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戦後に発生した大事故、大災害、大事件の主なものを収録しました。

●昭和２０年代
年

大事故

大災害

大事件

8.22 樺太引揚船３隻 1.13 （東海大地震M6.9、死者1961人、全壊
6.30 （秋田県花岡鉱山で強
昭和２０年 潜水艦に撃沈さる、死者 5539戸）。
制連行中国人労働者蜂起）。
1708人。
9.17 枕崎台風、西日本、死者2400人。
12.21 南海大地震（近畿・中国・四国）
8.20 小平事件、７人を淫行
M8.0、死者1432、全壊10591戸、半壊
10.27 北朝鮮引揚船
後殺害。
昭和２１年 「恵比須丸」沈没、溺死 23487戸、津波流失4049戸。
9.17 住友令嬢誘拐事件
～12.31 伝染病多発（発疹チフス死者3351
497人。
人、天然痘死者3029人、コレラ死者560人）。
2.25 八高線脱線事
昭和２２年 故、死者184人、不詳
497人。

4.20 長野県飯田市の大火、全焼4010戸。
8.14 浅間山大爆発、山火事、死者11人。
9.14-15 キャスリン台風、利根川決壊して東
京埼玉に大被害、死者行方不明1930人、全半壊
12761戸、床上浸水418004戸。

6.28 福井地震、死者3895人、全壊35420
1.28 関西汽船「女王
戸、焼失3691戸。
丸」瀬戸内海で機雷に接
9.15-17 アイオン台風東北襲来、死者836
昭和２３年
触して爆沈、死者183
人、全半壊18016戸、床上浸水120035戸。
人。
～12.31 日本脳炎大流行、死者2620人。
2.20 能代市大火、全半焼2239戸、死者3人、
負傷874人。
6.17-22 デラ台風、鹿児島に被害、死者418
7.15 三鷹事件、国鉄 人、住宅全半壊5398戸。
三鷹駅で無人電車暴走、 8.13-18 ジュディス台風、九州四国被害、死
者179人、住宅全半壊2435戸、床上浸水
死者６人。
昭和２４年
8.17 松川事件、国鉄 101994戸。
松川駅付近で列車転覆、 8.31-9.1 キティ台風、高潮で東日本被害、死
者160人、住宅全半壊17203戸、床上浸水
死者３人。
144643戸。
12.26 今市地震M6.2、死者10人、全壊873
戸、半壊2994戸。

昭和２５年

11.7 高知で国鉄バス
転落、死者33人。

4.24 桜木町事件、国
鉄桜木町駅付近で架線断
線出火、死者106人、負
昭和２６年
傷92人。
11.3 愛媛で国鉄バス
炎上、死者36人。

7.＊ 世耕事件（隠匿物資
2500憶？）。
10.11 東京地裁山口判事餓
死。
1.12 寿産院事件発覚、東京
牛込産院で乳児103人殺害。
1.26 帝銀事件、行員12人
毒殺。
6.13 太宰治、玉川上水に心
中入水死。
6.23 昭電疑獄。
10.30 炭坑国管理汚職。

2.27 国宝松山城が浮浪者の
焚火で焼失。
7.6 下山事件、国鉄下山総裁
轢死体で発見。

4.13 熱海市大火、全半焼979戸、負傷3277
人。
8.3-6 東日本水害、死者99人、住宅全半壊
386戸。
9.3-4 ジェーン台風、近畿・北日本被害、死者
63人、住宅全半壊7203戸、床上浸水157727
戸。

6.25 朝鮮戦争勃発。
7.2 金閣寺、青年僧の妄想に
より放火全焼。
9.9 鳴尾競輪で本命故障大穴
で騒乱。

7.7-17 京阪神豪雨襲来、死者行方不明306
人、住宅全半壊1357戸、床上浸水103298
戸。
10.14 ルース台風、山口・東北被害、死者行方
不明943人、住宅全半壊72653戸、床上浸水
138283戸。

1.24 八海事件、冤罪事件。
7.6 アナタハン帰還、情痴猟
奇殺人サバイバル事件。
11.9 毒殺女医殺人事件、不
倫毒殺、戦後派アプレガール
犯罪。

3.4 十勝沖地震M8.2、関東地方津波被害、全
壊873戸、流失91戸。
4.17 鳥取市大火、強風による、焼失5719
戸、死亡3人、負傷3965人。
6.22-24 ダイナ台風、関東以西被害、死者行
方不明1350人、住宅全半壊162戸、床上浸水
4020戸。
4.9 日航もく星号大島
7.7-12 水害、西日本・東海被害、死者行方不
昭和２７年 三原山に墜落、乗客乗員
明140人、住宅全半壊622戸、床上浸水
37人死亡。
161027戸。
7.18 吉野地震M6.8、奈良中部被害、死者9
人、全半壊20戸、春日大社灯篭倒壊650個。
9.17 明神礁、海底火山爆発、新島誕生（現在
没）。
9.24 明神礁大爆発、観測船遭遇、研究員ら31
人殉職。

