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かすみがうら市の歩み（霞ヶ浦町編） 

 

  年  月      主なできごと                    

昭和３０年 ２月  下大津村、美並村、牛渡村、佐賀村、安飾村、志士庫村の六

村が合併して「出島村」誕生 

          消防団結成 

          第 1 回村長選挙が行われ、初代村長に金塚豊氏が当選 

      ４月  出島広報第１刊発行 

      ５月  美並小学校にて合併祝賀式開催 

          消防団結団式開催 

      7 月  牛渡中学校（現小学校）竣工 

      ８月  出島村農業共済組合発足 

          村章決定 

昭和３１年 １月  第 1 回村議会議員選挙 

          教育委員選挙 

      ２月  農業委員選挙 

      ６月  東映映画「米」の撮影開始 

     １０月  国民健康保険事業発足 

     １２月  役場支所廃止し、支所は地区公民館として発足 

昭和３２年 ２月  役場新庁舎竣工 

      ６月  新市町村建設計画調整村に指定される 

昭和３３年 ３月  「腹帯地蔵」と「出島の椎」が県の重要文化財に指定を受け 

          る 

      ４月  有線放送電話開通 

      ５月  出島揚水給水開始 

      ６月  北中学校発足（佐賀・安飾・志士庫の各中学校は廃校） 

昭和３４年 １月  新暦の正月に切り替え 

      ２月  青年研修所が竣工 

          村長選挙が行われ、第２代村長に塚本明氏が当選 

          「歩崎」が水郷筑波国定公園の特別地域に指定される 

      ４月  加茂の椎名家住宅が国の重要文化財に指定される 

７月  北中学校第一期工事完了 

９月  南中学校発足（下大津・美並・牛渡の各中学校は廃止） 

     １１月  国民年金事業発足 

          第１回村民体育大会開催 
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  年  月      主なできごと                    

昭和３５年 １月  村議会議員選挙 

 ４月  出島村漁業協同組合発足 

      ５月  柏崎簡易水道竣工 

          部落長会設立 

      ６月  南中学校第一期工事完了 

          北中学校第二期工事完了 

      ９月  出島村漁業協同組合発足 

昭和３６年 ３月  南中学校校舎竣工 

      ８月  出島村商工会発足 

     １０月  下大津簡易水道竣工 

     １２月  土浦市と境界変更 土浦市から１６世帯，３３ha が出島村へ 

                   出島村から４世帯，１３ha が土浦市へ 

昭和３７年 ２月  農業委員選挙 

      ６月  南中学校体育館竣工 

昭和３８年 １月  農業構造改善事業が始まる 

      ２月  村長選挙が行われ、第３代村長に金塚豊氏が当選 

          北中学校体育館竣工 

      ４月  初めてのヘリコプターによる空中防除 

      ７月  農村モデル図書館開館 

      ８月  金塚村長ヨーロッパ各地の土地改良事業等を視察 

     １０月  県道舗装新設工事第１号八千代台集落地内１００ｍ完成 

昭和３９年 １月  一ノ瀬，坂湖岸地区土地改良事業始まる 

          村議会議員選挙 

      ４月  牛渡漁港竣工 

     １０月  第１回村民野球大会開催 

     １２月  高浜入干拓実施決定 

昭和４０年 ２月  合併１０周年記念式典開催 

          広域水道の通水 

          法蔵寺の「宝珠杵」が県の文化財に指定を受ける 

      ４月  第一保育所開所 

      ７月  柏崎・浜間に県営渡舟就航 

      ８月  地籍調査事業開始 

     １２月  出島村農業協同組合発足 

昭和４１年 ２月  教職員住宅竣工 

      ４月  第二、第三保育所開所 
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  年  月      主なできごと                    

