘争始まる)

美空ひばりの顔に塩酸。ジラ
ード事件。天城山心中。ソ連
が大陸間弾道弾(ICBM)実験
に成功、米もICBM実験成
功。

国産ロケット第1号、発射実
験成功。ダイエー1号店開
店。日本南極越冬隊が南極大
陸初上陸し昭和基地開設。上
野動物園で日本初のモノレー
ル開通。

昭和32年

西暦

1957

横山大観、木村荘八、川村喜 1月に愛知県冠婚葬祭互助会
十郎、桂文枝 (四代目)、遠藤 が結婚式場『高砂殿』を開
斉治朗 (初代)、オーレ・キア 業。
ク・クリスチャンセン 。

自社両党話し合い解散。売春
防止法が施行され赤線の灯が
消える。

1万円札が登場。日本貿易振
興会（JETRO)発足。

国家公務員/9,200円。

株価(日経平均終値):最高値
666円、最安値475円。コロ
ッケ7円、チキンラーメン35
円、レギュラーガソリン
(1ℓ)38円、360円/ドル、
585円/金1kg。

勤評反対で日教組90万人参
加。1,653,469人出生。文部
省が道徳教育の実施を通達。
勤評に揺れる教育界。

紀阿航路の南海丸が淡路島南 ナンシー梅木が日本人初のア
方で沈没死者167人。東京宝 カデミー助演女優賞受賞。神
塚劇場が全焼。小松川女子高 宮外苑に国立競技場完成。
生殺人事件。

昭和33年

1958

皇太子(現天皇陛下)結婚のテ
レビ中継のためのテレビの売
れ行き急増。わたしの選んだ
人を見ていただきます(20歳
の誕生日の清宮様の発言)。
正田美智子様の『ミッチー
雛』が登場。太閤園開業。

1959

全互協・互助会関係

政

政治的動向

メリーチョコレートが初のバ テレビ結婚式第1号。三井弘
レンタイン用チョコレートを と増田昌子夫妻、司会は徳川
発売。
夢声。

1958

亡くなった著名人

互助会・業界動向

業界動向、競争環境、関連業界

九段会館結婚式場開業(日本
遺族会運営)。

1957

祭

WHO(世界保健機関)が『世
界天然痘根絶計画』。
千鳥ヶ淵戦没者墓苑の竣工
し、竣工式および戦没者追悼
式が行われる。

鳩山一郎、高浜虚子、永井荷 9月に全国冠婚葬祭互助会連
風、北大路魯山人、山下長、 盟(全互連)結成。(6互助会加
芦田均、五島慶太、栃木山守 盟)。
也、ポール・ガルビン。

岸信介首相が自民党総裁に再 メートル法施行。国民年金法 前年からのなべ底景気は『岩 国家公務員/10,200円。
選される。浅沼書記長が北京 公布。東京で個人タクシー
戸景気』に転じたと言われた
で演説。
173人に営業許可(白タク取締 が石炭業界の不況は深刻で、
り)。
ついに三井の三池炭鉱で大規
模な合理化反対闘争に突入す
る。

昭和34年

株価(日経平均終値):最高値
1,626,088人出生。文部省が スチュワーデス殺し。全日空 東京・上野に国立西洋美術館
976円、最安値664円。牛乳 初の教育白書。メートル法が 機から飛び降り自殺。砂川事 が開館。児島明子が日本人初
(180cc)13円、オリンパスペ 実施される(尺貫法は廃止)。 件で、東京地裁が米軍駐留を のミスユニバース決定。三井
ン6,000円、新聞代(全国紙朝
違憲と判断。安保改正阻止の 鉱山が労働者に指名解雇通告
夕刊1か月)390円、ガス代(基
デモ隊2万人が国会内に突
(三井争議始まる)。愛知県西
本料金)271円、360円/ド
入。
枇杷島に日本初の歩道橋完
ル、590円/金1kg。
成。

1959
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カテゴリー

西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能
『明治天皇と日露戦争』大
ヒット、『鳳城の花嫁』日
本最初の大型画像映画(東
映スコープ)。名古屋の地
下鉄が開通。将棋名人戦で
升田幸三が大山康晴を破り
史上初の三冠。有楽町そご
う開店

1957

演出機器

技術の進歩

国連の安全保障理事会の非
常任理事国に日本が当選。
海外渡航者数73,249人。
ソ連が世界初の人工衛星
『スプートニク1号』打ち
上げ。日ソ通商条約に調
印。欧州6か国で欧州経済
共同体調印。

・死亡者数
人口統計

トピック
広島沖で定期船『第五北川
丸』沈没し死者不明者113
人。九州で大水害(諫早豪
雨)により死者不明964人。

人口・婚姻数

社

シネマ

テレビ、ラジオ

会

・

トレンド

ヒットソング

本

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

『東京だよおっ母さん』、
『バナナ・ボート』、『チ
ャンチキおけさ』、『有楽
町で逢いましょう』、『嵐
を呼ぶ男』、『東京のバス
ガール』、『俺は待ってる
ぜ』。

『点と線』、『旅』、『天
平の甍』、『中央公論』、
『日本古典文学大系』、
『人間の壁』、『挽歌』、
『楢山節考』、『一日一
言』、『おはん』、『氷
壁』。

『よろめき』、『グラマ
ー』、『ストレス』、『デ
ラックス』、『なんと申し
ましょうか』、『ケ・セ
ラ・セラ』、『低姿勢』、
『カックン』。

ロックンロールが人気。
『カリプソ娘(浜村美智
子)』のカリブのリズム流
行、ホッピング、ロカビリ
ーブーム。セシルカット。

川越市で開催されたカナ
ダ・カップで中村寅吉が優
勝、ゴルフブームの幕開
け。国鉄の金田正一が日本
新の2000奪三振、石本隆
が100mバタフライで世界
新。長嶋茂雄が巨人入団。

水道法制定。水の消毒がこ
のときから義務づけられ
る。星崎電気、ジュースの
噴水が見える自動販売機を
開発。10円噴水ジュースと
して爆発的な人気。コーヒ
ー牛乳の販売開始。コカ・
コーラ、プラッシー、明治
ミルクチョコレートデラッ
クス。

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事
熱海にモーテル第1号が営 NHKがＦＭ放送開始。
業。車両こみで1泊1,000 NHKと日本テレビがカラ
円。大阪の近鉄(特急電車) ーテレビ実験放送開始。
に冷房装置が付く。日本原
子力発電設立。東海村の原
子炉が臨界点に達した。
『第三の火』。多摩川上流
の小河内ダム放水開始。

人口90,928,,000人、婚姻
届773,362件、離婚件数
71,651件、死亡者数
752,445人。東京都の人口
が8、8,518,622人でロン
ドン抜き世界一。

『蜘蛛巣城』、『明治天皇
と日露大戦争』、『幕末太
陽伝』、『喜びも悲しみも
幾歳月』、『嵐を呼ぶ
男』、『純愛物語』
『米』、『道』、『翼よ！
あれが巴里の灯だ』、『戦
場にかける橋』、『汚れな
き悪戯』、『ジャイアン
ツ』、『OK牧場の決
闘』。

『私だけが知っている』、
『ダイヤル110番』、『名
犬ラッシー』、『アイ・ラ
ブ・ルーシー』、『野球教
室』、『きょうの料理』、
『ヒッチコック劇場』、
『時事放談』。白黒テレビ
普及率9.9%。

1957

日本ガン協会設立がガン征
圧運動スタート。東京の本
州製紙の廃水めぐり漁民
700人と警官隊衝突。国民
健康保険法が公布される。

狩野川台風で中伊豆地方に
大洪水があり死者不明
1,269人。熊本の阿蘇山が
大爆発し12人死亡。全日
空機が下田沖に墜落し33
人死亡。

米国初の人工衛星『エック
スプローラー1号』打ち上
げる。インドネシアと平和
条約締結。海外渡航者数
81,514人。

海底トンネル『関門国道ト
ンネル』(3,161m)開通。
特急『こだま』が東京-大
阪を6時間50分で運行開
始。

テレビの国内受信契約数
100万件を超える。8ミリ
映写機が大流行。国産初の
オルガン(ビクター)。

人口91,767,000人、婚姻
届826,902件、離婚件数
74,004件、死亡者数
684,189人。

『楢山節考』、『炎上』、
『駅前旅館』、『張り込
み』、日本最初のカラー長
編漫画映画(アニメ映画)の
『白蛇伝』、『鉄道員』、
『ぼくの伯父さん』、『老
人と海』、『大いなる西
部』、『十戒』、『死刑台
のエレベーター』。

『バス通り裏』、『事件記
者』、『光子の窓』、『月
光仮面』、『私は貝になり
たい(反戦テレビドラ
マ)』、『ロッテ歌のアル
バム』。白黒テレビ普及率
19.2%、受信契約数100万
突破。

『だから言ったじゃない
の』、『おーい中村君』、
『からたち日記』、『星は
何でも知っている』、『ダ
イアナ』、『母さんの
歌』、『泣かないで』、
『無法松の一生』。

『楼蘭』、『福沢諭吉全
集』、『原点が存在す
る』、『人間の條件』、
『点と線』、『海と毒
薬』、『にあんちゃん』、
『陽のあたる坂道』。

『いかす』、『ハイティー
ン』、『ローティーン』、
『シビれる』、『団地族
毛』、『ながら族』、『ご
清潔で・ご誠実で』、『神
サマ仏サマ稲尾サマ』。

昭和33年

4月に皇太子明仁親王が正
田美智子さんと結婚式。南
極犬タロ・ジロ発見。清宮
様20歳の記者会見で清宮
様婚約発表、3月19日。東
京都の千鳥ヶ淵の戦没者墓
園完成。

1959

人口動態

昭和32年

12月に東京タワー完成
(333m)。皇太子妃に正田
美智子様が決定『テニスコ
ートの恋』。神戸に『主婦
の店ダイエー』開店しスー
パー攻勢始まる。悪天候で
昭和基地に接岸できず、15
頭のカラフト犬置き去り。

1958

核実験ラッシュと反対運動
の高まり。大阪にタバコの
自動販売機初登場。英国、
クリスマス島で初の水爆実
験。東京湾の夢の島でごみ
埋め立て開始。

インフラ・地形

術

新国民健康保険施行。水俣
病に抗議した漁民が新日本
窒素水俣工場へ乱入し警察
隊と衝突。厚生省が小児マ
ヒを指定伝染病に。

沖縄の宮森小に米軍機墜落
し21人死亡100人負傷。伊
勢湾台風で死者不明5,098
人、約51万戸が被災。

北朝鮮帰還問題起る。海外
渡航者数92,590人。東京
が1964年夏季五輪開催地
に選ばれる。ソ連の月探査
機『ルナ2号』が初めて月
面に到着。北朝鮮への在日
朝鮮人の帰還事業スター
ト。キューバ革命。

黒部トンネル開通。戦時中
に工事が凍結されていた丸
ノ内線(池袋-新宿)が全線開
通。日産自動車、ダットサ
ン･ブルーバード発売。マ
イカー元年。八幡製鉄戸畑
で日本最大1,500トン高炉
稼働。

皇太子結婚のテレビ中継の
ためのテレビの売れ行き急
増。4月10日頂点に達し
た。テレビ購入10月に300
万台。

人口92,641,000人、婚姻
届847,135件、離婚件数
72,455件、死亡者数
689,959人。

『鍵』、『人間の条件』、
『浪速の恋の物語』、『に
あんちゃん』、『ギターを
持った渡り鳥』、『キクと
イサム』、『野火』、『荷
車の歌』、『灰とダイヤモ
ンド』、『恋人たち』、
『いとこ同士』、『十二人
の怒れる男』。

昭和34年

10

『スター千一夜』、『ロー
ハイド』、『番頭はんと丁
稚どん』、『少年ジェッ
ト』。白黒テレビ普及率
32.3%。日本教育テレビ
(NET、現テレビ朝日)放送
開始、フジテレビ放送開
始。

『南国土佐を後にして』、
『東京ナイトクラブ』、
『黄色いさくらんぼ』、
『黒い花びら』、『古
城』。第1回日本レコード
大賞に『黒い花びら』。

『転向』、『日本の歴史』
以降歴史ブーム。この年週
刊誌の創刊が盛ん。『週刊
少年マガジン』、『週刊少
年サンデー』創刊、『武将
列伝』オール讀物に掲載。
以降国鉄が週刊誌専用車両
増結。

『パパはなんでも知ってい
る』、『わたしの選んだ人
を見ていただきます』、
『カミナリ族』、『タフガ
イ』、『トランジスタグラ
マー』、『岩戸景気』、
『神風タクシー』。

フラフープ、『ミッチー』 王貞治が巨人入団。稲生が 初のインスタントラーメン
ブーム、日劇『ウエスタン 4勝の大活躍で西鉄が日本 『チキンラーメン』(35円)
カーニバル』が大入り満員 一。
が日清食品から発売。翌年
になりロカビリー時代の幕
6千万食、2年後1日120万
開け。
食生産。値下げで30円
に。朝日麦酒が日本初の缶
ビール発売。東京飲料(現
東京コカ・コーラボトラー
ズ)『ファンタオレンジ/グ
レープ』発売。メリーチョ
コレート、初のバレンタイ
ン用チョコレート発売。レ
タス、セロリ、カリフラワ
ーなどの西洋野菜の需要が
増える。キューピー『フレ
ンチドレッシング』発売。
初の市販ドレッシング。

神風タクシーが社会問題
に。初の民間からの皇太子
妃ミッチーブーム。清宮様
の『私の選んだ人』、『カ
ミナリ族』。

天皇皇后が後楽園のナイタ
ーを初見物。天覧試合で長
嶋がサヨナラ本塁打。田中
聡子が200m背泳で世界
新。南海が巨人破り日本
一。

『渡辺即席しるこ』発売
(50円)。林家三平による
「お餅も入ってベ夕べタ
と、安くてどーもすみませ
ん」のＣＭが人気。元祖素
材缶詰、はごろも『シーチ
キン』発売。原料はビンナ
ガマグロ。『マルタイラー
メン』発売。棒状乾麺に九
州風のスープが添付。1袋
2食分。愛知トマト(現カゴ
メ)、缶入りトマトジュー
ス発売。山梨県の農業試験
場で種なしブドウが開発さ
れる。ベビーラーメン。

1958

1959

カテゴリー

西暦

冠

和暦

冠

婚

亡くなった著名人

互助会・業界動向

全互協・互助会関係

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連

済
物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

池田勇人内閣（7月〜）が成 警視庁に10年ぶりに婦人警
立。日米安保条約改正。初の 官が復活。
女性大臣・中山マサ氏就任。
7月19日の衆院選で自民圧勝
し結党したばかりの民社大
敗。

株式ブームで東証ダウ平均が 国家公務員/10,800円。
1,000円の王台を突破。所得
倍増計画。三井三池炭鉱労組
は無期限ストライキを解除。
エネルギー政策転換。国鉄の
3党が2党になる。石油輸出
国機構(OPEC)が結成。

石原裕次郎と北原三枝結婚披
露宴(日活国際ホテル、高さ
1mのウエディングケーキ)。
第5皇女清宮様と島津久永様
が結婚。

日本の火葬率が60%を超え、
以後急速に上昇(2010年現在
99.9%、世界一)。この頃か
ら家墓が極端に増える(これ
は核家族が増えて継承問題へ
の不安と火葬の増加がある。
特に火葬がこれ以降に爆発的
に増えることで家墓形態が増
える)。

火野葦平、浅沼稲次郎、和辻
哲郎、藤原銀次郎、ジョン・
ロックフェラー二世、ハン
ス・ウィルスドルフ、常ノ花
寛市。

社

国家公務員

経済的視線・生活者行動分析

株価(日経平均終値):最高値
1,356円、最安値869円。山
手線初乗り運賃10円、東京大阪間運賃620円、航空運賃
東京-大阪6,300円、たばこ
「ハイライト」70円、発
売。日本酒(2級を除く)とビ
ールが自由価格制になる。6
大都市で外国たばこ販売。

教育

1,606,041人出生。

会

戦争・事件

出来事

60年安保闘争、浅沼稲次郎
刺殺事件。尾関雅樹ちゃん誘
拐事件。グアム島で日本兵が
発見される。米大統領秘書ハ
ガチー来日、デモ隊に包囲さ
れる。岸首相、暴漢に襲われ
重傷。東京・山谷で住民
6,000人が暴動。

安保改定阻止実力行使に580
万人が参加。全学連のデモが
国会乱入し、東大生の樺美智
子さん死亡。日本社会党の浅
沼委員長が右翼の少年に刺殺
される。三井炭鉱、三池炭鉱
をロックアウト、労組無期限
ストへ。皇太子ご夫妻に浩宮
様ご誕生。

昭和35年

西暦

1960

赤木圭一郎、ゲーリー・クー
パー、古川緑波、下中弥三
郎、外村繁、坂東三津五郎
(七代目)。

名古屋市冠婚葬祭互助会『平
安閣』開業。新潟で神前結婚
式騒動(互助会対策で神社、
衣裳組合、写真師会社、仕出
し業組合等が神前挙式サービ
スセンター設立)。

防衛庁設置法と自衛隊法両法
改正公布。

本田技研工業チームがイギリ 国家公務員/12,900円。
スのマン島オートレースで
125ccと250ccの両クラスで
優勝しオートバイ輸出増加へ
の道を開く。日本銀行秋田支
店で偽千円札。経済企画庁が
『物価白書』を発表。

株価(日経平均終値):最高値
1,829円、最安値1,258円。
山手線初乗り運賃10円、東
京-大阪間運賃1,170円、航空
運賃東京-大阪6,800円、360
円/ドル、620円/金1kg 。

1,589,372人出生。ベビーブ
ーム世代で高校入学難とな
る。中学2・3年生全員を対
象に全国学力テスト実施。

三重県名張市で毒ぶどう酒殺 日光東照宮の薬師堂(重文)が
人事件、5人死亡。大阪の釜 全焼。元将校らの政府要人暗
ヶ崎のドヤ街で暴動があり
殺計画発覚(三無事件)。
2,000人余りの群衆と警察隊
が衝突。米国とソ連核実験再
開。嶋中事件。

昭和36年

1961

ホテルオークラ東京開業。

1962

葬 祭

祭

政治的動向

東京厚生年金会館開業(初の
厚生年金会館)。

1961

結婚した著名人

葬

業界動向、競争環境、関連業界

皇太子殿下夫妻に浩宮様誕
生。

1960

婚

小林旭・美空ひばり、勝新太 名古屋高裁が脳溢血の父親を 室生犀星、マリリン・モンロ
郎・中村玉緒。
息子が農薬で殺害した事件に ー、柳田國男、吉川英治、木
対し安楽死が認められるとし 下唯助、鳥井信治郎、山岡孫
た。
吉、スチュアート・サトクリ
フ。

参院選自民圧勝し創価学会も
政界進出。参議院選挙にタレ
ント議員第1号藤原あき当
選。煤煙排出規制法公布。創
価学会政治連盟が公明政治連
盟と改称。

昭和37年

機械製品輸出が繊維製品輸出 国家公務員/15,700円。
を抜く。全国の炭鉱でスト続
発し政府の石炭政策と全面対
決。230品目の輸入自由化実
施するが重油砂糖など見送
り。

株価(日経平均終値):最高値
1,589円、最安値1,216円、
150円/リポビタンD、煎茶
(100g)150円、レコード(EP
版)290円、航空運賃東京-大
阪6,500円、360円/ドル、
620円/金1kg。

1,618,616人出生。義務教育 米ソ核実験再開。東京でスモ ゴミ箱が、ポリペールに変わ
小学校の教科書、無償となる ッグが続き問題化。フランス り、ごみの定時収集方式が始
法律公布。
とアルジェリアの戦争終わ
まる。佐世保重工、世界最大
る。常磐線2重衝突、死者
のタンカー『日章丸』進水。
160人。中国インド紛争。
国産飛行機YS-11が初の試験
飛行成功。東京後楽園ホール
開場。堀江謙一、小型ヨット
『マーメイド号』で日本人初
の太平洋単独横断に成功。

1962
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カテゴリー

西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能
性の意識変化『性革命』。 全日赤連合会加盟31病院
東京上野、浅草などで「睡 がストライキ。
眠薬遊び」ラリる。「女優
を2号にしたのではない、
2号を女優にしたまで」新
東宝社長大蔵貢。セックス
しているときが最高ね(セ
ックス女優、炎加世子)。
浩宮様誕生。

1960

インフラ・地形

術

人口動態

演出機器

技術の進歩

岸首相、ワシントンで日米
新安保条約に調印し成立す
る。海外渡航者数119,420
人。ソ連の宇宙船搭乗のラ
イカ犬が生還。韓国で李承
晩退陣を求め学生デモ。ソ
連が領空内で米偵察機U2
撃墜。アフリカで17か国
が独立。

テレビ、ラジオ

・

トレンド

ヒットソング

本

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

『誰よりも君を愛す』、
『アカシアの雨がやむ
時』、『潮来笠』、『有難
や節』、『月の法善寺横
丁』、『月影のナポリ(映
画『太陽がいっぱい』のテ
ーマ曲)』。

『いやな感じ』、『文學
界』、『婉という女』、
『サド悪徳の栄え』がわい
せつ容疑で押収、裁判。
『いまこそ国会へ』（雑誌
『世界』の論文名）、『性
生活の知恵』、『頭のよく
なる本』、『どくとるマン
ボウ航海記』、『敦煌』、
『私は赤ちゃん』、『野生
のエルザ』。

『安保』、『泣いちっ
ち』、『声なき声』、『所
得倍増』、『私はウソを申
しません』、『家付き・カ
ー付き・ババー抜き』、
『インスタント』、『金の
卵』、『ラリる』。『種の
神器(電気冷蔵庫、マイカ
ー、カラーテレビ)』。

求人難、『ダッコちゃん』
ブームに当時価格は180円
で200万個以上が売れる大
ヒット、テレビブーム。キ
スカール、マッシュルーム
カット。

トニー・ザイラー来日。オ
リンピック・ローマ大会に
日本選手169人が参加。体
操男子団体総合金メダル。
ヒマラヤの『デオ・チバ』
に日本人女子パーティが登
頂成功。呼び出し小鉄の人
気沸騰。大洋が大毎破り初
の日本一。

森永製菓から国産初のイン
スタントコーヒーが発売。
インスタントラーメン、イ
ンスタントコーヒー登場
(ブームになる。寿屋(現サ
ントリー)による缶入りハ
イボールの発売など食のイ
ンスタント化に拍車がかか
る。明治製菓『マーブルチ
ョコレート』発売。日本酒
の公定価格廃止。『牛肉カ
ンズメ』の大半が鯨肉と馬
肉と判明し問題となった。
森永インスタントコーヒ
ー、丸美屋のりたま、ハウ
ス印度カレー。

新道路交通法施行、歩行者
優先、交通地獄の打開を目
指す。近鉄の特急電車に社
内電話が設置された。東海
道線の特急『こだま』『つ
ばめ』に公衆電話設置。本
格プレハブ住宅『セキスイ
ハウス』登場。

初のカラーテレビ発売
（17インチで42万円）。
ソニー、世界初のトランジ
スタ・テレビを発売（8イ
ンチで69800円）。東京都
内の電話局番が3桁にな
る。テレビ受信契約、500
万台突破。

人口93,419,000人、婚姻
届866,115件、婚姻件数
579,908件、離婚件数
69,410件、死亡者数
706,599人。

『黒い画集』、『青春残酷
物語』、『おとうと』、
『裸の島』、『豚と軍
艦』、『悪い奴ほどよく眠
る』、『笛吹川』、『アラ
モ』、『黒いオルフェ』、
『ベン・ハー』、『サイ
コ』、『太陽がいっぱ
い』。

『ブーフーウー』、『怪傑
ハリマオ』、『日々の背
信』、『それは私です』、
『白馬童子』、『兼高かお
る世界の旅』。白黒テレビ
普及率44.7%。カラーテレ
ビの本放送開始。

人口94,287,000人、婚姻
届890,158件、離婚件数
69,323件、死亡者数
695,644人。

『赤穂浪士』、『不良少
年』、『用心棒』、『永遠
の人』、『名もなく貧しく
美しく』、『ウエストサイ
ド物語』、『荒野の七
人』、『ナバロンの要
塞』、『ティファニーで朝
食を』、『草原の輝き』、
『夜と霧』、『素晴らしい
風船旅行』、『地下鉄のザ
ジ』。

『娘と私』、『夢で逢いま
しょう』、『シャボン玉ホ
リデー』、『七人の刑
事』、『特別機動捜査
隊』、『アンタッチャブ
ル』、『スチャラカ社
員』、『若い季節』。
NHK朝の連続テレビ小説
放送開始、第1作『娘と
私』。

『東京ドドンパ娘』、『銀
座の恋の物語』、『君恋
し』、『スーダラ節』、
『上を向いて歩こう』、
『王将』。

『鯨神』、『雁の寺』、
『蛍の河』、『宴のあ
と』、『極楽とんぼ』、
『砂の器』『英語に強くな
る本』、『何でもみてやろ
う』、『記憶術』、『国民
百科事典』。

昭和36年

大日本製薬が西ドイツでの
奇形児問題でサリドマイド
自主的に出荷中止。東京に
A2型流感流行患者47万
人、死者568人。東京で連
日スモッグ。

国鉄三河島駅で列車二十衝
突事故、160人死亡。西日
本で集中豪雨、佐賀など全
国で死者不明127人。三宅
島の雄山で大爆発、余震も
発生。川崎市の京浜運河で
タンカーが衝突炎上、乗組
員36人死亡。

米宇宙船が初の有人地球周
回成功。南アフリカ、黒人
解放運動指導者ネルソン・
マンデラ逮捕。キューバ危
機。海外渡航者数145,749
人。

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

昭和35年

大阪の千里ニュータウンが
まちびらき。全労・総同
盟・全官公の25組合が同
盟会議結成。大都市の住宅
難が深刻化し日本住宅公団
の申し込み競争率52.5
倍。

1962

シネマ

会

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事

盛り場の深夜喫茶などで少 国民皆年金、皆保険制度発 第2室戸台風で最大瞬間風 ガガーリン人類初の宇宙飛 大阪環状線が全線開通。国
年少女の睡眠薬遊びが流
足。四日市市ぜんそく患者 速84.5ｍ以上は新記録とな 行。キューバ危機。米国、 内空港(羽田―札幌間)でジ
行。
が急増。厚生省が小児マヒ り死者202人。日本海側で キューバと国交断絶。J・ ェット機が就航。
緊急対策に生ワクチン輸入 豪雪があり国鉄各線マヒで F・ケネディ大統領就任。
決定。
15万人が車内越年。福岡
東西ドイツの境界線にベル
の上清炭鉱で火災があり
リンの壁。海外渡航者数
71人死亡。
143,934人。

1961

・死亡者数
人口統計

トピック
チリ地震で津波発生、三陸
地方に甚大被害、死者行方
不明142人、家屋全半壊
4,500戸。

人口・婚姻数

社

閣議、全国総合開発計画決
定。北陸本線北陸トンネル
開通13,870ｍ、日本最
長。テレビ放送、朝7時こ
ろから夜12時までの全日
放送となる。日本電気、国
産初の大型電子計算機
NEAC220発表(記憶容量1
万語)。

テレビの受信契約者数が
1,000万人を突破。国産初
の電子複写機ゼロックス
914を完成、コピー時代
へ。

人口95,181,000人、婚姻
届928,341件、離婚件数
71,394件、死亡者数
710,265人。東京都常住人
口推計で1,000万人突破し
世界初の1,000万都市。

『ニッポン無責任時代』、
『私は二歳』、『切腹』、
『キューポラのある街』、
『椿三十郎』、『おとし
穴』、ピンク映画第一号の
『肉体の市場』、『情
事』、『尼僧ヨアンナ』、
『101匹わんちゃん大行
進』、『野いちご』、『史
上最大の作戦』、『世界残
酷物語』。

昭和37年

12

『ベン・ケーシー』、『コ
ンバット』、『隠密剣
士』、『判決』、『てなも
んや三度笠』、『あしたの
風』。白黒テレビ普及率
79.4%。日本のテレビ受信
契約者1,000万人突破。

『可愛いベイビー』、『い
つでも夢を』、『遠くへ行
きたい』、『下町の太
陽』、『ハイそれまで
よ』。

『忍びの者』、『非の
器』、『黒の試走車』、
『砂の女』、『いやいやえ
ん』、『日本百科大事
典』、『徳川家康』、『手
相術』、『愛と死のかた
み』、松谷みよ子『竜の子
太郎』国際アンデルセン賞
入賞。

『レジャー』、『プライバ
シー』、『わかっちゃいる
けどやめられない』、『六
本木族』、『地球は青かっ
た』、『アンネの日』、
『不快指数』、『申し訳な
い』。

スキー客100万人突破し登
山者224万人にのぼりレジ
ャーブーム、『プラレー
ル』、『シームレス・スト
ッキング流行』、少年少女
の睡眠薬遊び流行。

日紡貝塚女子バレーボール
チームがヨーロッパ遠征し
24戦無敗で『東洋の魔
女』といわれる。大鵬・柏
戸が横綱に昇進し柏鵬時代
の開幕。

森永乳業『クリープ』発
売。コーヒーに続きコーヒ
ーミルクのインスタント
化。『コカ・コーラ』輸入
自由化。アメリカナイズの
象徴の輸入自由化は意外と
遅かった。呉羽化学『クレ
ラップ』、旭化成『サラン
ラップ』発売。一人一日あ
たりの米消費量363.6g(厚
生省『国民栄養調査』によ
る)で戦後最高。以後減少
の一途。エンゼルパイ、マ
ーブルチョコレート。

『人づくり』、『無責任時 『ツイスト』流行。歩行人 第15回世界体操選手権男
紙パック入り牛乳登場。
代』、『ハイそれまで
形。
子団体初優勝。堀江謙一が 『コカ・コーラ』全国発
よ』、『吹けば飛ぶよ
小型ヨットで日本初の太平 売。「スカッとさわやか」
な』、『総会屋』、『青田
洋横断に成功。ファイティ のキャッチフレーズ。大正
刈り』、『現代っ子』、
ング原田フライ級世界チャ 製薬『リポビタンD』発
『教育ママ』。
ンピオン。モスクワの世界 売。CMには巨人の王選
バレーボール選手権大会日 手。山印信州味噌、フリー
本女子チーム完全優勝。
ズドライを食品に応用。即
席味噌汁発売。東海漬け物
『きゅうりのキューちゃ
ん』発売。配給米の値上げ
に伴い特選米が出現。明治
製菓アーモンドチョコレー
ト。

1960

1961

1962

カテゴリー

西暦

冠

和暦

冠

婚

婚

結婚した著名人

全互協・互助会関係

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連
経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

ローマ･カトリック教会第2
回バチカン公会議で罪の赦し
より復活に預かると儀礼の見
直し、火葬禁止の撤廃決ま
る。司祭の葬儀の色は黒から
白へ、1969年新ローマ儀式
書。圭室諦成著の『葬式仏
教』。
政府主催の戦没者追悼式が日
比谷公会堂で行われる。

ジョン・F・ケネディ 、小津
安二郎、力道山、酒井田柿右
衛門 (十二代目)、山崎久夫、
井上貞治郎。

京都市冠婚葬祭互助センター
『玉姫殿』開業。全国の互助
会が本格的に冠婚マーケット
に進出。
新生活運動協会運営の当面の
方針に関する答申がだされ、
新生活運動の復活する。この
運動に連動した冠婚葬祭互助
会も多い。

閣議が観光渡航自由化を了
承。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

『日本の岩窟王』吉田石松に 経済協力開発機構(OECD)、 国家公務員/17,100円。
名古屋高裁が無罪判決。
日本加盟を了承。偽札対応で
新千円札発行。

教育

株価(日経平均終値):最高値
1,659,521人出生。
1,634円、最安値1,200円。
プリッツ50円、ラーメン55
円、砂糖(1kg)167円、レギュ
ラーガソリン(1ℓ)167円、レ
ギュラーガソリン(1ℓ)47
円、360円/ドル、690円/金
1kg。

会

戦争・事件

出来事

吉展ちゃん誘拐殺人事件。政
府主催の第1回全国戦没者追
悼開催。東京の地下鉄で時限
爆弾が爆発(草加次郎事件)。
プロレスラー力道山が暴漢に
刺される。埼玉で女子高生の
遺体発見(狭山事件)。

関西電力の黒部川第4発電所
(黒四ダム)完成。最高裁で松
川事件の被告全員が無罪判
決。茨城県東海村の原研で初
の原子力発電に成功。

昭和38年

西暦

1963

この頃からJA(農協)が葬祭事 ダグラス・マッカーサー 、
日本冠婚葬祭新生活推進連合
業に取り組むところが出てく 三好達治、八波むと志、河合 会（日冠連）結成。
る。
逸治、ジークフリード・エド
ストレーム、堤康次郎、石山
賢吉、ハーバート・フーバー
。

佐藤栄作内閣成立（11月
佐藤栄作首相が沖縄返還に尽 日本がOECDに加盟し本格的 国家公務員/19,100円。
〜）。日本人の海外観光渡航 力。
開放経済体制に。三菱系3社
自由化したが年1度所持金制
の合併で三菱重工業が発足。
限付き。公明党結成。

株価(日経平均終値):最高値
1,716,761人出生。
1,369円、最安値1,202円。
航空運賃東京-大阪7,000円、
360円/ドル、690円/金1kg、
ビール・酒類が25年ぶりに
自由価格に。

全国で5人殺害の連続殺人犯
の西口彰逮捕。富士航空機が
大分空港で着陸失敗、20人
死亡。東京の町田市の商店街
に米軍機墜落、4人死亡。俳
優の高島忠夫の長男が家政婦
に殺害される。

東京、異常気象で1日15時間
断水。東京の西洋美術館でミ
ロのビーナス公開。シンザン
史上2 頭目の三冠馬。

昭和39年

1964

披露宴出席者割合(朝日新
長島茂雄・西村亜希子。
聞)19人以下5%、20〜29人
13%、30〜39人33%、40〜
49人19%、50〜59人18%、
60人以上12%。日本初のブ
ライダルファッションショー
(桂由美)開催。三福会館
9,322組を記録。

1965

亡くなった著名人

互助会・業界動向

政治的動向

東京の紀尾井町でホテルニュ
ーオータニ開業。『桂由美ブ
ライダルサロン』開業。

1964

葬 祭

祭

業界動向、競争環境、関連業界

東京ヒルトンホテル開業。東 高島忠夫・寿実花代。
京厚生年金会館4,052組を記
録。

1963

葬

この頃から通夜への一般会葬
者が増える傾向が始まる。こ
の頃の通夜は２，３時間など
長時間の弔問を受け付けてお
り、故人の寄り添うという慣
習がのこされていた。市川団
十郎の場合には、５時間設定
されていた。
一部地域で民間斎場が誕生。
これより毎年、全国戦没者追
悼式が日本武道館で開催され
るようになる。

ナット・キング・コール、江
戸川乱歩、谷崎潤一郎、山田
耕筰、マルコムＸ・岡野喜太
郎、池田勇人、市川 團十郎
(十一代目) 。

東京地検が吹原産業の融資事 山陽特殊鋼が戦後最大となる 国家公務員/19,610円。
件で社長逮捕。政界の黒い霧 負債500億円で倒産。政府が
といわれた。
不況対策で戦後初の『赤字国
債』発行決定。

昭和40年

株価(日経平均終値);最高値
1,417円、最安値1,020円。
ビール(大瓶)120円、100円/
オロナミンC、ガス代(基本料
金)266円、航空運賃東京-大
阪6,800円、360円/ドル、
690円/金1kg。

1,823,697人出生。家永三
郎、教科書検定は違憲と提
訴。中学卒の高校進学率、全
国平均70%を超える。

吉展ちゃん事件の容疑者の男
逮捕。東京の渋谷で少年がラ
イフル乱射、警官1人死亡。
第2次印パ戦争が勃発。中国
で文化大革命始まる。ベ平連
初のデモ。

原水爆禁止国民会議(原水禁)
結成。富士山レーダー観測開
始。礼宮文仁様ご誕生。イリ
オモテヤマネコ発見。国鉄が
『緑の窓口』開設。大阪国際
空港で深夜のジェット機発着
禁止。

1965

13

カテゴリー

西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能
小倉・門司・戸畑・若松・
八幡の5市合併で北九州市
誕生。大阪駅前に日本初の
歩道橋。

1963

1964

1965

熊本大学水俣病研究班が新
日本窒素内の沈殿物から有
機水銀を検出し病因は工場
排水と発表。

インフラ・地形
技術の進歩

トピック
北陸地方で豪雪、死者不明
231人。(三八豪雪)。国鉄
鶴見線で列車が多重衝突、
161人死亡。三井三池炭鉱
で炭塵爆発、458人死亡。
北アルプスで大学生が遭難
し13人死亡。

ケネディ大統領ダラスで暗
殺される。海外渡航者数
186,431人。仏独がエリゼ
条約で対立に終止符。初の
女性宇宙飛行士のソ連のテ
レシコワが宇宙飛行。米英
ソが部分的核実験禁止条約
に調印、仏中不参加。坂本
九『上を向いて歩こう』
(sukiyaki)米チャートで連
続1位になる。

術

人口動態

演出機器

人口・婚姻数
・死亡者数
人口統計

社

シネマ

テレビ、ラジオ

会

・

ヒットソング

本

『高校三年生』、『東京五
輪音頭』、『こんにちは赤
ちゃん」、『浪曲子守
歌』、『男船』、『美しい
十代』、『見上げてごらん
夜の星を』。

『週刊少女フレンド』、
『週刊少女マーガレット』
など少女雑誌の週刊化相次
ぐ。『優雅な生活』、『竜
馬が行く』、『愛と死をみ
つめて』、『時間の習
俗』、『危ない会社』、
『物の見方考え方』。

トレンド

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

横綱大鵬が史上初の6場所
連続優勝。田中聡子が
200m背泳で世界新。海老
原博幸がボクシング世界王
者。寺沢徹、別府毎日マラ
ソンで2時間15分15秒の世
界記録。

サントリー『サントリービ
ール』発売でビール市場進
出。社名を寿屋からサント
リーに。梅酒など果実酒
12種の自家製造が自由
化。日清食品、即席焼きそ
ば発売。静岡県、浜名湖で
蛎のいかだ式養殖が、山口
県ではあわびの養殖がスタ
ート、養殖への関心高ま
る。宮城県農業試験場が水
稲新品種『ササニシキ』
を、愛知県農業試験場が同
じく『日本晴』を開発。穴
のあいたボードにフックを
かけて台所用品を吊るすパ
ンチングボードが登場。た
こ焼きが大阪から東京に進
出。ナボナ、日清焼そば、
ケロッグコーンフレーク。

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事
日本初の高速道路・内心高
速道路(栗東-尼崎)開通。自
動販売機が普及し始める。
家庭用プロパンガス急速に
普及、台所革命。

人口96,156,000人、婚姻
届937,516件、離婚件数
69,996件、死亡者数
670,770人。

『天国と地獄』、『武士道
残酷物語』、『五番町夕霧
楼』、『太平洋ひとりぼっ
ち』、『にっぽん昆虫
記』、『アラビアのロレン
ス』、『007は殺しの番
号』、『大脱走』、『奇跡
の人』、『地下室のメロデ
ィー』、『渚にて』。

『あかつき』、『花の生
涯』、『ロンパールー
ム』、『底抜け脱線ゲー
ム』。初の国産テレビ長編
アニメ『鉄腕アトム』、
『鉄人28号』、『夫婦善
哉』。白黒テレビ普及率
88.7%。日米で初のテレビ
宇宙中継成功。

『バカンス』、『番町』、 ボウリングブーム。
『ハッスル』、『カワイコ
ちゃん』、『三ちゃん農
業』、『ガバチョ』、『流
通革命』、『OL』、『カ
ギっ子』、『私はカモ
メ』、『オヨビでない』、
『ガチョーン』、『巨人大
鵬卵焼き』。

昭和38年

昭和39年

東京の新宿に紀伊国屋ホー スモンという奇病が各地に 新潟地震(M7.5)、26人死
海外渡航者数221,309人。
ル開場。
発生。中国が初の原爆実験 亡。東京の品川の倉庫で火 ライシャワー米駐大使が日
成功。
災、消防職員19人死亡。
本人少年に刺され負傷。米
潜水艦シードラゴン佐世保
入港でデモ隊衝突。パレス
チナ解放機構(PLO)設立。
南アでネルソン・マンデラ
終身刑で収監。8月にトン
キン湾できたべとなむ軍の
哨戒艇がアメリカ海軍の駆
逐艦に2発の魚雷を発射し
たトンキン湾事件を契機に
米国、ベトナム戦争に介入
し、北爆を開始。

