浜松の歴史
約８万年前
約 1～3 万年前

大正 10 年浜名湖東岸佐浜でナウマンゾウの化石が発見される。
昭和 34 年、三ヶ日町只木遺跡、
昭和 33 年秋、現世人類の洪積世における祖先とみなされる三ヶ日人骨化石
が多数の洪積世動物の化石とともに発掘されたところ。学問上貴重な資料と
なっている。平成 13 年には縄文時代の人骨であるとの学説 ...。

昭和 35 年、

浜北根堅遺跡から人骨の化石発見。

縄文時代
約 9000 年前
約 4000 年
～3000 年前

昭和 61 年宮口大屋敷遺跡から縄文土器が出土
蜆塚遺跡（縄文時代の貝塚）

弥生時代
約 1750 年前
約 1550 年前

銅鐸 (集落で祭りの道具として銅鐸が使われる。出土数が日本一多い)
伊場遺跡（伊場に集落が形成される）

奈良時代
755 年

遠江から九州筑紫へ防人たちが派遣され、その防人が詠んだ和歌７首が
『万葉集』に採録された。

平安時代
931 年

わみょうるいじゅしょう

『倭名類聚鈔』が編纂され、浜津 (浜松)の名称が初めて文献に記載が見
られる。

南北朝時代
1338 年

むね よ し し ん の う

宗良親王、遠州灘で遭難し、遠州灘海岸白羽の浜に漂着、浜名湖北の井
伊城に向かう。

室町・安土桃山・江戸時代
1513 年
1551 年
1570 年
1572 年
1574 年
1579 年

引間城の大内氏、今川氏親に攻められ降伏。
日吉丸(豊臣秀吉)頭陀寺の松下氏に奉公。
引間城に入った家康は、浜松城の構築に着手。
三方ヶ原の戦い。
家康の次男於義丸(秀康)が宇布見の中村家で誕生。
4 月、二代将軍秀忠浜松で誕生。
8 月、御前築山、佐鳴湖畔で殺害される。
9 月、信康、家康の命によって二俣城で自刃。

1586 年
1590 年
1697 年
1703 年

家康、45 歳、浜松城から駿府城に移る。
堀尾帯刀吉晴、佐和山より浜松城に入る。
賀茂真淵、伊場にて誕生。
浜松宿の戸数人口調査。総戸数 1,386 戸、人口 4,336 人。
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1704 年

笹瀬村(篠ヶ瀬町)の蔵福寺(増福寺)に隕石が落下。

1713 年
1833 年

杉浦国頭が『曳馬拾遺』著す。浜松地方地誌の原点。
水野越前守忠邦、縣居翁霊社の碑文字を揮毫。

近現代
1869 年(明治 2 年)
1878 年(明治 11 年)
1886 年(明治 19 年)
1889 年(明治 22 年)
1900 年(明治 33 年)

浜松奉行所設置。井上八郎(延陵)奉行に就任。
日本最初の活字本医学書『七科約説』浜松で出版。
引間古城跡に｢東照宮｣勧請される。
合資会社山葉風琴製造所（現ヤマハ株式会社）設立。
服部倉治郎、浜名湖に養鰻事業を始める。

1909 年(明治 42 年)
1911 年(明治 44 年)
1921 年(大正 10 年)
1926 年(昭和元年)
1928 年(昭和 3 年)
1931 年(昭和 6 年)
1937 年(昭和 12 年)
1944 年(昭和 19 年)
1945 年(昭和 20 年)

鈴木式織機製作所設立(現スズキ㈱) 設立。
浜松市制施行、人口 36, 782 人、戸数 6,940 戸。
株式会社福長飛行機製作所設立。資本金 50 万円。
高柳健次郎、「イ」の字の送像、受像に成功。（1926,12,25）
旭日写真工業株が国産第１号の写真フィルムを製造発売。(菊フィルム)
市主催の全国産業博覧会開催。
松菱百貨店開店。
東南海地震発生。
6 月 18 日、Ｂ29 が 100 機飛来。焼夷弾を集中投下。全市壊滅。

1946 年(昭和 21 年)
1948 年(昭和 23 年)
1950 年(昭和 25 年)
1951 年(昭和 26 年)
1958 年(昭和 33 年)
1974 年(昭和 49 年)
1984 年昭和 59 年)
1985 年(昭和 60 年)
1986 年(昭和 61 年)
1988 年(昭和 63 年)
1994 年(平成 6 年)
1995 年(平成 7 年)
2004 年(平成 16 年)

7 月遠州灘沖の米軍艦より全市にわたって艦砲射撃を受ける。
本田宗一郎、本田技術研究所を設立。
本田技研工業㈱設立、モーターバイク生産開始。
9 月、市制施行 40 年記念の浜松こども博覧会開催。
11 月、市立動物園開園、市立図書館開館。
木下恵介(浜松出身の映画監督)が日本初の長編カラー映画（カルメン故
郷に帰る）を発表
浜松城復興天守閣完成、3 層 3 階、地下１階、建設費 3,300 円。
国立浜松医科大学開学。

2005 年(平成 17 年)

賀茂真淵記念館開館。
浜松まつり会館、開館。
浜松科学館、開館。
浜松文芸館、開館。浜松復興記念館、開館。
アクトシテイがオープン。地上 45 階、地上髙 212.77ｍ。
浜松楽器博物館、開館。
浜名湖花博。4 月 8 日～10 月 11 日(187 日間)、約 544 万人の来園あり。
現在は浜名湖ガーデンパークとなっている。
7 月 1 日、12 市町村が合併し、新しい浜松市が誕生。

2007 年(平成 19 年)
2014 年(平成 26 年)
2015 年(平成 27 年)
2017 年(平成 29 年)

7 月 1 日政令指定都市移行･市制施行 96 周年記念式に浜松市歌発表。
天野浩 (浜松市出身)ノーベル物理学賞受賞
「家康くん」ゆるキャラグランプリ獲得。
ＮＨＫ大河ドラマ「おんな城主井伊直虎」放映。
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