
前本社事務所（ほまれ会館）

富士見：通行券（普通車）

狭山：開通記念通行券

新浦和：開通記念品

狭山：回数券（普通車）

10周年記念誌

熊谷：開通を報じる新聞記事

熊谷：開通記念通行券

熊谷：通行券（普通車）

富士見：開通を報じる新聞記事

富士見：
開通記念通行券

狭山：開通を報じる新聞記事

20周年誌
記念ビデオ

50 年の歩み
昭和 45年（1970年）

2 月 出資金の予算措置について、2月県議会で議決される

全国の
出来事 大阪日本万国博覧会

昭和 46年（1971年）
6 月 基本計画について、道路管理者の同意を得る
7月 公社設立について、6月県議会で議決

出資承認について、自治大臣あて申請
同上について承認
公社設立許可について、建設大臣あて申請

8月 同上について許可
9月 公社の設立（本社を浦和市に設置）理事長、監事の任命
10月 県職員の公社職員としての併任（派遣）の発令

熊谷東松山有料道路事業の許可について建設大臣あて申請
11月 副理事長、理事の任命
12月 公社職員の発令

実質的な公社業務開始
熊谷東松山有料道路事業の許可

全国の
出来事 NHKが全時間総合テレビ番組をカラー化

昭和 47年（1972年）
4 月 熊谷市に、熊谷建設事務所を設置し、熊谷東松山有料道路建設の現地での業務開

始

全国の
出来事 沖縄が日本に復帰

昭和 48年（1973年）
7 月 熊谷　熊谷市の共同墓地を買収し、合同慰霊祭を執行
10月 熊谷　本道路最大の工事、熊谷大橋の建設に着手

デビダーク工法採用の橋長としては日本一
11月 OPEC石油の大幅値上げと生産削減により、いわゆる「オイルショック」を招く

以後有料道路建設費の高騰と景気停滞による交通量のダウンに拍車
長瀞有料道路事業の許可について建設大臣に申請

12月 同上について許可

全国の
出来事 第１次オイルショック

昭和 49年（1974年）
5 月 全国地方道路公社連絡協議会の結成
9月 熊谷東松山有料道路の事業変更（工事予算を 59億 2千万円から 78億 6千万円

に増額、料金の改定等）の許可について　建設大臣に申請
10月 同上について許可

公社社章の制定

11月 熊谷　県道玉川熊谷線　完了検査実施
熊谷　大里郡江南村に管理事務所を設置し、職員 2名を配置
料金徴収業務に委託方式を採用
熊谷　県道玉川熊谷線の供用開始

全国の
出来事 コンビニ１号店開店〔セブンイレブン〕

昭和 50年（1975年）
1 月 長瀞有料道路建設事業の廃止について、建設大臣あて申請
2月 同上について許可
8月 日本道路公団の関越自動車道の延伸（川越 IC・東松山 IC 間）により、熊谷東松

山有料道路の交通量が大幅に増加

全国の
出来事 東北自動車道延伸〔関東圏から仙台までが直通〕

昭和 51年（1976年）
2 月 熊谷　県道武蔵丘陵森林公園広瀬線　完了検査実施
3月 熊谷　県道武蔵丘陵森林公園広瀬線の供用開始により全線開通
8月 熊谷　料金増収対策として、料金徴収時間を 16時間から 17時間に延長

全国の
出来事 ロッキード事件

昭和 52年（1977年）
5 月 熊谷　夜間無料通行時間帯（23時～ 6時）の交通量調査実施
7月 同上調査結果により、料金徴収時間を 17時間から 24時間に延長
8月 富士見川越有料道路事業の許可について、建設大臣に申請
9月 同上について許可

全国の
出来事 気象衛星「ひまわり」打ち上げ

昭和 53年（1978年）
4 月 富士見市に、富士見建設事務所を設置し、富士見川越道路建設の現地での業務開始
10月 熊谷東松山有料道路の採算改善の対策として、民間金融機関との交渉により、既