東海道新幹線(東京-新大阪
間)開業。太平洋海底ケー
ブル完成、日米首脳が初通
話。東京モノレール(浜松
町-町田間)開業。富士スバ
ルライン開通。

佐藤首相、首相として戦後
初の沖縄訪問。朝永振一郎
がノーベル賞物理学賞受
賞。ひざ上10cmのミニス
カート発売。ソ連の宇宙飛
行士、人類初の宇宙遊泳。

日本航空、JALパックの募
集を開始。ハワイ9日間
378,000円。ヨーロッパ16
日間675,000円など7コー
ス。初の国産旅客機YS-11
が就航。名神高速道路が全
線開通。

サリドマイド禍の28家
族、国と製薬会社相手取り
損害賠償請求の集団訴訟を
起こす。東京に初のスモッ
グ警報発令。

福岡の山野炭鉱ガス爆発、
237人死亡。台風でマリア
ナ海域の漁船7隻遭難、死
者不明209人。北炭、夕張
鋼業所でガス爆発、61人
死亡。

ベトナム戦争激化(北爆)開
始。中国で文化大革命。日
韓基本条約、有償2億ドル
と無償3億ドルの経済協力
を約束。海外渡航者数
265,683人。日本が国連安
保理の非常任理事国に当
選。

西暦

人口97,182,000人、婚姻
届963,130件、離婚件数
72,306件、死亡者数
673,067人。

人口98,275,000人、婚姻
届954,852件、婚姻件数
720,275件、離婚件数
77,195件、死亡者数
700,438人。

『越後つついし親不知』、
『赤い殺意』、『愛と死を
見つめて』、『砂の女』、
『突如炎のごとく』、『ア
メリカ・アメリカ』、『マ
イ・フェア・レディ』、
『シャイアン』、『シェル
ブールの雨傘』。

『証人の椅子』、『日本列
島』、『赤ひげ』、『飢餓
海峡』、『東京オリンピッ
ク』、『にっぽん泥棒物
語』、警視庁が武智鉄二監
督『黒い雪』をわいせつ罪
容疑でフィルム押収。『野
望の系列』、『007/ゴール
ドフィンガー』、『サウン
ド・オブ・ミュージッ
ク』、『コレクター』。

昭和40年

『うず潮』、『ひょっこり
ひょうたん島』、『七人の
孫』、『木島則夫モーニン
グショー』、『赤穂浪士、
ただいま11人』、『題名
のない音楽会』、『忍者部
隊月光』、『お天気ママさ
ん』。白黒テレビ普及率
87.8%。

『たまゆら』、『太閤
記』、『スタジオ102』、
『11PM』、『ザ・ガード
マン』、『オバケのQ太
郎』、『サザエさん（実
写）』、『奥様スタジ
オ』、『青春とはなん
だ』、『ジャングル大
帝』。白黒テレビ普及率
90.0%。

『御座敷小唄』、『アンコ
椿は恋の花』、『涙を抱い
た渡り鳥』、『愛と死を見
つめて』、坂本九全米で
「スキヤキ」ソングとして
全米ヒット『上を向いて歩
こう』、『幸せなら手をた
たこう』、『ウナセラディ
東京』、『あゝ上野駅』。

『柔』、『愛して愛してあ
いちゃったのよ』、『函館
の女』、『涙の連絡船』、
『網走番外地』、『さよな
らはダンスの後に』、『兄
弟仁義』、『新聞少年』。

週刊誌『平凡パンチ』創
刊、『楡家の人びと』、
『秀吉と利休』、『おかあ
さん』、『若きいのちの日
記』、『おれについてこ
い』、『月刊漫画ガロ』創
刊。

『ベトナム戦闘機』、『氷
点』、『なせば成る』、
『わが愛を星に祈りて』、
『3分間スピーチ』、『妻
の日の愛のかたみに』。

『根性』、『おれについて
こい』、『ウルトラC』、
『トップレス』、『金の
卵』、『コンパニオン』、
『やせたソクラテス』。

28種類の特殊切手が発行
され切手ブームに。ロング
スカートに大きな紙袋のハ
イティーンが銀座みゆき通
りに出現、初夏に現れ、冬
には消えるが『みゆき族』
と呼ばれる。

『アイビー族』、エレキギ
ターブーム、『モンキーダ
ンス』が流行、中年男はマ
ジメ人間、女性はパンスト
とスラックス。『スーパー
ボール』、『ツイスタ
ー』。

東京オリンピック開催、女
子バレーボール『東洋の魔
女』金メダル、王貞治シー
ズン55号日本新。日本武
道館が開館。村上雅則が日
本人初の大リーガーにな
る。

巨人V9スタート『ON時
代』。Jリーグの前身『日
本サッカーリーグ』開幕。
プロ野球で第1回ドラフト
会議開催。

カルビー製菓(現カルビー)
『かっぱえびせん』発売。
(130g、50円)にんべん
『つゆの素』発売。アサヒ
ビール、『アサヒスタイニ
ー』発売。理研ビタミン
『塩造わかめ』発売。包装
ワカメの始まり。
森永製菓『サンキストレモ
ン』発売。大関酒造『ワン
カップ大関』発最初のカッ
プ詰め日本酒。サントリー
大阪クラブでボトルキープ
登場。電子レンジが登場。
ネクター。

1963

1964

サッポロビール、プルトッ
プ式の『サッポロストライ
ク』を発売。大塚製薬『オ
ロナミンC』発売。ニッカ
ウヰスキー『ブラックニッ
カ』(1,000円)発売。東京
コカ・コーラ、缶入りコー
ラを発売。蔵庫普及率
50％を超える。ジューC。

1965
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西暦

冠

和暦

冠

婚

1968

葬 祭

祭

亡くなった著名人

互助会・業界動向

全互協・互助会関係

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連

政治的動向

経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

萬屋錦之介・淡路恵子、緒方
拳・高倉典江。

ウォルト・ディズニー、バス
ター・キートン、西村新八
郎、黒田善太郎。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

相次ぐ不祥事受け衆議院解散 祝日法改正で建国記念の日・ 赤字国債発行し第1回700億 国家公務員/23,300円。
(黒い霧解散)。
敬老の日・体育の日制定。古 円。封書15円・はがき7円な
都における歴史的風土の保全 ど郵便料金上がる。
に関する特別措置法(古都保
存法)公布。三島由紀夫『宴
のあと』裁判で和解成立。

教育

会

戦争・事件

出来事

1966

吉田茂元首相死去、戦後初の 山本周五郎、壷井栄、新村
国葬挙行。戦後唯一の国葬
出、オーティス・レディン
で、無宗教式で行われた。こ グ。
れが生花祭壇の最初といわれ
る。最初のホスピスのシシリ
ー・ソンダース『セント・ク
リストファー・ホスピス』
(ロサンジェルス)開設。

衆院選で自民勝利も得票率
四日市ぜんそく患者提訴し日 『国民生活白書』は国民の9 国家公務員/25,200円。
50%切り多党化時代へ。東京 本初の大気汚染訴訟。
割が中流意識持つと。共産党
都知事選で美濃部亮吉が当選
美濃部東京都知事誕生。
し革新知事ブーム。

株価(日経平均終値):最高値
1,935,647人出生。
1,506円、最安値1,250円。
山手線初乗り運賃20円、東
京-大阪間運賃1,170円、航空
運賃東京-大阪6,800円、360
円/ドル、690円/金1kg。

佐藤首相、衆院予算委員会で 初の建国記念日。東京で都電
『非核三原則』言明。中国が 銀座線など計9系統廃線。吉
初の水爆実験実施。
田茂死去し戦後初の国葬。

昭和42年

昭和43年

西暦

株価(日経平均終値):最高値
丙午で出産数、前年比25%減 成田市の三里塚闘争。青森県 米原子力潜水艦、横須賀港初
1,588円、最安値1,354円。
の1,360,974人出生。
三沢市で大火があり約500世 入港。戦後最大規模の私鉄大
即席めん30円、山手線初乗
帯被災、水上温泉のホテルで 手10社がスト、1,300万人に
り運賃20円、東京-大阪間運
出火し30人死亡。早大学生
影響。『ビートルズ』来日、
賃1,170円、航空運賃東京-大
が授業料値上げ反対で無期限 3日間日本武道館公演。東京
阪6,800円、360円/ドル、
スト突入し大学本部を占拠籠 都千代田区に国立劇場が開
690円/金1kg。
城。
場。全日空機が松山沖に墜
落、50人全員死亡。

昭和41年

麻布グリーン会館開業(94年
から赤字続きで2000年廃
業)。(株)結婚式相談センター
開業。(手数料:飲料の5%〜
10%)。

1967

結婚した著名人

葬

業界動向、競争環境、関連業界

(株)観光経営センター(TMC)
第1回結婚式経営研究会開
催。

1966

婚

1967

第二次世界大戦以降の高度経
済成長期までは、専ら日本国
内の近場の旅行が多かった。
東京都民が熱海の温泉宿で2
泊3日程度の旅行。1967年〜
1972年には、宮崎県への新
婚旅行客向けに、大阪〜宮崎
間に臨時急行列車『ことぶ
き』号が運行された。
日本初のブライダルフ
ァッション専門書『ブライダ
ルブック』発刊。(株)結婚式
場協議会開業(手数料:定額)結
婚式場相談センター、都内百
貨店に窓口カウンター。明治
記念会館5,626組を記録。東
京農林年金会館開業(後に虎
ノ門パストラル)、最初のキ
リスト教総合結婚式場の青学
会館開業。

稲田務・太田典礼『葬式無用 円谷幸吉、藤田嗣治、ヘレ
全日本新生活互助連盟（全新
論』(内容的には現在の無宗 ン・ケラー、佐武林蔵、ユー 連）結成。
教家族葬的なものの提唱)。 リ・ガガーリン、マーティ
ン・ルーサー・キング Jr.、
万城目正。

参院選でタレント議員が大量
当選し石原慎太郎がトップ当
選。

国税庁が日大で20億円の使
途不明金指摘(日大紛争)。

大卒初任給/30,600(現在換算 株価(日経平均終値);最高値
137,670)、国家公務員/
1,851、最安値1,266円。カ
25,302円。
ラーテレビ(13型)、12万円、
山手線初乗り運賃20円、東
京-大阪間運賃1,730円、航空
運賃東京-大阪6,800円、360
円/ドル、690円/金1kg。た
ばこ値上げでハイライト80
円、ガソリン(1ℓ)55円。

大河内一男東大総長、学内紛
争の責任を取って辞任。東
大、東京教育大学、昭和44
年の入試中止を決定。
1,871,839人出生。

東大・日大や全共闘結成。学
生運動の市民化。東大安田講
堂占拠、東大医学部で無期限
スト、東大紛争始まる。金嬉
老事件。12月に白バイ警察
に変装した男による3億円事
件発生(1975年に時効成
立 )。

米原子力空母エンタープライ
ズの佐世保入港でデモ激化。
東京千代田区に日本初の超高
層ビル霞が関ビル完成。パン
ティストッキング登場。明治
100年記念式典。

1968
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西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能
四年制大学の学生数が100
万人を突破。福島のいわき
市に常磐ハワイアンセンタ
ー開業。サルトル、ボーボ
ワール来日。

1966

演出機器

技術の進歩

全日空機が羽田沖に墜落、
133人全員死亡。カナダ航
空機が羽田空港で着陸失
敗、64人死亡。BOAC樹が
富士山上空で空中分解、
124人死亡。台風24、26号
上陸で全国に被害、死者不
明317人。

北朝鮮の漁船『平新艇』乗
組員4人が日本に亡命。海
外渡航者数341,358人。ソ
連の無人月探査機『ルナ9
号』が初の月面軟着陸成
功。南ベトナム各地で反政
府デモ激化。中国で文革が
本格化(紅衛兵の活動激
化)。

人口・婚姻数
・死亡者数
人口統計

社

シネマ

テレビ、ラジオ

会

・

ヒットソング

本

『星影のワルツ』、『君と
いつまでも』、『骨まで愛
して』、『夢は夜開く』、
『霧氷』、『困っちゃう
な』、『星のフラメン
コ』、『悲しい酒』、『思
い出の渚』、『今日の日は
さようなら』、マイク真木
の『バラが咲いた』がヒッ
ト、フォークブームのきっ
かけになった。

『黒い雨』、『沈黙』、
『山本五十六』、『人間へ
の復帰』、『ヘンな本』、
『海軍主計大尉小泉信
吉』、『私をささえた一
言』、『巨人の星』(週刊
少年マガジン)連載開始、
『週刊プレイボーイ』創
刊。『死』。

トレンド

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事
海外観光渡航の回数制限が 新三種の神器、カラーテレ 人口99,036,000人、婚姻
撤廃。新東京国際空港の建 ビ、カー、クーラーの3C
届940,120件、離婚件数
設地に千葉県成田市が決
時代に。
79,432件、死亡者数
定。
670,342人。日本人の総人
口が1億人を突破(法務省住
民登録集計による)。

『人類学入門』、『他人の
顔』、『白い巨塔』、『紀
ノ川』、『湖の琴』、『天
地創造』、『バルジ大作
戦』、『野生のエルザ』、
『市民ケーン』、『戦争と
平和』、『男と女』。

『おはなはん』、『サンダ
ーバード』、『笑点』、
『ウルトラマン』、『銭形
平次』、『若者たち』、
『ふるさと歌まつり』、
『ヤング720』、『氷
点』、ウルトラシリーズ開
始『ウルトラQ』、『魔法
使いサリー』、『おそ松く
ん』。白黒テレビ普及率
94.1%。カラーテレビ普及
率0.3%。

『黒い霧』、『びっくらこ 『おはなはん』視聴率50% 巨人V9『ON時代』。ボス 東京で福島産の低温キュウ
いたなもう』、『ボカァし の大ヒット、ミニスカート トンマラソンで君原健二が リ発売。コールドチェーン
あわせだなあ』、『ケロヨ 膝上10センチが流行。
優勝。札幌が1972年冬季 実験第1号。キッコーマ
ーン』、『ダヨーン』、
五輪の開催地に選ばれる。 ン、薄口しょうゆを発売。
『交通戦争』、『ゴマすり
女子バレーのニチボー貝塚 豊年リーバ(現日本リーバ)
大衆団交』、『核のカ
の連勝記録258でストッ
『ラーマ』発売。フッ素加
サ』、『3C』、『三食昼
プ。
工の鍋、フライパン登場。
寝付き』。
早川電気(現シャープ)家庭
用電子レンジを発売。柿の
種、サッポロ一番、ポッキ
ー。

昭和41年

1966

海外渡航者数427,829人。 日本航空が世界一周線運航 国内のカラーテレビ普及台
ソ連の金星(ベネラ)4号が
開始。阪急北千里駅で日本 数100万台を突破。
金星に軟着陸成功。第3次 初の自動改札機設置。
中東戦争でイスラエル圧勝
し占領地拡大。欧州共同体
(EU)発足。東南アジア諸国
連合(ASEAN)結成。英国
14.3%のポンド切り下げ
(ポンド危機)。

人口100,196,000人、婚姻
届953,096件、離婚件数
73,478件、死亡者数
675,006人。

『日本春歌考』、『上意討
ち』、『人間蒸発』、『日
本のいちばん長い日』、
『夜の大捜査網』、『乱れ
雲』、『華岡青洲の妻』、
『夕陽のガンマン』、『ア
ルジェの戦い』、『昼
顔』。

昭和42年

全学連の学生らが新宿駅に
放火(新宿騒乱)。第9次越
冬隊、日本人初の南極点到
達。

1968

人口動態

トピック

東京新宿に「フーテン族」 水俣病、公害対策基本法案 国鉄新宿駅で米軍用燃料搭
が出没。
成立。岡山大教授ら、イタ 載の貨物列車が脱線炎上。
イイタイ病の原因を鉱毒と 新潟・山形で集中豪雨(羽
発表。四日市ぜんそく患者 越豪雨)、死者不明138人。
9人、石油コンビナート6
第1次羽田事件(首相の東南
社に慰謝料請求訴訟。日本 アジア訪問阻止で学生暴徒
血液銀行協会が売血の全廃 化)、第2次羽田事件。
決定。南アで世界初のヒト
からヒトへの心臓移植。

1967

インフラ・地形

術

札幌医大で日本初の心臓移
植、患者は82日後に死
亡。厚生省、イタイイタイ
病の主因を三井金属神岡工
業所のカドミウムと断定、
公害病と正式認定。厚生
省、大量のヒ素が検出され
たカネミ製油の販売禁止。
富山でイタイイタイ病患者
28人提訴。

十勝沖地震(M7.9)、北海道
南部などで52人死亡。岐
阜県で観光バス2台が飛騨
川転落104名死亡。兵庫県
有馬温泉の旅館で火災、
30人死亡。

海外渡航者数541,716人。
小笠原諸島が日本復帰、東
京都に所属。ベトナム戦争
で解放勢力が大攻勢。マー
ティン・ルーサー・キング
暗殺。チェコで自由化求め
る(プラハの春)。フランス
で1,000万人規模のゼネス
ト。米国が北爆一時停止し
和平協議へ。米大統領選挙
でニクソンが当選。

3ケタから5ケタの郵便番
電信電話公社、ポケットベ 人口101,331,000人、婚姻
号制度実施。カラーテレビ ル営業開始。
届956,312件、離婚件数
(13型)12万円、白黒テレビ
87,327件、死亡者数
(19型)67,700円。全国の加
686,555人。
入電話1,000万を突破、世
界第二位となる。

『神々の深き欲望』、『肉
弾』、『絞死刑』、『黒部
の太陽』、『コント55号
世紀の大弱点』、『初恋・
地獄篇』、『俺たちに明日
はない』、『ロミオとジュ
リエット』、『2001年宇
宙の旅』、『卒業』、『ベ
トナムから遠く離れて』、
『猿の惑星』日本公開。

昭和43年

16

テレビ受信契約数2,000万
を突破、普及率83.1%。
『旅路』、『スパイ大作
戦』、『白い巨塔』、『コ
メットさん』、『ザ・モン
キーズ』、『ジャイアン
ト・ロボ』、『黄金バッ
ト』、『パーマン』、『マ
ッハGoGoGo』。白黒テレ
ビ普及率96.2%。カラーテ
レビ普及率1.6%。現在も
続く長寿番組ラジオ・オー
ルナイトニッポン放送開
始。

『小指の思い出』、『帰っ
てきたヨッパライ』、『世
界は二人のために』、『命
かれても風が泣いてい
る』、『夜霧よ今夜もあり
がとう』、『この広い野原
いっぱい』、『世界の国か
らこんにちは』。ジャッキ
ー吉川とブルーコメッツの
ブルー・シャトーが大ヒッ
ト、空前のグループサウン
ズ(GS)ブーム。

『あしたこそ』、『3時の
あなた』、『キャプテン・
スカーレット』、『竜馬が
行く』、『ゲゲゲの鬼太
郎』、『巨人の星』、『サ
イボーグ009』、『肝っ玉
母さん』、『キイハンタ
ー』。白黒テレビ普及率
96.4%。カラーテレビ普及
率5.4%。

『星影のワルツ』、『恋の
季節』、『天使の誘惑』、
『好きになった人』、『小
さなスナック』、『花の首
飾り』、『亜麻色の髪の乙
女』、『エメラルドの伝
説』、『伊勢佐木町ブルー
ス』、『グッドナイト・ベ
イビー』、『ゆうべの秘
密』、『ブルー・ライト横
浜』、『365歩のマー
チ』、『小さな日記、悲し
くてやりきれない』、『自
衛隊に入ろう』、『山谷ブ
ルース』、『イムジン
河』。

『頭の体操』、『華岡青洲
の妻』、『英単語記憶
術』、『姓名判断』、『ま
ぼろしの邪馬台国』、『火
の鳥』を『COM』で連載
開始。週刊少年マガジンで
『あしたのジョー』連載開
始。

川端康成ノーベル文学賞受
賞。『週刊少年ジャンプ』
創刊、『三匹の蟹』、『年
の残り』、『どくとるマン
ボウ青春期』、『愛』。

『対話』、『ボイン』、
『ヤマトダマシイ』、『ヒ
ッピー』、『アングラ』、
『蒸発』。

『明治百年』、『昭和元
禄』、『とめてくれるなお
っかさん』、『ハレン
チ』、『ゲバ』、『サイ
ケ』、『ノンポリ』、『大
きいことはいいことだ』。

『ツイッギー』カット、
『リカちゃん人形』、『ボ
イン』、ミニスカートの使
者『ツイッギー』来日で女
性の流行はミニスカート。
怪獣ブーム。

人生ゲーム、少年のシンナ
ー遊びが激増。グループサ
ウンズブーム、アメリカで
は反戦思想として日本では
ファッション『ヒッピー
族』流行。

巨人V9『ON時代』。高見
山が外国人初の関取。今井
通子と若山美子が女性初の
マッターホルン北壁登頂。

巨人V9『ON時代』、メキ
シコ五輪が開幕、サッカー
で釜本邦茂ら擁する日本代
表が銅。

果汁なしレモン飲料、乳脂
肪分の少ない乳製品など
『うそつき食品』が問題
化。厚生省、赤色4号など
7種類の食用色素の使用禁
止。幼児、小児用食品など
に対してズルチンの使用禁
止。立ち食いソバ屋人気。
スタンド式飲食店広まる。
ミツカン『フレンチ』発
売。ドレッシングブームの
引き金に。サントリー『純
生』発売。初の全国発売瓶
詰め生ビール。大阪の縁日
でフレンチドッグ初登場。

大塚食品『ボンカレー』発
売。初のレトルト食品。子
どもの人気メニューが卵焼
き。『ヤクルト』ワンウェ
ー容器登場。厚生省、牛乳
乳製品の製造年月日表示を
義務付け。マーガリンの世
帯当たりの年間消費量がバ
ターを大幅に上回る。
サラリーマンの昼食代は月
平均3,600円。国民生活研
究所調べ。水稲作付け面積
が317,100haで史上最高。
在庫が300万トン、米余り
の兆し。高松市の丸十物産
が冷凍ライスを開発、チキ
ンライス、釜飯、白米など
6種を商品化。明治製菓
『カールチーズ『カールチ
キンスープ』発売。スナッ
ク菓子の時代開幕。出前一
丁、サッポロ一番みそラー
メンなど発売。カネミ倉庫
の米ぬか油でPCB中毒発
生。カール、シャービック
（ハウス食品）。

1967

1968

カテゴリー

西暦

冠

和暦

冠

婚

婚

結婚した著名人

葬

葬 祭

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連
経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

成瀬巳喜男、ブライアン・ジ 冠婚葬祭互助会設立数40、
ョーンズ、市川雷蔵、ドワイ 年間設立の最高数値。
ト・アイゼンハワー、ホー・
チ・ミン、正力松太郎。

衆議院で自民党が288議席獲
得して圧勝。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

教育

会

戦争・事件

出来事

1969

昭和45年

昭和46年

西暦

大学初任給/34,100(現在換算 株価(日経平均終値):最高値
1,889,815人出生。女子高生 大学闘争のシンボル東大安田 紀宮清子さまご誕生。国産車
138,641)、国家公務員/
2,358円、最安値1,733円。
の高校進学率、男子を追い抜 講堂陥落、逮捕者374人、入 19車種、47万台で欠陥が発
27,906円。
もりそば80円、砂糖
く。
試は中止に。高校の卒業式の 覚。日本初の原子力船『む
(1kg)130円、豆腐30円、セ
混乱21都道府県56校に及
つ』が進水式。新宿駅西口地
ブンスター100円、山手線初
ぶ。連続ピストル射殺事件の 下広場の反戦フォーク集会で
乗り運賃30円、東京-大阪間
容疑者永山則夫逮捕。正寿ち 機動隊導入。国際反戦デーで
運賃2,230円、航空運賃東京ゃん誘拐殺人事件で19歳少
都内でゲリラ活動多発、
大阪6,800円、360円/ドル、
年逮捕。
1,500人超逮捕。警視庁、大
690円/金1kg。
菩薩峠で赤軍派53人逮捕。

昭和44年

椿山荘・結婚会館誕生。キリ
スト教教会形式の総合結婚式
場・アバコ・ブライダルホー
ル開業。東京新宿に地上47
階の京王プラザホテル開業。
麻布グリーン会館、衣裳内覧
会(ブライダルフェアのはし
り)、ブライダルプロデュース
設立。

1971

全互協・互助会関係

政

政治的動向

ドライアイス演出開始。前橋 加山雄三・松本めぐみ。
『スワン』キャンドルサービ
ス演出この頃開始。カメヤマ
ローソクが結婚式用にハッピ
ーキャンドルを発表。アオイ
スタジオ大阪万博にてパビリ
オンの音響・映像・照明設備
を手掛ける。

1970

亡くなった著名人

互助会・業界動向

業界動向、競争環境、関連業界

全日本ブライダル協会設立、
ブライダルコンサルタント養
成講座開始。(株)結婚式場相
談センター大阪会場。

1969

祭

橋幸夫と緒方凡子結婚、帝国
ホテル孔雀の間、招待客
1,000人。アントニオ猪木・
倍賞美津子、石坂浩二・浅丘
ルリ子。

この頃、キクのラインで象る
生花祭壇が北海道で流行し、
1980年代に九州に伝わる。
この頃から葬儀と告別式を合
わせて1時間という簡略化が
進み、葬儀の途中から焼香を
始める『葬儀・告別式』(葬
儀と告別式が同時併行する方
式)がひろまっていく。初七
日法要を葬儀・告別式当日に
繰り上げて行うことが一般的
になる。都市部では地域共同
体だけではなく会社関係者が
葬式の手伝いに参加するよう
になる。
塩月弥栄子の『冠婚葬祭入
門』が刊行され大ベストセラ
ーとなる。

円谷英二、ジミー・ヘンドリ
ックス、西條八十、沢田教
一、三島由紀夫、ジャニス・
ジョプリン、月形龍之介、ニ
ナ・リッチ。

『いのちの電話』開設。公益
社(大阪)千里会館を建設、西
条・葬儀会館のはしりとな
る。

ココ・シャネル、山下清、横
山エンタツ、平塚らいてう、
左卜全、志賀直哉、玉の海正
洋、金田一京助。

新著作権法成立し著作権を死 公明党大会で公明党と創価学 八幡製鉄と富士製鉄が合併し 大卒初任給/39,900(現在換算 株価(日経平均終値):最高値
1,934,239人出生。
後50年に延長。
会の政教分離の新綱領決定。 日本製鐵(新日鉄)発足。米財 143,568)、国家公務員/
2,534円、最安値1,929円、
務省が日本製テレビにダンピ 31,510円。
大阪万博入場料(大人)800
ングの疑いありとして関税評
円、山手線初乗り運賃30
価差し止め。昭和45年国民
円、東京-大阪間運賃2,230
総生産51兆920億円で西独を
円、航空運賃東京-大阪6,800
抜いて自由圏2位。
円、360円/ドル、690円/金
1kg。

東大紛争、安田講堂占拠、
『よど号』ハイジャック事
件、三島由紀夫割腹事件。大
阪市の地下鉄工事現場でガス
爆発、79人死亡。日米安全
保障条約が自動延長、全国で
デモ77万人参加。瀬戸内シ
ージャック事件で乗っ取り犯
射殺。

東京都銀座・新宿・池袋など
で歩行者天国実施。東大が初
の国産人工衛星『おおすみ』
打ち上げ成功。政府、初の防
衛白書『日本の防衛』発表。
沖縄県ゴザ市(現沖縄市)で住
民5,000人が暴動。

1970

第一回冠婚葬祭互助会ゼミナ
ール。結婚調査センター所長
五百木文二氏と東京新生活互
助会理事長伴和夫氏が全互
連・日冠連・全新連に働きか
けて割賦販売法の問題点と対
応策を検討、「全国の互助会
は統一して、問題について対
処すべきである」ことを確
認。互助会実態調査実施（全
国234互助会 提出数71互助
会
会員数148万9000人、前受
金残高60億円）。三団体の
委員会 全互連・日冠連・全
新連が一致して通産省への窓
口を一本化することを決定。

通産省 互助会の法制化を検
討。通産省 割賦販売審議会
に対し「公正な取引秩序の確
立と消費者利益の増進を図る
方策」を諮問割賦販売審議会
「消費者保護部会」設置。第
一回消費者保護部会開催。行
政管理庁 通産省・大蔵省・
公正取引委員会などの関係当
局へ立法措置を含む「消費者
保護行政の強化、改善等」を
勧告。通産省 割販法改正の
基本方針を割賦販売審議会消
費者保護部会に諮り了承を得
る。通産省 三団体に対して
「改正割販法による互助会に
対する規制（案）」を説明
骨子 ①互助会 許可制とす
る ②供託 前受金の二分の
一とする ③保証機関の設
立。通産省 「改正割販法に
よる互助会に対する規制
（案）」を消費者保護部会に
諮る。

大阪府知事選で社会・共産推 環境庁ができる。
薦の黒田了一当選。参院選で
立川談志が滑り込み当選。名
古屋高裁で津市の神式地鎮祭
主催は信教の自由を侵すと違
憲判決。沖縄返還協定関連４
法案を自民党単独で可決。

ニクソン大統領が金とドルの 大卒初任給/46,400(現在換算 株価(日経平均終値):最高値
交換停止などドル防衛策を発 151,795)、国家公務員/
2,740円、最安値1,981円、
表。ドルショック。欧州為替 41,400円。
山手線初乗り運賃30円、東
市場が混乱回避のため閉鎖。
京-大阪間運賃2,230円、314
各国は変動相場制へ移行。
円/ドル、690円/金1kg。大
蔵省が基準相場1ドル308円
に変更を告示。

2,000,973人出生。第2次ベ
ビーブーム(団塊ジュニア)。

群馬県で女性8人殺害の大久
保清逮捕。東京都新宿でクリ
スマスツリー爆弾が爆発、12
人重軽傷。葉山御用邸、放火
で全焼。

成田空港の第2回強制代執行
で警官3人死亡。天皇皇后両
陛下、欧州7か国を歴訪。大
阪大学と大阪市立大学で入試
問題密売発覚。

1971

17

カテゴリー

西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

金沢で航空自衛隊小松基地
所属の戦闘機墜落。天皇陛
下、一般参賀でパチンコ玉
で狙われる。千葉の松戸市
に『すぐやる課』設置。

1969

初の『公害白書』発表。殺 福島県郡山市でホテル火
虫剤DDT製造中止。牛乳
災、31人しべう。
の農薬BHC残留が問題
化、業界BHC製造中止決
定。

アメリカのアポロ11号が
人類初の月面着陸。海外渡
航者数712,080人。佐藤首
相が訪米、3年後の沖縄返
還合意。中ソ、国境の珍宝
島で武力衝突。南ベトナム
共和国臨時革命政府が樹
立。米でウッドストック・
フェスティバル開催。米軍
のヒンミ村虐殺が発覚。

演出機器

技術の進歩

人口・婚姻数
・死亡者数
人口統計

社

シネマ

初の郊外メーデー実施。全 核拡散防止条約が発効、
国的な公害問題を受けて臨 97か国が参加。東パキスタ
時国会で公害14法成立。
ンでサイクロン被害。
厚生省、スモン病の原因と
してキノホルム使用禁止。
東京・杉並で光化学スモッ
グによる被害40人。

海外渡航者数936,205人。
カンボジアクーデターで米
が侵攻。アラブ連合大統領
ナセル急死。アラブゲリラ
のハイジャック続発。元仏
大統領ドゴール死去。ビー
トルズ解散。

イタイイタイ病訴訟で原告
勝訴。政府の公害対策本部
を発展させて環境庁発足。
新潟水俣病訴訟で、原告勝
訴。

東亜国内航空の『ばんだい
号』墜落、68人死亡。自
衛隊と全日空機が雫石上空
で衝突162人死亡。川崎市
で崖崩れ再現実験が失敗、
15人死亡。三重野トンネ
ルで近鉄特急が正面衝突、
25人死亡。

テレビ、ラジオ

会

・

トレンド

ヒットソング

本

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

フジテレビ、『サザエさ
ん』放送開始。『秘密のあ
っこちゃん』、『もーれつ
ア太郎』、『アタックNo.
1』、『ムーミン』、『プ
レイガール』、『宇宙大作
戦/スター・トレック』、
『柔道一直線』、『タイガ
ーマスク』、『8時だよ！
全員集合』、『サインは
Ｖ』、『天と地と』。白黒
テレビ普及率94.7%。カラ
ーテレビ普及率13.9%。

『時には母のない子のよう
に』、『白いブランコ』、
『夜明けのスキャット』、
『別れのサンバ』、『真夜
中のギター』、『遠い世界
に』、『港町ブルース』、
『池袋の女』、『恋の奴
隷』、『人形の家』、『フ
ランシーヌの場合』、
『風』、『禁じられた
恋』、『ある日突然』、
『いいじゃないの幸せなら
ば』、『長崎は今日も雨だ
った』、『白い色は恋人の
色』。第1回全日本フォー
クジャンボリー（中津川
市）。ウッドストック・フ
ェスティバル。

『天と地と』、『対話』、
『人間の原点』、『都市の
理論』、『赤頭巾ちゃん気
をつけて』、『死ぬ瞬
間』、『夕刊フジ』創刊。

『あっと驚くタメゴロウ
ー』、『エコノミック・ア
ニマル』、『ニャロメ』、
『オヨビでない』、『ハレ
ンチ』、『オー・モーレ
ツ』、『ゲバ』、『サイ
ケ』、『ノンポリ』、『造
反有理』、『ゲバ棒』、
『はっぱふみふみ』。

『ママレンジ』、『パンタ
ロン』と『マキシスカー
ト』が大流行。ジーンズ定
着。オーモーレツ』が流
行、モーレツ社員、スカー
トはミニに代わってマキシ
に。

巨人V9『ON時代』。夏の
甲子園決勝(松山商業・三
沢)で初の再試合。巨人の
金田が400勝、八百長問題
で西鉄の永易将之が永久追
放(黒い霧事件)。

人工甘味料チクロが使用禁
止。2ドア式冷凍冷蔵庫発
売。水田の休耕、作物転換
に10aあたり35,000円の稲
作転換奨励金決まる。佐藤
栄作首相「うそつき食品の
横行には目に余るものがあ
る」と追放を指示。牛乳の
ＰCB汚染が問題化。DT及
びBHCの製造が中止され
る。にんべん、鰹節の5ｇ
入りフレッシュパックを発
売。翌年から人気爆発。コ
カ・コーラ、年商26億円
をあげて日本1の食品会社
に。米の流通制度に、新た
に『自主流通米』が加わ
る。明治製菓、『アポロチ
ョコレート』発売。UCC
コーヒーミルク入り。

『男はつらいよ フーテン
の寅』、『ブラボー!若大
将』、『家族』、『戦争と
人間』、『どですかで
ん』、『エロス＋惨殺』、
『地の群れ』、『無常』、
『イージー・ライダー』、
『サテリコン』、『明日に
向かって撃て』、
『M★A★S★H』、『テオ
レマ』、『王女メディ
ア』、『地獄に落ちた勇者
ども』、『続 猿の惑
星』。

『細うで繁盛期』、『時間
ですよ』、『あしたのジョ
ー』、『いなかっぺ大
将』、『みなしごハッ
チ』、『おくさまは十八
歳』、『ハレンチ学園』、
『巨人の星』。白黒テレビ
普及率90.2%。カラーテレ
ビ普及率26.3%。

『走れコウタロー』、『知
床旅情』、『黒ネコのタン
ゴ』、『ドリフのズンドコ
節』、『圭子の夢は夜ひら
く』、『女のブルース』、
『今日でお別れ』、『京都
の恋』、『経験』、『白い
蝶のサンバ』、『あなたな
らどうする』、『四つのお
願い』、『私たちの望むも
のは』、『Let It Be』、
『Bridge over Troubled
Water』。第2回全日本フ
ォークジャンボリー（中津
川市）。

塩月弥栄子の『冠婚葬祭入 『ウーマンリブ』、『ハイ 『笑い袋』、『トミカ』、 植村直己と松浦輝夫がエベ
門』が昭和史のページを塗 ジャック』、『スキンシッ 『手芸セット』、『チリ紙 レスト登頂。プロ野球『黒
り替える社会現象を引き起 プ』、『三無主義』。
交換屋』急増、東京・渋谷 い霧事件』で3選手追放。
こし、308万部の大ベスト
で初の『ウーマン・リブ』 ボウリングの中山律子が女
セラーとなる)。『日本万
大会、『SL』ブーム。
子プロ初のパーフェクト。
国博公式ガイドマップ』、
『日本人とユダヤ人』、
『ミスセブンティーン』コ
ンテスト開始。女性雑誌
『anan』創刊。

『婉という女』、『儀
式』、『沈黙』、『緋牡丹
博徒/お命戴きます』、
『書を捨てよ町へ出よ
う』、『わが青春のフロレ
ンス』、『ライアンの
娘』、『ある愛の詩』、
『屋根の上のバイオリン弾
き』、『哀しみのトリスタ
ーナ』、『小さな恋のメロ
ディ』。

『繭子ひとり』、『天皇の
世紀』、『スター誕生』放
送開始。『仮面ライダ
ー』、『ルパン三世』、
『天才バカボン』、『春の
坂道』、『天下御免』、
『俺は男だ！』、『つくし
誰の子』。白黒テレビ普及
率82.3%。カラーテレビ普
及率42.3%。

『戦争を知らない子供た
ち』、『あの素晴らしい愛
をもう一度』、『花嫁』、
『竹田の子守唄』、『翼を
ください』、『恋人もいな
いのに』、『また逢う日ま
で』、『よこはま・たそが
れ』、『わたしの城下
町』、『花嫁』、『おふく
ろさん』、『知床旅情』、
『傷だらけの人生』、『ナ
オミの夢』、『水色の
恋』、『雨の御堂筋』、
『教訓』、゜さらば恋
人』、『Imagine』、
『Layla』。アイドルの元
祖南沙織『17歳』でデビュ
ー。第3回全日本フォーク
ジャンボリー（中津川
市）。

『二十歳の原点』、『婉と
いう女』、『死の島』、
『春の坂道』、『How to
Sex』。女性雑誌
『nonno』創刊、
『anan』とともにアンノ
ン族の呼称生まれる。

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事
住友銀行、新宿支店・梅田 カラーテレビ在庫ゼロ。
支店に日本初のキャッシュ
カードによる自動支払機設
置。東名高速道路全線開
通。新東京国際空港(現成
田国際空港)の建設始ま
る。日本初の原子力船むつ
進水。

人口102,536,000人、婚姻
届984,142件、離婚件数
91,280件、死亡者数
693,787人。

首都圏最後の蒸気機関車
ドライアイス演出開始。
D51さよなら運転。羽田に
日本初ジャンボ『ボーイン
グ747』着陸。国鉄が『デ
ィスカバー・ジャパン』キ
ャンペーン。

人口104,665,000人、婚姻
届1,029,405件、死亡者数
712,962人、婚姻件数
855,360件。団塊の世代の
結婚ブーム(74年まで5年連
続100万組上)。国勢調査
で日本の総人口1億人超が
判明。

昭和45年

日本マクドナルド、1号店
を銀座三越1階に開店。1
個80円で1日の売上は100
万円を記録。日清、カップ
ヌードル発売。

1971

トピック

人口動態

『心中天網島』、『私が棄
てた女』、『橋のない
川』、『男はつらいよ』、
『新宿泥棒日記』、『アポ
ロンの地獄』、『真夜中の
カーボーイ』、『ローズマ
リーの赤ちゃん』、『ブリ
ット』。

昭和44年

日本万国博覧会(3月〜9
月)、大阪千里で開催、77
か国が参加し、6420万人
が入場。政府、日本の呼称
を『ニッポン』と統一。沖
縄で戦後初の国政選挙、衆
院5人参院2人を選出。銀
座や新宿で歩行者天国初実
施。

1970

予測不能

インフラ・地形

術

沖縄米国から返還される。 成田空港建設で第1回強制
中国国連加盟。ソ連が世界 代執行。NHK綜合テレビ
初の宇宙ステーション打ち が全放送のカラー化。
上げ、東パキスタンめぐり
印パ戦争勃発、韓国ソウル
でホテル火災、邦人10人
含む163人死亡。海外渡航
者数1,268,217人。

カラーテレビ(19型)14万
円。

人口106,100,000人、婚姻
届1,091,229件、離婚件数
103,595件、死亡者数
684,521人。厚生省が1人
暮らし老人54万人と発
表。

昭和46年
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1969

新合成甘味料開発。ケンタ
ッキーフライドチキン大阪
万博に初登場。11月には
名古屋に1号店。ダンキン
ドーナツ1号店が銀座に。
自動販売機が100万台を突
破。10年前の100倍に。日
本自動販売機工業会調べ。
カドミウムによる汚染米が
問題化。いちごみるく、ダ
ブルソーダ（森永乳業）。