5.1 血のメーデー事件、検挙
者1230人、負傷1500人。
12.7 鹿地亘拉致事件、在日
米軍から釈放。

4.27 阿蘇山大爆発、修学旅行の高校生ら死者5
人、負傷100余人。
6.4-8 台風2号、中部以西被害、死者54人、住
宅全半壊282戸、床上浸水1810戸。
6.25-29 水害、九州・中国・四国被害、死者
1013人、住宅全半壊17370戸、床上浸水
8.18 猛暑で道路舗装
454643戸。
昭和２８年
が溶解粘着、事故多発。
7.16 水害、東北以西に被害、死者1124人、
住宅山半壊16071戸。
8.14-15 水害、東近畿に被害、死者429人、
全半壊1653戸。
9.24-26 台風13号、全国に被害、死者478
人、全半壊26071戸、床上浸水455875戸。

7.9 元日活女優、戦後版アベ
サダ事件。
10.24 保全経済会事件、投
資詐欺。

5.8-12 風害、近畿・北日本に被害、死者770
人、住宅全半壊2074戸。
7.4-6 水害、山口に被害、死者45人、住宅全
半壊233戸。
9.26 国鉄青函連絡船
8.17-20 台風5号、関東以西に被害、死者63
洞爺丸の台風15号襲来
人、住宅全半壊1682戸、床上浸水3797戸。
で座礁転覆、死者行方不
9.10-14 台風12号、関東以西に被害、死者
昭和２９年 明1155人。
146人、住宅全半壊6897戸、床上浸水
10.8 相模湖で遊覧船
181796戸。
沈没、修学旅行の中学生
9.16-19 台風14号、近畿・東北に被害、死者
ら22人死亡。
54人、住宅全半壊260戸、床上浸水6057戸。
9.25-27 台風15号、全国に被害、死者1698
人、住宅全半壊30167戸、床上浸水103533
戸。

3.16 第五福竜丸水爆実験で
被爆、帰港、死亡1人、重症2
人。
4.20 造船疑獄、首相の指揮
権発動。

●昭和３０年代
年

大事故

大災害

大事件

5.11 国鉄宇高連絡船
紫雲丸衝突沈没、修学旅
昭和３０年
行の小学生など死者168
人。

2.19-20 風害、全国に被害、死者120人、住
宅全半壊142戸、床上浸水77戸。
9.2-10 台風22号、西・北日本に被害、死者
68人、全半壊19451戸、床上浸水10184戸。
10.1 新潟市大火、被災1193戸、死者1人、負
傷275人。

7.15 トニー谷長男誘拐事
件。
8.* 森永ヒ素ミルク事件、人
工栄養児12131人被害、死者
133人。

1.1 新潟県弥彦神社の
副モチ撒きで将棋倒し、
死者124人、負傷94
人。
1.27 美空ひばり
昭和３１年
ショーで群衆殺到、死者
10人。
10.15 国鉄参宮線で列
車脱線転覆衝突、死者
40人、負傷96人。

3.20 能代市大火、全焼1263戸、負傷19人。
7.14-17 水害、北陸・東北に被害、死者60
人、住宅全半壊294戸、床上浸水8775戸。
8.16-18 台風9号、九州に被害、死者36人、
10.11 比叡山延暦寺大講
住宅全半壊5031戸。
8.19 秋田県大館市大火、全焼1321戸、負傷 堂・鐘楼・木彫り仏像14体放
火事件で焼失。
16人。
9.7-10 台風12号、西日本に被害、死者41
人、住宅全半壊13539戸。
9.10 富山県魚津市大火、市街地の４０％を全
焼1597戸、死亡5人、負傷170人。

1.13 美空ひばり塩酸事件。
1.30 ジラード事件、米兵日
6.* A東京57型流感、全国蔓延、学童患者
本婦人銃殺。
4.12 芸備商船第５北 845,000人、休校2741校、学童死者561人。
7.6 東京谷中の五重の塔出火
川丸、定員過剰で座礁転 6.27-28 台風5号、関東以西被害、死者53
全焼、心中事件。
昭和３２年
人、住宅全半壊235戸、床上浸水129673戸。
覆、死者113人、負傷
12.19 伊豆山中で愛新覚羅
7.5-28 水害、諫早など九州被害、死者992
49人。
慧生（元満州国皇帝の孫娘と
人、住宅全半壊4372人、床上浸水24069戸。
日本人同級生とのピストル無
理心中。
1.26 南海汽船南海
丸、淡路島南で強風によ
り沈没、死者167人。
昭和３３年
8.12 全日空羽田発名
古屋行、伊豆下田沖墜
落、死者33人。