に借入れた高金利借入金（昭和 48、49、50年度分）の金利引下げを実施

全国の
出来事 新東京国際空港 (現成田国際空港 )開港

昭和 54年（1979年）
2 月 熊谷　通行台数 1,000 万台突破を記念し、通行者に記念品を贈呈
4月 全国地方道路公社連絡協議会会長に就任
6月 有料道路の障害者料金割引を開始

全国の
出来事 初の国立大学共通一次試験実施
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新浦和・新見沼：通行コイン

新浦和：開通を報じる新聞記事

新見沼：開通式

新見沼：開通を報じる新聞記事

皆野：開通を報じる新聞記事

皆野：開通記念通行券

皆野：普通車回数券綴

皆野：開通告知ポスター

皆野：回数券販売ポスター
新見沼：
道の日記念通行券

50 年の歩み
昭和 55年（1980年）

3 月 富士見　富士見市の用地買収に着手
富士見川越有料道路の事業変更（工事予算を76億5千万円から93億円に増額等）
の許可について建設大臣に申請
同上について許可

7月 関越自動車道の延伸（東松山 IC・前橋 IC 間）により熊谷東松山有料道路の交通
量が約 60％減

11月 富士見川越有料道路の事業変更（工事予算を 93億円から 108億円に増額、料金
の改定、料金徴収期間の変更等）の許可について建設大臣に申請

12月 同上について許可

全国の
出来事 日本の自動車生産台数が世界第１位に

昭和 56年（1981年）
3 月 電算システムを導入（採算計算、給与計算等）
7月 富士見　完了検査実施
8月 富士見　富士見市に管理事務所を設置　職員 2名を配置

国際障害者年に合わせた身障者専用の公衆トイレを設置
料金徴収業務は、委託方式を採用
富士見　供用開始

10月 狭山環状有料道路事業の許可について、建設大臣に申請
同上について許可

11月 狭山市に、狭山建設事務所を設置　狭山環状有料道路建設の現地での業務開始

全国の
出来事 常用漢字が制定

昭和 57年（1982年）
11 月 「10年のあゆみ］刊行

「創立 10周年の集い」開催

全国の
出来事 上越（大宮－新潟）・東北（大宮－盛岡）新幹線開業

昭和 58年（1983年）
全国の
出来事 三宅島大噴火

昭和 59年（1984年）
全国の
出来事 日経平均株価が初めて 10,000 円の大台を突破

昭和 60年（1985年）
3 月 狭山環状有料道路の事業変更（工事予算を 46億円から 42億円に減額、工事完成

期限を昭和 62年 3月 31日に延期）の許可について建設大臣に申請
同上について許可

4月 熊谷　料金改定（150円⇒ 200円）
11月 本社を浦和地方庁舎（北浦和）に移転

全国の
出来事 関越自動車道が全線開通

昭和 61年（1986年）
12 月 障害者割引の適用範囲拡大

全国の
出来事 シートベルト着用が原則義務化

昭和 62年（1987年）
3 月 狭山　完了検査実施

狭山市に管理事務所を設置
料金徴収業務は、委託方式を採用
レシート発行機採用
狭山　供用開始
同時に堀兼根岸線Ⅰ期供用開始

7月 新浦和橋有料道路事業の許可について、建設大臣に申請
同上について許可

9月 新浦和　事業着手

全国の
出来事 東北自動車道が全線開通

昭和 63年（1988年）
10 月 新浦和橋有料道路の事業変更（総合有料道路制度導入により工事予算を 54億円

から 57億円に増額）の許可について建設大臣に申請
12月 同上について許可

全国の
出来事 世界最長の道路・鉄道併用橋の瀬戸大橋が開通

平成元年（1989年）
4 月 熊谷　富士見　狭山　消費税転嫁による料金改定

全国の
出来事 元号が平成に。消費税 3％を施行

平成２年（1990年）
3 月 狭山　堀兼根岸線Ⅱ期供用開始
4月 狭山　24時間徴収開始

浦和市に新浦和橋有料道路建設事務所を設置
9月 熊谷　富士見　狭山　新浦和　車種区分（中型バス追加）の変更

全国の
出来事 大学共通一次試験が「大学入試センター試験」に改称

平成３年（1991年）
3 月 新浦和橋有料道路の事業変更（工事予算を 57億円から 52億円に減額）の許可に

ついて建設大臣に申請
4月 同上について許可
8月 「道の日フェスティバル」に初参加
9月 道路公社創立 20周年を迎える
11月 「創立 20周年の集い」開催

全国の
出来事 バブル経済崩壊で株価が暴落
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平成２年（1990年）
3 月 狭山　堀兼根岸線Ⅱ期供用開始
4月 狭山　24時間徴収開始