1970

『脱サラ』、『ニアミ
ス』、『シラケ』、『アン
ノン族』、『ディスカバ
ー・ジャパン』、『ガンバ
ラナクッチャ』、『ホット
パンツ』。

『アメリカンクラッカ
ー』、アイドル歌手ブーム
の始まり 。 男は『アーミ
ー』ルック、女は『ホット
パンツ』。

ポーリング人気テレビ番組
急増、全国ボーリング場は
1,800か所超える。輪島功
一世界チャンピオン。横綱
大鵬が引退。阪神、江夏オ
ールスターで9連続三振。

日清食品、初のカップヌー
ドル発売。象印マホービ
ン、電子ジャー発売。ヱビ
スビール復活。ワインブー
ム始まる。しかし単なるブ
ームに終わらず以後着実に
需要を伸ばす。グレープフ
ルーツなど20品目の輸入
自由化。ソフトエクレア、
キャラメルコーン、明治ブ
ルガリアヨーグルト。

1971

カテゴリー

西暦

冠

和暦

冠

婚

婚

結婚した著名人

1973

1974

亡くなった著名人

互助会・業界動向

全互協・互助会関係

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連

政治的動向

経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

昭和47年

昭和48年

葬 祭

祭

業界動向、競争環境、関連業界

7月、タウン情報誌『ぴあ』
創刊。東京プロデュース婚礼
センター(東プロ)開業。IBS
結婚式場サービスセンター開
業。

1972

葬

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

教育

会

戦争・事件

川端康成、柳家金語楼、東海 全互連・日冠連・全新連の三 『割賦販売法を一部改正する 田中角栄通産相『日本列島改 田中角栄首相が日中国交正常 日米繊維協定調印する。ダイ 大卒初任給/52,700(現在換算 株価(日経平均終値):最高値
第2次ベビーブーム(団塊ジュ 連合赤軍によるあさま山荘事
林太郎、ハリー・トルーマ
団体を構成に「全日本互助協 法律』が成立し、互助会事業 造論』を発表、土地ブーム。 化。毒物･劇物取締法改正で エーが小売業の売上トップ
157,052)、国家公務員/
5,207円、最安値2,712円。
ニア)2,038,682人出生。
件、全員逮捕。沖縄本土復
ン。
会（互助協会）」設立。日冠 が同法の対象となる。
衆院選で自民安定多数確保も シンナー遊び取締。
に。
47,200円。
山手線初乗り運賃30円、東
帰、田中角栄内閣発足、日中
協に全新連が加盟し全日本冠 主要改正点 ①割賦販売条件 共産躍進。田中角栄内閣総理
京-大阪間運賃2,230円、航空
国交正常化、グアムで元日本
婚葬祭互助協同組合（全冠
の表示、書面の交付等 イ、 大臣（7月〜）
運賃東京-大阪7,300円、301
陸軍兵士の横井庄一さん発
協）発足。
開示のルールに関する改正
円/ドル、775円/金1kg。
見、帰国。
ロ、クーリングオフ制度の創
設 ②前払式割賦販売等にお
ける前受金保全措置 イ、供
託比率を前受金の三分の一か
ら二分の一に引き上げ ロ、
供託に加えて指定受託機関に
よる保全を認めた ③適用範
囲の拡大、前払式特定取引を
新たに法の対象とした。互助
会の実態調査を実施 提出数
238互助会、会員数276万
4000人（233互助会）、前
受金残高197億円（229互助
会）。

衣裳、美容、写真とも委託・ 千葉真一・野際陽子。
テナント手数料20%最多。1
人当り消費単価:料理2.5〜
3.5万円、飲物400〜800円、
引出物1〜2千円、1人当り衣
装4〜8万円、写真2〜3万
円、72年の扱い組数増減施
設半々。キャンドルサービ
ス、花束贈呈が定着。
TMC（株式会社東京音楽セ
ンターの頭文字）全国結婚式
場営業実態調査第1回。
(TMC調査結果75施設)神前
式式場及び写場面積平均62
㎡、衣装室同45㎡だがバラ
ツキ大。都内で1,000組以上
の施設は約35軒。ワタベ海
外第1号店ホノルル店開設。

柏木哲夫医師が大阪の淀川キ 円谷一、石橋湛山、大佛次
リスト教病院でホスピス開
郎、ブルース・リー、大場政
始。
夫、松本清。

(社)全日本冠婚葬祭互助協会 互助会保証株式会社設立。指 神戸市長選で革新市長当選(6
設立。通産大臣から社団法人 定受託機関の指定を受ける。 大都市すべて革新市長)。老
全日本冠婚葬祭互助協会に設
人福祉法改正し70歳以上の
立許可。第一回理事会開催
老人医療無料化。
北海道・東北・関東甲信越・
中部・近畿・中国・四国・九
州地域連絡会議（後のブロッ
ク会議）の設置と代表世話人
を決定。第三回理事会 法人
化移行作業工程計画審議、設
立準備費用決算承認、6互助
会に第一次の許可が降りる。
互助会数347社。前受金残高
243億円。会員件数427万
件。

東急ファミリークラブが結婚
式場相談コーナー開業。

中国、奏王朝始皇帝の墓の一 山本有三、田中耕太郎、花菱 全互協倫理要綱制定。機関紙
部『兵馬俑』が発見される。 アチャコ、チャールズ・リン 「互助会通信」創刊。日冠連
東京都青山葬儀所の現行の斎 ドバーグ。
協同組合連合会の設立が認可
場が建設される。
される。全日本冠婚葬祭互助
協同組合認可。互助会354数
社。前受金残高345億円。会
員件数500万件。

田中角栄首相、金脈問題で辞
任（12月）、三木武夫首相
（12月〜）。参院選で保革
伯仲しタレント議員の公告塔
化も問題に。

昭和49年

長沼ナイキ訴訟で札幌地裁が
自衛隊違憲判決。政府が石油
2法公布し非常事態宣言し節
約呼びかける。

株価暴落で5,000円台割る。 国家公務員/55,600円。
1ドル308円の固定相場制か
ら変動相場制に移行。太陽銀
行と神戸銀行が合併し太陽神
戸銀行誕生。第1次オイルシ
ョック(秋〜1974年)により物
価・賃金ともほぼ30%高騰。

株価(日経平均終値):最高値
5,359円、最安値3,958円。
ビール(大瓶)2,160円、オセ
ロ2,200円、3ドア冷蔵庫13
万円、家賃(33㎡)24,800円、
80円/ドル、958円/金1kg。
円が変動相場制へ移行し円急
騰。

第2次ベビーブーム(団塊ジュ
ニア)2,091,983。神奈川大学
で革マル派と反帝學評が内ゲ
バ。東京教育大学が筑波大学
に。

パリ協定締結し、米軍、ベト
ナムから撤退。日本赤軍がド
バイで日航機ハイジャック。
9億円搾取の滋賀銀行女子工
員逮捕。

出来事

西暦

連合赤軍による妙義山リンチ
事件発覚、12人遺体発見。
川端康成がガス自殺。富山市
でサーキット族が暴走。奈良
明日香村の高松塚古墳で彩色
壁画発見。

1972

春闘市場発の交通ゼネスト。
国鉄上尾駅で順法闘争反発の
乗客が暴動。全国でトイレッ
トペーパー買いだめ騒動(オ
イルショック)。栃木県の足
尾銅山が閉山。エサキ･ダイ
オードを発明した江崎玲於奈
にノーベル賞。菊田医師、地
元紙に『赤ちゃんあっせん』
の広告。

1973

家永教科書訴訟で東京地裁が 石油危機以来の不況で『狂乱 国家公務員/72,800円。
教科書検定は憲法・教育基本 物価』。
法に適法と判決。公取委が石
油連盟と元売り12社にヤミ
協定破棄を勧告。

株価(日経平均終値):最高値
4,787円、最安値3,355円。
もりそば200円、新聞代(全
国紙朝夕1か月)1,700円、週
刊誌130円、タクシー初乗り
280円、レギュラーガソリン
(1ℓ)97円、300円/ドル、
1,598円/金1kg。

第2次ベビーブーム(団塊ジュ ルバング島で小野田寛郎元少 長崎県の端島(軍艦島)が炭鉱
ニア)。2,029,989人出生。
尉を発見、救出。三菱重工爆 閉鎖、無人島に。東京国立博
破事件、8人死亡350人超負 物館でモナ・リザ展、150万
傷。日本赤軍がオランダのバ 人が観覧。佐藤栄作元首相に
ーグの仏大使館占拠。三菱石 ノーベル平和賞。日本消費者
油水島製油所で原油流出事
連盟結成。
故。東京湾でタンカーが衝突
炎上33人死亡。

1974

19

カテゴリー

西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能
上野動物園にパンダ『ラン
ラン』と『カンカン』来
園。ケンとメリーのスカイ
ライン。

1972

演出機器

技術の進歩

日航機がニューデリーで墜
落、90人死亡。千日デパー
ト火災、118人死亡。石狩
炭鉱の落盤事故で31人死
亡。国鉄北陸トンネルで列
車火災30人死亡。

北アイルランドで住民と英
国軍衝突、米大統領ニクソ
ンが訪中し毛沢東と会談、
テルアビブ空港で日本赤軍
乱射事件、26人死亡。ウ
ォーターゲート事件。海外
渡航者数1,532,928人。

人口・婚姻数
・死亡者数
人口統計

トピック

水俣病訴訟で熊本地裁が原
因をチッソの廃液と認定、
患者側全面勝訴の判決。東
京湾で魚介類で基準値超え
るPCB検出。環境庁、宮崎
県土呂久の慢性ヒ素中毒を
公害病指定。

熊本市の大洋デパートで火
災、103人死亡。徳山市の
出光石油化学工場で爆発炎
上、83時間燃え続ける。

社

シネマ

テレビ、ラジオ

米国と南北ベトナムの代表
が和平調停、米軍がベトナ
ム完全撤退。第4次中東戦
争勃発で世界的に石油危
機。田中内閣により日中国
交正常化。海外渡航者数
2,288,966人。北京に日本
大使館開設、日中交流が本
格化。韓国の金大中が東京
のホテルでKCIAに拉致さ
れる。

西沙諸島で中国とベトナム
が武力衝突。ソ連がソルジ
ェニーツィン国外追放。イ
ンドが初の地下核実験実
施。ウォーターゲート事件
で米大統領ニクソン辞任。
海外渡航者数2,335,530
人。フォード米大統領、現
職大統領として初来日。韓
国大統領朴正煕暗殺未遂。

会

・

トレンド

ヒットソング

本

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

『太陽がくれた季節』、
『学生街の喫茶店』、『傘
がない』、『女のみち』、
『瀬戸の花嫁』、『さよな
らをするために』、『旅の
宿』、『春夏秋冬』、『カ
レーライス』、『プカプ
カ』、『赤色エレジー』、
『さなえちゃん』、『悪魔
がにくい』、『ひとりじゃ
ないの』、『結婚しよう
よ』、『Happy Xmas
(War Is Over)』、
『Smoke on the
Water』。

『恍惚の人』、『日本列島
改造論』、『ユダヤの商
法』、『サンダカン八番娼
館』、『天の音楽』、漫画
『ベルサイユのばら』、
『死別』、タウン情報誌
『ぴあ』創刊。

『恥ずかしながら』、『総
括』、『三角大福』、『お
客様は神様です』、『中ピ
連』、『若葉マーク』、
『日本列島改造論』、『あ
っしにはかかわりあいのね
えことで・・』、『未婚の
母』、『同棲時代』。

フォークソングブーム、反
戦『ヒッピー』ブーム、競
馬ブーム、『ローラーゲー
ム』。

札幌冬季オリンピック、ス
キージャンプ『日の丸飛行
隊』が表彰独占。ジャネッ
ト・リン。ミュンヘンオリ
ンピック日本12個の金メダ
ル。高見山が相撲で外国人
初優勝。

理研ビタミン『マボちゃ
ん』発売。家庭用初のマー
ボドーフの素。サントリ
ー、500mlのロング缶発
売。缶ビール容器多様化に
向かう。サントリー、ニュ
ーファミリーをターゲット
にした『デリカワイン』発
売。ロッテ、ロッテリア第
1号店を東京上野に開店。
森永製菓、砒素ミルク中毒
事件の責任を認め、補償を
行うと発表。大豆価格が高
騰。『黄色いダイヤ』と呼
ばれる。バナナの消費量が
ピークに。一人当たり年間
6Ｋg。冷蔵庫の普及率
97％。メロンボール（井
村屋）、イタリアーノ（ロ
ッテ）。

『女のねがい』、『学生街
の喫茶店』、『喝采』、
『神田川』、『心の旅』、
『僕の胸でおやすみ』、
『母に捧げるバラード』、
『あなた』、『心もよ
う』、『恋する夏の日』、
『狙いうち』，『個人授
業』、『危険なふたり』、
『なみだの操』、『草原の
輝き』、『赤とんぼの
唄』、『てんとう虫のサン
バ』、『ふるさと』、『赤
い風船』、『色づく街』
『Yesterday Once
More』、『Piano
Man』。

『日本沈没』、『櫂』、
『怪物商法』、『ぐうたら
人間学』、『ぐうたら愛情
学』、『華麗なる一族』、
『にんにく健康法』『ノス
トラダムスの大予言』。

『うそ』、『恋のダイヤル
6700』、『襟裳岬』、
『ひと夏の経験』、『昭和
枯れすすき』、『ふれあ
い』、『岬めぐり』、『赤
ちょうちん』、『結婚する
って本当ですか』、『精霊
流し』、『くちなしの
花』、『学園天国』、『白
い冬』、『青春の影』、
『Lovin' You』、『Sugar
Baby Love』。

『かもめのジョナサン』、
『ノストラダムスの大予
言』、『たべながらやせる
健康食』、『虚構の家』、
『月山』、『安曇野』、日
本基督教団信仰職制委員会
編『死と葬儀』。

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事
沖縄本土復帰。山陽新幹線
(新逢坂−岡山)が開業。東
北自動車道(岩槻IC-宇都宮
IC)開通。

カラーテレビの受信契約
数、白黒テレビの契約件数
を上回る。カシオミニ(カ
シオ計算機)。

人口107,595,000人、婚姻
届1,099,984件、離婚件数
108,382件、死亡者数
683,751人。

『忍ぶ川』、『軍旗はため
く下』、『故郷』、『旅の
重さ』、『死刑台のメロデ
ィ』、『フェリーニのロー
マ』、『時計仕掛けのオレ
ンジ』、『ゴッドファーザ
ー』。

『藍より青く』、『新・平
家物語』、『太陽にほえ
ろ』、『木枯らし紋次
郎』、『マジンガーＺ』、
『快傑ライオン丸』、『人
造人間キカイダー』、デビ
ルマン。白黒テレビ普及率
75.1%。カラーテレビ普及
率61.1%。

シルバーシート、中央線の 人口109,104,000人、婚姻 『津軽じょんがら節』、
『北の家族』、『国盗り物
特別快速と快速電車に初登 届1,071,923件、離婚件数 『股旅』、『恍惚の人』、 語』、『ひらけポンキッ
場。
111,877件、死亡者数
『四畳半襖の裏張り』、
キ』、『子連れ狼』、『ど
709,416人。
『仁義なき戦い』、『ゲッ てらい男』、『ドラえも
タウェイ』、『ジャッカル ん』、『レインボーマ
の日』、『ジョニーは戦場 ン』、『新八犬伝』。白黒
に行った』、『燃えよドラ テレビ普及率55.4%。カラ
ゴン』、『ポセイドンアド ーテレビ普及率75.8%。
ベンチャー』。

昭和48年

セブン・イレブン1号店(豊 名古屋で新幹線公害訴訟団 伊豆半島沖地震(M6.8)、
洲)開店。
結成。原子力船むつが強硬 30人死亡。
出港も放射線もれ発覚。日
本医大の丸山千里『丸山ワ
クチン』発表。厚生省が全
母乳からPCB検出と調査結
果発表。

1974

人口動態

昭和47年

江崎玲於奈がノーベル物理
学賞受賞。ユリ・ゲラーブ
ーム。関門橋開通、全長
1,068メートル。

1973

スモン調査研究協議会、ス
モン患者はキノホルムによ
る精神障害と最終結論。津
地裁、四日市ぜんそく訴訟
で被告企業に損害賠償支払
いを命じる判決。東京都、
大気汚染による呼吸器系疾
患のこども496人を公害病
と認定。

インフラ・地形

術

マイクロプロセッサーによ
り、コンピューターが低価
格化。最初のパーソナルコ
ンピューターAltair8800が
1974年の末に生まれる。

人口110,573,000人、婚姻
届1,000,455件、離婚件数
113,622件、死亡者数
710,510人。

『ノストラダムスの大予
言』、『神田川』、『愛と
誠』、『サンダカン八番娼
館-望郷』、『砂の器』、
『エクソシスト』、『エマ
ニエル夫人』、『スティン
グ』。

昭和49年

『鳩子の海』、『勝海
舟』、『傷だらけの天
使』、『寺内貫太郎一
家』、『宇宙戦艦ヤマ
ト』、『パンチDEデー
ト』、『アルプスの少女ハ
イジ』、『ゲッターロ
ボ』、『愛と誠』。白黒テ
レビ普及率55.7%。カラー
テレビ普及率85.9%。電力
節約で民放各社、深夜放送
を中止。

『じっと我慢の子であっ
た』、『日本沈没』、『ち
ょっとだけよ』、『あんた
も好きね』、『狭い日本、
そんなに急いでど『こに行
く』、コインロッカー・ベ
ビー』。

『狂乱物価』、『ストリー
キング』、『わか巨人軍は
永遠に不滅です』、『五当
四落』、『青天の霹靂』、
『超能力』、『オカル
ト』。

オセロゲーム、山口百恵・
桜田淳子・森昌子の『花の
中三トリオ』人気、干ばつ
や水飢饉など相次ぎ『終
末』ブーム、『ハイセーコ
ー』が大人気に。ゴルフブ
ームで、ゴルフ場の造成盛
況。石油ショック。

『ゲイラカイト』、『モン
チッチ』、北海道『愛国』
駅の『幸福』駅行
切符
が人気。
『ユリ・ゲ
ラー』来日しテレビ出演で
超能力ブーム、宝塚『ベル
サイユのばら』大人気。東
京国立博物館で『モナリ
ザ』展の会期中に150万人
が入場。

巨人が南海を下し日本シリ
ーズ9連覇(V9)達成。パリ
ーグ2シーズン制で開幕。
輪島が学生横綱出身で初の
横綱、阪神・江夏が史上初
の延長戦ノーヒットノーラ
ン。

大リーグ、ハンク・アーロ
ン715本塁打、北の湖最年
少横綱、長嶋茂雄引退し巨
人軍監督に。中日が巨人の
V10を阻止しセ・リーグ制
覇。春の甲子園で部員11
人の徳島・池田高が『さわ
やかイレブン』として脚光
浴びる。

象印マホービン、押すと湯
がでる『エアポット』発
売。フィリップス、初のコ
ーヒーメーカー発売。
東京築地の中央卸売市場に
入荷したマグロの8割から
PCBや水銀が検出。国際捕
鯨委員会、南氷洋でナガス
クジラの捕獲を3年禁止。
シェーキーズ第一号店、東
京赤坂に開店。タイへイ
『出前総菜』始める。明治
乳業『ブルガリアヨーグル
ト』発売。シュガーカッ
ト、みぞれバー（森永乳
業）。

1972

1973

サーティワンアイスクリー
ム1号店。国会で酒類自動
販売機の夜間販売が問題に
なり、以後自主規制始ま
る。

1974
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冠

婚

亡くなった著名人

互助会・業界動向

全互協・互助会関係

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連
経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

ベトナム戦争の米軍死者の一 佐藤栄作、坂東三津五郎(八
部は在日米軍基地でエンバー 代目)、蒋介石、棟方志功、
ミングされ、本国に帰還し
角川 源義。
た。洋型霊柩車をアメリカよ
り東礼自動車が輸入、通産大
臣認可全日本葬祭業協同組合
連合会設立(現・全葬連)。全
国霊柩車協会が社団法人に。
全互協第１回葬祭学ゼミナー
ル。

第一四回理事会 会員の移籍
取扱要領を決定。全互協グル
ープ共済制度発足。互助会直
営式場56件軒。互助会数352
社。前受金残高475億円。会
員件数。

三木武夫首相、佐藤元首相の 暴走族600人が鎌倉七里ヶ浜 昭和49年の倒産は戦後最高
国民葬(日本武道館)で右翼に で乱闘。警察庁が初の暴走族 の11,000件であることが判
殴られる。
一斉取締。警察庁が初の非行 明。
少女白書報告。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

国家公務員/80,500円。

株価(日経平均終値):最高値
4,564円、最安値3,627円。
きのこの山120円、たばこ
(ハイライト)120円、銭湯
100円、水道代基本料金300
円、304円/ドル、1,616円/
金1kg。

教育

1,901,440人出生。

会

戦争・事件

出来事

日本赤軍がクアラルンプール
で米大使館など選挙。連続企
業爆破事件の容疑者8人を一
斉逮捕。1975年4月30日サイ
ゴン陥落により、ベトナム戦
争終戦。

沖縄訪問中の皇太子夫妻に男
が火炎瓶投げる。沖縄国際海
洋博覧会が開幕。三木首相が
現職首相で終戦記念日に靖国
神社参拝。黄海沖で北朝鮮警
備艇が日本漁船に銃撃2人死
亡。中核派・革マル派の抗争
激化。

昭和50年

西暦

1975

周恩来の遺骨は空中散骨、毛 武者小路実篤、檀一雄、周恩 互助会のチラシ・パンフレッ
沢東の遺体はエンバーミング 来、毛沢東、大久保清、石橋 ト等についての「監修制度」
され今も保存・公開。『安楽 正二郎。
を設ける。互助会数350社。
死協会』設立、初代理事長・
前受金残高725億円。会員件
太田典礼。
数717万件。
デパートの三越日本橋本店に
「葬儀承り所」開設される。
病院での死者が自宅での死者
を上回る。

福田赳夫内閣発足（12月
〜）。民法・戸籍法改正し離
婚後の姓の選択の自由と戸籍
簿閲覧制の廃止。河野洋平と
西岡武夫らが新自由クラブ結
成。衆院選で自民と共産両党
が惨敗。

政府が防衛費GNPの1%以内 新幹線が乗客10億人を突
と決定。米上院外交委員会で 破。
ロッキード事件発覚。東京地
裁が『四畳半襖の下張』を猥
褻文書と判断。

国家公務員/86,000円。

株価(日経平均終値)p.88、最
高値4,990、最安値4,403
円、コーヒー210円、焼きそ
ばUFO120円、はがき20
円、封筒500円、ルームラン
ナー36,500、293円/ドル、
1,257円/金1kg。

1,832,617人出生。学習塾全 田中角栄前首相逮捕、『ロッ 東京都後楽園球場に日本初の
盛。
キード事件』。平安神宮で放 人工芝。冒険家の植村直己が
火テロ事件、本殿など全焼。 北極圏単独犬ぞり走破成功。
北海道庁で爆弾テロ、2人死 鹿児島市で国内初の5つ子が
亡。児玉誉士夫邸にセスナ機 誕生。大和運輸(現ヤマト運
が突っ込み自爆。ソ連戦闘機 輸）宅配便開業。
ミグ25が函館空港に強硬着
陸、中尉亡命。

昭和51年

1976

挙式披露宴の曜日(TMC)日曜
祭日53%、土曜24%、大安の
平日13%、その他の平日
10%。守口玉姫殿開業(ゴン
ドラ演出)。

1977

葬 祭

祭

政治的動向

挙式の場所(三和銀行『挙式
後の出納簿』)一般式場
35%、公共施設21%、ホテル
18%、神社仏閣12%、自宅そ
の他11%、教会4%、行わず
1%。八芳園・総合結婚式場
開業。日本総合テレビ設立、
披露宴ビデオ事業部開始。

1976

結婚した著名人

葬

業界動向、競争環境、関連業界

京王プラザホテル内にチャペ
ル設置。『ブライダルサービ
スの現状と課題-消費者と企
業毎式に関する探索的課
題』。

1975

婚

田中絹代、江田三郎、チャー 標準約款改正①クーリングオ
ルズ・チャップリン、エルビ フ制度の導入②解約条項の改
ス・プレスリー。
善③追加金徴収の明確化④解
約に伴って加入者が負担する
解約手数料の限度額の変更
等。互助会数353社。前受金
残高1,022億円。会員件数
817万件。

社会党内紛で江田三郎が離党 領海法施行で海岸から12カ
し党内に混乱。
イリを了解と設定。『愛のコ
リーダ』の著者大島渚ら、わ
いせつ文書図画販売で起訴。

昭和52年

大蔵省が外貨準備高(10月末 国家公務員/91,900円。
現在)を史上最高の195億700
万ドルと発表。経営難の安宅
産業を伊藤忠商事が吸収合
併。

株価(日経平均終値):最高値
5,287円、最安値4,597円。
240円/ドル、1,341円/金
1kg、清酒(1級)1430円、映
画観覧料1,230円、国鉄初乗
り60円、マイルドセブン150
円。

国立大学共通1次のための大
学入試センター発足。学習指
導要領の全部改正『ゆとりの
時間』を設ける。1,755,100
人出生。

日航機を日本赤軍がハイジャ
ック、政府は要求受諾。東京
で青酸コーラ事件、2人死
亡、各地で模倣犯。横浜の住
宅地に米戦闘機墜落し母子3
人死亡。米軍立川基地が32
年ぶりに全面返還。

200カイリ時代で生鮮魚介類
が高騰、魚離れが進む。慶応
大商学部で入試問題漏えいが
発覚、2教師が解職。渋谷の
神社本庁で爆弾テロ6人負
傷。新潟市で横田めぐみさん
が北朝鮮の工作員に拉致され
る。

1977
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社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能
東京・江戸川区で投棄され
た六価クロム汚染が問題
化。天皇皇后両陛下が初の
訪米。国鉄で『スト権ス
ト』、全線で史上最長192
時間運休。3億円事件が時
効。集団就職列車の運行修
了。「わたしつくる人、ぼ
くたべる人」のCM、女性
差別と攻撃され中止に。

1975

演出機器

技術の進歩

人口・婚姻数
・死亡者数
人口統計

トピック

社

シネマ

テレビ、ラジオ

環境庁、環境影響評価(ア
セスメント)法案要項まと
める。新幹線こだま号に禁
煙車登場。

台風17号で長良川決壊な
ど被害、死者不明171人。
酒田大火で焼損1,774棟、
被災者3,300人。

海外渡航者数2,852,584
人。米の無人探査機バイキ
ングが火星に初着陸。超音
速旅客機コンコルドが定期
運航開始。南北ベトナム統
一。中国が江青女子ら『四
人組』逮捕。米大統領選で
カーター初当選。

・

トレンド

ヒットソング

本

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

『22才の別れ』、『なご
り雪』、『「いちご白書」
をもう一度』、『サボテン
の花』、『時の過ぎゆくま
まに』、『港のヨーコ・ヨ
コハマ・ヨコスカ』、『シ
クラメンのかおり』、『千
曲川』、『昭和枯れすゝ
き』、『ロマンス』、『さ
らばハイセイコー』、『年
下の男の子』、『心のこ
り』、『我が良き友よ』、
『卒業写真』、『想い出ま
くら』、『僕にまかせてく
ださい』、『Can't give
you anything, but my
love』、『Bohemian
Rhapsody』。吉田拓郎、
かぐや姫が5万人規模の野
外オールナイトライブを静
岡・つま恋で開く。矢沢永
吉率いるキャロルの解散ラ
イブ。

『火宅の人』、『播磨灘物
語』、『複合汚染』、『祭
りの場』、『崩れゆく日本
をどう救うか』、『ブラッ
ク・ホール』。

『世界同時不況』、『複合
汚染』、『紅茶キノコ』、
『おじゃま虫』、『ださ
い』、『ちかれたびー』、
『赤ヘル』、『あんたあの
娘のなんなのさむ、『中ピ
連』。

映画配給で初めて洋画収入
が邦画収入を上回るり邦画
44%・洋画56%、『紅茶キ
ノコ』が大ブーム。グラビ
アアイドル第1号、『アグ
ネス・ラム』。

田部井淳子、女性で世界初
のエベレスト登頂。ハイセ
ーコーが引退。広島がセ・
リーグ初制覇。第89回ウ
ィンブルドン大会で沢松和
子・アン･清村組が女子ダ
ブルスに優勝。

カルビーポテトチップス発
売。紅茶キノコ大流行。薬
草アロエの栽培も話題に。
カリンチョ、ハイチュウ、
きのこの山、ペヤングソー
スやきそば。

『時代』、『わかってくだ
さい』、『酒と泪と男と
女』、『およげ!たいやき
くん』、『路地裏の少
年』、『北の宿から』、
『俺たちの旅』、『木綿の
ハンカチーフ』、『ビュー
ティフル・サンデー』、
『遠くで汽笛を聞きなが
ら』、『ぼくたちの失
敗』、『わかって下さ
い』、『春一番』、『山口
さんちのツトム君』、『横
須賀ストーリー』、『嫁に
こないか』、『メランコリ
ー』、『かけめぐる青
春』、『ペッパー警部』、
『電線音頭』、『あの日に
帰りたい』、『Dancing
Queen』、『We're All
Alone』。

『限りなく透明に近いブル 『記憶にございません』、 『ジョギング』ブーム、
モントリオールオリンピッ
ー』、『不毛地帯』、『青 『ゆれるまなざし』、『コ 『サーフィン』人気。スネ クでレスリング・柔道・女
春の門/堕落編』、『翔ぶ マネチ』。
ークマンショー』。
子バレーボールで計9個の
が如く』、『人間の証
金メダル。男子体操総合４
明』。
連覇。ナディア・コマネ
チ。具志堅用高世界チャン
ピオン。

『大空と大地の中で』、
『雨やどり』、『やさしい
悪魔』、『津軽海峡冬景
色』、『渚のシンドバッ
ト』、『青春時代』、『北
国の春』、『勝手にしやが
れ』、『ウオンテッド』、
『UFO』、『昔の名前で
出ています』、『あずさ2
号』、『硝子坂』、『夏の
少女』、『気絶するほど悩
ましい』、『人間の証
明』、゜愛のメモリー』、
『アン・ドゥ・トロワ』、
『秋桜』、『失恋レストラ
ン』、『フィーリング』、
『Saturday Night
Fever』、『We Will Rock
You』。

『事件』、『間違いだらけ
のクルマ選び』、『頭のい
い銀行利用法』、『八甲田
山死の彷徨』、『知的生活
の方法』、『死を前にした
人間』。

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

ソニーからベータ方式のビ
デオテープレコーダー発
売。100円ライター『チル
チルミチル』。

人口111,940,000人、婚姻
届941,628件、婚姻件数
829,539件、離婚件数
119,135件、死亡者数
702,275人。

『青春の門』、『ある映画
監督の生涯』、『祭りの準
備』、『金環蝕』、『ハリ
ーとトンド』、『ゴッドフ
ァーザーPARTⅡ』、『タ
ワーリング・インフェル
ノ』 、『ジョーズ』。

『水色の時』、『おはよう
さん』、『元禄太平記』、
『一休さん』、『タイムボ
カン』、『まんが日本昔ば
なし』、『前略おふくろさ
ま』、『欽ちゃんのドンと
やってみよう』、テレビ三
面記事『ウィークエンダ
ー』、『俺たちの旅』。

日本ビクター、VHS方式の 人口113,094,000人、婚姻 『青春の殺人者』、『大地
家庭用ビデオ開発し、1号 届871,543件、死亡者数
の子守唄』、『不毛地
機発売。
703,270人。総理府統計局 帯』、『犬神家の一族』、
が総人口の8.1%が65歳以 『愛のコリーダ』、『はだ
上と発表。高齢化社会への しのゲン』、『キングコン
加速を示晙。戦後生まれ、 グ』、『オーメン』、『狼
総人口の半数を超える。
たちの午後』、『タクシ
ー・ドライバー』。

『雲の絨毯』、『火の国
に』、『風と雲と虹と』、
『クイズダービー』、『徹
子の部屋』、『キャンデ
ィ・キャンディ』。白黒テ
レビ普及率42.2%。カラー
テレビ普及率93.7%。

昭和51年

海外渡航者数3,151,431
人。カーター米大統領が人
権外交に奔走。米ソが200
カイリ漁業専管水域を実
施。スペイン領カナリア諸
島でジャンボ機同士衝突。
中国で「四人組」追放し現
実路線。エジプト大統領サ
ダトがイスラエル訪問。

会

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事

環境庁、緑の国勢調査結果 長野・青木湖にスキー客送 海外渡航者数2,466,326
山陽新幹線(岡山-博多)開
を発表。茨城県東海村で動 迎バスが転落24人死亡。
人。英国のエリザベス女王 業、東京都博多繋がる。
力炉燃料開発事業団の10
夫妻が初来日。米アポロ
人被ばく。文部･厚生両省
18号とソ連ソユーズ19号
の研究班が川崎病患者1万
が初の国際ドッキング。仏
人、死者100人を超えたと
開催の第1回サミットで為
全国調査を発表。
替安定など合意。

山梨県がミレーの『種をま 和歌山県有田市で集団コレ 北海道、有珠山が32年ぶ
く人』など3億1千500万円 ラ、患者101人(死者1人)。 りに大爆発。芸能界『大
で購入。新宿の歌声喫茶
麻』汚染、有名歌手ら検
『灯』閉店(23年の歴史に
挙。
幕)。内閣広報室調査「国
民の9割が中流意識」。

1977

人口動態

昭和50年

ローティーンの自殺。日本
武道館で昭和天皇在位50
年式典。アントニオ猪木と
モハルド・アリが異種格闘
技戦。富士スピードウェイ
で日本初F1。年末ジャン
ボ宝くじ売り場に群衆殺到
し2人死亡。

1976

インフラ・地形

術

アップルコンピューター等
BASICコンピューター発
売。レーザーディスクカラ
オケ。日本初の静止気象衛
星『ひまわり』打ち上げ。
国鉄リニアモーターカーが
世界初の浮上走行成功。

スナック・バーなどでカラ
オケ大流行。8トラックカ
ラオケシステム販売開始。
カメラのオートフォーカス
機能が実用化される。

人口114,165,000人、婚姻
届821,029件、離婚件数
129,485件、死亡者数
690,074人。平均寿命、男
72.69歳、女77.95歳で世
界一になる。

『人間の証明』、『幸福の
黄色いハンカチーフ』、
『はなれ瞽女おりん』、
『八甲田山』、『八つ墓
村』、『宇宙戦艦ヤマ
ト』、『サスペリア』、
『遠すぎた橋』、『ロッキ
ー』『キャリー』。

昭和52年

22

『ROOTSルーツ』、『チ
ャーリーズ・エンジェ
ル』、『いちばん星』、
『風見鶏』、『花神』、
『岸辺のアルバム』、白黒
テレビ普及率38.3%。カラ
ーテレビ普及率95.4%。

1975

『ほっかほっか亭』1号店
開店。以後できたて弁当チ
ェーン乱立。『およげたい
やきくん』のヒットで、た
い焼きブーム。たい焼きの
自動販売機まで現れた。
チップスター、明治ポポロ
ン。

1976

『よっしゃよっしゃ』、
『話がピーマン』、『円
高』、『翔んでる』、『ル
ーツ』、『天は我を見放し
た』、『たたりじゃー』、
『落ちこぼれ』、キャンデ
ーズが解散宣言『普通の女
の子に戻りたい』。

『スーパーカー』消しゴ
ム、『カプセルトイ』、
『こえだちゃんと木のおう
ち』、『ピンクレディー』
大人気で大胆なアクション
の流行。『蘭ちゃん』カッ
ト、『健太郎(清水健太
郎)』カット。

巨人・王貞治ホームラン世
界記録を達成、国民栄誉
賞。青梅マラソンに1万
人、初の死者も。樋口久子
がゴルフ全米女子で日本人
初優勝。

200カイリ漁業水域に関す
る最初の協定、日米漁業協
定調印。漁獲量は2割減。
ビックリマンチョコ。クレ
ープ。

1977

カテゴリー

西暦

冠

和暦

冠

婚

婚

結婚した著名人

1979

葬 祭

祭

亡くなった著名人

互助会・業界動向

全互協・互助会関係

・互助会保証㈱

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連

政治的動向

経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

ガイアナで『人民寺院』信者 柴田錬三郎、山岡荘八、田宮 倫理要綱改正。冠婚士・葬祭
900人が服毒自殺。全互協
二郎、片山哲、佐野周二。
士制度要綱。互助会数357
冠婚士・葬祭士制度要綱。
社。前受金残高1,433億円。
会員件数922万件。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

大平正芳内閣が発足（12月 日本がベトナム難民の定住認 東京外為市場で1ドル175円 国家公務員/94,600円。
〜）。自民党が初の総裁公選 める。無限連鎖講(ネズミ講) 50銭の最高値記録。OPECが
予備選し現職首相の福田赳夫 防止法が成立。
2年ぶりに原油値上げ。永大
大敗。
産業が負債総額1,300億円の
大型倒産。

株価(日経平均終値 ):最高値
6,097円、最安値4,867円。
砂糖(1kg)233円、多重音声
テレビ22万円、家賃(33
㎡)4,400円、サバンナ
RX-7、170万円、195円/ド
ル、1,343円/金1kg。

会

教育

戦争・事件

出来事

厚生省、日本人の平均寿命が
男72.7歳、女性78歳で世界
一の長寿国になったと発表。
1,708,643人出生。

成田空港の管制塔を過激派が
占拠、開港延期に。中米で法
人企業社長がゲリラに誘拐
(半年後に遺体発見)。栗栖統
幕議長が超法規発言で解任、
防衛論高まる。

大阪・三ツ塚古墳から古墳時
代の修羅(そり)が出土。埼玉
県の稲荷山古墳の鉄剣から
「雄略天皇」の名解読。東京
両国の花火、17年ぶりに復
活。

昭和53年

昭和54年

西暦

1978

挙式タイプ別シェア(TMC・ 松方弘樹・仁科亜希子、篠山
60施設)神前式94%、キリス 紀信・南沙織。
ト教式、仏式、その他各
2%。都内で1,000組以上の
施設は約20軒。八芳園3,500
組。挙式披露宴の曜日
(TMC・左と同様60施設)日
祝祭日53%、土曜24%、大安
の平日13%、その他の平日
10%。BIC結婚式場案内セン
ター開業。9社懇話会、結婚
式相談センターと契約解除。
大手百貨店、同センターに任
せていた相談コーナーを直営
化。(結婚式場協議会のみ百
貨店に残る)。

三遊亭圓生、朝永振一郎、引 互助会数368社。前受金残高
田天功(初代)、小畑実、ジョ 1,919億円。会員件数1,033
ン・ウェイン、中田軍治。
万件。

歌手の山口百恵と俳優の三浦 病院での死者が自宅での死者 新田次郎、木田高介、林家三 互助会数372社。前受金残高
友和が教会挙式、東京プリン を上回る。
平、越路吹雪、ジョン・レノ 2,462億円。会員件数1,150
スホテル11月19日。桑名正
ン、アルフレッド・ヒッチコ 万件。
博・アン・ルイス。
ック、大平 正芳、嵐寛寿
郎、スティーブ・マックイー
ン。

1980

行政（互助会関連）

政

業界動向、競争環境、関連業界

ウェディングサービス・ワタ 愛川欽也・うつみ宮土理。
ベ開業。

1978

葬

東京・大阪の知事選で革新系
が敗退。総選挙で自民党過半
数割れし首相進退めぐり四十
日抗争。元号法案が参議院で
可決され元号法制化される。
エネルギー合理化法施行。元
号法案成立。

東条英機らA級戦犯14 人が
昭和53年秋に靖国神社にひ
そかに合祀されていたことが
判明。

ジャパン・アズ・ナンバー・ 国家公務員/97,500円。
ワン。東京サミットが開催さ
れ石油ショック対策など協
議。『国民生活白書』で国民
の中流意識定着と評価。

株価(日経平均終値):最高値
6,590円、最安値5,925円。
牛丼(吉野家並盛)350円、即
席めん50円、もりそば260
円、ウォークマン33,000
円、PC-8001/17万円、239
円/ドル、2,218円/金1kg。

国公立大学共通一次試験スタ 大阪の三菱銀行北畠支店で猟 奈良県で「古事記」の編者太
ート。1,642,580人出生。
銃人質事件4人死亡。鉄建公 安万侶の墓誌出土。ECの基
団でカラ出張など発覚、官庁 本文書で日本人を「ウサギ小
公団で不正経理続発。KDD
屋に住む働き中毒」と表現さ
社員の密輸発覚、正解に波
れていることが判明。F4戦
及。
闘機導入で日商岩井副社長を
逮捕、政界に波及。上野動物
園のパンダ『ランラン』死
亡。創価学会の池田大作会
長、引退を表明。