7.22-23 台風11号、東・北日本に被害、死者
40人、住宅全半壊298戸。
9.15-18 台風21号、東日本・近畿に被害、死
4.1 宝塚大劇場花組公演中、
者72人、住宅全半壊916戸、床上浸水8934
せり出し事故で胴体切断事
戸。
故。
9.26-28 狩野川台風、近畿以東に被害、死者
1157人、住宅全半壊4708戸、床上浸水
521715戸。

7.13-15 台風5号、西日本被害、死者60人、
住宅全半壊376戸。
8.13-14 台風7号、近畿・中部・関東に被害、
死者242人、住宅全半壊14300戸、床上浸水
128099戸。
3.10 英国航空のスチュワー
6.30 沖縄宮森小学校
9.15-18 台風14号、西・北日本に被害、死者
デス扼殺事件、重要参考人の
昭和３４年 に米軍ジェット機墜落、
99人、住宅全半壊13107戸、床上浸水5174
神父、突然離日。
死者21人。
戸。
9.26-27 伊勢湾台風、高潮で愛知・三重中心
に被害、死者行方不明5101人、住宅全半壊
153893戸、床上浸水521715戸、船舶2000
隻流失。
5.23 チリ大地震M8.5、太平洋岸津波、死者
7.24 比叡山ドライブ 139人、住宅全壊1571戸、住宅流失1259戸。
昭和３５年
ウェイでバス衝突転落、 8.28-29 台風16号、西日本・倒壊に被害、死
者61人、住宅全半壊643戸。
死者30人。

2.22 日本近海太平洋上で
UFO騒動。
6.15 全学連主流派国会構内
乱入、東大生樺美智子死亡。
9.23 重要文化財「永仁の
壺」贋作で認定取り消し。

1.1 日本海側豪雪で列車対往生、乗客150000
人車内越年。
6.24-7.10 「36/6豪雨」、関東以西被害、死
者357人、住宅全半壊3666戸、床上浸水
403948戸。
9.15-17 第2室戸台風、全国に被害、死者
202人、住宅全半壊61932戸、床上浸水
384120戸、瞬間最大風速84.5ｍ。
10.25-29 台風26号、関東以西被害、死者
114人、住宅全半壊678戸。

8.1-3 大阪の釜ヶ崎ドヤ街
騒乱事件、死者1人、負傷警察
官211人、負傷群衆479人、
逮捕者82人。

3.9 福岡の上清炭坑で
坑内火災、死者71人。
3.16 北九州大辻炭坑
で坑内火災、死者26
昭和３６年 人。
9.19 濃大地震M7.0、
福井・石川・岐阜に被
害、死者8人、住宅全壊
12戸、山崩れ99所。

4.30 宮城県北部地
震、死者3人、負傷276
人、住宅全半壊1911
5.19 東京水飢饉。
戸。
7.1-9 水害、関東以西被害、死者227人、住宅
昭和３７年
5.3 国鉄三河島駅、多
全半壊393戸。
重列車衝突事故、死者
160人、重軽症者325
人。
8.17 藤田航空機、八
丈富士山に墜落、死亡
19人。
8.17 沖縄離島船みど
り丸強風で転覆、死者
112人。
昭和３８年 11.9 三井三池炭鉱炭
塵爆発、死者458人、負
傷839人。
11.9 鶴見事故、国鉄
鶴見・新小安間で二重衝
突、死者161人、負傷
120人。

1.26 ニセ千円札「チ-37
号」事件、20都道府県で発
見。
4.27 TVプロレス中継で観
戦老人2人ショック死。

3.31 吉展ちゃん事件、幼児
誘誘拐殺人。
5.1 狭山事件、女子高生殺
1～2* 北陸地方に「38豪雪」。
人。
～2.18 赤痢蔓延、死者156人。
7.29-8.1 水害、九州北部被害、死者38人、住 9.5 草加次郎時限爆弾爆発ｍ
東京地下鉄京橋駅構内、負傷
宅全半壊136戸、床上浸水31630戸。
10人、次回犯行予告騒動。
12.15 力道山刺殺事件。

2.27 富士航空、大分
空港で着陸失敗墜落、死
者20人。
4.5 東京町田市商店街
昭和３９年 に米軍ジェット機墜落、
死者4人。
9.14 富山市富山化学
工業で塩素ガス流出、住
民中毒531人。

※

6.16 新潟地震M7.5、日本海岸に津波、死者
26人、住宅全壊全焼2250戸、半壊6640戸、
原油タンク焼失。
7.17-19 水害、産院・北陸に被害、死者128
人、住宅全半壊1549戸。
8.* 東京異常渇水、水不足1日15時間給水。
9.24-25 台風20号、全国・高潮被害、死者
51人、住宅全半壊10596戸。