浦和市に新浦和橋有料道路建設事務所を設置
9月 熊谷　富士見　狭山　新浦和　車種区分（中型バス追加）の変更

全国の
出来事 大学共通一次試験が「大学入試センター試験」に改称

平成３年（1991年）
3 月 新浦和橋有料道路の事業変更（工事予算を 57億円から 52億円に減額）の許可に

ついて建設大臣に申請
4月 同上について許可
8月 「道の日フェスティバル」に初参加
9月 道路公社創立 20周年を迎える
11月 「創立 20周年の集い」開催

全国の
出来事 バブル経済崩壊で株価が暴落
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皆野：50万台達成記念

 皆野：釜伏トンネル防災訓練
（毎日新聞提供）

30周年記念誌

県内有料道路共通割引券

新見沼：浦和レッズとの連携事業

皆野：タイアップ事業パンフレット

皆野：10周年記念回数券発行

50 年の歩み
平成４年（1992年）

9 月 新浦和橋有料道路の事業変更（車種区分の変更）の許可について建設大臣へ申請
新見沼大橋有料道路事業の許可について、建設大臣に申請

11月 新浦和、新見沼について許可
12月 東通り高架下駐車場供用開始

全国の
出来事 公立学校で第 2土曜日を休業日とする学校週 5日制スタート

平成５年（1993年）
6 月 新浦和　完了検査実施

新浦和橋高架下に管理事務所を設置
料金徴収業務は、委託方式を採用
レシート発行機採用
新浦和　供用開始

10月 新浦和橋有料道路、新見沼大橋有料道路の事業変更（国道昇格）の許可について
建設大臣へ申請

12月 新浦和、新見沼について許可

全国の
出来事 レインボーブリッジが開通

平成６年（1994年）
1 月 254号高架下駐車場供用開始
2月 新浦和高架下駐車場供用開始
9月 熊谷　富士見　狭山　新浦和　新見沼　障害者割引を拡大し、料金改定

全国の
出来事 関西国際空港が開港

平成７年（1995年）
1 月 熊谷　富士見　狭山　新浦和　新見沼　車種区分変更による料金改定

狭山柏原駐車場供用開始
3月 新見沼大橋有料道路の事業変更（工事予算を 79億円から 108億円に増額）の許

可について建設大臣へ申請
4月 寄居町に皆野寄居有料道路建設事務所を設置
5月 新見沼について許可
7月 皆野寄居有料道路事業の許可について、建設大臣に申請
9月 同上について許可
10月 皆野寄居　事業着手
12月 べに花陸橋高架下駐車場供用開始

全国の
出来事 阪神・淡路大震災

平成８年（1996年）
7 月 治水橋高架下駐車場供用開始

皆野寄居　下田野トンネルの安全祈願祭を実施　本格的な掘削をスタート

11月 新見沼　完了検査実施
浦和市大崎に管理事務所を設置
料金徴収業務は、委託方式を採用
レシート発行機採用
開通記念プレイベントを開催
新見沼　供用開始
同時に国道 463号バイパス供用開始