昭和４１年 ６月  全村水田に空中防除実施 

昭和４２年 ２月  村公民館完成 

          村長選挙が行われ、第４代村長に薬師寺精氏が当選 

      ４月  佐賀保育所開所 

      ８月  トロール漁業試験操業，帆引船は姿を消す 

１１月  天神工業団地に「東京製鋼（株）」「三晃プラスチックス（株）」

の誘致決定 

昭和４３年 １月  村議会議員選挙 

 ２月  農業委員選挙 

      ７月  交通安全対策協議会発足 

     １０月  村体育館竣工 

          村道舗装新設工事着手（原・小津線） 

昭和４４年 ３月  柏崎小学校が廃校となり、安飾小学校へ統合 

      ５月  集団赤痢発生 

      ８月  寝たきり老人に家庭奉仕委員派遣 

昭和４５年 ４月  都市計画法による都市計画区域決定 

          南北中学校で完全給食実施 

      ８月  第１回村民球技大会開催 

昭和４６年 １月  農業者年金スタート 

      ２月  村長選挙が行われ、第５代村長に薬師寺精氏が当選 

          役場庁舎増築工事完成 

      ３月  志士庫小学校西成井分校廃校 

      ６月  新生集落で公園墓地完成 

      ７月  南北中学校にプール竣工 

      ８月  観光帆引船処女帆走 

     １２月  地域集団自動電話開通 

昭和４７年 １月  村議会議員選挙 

      ３月  安飾小学校防音校舎竣工 

      ５月  燃えないゴミの収集開始 

     １１月  第１回出島村文化祭開催 

昭和４８年 １月  農業振興地域の指定を受ける 

          ７０歳以上の老人医療費無料化（一部制限） 

      ４月  歩崎に村営バンガロー完成 

     １１月  新生集落田園都市建設事業完成祝賀式 

昭和４９年 １月  農業委員選挙 
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  年  月      主なできごと                    

昭和４９年 ３月  第１回霞ヶ浦清掃大作戦が行われる 

 志士庫小学校防音校舎竣工 

      ４月  県道舗装新設工事全線完成 

      ７月  下大津・牛渡小学校プール竣工 

     １０月  宍倉小学校永久校舎竣工 

  第２９回国民体育大会茨城県大会の炬火リレーが本村を通過 

          村公害防止条例施行 

昭和５０年 ２月  村長選挙が行われ、第６代村長に坂本重道氏が当選 

      ３月  出島村総合計画樹立 

 ４月  私立幼稚園「くりのみ幼稚園」開園 

      ６月  出島音頭ができ、村花・村木決定 

      ７月  安飾・宍倉小学校プール竣工 

     １１月  合併２０周年記念式典開催 

昭和５１年 １月  村議会議員選挙（無投票） 

          冠婚葬祭の簡素化スタート 

      ４月  志士庫保育所開所 

          ゴミ焼却場が完成し，生ゴミの回収開始 

      ５月  広域老人福祉センターオープン 

      ７月  美並，志士庫小学校プール竣工 

          田伏，安飾地区県営ほ場整備事業着工 

昭和５２年 １月  牛渡小学校防音校舎竣工 

          農業委員選挙 

      ２月  湖北環境衛生組合の柏山浄化プラント竣工 

          新治地方広域消防出島分署スタート 

      ４月  不燃物ゴミの処理開始 

      ６月  小中学校で米飯給食開始 

      ８月  南中学校夜間照明竣工 

      ９月  第１回ママさんバレーボールリーグ戦開催 

昭和５３年 ３月  佐賀小学校防音校舎，屋内運動場竣工（旧佐賀小学校と田伏

小学校が統合） 

          安飾小学校屋内運動場竣工 

          第１回駅伝大会開催 

      ４月  農村総合整備モデル事業が始まる 

      ５月  佐賀農協に製茶工場竣工 

      ７月  佐賀小学校にプール竣工 
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  年  月      主なできごと                    

昭和５３年 ７月  北中学校夜間照明竣工 

          一ノ瀬上流地区県営ほ場整備事業着工 

     １０月  牛渡東部地区団体営ほ場整備事業着工 

     １１月  下大津農村集落センター竣工 

昭和５４年 １月  村営歯科診療所開設 

      ２月  牛渡，下大津小学校屋内運動場竣工 

          村長選挙が行われ、第７代村長に坂本重道氏が当選 

（無投票） 

      ３月  記録映画「出島村風土記」完成 

          美並小学校防音校舎竣工 

  下大津保育所開所 

     １１月  名誉村民章授与式開催 

１２月  新治地方広域消防出島分署新庁舎竣工 

昭和５５年 １月  村議会議員選挙 

      ３月  宍倉，志士庫小学校屋内運動場竣工 

          下大津小学校防音校舎竣工 

      ７月  田伏中台地区村営ほ場整備事業着工 

      ８月  坂本村長がヨーロッパの農業事情を視察 

昭和５６年 １月  第２次出島村総合計画樹立 

      ３月  第１回クロッケー大会開催 

          美並小学校屋内運動場竣工 

      ６月  霞ヶ浦大橋架設ルート決定 

      ７月  地積調査終了 

     １０月  村障害者スポーツ大会開催 

昭和５７年 １月  坂湖岸地区土地改良総合整備事業着工 

          外葉地区村営ほ場整備事業着工 

      ３月  安飾地区多目的集会施設竣工 

          牛渡地区公民館竣工 

          宍倉小学校増築校舎竣工 

      ４月  神立周辺誘致高校（土浦湖北高校）開校 

      ５月  「へいさんぼう」に神馬復活 

      ７月  下大津小学校に保育室とプール竣工 

      ８月  坂本村長が行政視察のため訪米 

      ９月  霞ヶ浦富栄養化防止条例施行 

     １０月  上水道第３次拡張事業着手 



 