昭和４０年以降は次ページへ続きます。

3.24 ライシャワー米太子、
刺傷事件と輸血肝炎問題、
「黄色い血」。
8.24 俳優高嶋忠夫の長男殺
害事件。

●昭和４０年代
年

大事故

大災害

大事件

2.11 インフルエンザ予防接種事
故多発。
2.22 北炭夕張鉱爆発事故、死者
61人、負傷17人。
6.1 山野鉱ガス爆発、死者237
昭和４０年
人、重軽症37人。
6.26 川崎市で石炭灰の山崩落山
津波、死者24人、重傷14人。
7.17 銚子沖で自衛隊訓練中誤爆
炎上墜落、死者11人。

1.11 伊豆大島大火、中
心部壊滅、焼失567戸。
7.* 東京杉並の高校で多
数の生徒、呼吸困難・吐き
気で倒れる、「光化学ス
モッグ」。
10.7 台風29号、マリア
ナ沖で漁船7隻集団遭難、
行方不明208人。

5.22 東京農大ワンゲル部新入生「シ
ゴキ」事件、死亡1人、重症2人。
7.29 少年ライフル魔事件、警官殺
傷、通行人負傷14人。

2.4 全日空機羽田沖墜落事故、乗
員乗客133人死亡。
3.4 カナダ太平洋航空着陸失敗、
防波堤激突炎上、死者64人、生存
8人。
昭和４１年 3.5 イギリス海外航空機富士山麓
墜落、死者124人。
7.8 栃木県那須郡用水路トンネル
作業中ガス中毒、死者25人。
11.13 全日空機伊予灘に墜落、
死者50人。

1.11 青森県三沢市大
火、全焼380戸、被災世
帯700。
9.4 台風18号、主幹最
大風速85.3ｍ、宮古島壊
滅、全半壊12000戸。

5.9

こまどり姉妹、刺傷少年。

7.8 集中豪雨、西日本被
害、死者365人。
8.1 北アルプス西穂高岳
8.8 新宿駅構内で米軍タンク車、
で落雷、死者11人、重軽
昭和４２年 貨車と衝突、脱線炎上（米軍燃料
傷13人。
輸送列車事故）。
8.28 大水害、羽越地方
被害、死者行方不明138
人、全壊流出778戸。

3.31 東京駅でスチール製屑籠爆発、
負傷15人。
6.18 神戸市の山陽電鉄塩屋駅で電車
内で爆発、死者2人、重軽傷26人。

7.2 神奈川県横須賀市の自衛隊高
校の人工池で訓練中生徒死亡、13
人。
8.18 岐阜県白川町で観光バス飛
昭和４３年
騨川に転落、死者107人。
11.2 兵庫県有馬温泉「池之坊満
月城」で火災、死者30人、重軽傷
48人。

2.21 宮崎県えびの地震
M6.8、死者3人、家屋全
半壊1215戸。
5.16 北海道十勝沖地震
M7.8、死者50人。

1.19 東京オリンピック・マラソン銅
メダル円谷幸吉、自殺。
2.21 金嬉老事件、静岡県寸又峡温泉
で人質籠城。
6.16 神奈川県国鉄大船駅付近で電車
内で爆発、死者1人、重傷12人。
12.10 東京府中刑務所横で３憶円強
奪事件。

1.15 鉱石運搬船ぼりばあ丸千葉
野島崎沖で沈没、行方不明31人。
2.5 福島県磐光ホテル全焼、死者
昭和４４年 31人、重軽傷32人。
2.8 自衛隊戦闘機、落雷で石川県
金沢市に墜落爆発、死者4人、重軽
傷19人、被害家屋100余戸。

3.12 東京に大雪、積雪
30ｃｍ。
8.11 豪雨、富山県被
害、床上浸水1112戸。

1.18 東大安田講堂占拠事件で警察出
動。
10.28 プロ野球の八百長発覚、「野
球界黒い霧事件」。

8.21 台風10号、西日本
特に高知に被害、死者23
人、行方不明4人、負傷
556人、住宅損壊48652
戸、住宅浸水59961戸。

3.31 赤軍派に日航機「よど号」ハイ
ジャック、北朝鮮へ。
5.12 瀬戸内シージャック事件、広島
港で観光船ぷりんす号にライフルで籠
城、警官に射殺さる。
11.25 東京市ヶ谷自衛隊に三島由紀
夫らが占拠、殺人・割腹自殺事件。
12.20 沖縄コザ市で、米兵交通事故
で騒乱。

4.8 大阪市天六商店街地下工事現
場でガス爆発、死者79人、重軽傷
昭和４５年 420人、全半焼30戸。
6.29 栃木県の精神病院両毛病院
葛西、患者死者17人。

1.27 神奈川県葉山御用邸から出
火、本邸全焼。
3.4 富士急電車とトラック衝突、
死者17人。
7.3 東亜国内航空ばんだい号ｍ北
海道烏帽子山に墜落、死者98人。
7.30 岩手県雫石町上空で、全日
空機と自衛隊機と接触墜落、死者
昭和４６年
162人。
10.25 三重県近鉄総谷トンネル
で特急列車当時正面衝突、死者25
人。
11.11 川崎市で人口雨ガケ崩れ
実験で、技術者・報道関係者生き
埋め25人、死亡15人、重軽傷10
人。