1979

大平正芳首相、心筋梗塞で急
死（6月）、伊東正義内閣総
理大臣臨時代理（6月〜7
月）、鈴木善幸内閣が発足
（7月〜。初の衆参同日選挙
で自民が圧勝。民法改正公布
し配偶者の法定相続分が1/3
から1/2に。

昭和55年

東京高裁が衆院の定数不均衡 都市銀行6行現金自動支払機
訴訟で゜格差の比率が2対1
のオンライン提携を開始。
を超えれば違憲」と断定。海
上自衛隊がハワイ周辺での環
太平洋合同演習(リムパック)
初参加のため出発。

国家公務員/101,600円。

株価(日経平均終値):最高値
7,188円、最安値6,475円。
米価(精米10kg)3,235円、た
ばこ(ハイライト)150円、中
学生学習塾(1か月)9,700円、
203円/ドル、4,499円/金
1kg。

冷泉家、『明月記』などの古
文書初公開。1,576,889人出
生。校内暴力・家庭内暴力急
増。

ジョン・レノン、ニューヨー
クで射殺される。新宿西口で
バス放火事件、死者6人。
『イエスの方舟』教祖逮捕、
女性ら保護。

早稲田大学商学部で入試問題
漏洩、大学職員ら9人逮捕。
黒澤明の『影武者』がカンヌ
映画祭グランプリ。元日本共
産党幹部の伊藤律が中国から
帰国。東京の銀座で1億円の
落とし物、11月に拾い主の
もとに。京都の冷泉家、藤原
定家『明月記』など秘蔵の古
文書公開。

1980

23

カテゴリー

西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能
山口組3代目撃たれ重傷、
暴力団抗争が激化。東京の
有明で宇宙科学博覧会(宇
宙博)開幕。古賀政男に国
民栄誉賞。キャンディー
ズ、引退公演。

1978

金沢地裁、北陸スモン第1
次訴訟で原告勝訴の判決。
東京池之端文化センターで
真性コレラ発生。英で世界
初の体外受精児(試験官ベ
イビー)誕生。市民グループ
による嫌煙権確立をめざす
人びとの会結成。アメリカ
でAIDS患者発見。

人口動態

演出機器

技術の進歩

日中平和友好条約調印、
10月に鄧小平初来日。海
外渡航者数3,525,110人。
ベトナムがカンボジア侵
攻。ローマ法王に初のポー
ランド人ヨハネ・パウロ2
世。ガイアナで「人民寺
院」信者914人集団自殺。
米中が国交正常化。

・死亡者数
人口統計

トピック
伊豆大島近海地震(M7.0)、
死者25人。福岡で大渇
水、翌年3月まで287日間
の給水制限。宮城で地震
(M7.5)、27人死亡、
10,962人負傷。

人口・婚姻数

シネマ

テレビ、ラジオ

東名高速日本坂トンネルで
火災、7人死亡。長野県の
木曽御嶽山で有史以来の噴
火。

イラン革命。米スリーマイ
ル島原発で放射能漏れ事
故。英サッチャーが欧州初
の女性首相。韓国大統領朴
正煕暗殺。イランで米大使
館人質事件。ソ連がアフガ
ニスタン侵攻。海外渡航者
数4,038,298人。

会

・

トレンド

ヒットソング

本

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

ピンクレディ日本レコード
大賞。紅白歌合戦出場拒
否。『ｶﾅﾀﾞからの手紙』、
『時には娼婦のように』、
『UFO』、『サウスポ
ー』、『モンスター』、
『与作』、『かもめはかも
め』、『君のひとみは
10000ボルト』、『かもめ
が翔んだ日』、『いい日旅
立ち』、『飛んでイスタン
ブール』、『透明人間』、
『プレイバックPart2』、
『時間よ止まれ』、『わか
れうた』、『Mr.サマータ
イム』、『微笑がえし』、
『September』、
『Y.M.C.A.』。キャンディ
ーズが後楽園球場で解散コ
ンサート。

『頭のいい税金の本』、
『和宮様御留』、『黄金の
日日』、『不確実性の時
代』、『野生の証明』。

『サラ金』、『ナンチャッ
テ』、『アーウー』、『サ
ラ金地獄』、『いい日旅立
ち』、『不確実性の時
代』、『窓際族』、『嫌煙
権』、『家庭内暴力』。

『スライム』、東京・原宿
に『ブティック・竹の子』
開店し『竹の子族』、ディ
スコブーム、『タンクトッ
プ』流行、女性のブーツが
ピークに(500万足生産)。
口裂け女、省エネ。

ヤクルトが初の日本一。ゴ
ルフの青木功が海外初優
勝。巨人の王貞治が800号
本塁打。11月21日ドラフ
ト会議、阪神が江川卓指名
権をを獲得。

市民グループによる嫌煙権
確立をめざす人びとの会結
成。ファミリーレストラン
が盛況。水道水に発ガン性
物質『トリハロメタン』が
含まれていると初めて報道
される。子どもの好きな給
食メニューベスト3は、1
位がカレー、シチュー、2
位はスパゲティ、3位焼き
ソバ。学校給食研究会調
べ。
ダイエー、平均より30％安
い自社ブランド食品13品
目を発売。赤いきつねと緑
のたぬき、とんがりコー
ン。

『夢追い酒』、『おもいで
酒』、『北国の春』、『異
邦人』、『魅せられて』、
『燃えろいい女』、『舟
唄』、『関白宣言』、『贈
る言葉』、『おやじの
海』、『Young Man』、
『ガンダーラ』、『いとし
のエリー』、『君の朝』、
『銀河鉄道999』、『セク
シャル・バイオレットNo.
1』、『虹とスニーカーの
頃』、『大阪で生まれた
女』、『SACHIKO』、
『別れても好きな人』、
『親父の一番長い日』、
『さよなら』、『夢一
夜』、『おまえとふた
り』、『Honesty』、
『Go West』。

『天中殺入門』、『サザエ
さんのうちあけ話』、『四
季・奈津子』、『ジャパ
ン･アズ･ナンバーワン』、
『対象喪失』、『死の儀礼
―葬送習俗の人類学的研
究』。

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事
東京都東池袋に超高層ビル 松下電機・多重音声テレ
『サンシャイン60』開
ビ。
館。成田空港の開港式実
施。

人口115,190,000人、婚姻
届793,257件、離婚件数
132,146件、死亡者数
695,821人。

世界最長の上越新幹線大清
水トンネル(22,228m)貫
通。国鉄のリニアモーター
カー時速504㎞/h 達成。

ソニー・ヘッドホンステレ
オ『ウォークマン』を発
売。日本電気、パーソナ
ル・コンピューター
PC8001発売、パソコンブ
ームのきっかけとなる。
(本体価格168,000円)。

人口116,155,000人、婚姻
届788,505件、離婚件数
135,250件、死亡者数
689,664人。

『女王蜂』、『サード』、
『曽根崎心中』、『野生の
証明』、『事件』、『愛の
亡霊』、『未知との遭
遇』、『スター・ウォー
ズ』、『サタデー・ナイ
ト・フィバー』、『ミスタ
ー・グッドバーを探し
て』。

『竹村健一の世相講談』、
『おていちゃん』、『私は
海』、『黄金の日々』、
『キャプテンハーロッ
ク』、『ザ・ベストテ
ン』、『24時間テレビ愛
は地球を救う』。白黒テレ
ビ普及率29.6%。カラーテ
レビ普及率97.7%。

『復讐するは我にあり』、
『太陽を盗んだ男』、『蘇
る金狼』、『あゝ野麦
峠』、『銀河鉄道999』、
『がんばれ!!タブチく
ん!』!、『ナイル殺人事
件』、『天国から来たチャ
ンピオン』、『スーパーマ
ン』、『チャンプ』、『デ
ィア・ハンター』。

『マー姉ちゃん』、『鮎の
うた』、『草燃える』、
『ズームイン!!朝!』、『3
年B組金八先生』。白黒テ
レビ普及率26.9%。カラー
テレビ普及率97.8%。

昭和54年

埼玉の藤見病院の乱診事件 世界保健機構が天然痘の根 大阪市枚方で京阪電車が置 韓国・光州で民主化要求の 都市銀行6行、現金自動支 富士通、日本語電子タイプ 人口117,060,000人、婚姻
で院長ら逮捕。川崎市で
絶宣言。
石で脱線、104人負傷。富 反政府デモを軍が鎮圧。イ 払機オンライン提携開始。 ライター『OASYS100』発 届774,712件、婚姻件数
20歳の予備校生が金属バ
士山吉田口で落石、12人
ラン・イラク戦争(8年後に ウォシュレット発売。
売。
694,447件、離婚件数
ットで両親殺害。パンダの
死亡。静岡駅前地下街でガ 停戦)。米大統領選でレー
141,689件、死亡者数
『ホアンホアン』が上野動
ス爆発、死者15人。川治
ガンがカーター破り当選。
722,801人。婚姻件数はピ
物園到着、『カンカン』急
温泉のホテルで火災、45
海外渡航者数3,909,333
ーク(1972年)の約70%。
死。ポール・マッカートニ
人死亡。
人。
ーを大麻所持容疑で逮捕。
レコードレンタルブーム始
まる。

1980

社

昭和53年

千葉で飼育中のトラ2頭逃 スモンの会全国連絡協と
走、射殺。初の国公立大学 国･製薬3社が和解確認書に
共通一次試験実施される。 調印。
警視庁によりサラ金被害発
表。

1979

インフラ・地形

術

『ツィゴィネルワイゼ
ン』、『影武者』、『ドラ
えもんのび太の恐竜』、
『あしたのジョー』、『二
百三高地』、『天平の
甍』、『翔んだカップ
ル』、『スター・ウォー
ズ/帝国の逆襲』、『地獄
の黙示録』、『クレイマ
ー･クレイマー』、『13日
の金曜日』、『スタートレ
ック』、『レイズ・ザ・タ
イタニック』。

昭和55年

24

『なっちゃんの写真館』、
『虹を織る』、『獅子の時
代』、『THE
MANZAI』、『裸の大将
放浪記』、『池中玄太80
キロ』、カラーテレビ普及
率98.2%。

『省エネルック』、『ウサ
ギ小屋』、『ワンパター
ン』、『夕暮れ族』、『激
写』、『エガワる』、『天
中殺』、『ナウい』、『ダ
サい』、『ジャパン・ア
ズ・ナンバー・ワン』、
『激〇』。

『口裂け女』が岐阜から口
コミで拡大。『インベーダ
ーゲーム』が全国の喫茶店
に設置されブームに。

ドラフト阪神指名の江川卓
巨人に入団、巨人の小林と
トレード。 第1回東京国
際女子マラソン開催。広島
が近鉄破り日本一。西武の
本拠地西武ライオンズ球場
完成。

外食産業が10兆円を超え
る売上。牛丼の吉野家など
の急成長による。アサヒビ
ール『ミニ樽3』発売。カ
ン樽入りビールブームおこ
る。桃屋『お父さんがんば
って』発売。ネーミング先
行型の食品登場。電子レン
ジ普及率30％超える。ド
ンパッチ、5/8チップ、ヨ
ーグレット、うまい棒、パ
イの実、ジュエルリング。
うまか棒（明治）。

『TOKIO』、『恋』、
『蒼い時』、『ノストラダ 『それなりに』、『クレイ 『百恵フィーバー』、漫才 レークプラシッド冬季五輪 大塚製薬『ポカリスエッ
『ランナウェィ』、『雨の ムスの大予言Ⅱ』、『ツー マー家庭』、『カラスの勝 ブーム(やすしきよし、ツ
でジャンプの八木弘和が
ト』発売。スポーツドリン
慕情』、『ダンシング・オ ビートのわッ毒ガスだ』。 手でしょ』、『赤信号みん ービート、セントルイス、 銀。モスクワ五輪開幕。日 クブーム。牛丼の吉野家倒
ールナイト』、『異邦
なで渡ればこわくない』。 紳介竜介、B&Bなど)、立 本や米国など西側諸国不参 産。カルシウム添加食品
人』、『大都会』、『順
体パズルの『ルービックキ 加。王貞治現役引退。
次々登場。日本の食品輸入
子』、『今のキミはピカピ
ューブ』大流行。ゲーム&
額が3兆3,883億円で世界
カに光って』、『青い珊瑚
ウォッチ、『聖子ちゃん』
第1位になる。コーラアッ
礁』、『風は秋色』、
カット、『テクノ』カッ
プ、ドーナッチョ。
『昴』、『さよならの向こ
ト、『ソバージュ』。
う側』、『街が泣いて
た』、『愛してます』、
『愛はかげろう』、『人生
の空から』、『狂った果
実』、『雨上りの夜空
に』、『乾杯』、
『RYDEEN』、『I'm in
the Mood for
Dancing』。松田聖子デビ
ュー。

1978

1979

1980

カテゴリー

西暦

冠

和暦

冠

婚

1982

1983

結婚した著名人

葬

葬 祭

祭

亡くなった著名人

互助会・業界動向

全互協・互助会関係

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連

業界動向、競争環境、関連業界

政治的動向

経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

披露宴の出席者数の割合(三
和銀行)20人以下2%、30〜
39人3%、40〜49人12%、
50〜59人30%、60〜69人
20%。70〜79人15%、80〜
99人11%、100人以上7%。

1981

婚

チャールズ英皇太子とダイア
ナ嬢結婚、長渕剛・石野真
子。

アメリカでAIDS(後天性免疫 市川房枝、湯川秀樹、向田邦 消費生活アドバイザーの配置
不全症候群)患者が発見され 子、伴淳三郎、横溝正史、大 及び積極的活用について互助
る。1981年の症例報告後、 塚博堂。
会に通知。互助会数384社。
約10年で患者が世界中で100
前受金残高3,078億円。会員
万人にまで広がった。
件数1,183万件。

東京地検が投資集団『誠備』
グループを7億円脱税容疑で
逮捕。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

国家公務員/106,900円。

教育

株価(日経平均終値):最高値
1,529,455人出生。
8,019円、最安値6,956円。
はがき40円、封筒60円、新
聞代(全国紙朝夕刊1か
月)2,600円、中華三昧120
円、本田CITY78万円 、220
円/ドル、3,311円/金1kg。郵
便料金が値上げ。

会

戦争・事件

出来事

ロッキード事件、榎本三恵子
「蜂の一刺し」。佐川人肉事
件。コンピューター犯罪続
発。東京・深川で通り魔事
件、4人刺殺。三和銀行オン
ライン悪用詐欺で女子工員逮
捕。

貸しレコード、訴訟事件にな
る。神戸で日本初の新交通シ
ステム『ポートライナー』開
業。ローマ法王ヨハネ・パウ
ロ2世が初来日。福井謙一が
ノーベル化学賞受賞。常用漢
字表を告示。沖縄で新種のク
イナ発見、ヤンバルクイナと
命名。

昭和56年

昭和57年

昭和58年

西暦

1981

斡旋業者の扱いの増減状況
坂本龍一・矢野顕子。
(TMC・35施設)増加60%、
変わらず29%、減少11%。こ
の頃より新婦がすべてに決定
権。都内エージェント窓口カ
ウンター約150カ所。一般式
場の中心は、互助会(直営式
場230軒)と農協(同720軒)、
一般式場中心にパック商品大
流行。ライバル施設が予約金
を負担して自施設に鞍替えさ
せる行為が全国的に増加。ワ
タベ、斡旋業に進出。

『生と死を考える会』発足、 三波伸介、志村喬、藤村有
外務員登録制度開始。互助会
以下各地で活動立ち上げ。
弘、江利チエミ、水原茂、イ 数399社。前受金残高3,783
ングリッド・バーグマン、田 億円。会員件数1,284万件。
口正治、中田ダイマル、百瀬
結。

増加の一途だった披露宴招待 松田優作・熊谷美由紀。
者数が初めて減少し、1組当
り披露宴金額も伸び率が著し
く鈍化(三和銀行)。80年代、
公共施設のカタカナ名への改
称相次ぐ。東京ディズニーラ
ンド開園。挙式披露宴の曜日
(TMC)日曜祭日60%、土曜
27%、大安の平日8%、その
他の平日5%。大和市スカイ
パレス雅翔、大安平日の企画
商品『アメリカンウエディン
グ』。椿山荘新館開業・常設
チャペルも。

医学及び私学のための遺体に
関する法律(通称:献体法)施
行。『安楽死協会』を『日本
尊厳死協会』に改称。

中曽根康弘内閣成立（11月
〜）。政府が中国と韓国など
のアジア諸国の教科書批判に
対し政府の責任で是正を決
定。鈴木首相が『財政非常事
態宣言』発表。大阪箕面市の
忠魂碑訴訟で大阪地裁が公費
移転は違憲と判決。

中曽根康弘首相が国鉄民営
化。臨時行政調査会が国鉄な
ど3公社の分割民営化答申。
ロッキード事件で元運輸相橋
本登美三郎らに有罪判決。商
法改正施行され総会屋締め出
し。

500円硬貨発行。ホンダ・オ 国家公務員/109,100円。
ブ・アメリカ操業開始。215
品目の関税引き下げなど市場
開放策。

株価(日経平均終値):最高値
8,026円、最安値6,849円。
CDプレーヤー17万円、ワー
プロ60万円、週刊誌200円、
PC-9801/30万円、235円/ド
ル、3,068円/金1kg。

1,515,392人出生。教科書検
定で『侵略』を『進出』と書
き換え指示報道。校内暴力に
備え、全国の中高校637校の
卒業式で警察官が立ち入り警
戒。

東京の永田町のホテルニュー
ジャパンで火災。使者33
人、横井英樹社長逮捕。日航
機墜落事故『逆噴射』。三越
の岡田社長解任、10月に特
別背任で逮捕。

国際捕鯨委員会で1986年か
らの商業捕鯨全面禁止へ。東
京の三越の古代ペルシア秘宝
展で偽物展示が発覚。北炭の
夕張炭鉱閉山。大阪府警で賭
博ゲーム機汚職、当時の本部
長自殺。

1982

里見弴、片岡千恵蔵、小林秀
雄、寺山修司、沖雅也、花登
筺・カレン・カーペンター、
ジャック・デンプシー、猫田
勝敏。

公正取引委員会が「衣裳、引 割賦販売審議会 冠婚葬祭互
出物の持込み認めよ。持込み 助会の契約約款の適正化につ
量は、適正価格を明示せ
いて答申
よ。」式場業界に要望。

訪米中の中曽根首相「日本列
島不沈空母化」発言。参院全
国区で比例代表を初導入。総
選挙で自民党が惨敗し35年
ぶりの保保連合へ。

免田事件で熊本地裁八代支部 原油の値下がり。円安是正。 国家公務員109,100円。
が再審無罪。ロッキード事件 経常収支が大幅な黒字。
で元首相田中角栄に懲役4年
の実刑判決。政府が行政改革
大綱を決定。71特殊法人を
整理。

物価(日経平均終値):最高値
9,893円、最安値7,803円。
ビール(大瓶)280円、たばこ
(ハイライト)170円、JR初乗
り120円、235円/ドル、
3,296円/金1kg。

1,508,687人出生。

戸塚ヨットスクール戸塚宏校
長逮捕。レバノン米大使館で
爆弾テロ311人死亡。フィリ
ピンで有力議員アキノ暗殺。
米軍がグレナダ侵攻。ラング
ーンで韓国要人狙い爆弾テロ
19人死亡。

愛人バンク『夕ぐれ族』摘
発。ミスターシービーが史上
3頭目の三冠馬。連続8人殺
害の元消防士勝田清孝を逮
捕。三重・鳥羽沖で自衛隊機
2機墜落14人死亡。

1983
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カテゴリー

西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能
日劇閉場48年の歴史に
幕。アラレちゃん、機動戦
士ガンダム大流行。神戸市
でポートピア'81開幕。中
国残留孤児47人初来日、
26人の身元判明。

1981

演出機器

技術の進歩

人口・婚姻数
・死亡者数
人口統計

トピック

社

シネマ

テレビ、ラジオ

環境庁、緑の国勢調査結果
を発表。原生林の照葉樹林
が森林面積の0.06％に減
少。

日航機が羽田空港沖に墜
落、24人死亡。長崎中心
に集中豪雨、死者不明299
人。

海外渡航者数4,086,138
人。フォークランド紛争。
(4月〜6月)、イスラエルが
レバノン侵攻。ソ連書記長
ブレジネフ死去、後任はア
ンドロポフ。

会

・

トレンド

ヒットソング

本

流行語

『ルビーの指環』、『恋人
よ』、『スニーカーぶる〜
す』、『奥飛騨慕情』、
『みちのくひとり旅』、
『守ってあげたい』、『ハ
イスクールララバイ』、
『長い夜』、『スローなブ
ギにしてくれ』、『大阪し
ぐれ』、『春咲小紅』、
『街角トワイライト』、
『恋人よ』、『守ってあげ
たい』、『まちぶせ』、
『メモリーグラス』、『お
嫁サンバ』、『スマイル・
フォー・ミー』、『すみれ
色の涙』、『ウェディン
グ・ベル』、『夢の途
中』。ピンク・レディが後
楽園球場のコンサートで解
散。

『なんとなくクリスタ
ル』、『窓際のトットちゃ
ん』、『吉里吉里人』、
『人間万事塞翁が丙午』、
『悪魔の宝飾』。

『蜂の一刺し』、『なめん
なよ』、『ぶりっ子』、
『熟年』、『んちゃ』、
『フルムーン』、『なめネ
コ』、『クリスタル』。

『北酒場』、『聖母たちの
ララバイ』、『待つわ』、
『チャコの海岸物語』、
『いけないルージュマジッ
ク』、『セーラー服と機関
銃』、『心の色』、『北酒
場』、『赤道小町ドキ
ッ』、『少女Ａ』、『リバ
ーサイド・ホテル』、『涙
をふいて』、『恋人も濡れ
る街角』、『契り』、『悪
女』、『ハイティーン・ブ
ギ』、『Hard to Say I'm
Sorry』、『Eye of the
Tiger』。アイドル全盛期
「花の82年組」。

『抱擁』、『裏声で歌へ君
が代』、『積木くずし』、
『プロ野球を10倍楽しく
見る方法』、『気配りのす
すめ』、『親離れする時読
む本』。

流行

スポーツ

飲食関係

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事

敦賀原発で放射能漏れ事故 北炭夕張新鉱で行内火災、 エジプト大統領サダト暗
宅配便、郵便小包の取り扱 IBM16ビットパソコン世界 人口117,902,000人、婚姻
発覚、約100人被爆。『丸 93人死亡。
殺、戒厳令でポーランド情 い数を抜く。
的ベストセラーになる。レ 届776,531件、離婚件数
山ワクチン』製造継続、厚
勢緊迫。日米首脳会談で
ーザーディスクプレーヤー 154,221件、死亡者数
生労働省が事実上認知。
『同盟関係』を明記した共
発売。
720,262人。厚生省が全国
同声明発表。ライシャワー
のベビーホテル一斉点検結
元駐日大使が「核の日本持
果発表し94％欠陥。
込み」発言。海外渡航者数
4,006,388人。スペースシ
ャトル『コロンビア』初打
ち上げ。

『泥の河』、『遠雷』、
『陽炎座』、『駅
STATION』、『機動戦士
ガンダム』『スローなブギ
にしてくれ』、『なんとな
くクリスタル』、『連合艦
隊、機動戦士ガンダム』、
『クリスタル殺人事件』、
『レイダース/失われたアー
ク《聖櫃》 』、『エレフ
ァント・マン』。

『まんさくの花』、『本日
も晴天なり』、『おんな太
閤記』、『北の国から』、
『おれたちひょうきん
族』、『Dr.スランプ アラ
レちゃん』。カラーテレビ
普及率98.5%。

カード式公衆電話を新設。
テレホンカード使用開始。
産業ロボット、オフコン普
及進む。東北新幹線、大宮
〜盛岡開通。上越新幹線大
宮−新潟駅間で開業。中央
自動車道が全線開通。

ソニー、世界初のCDプレ
ーヤー発売。日本のパソコ
ンは、1982年時点、日本
電気の『PC-9800』シリー
ズがトップシェア。富士
通、価格75万円のワープ
ロ発売。

人口118,728,000人、婚姻
届781,252件、離婚件数
163,980件、死亡者数
711,883人。

『蒲田行進曲』、『E・
T』、『ガンダムⅢ』、
『転校生』、『疑惑』、
『炎のランナー』、『ラン
ボー』、『ミラクル・ワー
ルド・ブッシュマン』、
『少林寺』、『ポルターガ
イスト』。

『ハイカラさん』、『よー
いドン』、『峠の群像』、
『笑っていいとも!』、
『タモリ倶楽部』。カラー
テレビ普及率98.9%。

昭和57年

日本初の試験管ベビー誕
東北大で日本初の体外受精 山形・蔵王観光ホテルで火
生。NHK朝の連続ドラマ による女児誕生。
災、11人死亡。日本海中
『おしん』が視聴率
部地震(震度5)の津波被
62.9%。YMOが日本武道
害、104人死亡。山口県で
館で解散コンサート。浦安
集中豪雨、死者不明117
市に東京ディズニーランド
人。三宅島が21年ぶりに
開園。
噴火、溶岩流で3集落消
滅。

1983

人口動態

昭和56年

積み木くずし。資生堂、養
毛剤『薬用不老林』発売。
養毛剤ブーム起る。国鉄リ
ニアモーターカーが世界初
の有人走行に成功。

1982

インフラ・地形

術

海外渡航者数4,232,246
日本初の実用静止通信衛星 パソコンとワープロが急激 人口119,536,000人、婚姻
人。ソ連戦闘機が大韓航空 さくら2号α打ち上げ成
に普及。映像つきのレーザ 届762,552件、離婚件数
機撃墜、269人死亡。米大 功。。
ーディスクカラオケ登場。 179,150件、死亡者数
統領レーガンが来日、日の
任天堂のファミリーコンピ 740,038人。
出山荘で首脳会談。米大統
ュ−タ発売、14,800円。
領レーガン、一般教書演説
でソ連を『悪の帝国』発
言。

『楢山節考』、『家族ゲー
ム』、『南極物語』、『積
木くずし』、『居酒屋兆
治』、『東京裁判』、『時
をかける少女』、『探偵物
語』角川映画全盛期。『細
雪』、『東京裁判』、『戦
場のメリークリスマス』、
『スター・ウォーズ/ジェ
ダイの復讐』、『フラッシ
ュダンス』、『ローズマリ
ー』、『ジュ・テーム・モ
ワ・ノン・プリュ』。

昭和58年

26

『おしん』、『積木くず
し』、『スチュワーデス物
語』、『徳川家康』、『金
曜日の妻たちへ』、『ふぞ
ろいの林檎たち』。カラー
テレビ普及率98.8%。

ジャズダンス、『レッグウ 千代の富士横綱昇進。サッ 『中華飯店』『中華三昧』
ェーマー』。『なめネ
カーの釜本邦茂が日本人初 など高級インスタントラー
コ』、『ノーパン喫茶』が の200得点。
メン登場。サントリー、カ
全国で急増。『ダイアナ』
クテルの瓶詰め発売。カク
フィーバー、『クリスタル
テルブーム。アサヒビール
族』、『ガンプラ』、『チ
『バヤリースオレンジつぶ
ョロQ』。
つぶ』、キリン『キリンオ
レンジつぶつぶ』発売。つ
ぶ入りジュース時代へ。ガ
リガリ君、ウーロン茶、雪
見だいふく。

1981

『ネクラ』、『ネアカ』、
『ロリコン』、『ほとんど
ビョウキ』、『風見鶏』、
『裏本』、『女帝』、『逆
噴射』、『心身症』、『ル
ンルン』、『なめたらいか
んぜよ』。

『エアロビクス』、『ゲー
トボール』人気。国鉄のフ
ルムーン夫婦『グリーンパ
ス』がヒット、『軽薄短
小』。『マイコン』ブー
ム。

第1回大阪国際女子マラソ
ン開催。ゴルフの岡本綾子
が米ツアーで初優勝。日本
体操協会『がんばれ!ニッ
ポン!』キャンペーンを開
始。大貫映子、ドーバー海
峡を泳いで横断。

厚生省、清涼飲料水容器に
PET(ポリエチレン・エレ
フタレート)の使用を許
可。学校食事研究会が牛乳
炊き麦ご飯を紹介。後に
『タケちゃんマンライ』と
呼ばれ給食で引っ張りだ
こ。永谷園『麻婆春雨』発
売。初の即席中華料理。す
り身を使った『もどき食
品』が300億円市場に。カ
ニ、ホタテ、カズノコ、キ
ャビアなど、様々な風味が
開発された。里のくり（フ
タバ）。

『冬のリヴィエラ』、『夢 『二つの祖国』、『探偵物 『いいとも』、『不沈空
『おしん』視聴率62.9%を 青木功、ゴルフのハワイア カフェバー流行。サントリ
芝居』、『矢切の渡し』、 語』、『和田アキ子だ文句 母』、『おしん』、『フォ 記録。
ン・オープンで優勝。阪急 ー『超ミニ缶』発売。
『さざんかの宿』、『めだ あっか!』。
ーカスする』、『ニャンニ
の福本豊が盗塁939の世界 150ml、100円、世界最
かの兄弟』、『釜山港に帰
ャンする』、『ロンとヤ
新記録。夏の甲子園で大
小。六甲のおいしい水、カ
れ』、『探偵物語』、『氷
ス』、『勝手連』、『義理
阪・PL高が桑田・清原の1 ロリーメイト。
雨』、『春なのに』、『愛
チョコ』、『ジヤパゆきさ
年生コンビの活躍で優勝。
されてばかりいると』、
ん』。
『う・ふ・ふ・ふ』、『初
恋』、『君に胸キュン』、
『夏女ソニア』、『ボヘミ
アン』、『越冬つばめ』、
『お久しぶりね』、『メリ
ーアン』、『時をかける少
女』、『悲しい色やね』、
『キャッツ・アイ』、『ガ
ラスの林檎』、『セカン
ド・ラブ』、『め組のひ
と』、』、
『Flashdance... What a
Feeling（フラッシュダン
ス）』、『Karma
Chameleon』、
『Thriller』、『Owner
Of A Lonely Heart』。

1982

1983

カテゴリー

西暦

冠

和暦

冠

婚

婚

結婚した著名人

全互協・互助会関係

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連
経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

映画『お葬式』。

児玉誉士夫、植村直己、長谷
川一夫、三原脩、有吉佐和
子、ちばあきお、大川橋蔵、
美濃部亮吉、糸居五郎、マー
ヴィン・ゲイ。

改正約款（解約自由化関連）
通産省の承認を得る。互助会
数
社。前受金残高5,427
億円。会員件数1,506万件。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

国籍法・戸籍法改正され父母 中曽根首相が現職首相として 日米農産物交渉で牛肉・オレ 国家公務員112,800円。
両系血統主義を採用。
初めて靖国神社参拝。健康保 ンジ輸入数量の増加。企業倒
険法改正、本人に2割の自己 産が相次ぐ、大沢商会負債
負担を求める。行政管理庁を 1,250億円とリッカー負債
廃止。総務庁設置。自民党総 1,100億。消費者金融の倒産
会、靖国神社公式参拝合憲の も相次ぐ。
見解を決定。

232円/ドル、2,808円/金
1kg。

教育

1,489,780人出生。

会

戦争・事件

出来事

西暦

中江滋樹『投資ジャーナル』 新札発行、1万円(福沢諭
摘発。グリコ、かい人二一面 吉)15年ぶり。
相青酸カリ混入事件。三浦和
義『ロス疑惑』。

昭和59年

1984

松田聖子・神田正輝結婚、教
会挙式、テレビ朝日が完全中
継し、平均視聴率34.9%を記
録。

日航機御巣鷹山墜落事故、死 夏目雅子、大友柳太朗、田崎 全互協、敬老基金創設。互助 割賦販売法の一部改正
者520人・生存者4人。遺体 潤、たこ八郎、坂本九、佐々 会数412社。前受金残高
クーリングオフ期間を4日か
搬送に全国霊柩自動車協会
木勉、白洲次郎。
6,312億円。会員件数1,577 ら7日に。
(全霊協)参加。災害援助に葬
万件。
祭関連団体が活動した最初。
1985年以降、民間斎場が大
幅に増加。

田中角栄元首相入院。新風営 中曽根首相が靖国神社参拝。 民営化で日本電信電話公社・ 国家公務員/118,800円。
法の施行。男女雇用機会均等 政府が国鉄分割・民営化を正 日本たばこ産業発足。ドル高
法が成立。
式決定。
是正のためプラザ合意。円の
急騰。アメリカの日本に対す
る市場開放の要求強くなる。

251円/ドル、2,490円/金
1kg。

1,431,577人出生。『いじ
豊田商事による『純金』詐欺 初の日本人宇宙飛行士に内藤
め』が横行し問題になりはじ 事件。
千秋さんら3人決まる。
める。文部省、公立小･中･高
校の入学式･卒業式で日の丸
掲揚、君が代斉唱の徹底を通
知。

昭和60年

1985

大型施設にチャペルは必需と 森進一・森昌子、舛添要一・ ソ連(現ウクライナ)チェルノ
なる、虎ノ門パストラル
片山さつき。
ブイリ原発事故。
3,030組を記録。カトリック
教会の神父以外でも司式して
くれるようになり、キリスト
教式挙式が増加。大阪にヒル
トン、ニューオータニ開業。
東中野日本閣が、増改築によ
り全ての披露宴会場にシェイ
クハンドクリーム併設。(株)
プレスワーク設立(後にアニ
ヴェセル(株))。
1986

亡くなった著名人

互助会・業界動向

政治的動向

ホテル業界では増加する再婚
を対象とした婚礼を『レイン
ボーウエディング』と名付
け、力を入れ始める。全国の
互助会系企業が日本の3割を
施行するようになる。名古屋
駅前高砂殿3,800組を記録。
ハワイ高砂殿開業(教会買
収)。ジョイ・ジョイコーナ
ー開業。東京でエージェント
扱い比率ほぼ50%。

1985

葬 祭

祭

業界動向、競争環境、関連業界

憲仁親王様・久子様結婚の
儀。高円宮家創設。互助会直
営式場数280件(平安閣140、
玉姫殿約50、高砂殿20)。札
幌市、那覇市で有名ホテルが
公的施設より安いパック商品
販売。５大結婚式場到来 明
治記念会館・八芳園・白雲
閣・日本閣・椿山荘が登場し
ビジネスモデルとなる。

1984

葬

上村一夫、岡田有希子、笑福 互助会数415社。前受金残高
亭松鶴(六代目)、梅原龍三
7,203億円。会員件数1,654
郎、杉原千畝、石坂洋次郎、 万件。
東京ぽん太、円地文子、ベニ
ー・グッドマン、泉重千代。

男女雇用機会均等法施行。衆
参同日選挙で自民衆院304と
参院74議席で圧勝。社会党
委員長に土井たか子が就任し
日本初女性党首となり女性議
員が躍進。

昭和61年

梅田事件で釧路地裁が再審無 前川レポート(内需主導の経
罪。国鉄分割民営化関連8法 済構造転換)。
が成立し3公社消滅へ。昭和
62年度防衛予算GDP1％枠突
破。

国家公務員/121,600円。

200円/ドル、2,044円/金
1kg。

1,382,946人出生。葬式ごっ スペースシャトル『チャレン 政府主催の天皇陛下在位60
こ中学生自殺。
ジャー号』爆発。チェルノブ 年記念式典、国技館で開催。
イリ原発で大規模事故。地上 記念金貨も発行。ビートたけ
げ社会問題。中野区の中学生 しがFRIDAY編集部を襲撃。
がいじめ自殺、葬式ごっこ問 劇団四季『キャッツ』1,000
題に。皇居半蔵門と米大使館 回講演記念(初演1983年)
に過激派が火炎弾を発射。三
井物産マニラ支店長が誘拐さ
れ、翌年3月解放。三菱銀行
有楽町支店で3億3,000万円
強奪される。

1986

27

カテゴリー

西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能
ユニクロ1号店開店。
(FOCUS)200万部超える。
(FRIDAY)創刊。写真週刊
誌F・F戦争。一般人のプ
ライバシーもゴシップにな
る。

1984

植村直己、世界初のマッキ 海外渡航者数4,658,833
ンリー冬季単独登頂に成
人。
功、下山途中で消息絶つ。

昭和59年

昭和60年

アイドル歌手岡田有希子が AIDS感染が世界的に拡
飛び降り自殺。ハレー彗星 大、日本の患者は25人と
が地球に接近。上野動物園 なる。
のジャイアンアトパンダ
『トントン』誕生。CD生
産額、発行枚数ともにLP
レコード上回る。

1986

人口動態

演出機器

技術の進歩

伊豆大島の三原山噴火、
11月21日に島外避難。山
陰本線の余部鉄橋で列車転
落、6人死亡。

マルコスが国外逃亡し、コ
ラソン・アキノ大統領宣言
（フィリピン）。英チャー
ルズ皇太子とダイアナ妃が
来日。海外渡航者数
5,516,193人。

人口・婚姻数
・死亡者数
人口統計

トピック

全国の中学校で『いじめ』 厚生省がAIDS患者第1号の 日航ジャンボ機123便群馬 海外渡航者数4,948,366
が社会問題となる。
確認を発表。AIDSの恐怖 県御巣鷹山に墜落、女性4 人。
世界に広まる(性交渉の不 人生存、乗客乗員520人死
安)。
亡、世界最大の航空機事
故。

1985

インフラ・地形

術

社

シネマ

テレビ、ラジオ

ヒットソング

会

・

本

トレンド

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事
小西六写真工業、100年プ
リントを開発。NHK、衛
星テレビ放送を開始。

人口120,305,000人、婚姻
届739,991件、離婚件数
178,746件。長寿世界一、
男性74.20歳、女性79.78
歳。一人暮らし老人が100
万人突破。離婚による母子
家庭数が夫の死別による母
子家庭数を超える。

『お葬式』、『Ｗの悲
『北斗の拳』。カラーテレ 『ワインレッドの心』、
『愛のごとく』、『天璋院 『怪人二一面相』、『イッ 『チェッカーズ』カット。
劇』、『麻雀放浪記』、
ビ普及率99.1%。
『涙のリクエスト』、『つ 篤姫』、『伝われ･愛』、 キ』。
『瀬戸内少年野球団』、
ぐない』、『北ウイン
『三家猫ホームズのびっく
『風の谷のナウシカ』、
グ』、『浪花節だよ人生
り箱』、『見栄講座』、
『ワンス・アポン・ア・タ
は』、『渚のはいから人
『第四の核』、『箱根の
イム・イン・アメリカ』、
魚』、『飾りじゃないのよ 坂』、『何が権力か』。
『ライト・スタッフ』、
涙は』、『いっそセレナー
『ナチュラル』、『愛と追
デ』、『六本木心中』、
憶の日々』、『ゴースト・
『ふたりの愛ランド』、
バスターズ』、『ノスタル
『君たちキウイ・パパイ
ジア』。
ヤ・マンゴーだね』、『星
空のディスタンス』、『恋
人達のペイブメント』、
『Romanticが止まらな
い』、『もしも明日
が…』、『Like a
Virgin』、『Last
Christmas』、
『Jump』、『I Just
Called to Say I Love
You』。

通信自由化ポケベル急速に 人口121,049,000人、婚姻 『それから』、『乱』、
『タッチ』。カラーテレビ
普及、ショルダーフォン
届735,850件、婚姻件数
『台風クラブ』、『さびし 普及率99.1%。『夕やけニ
NTTから発売。
667,488件、離婚件数
んぼう』、『ビルマの竪
ャンニャン』スタート。
166,640件、死亡者数
琴』、『ランボー怒りの脱
752,283人。
出』、『ターミネータ
ー』、『アマデウス』、
『ベスト・キッド』、『死
霊のはらわた』、『ネバー
エンディング・ストーリ
ー』、『ウーマン・イン・
レッド』、『ビバリーヒル
ズ・コップ』、『バック・
トゥ・ザ・フューチャ
ー』、『キリング・フィー
ルド』、『グーニーズ』。

『恋におちて』、『ジュリ
アに傷心』、『俺ら東京さ
行ぐだ』、『セーラー服を
脱がさないで』、『愛
人』、『卒業』、『ふたり
の夏物語』、『悲しみにさ
よなら』、『翼の折れたエ
ンジェル』、『ミ・アモー
レ』、『ｆｆ』、『We
Are The World』、『I
was born to love you』、
『Freedom』。

富士写真、使い捨てカメラ 人口121,660,000人、婚姻 『キネマの天地』、『子猫
『写ルンです』発売、大ヒ 届710,962件、離婚件数
物語』、『海と毒薬』、
ット。
166,054件、死亡者数
『コミック雑誌なんかいら
750,620人。
ない』、『天空の城ラピュ
タ』、『ウホッホ探検
隊』、『極道の妻たち』、
『セント・エルモス・ファ
イアー』、『トップガ
ン』、『コーラスライ
ン』。

