
 

 
１９ 

かすみがうら市の歩み（千代田町編） 

 

  年  月      主なできごと                    

昭和２９年 ３月  志筑村，新治村，七会村の三村が合併して「千代田村」が誕

生 役場を中志筑の旧志筑村役場に，東支所を西野寺の旧新

治村役場に，西支所を中佐谷の旧七会村役場に設置 村長職

務代理者に旧新治村長の竹村潔氏が就任 

      ４月  第１回村長選挙が行われ、初代村長に川俣惣右衛門氏が当選 

     １０月  役場新庁舎建設着工 

昭和３０年 １月  第１回村議会議員選挙 

      ４月  役場新庁舎竣工 

     １１月  第１回千代田村文化祭開催 

昭和３１年 ５月  統合中学校敷地が上佐谷四万騎地区に内定すると同時に，敷

地の是非をめぐって議論がわかれ，反対運動が起こり，のち

に分村運動までに発展 

     １０月  東部地区公民館竣工 

          千代田中学校建設工事着工 

昭和３２年 ４月  千代田中学校第一期工事完了 

      ７月  有線放送電話開通 

          各支所廃止 

          分村運動終息 

昭和３３年 ３月  千代田中学校第１回卒業式開催 

          村長選挙が行われ，第２代村長に梁田正義氏が当選 

      ４月  千代田中学校第二期工事完了 

     １２月  新治農協の稚蚕共同飼育所，志筑農協の共同集荷所が，新農

村建設事業により竣工 

昭和３４年 １月  村議会議員選挙 

３月  新農村建設事業による下志筑地内の暗渠排水事業及び下土田

の梨園かん水事業竣工 

      ５月  東部地区公民館で新治地区の季節保育所開設（春秋２期） 

     １２月  新農村建設事業による共同給水施設が馬立，下稲吉，横堀，

二子塚に設置 

昭和３５年 ３月  地籍調査実施委員会が結成され，地籍調査開始 

 

 



 

 
２０ 

  年  月      主なできごと                    

昭和３５年１２月  新農村建設事業による共同給水施設が市川，下佐谷，上志筑，

五反田，上稲吉に設置 

昭和３６年 ５月  千代田村商工会結成 

          千代田中学校体育館，青年研修所竣工 

      ６月  集中豪雨により道路橋梁に被害が発生 

      ８月  上稲吉向原工業団地の買収開始 

昭和３７年 ３月  村長選挙が行われ、第３代村長に梁田正義氏が当選 

          村議会議員補欠選挙 

      ９月  村合同の敬老会開催 

     １１月  村合同の七つの祝開催 

     １２月  村の南部地区（７４０ha）が土浦都市計画区域に編入 

昭和３８年 １月  村議会議員選挙 

      ３月  都市計画道路（４路線）決定 

      ４月  教育実験地区に県から指定される 

      ６月  ヘリコプターによる水田空中防除 

      ７月  向原工業団地が竣工，分譲開始 

      ８月  村南部地域が首都圏整備法による都市開発地域の指定を受け

る（土浦・阿見都市計画区域） 

          中志筑の千手観音ほか３点が，県の指定文化財を受ける 

     １２月  第１回千代田村教育振興大会開催 

昭和３９年 ４月  各小学校で，完全給食５日制実施 

      ６月  千代田中学校プール竣工 

          梁田村長が欧米視察 

          逆西工業団地で立地企業の操業開始 

     １０月  東京オリンピック聖火リレーが村内通過 

昭和４０年 ２月  天の川改修工事完成 

      ７月  千代田村体育協会結成 

          西山工業団地竣工 

      ８月  西山工業団地の分譲開始 

      ９月  七会農協の共同集荷所完成 

     １０月  教育実験地区完結発表会開催 

昭和４１年 １月  下稲吉小学校増築工事竣工 

      ３月  村長選挙が行われ、第４代村長に梁田正義氏が当選 

村議会議員補欠選挙 

  



 

