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かすみがうら市の歩み 

 

  年  月      主なできごと                    

平成１７年 ３月  霞ヶ浦町と千代田町が合併「かすみがうら市」誕生 

      ４月  霞ヶ浦環境科学センター開館 

５月  市長選挙が行われ、初代市長に鈴木三男氏が当選（無投票） 

６月  天皇皇后両陛下が霞ヶ浦環境科学センターをご視察する 

      ７月  かすみがうら市誕生記念式典開催 

          かすみがうら市文化協会設立 

      ８月  第１回かすみがうら市少年のつばさ（オーストラリア） 

     １０月  第１回かすみがうら市生涯学習フェスティバル開催 

          千代田庁舎に自動交付機設置 

     １１月  霞ヶ浦大橋有料道路無料開放 

          第１回かすみがうら祭開催 

     １２月  県知事から霞ヶ浦地区の梨が銘柄産地指定認定を受ける 

平成１８年 ２月  第１回市民マラソン大会開催 

３月  農業委員会委員選挙 

          第１回かすみがうらふれあいフェア開催 

          本市が物語の中心舞台として描かれた映画「恋するトマト」

が完成 

          かすみがうら市区長会設立 

      ４月  新治児童館開設 

          「アントラーズフレンドリータウンデイズ」で「かすみがう

ら市の日」を開催 

      ７月  市長選挙が行われ、第２代市長に坪井透氏が当選（無投票） 

１０月  コミュニティーバス運行開始 

平成１９年 １月  市議会議員選挙 

      ３月  オフトーク通信廃止 

          県知事から霞ヶ浦地区のレンコンが、銘柄産地の再指定を受

ける 

          障害者計画・障害者福祉計画策定 

          かすみがうら市総合計画策定 

４月  圓城寺和則氏が副市長に就任 

          かすみがうら市地域防災計画策定 

          かすみがうら市国民保護計画策定 
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  年  月      主なできごと                    

平成１９年１０月  かすみがうら市総合型地域スポーツクラブが設立、同時に 

          「ＫＳＣなかよしスポーツクラブ」及び「ＫＳＣエンジョイ

スポーツクラブ」発足 

          かすみがうら市市民憲章制定 

          郵政民営化により事業が分社化 

     １２月  かすみがうら市花・木・鳥制定 

平成２０年 １月  かすみがうら市 食 発見コンテスト開催 

      ３月  かすみがうら市男女共同参画計画策定 

      ４月  地域福祉センター「やまゆり館」開館 

          長寿（後期高齢者）医療制度開始 

          市施設に指定管理者制度が導入され開始 

          県税に森林湖沼環境税が期限付で導入 

          かすみがうら市焼酎づくり推進協議会設立 

      ６月  第１回かすみがうら市ブランド化推進会議開催 

      ９月  かすみがうら市総合防災訓練実施 

     １１月  やきいも焼酎「湖山（こざん）」発売 

  国民文化祭で「帆引き船フェスタ」開催、皇太子殿下の視察

を受ける。七色の帆引き船が特別操業 

     １２月  かすみがうらのスイーツ・おやつコンテスト開催 

平成２１年 ３月  国道３５４号線大和田バイパス開通 

霞ヶ浦新庁舎建設工事着工 

霞ヶ浦地区の保育所を３ヵ所に統合し、内２ヵ所が民営化 

定額給付金の受付開始 

霞ヶ浦の境界が決定 

かすみがうら市地域計画マスタープラン策定 

４月  乗り合いタクシーの運行開始（霞ヶ浦地区） 

          コイ養殖が６年ぶりに再開 

          霞ヶ浦地区の保育所を３ヵ所に統合し、内２ヵ所を民営化 

      ５月  裁判員制度スタート 

      ７月  「湖山の宝」プレミアム商品券発売 

      ８月  「霞ヶ浦帆引き船模型」が茨城県郷土工芸品に認定 

      ９月  「湖山の宝」巡りツアー開催 

          新型インフルエンザの影響で学年閉鎖など 

     １２月  志筑小学校移転整備工事着工 

          ブルーベリーリキュール「霞恋」発売 
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  年  月      主なできごと                    

平成２２年 １月  千代田庁舎にパスポート窓口開設 

 ２月  利根コカ・コーラボトリング㈱と防災協定の締結 

３月  宍倉出張所及び多目的会館並びに美並地区公民館が閉鎖 

         茨城空港開港 

         土浦石岡社会教育センター解散 

      ４月  歩崎公園にビジターセンターオープン 

          千代田庁舎市民部で窓口業務の一部を延長 

          ふるさと市民制度開始 

      ５月  霞ヶ浦新庁舎で業務開始 

          「湖山」のホームページ開設 

          郷土資料館入場者７０万人突破 

      ６月  「子ども手当」支給開始 

      ７月  ２０１０ブルーベリーin茨城開催 

          市長選挙が行われ、第３代市長に宮嶋光昭氏が当選 

          石岡つくば線バイパス開通 

      ８月  かすみがうら市インターネット公売開始 

     １０月  市内交通システムを再編 

     １２月  「千代田駐在所」が開所 

平成２３年 １月  市議会議員選挙 

土浦かすみがうら土地区画整理一部事務組合設立 

          霞ヶ浦公民館事務所をあじさい館へ移転 

２月  市民懇談会開催 

３月  東日本大震災 

かすみがうら市で震度６弱 住家１，１９１棟が損壊 

千代田庁舎２階・３階が損壊し立ち入り禁止 

４月  市税・保険料のコンビニ納付始まる 

原発事故に伴う風評被害対策会議が開かれる 

      ５月  市農業再生協議会設立 

１０月  石川眞澄氏が副市長に就任 

     放射能関連講演会開催 

     事業仕分け（第１回）が開かれる 

平成２４年 １月  生涯学習課をあじさい館に移転 

かすみがうらのお城市開かれる 

放射線の訪問測定を開始 
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  年  月      主なできごと                    