『CHA-CHA-CHA』、
『色・ホワイトブレン
ド』、『DESIRE』、『仮
面舞踏会』、『時の流れに
身をまかせ』、『天城越
え』、『男と女のラブゲー
ム』、『BAN BAN
BAN』、『熱き心に』、
『1986年のマリリン』、
『蝋人形の館』、『Song
For USA』、『My
Revolution』、『Say You
Say Me』。

昭和61年
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『ドラゴンボール』、『は
ね駒』、『都の風』、『い
のち』、『ミュージックス
テーション』、『男女７人
夏物語』。カラーテレビ普
及率99.1%。

キッコーマン『がんばれ玄
さん』発売。「〜さん」の
ついたネーミングの商品が
はやる。キリン『ビアシャ
トル』『おもいやり』、サ
ントリー『まる生』などネ
ーミングとパッケージを変
えた様々な銘柄が発売にな
った。新銘柄ラッシュのは
しり。薩摩酒造が焼酎の
「ロクヨン」割りを提案，
以後焼酎ブームにら宝酒造
から『缶チューハイ』も発
売。カプリソーネ、ハーゲ
ンダッツ、カラムーチョ、
コアラのマーチ、パックン
チョ、チェリオ（森永乳
業）。

『女の器量はことばしだ
『やらせ』、『パフォーマ 『ファミコン』ブーム。
柔道家山下泰裕現役引退。 ニッカウィスキー『ピュア
い』、『豊臣秀吉』、『ア ンス』、『金妻』、『イッ 『阪神』フィーバー、『ポ 服部道子全米女子アマチュ モルト』発売。商品の話題
イアコッカ―わが闘魂の経 キ』。
ケベル』隆盛(〜1996頃)、 アゴルフ選手権で日本人初 を引き出す覆面ブランド商
営』、『真田太平記』、
『ビックリマンシール』。 の優勝。阪神タイガース2 品のはしり。焼酎の売り上
『首都消失』、『演歌の
リーグ分裂後初の日本一。 げ前年比40％増で史上最
虫』『洋子へ』。
高。有毒不凍液混入のドイ
ツワインが発見され問題
に。早稲田大学、早慶戦を
前に『一気飲み』の自粛を
学生に要望。カット済み野
菜の売れ行きが急増。マン
ガ『美味しんぼ』がヒッ
ト。以後グルメマンガが急
増。ビックリマンチョコ。

『深夜特急』、『化身』、
『知価革命』、『カドの肖
像』、レディスコミック創
刊ラッシュ。

『究極』、『激辛』、『新
人類』、『レトロ』、『プ
ッツン』『、家庭内離
婚』、『川の手』、『アー
クヒルズ』、『知的水
準』、『亭主元気で留守が
いい』、『地上げ』、『財
テク』、『やるしかな
い』、『150円台』、『バ
クハツだ』、『おニャン
子』。

漫画『美味しんぼ』発刊グ
ルメブーム、ファミコンソ
フト『ドラゴンクエスト』
発売、モルツ(サントリ
ー)、『ダイアナ』フィーバ
ー、財テクブーム。若い女
性の温泉ブーム。

競輪中野浩一世界自転車選
手権10連覇達成。中日落
合博満推定年俸１億3,000
万円で日本人初の1億円プ
レーヤーに。

日本初の宅配ピザ店『ドミ
ノピザ』1号店が恵比寿に
開店。翌年から普及。おに
ぎりブーム。ライスバーと
称する専門店や、おにぎり
コーナーが登場。1世帯当
たりの魚介類消費量が
46.2kgと肉類46.6kgを下
回り、初めて逆転。明治製
菓『カラムーチョ』発売。
激辛ブーム始まる。サント
リー『モルツ』発売。麦芽
100％ビール流行。はちみ
つレモン、リゲイン。

1984

1985

1986

カテゴリー

西暦

冠

和暦

冠

婚

結婚した著名人

葬

葬 祭

全互協・互助会関係

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連
経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

郷ひろみ、1987年6月12日
石原裕次郎死去、海洋散骨。 石原裕次郎、梶原一騎、鶴田 全互協十五周年記念事業とし
に二谷友里恵と結婚し霊南坂
浩二、岸信介、高松宮宣仁親 ての一万人全国献血キャンペ
教会とシドニーのセントメリ
王・アンディー･ウォーホ
ーン。互助会のブライダル関
ーズ教会で挙式。マリアン・
ル、鶴田浩二、トニー谷、澁 係売上2,000億円。互助会数
実業家3億円結婚式
澤龍彦、深沢七郎、椋鳩十。 406社。前受金残高8,041億
円。会員件数1,696万件。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

竹下登内閣総理大臣（11月 竹下登首相が消費税導入へ。 初上場のNTT株に買いが殺
国家公務員/123,600円。
〜）。売上税法案が事実上廃
到。国鉄分割民営化でJRグ
案に。予算案が衆院通過し防
ループ7社誕生。ニューヨー
衛費5.2％増でGNP1％枠突
ク株式市場大暴落(ブラック
破。
マンデー)。 日本航空が完全
民営化。日本の外貨準備高が
西ドイツ抜き世界一へ。

160円/ドル、2,133円/金
1kg。

教育

1,346,658人出生。

会

戦争・事件

出来事

文部省コンピューターにハッ
カー侵入。朝日新聞阪神支局
襲撃事件、記者２人死傷。対
ソ不正輸出事件で東芝機械幹
部を逮捕。群馬県で功明ちゃ
ん誘拐殺人事件(02年時効成
立)。日本赤軍最高幹部丸岡
修を逮捕。

発がん性が問題のアスベス
ト、各地で除去。マドンナ、
マイケル・ジャクソン、来日
フィーバー。昭和天皇が慢性
膵炎で手術を受けられ、ご入
院。利根川進がノーベル生理
学・医学賞受賞。連合(全日
本民間労働組合連合会)発
足。

昭和62年

東八郎、中村勘三郎、三木武
夫、宇野重吉、土光敏夫、草
野心平、中村汀女、荻昌弘、
大岡昇平、イサム・ノグチ、
堀江 しのぶ。

互助会直営式場402軒(平安
閣185、玉姫殿85、高砂殿
24他108)。互助会数403社。
前受金残高8,796億円。会員
件数1,731万件。

消費税法案など税制改革6法
案成立。労働基準法の法定労
働時間の改正。1週間40時
間、1日8時間。

国土庁1988年1月1日現在の 国家公務員/141,000円。
地価公示。東京の地価は前年
比68.6%上昇し史上最高。平
均株価が3万円台を突破。

牛肉とオレンジの輸入自由化 1,314,006人出生。
で日米が合意。122円/ドル、
1,845円/金1kg。

リクルート事件。天皇陛下様
態悪化で各団体の行事、大学
文化祭、興業、広告、宣伝な
ど自粛相次ぐ。六本木のディ
スコで天井照明落ちる。宮沢
喜一がリクルート疑惑で辞
任。イランイラク戦争停戦。

べトちゃん，ドクちゃん分離
手術。昭和天皇が戦没者追悼
式御臨席、最後の政府公式行
事。サントリー社長「東北は
クマソの産地で文化程度が低
い」と発言。

昭和63年

平成元年

西暦

1987

1988

挙式披露宴の曜日(TMC・91 礼宮様と川嶋紀子様婚約発
施設)日祝祭日62%、土曜
表。大澄賢也・小柳ルミ子、
28%、大安の平日5%、その 沢田研二・田中裕子。
他の平日5%。挙式タイプの
シェア(TMC・93施設)神前式
85%、キリスト教式6%、人
前式2%、仏式1%。送迎車輛
にリムジン、オープンカーが
使われるようになる。

1989

亡くなった著名人

互助会・業界動向

政治的動向

青函トンネル開通を機に、北 春風亭小朝・泰葉、明石家さ 一般日本人対象の最初のエン
海道の会員制披露宴が青森県 んま・大竹しのぶ、秋元康・ バーミングが埼玉で行われ
津軽地区(弘前、青森)に普及 高井麻巳子。
る。若林一美『ちいさな風の
し始める。(後に同県南部地
会(子供を亡くした親の
区:十和田・三沢・八戸に
会)』。アメリカで70年代か
も)。
ら研究が始まっていたバイオ
エシックスについての学会
『日本生命倫理学会』が誕
生。

1988

祭

業界動向、競争環境、関連業界

神式スタイルから教会式スタ
イルへ増加傾向、各施設チャ
ペル建設を開始する。仲人さ
んの減少により、結納金の儀
式減少。『ブライダル産業新
聞』創刊。

1987

婚

天皇陛下崩御。昭和天皇大喪
の礼。霊柩車に洋型京急社が
使用で、洋型霊柩車人気の要
因になる。新潟県の妙光寺の
代供養墓『安穏廟』と東京巣
鴨の『もやいの碑』、京都・
常寂光寺の『女の碑』が『跡
継ぎを必要としない墓』とし
て人気。公営墓地も『合葬式
墓地』、『合葬』と解説。ク
レリ葬(コープ神戸=当時、灘
神戸生協と兵庫葬祭事業協同
組合連合会が提携)。生協が
葬祭事業始める。

美空ひばり、手塚治虫、松下 互助会数399社。前受金残高
幸之助、尾上松緑、松田優
9,796億円。会員件数1,750
作、色川武大、辰巳柳太郎、 万件。
古関裕而、浦辺粂子、開高
健、田河水泡、芥川也寸志、
サルバドール･ダリ。

リクルート事件で竹下内閣総 消費税実施。
辞職、宇野内閣発足（6月
〜）。消費税争点の参院選で
自民が歴史的大敗。宇野首相
が女性スキャンダルと参院選
惨敗で退陣。海部俊樹内閣
（8月〜）。1月7日に昭和天
皇が崩御し8日に『平成』に
改元。

消費税3%スタート。東証株 国家公務員/146,600円。
価が38,915円の史上最高値
を記録するが以降下落へ。金
融機関の完全週休2日制開
始。ソニーが米映画社コロン
ビア買収合意。過労死弁護団
全国連絡会が1年の相談件数
976と発表。

125円/ドル、1,725円/金
1kg。

女子の大学・短大進学率
36.8％で初めて男子を上回
る。1,246,802人出生。

連続幼児誘拐殺人・宮崎勤逮
捕。ホラービデオの規制が問
題化。リクルート事件で元会
長江副浩正逮捕。女子高生コ
ンクリート詰め殺人事件。オ
ウム真理教による坂本堤弁護
士一家殺害事件。

昭和天皇の大喪の礼、164カ
国地域から参列。美空ひばり
に国民栄誉賞。吉野ヶ里遺跡
(佐賀)弥生時代最大級の環濠
集落と判明。川崎市高津区の
竹やぶで2億円見つかる。女
優の和泉雅子が北極点到達。
横浜ベイブリッジ開通。

1989
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カテゴリー

西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能
安田火災海上ゴッホの『ひ JR、都営・営団地下鉄な
まわり』を53億円で落
どに『終日禁煙駅』。
札。

1987

演出機器

技術の進歩

東京・日比谷公園ロックコ
ンサートで熱狂のファン将
棋倒し、3人死亡、26人重
軽傷。

人口・婚姻数
・死亡者数
人口統計

社

シネマ

テレビ、ラジオ

会

・

トレンド

ヒットソング

本

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

『命くれない』、『人生い
ろいろ』、『TANGO
NOIR』、『愚か者』、
『雪國』、『ロンリー・チ
ャップリン』、『輝きなが
ら』、『リンダリンダ』、
『Strawberry Time』、
『駅』、『Hold On
Me』、『Heaven Is a
Place on Earth』、
『Bad』。

『サラダ記念日』、『ノル
ウェイの森』、『ビジネス
マンの父より息子への30
通の手紙』、『塀の中の懲
りない面々』、『Made in
Japan』。

『地上げ屋』、『ゴク
ミ』、『マルサ』、『懲り
ない〇〇』、『フリータ
ー』、『JR』、『ワンフィ
ンガー・ツーフィンガ
ー』、『第二電電』。

『スーパードライ(アサヒ
ビール)』、『PCエンジン
(NEC)』、各地で巨大迷路
が大流行、『美少女(後藤
久美子、宮沢りえなど)』
ブーム。『バラドル(井森
美幸、山瀬まみ)』ブー
ム。ボディコン、ワンレン
グス大流行。

Ｆ1ブーム。中島悟デビュ
ー。広島・衣笠祥雄に国民
栄誉賞。横綱双羽黒が廃
業。

自動パン焼き機発売。ブー
ムに。電子レンジ食品が急
増。『六甲のおいしい水』
をはしりに、おいしい水ブ
ーム。アサヒ『スーパード
ライ』発売。ドライブーム
となってアサヒビールがシ
ェアを広げる。各社も後に
続きドライビール戦争と呼
ばれる。ビエネッタ（森永
乳業）。

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事

西独の青年がセスナでモス
クワ『赤の広場』着陸。世
界の人口が50億人突破。
北朝鮮の大韓航空機爆破事
件で115人死亡。米ソが中
距離核戦力(INF）全廃条約
調印。海外渡航者数
6,829,338人。

NTTハンディタイプ携帯電 人口122,239,000人、婚姻 『私をスキーに連れてっ
話発売開始。パソコン普及 届696,173件、離婚件数
て』、『マルサの女』、
件数(%)が11.1%になる。
158,227件、死亡者数
『ゆきゆきて神軍』、『永
751,172人。
遠の1/2』、『プラトー
ン』、『アンタッチャブ
ル』『摩天楼はバラ色
に』、『プレデター』、
『狂気の愛』。

『チョッちゃん』、『はっ
さい先生』、『独眼竜正
宗』、『パパはニュースキ
ャスター』、『朝まで生テ
レビ！』、『ねるとん紅鯨
団』。カラーテレビ普及率
98.9%。

1987

米国大統領に民主党ブッシ 青函トンネル開通。瀬戸大 自動車電話にIDO、DDIセ 人口122,745,000人、婚姻
ュ。米ソ首脳会談。ソ連書 橋開通。携帯・PHS契約件 ルラー参入、価格競争始ま 届707,716件、離婚件数
記長ゴルバチョフがペレス 数242,888件。
る。パソコン普及件数(%) 153,600件、死亡者数
トロイカ。海外渡航者数
が9.7%になる。
793,014人。
8,426,867人。

『となりのトトロ』、
『TOMORROW明日』、
『異人たちとの夏』、『ラ
ストエンペラー』、『危険
な情事』、『ランボー
3』、『太陽の帝国』、
『シド・アンド・ナンシ
ー』、『ロボコップ』、
『月の輝く夜に』、『フル
メタル・ジャケット』、
『ウォール街』、『ベルリ
ン・天使の詩』。

『ノンちゃんの夢』、『純
ちゃんの応援歌』、『武田
信玄』、『それいけ！アン
パンマン』、『とんぼ』。
カラーテレビ普及99.0
率%。

『乾杯』、『パラダイス銀
河』、『ガキの頃のよう
に』、『とんぼ』、『プラ
トニックしましょ』、『元
気を出して』、『涙-Made
in Tears』、『ガラスの十
代』、『Turn It into
Love』、『Nothing's
Gonna Change My Love
For You（変わらぬ想
い）』。

『ゲームの達人』、『ダン
ス・ダンス・ダンス』、
『こんなにヤセていいかし
ら』、『裕さん、抱きしめ
たい』、平凡パンチが休
刊。

『ペレストロイカ』、『ハ
ナモク』、『今宵はここま
でに』、『ドライ戦争』、
『5時から男』、『しょう
ゆ顔・ソース顔』、『ユン
ケルンバ・ガンバルン
バ』、『ふつうは“汚職”と
申します』、『子連れ出勤
無、『オバタリアン』、
『Ｗ浅野』。

『ファイブミニ(大塚製
薬)』、『シーマ(日産)』、
『メガドライブ(セガ)』、
ファミコンソフト『ドラク
エⅢ』人気、『アサヒスー
パードライ』空前の売れ行
き、『朝シャン(朝のシャ
ンプー)』、『クリスマス・
エクスプレス』。『フラワ
ーロック』、『ワンレ
ン』。

ソウル五輪で柔道・斉藤仁
や背泳・鈴木大地らが金。
スキーブーム。カルガリー
冬季五輪で黒岩彰が銅。南
海がダイエー、阪急がオリ
ックスにそれぞれ身売り。
横綱千代の富士が史上2位
(当時)の53連勝。

大塚製薬『ファイブミニ』
発売。『PF21』、『オリ
ゴCC』などの機能性飲料
のはしり。商業捕鯨が全面
禁止となる。ケンちゃんラ
ーメン、ぬーぼー。

昭和63年

平成元年
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昭和62年

1988

礼宮様が川嶋紀子さんとご 高齢者保健福祉推進十か年
婚約。
戦略(ゴールドプラン)策
定。

1989

人口動態

トピック

屋根付き球場『東京ドー
東京地下鉄全面禁煙。日本 上海列車事故で修学旅行の
ム』落成。田部井淳子がマ 医師会、脳死を認める。第 高知学芸高生ら28人死
ッキンリー初登頂、日本人 1回世界禁煙デー。
亡。海自潜水艦『なだし
女性初の5大陸最高峰制
お』が遊漁船と衝突30人
覇。
死亡。六本木のディスコ
『トゥーリア』で照明が落
下3人死亡。

1988

インフラ・地形

術

東独、ベルリンの壁、撤
去。ルーマニア・チャウシ
ェスク政権崩壊。ソ連軍が
アフガニスタン撤退。北京
で天安門事件。アジア太平
洋経済協力会議
（APEC）。マルタ島で米
ソ首脳会談、冷戦終結宣
言。米軍がパナマ侵攻。海
外渡航者数9,662,752人。

NTT、ダイヤルQ2開設、
番組内容などが社会問題
化。携帯・PHS契約件数
489,558件。

パソコン普及件数(%)が
11.6%になる。コードレス
電話普及。

人口123,205,000人、婚姻
届708,316件、離婚件数
157,811件、死亡者数
788,594人。

『その男凶暴につき』、
『魔女の宅急便』、『黒い
雨』、『どついたるね
ん』、『あ・うん』、『レ
インマン』、『ダイ・ハー
ド』、『カクテル』、『ブ
ラック・レイン』、『紅い
コーリャン』。『チャイル
ド・プレイ』、『告発の行
方』、『死にゆく者への祈
り』、『裸の銃を持つ
男』、『ツインズ』、『バ
ットマン』、『恋人たちの
予感』。

30

『青春家族』、『和っこの
金メダル』、『春日局』、
『いかすバンド天国』、
『君の瞳に恋してる』、
『ザ・ベストテン』放送終
了。トレンディドラマから
Ｗ浅野ブーム。カラーテレ
ビ普及率99.3%。

『川の流れのように』、
『酒よ』、『クリスマス・
イブ』、『愛が止まらな
い』、『Diamonds』、
『シングル・アゲイン』、
『淋しい熱帯魚』、『世界
でいちばん熱い夏』、『と
んぼ』、『うれしい！たの
しい！大好き！』、『未来
予想図』、『Together
Forever 』、『Eternal
ﬂame』。

『TUGUMI』、『キッチ
ン』、『一杯のかけそ
ば』、『人麻呂の暗号』、
『孔子』、『消費税こうや
ればいい』。

『ペレストロイカ』、『け
じめ』、『フリーター』、
『偽装難民』、『マドンナ
旋風』、『HANAKO』、
『デューダする』、『セク
シャル・ハラスメント(セ
クハラ)』、『マスオさん
(逆玉)現象』、『アッシー
君』、『おやじギャル』、
『オバタリアン』、『24時
間タタカエマスカ』、『こ
んなん出ましたけど〜』、
『「壁」解放』、『濡れ落
ち葉』。

『ボジョレー・ヌーボー』
の解禁日がブームになる。
『ゲームボーイ(任天
堂)』、『トイレクイック
ル(花王)』、CMの『24時
間戦えますか』、『トサカ
前髪(森高千里)』、『いか
すバンド天国(イカ天)』で
バンドブーム。

米屋以外でも米販売が可能
となる。ジャワティストレ
ート、おとなのふりかけ、
鉄骨飲料、ICE BOX。

1989

カテゴリー
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冠

婚

1991

1992

平成2年

平成3年

結婚した著名人

葬

葬 祭

祭

亡くなった著名人

互助会・業界動向

全互協・互助会関係

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連

業界動向、競争環境、関連業界

政治的動向

経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

挙式披露宴の曜日(TMC・91
施設)日祝祭日62%、土曜
28%、大安の平日5%、その
他の平日5%。挙式タイプの
シェア(TMC・93施設)神前式
85%、キリスト教式6%、人
前式2%、仏式1%、外部
6%。披露宴会場のテーブ
ル、流しテーブルからのチラ
シテーブルへ需要シフト顕
著。

1990

婚

礼宮様と紀子さん結婚の儀、
秋篠宮家創設。真田広之・手
塚理美、薬丸裕英・石川秀
美、松平健・大地真央、浜田
雅功・小川菜摘。そのまんま
東とかとうかず子再婚。

井上治代の呼びかけによりエ
ンディングセンターの前身
『21世紀の結縁と墓を考え
る会』結成。以降『葬送の自
由をすすめる会』、『りすシ
ステム』、『葬送を考える市
民の会・札幌』、『ライフデ
ザインセンター(長野)』等、
葬送分野で市民団体が活動を
開始、マスコミを通じて大き
な影響を与える。霊柩運送事
業が免許制から自由化し許可
制に。この頃から公営火葬場
の建設にあたり宮型霊柩車乗
り入れ禁止を住民と協定する
ところが出てくる。

栃錦清隆、高峰三枝子、毛利
公子、成田三樹夫、東久邇宮
稔彦王、グレタ・ガルボ、池
波正太郎、早野凡平、サミ
ー・デイビス Jr.、藤山寛
美、土門拳 。

互助会加入者役務保証基金創
立。互助会数392社。前受金
残高10,188億円。会員件数
1,769万件。

ホテルニューホシノ挙式
玉置浩二・薬師丸ひろこ、布 雲仙普賢岳(熊本)爆発し、大
4,000組超。目黒雅叙園、ホ 川敏和・つちやかおり。
規模火砕流、死者行方不明
テル部門を備えて全面改装開
43人、1万人以上非難。東海
業。椿山荘3,690組。演出が
大病院安楽死事件。創価学会
豪華になり、レーザービーム
が僧侶を呼ばない葬式『同志
等の演出が導入される。
葬』を始める。(後に『友人
葬』と改称)。日蓮宗総本山
大石寺、創価学会に破門を通
告。葬送の自由を進める会が
相模灘で『自然葬』と名付け
散骨実施。この頃から斎場
(葬儀会館)の建設競争が始ま
る。農協、大型合併を機に葬
祭事業に積極化。この頃、会
葬者が平均約280人と最大と
なる。

井上靖、本田宗一郎、安倍晋
太郎、春日八郎、相田みつ
を、セルジュ・ゲンズブー
ル、イヴ・モンタン、フレデ
ィ・マーキュリー。

相撲の貴花田と宮沢りえ婚約 フォー布施博・古村比呂、野 WHO発表『エイズ・レポー
発表・婚約破棄。歌手桜田淳 村義男・野坂なつみ。
ト』世界の患者約45万人。
子、体操の山崎浩子、ソウル
日本医師会報告書で尊厳死を
で統一教会合同結婚式に参
肯定。
加。ゲストハウスタイプの会
場・レストランウエディング
のブーム到来。シーズンズホ
テル椿山荘東京開業。『けっ
こんぴあ』創刊。

松本清張、若山富三郎、尾崎 互助会数382社。前受金残高
豊、長谷川町子、大杉勝男、 11,542億円。会員件数1,852
いずみたく、藤村富美男、近 万件。
江俊郎、大山康晴、ジェフ・
ポーカロ、中上健次、五社英
雄、太地喜和子。

衆院選で自民党が275議席の
絶対安定多数を確保。
自社両党代表が訪朝し朝鮮
労働党と共同宣言。

11月22日に即位の礼22日か
ら23日未明にかけて大嘗祭
挙行。礼宮様が川嶋紀子様と
結婚し秋篠宮家創設。国際航
業事件で仕手集団『光進』代
表逮捕され政界へ波及。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

日銀が公定歩合を6％に引き 国家公務員/157,300円。
上げ高金利時代に突入。
東証一時2万円割れしバブル
経済崩壊へ。職安の愛称がハ
ローワークとなる。

125円/ドル、1,826円/金
1kg。

会

教育

戦争・事件

出来事

1,221,585人出生。女子大生
100万人突破。
第1回
大学入試センター試験実施。
学習指導要領改訂で小中
学校の日の丸・君が代義務
化。

俳優の勝新太郎がコカイン所
持で逮捕。
長崎市長が
右翼団体員に銃で撃たれ重
傷。

平成2年『防衛白書』、ソ連
の「潜在的脅威」の語句を削
除。大昭和製紙齋藤了英名誉
会長がゴッホの『ガシェ博士
の肖像』を史上最高価格
(8,250万ドル、約125億円)で
落札。秋山豊寛がソ連ソユー
ズで日本人初の宇宙飛行。

西暦

1990

全互協敬老基金の原資、一億
円突破。全互協に消費者相談
センター開設 フリーダイヤ
ル制とし専任相談員を置くモ
ニター制度を導入、全国に
60名のモニターを配置。互
助会数393社。前受金残高
10,893億円。会員件数1,816
万件。

政府自民党が湾岸戦争支援金 イトマン事件でイトマン元社 経企庁『いざなぎ景気』
国家公務員/168,000円。
90億ドルの追加支援と自衛 長ら逮捕。
(1965年11月〜1970年7月)
隊後方支援を決定。宮澤喜一
を超えたと発表。バブル経済
内閣発足（11月〜）。小選
崩壊。4大証券の巨額損失補
挙区制導入など政治改革3法
填発覚し各金融機関で不祥
案廃案。元NHK記者橋本大
事。堤清二がセゾングループ
二郎が高知県知事に当選し初
代表を引退表明。
の戦後生まれの知事。ソ連大
統領ゴルバチョフ初来日し共
同声明に領土問題。

牛肉・オレンジ自由化。125
円/ドル、1,609円/金1kg。

1,223,245人出生。

多国籍軍によるイラク空爆で 皇太子徳仁様31歳の誕生日
湾岸戦争勃発。
に立太子の礼。
天皇
皇后両陛下、即位後初の東南
アジアご外遊。
海上自衛
隊のペルシャ湾への掃海艇派
遣開始。ジュリアナ東京が東
京芝浦の倉庫跡にオープン。
東京23区の電話番号が4桁に
なる。

1991

ブッシュ大統領来日、『東京
宣言』。
『従軍慰安
婦』報道を受け宮沢首相が調
査なく謝罪。細川前熊本知事
が『日本新党』結成。
参院選で自民党大勝も投票率
史上最低。育児休業法施行。

平成4年

暴力団新法で山口組を指定暴
力団に、ついで稲川会と住吉
会も指定。東京佐川急便事件
で東京地検が元社長ら4人逮
捕。国家公務員完全週休二日
制実施。

都市銀行21行の9月末の不良 国家公務員/175,300円。
債権は12兆3千億円で3月末
より54%増。バブル景気の終
焉。大規模小売店舗法の改正
施行。

125円/ドル。1,446円/金
1kg。

国公立小中学校、第2土曜日 米国の高校生、間違えた訪問 PKO協力法成立。9月に自衛
を休業日に。1,208,989人出 先で射殺される。
伊丹十 隊員600人カンボジアへ派
生。
三が暴力団組員3人に襲われ 遣。毛利衛がスペースシャト
重傷。
ルで宇宙飛行。天皇皇后両陛
下が初の中国ご訪問。 ヨッ
ト単独無帰港世界一周の今給
黎教子さんがゴール。全国農
協中央会はJA(ジャパン･アグ
リカルチュラル・コーポラテ
ィブズ)の愛称を採用。女優
の桜田淳子が統一教会推薦の
男性と婚約。
1992

31

カテゴリー

西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能

演出機器

技術の進歩

・死亡者数
人口統計

老人保健法改正。

長崎・雲仙普賢岳で大火砕
流発生。
広島県で新
交通システムの橋桁落下、
15名死亡。信楽高原鉄道
で衝突事故、42人死亡。

社

シネマ

テレビ、ラジオ

ヒットソング

会

・

本

トレンド

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事
携帯・PHS契約件数
パソコン普及件数(%)が
868,078件。
スーパ 10.6%になる。
ーファミコン25,000円。

湾岸戦争勃発。ソ連最高会 携帯・PHS契約件数
議共和国会議、ソ連邦消滅 1,378,108件。
宣言を採択。エリツィン・
ロシア共和国初の大統領に
当選。海外渡航者数
10,633,777人。

ハイビジョンの試験放送開
始。NTTドコモ小型携帯
電話『mova』発売。パソ
コン普及件数(%)が11.5%
になる。

人口123,611,000人、
婚姻届722,138件、婚姻件
数653,415件。1世帯人口
が2.98人で初めて3人を割
る。初婚の平均年齢、男性
28.5歳、女性25.8歳で世
界最高に。

人口124,101,000人、婚姻
届742,264件、離婚件数
168,969件、死亡者数
829,797人。高校卒業者の
大学・短大志願者が50%
を超える。大学生数も200
万人を超える。

平成3年

新型新幹線『のぞみ』が運 日本医師会が尊厳死を認め 人気ロック歌手尾崎豊、路 米国大統領に民主党クリン 公示地価が17年ぶりに下 ポケベルでごろ合わせや暗
航開始。
バル る報告書をまとめる。JR
上で急死。追悼式に3万人 トン当選。海外渡航者数
落。東海道新幹線で『のぞ 号メッセージが流行、MD
セロナ五輪開幕。
山手線、全駅で終日禁煙
の若者が集まる。
11,790,699人。
み』、運行開始。携帯・
発売。パソコン普及件数
に。
PHS契約件数1,712,545
(%)が12.2%になる。
件。

1992

人口・婚姻数

平成2年

新宿新都庁完成。

1991

人口動態

トピック

ゴルバチョフ、ノーベル平 スパイクタイヤ粉じんの発 長崎県雲仙普賢岳が200年 イラク軍、クウェート制
和賞。
生の防止による法律制定。 ぶりに噴火。長崎屋尼崎店 圧。ドイツ、国家統一を回
大阪で国際花と緑の博覧会
で火災、15名死亡。
復。海外渡航者100万人突
開幕。日本人女子学生諏訪
熊本地方で集中豪雨、全国 破。ドイツ、国家統一を回
内晶子がチャイコフスキ
で32人死亡。神戸宝塚高
復。海外渡航者数
ー･コンクールで初優勝。
校で女子生徒が校門に挟ま 10,997,431人。
れ圧死。

1990

インフラ・地形

術

人口124,101,000人、婚姻
届754,441件、離婚件数
179,191件、死亡者数
856,643人。金さん銀さん
100歳。

『天と地と』、
『桜の園』、
『少年
時代』、『死の棘』、『ゴ
ースト−ニューヨークの
幻』『プリティ・ウーマ
ン』、『7月4日に生まれ
て』、『テキーラ・サンラ
イズ』、『フィールズ・オ
ブ・ドリームス』、『いま
を生きる』、『オールウェ
イズ』、『オペラ座の怪
人』、『トータル・リコー
ル』。

『ちびまる子ちゃん』、
『渡る世間は鬼ばかり』。
カラーテレビ普及率
99.4%。

『息子』、『大誘拐〜
Rainbow kids』、『八月
の狂詩曲』、『羊たちの沈
黙』、『ダンス・ウィズ・
ウルブズ』、『ターミネー
ター2』、『ホーム・アロ
ーン』、『ハートに火をつ
けて』、『ニキータ』、
『テルマ＆ルイーズ』、
『レナードの朝』、『ジェ
イコブス・ラダー』、『ロ
ビンフッド』、『シラノ・
ド・ベルジュラック』、
『絶叫屋敷へいらっしゃ
い』、『ドク・ハリウッ
ド』。

『東京ラブストーリー』、
『101回目のプロポー
ズ』。カラーテレビ普及率
99.3%。世界初の衛星放送
によるデジタルラジオ放送
局(St.GIGA)開局。

『シコふんじゃった』、
『紅の豚』、
『ミンボーの女』、『フッ
ク』、『氷の微笑』、『Ｊ
ＦＫ』、『ボディーガー
ド』、『ベートーベン』、
『パトリオット・ゲー
ム』、『アダムス・ファミ
リー』、『ゆりかごを揺ら
す手』、『ナイト・オン・
ザ・プラネット』。

『TVチャンピオン』、
『美少女戦士セーラームー
ン』、『おんなは度胸』、
『ひらり、信長』、『ずっ
とあなたが好きだった』、
『素顔のままで』。
カラーテレビ普及率
99.0%。

平成4年

『少年時代』、『おどるポ 『「NO」と言える日
ンポコリン』、『壊れかけ 本』、『SOGI』創刊(発行
のRadio』、『会いた
は1991年1月)。
い』、『さよなら人類』、
『あー夏休み』、『真夏の
果実』、『情熱の薔薇』、
『ジュリアン』、『浪漫飛
行』、『今すぐKiss
Me』、『恋唄綴り』、
『OH YEAH!』、
『Because I Love
You』。

『ボーダレス』、『バブル
崩壊』、『三K、三高』、
『ファジ無ー、『オタッキ
ー』、『あげまん』、『ち
びまる子現象』。

横綱千代の富士通算1,000 牛肉調製品,リンゴ・ブド
勝。
オグリ ウ果汁など12品目輸入自
キャップ有馬記念優勝後引 由化。ティラミス。
退。F1日本GPで鈴木亜久
里が3位入賞空前のF1ブー
ム到来。

1990

『Oh!Year!ラブストーリ
ーは突然に』、『SAY
YES』、『愛は勝つ』、
『駅』、『どんなとき
も』、『北の大地』、
『OH MY LITTLE
GIRL』、『Black or
White』。

『SantaFe』、 『ちびま
る子ちゃん』、『だから私
は嫌われる』、『大地の
子』。

『火砕流』、『損失補
填』、『チャネリング』、
『地球にやさしい』、『チ
ャパツ』。

2月〜3月の海外旅行者が
湾岸戦争の影響で2割にあ
たる87,000人キャンセ
ル、東京・芝浦にディスコ
『ジュリアナ東京オープ
ン』。

橋本聖子、全日本スピード
スケート女子総合で10連
覇。
横綱千代の富
士引退。
東京で第3回
世界陸上選手権開催。
Ｆ1ドライバー中島悟引
退。高野連が朝鮮高校の参
加を認める。

牛肉・生鮮オレンジの輸入
自由化。カルピス・ウォー
ター。クレーム・ブリュ
レ。

1991

『部屋とYシャツと私』、
『浅い眠り』、『決戦は金
曜日』、『世界中の誰より
きっと』、『クリスマスキ
ャロルの頃には』、『Fly
Away』、『君がいるだけ
で』、
『悲しみは雪
のように』、『それが大
事』、
『涙のキッ
ス』、『もう恋なんてしな
い』、『I Will Always
Love You』。

『国境の南、太陽の西』、 『ほめ殺し』、『プー太
『さるのこしかけ』、『真 郎』、『民暴』、『カル
夜中は別の顔』、『それい ト』、『PKO』。
けココロジー』、『葬と供
養』、『喪の途上にて−大
事故遺族の悲哀の研究』。

『就職氷河期』、『分
煙』、『スーパーマリオカ
ート大人気』、『CASIOGショック』大人気。

貴花田、19歳5か月の最年
少優勝。アルベールヒル冬
季五輪、伊藤みどり、橋本
聖子メダル。
プロ
ボクシング鬼塚勝也チャン
ピオン。
バルセロ
ナ五輪で吉田秀彦、岩崎恭
子らが金。
田部井淳子
女性世界初の7大陸最高峰
登頂。
夏の甲子園
で星陵の松井秀喜に5連続
敬遠。

オレンジ果汁の輸入自由
化。米国産サクランボの輸
入解禁。日清ラ王。タピオ
カ。

1992
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カテゴリー

西暦

冠

和暦

冠

婚

婚

結婚した著名人

葬

葬 祭

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連
経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

園山俊二、オードリー・ヘッ 互助会数371社。前受金残高
プバーン、安部公房、田中角 12,142億円。会員件数1,881
栄、服部良一、井伏鱒二、ハ 万件。
ナ肇、逸見政孝、瀬戸わん
や、猪俣公章、フランク・ザ
ッパ、矢野健太郎。

最高裁が箕面忠魂碑訴訟で
『市の公費負担は合憲』との
判断を下す。自民党羽田派44
人小沢一郎など離党し新党
『新生党』結成。細川内閣発
足（8月〜）。土井たか子が
衆院議長に。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

東京地検が自民党副総裁の金 プロサッカーJリーグ開幕。
丸信を脱税容疑で逮捕。慰安
婦関係調査結果発表に関する
河野内閣官房長官談話。

定期預貯金金利の完全自由
化。111円/ドル、1,326円/
金1kg。

教育

1,188,282人出生。

会

戦争・事件

田中角栄死去。

出来事

西暦

白神山地、屋久島、法隆寺、
姫路城、日本初の世界遺産に
登録される。

平成5年

1993

大鶴義丹・マルシア、木梨憲
武・安田成美、佐藤次利・河
合その子、近藤真彦・一般女
性、若乃花勝・栗尾美恵子。

永六輔の『大往生』が人気に
なり、「茶の間で死や葬式が
話される時代が来た」といわ
れる。IFSA設立。

安井かずみ、胡桃沢耕史、乙
羽信子、大山倍達、アイルト
ン･セナ、中川勝彦、京塚昌
子、レオナルド熊、細川隆
元。

社会貢献基金1000万円突
取引信用室 葬儀会館（斎
新生党党首の羽田孜内閣発足 政府が緊急雇用対策本部設
破。互助会数367社。前受金 場）等に関するアンケートを （4月〜、社会党村山富市内 置。
残高12,751億円。会員件数 実施。
閣発足（6月〜）。
1,901万件。

経済企画庁長官が5月で不況 国家公務員/180,500円。
は37か月目となり戦後最長
の不況と報告。百貨店の売上
軒並みダウン。大型スーパー
も不振。コンビニ好調。日米
首脳が経済協議で物別れ。

価格破壊。ニューヨーク外為 1,238,328人出生。
市場で一時、1ドル99.85円
になり史上初の100円突破。
99円/ドル、1,312円/金
1kg。

NATO軍セルビア人勢力に空 大江健三郎がノーベル文学賞
爆。松本サリン事件発生。
受賞。純国産H2ロケットの
打ち上げに成功、衛星の軌道
上への移行には失敗。向井千
秋、日本人初スペースシャト
ル搭乗。

平成6年

1994

ゼクシィがブライダル専門誌
になる。BIA・(社)日本ブラ
イダル事業振興協会設立。全
日本ブライダル協会、アジア
ブライダルサミット開始。ベ
ストブライダル設立。

1995

全互協・互助会関係

政

政治的動向

『ゼクシィ効果(ゼクシィ・シ
ョック)』。結婚予定者の大
きな情報源。『XY見積表80
人』各施設が披露宴同一人数
規模での見積例提出。エージ
ェント窓口訪問客減少。小規
模施設でも広告を出せる。パ
ークハイアット東京開業。ウ
エスティンホテル東京開業。

1994

亡くなった著名人

互助会・業界動向

業界動向、競争環境、関連業界

プランドゥシー設立、『ゼク 皇太子徳仁様と小和田雅子さ 葬儀前契約りすシステムが開
シィ』首都圏版5月創刊。
んご結婚。佐藤浩市・広田亜 始。現在NPO法人となり葬
矢子、糸井重里・樋口可南
儀だけではなく高齢者の生活
子。
支援全般を支援するシステム
に。また契約者保護のため
NPO日本生前契約等決済機
構も併せ持つ市民団体。第1
回日本ホスピス・在宅ケア研
究会。霊柩運送事業の自由化
により、バン型の輸入あるい
は国産の洋型霊柩車が増加。

1993

祭

萩原聖人・和久井映見、西川
哲・菊池桃子、中村トオル・
鷲尾いさ子、唐沢寿明・山口
智子、貴乃花光司・河野景
子。

『お別れ(の)会』『偲ぶ会』
が行われるようになる。「密
葬」に代わり「家族葬」とい
う用語が登場。この頃から他
業種からの葬祭業への新規参
入が激しくなる。首都圏では
祭壇の主流が輿型祭壇から生
花祭壇に移行する。通夜の会
葬者が告別式の会葬者数を上
回る傾向が顕著に。
生前契約の日本ＦＡＮ倶楽部
が始まる