5.14 連続婦女暴行殺人事件で女性殺
人8人の犯人大久保清を逮捕。
6.5 熊本国税局、ねずみ講「天下一
家の会」を強制捜査。
6.17 明治公園で爆弾爆発、負傷37
人。
12.18 警察庁土田警務部長宅で小包
番九段爆発、死者1人、重傷1人。

5.13 大阪ミナミの千日前デパー
ト火災、死者118人、重傷48人。
5.26 新潟西港で浚渫船海麟丸、
米軍の機雷（戦中のもの）に接触
3.20 富士山宝永山付近
爆沈、死者2人、重軽傷37人。
で登山者大量凍死、死者
昭和４７年
11.2 北海道石狩炭鉱でガス爆
20人、行方不明5人。
発、死者31人。
11.6 福井県保栗トンネル内で急
行「きたぐに」火災、乗客死者30
人、重軽傷714人。

2.28 あさま山荘事件、連合赤軍の人
質籠城。
4.16 ノーベル文学賞作家川端康成、
自殺。

4.27 自衛隊機、夜間訓練中に硫
黄島沖で墜落、死者8人。
7.13-8.*
昭和４８年 11.29 熊本市内大洋デパートで
渇水。
大火、死者101人、重軽傷112
人。

1.25 ボクシング世界チャンピオン大
庭政夫、首都高速で交通事故死。
7.20 日航ジャンボ機、オランダ上空
でアラブゲリラによるハイジャック事
件。
8.8 金大中事件、東京九段のホテル
グランドパレスから拉致、韓国で解
放。

3.3 トルコ航空、パリ北方で墜落
炎上、日本人死者48人。
昭和４９年
4.22 パンアメリカン機、バリ島
で墜落、日本人死者29人。

香川県に異常

5.9 伊豆半島沖地震
M6.8、死者29人、負傷
77人、家屋全壊46戸、家
屋半壊125戸。

3.17 東京銀座の歩行者天国で女性ス
トリーキング出現。
8.15 津川雅彦・朝丘雪路の長女誘
拐。

大災害

大事件

●昭和５０・６０年代
年

大事故

2.28 間組東京青山本社・大宮工場で
時限爆弾爆発、死者5人。
8.17 台風5号、高知県 8.4 日本赤軍、クアラルンプールの
米大使館などを占拠、超法規的措置で
1.1 長野県大町市でスキーツアー 被害、死者行方不明77
昭和５０年
人、家屋全半壊2160戸、 勾留中の仲間を解放。
バス転落、死者24人。
10.* 和歌山市で超低周波空振動公害
床上浸水12891戸。
（聞こえない奏音）で、出血など被害
者53人。
6.26 梅雨前線活発化で
鹿児島県大雨でガケ崩れ、
死者23人。
12.21 ジャンボ宝くじ発売に群
7.11 集中豪雨、伊豆半
昭和５１年 衆殺到、松本市で死者1人、全国で
島でガケ崩れ、死者12
負傷33人。
人、行方不明4人。
10.29 山形県酒田市で
大火、被災3700人。

2.4 ローキード事件、航空機導入疑
獄、発覚。
9.6 ソ連戦闘機「ミグ25」、函館空
港に強行着陸、ベレンコ中尉アメリカ
に亡命。
12.26 静岡県沼津市ビル放火、死者
15人。

1.4 東京都品川駅付近の公衆電話
ボックスで拾った青酸化合物入りのコ
カコーラを呑んで死亡。
2.14 バレンタインデー日、東京駅八
1-2.* 豪雪、東北・北陸 重洲地下街で青酸ナトリウム入りチョ
に大被害、死者101人、 コレート（紙袋入り）を発見。
9.27 横浜市新興住宅街にジェッ
5.8 新東京国際空港の建設反対派の
負傷834人、住宅全壊
昭和５２年 ト偵察機墜落、住宅全焼3戸、死者
鉄塔2基撤去で騒乱、死者1人、負傷
177戸。
2人、重軽傷8人。
8.7 北海道洞爺湖畔有珠 400人、逮捕13人。
9.28 日本航空機、日本赤軍によりハ
山噴火、地元民避難。
イジャック、超法規的措置で勾留中の
同志を解放。
12.4 マレーシア機ハイジャックで墜
落炎上、日本人乗客死者1人。

昭和５３年

1.14 伊豆大島近海地震
M7.0、死者25人。
1.14 宮城県沖地震
M7.4、仙台市等被害、死
者24人、負傷多数、建物
損壊35000戸。
6.12 宮城沖地震
M7.5、宮城県嘉で死者
27人、１都７県で負傷19
人、建物全半壊2602戸。