12月 皆野寄居　下田野トンネル貫通式を実施

全国の
出来事 病原性大腸菌「Ｏ 157 」による食中毒が全国各地で発生

平成９年（1997年）
3 月 熊谷　富士見　狭山　新浦和　新見沼　皆野寄居　消費税転嫁による料金改定

皆野寄居　釜伏トンネル、下田野工区で安全祈願祭を実施　本格的な掘削スタート
6月 同トンネル、風布工区で安全祈願を実施　本格的な掘削スタート

新見沼大橋有料道路事業が埼建賞を受賞
8月 狭山市に狭山環状有料道路建設事務所設置

南古谷高架下駐車場供用開始
10月 皆野寄居　下田野トンネルの完成
11月 新見沼大橋有料道路利用促進の募集標語入賞者表彰式を実施

狭山環状有料道路（延伸）事業の許可について、建設大臣に申講
同上について許可

12月 狭山　（延伸）事業着手
新見沼大橋高架下駐車場供用開始

全国の
出来事 消費税率を５％に引き上げ

平成 10年（1998年）
4 月 岡中央陸橋高架下駐車場供用開始
8月 新浦和橋高架下駐車場増設

熊谷　富士見　狭山　新浦和　新見沼　皆野寄居　障害者割引を拡大し、料金改定

全国の
出来事 郵便番号７桁化

平成 11年（1999年）
11 月 県民の日記念通行券及びアンケート実施

全国の
出来事 携帯電話・PHS の電話番号 11桁化

平成 12年（2000年）
2 月 皆野寄居　釜伏トンネルの貫通式を実施

全国の
出来事 国の省庁再編にともなう地方への権限移行
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皆野：50万台達成記念

 皆野：釜伏トンネル防災訓練
（毎日新聞提供）

30周年記念誌

県内有料道路共通割引券

新見沼：浦和レッズとの連携事業

皆野：タイアップ事業パンフレット

皆野：10周年記念回数券発行

50 年の歩み
平成４年（1992年）

9 月 新浦和橋有料道路の事業変更（車種区分の変更）の許可について建設大臣へ申請
新見沼大橋有料道路事業の許可について、建設大臣に申請

11月 新浦和、新見沼について許可
12月 東通り高架下駐車場供用開始

全国の
出来事 公立学校で第 2土曜日を休業日とする学校週 5日制スタート

平成５年（1993年）
6 月 新浦和　完了検査実施

新浦和橋高架下に管理事務所を設置
料金徴収業務は、委託方式を採用
レシート発行機採用
新浦和　供用開始

10月 新浦和橋有料道路、新見沼大橋有料道路の事業変更（国道昇格）の許可について
建設大臣へ申請

12月 新浦和、新見沼について許可

全国の
出来事 レインボーブリッジが開通

平成６年（1994年）
1 月 254号高架下駐車場供用開始
2月 新浦和高架下駐車場供用開始
9月 熊谷　富士見　狭山　新浦和　新見沼　障害者割引を拡大し、料金改定

全国の
出来事 関西国際空港が開港

平成７年（1995年）
1 月 熊谷　富士見　狭山　新浦和　新見沼　車種区分変更による料金改定

狭山柏原駐車場供用開始
3月 新見沼大橋有料道路の事業変更（工事予算を 79億円から 108億円に増額）の許

可について建設大臣へ申請
4月 寄居町に皆野寄居有料道路建設事務所を設置
5月 新見沼について許可
7月 皆野寄居有料道路事業の許可について、建設大臣に申請
9月 同上について許可
10月 皆野寄居　事業着手
12月 べに花陸橋高架下駐車場供用開始

全国の
出来事 阪神・淡路大震災

平成８年（1996年）
7 月 治水橋高架下駐車場供用開始

皆野寄居　下田野トンネルの安全祈願祭を実施　本格的な掘削をスタート

11月 新見沼　完了検査実施
浦和市大崎に管理事務所を設置
料金徴収業務は、委託方式を採用
レシート発行機採用
開通記念プレイベントを開催
新見沼　供用開始
同時に国道 463号バイパス供用開始