テレサ・テン、金子信雄、山
田康雄、福田赳夫、笹川良
一、渡辺美智雄、神代辰巳、
山際淳司。

阪神・淡路大震災対策委員会
設置（1月17日）27日に東京
平安閣で阪神・淡路大震災救
援対策を協議、1000本の柩
の提供、緊急窓口を大阪玉姫
会館内に設置、新聞六紙に被
害見舞の広告掲載、義援金募
集等行う。互助会数364社。
前受金残高13,373億円。会
員件数1,936万件。

改正宗教法人法成立。新食糧
法が施行(米の流通･販売が自
由化)。青島幸男が東京都知
事に横山ノック大阪府知事誕
生。

平成7年

情報開示・活動報告の義務付
けなど強化。戦後50年にあ
たっての村山富市首相の談話
及び記者会見。

4月の完全失業率、3.2%とな 国家公務員/180,500円。
り1953年以来最悪に。大蔵
省発表で住専の不良債権8兆
4,000億円。三菱銀行と東京
銀行が合併に合意。

79円/ドル、1,209円/金
1kg。

文部省と日教組が和解。全国
公立小中高でいじめが前年比
2.6倍に。1,187,064人出
生。

オウム真理教、地下鉄サリン 地下鉄サリン事件でオウム真
事件。朝のラッシュ時に東京 理教教祖の麻原彰晃逮捕。東
の地下鉄で猛毒のサリンが撒 京都現代美術館が開館。
かれ死者11人負傷者約5,000
人。國松孝次警察庁長官が自
宅マンション前で銃撃され重
傷。

1995
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カテゴリー

西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能

技術の進歩

人口・婚姻数
・死亡者数
人口統計

シネマ

テレビ、ラジオ

会

・

ヒットソング

本

『ぼくたちの失敗』、『島
唄』、『負けないで』、
『揺れる想い』、『このま
ま君だけを奪い去りた
い』、『ポケベルが鳴らな
くて』、『エロティカ・セ
ブン』、『YAH YAH
YAH』、『Are You
Gonna Go My Way』。

『磯野家の謎』、『日本改
造計画』、『マディソン郡
の橋』、『納棺夫日記』、
『カトリック儀式書 葬
儀』。

トレンド

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事
携帯・PHS契約件数
2,131,367件。

パソコン普及件数(%)が
11.9%になる。

人口124,938,000人、婚姻
届792,658件、離婚件数
188,297件、死亡者数
878,532人。

『部屋とYシャツと私』、
『ゴジラVSモスラ』、
『REX･恐竜物語』、『水
の旅人/侍KIDS』、『ジｭ
ラシック・パーク』、『マ
ルコムＸ』、『天使にラ
ブ・ソングを…』、『ラス
ト・オブ・モヒカン』、
『クリフハンガー』、『パ
ーフェクトワールド』。

『ウゴウゴルーガ』、『都
合のいい女』、『料理の鉄
人』。カラーテレビ普及率
99.1%。

『オーレオレ』、『ブルセ 『ジュリアナ』現象、お立 曙、外国人初の横綱、貴乃 冷夏で 40年ぶりの水稲不
ラ』、『コギャル』、『サ ち台ギャル。女子高生にポ 花20歳5か月の史上最年少 作で,戦後初のコメ大量輸
ポーター』、『ゼネコン汚 ケベル人気。
大関に。荻原健司初のＷ杯 入発表。エネルゲン、ナ
職』、『ジュリアナ』、
総合優勝。プロサッカーJ タ・デ・ココ。
『規制緩和』、『FA』、
リーグ開幕。ドーハの悲
『清貧』。
劇。

1993

中華航空機名古屋空港で墜 海外渡航者数13,578,934
落264人死亡。北海道東北 人。
沖地震(M8.1)343人死亡。

高速炉もんじゅが臨界点に ソニー、プレイステーショ 人口125,265,000人、婚姻
達す。携帯電話の普及始ま ン発売。パソコン普及件数 届782,738件、離婚件数
る(携帯・PHS契約件数グ (%)が13.9%になる。
195,106件、死亡者数
ラフ参照)。携帯・PHS契
875,933人。
約件数4,331,369件。

『平成狸合戦ぽんぽこ』、 『開運!何でも鑑定団』。
『トゥルーライズ』、『シ カラーテレビ普及率
ンドラーのリスト』、『ラ 99.0%。
イオン・キング』『パル
プ・フィクション』。

『innocent world』、
『ロマンスの神様』、『愛
が生まれた日』、『夏が来
る』、『恋しさとせつなさ
と心強さと』、『熱帯
夜』、『Miss You』、
『All I Want for
Christmas Is You』、
『Whatever』。小室哲哉
ファミリーの時代、最も
CDが売れる時代に突入。

『大往生』、『超整理
『価格破壊』、『就職氷河 パソコン販売がワープロ超 イチローが史上初200安
法』、『ねじまき鳥クロニ 期』、『風水』、『同情す える、『プレイステーショ 打。貴乃花横綱昇進。
クル』、『燃えあがる緑の るなら金をくれ』。
ン』、『セガサターン』。
木』、『日本をダメにした
九人の政治家』、『マディ
ソン郡の橋』、『遺書』。

平成の米騒動.国産米を求
め,米屋やスーパーに殺
到。パンナ・コッタ、きり
り、ウイダーinゼリー、ド
ンタコス。

平成6年

1994

東京の真夏日、32日連続
で、1894年以来の新記
録。

1995

演出機器

社

平成5年

天皇陛下が訪米。我が子に 環境基本計画(第1次)策
『悪魔』と命名した父親が 定。
戸籍に載せることを断念。

1994

人口動態

トピック

天皇、天皇として初めての 環境基本法施行。環境庁が 北海道南西沖地震(M7.8)奥 EC12か国の単一市場発
沖縄訪問。皇太子徳仁様、 『環境にやさしい企業行動 尻島津波，202人死亡。
足。海外渡航者数
小和田雅子様と結婚。
指針』まとめる。
11,933,620人。

1993

インフラ・地形

術

1月17日、阪神・淡路大震
災。死者5,000人を超え、
避難所暮らしの被災者31
万人以上。

大和銀行ニューヨーク支店
で米国債投資に失敗11億
ドル損失。海外渡航者数
15,298,125人。

携帯電話の普及始まる(携
帯・PHS契約件数グラフよ
り)。携帯・PHS契約件数
11,712,137件。

WINDOWS95、CD-ROM
使用可能になる。パソコン
普及件数(%)が15.6%にな
る。

人口125,265,000人、婚姻
届791,888件、婚姻件数
716,578件、離婚件数
199,016件、死亡者数
922,139人。

『耳をすませば』、『学校 『王様のレストラン』。カ 『ズルい女』、『ロビンソ 『ソフィーの世界』、『フ 『ボランティア』、『マイ
の怪談』、『トイレの花子 ラーテレビ普及率98.9%。 ン』、『ら・ら・ら』、
ォレストガンプ』、『脳内 ンド・コントロール』、
さん』、『LEON』、『シ
『Overnight
革命』。
『官官接待』、『サリ
ョーシャンクの空に』、
sensation』、『太陽が燃
ン』、『ボア』、『ライフ
『マディソン郡の橋』、
えている』、『君がいたか
ライン』。
『王妃マルゴ』、『マス
ら』、『碧いうさぎ』、
ク』、『フォレスト・ガン
『LOVE LOVE LOVE』、
プ/一期一会』。
『It's A Beautiful day』、
『To Love You More』。

平成7年

10代女性に『ミニピタＴシ
ャツ』のへそ出しルックが
流行。女子高生がミニスカ
ートとルーズソックス、
『アムラー』登場。安室奈
美恵のファッションやメイ
クを真似た『アムラー』が
増殖、『ミニ四駆』、『た
れぱんだ』。

野茂英雄、米大リーグのド 新食糧法施行(食糧管理法
ジャーズに入団、ナリーグ の廃止)。カヌレ。
新人王に。大相撲九州場所
貴乃花若乃花兄弟対決。伊
達公子全仏オープンで日本
人初の4強入り。

1995
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西暦

1996

1997

冠

和暦

平成8年

冠

婚

婚

結婚した著名人

葬

葬 祭

祭

亡くなった著名人

互助会・業界動向

全互協・互助会関係

・互助会保証㈱

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連

済
物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

政治的動向

経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

橋本龍太郎内閣総理大臣（1
月〜）。日本社会党が『社会
民主党』に党名改称。鳩山由
紀夫と菅直人らが『民主党』
を結成し57人参加。小選挙
区制度導入後初の衆院選で自
民復調。

全国銀行協会連合会が郵便貯 国家公務員/181,400円。
金の民営化検討を提言。郵政
省とNTT分離で合意。東京
三菱銀行発足。資金量53兆
円は世界一。消費者物価が
1971年以来初のマイナス。
金融ビッグバン(1996〜
2001）

(特定サービス産業実態調査
より)挙式構成比:神前式66%
キリスト教25.5%、人前式
4.5%。BIAブライダルコーデ
ィネーター養成講座開始。参
加人数別披露宴件数構成比:
50人未満11%、50〜100人
未満56%、100〜150人未満
22%、150人以上11%。1件
当り売上高278万円。英国の
チャールズ皇太子とダイアナ
妃、離婚を正式発表。『地味
婚』が流行語になる。帝国ホ
テル大阪開業。シェラトング
ランデ・トーキョーベイ、ガ
ラスのチャペルオープン。

葬祭ディレクター技能審査試 ジーン・ケリー、司馬遼太
験第1回。碑文谷創『葬儀概 郎、武満徹、岡本太郎、三橋
論』刊行。
美智也、横山やすし、金丸
信、山村美紗、藤子・F・不
二雄、フランキー堺、沢村貞
子、 遠藤周作、カール・セ
ーガン。

11月通産省『特定サービス
産業実態調査』の対象の1つ
に結婚式場業を指定し、初め
て全国結婚式場の実態が明ら
かになる。挙式場・披露宴会
場を持つ施設3,029軒(ホテル
旅館1,533、結婚式場699、
公的施設314、その他483)そ
の挙式披露宴件数481,411件
(95・96年平均婚姻件数比
61%)。

ザ・リッツカールトン大阪開
業。初のハウスウエディング
施設・ルーデンス立川ウェデ
ィングビレッジ開業((株)プレ
ス・ワーク、のちAOKIホー
ルディングスの子会社→アニ
ヴェセル(株))。

歌手の安室奈美恵とダンスの ダイアナ元皇太子妃。全互協 藤沢周平、三船敏郎、勝新太 互助会数357社。前受金残高
SAM結婚。前田亘輝・飯島
第１回香典等に関するアンケ 郎、マザー・テレサ、井深
14,767億円。会員件数2,010
直子、石井浩郎・岡村孝子、 ート調査。
大、伊丹十三、萬屋錦之介、 万件。
一般男性・相川七瀬。
ジョン・デンバー、星新一。

社

国家公務員

業界動向、競争環境、関連業界

116円/ドル、1,405円/金
1kg。

教育

会

戦争・事件

出来事

西暦

1,206,555人出生。中学校の ペルーの日本大使館公邸を武 サッカー2002年W杯、日韓
科書検定で『従軍慰安婦』な 装グループが占拠。住専の大 共同開催が決定。少年による
ど問題記述発覚。
口融資先『末野興産』社長を オヤジ狩り。
逮捕。福岡空港でガルーダ機
が離陸失敗、3人死亡。

1996

夫婦別姓導入を柱とした民法 臓器移植法が成立し10月か
改正案廃案。政府が北朝鮮に ら施行。
よる拉致疑惑6件9人を認
定。介護保険法が成立。最高
裁が愛媛玉串訴訟で公費支出
は違憲と判決。1週間40時
間、1日8時間の法定労働時
間完全実施。

消費税の税率が3%から5%に 国家公務員/183,200円。
引き上げ施行。国内総生産
(GDP)前年度比0.7%減。23
年ぶりのマイナス成長。北海
道拓殖銀行が都市銀行初の経
営破綻。

130円/ドル、1,337円/金
1kg。

1,191,665人出生。

日本海で露タンカー「ナホト
カ」沈没、大量の重油流出。
神戸で11歳男児の切断頭
部、6月に14歳少年逮捕。総
会屋への利益供与容疑で野村
證券元社長逮捕。松山ホステ
ス殺害事件で時効直前に福田
和子逮捕。神戸のホテルで山
口組組長射殺、巻き添えの男
性死亡。東電OL殺人事件。

平成9年

気候変動枠組み条約第3回締
約国会議(地球温暖化防止会
議)、京都で開幕。福岡・三
井三池鉱山が閉山。

1997

厚生省の全国調査で、見合い 石橋貴明・鈴木保奈美、波多 警察庁の統計で自殺者が年間 黒澤明、石ノ森章太郎、宇野 互助会数354社。前受金残高
結婚の割合が1割を切ってい 野浩之・松田聖子。
3万人を超える。日本、100 宗佑、淀川長治、景山民夫、 15,488億円。会員件数2,022
ることが判明。男性の性的不
歳以上1万人を突破(住民基本 村山実、hide。
万件。
全治療薬『バイアグラ』の国
台帳による)。衆議院予算委
内製造販売承認。テイクアン
員会 農協の葬祭事業展開に
ドギヴニーズ設立。レストラ
注意を喚起（過度の誘引活動
ン提携しハウスウエディン
に対し指導）。
グ、ホテル日航東京開業。名
古屋マリオットアソシアホテ
ル開業。ワタベウェディング
(株)海外初の直営教会『ジョ
ン・ドミニス教会(ハワイ)』
開設。
1998

行政（互助会関連）

政

参院選で自民党大敗。小渕恵
三内閣発足（7月〜）。大蔵
省の金融検査監督部門が独立
し金融監督庁発足。特定非営
利活動促進法(NPO法)成立。

平成10年

国家公務員/184,200円。

115円/ドル、1,238円/金
1kg。

1,203,147人出生。

大蔵省接待汚職事件で逮捕
者、官僚ら7人逮捕に発展。
和歌山毒カレー事件で4人死
亡、12月に容疑者逮捕。黒
磯市で中1男子が女性教諭を
ナイフで刺殺。山一證券の粉
飾決算事件で前会長ら逮捕、
3月31日廃業。接待汚職で日
銀職員も逮捕、松下日銀総裁
辞任。

1998
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カテゴリー

西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能

技術の進歩

海外渡航者数16,694,769
人。フランス・中国が駆け
込み核実験。国連が包括的
核実験禁止条約採択もイン
ド・パキスタンは調印拒
否。北朝鮮の潜水艦が韓国
に侵入、南北関係が悪化。

人口・婚姻数
・死亡者数
人口統計

シネマ

テレビ、ラジオ

会

・

トレンド

ヒットソング

本

流行語

流行

『新しいラプソディ』、
『あなたに逢いたくて』、
『名もなき詩』、『アジア
の純真』、『Jam』、『ご
めんね、チェリー』、『バ
ンザイ-好きでよかっ
た-』、『心を込めて花束
を』、『Change the
World』、『Don't Look
Back in Anger』。

『失楽園』、『患者よ、が
んと闘うな』、『「超」勉
強法』、『神々の指紋』、
『弟』、『猿岩石日記
Part1』。

『アムラー』、『チョベリ
バ・チョベリグ』、『援助
交際』、『メークドラ
マ』、『ストーカー』、
『インターネット』、『ま
る投げ』、『プリクラ。
『自分で自分をほめた
い』、『友愛・排除の論
理』、『芸能人は歯が
命』。

『安室奈美恵』を真似た
『アムラー』、茶髪、ロン
グヘアー、細い眉。ギャル
人気、プリクラ流行。
『NINTENDO64』、『シ
ャギー』スタイル、『ロン
毛』。

スポーツ

飲食関係

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事
インターネット普及率が
3.3%になる。携帯・PHS
契約件数26,906,511件。
携帯電話急増。

バンダイ、携帯用デジタル
ペット『たまごっち』発
売。パソコン普及件数(%)
が17.31%になる。

人口125,859,000人、婚姻
届795,080件、離婚件数
206,955件、死亡者数
896,211人。

『Shall we ダンス?』、
『スーパーの女』、『キッ
ズ・リターン』、『ミッシ
ョン・インポッシブル』、
『セブン』、『インディペ
ンデンス・ディ』『ジュマ
ンジ』、『トイ・ストーリ
ー』、『イレイザー』。

『ひまわり』、『ふたりっ
子』、『秀吉』、『ロング
バケーション』、『白線流
し』。カラーテレビ普及率
99.1%。

アトランタ五輪（柔道の野 堺市の小学校で病原性大腸
村忠宏が金、女子マラソン 菌0-157の集団食中毒、
の有森裕子が銅）。野茂英 6031人。桃の天然水。
雄、米大リーグでノーヒッ
ト・ノーラン。国際サッカ
ー連盟が2002年Ｗ杯の日
韓共同開催決定。

1996

島根県・隠岐島沖でロシア
のタンカー『ナホトカ』が
沈没、流出した重油が日本
海沿岸に漂着。

香港、英から中国に返還。
中国の最高実力者、鄧小平
死去。英国で世界初のクロ
ーン羊『ドリー』誕生。ダ
イアナ元英皇太子妃、仏・
パリで事故死。北朝鮮書記
長に金正日、エジプトでイ
スラム過激派が観光客60
人超殺害。韓国大統領選で
金大中当選。海外渡航者数
16,802,750人。

インターネット普及率が
9.2%になる。長野新幹線
（高崎-長野）、秋田新幹
線が開業。

パソコン普及件数(%)が
22.1%になる。

人口126,157,000人、婚姻
届775,651件、離婚件数
222,635件、死亡者数
913,402人。文科省が不登
校の児童生徒が急増し
94,000人を超すと発表。

アニメ映画『もののけ姫』
の配給収入が『E・T』の
96億円の記録を更新、今
村昌平監督『うなぎ』がカ
ンヌ国際映画祭でグランプ
リ、北野武監督『HANABI』がベネチア映画祭でグ
ランプリ、『失楽園』、
『タイタニック』、『フィ
フス・エレメント』、『イ
ングリッシュ・ペイシェン
ト』

『あぐり』、『甘辛しゃ
ん』、『毛利元就』、『踊
る大捜査線』、『ラブ・ジ
ェネレーション』、『ポケ
ットモンスター』カラーテ
レビ普及率99.2%。

『硝子の少年』、『ありが 『少年H』、『鉄道員』、 『失楽園』、『たまごっ
『たまごっち』ブームにな
とう』、『ひだまりの
『レディ・ジョーカー』、 ち』、『ガーデニング』、 り出荷総数が1,000万個に
詩』、『Can You
『7つの習慣』。
『貸し渋り』、『日本版ビ 到達。『キシリトールガ
Celebrate?』、『My
ッグバン』、『マイブー
ム』、『プリウス(日
Heart Will Go On』。
ム』、『パパラッチ』、
産)』、『渋谷109』の店員
『透明な存在』、『ものの がカリスマ店員と呼ばれ
け(姫)』、『ラララむじん る、小顔ブーム。
くん』。

サッカー日本代表がイラン 外食産業の市場規模、過去
破りW杯大会出場決める。 最高を記録。キシリトール
ダカール・ラリーで篠塚建 ガム。ベルギーワッフル。
次郎が日本人初の総合優
勝。イチローが209打席無
三振のプロ野球記録。タイ
ガー・ウッヅがゴルフマス
ターズで最年少優勝。

平成9年

1997

天理市の黒塚古墳で『三角 厚生省、糖尿病患者は『予
縁神獣鏡』出土。奈良・キ 備軍』を含め1,370万人に
トラ古墳の石室に東アジア 達すると推計。
最古の星宿(星座)。「古都
奈良の文化財」世界遺産
に。郵便番号7桁。

1998

演出機器

社

平成8年

北海道拓殖銀行、山一証券 結核感染者、38年ぶりに
会社が経営破綻。グローバ 増加に。
ル意識の高まり。東京湾ア
クアラインが開通。長野新
幹線(高崎−長野間)が開
業。テレビアニメ『ポケッ
トモンスター』を視聴して
いた子供に光過敏症てんか
ん発症者が多発。

1997

人口動態

トピック

広島の原爆ドームと厳島神 菅直人厚相、薬害エイズで 北海道・豊浜トンネルで岩
社が『世界遺産』登録。
国の責任認め、正式謝罪。 盤崩壊事故、20人死亡。
大阪地検、薬害エイズ事件 長野県の小谷村の土石流で
でミドリ十字を強制捜査。 死者不明者14人。
らい予防法廃止法案、可決
成立。大阪の堺でO-157に
よる集団食中毒発生、全国
に拡大。

1996

インフラ・地形

術

EUが単一通貨『ユーロ』
導入決定。北朝鮮が『テポ
ドン』発射、日本を横断し
三陸沖に着弾。インドとパ
キスタンが相次ぎ地下核実
験。米大統領クリントン
「不適切な関係」発覚。米
英が大量破壊兵器査察拒否
のイラクを空爆。海外渡航
者数15,806,218人。

インターネットのための
PCとしてiMac社会現象に
なる。インターネット普及
し始める。インターネット
普及率が13.4%になる。
1998年携帯電話が急速に
普及し始める(インターネ
ット・携帯普及グラフよ
り)。郵便番号７桁に。

デジタルカメラ普及し始め
る、Windows98 、パソコ
ンに画像を取り込めるよう
になる。パソコン普及件数
(%)が25.2%になる。

人口126,472,000人、婚姻
届784,595件、離婚件数
243,183件、死亡者数
936,484人。老年人口がは
じめて子供人口(15歳未満)
を上回る。全国100歳以上
の高齢者が1万人を突破。

『タイタニック}』国内興
行収入記録で前年の『もの
のけ姫』を抜いて史上一位
に、『HANA-BI』、『愛
を乞うひと』『プライベー
ト・ライアン』、『L.A.コ
ンフィデンシャル』、『ア
ルマゲドン』、『ディー
プ・インパクト』、『ムト
ゥ 踊るマハラジャ』。

平成10年

『天うらら』、『やんちゃ
くれ』、『徳川慶喜』、
『ショムニ』、
『GTO』。カラーテレビ
普及率99.2%。

『夜空ノムコウ』、『my
graduation』、『誘惑』、
『未来へ』、『I Don't
Want to Miss a Thing』。

『大河の一滴』、『小さい
ことにくよくよする
な!』、『他人をほめる
人、けなす人』。

『だっちゅーの』、『キレ
る』、『ハマの大魔神』、
『老人力』、『モラル・ハ
ザード』、『学級崩壊』、
『冷めたピザ』、『日本列
島総不況』、『ヒューヒュ
ーだよ』、『環境ホルモ
ン』、『貸し渋り』、『凡
人・軍人・変人』。

ネイルアートの流行が始ま
る。『ノストラダムスの大
予言』、『ドリームキャス
ト』、『iMac』、『麒麟
淡麗(生)』、『ヤマンバ』
ギャルが登場、ショートカ
ット。

フランスW杯日本初出場、
１次予選全敗。長野冬季オ
リンピック開幕、日本勢は
スキージャンプ団体金など
史上最多の金5銀1銅4。ア
ントニオ猪木引退。若乃花
が横綱昇進。夏の甲子園決
勝で横浜・松坂がノーヒッ
ト・ノーラン。横浜が西武
破り38年振りの日本一。

食品関連企業、中食市場へ
参入加速・ワインブームが
続く。なっちゃん。クイニ
ーアマン。

1998
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冠

婚

婚

結婚した著名人

2000

2001

葬 祭

祭

亡くなった著名人

互助会・業界動向

全互協・互助会関係

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連

業界動向、競争環境、関連業界

政治的動向

経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

全日本ブライダル協会シビル ウエディング・パーク設立。
ウエディング・ミニスター養 大沢たかお・広瀬香美、ハッ
成開始。
ピーハッピー・三原じゅん
子、IZAM・吉川ひなの、布
袋寅泰・今井美樹、江口洋
介・森高千里、高知東生・高
島礼子。

1999

葬

『墓地、埋葬等に関する法
律』の施行規則が改正され火
葬場での分骨証明、無縁墳墓
の改正手続きが簡素化。岩手
県一関市の祥雲寺が最初の
『樹木葬墓地』を開設(現
在、別院知勝院)。全互協
「外国人遺体搬送ハンドブッ
ク」発行。

芦田伸介、若井小づえ、大屋
政子、土居まさる、三木のり
平、ジャイアント馬場、由利
徹、淡谷のり子、盛田昭夫、
村下孝蔵、佐藤伸治、西岡恭
蔵、池田貴族。

第二次互助会加入者役務保証
機構制度決定。敬老基金を社
会貢献基金に統合。互助会数
342社。前受金残高16,180億
円。会員件数2,064万件。

小渕内閣に自由党の野田毅幹
事長が入閣し自自連立内閣発
足。東京都知事に石原慎太郎
が当選。『周辺事態』対処で
ガイドライン関連法が成立。
日の丸・君が代の『国旗・国
歌法』成立。情報公開法が成
立。省庁改革･地方分権法が
成立。児童売春･児童ポルノ
禁止法が可決成立。

携帯電話を使った犯罪が増
『地域振興券』交付。NTT
加。神奈川県管内で警察官の が東日本・西日本など3社分
相次ぐ不祥事発覚し全国的な 割。
警察不信に発展。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

国家公務員/184,200円。

102円/ドル、1,069円/金
1kg。

教育

1,177,669人出生。

会

戦争・事件

出来事

佐渡沖で北朝鮮の工作船に自
衛隊が威嚇射撃。全日空機ハ
イジャックで男が機長刺殺
し、自分で操縦。JR下関駅
で通り魔、5人死亡10人重軽
傷。茨城・東海村で国内初臨
界事故、2人死亡被曝多数。
東京・文京区音羽のお受験殺
人で2歳女児の遺体発見。桶
川ストーカー殺人発生。

臓器移植法による初めての脳
死移植が行われる。横山ノッ
ク大阪府知事、強制わいせつ
容疑で辞職。米軍普天間飛行
場の名護市移設が決定。新潟
で中国産トキの卵が孵化、国
内初の人工孵化成功。

平成11年

平成12年

西暦

1999

ストーカー規制法公布。
清原和博・木村亜季、石井一 この頃から『家族葬』が全国 荒井注、小渕恵三、竹下登、 互助会数332社。前受金残高
2000年に結婚するミレニア 久・木佐彩子。
的に人気になる。福祉葬以外 青江三奈、ミヤコ蝶々、浪越 16,878億円。会員件数2,109
ム婚ブームで婚姻数が例年よ
で、葬式を省き火葬のみの
徳治郎、東野英心、鈴木その 万件。
り多い。ぐるなび発足。(株)
『直葬』が出現。また、自宅 子、井上大輔。
ワーカホリック設立(後(株)ノ
葬が減少し斎場葬が主流に。
バレーゼ)。
病院から自宅へ搬送しての自
宅安置が少なくなる。この頃
から、洋型霊柩車中心に。メ
モリアルコーナーが式場内に
置かれるようになる。生花祭
壇が人気に。日本ヒューマン
ライフセレモニー専門学校開
校。「直葬」が2000年以
降、都市部で急激に増加、小
型斎場（会館）も多くなる。

森喜朗内閣発足（4月）。ス
トーカー規制法が成立。

内親王愛子様誕生。海外旅行
者米国入国困難になる。ハネ
ムーン落ち込む。駿台トラベ
ル&ホテル専門学校に葬祭従
事者養成を目的の学科ができ
る。(株)メネジメントウィザ
ード設立(後(株)ディアーズ・
ブレイン)。Web媒体
『Weding Walker』登場。

小泉純一郎内閣発足（4月
〜）。DV防止法制定。消費
者契約法施行。「訪問販売
法」が「特定商取引法」とし
て改正。

小室哲哉・ASAMI、木村拓
全互協 「災害時支援マニュ
哉・工藤静香、弥吉淳二・椎 アル（ＣＤ-ＲＯＭ）」発
名林檎、反町隆史・松嶋菜々 行。
子、船越英一郎・松居一代。

三波春夫、桂三木助、花沢徳
衛、中村歌右衛門、團伊玖
磨、河島英五、トーベ・ヤン
ソン、相米慎二、古今亭志ん
朝(三代目)、ジョージ・ハリ
スン、江戸家猫八(三代目)。

消費者契約法の成立を受け
て、約款・パンフレットを改
定。冠婚士資格制度を一新し
新たにブライダルプロデュー
サー資格制度としてスター
ト。互助会数325社。前受金
残高17,640億円。会員件数
2,165万件。

介護保険制度スタート。

メガバンク『みずほファイナ 国家公務員/180,900円。
ンシャルグループ』が発足。
2000円札発行。

114円/ドル、1,014円/金
1kg。

1,190,547人出生。

新潟で女性を9年2ヵ月監禁
の無職男性逮捕。宇都宮市で
強盗が宝石店に押し入り女性
従業員5人を焼死させる。営
団地下鉄日比谷線が脱線し5
人死亡。

沖縄サミット名護市で開催。
東北旧石器文化研究所の藤村
新一副理事長が移籍を事前に
埋めたことを認める。

2000

平成13年

日銀が事実上のゼロ金利制作
を復活。『女性のためのアジ
ア平和国民基金』を通じ元慰
安婦の方々に対する小泉純一
郎首相の手紙。

平均株価が17年ぶりに1万円 国家公務員/179,800円。
割る。政府戦後初のデフレ認
定。大手スーパーのマイカル
が倒産。

131円/ドル、1,105円/金
1kg。

1,170,662人出生。

JR新大久保駅で男性が転
落、救助しようと線路に降り
た韓国人留学生、日本人カメ
ラマンが電車にはねられ、3
名とも死亡。武富士弘前支店
に押し入った男が店内にガソ
リンを撒き社員5人死亡。大
阪教育大学附属池田小学校に
男が侵入、児童と教師を刺し
8人死亡。

青色発光ダイオードの開発
者・中村修二氏が日亜化学に
200億円の支払いを求めて提
訴。ユニバーサル・スタジ
オ・ジャパン、大阪市に開
園、東京ディズニーシー、オ
ープン。

2001
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西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能
宗教団体・法の華三法行の 厚生労働省、性的不能治療
施設を詐欺容疑で一斉捜
薬バイアグラを異例の速さ
索。大阪06局4桁化。
で承認。輸入の急増に対
応。高知で脳死判定、国内
初の脳死移植実施。自動車
の排ガスによる大気汚染を
巡る川崎市の公害病認定患
者と国･首都高速道路公団
の間で和解が成立。

1999

人口動態

演出機器

技術の進歩

シネマ

テレビ、ラジオ

会

・

トレンド

ヒットソング

本

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

『だんご三兄弟』、
『Loveマシーン』、『カ
ブトムシ』、『I Want It
That Way』。宇多田ヒカ
ル「First Love」が日本歴
代チャート1位のアルバム
に輝く。

『五体不満足』、『本当は
恐ろしいグリム童話Ⅰ・
Ⅱ』、『買ってはいけな
い』。

『リベンジ』、『カリスマ
美容師』、『ミレニア
ム』、『世紀末』、『勝ち
組負け組』、『雑草魂』、
『ブッチホン』、『学校
（級）崩壊』、『ミッチ
ー・サッチー』、『西暦
2000年問題』、『癒
し』、『iモード』。

鈴木その子で美白ブーム、
『ヤマンバ』ギャルの進化
系である『マンバ』が登
場。

武蔵丸が外国人2人目の横
綱昇進。スペシャルウィー
クが天皇賞春秋連覇。福岡
ダイエーが初の日本一。

農林水産省、遺伝子組み換
え食品の表示義務化を決
定。エッグタルト。生チョ
コ。

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事
携帯電話・PHSの番号が
11ケタに。インターネット
普及率が21.4%になる。携
帯・PHS契約件数
56,845,594件。

NTTドコモ、iモードでイ
ンターネットサービス、Email、はじめる。京セラ、
初のカメラ付き携帯電話発
売。パソコン普及件数(%)
が29.5%になる。

人口126,667,000人、婚姻
届762,028件、離婚件数
250,529件、死亡者数
982,031人。世界人口が
60億人を突破。

『鉄道員（ぽっぽや）』、
『あ 春』、『金融腐蝕列
島/呪縛』、『お受験』、
『39刑法第39条』、『恋
におちたシェイクスピ
ア』、『マトリックス』、
『スター・ウォーズⅠ/フ
ァントム・メナス』、『ハ
ムナプトラ/失われた砂漠
の都市』、『シックス･セ
ンス』。

『すずらん』、『あす
か』、『元禄繚乱』、『魔
女の条件』、『ONE
PIECE』。カラーテレビ普
及率98.9%。

1999

雪印集団食中毒事件国内
地下鉄日比谷線脱線事故、 海外渡航者数17,818,590
14,000人被害。石原慎太 5名死亡負傷者63名。
人。
郎と知事は都内のディーゼ
ル車に粒子状物質を取り除
くフィルター装着を義務づ
ける公害防止条例を実施と
公表。

インターネット普及率が
Windows2000発売。パソ
37.1%になる。『パスネッ コン普及件数(%)が38.6%
ト』開始。携帯電話、固定 になる。
電話抜く。ネット取引広が
る。 KDDI(DDI、IDO、
KDDの合併)が発足。

人口126,926,000人、婚姻
届798,138件、婚姻件数
708,159件、離婚件数
264,246件、死亡者数
961,653人。

平成12年

皇太子妃雅子様、敬宮愛子 千葉県で日本初の狂牛病確 ハワイで『えひめ丸』に米 米国で同時多発テロ。ブッ 政府、IT国家基本戦略の名 パソコン普及件数(%)が
様を出産。名古屋大学野依 認。
原潜衝突、8名死亡1名行
シュ大統領就任。海外渡航 称をe-Japan戦略と決定。 50.1%になる。Windows
良治教授ノーベル化学賞を
方不明。
者数16,215,657人。
インターネット普及率が
XP等ノートパソコンが市
受賞。
46.3%になる。JR東日本に 場の主流になる。iPod。
新タイプの定期券
写メール登場。
『Suica』登場。携帯・
PHS契約件数74,819,158
件。

2001

・死亡者数
人口統計

トピック
欧州連合(EU)の単一通貨
(ユーロ)導入、仏独など11
か国で導入。マカオ、ポル
トガルから中国に返還。パ
ナマ運河、米国からパナマ
に返還。コソボ紛争で
NATOがユーゴ空爆。東テ
ィモールが独立を選択し多
国籍軍が治安維持。キルギ
スでイスラム武装勢力が日
本人鉱山技師らを拉致。

人口・婚姻数

社

平成11年

2000年代最初の日2000年
問題発生しコンピューター
が誤作動。ノーベル化学賞
に白川英樹筑波大学名誉教
授。

2000

インフラ・地形

術

人口127,316,000人、婚姻
届799,999件、婚姻件数
799,999件、離婚件数
285,911件、死亡者数
970,331人。

『顔』、『ホワイトアウ
BS(衛星放送)デジタル放送 『地上の星/ヘッドライ
ト』、『バトル・ロワイア 始る。カラーテレビ普及率 ト・テールライト』、
ル』、『ポケットモンスタ 99.0%。
『TSUNAMI』、『孫』、
ー/結晶塔の帝王
『innocent world』、
ENTEI』、『グリーンマイ
『ロマンスの神様』、『愛
ル』、『マルコヴィッチの
が生まれた日』、『夏が来
穴』。
る』、『恋しさとせつなさ
と心強さと』、『熱帯
夜』、『Miss You』、
『It's my life』。女子高生
のカリスマ浜崎あゆみ、フ
ァッションやメイクを真似
る。

『GO』、『プラナリ
ア』、『だから、あなたも
生きぬいて』、『ハリーポ
ッターと秘密の部屋』、
『「捨てる！」技術』、
『プラトニック・セック
ス』、『ハリーポッターと
賢者の石』。

『GO』、『ハッシュ!』、 カラーテレビ普及率
『千と千尋の神隠し』、
99.2%。
『パール・ハーバー』、
『A.I.』、『パトリオッ
ト』、『トゥームレイダ
ー』、『ハリーポッターと
賢者の石』。

『チーズはどこへ消え
た？』、『ハリー・ポッタ
ーとアズカバンの囚人』、
『金持ち父さん貧乏父さ
ん』、『話を開かない男･
地図が読めない女』。

平成13年

『涙そうそう』、『Can
You Keep A Secret？』、
『あなた』、『小さな恋の
うた』。

『IT革命』、『最高でも
金、最低でも金』、『めっ
ちゃ悔しい』、『ジコチュ
ー』、『ミレミアム』。

『ユニクロ』が流行、『i シドニー五輪。田村亮子、 雪印乳業中毒事件、百貨店
モード』が爆発的人気に。 高橋尚子金メダル。
そごうグループ倒産。
『AIBO(ソニ−)』、『爽
DAKARA、甘栗むいちゃ
(ロッテ)』、『ボブヘ
いました。
ア』。

2000

『明日があるさ』、『ショ
ー・ザ・フラッグ』、『抵
抗勢力』、『ドメスティッ
ク・バイオレンス』、『ブ
ロードバンド』。

『iモード』加入者が2,000
万人突破、『ロープライ
ズ』ジーンズが人気、2メ
ートル以上のロングマフラ
ーが流行、ニッチ的なジャ
ンルとして『オネ』ギャル
が誕生。

大相撲の横綱曙が引退。メ スローフードブーム。BSE
ジャーリーグ移籍・シアト 感染の乳牛,日本で初めて
ルマリナーズのイチローが 発見される。
1年目でMVP。

2001

38

カテゴリー

西暦

2002

冠

和暦

平成14年

冠

婚

婚

結婚した著名人

葬

葬 祭

全互協・互助会関係

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連

政治的動向

経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

(特定サービス産業実態調査
より)挙式構成比:神前式28%
キリスト教56%、人前式
10%。加人数別披露宴件数構
成比:50人未満21%、50〜
100人未満52%、100〜150
人未満17%、150人以上
9%。1:件当り売上高258万
円。第2回特定サービス産業
実態調査・結婚式場実施:披
露宴会場を持つ施設2,853軒
(ホテル旅館1,052、結婚式場
698、公的施設228、その他
425)その挙式披露宴件数
388,727件(2001・2002年平
均婚姻件数比50%)。 シェラ
トングランデ・トーキョーベ
イ3,000組超え(見合い、結納
含む)。

紀里谷和明・宇多田ヒカル、
西川貴博・浅香唯、TERU・
大貫亜美、田辺誠一・大塚
寧々、辻仁成・中山美穂。

長寿世界一、男女とも日本
人。この頃から『手元供養』
が製作・販売。この頃からイ
ンターネットによる葬儀社紹
介が行われるようになる。

村田英雄、清川虹子、室田日
出男、柳家小さん(五代目)、
ナンシー関、戸川京子、范文
雀、高円宮憲仁親王、サンダ
ー杉山、笹沢左保。

(社)全日本冠婚葬祭互助会ブ 全互協と互助会保証㈱、供託 2002年6月以降は道路交通法 小泉純一郎首相が日本の首相
ライダルプロデューサー資格 損失負担（再保証）に係る協 飲酒運転厳罰化。健康増進法 として初の北朝鮮訪問。健康
試験開始。互助会数323社。 定書（二年間）締結。
2002年8月2日制定。郵政4
増進法。
前受金残高18,332億円。会
法が成立。
員件数2,190万件。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

ダイエーが産業再生法を申
国家公務員/179,200円。
請。米ウォールマート･スト
アーズ大手スーパー西友を買
収で合意。

119円/ドル、1,296円/金
1kg。

教育

会

戦争・事件

出来事

西暦

山梨大学と山梨医科大学が統 和歌山毒物カレー事件で和歌 文科省の学習指導要領が改定
合して山梨大学に、筑波大学 山地裁が死刑判決。
され、『ゆとり教育』がスタ
と図書館情報大学が統合して
ート。
筑波大学に。1,153,855人出
生。

2002

深作欣二、名古屋章、黒岩重
吾、古尾谷雅人、小鶴誠、春
風亭柳昇(五代目)、チャール
ズ・ブロンソン、河原崎長一
郎、夢路いとし、ジョージ川
口、バーブ佐竹、坂庭省悟。

株式会社アンサージが民事再
生法適用申請。互助会数319
社。前受金残高19,023億
円。会員件数2,231万件。

個人情報保護関連5法発足。
民主党と自由党が合併。有事
法制関連3法案成立。
イラク特措法が成立。

北朝鮮の『万景峰号』に国交
省が是正命令。日本共産党が
党綱領の全面改定案で天皇制
廃止要求を削除し自衛隊の存
続を容認。土井たか子社民党
党首辞任し後任に福島瑞穂幹
事長。