2.10 池袋のマンションでガス爆
発、死傷25人。
昭和５４年 7.11 静岡県の東名高速日本坂ト
ンネルで玉突き事故、死亡7人、
173台炎上。

9.6 熊本県阿蘇山中岳大
1.26 大阪市三菱銀行北畠支店で強盗
爆発、死亡3人。
殺人籠城事件、行員・警官死亡3人、
10.19 台風20号、本州
犯人狙撃。
上陸で死者111人。

8.14 富士山で大規模落石事故、
死亡12人。
8.16 国鉄静岡駅前地下街でガス
昭和５５年
爆発、死亡15人、負傷233人。
11.20 栃木県川治温泉でホテル
全焼、死亡45人、重軽傷24人。

4.25 トラック運転手、東京銀座で現
金１億円入り風呂敷包みを拾得。
8.19 新宿駅西口でバスにガソリン根
げ込み放火、乗客死亡6人、重軽傷13
人。
11.29 川崎市で受験予備校生が就寝
中の両親を勤続バットで撲殺。

1.27 札幌市のロックバンドのコン
サートで将棋倒し、死者1人。
4.20 大韓航空機銃撃事件、領空侵犯
でソ連空軍機からミサイル攻撃を受け
日本人の死亡は1人。
12.28 俳優田宮二郎、猟銃自殺。

6.17 東京深川で通り魔7人殺傷（4
人死亡）。
9.5 三和銀行オンライン詐欺事件、
１億8000万円横領。

8.10 宇都宮市内に自衛隊機墜
落、死者5人、民家全壊1戸。
昭和５６年
10.16 北海道北炭夕張新鉱ガス
突出ｍ死者行方不明93人。

1.9 東北・裏日本に豪
雪、死者行方不明115
人。

2.8 東京永田町のホテル・ニュー
ジャパン火事、死者33人、重軽傷
29人。
2.9 日航機、逆噴射で羽田沖墜
昭和５７年
落、死者24人、重軽傷150人。
11.14 浜松で自衛隊航空ショー
で１機墜落、死者1人、重軽傷12
人。

7.23 集中豪雨、九州北
部被害、死者行方不明
10.6 テレビや子供の騒音殺人事件、
299人。
9.2 台風18号ｍ関東。 下宿大学生が殺人5人。
東北被害、死者22人、行
方不明10人。

4.27 東北・北陸でフェ
ンーン現象で山火事、焼失
4.19 三重県鳥羽沖で自衛隊機２
面積8000余ha、全焼54
機墜落、死者14人。
6.28 俳優沖雅也の「オヤジ、涅槃で
戸、被災者238人。
昭和５８年 11.22 静岡県掛川バーベキュ
待つ」飛び降り自殺。
5.26 秋田県沖地震
ガーデンでガス爆発、死者14人、
M7.7、死者104人。
重軽傷27人。
7.22 集中豪雨、山陰地
方被害、死者119人。

1.18 福岡県有明鉱で坑内火災、
1.19 東京都内大雪、負
死者83人、重軽傷13人。
昭和５９年 10.19 国鉄西明石駅構内で酒酔 傷搬送792人、うち353
い運転手により寝台列車脱線、重 人入院。
軽傷23人。

3.18～ グリコ・森永脅迫事件、江崎
グリコ社長誘拐、以後グリコ本社放
火、精算入り菓子をスーパーに置く、
脅迫、警察への挑戦状。
6.16 英国エリザベス女王の甥子を詐
称、詐欺（アメリカ人風の日本人）。

1.28 長野県信更町国道でスキー
バス、ダムに転落、死者25人。
10.4 茨木・千葉県境地
昭和６０年 8.12 日航ジャンボ機、群馬県御
震M6.2、重軽傷17人。
巣鷹山山中に墜落大破炎上、死者
522人、生存4人。

6.18 金の先物取引「豊田商事」、マ
スコミ面前で長野会長刺殺事件。
10.21 エイズ患者発見、認定患者8
人、死亡1人、重体1人。

4.8 アイドル歌手岡田有希子、飛び
降り自殺。
11.1 和歌山県浜の宮海岸で、宗教団
2.11 静岡県熱川温泉で火災、死
11.15 伊豆大島三原山 体「真理（みち）の友教会」信者ら集
者24人。
大噴火、全島民10300人 団自決。
昭和６１年
7.23 読売新聞社ジェット機、新
11.18 日航ジャンボ機、アラスカ上
島外避難。
潟県佐渡島妙見山激突、死者4人。
空でUFOに50分の異常接近遭遇。
12.9 たけし軍団、写真週刊誌フライ
デーに殴り込み。
6.6 東京村山市特別養護老人ホー
ム「松寿園」火災、死者17人、負
傷13人。
昭和６２年 7.23 東京都等６都府県、大停
電、280万戸に影響。
11.28 インド洋上で南アフリカ
航空機墜落、日本人死亡47人。