平成２４年 ３月  市民部、保健福祉部、会計課窓口を千代田公民館講堂に移転 

    かすみがうら市総合計画後期基本計画策定 

    かすみがうら市高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画策定 

    かすみがうら市健康増進計画策定 

    県道石岡田伏土浦線バイパス全線開通 

４月  美並駐在所が開所 

住宅用太陽光発電システム設置補助金募集開始 

５月  ライオンズクラブから放射線測定器６台が寄贈 

８月  市政懇談会開催 

１０月  かすみがうらエンデユーロ（第１回）開催 

平成２５年 １月  かすみがうら市地域防災計画策定 

      ２月  ソーラ発電事業開始 

      ３月  第２期かすみがうら市地域福祉計画策定 

３月  第２次かすみがうら市男女共同参画計画策定 

４月   私立保育園２園、認定こども園１園開園 

土浦ケーブルテレビ（株）と災害時における放送等に関する

協定の締結 

       （社）茨城トラック協会土浦支部と災害時における緊急救援

輸送等の協力に関する協定の締結 

６月  JAF茨城県支部との連携協力に関する協定の締結 

７月  筑波山地域ジオパーク推進協議会に加入 

（株）常陽銀行神立支店及び出島支店と見守り活動への協力

関する協定書の締結 

      ８月  千代田庁舎業務再開 

平成２６年 ３月  市立北中学校、南中学校閉校 

      ４月  市立霞ヶ浦中学校開校 

          市空き家情報登録制度「空き家バンク」実施 

      ５月  霞ヶ浦帆引き船、帆引き網漁法保存会設立 

      ７月  市長選挙が行われ、第４代市長に坪井透氏が当選 

          市議会議員補欠選挙 

      ８月  市制 10周年記念「沖縄自然子ども探検隊」を実施 

     １０月  自治体クラウドに移行 

          中央出張所で自動交付機廃止に伴う代替業務を開始 

          五輪堂橋開通 
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  年  月      主なできごと                     

平成２７年 １月  市議会議員選挙 

２月  市制 10周年記念「竹内百太郎と伊東甲子太郎」のマンガ作成 

      ３月  農業委員会委員選挙 

      ４月  霞台厚生施設組合に加入 

      ５月  FRP製帆引き船「かすみがうら丸」進水式 

      ６月  横瀬典生氏が副市長に就任 

平成２８年 ２月  かすみがうら市市制施行 10周年記念式典開催 

      ３月  市立下大津小学校、美並小学校、牛渡小学校、佐賀小学校、

安飾小学校、志士庫小学校、宍倉小学校閉校 

          マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付開始 

      ４月  市立霞ヶ浦南小学校、霞ヶ浦北小学校開校 

          ㈱かすみがうら未来づくりカンパニー設立 

      ７月  かすみキッチン営業開始 

      ９月  筑波山地域（つくば、石岡、笠間、桜川、土浦、かすみがう

ら市）日本ジオパーク認定 

     １１月  つくば霞ヶ浦りんりんロード開通 

     １２月  やきいも焼酎「美並の恵」発売 

平成２９年 １月  歴史博物館（旧郷土資料館）リニューアルオープン 

      ５月  かすみがうら市公式アプリ提供開始 

      ５月  旧小学校（下大津、牛渡、佐賀、志士庫小学校）活用事業基

本協定書締結 

      ７月  災害時等における自治体クラウド業務相互支援協定 締結（常

陸大宮市、那珂市、五霞町、大子町、かすみがうら市） 

平成３０年 １月  茨城県と福島県いわき市との原子力災害時の避難者受け入れ

協定締結（当市の受け入れはいわき市平地区） 

      ２月  かすみがうら市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画策

定 

３月  JR神立駅自由通路開通 

          市立さくら保育所閉所 

          第３期かすみがうら市地域福祉計画策定 

４月  「J:COMふるさと名品オブ・ザ・イヤー【おもてなし】部門

賞」受賞 

          大吟醸酒「ふくまる厳選米のお酒」発売 

          あいおいニッセイ同和損害保険株式会社と地方創生に関する

協定締結 
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  年  月      主なできごと                    

５月  筑波大学、土浦協同病院、神立病院、かすみがうら市（中志

筑、上志筑、高倉、五反田）「生活習慣病予防健康づくりモデ

ル事業協定」締結 

          帆引き船フェスタ with世界湖沼会議開催 

      ６月  霞ヶ浦広域バス新型車両導入記念式典開催 

７月  市長選挙が行われ、第５代市長に坪井透氏が当選 

    市議会議員補欠選挙 

１０月 第１７回世界湖沼会議（いばらき２０１８）開催 

          図柄入りナンバープレート交付開始 

      １１月 市立図書館本館会館２０周年記念「秋の読書週間入賞者表彰 

式開催」  

     １２月 電気自動車急速充電器供給開始 

          茨城県解体工事協同組合と災害時における被災建物等の解体 

撤去に関する協定締結 

平成３１年  １月 市議会議員選挙 

       ２月 ジオパーク関東大会㏌筑波山地域 

       ３月 都市計画道路「神立停車場線」開通式 

             第３次かすみがうら市地域福祉計画策定 

５月 「いきいき茨城ゆめ国体２０１９」デモンストレーション競 

技ペタンク大会開催 

       ６月 国土交通省関東地方整備局主催「リバー・サイクリング・プ 

ロジェクト」発起人会出席 

          横瀬典生氏が副市長に就任 

 