 
２１ 

  年  月      主なできごと                    

昭和４１年 ５月  土浦・千代田工業団地の分譲開始 

      ７月  土浦・千代田工業団地造成事業竣工 

     １０月  志筑小学校がソニー理科教育振興資金を受ける 

昭和４２年 １月  村議会議員選挙 

      ２月  国道６号線西野寺歩道橋開通 

      ８月  千代田中学校女子バレーボール部が北関東中学校大会で優勝 

昭和４３年 ６月  中志筑地区の水田ほ場整備事業竣工 

     １２月  村内１３ヶ所に「ちびっこ広場」を設置 

昭和４４年 ２月  雪入，上佐谷地区西北部の山岳地帯が水郷筑波国定公園に編

入される 

      ４月  志筑小学校（永久校舎）竣工 

     １０月  五輪堂橋（永久橋）竣工 

昭和４５年 ３月  新治小学校建設第一期工事完了 

          村長選挙が行われ，第５代村長に梁田正義氏が当選 

      ４月  千代田村史発刊 

          都市計画区域が変更され、土浦・阿見都市計画区域となり、

村全域が都市計画区域となる 

     １２月  下稲吉地区の簡易水道給水開始 

昭和４６年 １月  村議会議員選挙 

      ３月  市街化区域と市街化調整区域が決定 

          （市街化区域５４５ｈa） 

          農業振興地域指定 

      ９月  国鉄味覚列車「栗ひろい号」が上野～土浦間に運転され、観

光農園が賑わう 

     １２月  農林省園芸試験場、林業試験場の試験地が村内上志筑に決ま

り、用地買収始まる 

昭和４７年 ６月  常磐自動車道の路線が発表になり、村内にインターチェンジ

がつくられることになる 

      ７月  中志筑十一面千手観音像収蔵庫竣工 

      ９月  千代田村公害防止条例制定 

     １０月  村立第一保育所（上稲吉）、第二保育所（中志筑）開所 

     １２月  県営ほ場整備事業が恋瀬川右岸地区、千代田・石岡地区で着

工 

昭和４８年 １月  ７０歳以上の老人医療費無料化（一部制限） 

 



 

 
２２ 

  年  月      主なできごと                    

昭和４８年 ７月  光化学スモック情報が頻繁に発令され受令機設置 

     １０月  村立第三保育所（下稲吉）開所 

          下稲吉小学校合同竣工（校舎・体育館・プール） 

     １１月  千代田村合併２０周年記念式典開催 

     １２月  常磐自動車道インターチェンジの概略発表 

昭和４９年 １月  新庁舎建設地鎮祭 

      ３月  村長選挙が行われ，第６代村長に梁田正義氏が当選 

      ４月  千代田村土地開発公社設立 

          土田地区簡易水道事業通水開始 

      ５月  常磐自動車道（千代田～日立）路線発表 

      ８月  「新治地方環境衛生組合」を設立し、塵芥焼却場の建設計画

に着手 

     １１月  筑波ブロック広域観光協議会結成 

     １２月  役場新庁舎が竣工、「村章」制定 

昭和５０年 ４月  役場南部出張所開設 

      ５月  千代田村観光協会発足 

      ６月  七会小学校（永久校舎）竣工 

      ７月  村立第四保育所（下稲吉）開所 

昭和５１年 ４月  千代田村基本構想決定 

      ５月  新治地方環境衛生組合の塵芥焼却場、老人福祉センター開所 

 ７月  県指定文化財旅籠「皆川屋」の修理完了 

      ８月  村民と村長の「対話の日」を設定 

昭和５２年 １月  母子家庭の医療費無料化 

      ３月  志筑、新治農協「育苗センター」竣工 

      ６月  降雹により農作物に大きな被害が出る 

      ７月  新治広域消防業務開始 

      ８月  第１回線引きの見直し実施 

     １２月  西野寺地内に村営グランド完成 

昭和５３年 ３月  村長選挙が行われ、第７代村長に梁田正義氏が当選 

村議会議員補欠選挙 

      ６月  松くい虫被害をヘリコプターにより空中防除 

      ９月  指定金融機関制度発足 

     １０月  下稲吉地内に村営グランド完成 

     １１月  第１回老人スポーツ大会開催 

 



 