3.18 九州、西日本で地
震Ｍ6.9.
8.5 高知でサーフィン中
の高校生らに落雷、死亡6
人。
12.17 千葉東方沖地震
Ｍ6.6、死者2人。

1.5 六本木ディスコで照明が落
下、死者3人、負傷14人。
3.24 中国に修学旅行中の高校生
3.18 東京都心地震
昭和６３年 登場の列車正面衝突、死者27人。
Ｍ6.1。
7.23 神奈川県横須賀沖、釣り船
「第一富士丸」自衛隊潜水艦「な
だしお」と衝突、死者30人。

3.31 マニラ校外で誘拐監禁されてい
た三井物産マニラ支店長、137日ぶり
に解放。
5.3 赤報隊事件、兵庫県の朝日新聞
社阪神支局で記者死亡2人。
11.29 日本人を名乗る男女による大
韓航空機爆破事件が発生。

9.13 コンピュータ・ウィルスが日本
のパソコンネットに初登場。
12.9 リクルート事件、大規模汚職。

●平成年代
年

大事故

大災害

大事件

平成元年

2.6 熱狂的アニメ「オタク」宮崎
勤、幼児殺害事件。
4.17 神奈川県藤沢市片瀬海岸で新聞
7.9 伊豆東岸沖で海底噴 記者、暴走族の暴行で死亡。
3.16 中国で聖心女子大ツアーバ
火、地震Ｍ5.5、負傷18 6.24 戦後歌謡界の女王、美空ひばり
ス転落、死者1人。
死去。
人。
11.5 横浜市坂本弁護士一家行方不明
が発覚、週刊誌はオウム真理教拉致
説。

平成２年

1.22 東京御徒町駅ガード下で大
爆発・陥没、負傷10人。
3.18 兵庫県尼崎市の長崎屋で大
火、死者15人。
7.6 兵庫県立高塚高校で女生徒校
門圧死事故。

7.3 集中豪雨、九州各地
被害、死者27人。
11.17 長崎県雲仙普賢
8.21 樺太在住の幼児、超法規的措置
岳が噴火。
で札幌へ移送、手術成功。
12.11 千葉県外房地方
に竜巻発生、死亡1人、家
屋倒壊1700余戸。

平成３年

3.14 広島市新交通システム建設
現場で橋げた落下、死者14人、重
軽傷9人。
5.14 滋賀県信楽町で信楽鉄道列
車正面衝突、死者42人、重軽傷
576人。
6.22 静岡県御殿場市で不発弾爆
発、死者2人。
8.5 阪急航空ヘリコプター、兵庫
県村岡町大峰山で墜落、死者8人。

6.3 雲仙普賢岳で大火砕
流、死者40人、行方不明
5.14 タレントなべおさみ、息子の不
3人。
9.28 台風19号、全国に 正入試、替え玉受験が発覚。
被害、死者行方不明50
人。

平成４年

3.17 北海道千歳市の道央自動車
道で追突大事故、死者2人、重傷
73人。
6.2 茨城県ＪＲ取手駅で電車暴
走、駅ビル衝突、死者1人、負傷
250人。
7.31 タイ国際航空機がネパー
ル・カトマンズ山中に墜落、日本
人乗客死亡18人。

4.25 人気絶頂の歌手尾崎豊、病死。
8.25 韓国ソウルで世界基督教統一教
会の国際合同結婚式、日本有名人最前
列に。
10.17 アメリカ・ルイジアナ州で日
本人留学生がハロウィン仮装で誤射殺
さる。

平成５年

1.15 北海道釧路沖大地
震Ｍ7.8、死者2人、負傷
約600人。
4.28 長崎県雲仙普賢岳
山麓の水無川・中尾川流域
で土石流、全半壊約500
4.18 岩手県花巻空港で日本エア 戸。
システム機着陸失敗大破炎上、負 7.12 北海道沖地震Ｍ
7.8、奥尻島青苗地区で津
傷20人。
波・火災、死者行方不明
230人。
9.3 台風13号、九州・
四国・中国地方被害、死者
行方不明48人、負傷266
人。

4.8 カンボジアの国連選挙監視ボラ
ンティアの中田厚仁、射殺。
5.4 カンボジアで文民警察官の高田
晴行警視ら襲撃を受け死亡、ほか重傷
4人。

平成６年

8.3 全国的猛暑、西日本
を中心に深刻な水不足。
4.26 中華航空機、名古屋空港で 10.4 北海道東方沖地震
着陸失敗墜落炎上、死者264人、 Ｍ8.1、負傷437人。
12.28 三陸沖地震Ｍ
生存7人。
7.5、死者3人、負傷788
人。

3.13 英国誌サンデーテレグラフがネ
ス湖の怪獣ネッシーはトリック写真と
報道。
6.27 松本サリン事件、死者7人、入
院72人、後日（7.3）サリン検出、第
1通報者を誤逮捕。