12月 皆野寄居　下田野トンネル貫通式を実施

全国の
出来事 病原性大腸菌「Ｏ 157 」による食中毒が全国各地で発生

平成９年（1997年）
3 月 熊谷　富士見　狭山　新浦和　新見沼　皆野寄居　消費税転嫁による料金改定

皆野寄居　釜伏トンネル、下田野工区で安全祈願祭を実施　本格的な掘削スタート
6月 同トンネル、風布工区で安全祈願を実施　本格的な掘削スタート

新見沼大橋有料道路事業が埼建賞を受賞
8月 狭山市に狭山環状有料道路建設事務所設置

南古谷高架下駐車場供用開始
10月 皆野寄居　下田野トンネルの完成
11月 新見沼大橋有料道路利用促進の募集標語入賞者表彰式を実施

狭山環状有料道路（延伸）事業の許可について、建設大臣に申講
同上について許可

12月 狭山　（延伸）事業着手
新見沼大橋高架下駐車場供用開始

全国の
出来事 消費税率を５％に引き上げ

平成 10年（1998年）
4 月 岡中央陸橋高架下駐車場供用開始
8月 新浦和橋高架下駐車場増設

熊谷　富士見　狭山　新浦和　新見沼　皆野寄居　障害者割引を拡大し、料金改定

全国の
出来事 郵便番号７桁化

平成 11年（1999年）
11 月 県民の日記念通行券及びアンケート実施

全国の
出来事 携帯電話・PHS の電話番号 11桁化

平成 12年（2000年）
2 月 皆野寄居　釜伏トンネルの貫通式を実施

全国の
出来事 国の省庁再編にともなう地方への権限移行
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新見沼：フットライト照明

新見沼：レッズバナー

皆野：ミニ門松

皆野：やまなみ売店開店

 IC カード相互利用

40周年記念誌

50 年の歩み
平成 13年（2001年）

3 月 皆野寄居　完了検査実施
皆野町に管理事務所を設置
料金徴収業務は、委託方式を採用
レシート発行機採用
皆野寄居　供用開始
同時に国道 140号皆野寄居バイパス供用開始
国道 463号が国道 4号まで延伸したことにより新浦和、新見沼の交通量が大幅に
増加

5月 皆野寄居　24時間徴収開始
6月 皆野寄居バイパス建設事業が埼建賞を受賞
7月 皆野寄居　通行台数 50万台達成
9月 道路公社創立 30周年を迎える
10月 公社ホームページ開設
11月 皆野寄居　釜伏トンネル防災訓練実施　通行台数 100万台達成

全国の
出来事 埼玉スタジアム2○○2が完成、さいたま市誕生（浦和、大宮、与野3市合併）

平成 14年（2002年）
外部監査導入

全国の
出来事 FIFA ワールドカップ 2002が日韓共催

平成 15年（2003年）
2 月 県内有料道路共通割引券の発売開始
5月 新浦和橋有料道路　５月１日から無料開放
12月 熊谷東松山　富士見　狭山　新見沼　皆野寄居　障害者割引を拡大し、料金改定

全国の
出来事 さいたま市が政令指定都市に移行

平成 16年（2004年）
3 月 丸島大橋高架下駐車場供用開始
4月 狭山環状有料道路に係る「工事完成の予定年月日」、「収支予算の明細」及び「元

利償還年次計画」の変更について、関東地方整備局長へ届出
同上に対する通知

11月 熊谷東松山有料道路 30年間の料金徴収期間満了
11月 30日から無料開放

全国の
出来事 彩の国まごころ国体（第 59回国民体育大会）を開催

平成 17年（2005年）
1 月 狭山環状有料道路の工事計画書の変更承認について関東地方整備局長へ申請

同上について承認
2月 狭山　（延伸）完了検査実施
3月 狭山　（延伸）完成記念トンネルウオーク開催

狭山　（延伸）供用開始
皆野寄居　国道 140号バイパス末野陸橋の供用開始により交通量が大幅に増加
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新見沼：フットライト照明

新見沼：レッズバナー

皆野：ミニ門松

皆野：ミニ門松配布

新見沼：わくわくラッキーくじ

皆野：防災ヘリ（防災訓練）

皆野：トラック協会看板

皆野：やまなみ売店開店

 IC カード相互利用

狭山：
県道所沢堀兼狭山線
全線開通特別記念

40 周年記念誌

50 年の歩み
平成 13年（2001年）

3 月 皆野寄居　完了検査実施
皆野町に管理事務所を設置
料金徴収業務は、委託方式を採用
レシート発行機採用
皆野寄居　供用開始
同時に国道 140 号皆野寄居バイパス供用開始
国道 463 号が国道 4 号まで延伸したことにより新浦和、新見沼の交通量が大幅に
増加