 １３ 

  年  月      主なできごと                    

昭和５７年１１月  ゆたかな村づくりパイロット事業のモデル村に指定 

昭和５８年 １月  多目的運動広場完成 

      ２月  村長選挙が行われ、第８代村長に坂本重道氏が当選 

（無投票） 

      ３月  出島村農協梨選果場竣工 

          北中学校防音校舎竣工 

  出島村漁協で魚種転換用の種苗生産施設竣工 

          志士庫地区公民館竣工 

          有線放送廃止 

          歩崎公園竣工 

      ４月  公共下水道供用開始（天神・鹿ノ山地区） 

      ８月  坂本村長が行政視察のため訪欧 

  観光帆引船復活 

     １０月  多目的運動広場にテニスコート，管理棟，子供広場竣工 

昭和５９年 １月  村議会議員選挙 

      ４月  村空き缶回収に関する条例施行 

          防災行政無線局開局 

     １１月  農村環境改善センター開設 

昭和６０年 １月  霞ヶ浦大橋工事着工 

      ２月  社会福祉法人出島村社会福祉協議会が発足 

          志戸崎・田伏地区で小規模下水道事業着工 

      ３月  歩崎公園内に生産物直売所開設 

          出島勤労者体育センター開館 

          第２保育所防音改築工事完了 

          歩崎展望台設置 

      ７月  つくば科学万博「出島村の日」 

      ９月  坂中部地区村営ほ場整備事業着工 

     １０月  出島村民憲章制定 

          部落長を区長に名称変更 部落を集落に変更 

          美並地区土地改良総合整備事業着工 

     １１月  合併３０周年記念式典開催 

昭和６１年 １月  第１回村民マラソン大会開催 

      ２月  菱木上流地区県営ほ場整備事業着工 

      ３月  第１・第３保育所防音改築工事完了 
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  年  月      主なできごと                    

昭和６１年 ３月  上水道第３次拡張工事による新浄水場からの通水開始 

          南中学校防音校舎竣工 

 ４月  坂本村長行政視察のため訪中 

昭和６２年 ２月  村長選挙が行われ、第９代村長に坂本重道氏が当選 

      ３月  霞ヶ浦大橋開通 

          教職員住宅竣工 

          第３次出島村総合計画樹立 

 ４月  郷土資料館開館 

          保健センター開館 

      ６月  坂本村長行政視察のためオーストラリアへ 

     １１月  第１回村民体育祭開催 

          第１回産業文化祭開催 

昭和６３年 １月  村議会議員選挙 

      ３月  北中学校屋内運動場・柔剣道場竣工 

          郷土資料館大手門・庭園完成 

          田伏・安飾，一ノ瀬上流，外葉ほ場整備完了 

      ４月  内加茂集落センター竣工 

      ５月  特別養護老人ホーム開所 

      ８月  南中学校柔剣道，屋内運動場新・改築工事着工 

第１回あゆみ祭り開催 

     １０月  第１１回全国消防操法大会に村消防団出場 

     １１月  歩崎森林公園オープン 

平成 元年 ３月  深谷・大和田・田伏・志戸崎バイパス路線決定 

      ４月  南中学校柔剣道場・屋内運動場竣工 

          霞ヶ浦水族館仮オープン 

          特別環境保全公共下水道事業供用開始（志戸崎・田伏地区） 

      ６月  レンコン県銘柄産地指定受ける 

          農村下水道田伏浄化センター通水開始 

      ７月  第１回ミス出島コンテスト開催 

      ９月  外国人の英語指導助手着任する（南中） 

平成 ２年 ２月  第１回村民綱引き大会開催 

      ３月  志戸崎・田伏地内上水道第３次拡張事業完成 

      ４月  霞ヶ浦水族館開館 
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  年  月      主なできごと                    