平成７年

8.10 神奈川県山北町の東名高速
で観光バス衝突、死者3人、負傷
40人。
12.8 福井県敦賀市の高速増殖炉
「もんじゅ」でナトリウム漏れ事
故。

3.20 地下鉄サリン事件、東京地下鉄
車内に散布、死者12人、空継承5500
1.17 阪神淡路大震災Ｍ
人。
7.2，死者6432人、行方
5.16 山梨県上九一色村のオウム真理
不明3人、負傷40000人
教関連施設を捜索、教団代表麻原彰晃
以上、全半壊25万戸以
を逮捕。
上、全半焼6000戸以上。
9.4 沖縄本島北部で米兵3人が女子小
学生を暴行。

平成８年

2.10 北海道豊浜トンネル崩落事
故、死者20人。
6.13 インドネシア航空機離陸失
敗、大破炎上、死者3人、負傷
113人。
6.25 岐阜県下呂町のＪＲ高山線
脱線事故、負傷17人。

7.20 大阪府堺市の小学
校で病原性大腸菌Ｏ-157
の集団食中毒、全国の患者
8125人。
12.6 長野県小谷村で土
石流、死者行方不明14
人。

8.9 薬害エイズ事件、和解。
1217 ペルーの日本大使公邸をゲリ
ラ「トゥパク・アマル革命運動（ＭＲ
ＴＡ）」が襲撃、人質捕って籠城。

平成９年

7.10 鹿児島県出水市で
大雨土石流、死者21人。
3.11 茨城県東海村の動力炉・核
7.12 青森県八甲田山の
燃料開発事業団で火災・被爆事
田代平高原で訓練中の自衛
故、被爆作業員37人。
隊員が二酸化炭素中毒、死
者3人。

4.22 ペルーの日本大使公邸占拠事件
で、ペルー国軍同公邸に突入、ゲリラ
14人射殺、人質1人と兵士2人死亡。
5.27 「酒鬼薔薇聖斗」殺人事件、後
日（6.28）14歳少年逮捕。
12.16 ＴＶアニメ番組「ポケットモ
ンスター」で小中学生たち約680人を
痙攣などの症状で病院へ。

7.25 和歌山市で毒入りカレー殺人事
1.15 関東甲信越地方に 件、死者4人、治療63人、後日
大雪、都心部の積雪16ｃ （12.9）林真須美を逮捕。
8.31 北朝鮮弾道ミサイル「テポド
ｍ。
ン」日本を越して三陸沖着弾。

平成１０年

8.27 山陽新幹線福岡トンネルで
コンクリート壁は暗く、新幹線屋
8.14 神奈川県山北町玄
平成１１年 根大破。
倉川増水、死者13人。
11.22 埼玉県狭山市で自衛隊
ジェット練習機が墜落、死者2人。

3.23 新潟県能登半島沖で不審船（北
朝鮮工作船）に警告射撃。
7.23 全日空ジャンボ機ハイジャッ
ク、機長刺殺。
9.8 東京池袋で路上刺殺事件、死者2
人、重軽傷6人。

6.18 新潟県福井県境界
浅草岳で雪崩、２重遭難で
5.3 西鉄高速バス・少年（17歳）
3.8 東京営団地下鉄中目黒駅付近 死者4人。
ジャック事件、1人殺害、重傷2人。
平成１２年
9.11 記録的豪雨、東海
で脱線衝突、死者5人。
7.12 大手百貨店そごう倒産。
地方被害、死者10人、浸
水家屋約56000戸。
2.9 ハワイ沖で宇和島水産高校実
習船「えひめ丸」が米軍原子力潜
水艦と衝突沈没、死亡8人、行方不
明1人。
平成１３年 7.21 兵庫県明石市の花火大会見
物客ら、歩道橋で転倒事故、死者
11人。負傷217人。
9.1 東京歌舞伎町の雑居ビル火
災、死者44人。

5.1 成田空港入管が北朝鮮の金正男
と見られる偽造旅券所持男を身柄拘
束、後日（5.4）強制退去。
3.24 芸予地震Ｍ6.4、 6.8 大阪府池田小学校で児童刺殺事
中国・四国・九州北部地震 件、死者8人、負傷15人。
被害、死者2人、負傷161 9.11 米国同時多発テロ、世界貿易セ
ンタービル倒壊、日本人死亡24人。
人。
12.22 東シナ海で不審船（北朝鮮工
作船？）と銃撃戦、不審船沈没、負傷
3人。

ＵＲＬ

http://kdskenkyu.saloon.jp/
http://kdskenkyu.saloon.jp/pdf/dt27jik.pdf
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http://kdskenkyu.saloon.jp/pdf/de22ryu.pdf 世相を映す戦後の主な流行語
http://kdskenkyu.saloon.jp/pdf/de26fgr.pdf 戦後の世相（風俗・芸能・流行）