5 月 皆野寄居　24 時間徴収開始
6 月 皆野寄居バイパス建設事業が埼建賞を受賞
7 月 皆野寄居　通行台数 50 万台達成
9 月 道路公社創立 30 周年を迎える

10 月 公社ホームページ開設
11 月 皆野寄居　釜伏トンネル防災訓練実施　通行台数 100 万台達成

全国の
出来事 埼玉スタジアム2○○2が完成、さいたま市誕生（浦和、大宮、与野3市合併）

平成 14年（2002年）
外部監査導入

全国の
出来事 FIFA ワールドカップ 2002 が日韓共催

平成 15年（2003年）
2 月 県内有料道路共通割引券の発売開始
5 月 新浦和橋有料道路　５月１日から無料開放

12 月 熊谷東松山　富士見　狭山　新見沼　皆野寄居　障害者割引を拡大し、料金改定

全国の
出来事 さいたま市が政令指定都市に移行

平成 16年（2004年）
3 月 丸島大橋高架下駐車場供用開始
4 月 狭山環状有料道路に係る「工事完成の予定年月日」、「収支予算の明細」及び「元

利償還年次計画」の変更について、関東地方整備局長へ届出
同上に対する通知

11 月 熊谷東松山有料道路 30 年間の料金徴収期間満了
11 月 30 日から無料開放

全国の
出来事 彩の国まごころ国体（第 59 回国民体育大会）を開催

平成 17年（2005年）
1 月 狭山環状有料道路の工事計画書の変更承認について関東地方整備局長へ申請

同上について承認
2 月 狭山　（延伸）完了検査実施
3 月 狭山　（延伸）完成記念トンネルウオーク開催

狭山　（延伸）供用開始
皆野寄居　国道 140 号バイパス末野陸橋の供用開始により交通量が大幅に増加

4 月 埼玉県土地開発公社と事務局の統合
6 月 狭山環状有料道路（延伸）が埼建賞を受賞

全国の
出来事 日本の人口が 1899 年の統計開始以来初の自然減

平成 18年（2006年）
4 月 道路公社ホームページリニューアル

月吉陸橋高架下駐車場供用開始
10 月 中山陸橋高架下駐車場供用開始
11 月 埼玉県土地開発公社と事務フロアーの統合

全国の
出来事 第１回ワールドベースボールクラシック（WBC) 開幕

平成 19年（2007年）
平成 19 年度　料金徴収業務委託を一般競争入札により実施

8 月 富士見　狭山　新見沼　皆野寄居　１万人アンケート実施
9 月 新浦和橋高架下駐車場増設箇所供用開始

10 月 十間通り高架下駐車場供用開始

全国の
出来事 第 1 回東京マラソン開催

平成 20年（2008年）
1 月 狭山　100 回券回数券新発売
2 月 原油価格高騰対策事業として特別共通割引券販売
9 月 皆野寄居　ぶどう農園とのタイアップ事業開始

12 月 新見沼　浦和レッズと連携し、試合開催時にバナーを設置

全国の
出来事 小林誠・益川敏英・南部陽一郎の３名がノーベル物理学賞受賞

平成 21年（2009年）
1 月 皆野寄居　いちご農園・民宿とのタイアップ事業開始
3 月 新見沼　Suica・PASMO 利用開始
7 月 富士見川越有料道路 28 年間の料金徴収期間満了

8 月 1 日から無料開放
10 月 皆野寄居　愛称が『秩父やまなみ街道』に決定

全国の
出来事 裁判員制度による初の裁判

平成 22年（2010年）
2 月 料金徴収業務委託会社をプロポーザル方式により選定
4 月 障害者割引の適用範囲を拡大

10 月 国道 140 号皆野秩父バイパス「新皆野橋」開通

全国の
出来事 小惑星探査機「はやぶさ」が地球に帰還
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皆野：メカコバトン