日本郵政公社発足。(簡易保 国家公務員/181,200円。
険福祉事業団を統合)。産業
再生機構が業務開始。りそな
グループに公的資金約2兆円
投入。

107円/ドル、1,399円/金
1kg。

イラク復興支援で空自先遣隊 六本木ヒルズ、オープン。日
がクウェートに派遣。
本産のトキ絶滅。
おれおれ詐欺が多発。

平成15年

2003

藤田晋・奥菜恵、岡沢高宏・
広末涼子、永澤俊矢・麻生祐
未、ジョシュア・土屋アン
ナ。

2004

亡くなった著名人

互助会・業界動向

業界動向、競争環境、関連業界

エスクリ設立、東プロ・BIC 河原雅彦・ともさかりえ、椎 個人情報保護関連5法発足。
民事再生。
名桔平・山本未來。

2003

祭

この頃から大企業の社葬がホ
テルを会場に無宗教のお別れ
の会方式で行われることが多
くなる。

いかりや長介、芦屋雁之助、 互助会数320社。前受金残高
藤田田、鈴木善幸、ロナル
19,688億円。会員件数2,289
ド・レーガン、三ツ矢歌子、 万件。
横山光輝、小鹿番、金田一春
彦、コロムビア･トップ、朱
里エイコ、水上勉、姫神、松
原みき、春風亭柳橋(七代
目)、下川辰平、早坂茂三、
マーロン･ブランド、中島ら
も、荻島真一。

参院選で民主が躍進し自民は 防衛庁長官が陸上自衛と航空 国の借金700兆円突破。20年 国家公務員/181,200円。
単独過半数の回復ならず。裁 自衛隊にイラク派遣命令。扇 ぶりに新札発行され千円に野
判員法成立。
千景が初の女性参議院議長
口英世・五千円札に樋口一
に。政府が武器輸出3原則緩 葉。消費者物価5年連続で下
和。
落。
トヨタ自動車の最終利益が日
本企業初の１兆円突破。

平成16年

104円/ドル、1,472円/金
1kg。

小学校教科書の検定結果、ゆ 長崎県佐世保市の小学6年女
とり教育からの脱却を推進。 児が校舎内で同級生の首をカ
文部省によると、日教組の組 ッターナイフで刺し殺害。
織率30％を割る。1,110,721
人出生。出生率過去最低の
1.29。

皇太子、「雅子のキャリアや
人格を否定するような動き
が」と発言。楽天のプロ野球
参入が決定。

2004
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災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能
湾岸戦争でハネムーン落ち 中国製痩せ薬の健康被害毒 伊豆鳥島が噴火。
込む。できちゃった婚認知 物混入のサプリメントを服
される。
用し4名死亡。ハンセン病
の患者･元患者に政府が謝
罪広告。精神分裂症を統合
失調症に改称。薬害ヤコブ
病訴訟で和解。

2002

演出機器

技術の進歩

人口・婚姻数
・死亡者数
人口統計

社

シネマ

テレビ、ラジオ

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事

EUの共通通貨となるユー
インターネット普及率が
パソコン普及件数(%)が
ロ、流通開始。海外渡航者 57.8%になる。携帯・PHS 57.2%になる。デジタルカ
数16,522,804人。
契約件数81,118,324件。 メラの出荷台数、フィルム
カメラを抜く。

人口127,486,000人、婚姻
届757,331件、婚姻件数
671,602件、離婚件数
284,836件、死亡者数
982,379人。子供の数が
21年連続で減少。国立社
会保障人口問題研究所が
2006年をピークに人口減
少と発表。

パソコン普及件数(%)が
63.3%になる。DVDレコ
ーダー、薄型（プラズマ・
液晶）テレビがヒット。

人口127,694,000人、婚姻
届740,191件、婚姻件数
651,544件、離婚件数
283,854件、死亡者数
1,014,951人。

・

ヒットソング

本

『CHA-CHA-CHA』、
『色・ホワイトブレン
ド』、『DESIRE』、『仮
面舞踏会』、『時の流れに
身をまかせ』、『天城越
え』、『男と女のラブゲー
ム』、『Ban Ban
Ban』、『熱き心に』、
『1986年のマリリン』、
『蝋人形の館』、『Song
For USA』、『My
Revolution』、、『All
the Things She Said』。

『ハリー・ポッターと炎の
ゴブレット』、『声に出し
て読みたい日本語』、『世
界がもし100人の村だった
ら』、『生き方上手』。

トレンド

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

ソルトレイクシティオリン
ピック、サッカー日韓W杯
開催。松井秀喜米大リー
グ・ヤンキースに入団。

偽装表示など食品企業の不
祥事が相次ぐ。トルコ風ア
イス、ポテトチップチョコ
レート（ロイズ）。

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

トピック

米英軍、バグダッド攻撃開 CATVの加入世帯数1,514
始、イラク戦争勃発。海外 万世帯で普及率31.2%。ブ
渡航者数13,296,330人。
ロードバンド利用者が推計
で1,955万人。BSデジタル
放送の普及世帯が訳507万
人。CS放送の個人契約者
は311万人。インターネッ
ト普及率が64.3%になる。

会

『WASABI』、『たそがれ カラーテレビ普及率
清兵衛』、『刑務所の
99.3%。
中』、『OUT』、『スタ
ー・ウォーズ・エピソード
2/クローンの攻撃』、『ロ
ード・オブ・ザ・リン
グ』、『スパイダーマ
ン』、『モンスターズ・イ
ンク』。

『千と千尋の神隠し』米ア カラーテレビ普及率
カデミー最優秀長編アニメ 99.4%。
賞受賞、
北野武が『座頭市』でベネ
チア国際映画祭監督賞受
賞、『パイレーツ･オブ･カ
リビアン/呪われた海賊た
ち』、『ファインディング
ニモ』、『ラストサムラ
イ』。

『貸し剥がし』、『内部告 『XBOX(マイクロソフ
発』、『ベッカム様』、
ト)』、『バウリンガ
『ムネオハウス』、『びみ ル』。
ょー』、『プチ整形』、
『イケメン』、『食肉偽
装』。

2002

『世界に一つだけの花』、 『世界の中心で愛をさけ
『メリッサ』、『さく
ぶ』、『バカの壁』、『ト
ら』、『月のしずく』、
リビアの泉・へぇの本』。
『Crazy in Love』、
『Clocks』。

『なんでだろう』、『マニ
ュフェスト』、『バカの
壁』、『スローライフ』、
『セレブ』。

病原菌『サーズ』、『アル
バカ』と呼ばれる全身を
『アルバローザ』で包んだ
派手なギャルが登場。

阪神タイガースが18年ぶり
にセリーグ制覇。横綱貴乃
花引退。世界水泳で北島康
介が世界新で2冠。

米でBSE脳死を発見、米国
輸入肉の輸入を禁止。食品
安全基本法成立。カナダ,
米国で BSE牛発見された
ため両国からの輸入禁止
『ヘルシア緑茶(花王)』。
暴君ハバネロ。

平成15年

2003

1万円札、5千円札、千円 山口の養鶏場で79年ぶり
札を20年ぶりに一新。BSE の鳥インフルエンザ確認。
禍で吉野家が牛丼販売を休
止。熊野古道が世界遺産登
録。

2004

人口動態

平成14年

競走馬ハルウララ、100連 日米欧などの国際チーム、 宮城で震度6強の地震、
敗。
ヒトゲノム解読完了を宣
677人負傷。
言。
十勝沖地震震度6弱、1人
死亡、849人負傷。

2003

インフラ・地形

術

新潟県中越地震(震度7)で
海外渡航者数16,891,112
68人死亡48 4,805人負
人。
傷。
スマトラ島沖地震の津波被
害で各国で死者20万人
超。

インターネット普及率が
パソコン普及件数(%)が
66.0%になる。九州新幹線 65.7%になる。
が開業。携帯・PHS契約件
数91,473,940件。

人口127,787,000人、婚姻
届720,417件、婚姻件数
627,329件、離婚件数
270,804件、死亡者数
1,028,602人。

『誰も知らない』、『血と カラーテレビ普及率
骨』、『下妻物語』、『ハ 99.0%。『冬のソナタ』で
リーポッターとアズカバン 大韓流ブーム。
の囚人』。

平成16年

『Jupiter』、『さくらん
ぼ』、『ハナミズキ』、
『瞳をとじて』、
『Sing』、『恋のマイア
ヒ』。

『13歳のハローワー
『チョー気持ちいい』、
ク』、『ハリーポッターと 『気合いだ！』、『冬ソ
不死鳥の騎士団』。
ナ』、『自己責任』、『新
規参入』、『サプライ
ズ』、『小泉劇場』、『小
泉チルドレン』、『ヒルズ
族』。

『ニンテンドーDS』、
『プレイステーション・ポ
ータブル』、『エビちゃん
巻き』。

アテネオリンピック谷亮
子、野村忠宏、野口みずき
金メダル。イチロー、大リ
ーグで最多安打記録更新。
東北に初のプロ野球球団楽
天参入。

サッポロビール,業界初の
第 3のビール『ドラフトワ
ン』を全国発売。マカロ
ン。

2004
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婚

結婚した著名人

亡くなった著名人

互助会・業界動向

全互協・互助会関係

・互助会保証㈱

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連
経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

公正取引委員会調査が葬祭業
者対象に初めて実施され、誇
大広告等の景品表示法等指
導。『少額短期保険』が法制
化され施行。この頃から『孤
独死』が話題に。

小森和子、中尊寺ゆつこ、丹
下健三、ヨハネ･パウロ二
世、本田美奈子、二子山親方
(貴ノ花)、後藤田正晴、仰木
彬、高田渡、中内功、岡本喜
八、ポール牧、根上淳、橋本
真也。

契約者保護基金を廃止し、役
務保証資金に一本化。互助会
320数社。前受金残高20,333
億円。会員件数2,317万件。

郵政選挙で自民党が単独で絶
対安定多数獲得。4月29日
(昭和天皇誕生日)を昭和の日
に制定。個人情報保護法施
行。

島根県議会が竹島の日条例を
決議し韓国各地で反発。運転
中の携帯電話使用に罰則。も
んじゅ訴訟で住民側敗訴確
定。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

ライブドアがニッポン放送株 国家公務員179,200円。
35％取得。セブン&アイ・ホ
ールディングスがそごう・西
武百貨店を統合。

教育

1,619円/金1kg。株価(日経平 1,062,530人出生。
均終値):最高値16,344円、最
安値10,825円。1ドル＝110
円。愛・地球博入場料＝(大
人)4,600円、(中人)2,500
円、(小人)1,500円。液晶テ
レビ(32型デジタルチューナ
ー付き)＝320,000円。

会

戦争・事件

出来事

西暦

北朝鮮が日本海に向けて地対
艦ミサイル発射。

平成17年

2005

押尾学・矢田亜希子、木村祐 自殺対策基本法施行。全互協 近藤貞雄、加藤芳郎、岡田眞
一・辺見えみり。
葬儀空間発表会。一部の無認 澄、橋本龍太郎、甲斐智枝
可共済が消費者トラブルを起 美、丹波哲郎、青島幸男、岸
こしたことを契機に「保険業 田今日子、藤岡琢也、内山田
法等の一部を改正する法律」 洋、ポール･モーリア、ジェ
が施行され、無認可共済が規 ームス･ブラウン、サダム･フ
制対象となり代わりに、少額 セイン、松本竜助、藤田元
短期保険として金融庁への登 司、今村昌平、宮川泰、市川
録・管理対象となった。
昭介、仲谷昇。

互助会保証、日本割賦保証と
の「再保証」協定書締結。特
別委員会により「互助会の十
年後の将来についてのシミュ
レーション」発表。互助会数
318社。前受金残高20,987億
円。会員件数2,343万件。

「戦後レジームからの脱却」 日米安保協議で普天間基地移 東京三菱銀行とUFJ銀行が合 国家公務員179,200円。
を掲げ安倍晋三内閣発足（9 設と米海兵隊の一部グアム移 併し世界最大の銀行に。
月〜）。
転などを合意。
東京地検がライブドアへ強制
60年ぶり改正教育基本法が
捜査。ライブドア元社長堀江
成立し愛国心盛り込む。オウ
貴文を証券取引法違反容疑で
ム真理教事件の松本智津夫被
逮捕。
告が最高裁で死刑確定。

2,287円/金1kg。株価(日経平 1,092,674人出生。
均終値):最高値17,563円、最
安値14,218円。1ドル＝116
円。銭湯＝430円。Wii＝
25,000円。キッザニア東京
入場券(平日1部)＝(子
供)3,800円、(大人)1,800
円。

ライブドア事件。インサイダ 北朝鮮が日本海に向けて弾道
ー取引容疑で村上ファンドの ミサイル7発を発射。
村上世彰逮捕。
秋篠宮文仁親王に男児誕生し
『悠仁親王』と命名。

平成18年

2006

『赤ちゃんポスト』が熊本市 藤原紀香・陣内智則、神田う 平均寿命が過去最長に、男
井沢八郎、植木等、横山ノッ 互助会数310社。前受金残高
内の慈恵病院内で運用開始。 の・西村拓郎。
79.00歳、女性85.81歳(厚生 ク、坂井泉水、宮澤喜一、阿 21,547億円。会員件数2,343
ゼクシィネット開始。
労働省)。総務省近畿管区行 久悠、黒川紀章、塩沢とき、 万件。
政評価局が「葬祭業の取引の 石立鉄男、ナンシー梅木、稲
適正化に関する調査の結果」 尾和久、ダン池田。
を公表。

2007

行政（互助会関連）

政

政治的動向

厚労省、2005年の合計特殊
出生率が過去最低の1.26と
発表。

2006

葬 祭

祭

業界動向、競争環境、関連業界

紀宮清子様と黒田慶樹さんご
結婚。エドツワキ・原田知
世、井戸田潤・安達祐実、名
倉潤・渡辺満理奈、渡辺謙・
南果歩、中村獅童・竹内結
子、尾関茂雄・山口もえ、
佐々木主浩・榎本加奈子、市
村正親・篠原涼子。

2005

葬

参議院選挙で自民党大敗し過 防衛相発足し初代防衛相に久 日本郵政公社が日本郵政グル 国家公務員/181,200円。
半数割れ。民主党が参議院第 間章生。
ープとして民営化。トヨタ自
一党に。安倍首相が突然の辞
動車が日本企業史上初の営業
任表明。福田内閣発足（9月
利益2兆円突破。米サブプラ
〜）。国民投票法成立。宮崎
イムローン焦げ付きで金融不
県知事選で元タレントのその
安が世界で拡大(通年)。三越
まんま東が当選。久間防衛相
と伊勢丹が統合発表。
が原爆投下を「しょうがな
い」発言、辞任へ。

平成19年

株価(日経平均終値):最高値
18,261円、最安値14,837
円。117円/ドル、2,659円/
金1kg、iPod
touch(8GB)34,000円、灯油
(18ℓ)1,700円、家賃(33
㎡)93,000円。

1,089,818人出生。小6と中3 選挙運動中の長崎市長が暴力 ミス・ユニバースで森理世優
対象に43年ぶりの全国学力 団幹部に銃撃され死亡。議員 勝。
テスト実施。
宿舎で農水相の松岡利勝自
殺。佐世保市のスポーツクラ
ブで男が銃乱射2人死亡。

2007
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災害・事故

海外トピック
国際環境

愛・地球博、愛知県で開
幕。

2005

予測不能

トピック

地球温暖化防止のための京 福岡県西方沖地震（震度6
都議定書発効。アスベスト 弱）1人死亡1,204人負
被害で374人死亡が判明。 傷。JR福知山線脱線事
故、107人死亡555人負
傷。

海外渡航者数17,403,565
人。

演出機器

技術の進歩

人口・婚姻数
・死亡者数
人口統計

社

シネマ

テレビ、ラジオ

ヒットソング

会

・

本

トレンド

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事
インターネット普及率が
パソコン普及件数(%)が
70.8%になる。平成の市町 64.6%になる。
村大合併。携帯・PHS契約
件数96,483,732件。

人口127,768,000人、婚姻
届714,265件、離婚件数
261,917件、死亡者数
1,083,796人。

男たちの大和/YAMATO、 カラーテレビ普及率
ハウルの動く城、電車男、 99.3%。
『パッチギ!』、
『ALWAYS三丁目の夕
日』、『スターウォーズ3/
シスの復讐』、『宇宙戦
争』、『チャーリーとチョ
コレート工場』。

『マツケンサンバ』、『青 『頭がいい人、悪い人の話 『小泉劇場』、『想定
『ホームスター』。
春アミーゴ』。倖田來未が し方』、『さおだけ屋はな 内』、『クールビズ』、
『Butterﬂy』でレコード大 ぜ潰れないのか?』。
『富裕層』、『フォー』、
賞受賞エロかっこいいスタ
『ブログ』。
イルで女性に人気。

武豊が史上初の中央競馬重 大手4社の『第3のビー
賞200勝。横綱朝青龍が史 ル』製品出そろう。
上初の7連覇。

2005

インターネット普及率が
パソコン普及件数(%)が
72.6%になる。携帯電話の 68.3%になる。
「番号持ち運び制」スター
ト。

人口127,901,000人、婚姻
届730,931件、離婚件数
257,475件、死亡者数
1,084,450人。

『THE 有頂天ホテル』、 カラーテレビ普及率
『フラガール』、『ゆれ
99.4%。
る』、『武士の一分』、
『LIMIT OF LOVE海
猿』、『ゲド戦記』、
『ダ・ビンチ・コード』、

『たらこ・たらこ・たら
こ』、『Real Face』、
『しるし』、『『三日
月』、純恋歌』、『Dani
California』。

『国家の品格』、『ハリー 『もったいない』、『品
『ブログ』開設者急増、
ポッターと謎のプリン
格』、『エロかっこい
『Wii』。
ス』、『東京タワー』。
い』、『エロかわいい』、
『デトックス』、『メタボ
リックシンドローム』、
『ホリエモン』、『ハンカ
チ王子』。

第1回WBCで日本初代王
者。トリノオリンピックで
フィギアの荒川静香が金。
日本ハムが44年ぶりの日
本一。

BSEの輸入牛肉の問題で休
業していた牛丼チェーン吉
野家2年7か月ぶりに販売
再開。食料自給率(年
度)39%と40%を割る。ク
リスピー・クリーム・ドー
ナツ、黒烏龍茶、生キャラ
メル。

平成18年

2006

社会保険庁で公的年金の加
入記録の不備約5,000万件
が発覚。京都大学が人の皮
膚細胞からiPS細胞の政策
に精巧と発表。東京ミッド
タウン、グランドオープ
ン。

2007

人口動態

平成17年

京都大学山中伸弥教授ら、 アスベストによる健康被害 福岡市で飲酒運転の車に追 海外渡航者数17,534,565
マウスの皮膚細胞からiPS 者救済の石綿新法が成立。 突され子供3人死亡。
人。
細胞を作製。名張市が財政
再建団体申請。

2006

インフラ・地形

術

能登半島で地震(震度6
強)、1人死亡356人負傷。
『エキスポランド』でジェ
ットコースター脱輪、1人
死亡。新潟県中越沖地震
(震度6強)、15人死亡2346
人負傷。中華航空機が那覇
空港で爆発炎上、乗員乗客
165人無事脱出。

2006年の中国の新車販売
台数が720万台で日本を抜
き世界第2位に。海外渡航
者数17,294,935人。米バ
ージニア工科大学で韓国人
学生が銃乱射32人死亡。
元米副大統領ゴアがノーベ
ル平和賞受賞。韓国大統領
選で李明博当選。

インターネット普及率が
パソコン普及件数(%)が
73.0%になる。首都圏の私 71.0%になる。
鉄・バス共通のICカード乗
車券『PASMO』、運用開
始。NTTドコモのポケッ
トベルサービス終了。新商
品「iPod touch」。

人口128,033,000人、婚姻
届719,822件、離婚件数
254,832件、死亡者数
1,108,344人。

『それでもボクはやってな
い』、『天然コケッコ
ー』、『しゃべれどもしゃ
べれども』、『パイレー
ツ・オブ・カリビアン/ワ
ールド・エンド』、、『ト
ランスフォーマー』『ア
イ・アム・レジェンド』。

平成19年

どんど晴れ。ちりとてち
ん。風林火山。働きマン。
ガリレオ。カラーテレビ普
及率99.5%。

『粉雪』、『千の風になっ
て』、『Flavor Of
Life』、『蕾』、『Love
so sweet』、『Keep the
faith』。

『女性の品格』、『ホーム
レス中学生』、『鈍感
力』、『日本人のしきた
り』。

『ハニカミ王子』、『どん 今年の漢字に『偽』。
だけ〜』、『どげんかせん
といかん』、『(消えた)年
金』、『そんなの関係ね
ぇ』、『鈍感力』、『食品
偽装』、『ネットカフェ難
民』。

第1回東京マラソン、国内
最高の30,870人参加。巨
人が球団創立以来通算
5,000勝。大阪で世界陸上
開催、女子マラソンで土佐
礼子が銅。富士スピードウ
ェイで30年ぶりF1開催。
中日が53年ぶりの日本
一。

不二家,船場吉兆.赤福,白い
恋人,消費期限偽装、比内
鶏、ミートホープなど食品
偽装事件が相次ぐ。セブン
プレミアム。

2007
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冠

婚

婚

結婚した著名人

葬

葬 祭

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連
経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

赤塚不二夫、市川崑、緒形
拳、フランク永井、筑紫哲
也、川内康範、イブ・サンロ
ーラン、峰岸徹、飯島愛。

特定商取引法改正 互助会事
業が規制対象となる。映画
「おくりびと」公開に特別協
力。互助会数308社。前受金
残高22,024億円。会員件数
2,353万件。

麻生太郎内閣発足（9月
〜）。改正道路交通法が施行
し後部座席シートベルト着用
が義務化される。『新テロ対
策特措法』可決し海自をイン
ド洋再派遣へ。大阪府知事選
で橋下徹が初当選。

75歳以上対象の後期高齢者
医療制度開始。名古屋高裁が
自衛隊のイラク派遣を違憲と
判断。アイヌは先住民族と国
会決議。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

円高が進み12年4か月ぶりに 国家公務員/181,200円。
1ドル100円を突破。三越と
伊勢丹合併。米リーマン・ブ
ラザーズが経営破綻。リーマ
ン･ショックで株価が26年ぶ
り一時600円台。トヨタ自動
車がGMを抜き生産台数世界
1位に。

教育

会

戦争・事件

株価(日経平均終値):最高値
1,091,156人出生。文科省が 秋葉原歩行者天国にトラック
14,691円、最安値7,162円。 新学習指導要領で『ゆとり教 で突っ込み無差別殺傷、7人
91円/ドル、2,937円/金
育』脱却へ。
死亡、10人負傷。千葉県沖
1kg、iPhone3G23,000円、
で海自護衛艦あたごと漁船が
ブルーレイディスクレコーダ
衝突。大阪市の個室ビデオ店
ー13万円、レギュラーガソ
で放火、15人死亡10人負
リン(1ℓ)155円、タクシー初
傷。論文発表めぐり空自の田
乗り710円。
母神俊幕僚長更迭。千葉県と
兵庫県で中国製餃子による食
中毒。

出来事

2008

滝田洋二郎監督の映画『おく
りびと』がアカデミー賞外国
語映画賞を受賞。大手スーパ
ーイオンが葬祭業へ進出。宮
型霊柩車のシェアが３割を切
る（全霊協調べ）

忌野清志郎、上坂冬子、マイ
ケル･ジャクソン、大原麗
子、山城新伍、森繁久彌、清
水由貴子、三木たかし、栗本
薫、室伏哲郎、三遊亭円楽
(五代目)、水の江滝子。

平成21年

平成22年

西暦

広島高裁が光市母子殺害事件
で被告に死刑判決。『ロス疑
惑』の三浦和義が留置施設で
自殺。元厚生事務次官狙った
連続襲撃事件で犯人は「犬の
仇討ち」

平成20年

ゼクシィ結婚トレンド調査
2010年挙式・披露宴実施会
場シェア、ホテル31%、一般
式場28%、ハウスウエディン
グ22%、なし婚増加・フォト
ウエディングなどの小規模化
が進む。

2010

全互協・互助会関係

政

政治的動向

石田純一・東尾理子、マー
ク・スミス・長山洋子、
ILMARI・蛯原友里。

2009

亡くなった著名人

互助会・業界動向

業界動向、競争環境、関連業界

自動販売機でたばこを購入す 高嶋政伸・美元。高城剛・沢
る際、顔写真入りICカードが 尻エリカ、NIGO・牧瀬里
必要になる。
穂。

2008

祭

歌舞伎役者市川海老蔵と女優
の小林麻央結婚。藤本敏史・
木下優樹菜、瑛太・木村カエ
ラ、東山紀之・木村佳乃。

全互協 「後悔しないための
例文でみる葬儀・法要のあい
さつ」発行。全互協 記念講
演・対談「孤独死に学ぶ互助
会の使命とは〜進化する冠婚
葬祭互助会の未来像」常盤平
団地自治会長中沢卓実氏、一
条真也氏。全互協 互助会業
界の展望とともに厳しい環境
変化の中でも消費者保護を図
っていくための業界のシステ
ム基盤強化策の検討。全国で
営業している民間斎場は大小
合わせて約6000以上（「全
国会館調査2010」『フュー
ネラルビジネス2010年3月
号』）。

藤田まこと、立松和平、井上
ひさし、つかこうへい、浅川
マキ、ミッキー安川、佐藤
慶、田宮謙次郎、島野修、早
乙女愛、梨元勝、池部良、高
峰秀子、竜鉄也 。

互助会契約者保護機構施行。
改正特定商取引施行。主な改
正点 ①原則すべての商品・
役務が規制対象となった、そ
の上でほかの法令で同等の消
費者保護策が講じられている
ものが規制対象から除外され
た②訪問販売では事業者は勧
誘開始につき、まず消費者の
勧誘を受ける意思の確認に努
めなければならない、その後
の勧誘で、もし「いりませ
ん」などと意思表示された場
合、更に勧誘すると法律違反
となる③訪問販売では通常必
要とされる量を著しく超えた
過量販売は契約後でも一年間
は解除の対象となる、例外は
消費者に特別な理由がある場
合だけとなる。互助会数303
社。前受金残高22,404億
円。会員件数2,364万件。

東京で111歳の白骨化男性遺
体発見され互助会にも超高齢
者の把握が問題に。互助会数
302社。前受金残高22,754億
円。会員件数2,370万件。

鳩山由紀夫内閣発足（9月
〜）。民主308議席獲得し鳩
山由紀夫内閣発足。民主党へ
政権交代。裁判員制度が始ま
る。道路交通法で飲酒運運転
免許取り消し。

消費者庁が発足。裁判員制度
導入。前原国交相が八ッ場ダ
ム建設中止を表明。政府の行
政刷新会議が『事業仕分け』
開始。中川昭一財務相が『も
うろう会見』で辞任。名古屋
市長選で河村たかし初当選。

平成20年度貿易収支が7,253 国家公務員/181,200円。
億円の赤字。エコポイント制
度スタート。政府が平成18
年6月以来のデフレ宣言。米
大手自動車GM・クライスラ
ー経営破綻。

株価(日経平均終値):最高値
1,070,035人出生。
10,639円、最安値7,054円。
92円/ドル、2,951円/金
1kg、格安ジーンズ990円、
液晶テレビ(32型デジタルチ
ューナー付)96,000円、電気
自動車(i-MiEV)460万円。

海上自衛隊のソマリア沖派遣
決定、北朝鮮のミサイルが日
本上空を通過。千葉の市川市
の英女性殺害事件で指名手配
の男逮捕。北朝鮮が六か国協
議離脱。

天皇陛下即位20周年祝賀式
典・国民祝賀式典を開催。マ
イケルジャクソンが薬物の過
剰投与で急死、タレント酒井
法子覚醒剤所持容疑で逮捕。
民主党代表小沢一郎がゼネコ
ン献金問題で辞任。

2009

互助会保証㈱、第一次互助会
システム基盤検討研究会立ち
上げ（第一回）
十年後の互助会業界の展望と
ともに厳しい環境変化の中で
も消費者保護を図っていくた
めの業界のシステム基盤強化
策の検討。

菅直人内閣発足（6月〜）。
民主党参院選で惨敗し過半数
割れしねじれ国会に。鳩山首
相が普天間問題で引責辞任、
8日に菅内閣発足。

社会保険庁廃止で日本年金機
構発足し改正刑事訴訟法によ
り凶悪犯罪は時効廃止に。厚
生労働省文書偽造事件で元局
長村木厚子被告に無罪判決。
足利事件で宇都宮地裁が再審
無罪判決。『名張ぶどう酒事
件』で最高裁が審理差し戻し
決定。

トヨタ車リコール問題全世界 国家公務員/181,200円。
で約1,000万台。ジャスコと
サティがイオンに統合。日本
航空が会社更生法の適用を申
請で事実上の倒産。ギリシャ
財政危機問題で世界同時株安
に。

株価(日経平均終値):最高値
1,071,304出生。
11,339円、最安値8,824円。
81円/ドル、牛丼(吉野家並
盛)250円、コーヒー400円、
レギュラーガソリン(1ℓ)132
円、たばこ(ハイライト)410
円、iPad(16GB)48,800円、
3,477円/金1kg。

尖閣諸島、中国船長を逮捕。
北朝鮮が韓国延坪島を集中砲
撃。日米が普天間飛行場の辺
野古移転で共同声明。中国漁
船衝突事件のビデオ映像がネ
ット流出。野球賭博めぐり大
相撲大関琴光喜解雇。政治資
金疑惑で民主党元代表小沢一
郎が強制起訴に。

羽田空港で新国際線ターミナ
ル供用開始。小惑星探査機
『はやぶさ』が地球に帰還。
鈴木章、根岸英一がノーベル
化学賞受賞。西武有楽町店が
閉店。

2010
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海外トピック
国際環境

予測不能
日本人4人にノーベル賞。 第34回サミット、洞爺湖
物理学賞に南部陽一郎･小 で開催、温室効果ガス削減
林誠･益川敏英、化学賞に にG8が率先。
下村脩。松下電器、社名を
パナソニックに変更。

2008

演出機器

技術の進歩

人口・婚姻数
・死亡者数
人口統計

社

シネマ

テレビ、ラジオ

ヒットソング

会

・

本

トレンド

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

北京五輪で北島康介2大会
連続の2冠、世界フィギア
で浅田真央が初優勝、石川
遼が16歳3か月で史上最年
少プロに。プロスキーヤー
三浦雄一郎、エベレスト日
本人最高齢登頂記録(75歳5
か月)。本田技研工業がF1
撤退発表。

中国製冷凍餃子で10人食
中毒、有機リン系メタミド
ホス検出。高級料亭の船場
吉兆、産地偽装などの不祥
事で廃業。

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

トピック

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事

米大統領、初の黒人大統領 インターネット普及率が
パソコン普及件数(%)が
バラク・オバマ氏に。海外 75.3%になる。携帯・PHS 73.1%になる。新商品
渡航者数15,987,250人。
契約件数112,050,077件。 iPhone3G。
チベットで中国の「抑制」
抗議の大規模暴動。原油価
格高騰で貧困国で暴動も。

人口128,084,000人、婚姻
届726,106件、離婚件数
251,136件、死亡者数
1,142,407人。

『おくりびと』、『崖の上
のポニョ』、『踊る大捜査
線THE MOVIE』、『容疑
者Xの献身』、『ぐるりの
こと。』、『実録・連合赤
軍/あさま山荘への道
程』、『レッドクリフ
PartⅠ』、『インデイ・ジ
ョーンズ/クリスタル・ス
カルの王国』、『レッドク
リフPartⅠ』。

『瞳』、『だんだん』、
『篤姫』、『薔薇のない花
屋』、『流星の絆』。カラ
ーテレビ普及率99.7%。

『キセキ』、『そばにいる 『ハリー・ポッターと死の 『アラフォー』、『ゲリラ 低価格『ファスト』ファッ
ね』、『羞恥心』、
秘宝』、『夢をかなえるゾ 豪雨』、『あなたとは違う ション人気に、今年の漢字
『Truth』、『愛をこめて ウ』。
んです』、『白戸家』、
に『変』。
花束を 』、『One
『グ〜』、『居酒屋タクシ
Love』、『I AM YOUR
ー』、『埋蔵金』。
SINGER』。

2008

改正薬事法で薬がコンビ
ニ、スーパーで24時間販売
が可能となり、通信販売、
インターネットでの販売禁
止となる。新型インフルエ
ンザ大流行で死者100人
に。水俣病救済法が成立。

米GMが経営破綻、オバマ インターネット普及率が
大統領プラハ演説でノーベ 78.0%になる。携帯・PHS
ル平和賞受賞、海外渡航者 契約件数116,295,378件。
数15,445,684人。経済危
機受け金融サミット相次ぎ
開催。中国・新疆ウイグル
で暴動。

Windoes7発売。パソコン
普及件数(%)が73.2%にな
る、バーチャルアイドル
『初音ミク』初ライブ。

人口128,032,000人、婚姻
届707,734件、離婚件数
253,353件、死亡者数
1,141,865人。

『ROOKIES/卒業』。『デ
ィア・ドクター』、『剱
岳/点の記』、『愛のむき
だし』、『沈まぬ太陽』、
『ホワイトアウト』、『ア
バター』。

『つばさ』、『ウェルか
め』、『天地人』、
『JIN』、『BOSS』。カ
ラーテレビ普及率99.4%

『Butterﬂy』、
『Believe』。年間ランキ
ング5曲のうち４曲が嵐の
曲に。『明日の記憶』、
『愛のままで』、『イチブ
トゼンブ』、
『RESCUE』。

『IQ84』、『告白』、
『読めそうで読めない間違
いやすい漢字』、『日本人
の知らない日本語』。

『草食系』、『肉食系』、 『プリウス』や『インサイ WBCで侍ジャパン2連覇。 食べるラー油ブーム。バナ
『歴女』、『婚活』、
ト』などエコカー人気、今 ヤンキース松井秀喜がワー ナダイエットブーム。
『Yes，we can』、『小 年の漢字に『新』。
ルドシリーズで日本人初
Fit's。
沢ガールズ』、『政権交
MVP。石川遼が最年少で
代』、『こども店長』、
日本人ツアー賞金王。
『事業仕分け』、『新型イ
2016年夏季五輪開催地に
ンフルエンザ』、『脱官
リオデジャネイロ、東京落
僚』。
選。

平成21年

2009

東京足立区で111歳ミイラ 宮崎県で口蹄疫の牛確認、 帝京大病院で46人の院内
化遺体発見で所在不明高齢 東国原知事が非常事態宣
感染発覚・うち9人がすで
者が問題に。高等学校の授 言。たばこ税増税。
に死亡。
業無料化。

2010

人口動態

平成20年

相対貧困率15.7％で先進
主要国で最悪レベル、『す
かいらーく』が『ガスト』
となり、消滅。全盲の辻井
伸行が米ピアノコンクール
で優勝。国際宇宙ステーシ
ョンで日本実験棟『きぼ
う』完成。

2009

岩手・宮城内陸地震(震度6
強)17人死亡、中国・四川
省で大地震69,200人死
亡。中国・四川省で大地震
69,200人死亡。

インフラ・地形

術

インターネット検索
Googleが中国本土から撤
退、チリ鉱山落盤事故、海
外渡航者数16,637,224
人。ユーロ各国がギリシャ
に1,100億ユーロ財政支
援。北朝鮮が延坪島を砲
撃、韓国も応戦。

平成の大合併終結、市町村
数半減へ。インターネット
普及率が78.2%になる。東
北新幹線八戸〜新青森駅間
が開業し全線開通。携帯・
PHS契約件数123,287,125
件。

アップルがタブレット型情
報端末『iPad』を発売。
パソコン普及件数(%)が
74.6%になる。

人口128,057,000人、婚姻
届700,214件、離婚件数
251,378件、死亡者数
1,197,012人。

『悪人』、『告白』、『借
りりぐらしのアリエッテ
ィ』『十三人の刺客』、
『アリス・イン・ワンダー
ランド』。

平成22年

NHKが大相撲名古屋場所
の生中継中止。『ゲゲゲの
女房』、『てっぱん』、
『龍馬伝』、『新参者』、
『月の恋人』、『フリータ
ー、家を買う』、『臨
場』。カラーテレビ普及率
99.5%。『ＮＨＫスペシャ
ル 無縁社会 〜“無縁死”
３万２千人の衝撃〜』放
映。

『ヘビーローテーショ
ン』、『まだ君に恋して
る』、『トイレの神様』、
『Beginnner』、『ありが
とう、365日』、『ポニー
テールとシュシュ』、
『Troublemaker』、
『Monster』、『果てしな
い空』。

『もし高校野球の女子マネ
ージャーがドラッガーの
「マネジメント」を読んだ
ら』、『葬式は要らない』

『イクメン』、『女子
『食べるラー油』、『幸せ 朝青龍が引退。サッカーＷ
会』、『〜なう』、『無縁 って何だっけ?』、今年の 杯南ア大会で日本16強入
社会』、『断捨離』、『二 漢字に『暑』。
り。マリナーズのイチロー
位じゃだめなんですか』。
10年連続200本安打。バン
クーバ冬季五輪でフィギュ
アの浅田真央が銀。横綱白
鵬が史上2位の63連勝。

宮崎で牛の口蹄疫大流行。
記録的な猛暑の影響で清涼
飲料などの消費が伸びるな
ど。食べるラー油、サント
リーオールフリー。

2010
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冠

婚

婚

結婚した著名人

葬 祭

祭

亡くなった著名人

互助会・業界動向

全互協・互助会関係

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連

済
物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

政治的動向

経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

英ウィリアム王子一般女性と 経済産業省から「安心と信頼 田中好子、和田勉、長門裕
東日本大震災支援対策会議
結婚。松井大輔・加藤ロー
のある『ライフエンディン
之、原田芳雄、スティーブ・ （第一回〜第四回）を開催
サ、北川悠仁・高島彩。
グ・ステージ』の創出に向け ジョブズ、立川談志、細川俊 被災地への棺等装具類の調
て」報告書。
之、喜味こいし、上原美優、 達、義援金募集、生活物資関
児玉清、ピーター・フォーク 連の調達、臨時会費徴収、震
、宮尾すすむ、中村とうよ
災支援派遣団（遺体搬送等の
う、小松左京、伊良部秀輝、 人的支援）活動、被災互助会
前田武彦、ジョー山中、杉浦 支援見舞金、会員データバッ
直樹、北杜夫。
クアップ体制整備、罹災会員
に対する解約手数料の免除及
びその補填についてなどを決
め、実施する。解約手数料訴
訟、京都地裁判決。映画「手
塚治虫のブッダ」公開に特別
協力。互助会数299社。前受
金残高23,064億円。会員件
数2,371万件。

野田佳彦内閣（9月〜）が発
足。大阪市長選で橋下徹と大
阪知事選で松井一郎が当選。
復興基本法が成立し復興庁新
設へ。

ニューヨーク市市場で1ドル 国家公務員/181,200円。
76円25銭の最高値。みずほ
銀行でATMシステムダウン。
新日本製鉄と住友金属工業が
合併し世界2位へ。オリンパ
ス・王子製紙で相次いで不祥
事。

小栗旬・山田優。

衆院選で自民党が単独で絶対 復興庁が発足。消費税率を段
安定多数確保。第2次安倍晋 階的に引き上げる改正消費税
三内閣発足（12月〜）。自 法成立。
民党の政権復権。

経済産業省から「安心と信頼
のある『ライフエンディン
グ・ステージ』の創出に向け
た普及啓発に関する研究会報
告書」、サービス業としての
葬儀価格体系の標準化等が指
摘される。

太平シロー、左右田一平、三
崎千恵子、淡島千景、ドナ・
サマー、尾崎紀世彦、三笠宮
寛仁親王、小野ヤスシ、地井
武男、アンディ・ウィリアム
ス、大滝秀治、金子哲雄、馬
渕晴子、桑名正博、森光子、
浜田幸一、中村勘三郎、米長
邦雄、小沢昭一 。

東日本大震災への全互協の支
援について防災功労者内閣総
理大臣表彰を受賞。互助会数
292社。前受金残高23,345億
円。会員件数2,381万件。

社

国家公務員

業界動向、競争環境、関連業界

教育

会

戦争・事件

出来事

平成25年
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株価(日経平均終値):最高値
学習指導要領で改定された学 中国高速鉄道、脱線。布川事 東京電力が電力不足を想定し
10,857円、最安値8,160円。 習指導要領の施行(脱ゆとり 件で水戸地裁土浦支部が再審 計画停電を発表。小笠原諸島
液晶テレビ(32型ハイビジョ 教育) 1,050,806人出生。
無罪。秋葉原連続無差別殺傷 が世界遺産に登録、26日に
ン対応)53,000円、家賃(33
事件の加藤智大に死刑判決。 平泉も。指名手配のオウム信
㎡)88,000円、25,000円/ニ
米諜報機関がアル・カイダの 者の平田信が出頭(翌日逮捕)
ンテンドー3DS、77円/ド
ビン・ラーディン殺害。北朝
ル、4,060円/金1kg。
鮮総書記の金正日死去、後継
者に金正恩。タレントの島田
紳助、暴力団との交際で芸能
界引退。