 
２３ 

  年  月      主なできごと                    

昭和５３年１１月  中央公民館竣工、千代田音頭発表会開催 

昭和５４年 ４月  村立下稲吉東小学校新設開校 

 ６月  休日夜間緊急診療（石岡メディカルセンター）開始 

      ７月  下稲吉東小学校（体育館・プール）竣工 

     １０月  電算機（コンピュター）導入 

          志筑、野寺地区簡易水道拡張事業完成 

昭和５５年 １月  七会小学校校舎増築工事竣工 

      ４月  自然休養村、緑の村整備事業で第１・第２常陸野公園完成 

      ８月  村長選挙が行われ、第８代村長に由波正氏が当選 

     １０月  上稲吉、佐谷地区簡易水道拡張事業完成 

          役場事務機構が改革され、村民相談室設置 

昭和５６年 ４月  下稲吉中学校新設開校 

      ７月  下稲吉中学校（体育館・プール）竣工 

      ８月  上佐谷小学校（プール）竣工 

     １０月  千代田村基本構想、基本計画改定 

     １１月  第１回ちよだまつり開催 

昭和５７年 ２月  上佐谷小学校（永久校舎・体育館）竣工 

      ３月  常磐自動車道（谷田部～千代田石岡）開通 

      ４月  保健センター開館 

      ８月  第１回商工青年祭開催 

     １２月  村公共下水道一部供用開始 

昭和５８年 １月  村議会議員選挙 

      ４月  Ｂ＆Ｇ海洋センター竣工 

          本村小・中学校全校が文部省徳育教育研究協同推進校に指定

される 

      ６月  千代田中学校校舎、勤労青少年ホーム竣工 

昭和５９年 １月  志筑小学校体育館竣工 

      ３月  村長選挙が行われ、第９代村長に金子政美氏が当選 

          福祉のまちづくり計画策定 

          七会農協梨、柿協同選果場竣工 

      ４月  児童公園竣工 

      ６月  空き缶等の散乱防止に関する条例制定 

      ８月  千代田村科学万博を成功させる会発足 

     １１月  合併３０周年記念式典開催 （名誉村民に三氏決定） 

 



 

 
２４ 

  年  月      主なできごと                    

昭和６０年 ３月  国際科学技術博覧会（科学万博つくば８５）開幕 

      ４月  下稲吉児童館開館 

 ９月  つくば科学万博「千代田村の日」 

昭和６１年 ３月  千代田中学校柔剣道場竣工 

          千代田村第三次総合計画策定 

      ８月  台風１０号による被害を受ける 

     １０月  第１回村民運動会開催 

昭和６２年 １月  村議会議員選挙 

      ２月  村内三農協が合併し、千代田村農協発足 

      ３月  中央公民館講堂、働く婦人の家、新治小学校体育館、大塚フ

ァミリー公園、第一常陸野公園夜間照明竣工 

      ５月  一村一品運動として梨ワイン「梨鳳」発売 

昭和６３年 ２月  村長選挙が行われ、第１０代村長に金子政美氏が当選 

昭和６３年 ３月  勤労者体育センター竣工 

      ６月  東日本最古の製鉄跡発掘 

平成 元年 ２月  閑居山と成沢・竜ヶ峰のヤマザクラが茨城自然百選に選定さ

れる 

          雪入温泉発見 

      ３月  フルーツ公園通り竣工 

          高齢者センター（平成館）竣工 

      ４月  晩霜により農作物に被害を受ける 

      ５月  千代田村社会福祉協議会法人化 

      ８月  外国青年誘致事業でダニエル・ロマノ氏が英語指導助手とし

て着任 

平成 ２年１０月  第１次住居表示整備事業により、下稲吉の一部が「稲吉」に

なる 

     １１月  ちよだ太鼓誕生 

          第１回千代田村社会福祉大会開催 

平成 ３年 １月  村議会議員選挙 

      ３月  七会小学校体育館改築竣工 

          三ツ石森林公園竣工 

      ４月  土田地区農業集落排水処理施設供用開始 

          千代田村交通安全対策推進協議会が発足 

          「茨城県総合農業公園」誘致活動で総合公園推進室設置 

 



 