平成 ２年 ５月  坂本村長急逝・村葬（就任以来 15 年２ヶ月） 

           正六位・勳四等，出島村名誉村民 

      ６月  村長選挙が行われ、第１０代村長に宮嶋光昭氏が当選 

１１月  合併３５周年記念式典開催 

          銘木・巨木・珍木３５本選定 

          第１回村民のつばさ（ﾏﾚｰｼｱ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ） 

平成 ３年 １月  第１回かすみがうらマラソン大会開催 

 ４月  出島村西部出張所開設 

          あゆみ庵竣工 

      ６月  中国臨桂県から広西水稲育苗訪日研修団来訪 

          デイサービスセンター完成 

平成 ４年 １月  村議会議員選挙 

          農業委員選挙 

      ５月  郷土資料館の入館者３５万人突破 

      ６月  出島村国際交流推進協議会が設立される 

          第４次出島村総合計画樹立 

     １１月  第１回少年のつばさ（オーストラリア） 

     １２月  歩崎公園内に民家園を移設 

平成 ５年 １月  村で，完全週休２日制実施 

          毎週土曜日午前中，住民課窓口業務実施 

      ４月  南北中学校でコンピューター授業開始 

      ６月  柏崎・上根地区農業集落排水事業供用開始 

平成 ６年 １月  さざなみ通信開局 

      ２月  ＪＡ土浦発足 

          出島村老人福祉計画策定 

      ４月  富士見塚古墳公園に展示館オープン 

      ６月  村長選挙が行われ、第１１代村長に郡司豊廣氏が当選 

     １０月  三歳未満児の医療費無料制度開始 

          新治地方ゴミ処理場「環境クリーンセンター」竣工 

平成 ７年 ２月  霞ヶ浦シンポジウム開催 

      ４月  在宅ケアシステム開始 

          在宅介護支援センター開始 

      ５月  大和田地区農業集落排水事業供用開始 

      ８月  広域火葬場「霞ヶ浦聖苑」玉造町にオープン 

          第１回ドラゴンボートレース開催 



 

 １６ 

  年  月      主なできごと                    

平成 ７年１１月  東京都板橋区と災害時相互援助協定を締結 

          新食糧法施行 

平成 ８年 １月  村議会議員選挙 

 ３月  村歯科診療所廃止 

      ４月  市街化区域内の用途地域一部指定変更 

          ミニ・シルバー人材センター設立 

      ５月  霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会結成 

 ９月  霞ヶ浦町にする条例、村議会で可決 

１０月  村民ふれあいスポーツ祭開催 

     １１月  印鑑証明、住民票の自動交付機稼動 

平成 ９年 ４月  町制施行により「霞ヶ浦町」となる 

          「霞ヶ浦町」町章決定 

 ５月  水族館入館者６５万人を突破 

          志士庫駐在所新築移転 

      ７月  県中央広域水道用水通水開始 

      ８月  霞ヶ浦町少年交通安全委員会発足 

      ９月  霞ヶ浦十景を選定 

平成１０年 １月  農業委員選挙 

３月  深谷地区農業集落排水事業の一部供用開始 

      ４月  あじさい館開館 

      ６月  町長選挙が行われ、第１２代町長に郡司豊廣氏が当選 

（無投票） 

          水族館入館者７０万人を突破 

平成１１年 ３月  地域振興券交付 

      ６月  水族館入館者７５万人を突破 

      ９月  霞ヶ浦音頭完成 

     １１月  いばらき湖沼環境フェアＩＮ霞ヶ浦９９開催 

          「こども環境会議」開催 

平成１２年 １月  町議会議員選挙 

      ４月  下大堤駐在所が新築完成し開所 

          農産物直売所「地域活性化センター」オープン 

１２月  霞ヶ浦町２０２０タイムカプセル記念式典開催 

平成１３年 １月  ２１世紀に残す日本の風景遺産１００選（財休暇村協会＆読

売新聞社）に霞ヶ浦の観光帆引き船が選ばれる 

 



 

 １７ 

  年  月      主なできごと                    

平成１３年 １月  農業委員選挙 

      ２月  生涯学習推進に名人バンク設立 

      ７月  国道３５４号深谷バイパス開通 

１１月  わかさぎサミット開催 

１２月  高規格救急車配備 

平成１４年 ３月  霞ヶ浦町総合計画後期基本計画策定 

４月  叙勲祝賀会開催 

 ６月  町長選挙が行われ、第１３代町長に郡司豊廣氏が当選 

 ８月  住民基本台帳ネットワークシステム開始 

（第１次サービス） 

９月  戸籍のコンピューター化 

平成１５年 ５月  土浦市・千代田町・霞ヶ浦町・新治村任意合併協議会発足 

２月  水族館入館者９０万人突破 

７月  第４５回自然公園大会開催 

          志戸崎・田伏バイパス開通 

     １０月  茨城県霞ヶ浦環境科学センター建設工事着工 

     １２月  千代田町と法定合併協議会設置 

  霞ヶ浦町・千代田町第１回合併協議会開催 

平成１６年 １月  町議会議員選挙 

          農業委員選挙 

      ６月  水族館入館者９５万人突破 

      ７月  新しい帆引き船の進水式 

「電子申請・届出システム」開始 

      ８月  「かすみがうら市」が新市名称に決定 

１０月  霞ヶ浦町・千代田町合併協定調印式 

霞ヶ浦町と千代田町の合併申請を県知事へ提出 

          椎名家住宅で能が催される 

平成１７年 ３月  霞ヶ浦町閉町式典開催 

 