2011

国家公務員/181,200円。

株価(日経平均終値):最高値
1,037,231人出生。
10,395円、最安値8,295円。
牛乳(1ℓ)217円、うなぎ蒲焼
(国産100g)970円、Kindle
Fire(8GB)12,800円、80円/
ドル、4,321円/金1kg。

指名手配のオウム信者菊池直
子逮捕、15日高橋克也も。
尖閣諸島に香港の活動家ら7
人が上陸。政府、尖閣諸島3
島を地権者から購入し国有
化。中央自動車道笹子トンネ
ルで天井版崩落9人死亡。

生活保護受給者が約212万人
となり過去最高に。東京スカ
イツリー(高さ634m)が開
業。日本各地で皆既日食を観
測。パンダ『シンシン』出産
も6日後に死亡。

平成24年

2012

北島康介・千紗、大澄賢也・
岡千絵、堺雅人・菅野美穂、
布施明・森川由加里、橘慶
太・松浦亜弥。

2013

葬

市川團十郎(十二代目)、納谷
悟朗、坂口良子、大島渚、三
國連太郎、中坊公平、夏八木
勲、藤圭子、土橋正幸、山崎
豊子、やなせたかし、天野祐
吉、岩谷時子、川上哲治、島
倉千代子、かしぶち哲郎、大
滝詠一、大鵬幸喜。

全互協の東日本大震災被災者
支援活動等に対し厚生労働大
臣より感謝状の授与。一般社
団法人へ移行。解約手数料訴
訟 大阪高裁判決。互助会数
290社。前受金残高23,641億
円。会員件数2,396万件。

安倍晋三首相。参院選で自民 国債が1,000兆円突破。
党大勝、「ねじれ国会」解
消。1票の格差訴訟で広島高
裁が違憲・無効判決。公職選
挙法改正案が可決成立しネッ
ト選挙解禁に。第23回参議
院選挙。特定秘密保護法が成
立。徳洲会側から5千万円、
猪瀬直樹が都知事辞職。安倍
首相が靖国参拝、首相では小
泉純一郎以来。政府が主権回
復・国際社会復帰記念式典。
沖縄県知事の仲井真弘多、米
軍普天間飛行場の移設計画で
辺野古埋め立てを承認。

45

1ドル90円から92円台の安
国家公務員/181,200円。
値、日経平均株価が1万1千
円台になりいずれも2008年
水準を回復。東証と大証が合
併し日本取引所グループ誕
生。5,000億円の赤字へ転落
のシャープがサムスンとの資
本提携を発表。日銀総裁に黒
田東彦、アベノミクスで円
安、最高に。

98円/ドル、4,453円/金
1,029,816人出生。秋篠宮家 大阪市桜宮高で体罰自殺事件
1kg、ノートパソコン13万
の悠仁親王がお茶の水女子大 が発覚。北朝鮮が3回目の核
円、レギュラーガソリン
付属小にご入学。
実験。防衛相、北朝鮮のミサ
(1ℓ)153円。株価(日経平均
イル発射に備え破壊措置命
終値)最高値16,291円、最安
令。政府主催で主権回復・国
値10,486円。1ドル＝97円。
際社会復帰記念式典。朴槿恵
マクドナルドハンバーガー＝
が第18代大韓民国大統領に
120円。レギュラーガソリン
就任。グアム繁華街で通り魔
(1ℓ)＝153円。
日本人13人死傷。みずほ銀
行が暴力団に融資発覚。「餃
子の王将」大東隆行社長が本
社前で射殺。中国が尖閣諸島
上空を含む防空識別圏を一方
的に設定。

アベノミクス。歌舞伎座が新
たに開場、こけら落とし。東
急東横線渋谷駅が地下に移
転。川越−横浜間が直結。
JR北海道で相次ぐ不祥事。
豪華寝台列車「ななつ星in九
州」運航開始。

2013
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社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能
菅直人首相、中電浜岡原発 福島原発メルトダウン。B
を運転停止。スーパーコン 型肝炎患者救済の基本合意
ピューター『京』計算速度 書に国が調印。
世界1位に。上野動物園で
パンダ『リーリー』、『シ
ンシン』公開。国内各地で
皆既月食観測。

2011

2013

人口動態

演出機器

技術の進歩

トピック
M9.0の東日本大震災発
生、死者・行方不明者
25,000人。3月12日福島第
1原発1号機水蒸気爆発。
静岡県東部地震(震度6強)
台風12号で奈良・和歌山
に大きな被害。中国高速鉄
道事故。

中東・北アフリカで民主化
デモ拡大し政変相次ぐ。ニ
ュージーランド地震。『ア
ラブの春』チュニジアでジ
ャスミン革命、独裁政権倒
れる。アフリカ長期独裁政
権崩壊。海外渡航者数
16,994,200人。

人口・婚姻数
・死亡者数
人口統計

社

シネマ

テレビ、ラジオ

会

・

ヒットソング

本

『フライングゲット』、
『マル・マル・モリ・モ
リ』、『君とつくる未
来』、『100年先まで愛し
ます』、『Everydayカチ
ューシャ』、『lotus』、
『迷宮ラブソング』、
『Born This Way』。

『謎解きはディナーのあと
で』、『体脂肪計タニタの
社員食堂』、『心を整え
る』。

トレンド

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事
テレビ放映、アナログ放送 パソコン普及件数(%)が
が終了し、デジタル放送に 76.0%になる。
移行。九州新幹線鹿児島ま
で全線開業。九州新幹線の
博多−新八代間が開業。

人口127,798,000人、婚姻
届661,895件、離婚件数
235,719件、死亡者数
1,253,066人。

『一枚のハガキ』、『大鹿
村騒動』、『手塚治虫のブ
ッダ−赤い砂漠よ!美しく
−』、『冷たい熱帯魚』、
『コクリコ坂から』、『ハ
リー・ポッターと死の秘宝
PART2』、『パイレー
ツ・オブ・カリビアン／生
命（いのち）の泉』。

『おひさま』、『カーネー
ション』、『江/姫たちの
戦国』、『謎解きはディナ
ーのあとで』、ドラマ『水
戸黄門』最終回で42年間
の放送に幕。『家政婦のミ
タ』、『JIN−仁−』、
『マルモのおきて』。カラ
ーテレビ普及率%。カラー
テレビ普及率99.6%。

『なでしこジャパン』、
今年の漢字に『絆』、子役 大相撲で八百長発覚、大相
『スマホ』、『どじょう内 ブーム。
撲春場所が65年ぶり中
閣』、『帰宅難民』、『こ
止。サッカー女子W杯ドイ
だまでしょうか』、『ラブ
ツ大会で日本初優勝。タレ
注入』、『絆』、『想定
ント間寛平がアースマラソ
外』。『エンディングノー
ン完走。長友佑都がセリエ
ト』新語・流行語大賞にノ
Aのインテルに移籍。
ミネート。

焼き肉チェーンでユッケの
食中毒、4人死亡、生肉提
供禁止に。TPPへの参加問
題。パンケーキ、日清カッ
プヌードルごはん。

2011

北朝鮮が長距離弾道ミサイ インターネット普及率が
Windows8発売。パソコン 人口127,515,000人、婚姻
ル発射強行。露首相メドベ 79.5%になる。携帯・PHS 普及件数(%)が77.3%にな
届668,869件、離婚件数
ージェフが国後島上陸。シ 契約件数141,129,280件。 る。
235,406件、死亡者数
リアの内戦状態泥沼化。法
1,256,359人。
人ジャーナリスト銃撃死。
中国で習近平体制発足。韓
国大統領選で朴槿恵当選。
海外渡航者数18,490,657
人。

『BRAVE HEARTS 海
猿』、『テルマエ・ロマ
エ』、『かぞくのくに』、
『終の信託』、『アウトレ
イジビヨンド』、『アベン
ジャーズ』、『ミッショ
ン：インポッシブル／ゴー
スト・プロトコル』。

『梅ちゃん先生』、『純と
愛』、『平清盛』、
『PRICELESS』、『リー
ガル・ハイ』、『ドクター
X』、『ATARU』。カラ
ーテレビ普及率99.4%。

『真夏のSounds good』、
『ハピネス』、『永遠』、
『GIVE ME FIVE!』、
『ギンガムチェック』、
『ワイルドアットハー
ト』、『風が吹いてい
る』、『We Are Never
Ever Getting Back
Together』。

『聞く力』、『置かれた場
所で咲きなさい』、『舟を
編む』、『大往生したけり
ゃ医療とかかわるな』。

『iPS細胞』、『維新』、 今年の漢字に『金』。
『LCC』、『終活』、『第
3極』、『近いうち
に・・・』、『爆弾低気
圧』、『ワイルドだろ
ぉ?』。

ロンドン五輪が開幕。レス
リングの吉田沙保里、伊調
馨が3連覇、大相撲の日馬
富士が横綱昇進。吉田沙保
里が世界大会13連覇で国
民栄誉賞受賞。

生の牛レバーの提供の禁
止。マルちゃん正麺、塩
麹、オランジーナ、コンビ
ニ和スイーツ。

平成24年

平成25年

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

平成23年

東京大学が、国際社会に合 天皇陛下が狭心症による心 京都・祇園で暴走車両が歩
わせて秋入学検討。東京駅 臓の冠動脈バイパス手術。 行者をはね7人死亡。京都
の復元工事が完了。
iPS細胞開発の山中伸弥が 亀岡市で無免許運転の車が
ノーベル生理学・医学賞受 暴走し、3人死亡。
賞。国内初の6歳未満男児
からの脳死移植実施。東電
に1兆円の公的援助、事実
上の国有化。

2012

インフラ・地形

術

2012

LINE利用者が世界で1億5
千万人を突破。政府、長嶋
茂雄、松井秀喜に国民栄誉
賞。香川で『瀬戸内国際芸
術祭2013春』開催。新し
いローマ教皇にフランシス
コ。富士山が世界遺産登
録。2020年東京五輪・パ
ラリンピック開催決定。元
横砂の大鵬幸喜が死去、没
後に国民栄誉賞。「ロト
7」発売開始。「和食」が
無形文化遺産に。今年の漢
字に「輪」。

東京都心で観測史上初めて
最低気温が30℃以上の
30.4℃記録。高知県四万十
市で、観測史上最高記録
41℃を記録。東電が福島
復興本社設立。復興特別所
得税が導入。PM2.5飛来問
題、主に中国から。

2001年の明石花火大会歩
道橋事故で元副所長に免訴
判決。ウラル地方チェリャ
ビンスク州で隕石落下、爆
風などで500人以上が負
傷。淡路島付近を震源とす
るM6.3の地震が発生。埼
玉県で竜巻発生。台風26
号が伊豆大島直撃、土石流
で36人死亡。小笠原諸
島・西之島の付近で噴火、
新島が出現。

アルジェリア人質事件で日
本人技術者10人死亡。エ
ジプトで観光用熱気球墜
落、日本人4人含む19人死
亡。中国で『南方週末』社
説差し替え事件。南米出身
のベルゴリオ枢機卿が新教
皇 に選出。海外渡航者数
17,472,748人。ロシアで
隕石落下、1500人以上負
傷。新ローマ法王にフラン
シスコ1世。米ボストンマ
ラソンで爆弾テロ事件。北
朝鮮国防副委員長の張成沢
が失脚、処刑。ウィリアム
王子とキャサリン妃が第1
子の男児出産。

NTTドコモiPhone提供開 パソコン普及件数(%)が
始、大手3社すべてが
78.0%になる。
iPhone販売。東京地下鉄
携帯電話通話・インターネ
ット接続可能になる。全国
の交通系ICカード10種類
が相互利用開始。

人口127,297,000人、婚姻
届660,613件、離婚件数
231,383件、死亡者数
1,268,436人。

『ストロベリーナイト』、
『きいろいゾウ』、『遺
体/明日への十日間』、
『横道世之介』、『アウト
ロー』、『ゼロ・ダーク・
サーティ』、『ジャンゴ/
繋がれざる者』、『プラチ
ナデータ』、『モンスター
ズ・ユニバーシティ』、
『風立ちぬ』、『レ・ミゼ
ラブル』、『テッド』、
『真夏の方程式』、『そし
て父になる』、『東京家
族』、『シュガー・ラッシ
ュ』。

46

『あまちゃん』、ドラマ
『半沢直樹』の視聴率40%
超、『ごちそうさん』、
『八重の桜』、『とん
び』、『夜行観覧車』、
『最高の離婚』、『ガリレ
オ』。カラーテレビ普及率
99.3%。

『さよならクロール』、
『So long!』、『Calling/
Breathless』、『チョコの
奴隷』、『EXILE PRIDE
〜こんな世界を愛するた
め』、『My Resistance-タ
シカナモノ―/運命
Girl』、『Roar』、『恋す
るフォーチュンクッキ
ー』、『にんじゃりばんば
ん』

『漫画サンデー』が54年
の歴史に幕。『色彩を持た
ない多崎つくると、彼の巡
礼の年』、『わりなき
恋』、『abさんご』、
『夢幻花』、『夢を売る
男』、『夜行観覧車』、
『海賊と呼ばれた男』、
『ロスジェネの逆襲』。

『いつやるか?今でし
ょ！』、『アベノミク
ス』、『倍返し』、『じぇ
じぇじぇ』、『お・も・
て・な・し』。

『出雲大社』60年ぶりの
大遷宮、『伊勢神宮』で
20年に1度の式年遷宮で主
要行事「遷御の儀」。『パ
ズル&ドラゴン』。

三浦雄一郎が世界最高齢
80歳でエベレスト登頂。柔
道日本代表めぐり体罰など
不祥事発覚。楽天・田中将
大が開幕24連勝、史上初
「無敗の最多勝投手」に。
日本シリーズで楽天が初の
日本一。

中国で鳥インフルエンザ感
染死亡例が発覚。マルハニ
チロの冷凍食品から農薬。
フィリップスから『ノンフ
ライヤー』発売。エッグベ
ネディクト、グラノーラ、
コンビニコーヒー、ポップ
コーン。

2013

カテゴリー

西暦

2014

2015

冠

和暦

平成26年

冠

婚

婚

結婚した著名人

亡くなった著名人

互助会・業界動向

全互協・互助会関係

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連

政治的動向

経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

イタリア人男性・宇多田ヒカ
ル、あべこうじ・高橋愛、中
田浩二・永澤奈央、天野ひろ
ゆき・荒井千里、米国男性・
浜崎あゆみ、坂口憲二・一般
女性、マック鈴木・小原正
子、一般男性・hitomi、一般
男性・加藤夏希、一般男性・
後藤真希、歌手Ｋ・関根麻
里、金山一彦・大渕愛子、松
本大・大江麻里子、田中哲
司・仲間由紀恵、才賀紀左衛
門・あびる優、市原隼人・向
山志穂、中村光宏・生野陽
子、伊藤英・、一般女性、羽
島慎一・渡辺千穂、西島秀
俊・一般女性、清水邦広・中
島美嘉、堂林翔太・枡田絵理
奈、一般男性・米倉涼子。

海原しおり、やしきたかじ
ん、淡路恵子、小野田寛郎、
小林カツ代、宇津井健、安西
マリア、蟹江敬三、周富徳、
佐野実、松岡直也、渡辺淳
一、林隆三、斎藤晴彦、春一
番、安部俊幸、米倉斉加年、
龍虎勢朋、山口洋子、香川伸
行、奥大介、桂小金治、高倉
健、納谷六朗、ジョニー大
倉、中島啓江、菅原文太、生
方恵一、宮尾登美子 。

東出昌大・杏、堀北真希・山
本耕史、戸次重幸・市川由
衣、国分太一・一般女性、福
山雅治・吹石一恵、田中裕
二・山口もえ、釈由美子・一
般男性、安倍なつみ・山崎育
三郎、辻上裕章・澤穂希、青
山光司・観月ありさ。

町村信孝、吉行あぐり、斉藤
仁、陳舜臣、リヒャルト･フ
ォン･ワイツゼッカー、桂米
朝(三代目)、愛川欽也、ベ
ン･E･キング、川崎敬三、加
藤武、阿川弘之、萩原流行、
B・B･キング、今いくよ、塩
川正十郎、岸朝子、今井雅
之、川島なお美、小泉博、熊
倉一雄、菅原やすのり、森田
幸妃、佐木隆三、加藤治子、
花紀京、江森陽弘、北の湖敏
満、水木しげる。

互助会加入者施行支援機構創 ㈱冠婚葬祭総合研究所を設
立。互助会数279社。前受金 立。
残高24,175億円。会員件数
2,434万件。

根津甚八、ピエール・バル
ー、レオン・ラッセル、ジョ
ージ・マイケル、島木譲二、
小川宏、フィデル・カスト
ロ、レナード・コーエン、肝
付兼太、平幹二朗、田部井淳
子、平尾誠二、アーノルド・
パーマー、加藤紘一、ジー
ン・ワイルダー、ソニア・リ
キエル、十勝花子、元横綱千
代の富士、中村紘子、大橋巨
泉、伊藤ユミ、永六輔、鳩山
邦夫、白川由美、モハメド・
アリ、蜷川幸雄、冨田勲、戸
川昌子、前田健、プリンス、
望月三起也、四代目江戸家猫
八、夏樹静子、多湖輝、西田
善夫、村田和人、デヴィッ
ド・ボウイ、ナタリー・コー
ル、海原小浜、中村梅之助

自主規制団体化への取り組み
開始。外務員登録試験の受験
対象を拡大し、募集資格者登
録試験と改称。（一財）冠婚
葬祭文化振興財団を設立。台
湾南部地震に義援金。

平成27年

平成28年

葬 祭

祭

業界動向、競争環境、関連業界

北川景子・DAIGO、長友佑
都・平愛梨、田中麗奈・一般
男性、石川遼・一般女性、片
岡愛之助・藤原紀香、相武紗
季・一般男性、優香・青木崇
高、妻夫木聡・マイコ、賀来
賢人・榮倉奈々、福原愛・江
宏傑、ダルビッシュ有・山本
聖子、押切もえ・涌井秀章、
木村文乃・一般男性、長野
博・白石美帆、ぺこ・りゅう
ちぇる。
2016

葬

國學院大學オープンカレッジ
に参加し、特別講座（年５
回）を開始。映画
「BUDDHA2 手塚治虫のブ
ッダ」公開に特別協力。互助
会数283社。前受金残高
23,902億円。会員件数2,424
万件。

済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

安倍晋三首相。東京都知事選 集団的自衛権行使を容認する ソニーがPC事業を身売り。 国家公務員/181,200円
で舛添要一当選。小渕経産相 閣議決定。
仮想通貨ビットコイン。消費 。
と松島法相が辞任し内閣解散
税が5%から8%に引き上げ、
へ。衆議院選で自公圧勝、3
平成9年以来17年ぶり。ベネ
分の2超、共産党も躍進、安
ッセコーポレーション顧客デ
倍晋三内閣続投。政府が「河
ータ流出事件。
野談話」作成過程の検証報告
書を公表。集団的自衛権の限
定的容認を閣議決定。北京で
3年ぶり日中会談。

4,340円/金1㎏。株価（日経
平均終値）最高値17,935
円、最安値13,910円。1ドル
＝105円。銭湯＝460円。プ
レイステーション＝39,980
円。

教育

1,003,539人出生。

会

戦争・事件

出来事

東急東横線元住吉駅で電車追
突事故。京浜東北線川崎駅構
内で電車が脱線転覆。長崎県
佐世保の女子高生が同級生を
殺害。人気デュオ『CHAGE
and ASKA』のASKAが覚醒
剤所持で逮捕。韓国検察、産
経新聞前支局長の加藤達也を
在宅起訴。中国船が小笠原で
サンゴ密漁。

理化学研究所(理研)などが
STAP細胞論文発表。小保方
晴子が記者会見「ＳＴＡＰ細
胞は、あります！」。中国船
による小笠原のサンゴ密漁。
ユネスコが『和紙』を無形文
化資産に登録。青色LEDの赤
崎勉ら3人にノーベル物理学
賞、中村修二、天野浩。

西暦

2014

安倍晋三首相。首相官邸屋上 大阪都構想が住民投票で否
にドローン(小型無人機)。安 決、橋下徹大阪市長が政界引
倍晋三首相が日本の首相では 退を表明。
初めて米議会の上下両院合同
会議で演説。選挙権年齢
「18歳以上」に引き上げ決
定。安倍首相が戦後70年談
話を発表。安全保障関連法案
が成立。慰安婦問題で日韓合
意、不可逆的解決を確認。マ
イナンバー制度始まる。

オバマが現職の米大統領とし 18歳選挙権施行。
て初めて広島訪問。舛添要
一、政治資金の公私混同問題
で都知事辞職。参院選で自民
圧勝、衆参で改憲勢力3分の
2に。南スーダン法人退避支
援へ自衛隊機派遣。第3次安
倍再改造内閣発足。安倍晋三
首相、真珠湾訪問。東京都知
事選で小池百合子当選、初の
女性知事。
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スカイマークが民事再生法の
適用を申請。ギリシャ債務で
ユーロ危機。ギリシャで国民
投票し緊縮財政を否決。中国
株式市場が大暴落、半月で約
30%の下落し時価総額は約
400兆円減少する(上海恐
慌)。郵政3社が上場、1987
年のNTT以来の大型上場。
ファミリーマートとサークル
Kサンクスのユニーグルー
プ・ホールディングスが経営
統合で合意。TPP参加12カ
国が大筋合意。

日経平均が20,952円71銭で 1,005,677人出生。
18年ぶりの高値。株価(日経
平均終値)最高値20,868円、
最安値16,795円。1ドル＝
121円。大卒初任給＝
(男)204,500円、(女)198,800
円。たばこ(ハイライト)＝
420円。

シャープ、台湾の鴻海入傘下
に。三菱自動車、日産傘下
に。

日銀が初のマイナス金利導入 976,978人出生。
決定。円急騰。株価（日経平
均終値）、最高値19,494円
最安値14,952円。1ドル＝
108円。牛丼（吉野家並盛）
＝380円。レギュラーガソリ
ン（1ℓ）＝162円。

川崎市多摩川河川敷で全裸中
学生の死体、少年3人を逮
捕。日本年金機構から125万
件の個人情報流出、詐欺が頻
発。産経新聞前ソウル支局長
の加藤達也に無罪判決。巨人
3選手の野球賭博関与が発
覚。

廃棄カツ横流し事件。老人ホ
ーム3人転落死-殺人容疑で23
歳元職員逮捕。元巨人の清原
和博が覚醒剤所持容疑で逮
捕。アイドル刺傷事件。米乱
射テロ。小池都知事。高樹沙
耶容疑者を大麻所持で逮捕。
元俳優の高知容疑者ら逮捕＝
覚せい剤と大麻所持。覚せい
剤取締法違反（使用）容疑で
ＡＳＫＡ容疑者を逮捕。相模
原市の障害者施設で戦後最多
の19人殺害事件。バドミン
トンの桃田賢斗ら闇カジノで
賭博。

英国ウィリアム王子初来日。
東洋ゴム免震ゴム性能データ
改ざんが発覚。JR山手線の
神田−秋葉原間で支柱が倒れ
山手線と京浜東北線が9時間
以上運転見合わせ。新国立競
技場の建設計画が白紙撤回、
12月に新計画。天皇・皇后
両陛下が「慰霊の旅」でパラ
オご訪問。九州電力川内原発
1号機が再稼働、新規制基準
で初。東京五輪の公式エンブ
レムで盗作疑惑、白紙撤回。
大村智、梶田隆章にノーベル
医学・生理学、物理学賞。

2015

理研、113番の新元素をニホ
ニウムと命名。大隅良典にノ
ーベル医学・生理学賞。伊勢
志摩サミット開催。天皇陛下
が譲位についてお気持ちを表
明。国民的グループSMAP、
年末での解散発表。東京五輪
の公式エンブレムに組市松紋
選定。

2016

カテゴリー

西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能

2014

2015

平成26年

佐村河内守(作曲家)の作品
が、代作であることが判
明。朝日新聞が慰安婦強制
連行の記事取消し。朝日新
聞が「吉田調書」の記事取
消し、謝罪会見。朝日新聞
社長の木村伊量が引責辞
任。日本一高いビル、あべ
のハルカス(高さ300ｍ)が
開業。人気漫画「あぶさ
ん」が41年の連載終了。
タモリの「笑っていいと
も!」が31年間の歴史に
幕。富岡製糸場が世界遺産
に。今年の漢字に「税」。

代々木公園でデング熱。西
アフリカでエボラ出血熱感
染が爆発的に拡大。広島市
で局地的豪雨により土石流
が発生、74人死亡。

川崎市川崎区の簡易宿泊所
で噴火、全島避難。貧困高
齢者の問題が浮き彫りにな
る。八幡製鐡所、旧グラバ
ー邸、軍艦島、松下村塾な
ど、8県23の資産で構成さ
れる明治日本の産業革命遺
産のユネスコ文化遺産への
登録。今年の漢字に
「安」。

鹿児島・口永良部島の新岳
で噴火、噴火警戒レベル
『5』で全島避難。韓国で
MERS感染拡大、27人死
亡。

2016

平成28年

人口動態

演出機器

技術の進歩

トピック
韓国で旅客戦セオール号沈
没、死者・不明300人超。
広島県北部で土石流、死者
70名以上。御嶽山が噴
火、58人死亡、戦後最悪
の火山被害に。関東・甲信
地方で大雪。

トランスアジア航空墜落事
故乗員乗客58人中43人が
死亡。小笠原諸島の西之島
出現からほぼ1年で拡大収
束、面積は、東京ドーム約
40個分。ドイツのジャーマ
ンウィングスがフランス南
東部アルプスに墜落、150
人全員死亡。東日本豪雨で
茨城・鬼怒川の堤防が決
壊。

平成27年

国立西洋美術館を含む
「ル・コルビュジエの建築
作品」の世界文化遺産へ。
訪日外国人が2,000万人突
破。8月11日が新たな祝日
「山の日」に。人気漫画
「こちら葛飾区亀有公園前
派出所」が連載40年で完
結、単行本200巻。今年の
漢字に「金」。

インフラ・地形

術

台湾地震。最大深度7の熊
本地震が発生、4月16日に
本震。軽井沢でスキーバス
転落事故、学生ら15人死
亡。イタリア中部地震。糸
魚川大火。

「イスラム国(IS)」が国家
樹立を宣言。米軍など融資
連合がＩＳを空爆。ウクラ
イナ情勢が悪化、ヤヌコビ
ッチ大統領が解任。マレー
シア航空旅客機がウクライ
ナ上空で撃墜される。香港
で民主化を求める大規模デ
モ。海外渡航者数
16,902,868人。ロシアが
クリミア併合を宣言。

人口・婚姻数
・死亡者数
人口統計

社

シネマ

テレビ、ラジオ

会

・

ヒットソング

本

『Let It Go』、『ラブラド
ール・レトリバー』、
『Dragon Night』、
『R.Y.U.S.E.I』、『ひま
わりの約束』。

『火花』、『聞くだけで
自律神経が整うCDブッ
ク』、『置かれた場所で咲
きなさい』、『長生きした
けりゃふくらはぎをもみな
さい』、『村上海賊の娘
（上・下）』、『銀翼のイ
カロス』、『人生はニャと
かなる!』、『銀翼のイカ
ロス』、『呆韓論』。

トレンド

流行語

流行

スポーツ

飲食関係

西暦

市場環境・消費者行動分析・トレンド分析

長期の予測がしやすい事柄 過去の出来事
北陸新幹線開業。インター パソコン普及件数(%)が
ネット普及率が86.2%にな 78.7%になる。
る。携帯・PHS契約件数
155,118,099件。
WindowsXPのサポート打
ち切り。アップルが
iPhone6発売。リニア中央
新幹線が着工2027年の開
業目標。燃料電池車「ミラ
イ」。世界初のiPS移植手
術。リニア中央新幹線が着
工、2027年の東京(品川)−
名古屋間開業、45年の大
阪延伸目指す。

「イスラム国(IS)」が後藤
健二さん殺害映像。チュニ
ジアのバルドー博物館で襲
撃事件、20人の観光客死
亡。イスラム過激派、ガリ
ッサ大学キャンパス襲撃、
約150人が死亡。ネパール
でM7.8の地震、1,000人
以上が死亡。米とキューバ
が54年ぶり国交回復。南
シナ海に米艦船派遣。中国
が1979年以来の「一人っ
子政策」廃止。パリ同時テ
ロ、130人死亡。中国主導
の「アジアインフラ投資銀
行(AIIB)」設立。

北陸新幹線の長野−金沢間 『ドローン』、『アップル
開業。北海道新幹線長野− ウォッチ』。
金沢間開業。ソフトバンク
ロボティクスが環状認識型
ロボットPepper発売。中
央環状線が全面開通。国産
ジェットMRJが初飛行。

台湾総統に蔡英文氏。群
衆、サウジ大使館襲う＝シ
ーア派指導者処刑に反発
（イラン）。イランと関係
断絶＝宗派対立の激化必至
（サウジ）、各地で自爆テ
ロ（トルコ）。ベルギー同
時テロ。英国民投票で、
EU離脱過半数。英首相に
メイ就任。仏でテロ、群衆
にトラック突入、84人死
亡。タイ国王死去。米大統
領選でトランプ当選。パナ
マ文書公表。北朝鮮 初の
「水爆実験」発表。バング
ラディシュのダッカでテ
ロ、日本人7人死亡。北朝
鮮4,5回目の核実験。国連
事務総長にグテレス選出。
米歌手のボブ・ディランに
ノーベル文学賞。中国の人
民元が国際通貨に。

「火星移住」構想を発表
（米民間宇宙企業スペース
Ｘ）。北海道新幹線(新青
森-新函館北斗間)が開業。

人口127,082,000人、婚姻
届649,000件、離婚件数
222,000件、死亡者数
1,269,000人。

『永遠の０』、『テルマ
エ･ロマエII』、
『BUDDHA2 手塚治虫の
ブッダ 終わりなき旅』、
『アナと雪の女王』、『マ
レフィセント』、
『GOZILLA ゴジラ』、
『ゼロ・グラビティ』、
『STAND BY MY ドラえ
もん』

フジテレビの『笑っていい
とも!』が最終回で32年に
幕。カラーテレビ普及率
96.5%。『HERO』、『花
子とアン』、『マッサ
ン』、『軍司官兵衛』、
『花咲舞が黙ってない』、
『ルーズヴェルト・ゲー
ム』、『昼顔』。

『ダメよ〜ダメダメ』、
『パズドラ』流行、マンガ ソチ冬季五輪開幕、日本
『ありのままで』、『集団 『妖怪ウォッチ』が子供に は、メダル8個、金1、銀
的自衛権』、『カープ女
大流行。格安スマホ。
4、銅3。ソチ五輪男子フィ
子』、『壁ドン』、『マタ
ギアで羽生結弦が日本人初
ハラ』、『レジェンド』
の金。テニスの錦織圭が全
米オープン準優勝、世界ラ
ンキング5位に、日本人と
して初。日本独立リーグ野
球機構が発足。

伊右衛門 特茶、大人向け
お菓子（キットカット、ポ
ッキー、チョコボール
等）。かき氷。

2014

『バケモノの子』、『ぼく
は坊さん』、『ジュラシッ
ク・ワールド』、『ベイマ
ックス』、『映画 妖怪ウ
ォッチ 誕生の秘密だニャ
ン！』、『HERO』、『進
撃の巨人』、『ビリギャ
ル』、『ミニオンズ』。

『下町ロケット』、『天皇
の料理番』、『まれ』、
『朝が来た』、『花燃
ゆ』、『アイムホーム』、
『デスノート』。

『僕たちは戦わない』、
『私以外私じゃないの』、
『トリセツ』、『Unfair
World』。

『21世紀の資本』、『禁
『爆買い』、『トリプルス 『ハロウィン』で街中にコ
断の魔術』、『ナミヤ雑貨 リー』、『エンブレム』、 スプレが見受けられる。
店の奇蹟』、『その女アレ 『五郎丸(ポーズ)』
ックス』、『舟を編む』、
『鹿の王』『火花』、『フ
ランス人は10着しか服を
持たない』、『家族という
病』、『一〇三歳になって
わかったこと』

ラグビーＷ杯で、日本が3
章の快挙。羽生結弦が世界
最高得点マーク。体操日本
男子が３７年ぶり団体Ｖ。
なでしこジャパンＷ杯準優
勝。プロボクシングの亀田
興毅が引退。巨人監督の原
辰徳退任、後任に高橋由
伸。

即席麺(ペヤング)にゴキブ
リのような虫混入。マクド
ナルドのナゲットにビニー
ル片混入。コンビニドーナ
ツ、塩パン。

2015

国勢調査で1920年の調査
開始以来初の人口減。

『スター･ウォーズ フォー
スの覚醒』、『ズートピ
ア』、『君の名は。』、
『シン・ゴジラ』、『信長
協奏曲』、『この世界の片
隅に』、『ファインディン
グ・ドリー』。
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『逃げるは恥だが役に立
つ』、『とと姉ちゃん』、
『べっぴんさん』、『真田
丸』、『地味にスゴイ!校
閲ガール・河野悦子』。

『翼はいらない』、『サヨ
ナラの意味』、『恋』、
『前前前世(movie ver.)』
『Wherever you are』、
『クリスマスソング』、
『花束を君に』、『あなた
の好きなところ』、
『PPAP』。

『天才』、『おやすみ、ロ
ジャー 魔法のぐっすり絵
本』、『ハリー・ポッター
と呪いの子 第一部・第二
部』、『君の膵臓を食べた
い』、『小説 君の名
は』、『夢幻花』、『七つ
の会議』、『羊と鋼の
森』。人気漫画「こち亀」
４０年で完結、『嫌われる
勇気』。

『神ってる』、『聖地巡
礼』、『トランプ現象』、
『ゲス不倫』、『マイナス
金利』、『盛り土』、『保
育園落ちた日本死ね』、
『ポケモンGO』、『復興
城主』、『PPAP』。『文
集砲』、『逃げ恥』。

ポケモンＧＯ、ニホントウ
ジョウ、コイダンス。ジョ
ガーパンツ、ＩＱＯＳ（ア
イコス）、メルカリ。

リオデジャネイロ五輪開
乳酸菌ショコラ、グルメバ
幕、日本は最多のメダル41 ーガー、ワッフルパンケー
個。リオ五輪でレスリング キ。
女子の伊調馨が女子初の4
連覇、10月に国民栄誉
賞。W杯ジャンプ高梨が総
合優勝。全英バドミントン
／奥原、女子単で初優勝、
女子複は高橋礼、松友組が
制覇。世界卓球／日本はア
ベック銀。競泳の北島康介
が引退。イチローが日米通
産4257安打、メジャー記
録抜く。

2016

カテゴリー

西暦

冠

和暦

冠

婚

婚

結婚した著名人

平成29年

葬 祭

祭

亡くなった著名人

互助会・業界動向

全互協・互助会関係

行政（互助会関連）
・互助会保証㈱

政

政治・立法・法律・司法

治

経
行政・法運用
・警察

経済関連

業界動向、競争環境、関連業界

政治的動向

経済的視線・生活者行動分析

業界

中期の予想がしやすい事柄

短期の予想がしやすい事柄

TAKAHIRO・武井咲、渡部
建・佐々木希、陣内智則・松
村未央、和田正人・吉木り
さ、神田沙也加・村田充、菊
川怜・一般男性、阿川佐和
子・一般男性、石川梨華・野
上亮磨。

2017

葬

加川良、遠藤賢司、京唄子、 募集資格者登録試験のCBT試
野際陽子、小林麻央、渡瀬恒 験化。資格管理システムの運
彦、かまやつひろし、藤村俊 用開始。
二、松方弘樹、チャック・ベ
リー、上田利治、ジャンヌ・
モロー、日野原重明、平尾昌
晃、羽田孜、篠沢秀夫、大田
昌秀、森慎二、月丘夢路、ロ
ジャー・ムーア、与謝野馨、
ペギー葉山、大岡信、渡部昇
一、岡野俊一郎、鈴木清順、
船村徹、神山繁、野村沙知
代。

安倍晋三首相。プレミアムフ 公的年金受給に必要な加入期 経営再建中の東芝、半導体事
ライデー開始。「共謀罪」法 間10年に短縮、新たに68万
業の分社化決定。
成立。天皇陛下の譲位を可能 人が受給可能に。
とする法律が成立。退位特例
法が成立。小池百合子が希望
の党結成、民進が解党・合
流。第3次安倍改造内閣が発
足。衆院選で自公大勝、立憲
民主党が野党第一党に。改正
組織犯罪処罰法が成立。トラ
ンプ米大統領が初来日、安倍
首相とゴルフ外交。テロ等準
備罪法が成立。
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済

社

国家公務員

物価・GDP国債

初任給・給与

・円相場・金相場

株価(日経平均終値):最高値
22,937円、最安値18,395
円、1ドル＝112円、USJ入
場料＝(子供)5,100円(大
人)7,600円、ニンテンドース
イッチ29,980円。

教育

会

戦争・事件

出来事

森友学園問題で籠池泰典を証
人喚問、7月に逮捕。世界規
模のサイバー攻撃。福岡・博
多７億金塊盗容疑の男ら逮
捕。神奈川県座間市のアパー
トに切断9遺体、男逮捕。加
計学園の総理の意向問題で国
会中審査。北朝鮮の弾道ミサ
イルが北海道上空通過、9月
にも。日産社長のゴーンが在
任17年で退任。

日本出身の英作家、カズオ・
イシグロにノーベル文学賞。
中学生棋士の藤井聡太が29
連勝、30年ぶり新記録。囲
碁の井山裕太氏2度目の七
冠。羽生善治棋聖が永世七冠
に。皇室会議で天皇陛下の譲
位が2019年4月30日に決ま
る。東芝が「サザエさん」
「日曜劇場」のスポンサー降
板決定。

西暦

2017

カテゴリー

西暦

和暦

社

主な世相等

公害・健康

会

技

災害・事故

海外トピック
国際環境

予測不能
上野動物園で5年ぶりパン
ダ「シャンシャン」誕生。
福岡・沖ノ島が世界遺産
に。

2017

平成29年

インフラ・地形

術

人口動態
人口・婚姻数

演出機器

技術の進歩

トピック

・死亡者数
人口統計

社

シネマ

メキシコ地震、死者369
米大統領にトランプ就任、 中性子星の合体、重力波と
人。九州北部記録的豪雨。 1月にTPP離脱。2月に金
光で観測。
正男暗殺。米中首脳会談。
5月に仏大統領選でマクロ
ン当選。ロヒンギャ難民
50万人突破（ミャンマ
ー）。米ラスベガスで乱
射、58人死亡。英コンサ
ート会場でテロ、22人死
亡。エジプトのモスクで爆
弾テロ、死者300人超。3
月に韓国大統領の朴槿恵が
収賄容疑などで逮捕。5月
に韓国大統領選で文在寅当
選。中国民主活動家の劉暁
波氏死去。英首相が1月に
EU離脱表明。9月に北朝鮮
が6回目の核実験。10月に
イスラム国(IS)の首都ラッ
カが陥落。

『ラ・ラ・ランド』、『美
女と野獣』『怪盗グルーの
ミニオン大脱走』、『パイ
レーツ・オブ・カリビアン
最後の海賊』、『銀魂』、
『メアリと魔女の花』。

浅井秀明・南川和充・石垣智徳、(2015)、「史実にみる冠婚葬祭の変化−バブル崩壊以降−」、『日本葬送文化学会・会誌』、葬送文化第17号、日本葬送文化学会。
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『ドクターX 〜外科医・
大門未知子〜』、『緊急取
調室』、『陸王』、『ひよ
っこ』、『わろてんか』、
『おんな城主 直虎』、
『下剋上受験』、『やすら
ぎの郷』、『民衆の敵』。

『インスタ映え』、『忖
『うんこ漢字ドリル』が大 稀勢の里が横綱昇進、日本 甘酒、KOIKEYA PRIDE
度』、『睡眠負債』、『〇 ヒット。
人力士では若乃花以来。佐 POTATO、カップケーキ、
〇ファースト』、『ちーが
藤、インディ500優勝＝日 和スイーツ。カール、中部
ーうーだーろー!』『ひふ
本人初。桐生祥秀が100m 地方以東での販売終了発
みん』。
走9秒98、日本人初、10秒 表。
の壁破る。横綱日馬富士、
モンゴル人力士への暴行発
覚、11月29日に引退。4月
にフィギアスケートの浅田
真央が引退。1月に競泳の
渡辺一平が200m平泳ぎで
2分6秒67の世界新。5月に
女子ゴルフの宮里藍が引退
表明。5月に佐藤琢磨がイ
ンディ500で日本人初優
勝。
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