 
２５ 

  年  月      主なできごと                    

平成 ３年 ５月  晩霜により農作物に被害を受ける 

      ６月  千代田村「ＣＩ計画」策定 

      ７月  雪入温泉掘削工事着手 

      ９月  台風１８号による被害発生 

          平成４年１月１日から町制施行決定 

平成 ４年 １月  千代田町誕生 

          第２年次住居表示整備事業により、下稲吉の一部が「稲吉東」

になる 

      ２月  町長選挙が行われ、第１１代町長に金子政美氏が当選 

      ３月  地域防災無線を整備 

      ４月  ＣＩ計画の一環としてシンボルマーク、ロゴマーク、メイン

ビジュアルを制定 

          千代田村農協が茨城千代田農協となる 

      ７月  町制施行記念「町民号」実施 

平成 ５年 １月  第３次住居表示整備事業により、下稲吉の一部が「稲吉南」

になる 

３月  さくら保育所竣工 

          第１０回全国都市緑化いばらき（グリーンフェア９３茨城）

開幕 

          金子正美町長急逝 町葬 千代田町名誉町民 

      ４月  千代田中学校屋内運動場竣工 

          町長選が行われ、第１２代町長に鈴木三男氏が当選 

          ふれあいふるさとづくり事業創設 

（平成５年度から平成７年度） 

平成 ６年 ４月  大塚自然体験の森公園開園 

          「広報ちよだ」が創刊３００号（縮刷版を発刊） 

     １１月  町営グランドテニスコートの一部が人工芝に改良 

平成 ７年 １月  町議会議員選挙 

２月  生涯学習フェスティバル開催 

３月  第四次千代田町総合計画策定 

住民票の世帯主との記載方法変更「長男・長女」等が「子」

に統一 

          新治地方広域事務組合「環境クリーンセンター」竣工 

          わかぐり保育所竣工 

          逆西９区集会所竣工 



 

 
２６ 

  年  月      主なできごと                    

平成 ７年 ４月  新治小学校の校舎大規模改造工事完了 

１０月  町営駐車場と駐輪場竣工 

     町づくりに参画していただくため「住民提案」制度を導入 

１１月  第１回子ども議会開催 

平成 ８年 ３月  大塚ふれあいセンター・大塚児童公園竣工 

      ４月  雪入ふれあいの里公園ネイチャーセンター竣工 

          市街化区域で「新用途地域」を施行 

 ６月  地域づくり助成事業創設 

          千代田町老人デイサービス事業開始 

      ７月  農業委員選挙 

     １０月  千代田町行政改革大綱策定 

平成 ９年 １月  公民館まつり開催 

      ３月  町長選挙が行われ、第１３代町長に鈴木三男氏が当選 

（無投票） 

          やまゆり保育所竣工 

      ４月  稲吉ふれあい公園開園 

          雪入ふれあいの里公園、三ッ石森林公園開園 

      ９月  千代田町のホームページを開設 

平成１０年 ２月  千代田町ガイドマップ発刊 

      ３月  「ＣＩ計画」による公共施設誘導サイン整備 

１０月  茨城県うるおいのあるまちづくり顕彰事業でまちづくりグッ

トデザイン賞受賞 

平成１１年 １月  町議会議員選挙 

３月  地域振興券交付 

      ４月  全国の郵便局窓口で、町税等の納付が可能になる 

      ７月  農業委員選挙 

平成１２年 ４月  千代田町情報公開条例施行 

          介護保険制度スタート 

      ９月  戸籍事務電算化 

     １１月  千代田町西暦２０００年記念式典開催 

「町の鳥」が「めじろ」に決定 

第２０回ちよだまつり開催 ～四万騎鍋登場～ 

平成１３年 ３月  町長選挙が行われ、第１４代町長に鈴木三男氏が当選 

（無投票） 

４月  家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）施行 



 

 
２７ 

  年  月      主なできごと                    

平成１３年 ４月  南部出張所移転 

介護保険制度の広域運営開始 

          （新治地方広域事務組合へ移行） 

          逆西防災施設竣工 

      ７月  ちよだ地域子育て支援センター開設 

平成１４年 ６月  一部地域でケーブルテレビの利用が可能になる 

７月  農業委員選挙 

８月  住民基本台帳ネットワークシステムが開始 

（１次サービス開始） 

     １０月  町ホームページを一新 

１１月  第２２回ちよだまつり ～町制１０周年記念事業として開催 

平成１５年 ３月  上稲吉に「獅子やぐら・獅子小屋」完成 

７月  町道２７８４号線「千代田大橋」開通 

      ８月  住民基本台帳ネットワークシステム（２次サービス開始） 

    １０月  千代田町教育支援センター開設 

１２月  霞ヶ浦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 ３月  町都市計画マスタープラン策定 

      ５月  土浦・阿見都市計画用途地域変更 

      ８月  「かすみがうら市」が新市名称決定 

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 

平成１７年 ３月  千代田町閉町記念式典開催 

 

 

 

 