新見沼：国際マラソン コバトン

トールロードカード配布開始ポスター

新見沼：さいたま国際マラソン記念回数券

皆野：トールロードカード

狭山：トールロードカード

新見沼：トールロードカード

 WAONロゴ

トールロードガイド表

トールロードガイド裏

狭山：狭山市 60周年

50 年の歩み
平成 23年（2011年）

1 月 宝来第一、指扇第一、第二駐車場を関東建設弘済会から譲渡
2月 宝来第二駐車場供用開始
4月 皆野寄居　開通 10周年記念回数券発行
　4月、12月
　　　　　久喜跨線橋高架下駐車場供用開始
8月 皆野寄居　ものつくり大学との共同事業　やまなみ売店開店
9月 道路公社創立 40周年を迎える
12月 新皆野橋高架下駐車場供用開始

全国の
出来事 マグニチュード 9.0　東日本大震災発生

平成 24年（2012年）
6 月 皆野寄居　ブルーベリー農園とのタイアップ事業開始
7月 皆野寄居　地元NPO法人と連携　特大ひょうたん苗を植え付け
11月 新見沼　「わくわくラッキーくじ」を実施
12月 皆野寄居　地元高校と連携　ミニ門松を無料配布

全国の
出来事 東京スカイツリー完成

平成 25年（2013年）
7 月 皆野寄居　長瀞地域とのタイアップ事業開始
9月 狭山　特別記念回数券販売

全国の
出来事 富士山が世界遺産に登録

平成 26年（2014年）
2 月 関東地方にて記録的大雪。皆野寄居有料道路は 3日間通行止めにし、対応
6月 狭山　新見沼　皆野寄居　AEDを設置
7月 新皆野橋高架下第二駐車場供用開始
10月 狭山　狭山市 60周年を記念してスクラッチくじ付き記念回数券を販売
11月 皆野寄居　地元小学校と連携　トラックや花のイラストを掲載した看板を設置

全国の
出来事 8%に消費税増税

平成 27年（2015年）
5 月 皆野寄居　ものつくり大学と連携　メカコバトンを設置

皆野寄居　地元小学校と連携　交通安全啓発
7月 狭山　回数券値下げ実施
11月 新見沼　第 1回さいたま国際マラソン記念回数券を販売

全国の
出来事

秩父祭の屋台行事と神川、川越氷川祭の山車行事が「山・鉾・屋台行事」としてユネスコ無形
文化遺産に登録

平成 28年（2016年）
8 月 南大通り陸橋高架下駐車場供用開始

一部駐車場日貸し利用開始
9月 狭山　新見沼　皆野寄居　トールロードカード（有料道路カード）を発行
10月 皆野寄居　美の山トンネル上り線スリップ事故対策工事を実施

全国の
出来事 熊本大震災。リオオリンピック

平成 29年（2017年）
3 月 皆野秩父バイパス第一期区間開通

全国の
出来事 東京都知事小池百合子の「都民ファーストの会」が都議選で躍進

平成 30年（2018年）
1 月 皆野寄居　下田野トンネル上り線でスリップ事故対策工事を実施
3月 皆野秩父バイパス第二期区間開通（全線開通）
7月 三郷流山橋有料道路　関東地方整備局長に事業許可申請

同上について許可

全国の
出来事 熊谷市で気象観測史上最高気温となる 41.1 度を記録

令和元年（2019年）
1 月 皆野寄居　美の山トンネル下り線でスリップ事故対策工事を実施
4月 三郷流山橋　事業着手
8月 新見沼　WAON利用開始

全国の
出来事 元号が令和に

令和２年（2020年）
4 月 皆野寄居　Suica・PASMO利用開始

全国の
出来事 新型コロナウイルスにより東京オリンピック・パラリンピックの 1年延期が決定される

令和３年（2021年）
４月 浦和レッズビジネスクラブに加入　埼玉スタジアム内および浦和レッズ公式ウェ

ブサイト内での広告実施
7月 狭山環状有料道路 34年間の料金徴収期間満了

７月 28日から無料開放
狭山柏原駐車場（第一・第二）７月 28日閉鎖

全国の
出来事 新型コロナワクチン接種開始。東京オリンピック・パラリンピック開催
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