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昭和２９年 下館市誕生（３月１５日）、明野町誕生(１１月３日）、協和村誕生（１２月１日）、下館市消
防団発足
昭和３０年 下館市農業委員会発足、下館商工会議所設置、下館市役所庁舎竣工
昭和３１年 関城町誕生（８月１日）、下館消防署開設、関城町消防団結成、協和村商工会発足
昭和３２年 関城町公民館竣工
昭和３３年 関城町立保育所竣工
昭和３４年 西方郵便局が開設（下館市）、県立下館第一高等学校野球部甲子園出場、東関城中学
校校舎竣工
昭和３５年 下館労働基準監督署開設、関城町商工会発足
昭和３６年 下館職業安定所開設、下館電報電話局落成、明野町商工会発足、鍋山～宮後間道路
開通（明野町）
昭和３７年 下館簡易裁判所開設、下館区検察庁開設、県立下館工業高等学校創立、霞台郵便局
開設(関城町）、県立蚕業試験場竣工（関城町）、関彰氏が下館名誉市民となる
昭和３８年 下館職業訓練所開設、下館名誉市民板谷波山氏東京田端で永眠
昭和３９年 下館市民会館竣工、町内初の交通信号機設置（関城町関本十字路）、協和町誕生（１２
月１日）、小栗保育所・新治児童館竣工（協和町）
昭和４０年 有線放送全域実施（下館市）、下館南中学校校舎竣工、古里幼稚園開園（協和町）
昭和４１年 下館市農業協同組合発足、下館児童相談所開設、合併１０周年記念式典（関城町）、小
中学校完全給食実施（明野町）、明野町公民館（現大村公民館）竣工、新治保育所開
所（協和町）
昭和４２年 JR水戸線電化開通、下館消防署新庁舎竣工、第二保育所開所(下館市）、関城町社会
福祉協議会設立
昭和４３年 下館市営野球場完成、明野町役場庁舎竣工
昭和４４年 川島地区公民館竣工（下館市）、協和中学校校舎竣工、新治幼稚園開園（協和町）
昭和４５年 下館市営武道館開館、明野中学校校舎竣工、筑西広域市町村圏事務組合設立、筑西
火葬場竣工
昭和４６年 下館市立公民館・図書館開館、下館市民病院竣工、関城町農業協同組合発足、下館
市立第三保育所開所、カントリーエレベーター完成（明野町）
昭和４７年 下館市立弓道場竣工、五所小学校・河間小学校・北中学校校舎竣工（下館市）、黒子
公民館竣工（関城町）、協和町役場庁舎・協和町公民館竣工
昭和４８年 筑西広域消防本部発足、下館西中学校校舎竣工、下館特別養護老人ホーム竣工、町
民海の家完成（協和町）
昭和４９年 国道２９４号線バイパス（樋口～西谷貝）開通、公共下水道事業着工（下館市）、筑西広
域消防本部関城分署・協和分署開設、明野幼稚園開園、商工福祉会館竣工（協和町）
昭和５０年 筑西広域消防本部明野分署開設、古里小学校校舎竣工（協和町）
昭和５１年 下館駅南口オープン、下館中学校校舎竣工、河内公民館竣工（関城町）、新治小学校
校舎竣工（協和町）、農村勤労福祉センター竣工（明野町）
昭和５２年 休日応急診療所開設（下館市）、川島小学校校舎竣工（下館市）、勤労者体育センター
竣工（関城町）、協和幼稚園開園、県立明野高等学校開校
昭和５３年 下館小学校校舎竣工、明野町総合福祉センター・上野小学校校舎竣工（明野町）、町
民野球場竣工（明野町）
昭和５４年 岡山県高梁市と友好都市提携(下館市）、西小学校校舎竣工（関城町）、市制施行２５周
年記念式典（下館市）、竹島小学校校舎竣工（下館市）、県立明野高等学校野球部甲
子園出場、合併２５周年記念式典（協和町）
昭和５５年 下館市民プールオープン、養蚕小学校校舎・嘉田生崎地区公民館竣工(下館市）、下
館市立学校給食共同調理場業務開始、公共下水道水処理センター竣工、関本公民館
竣工（関城町）、鳥羽小学校校舎竣工（明野町）
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昭和５６年 大田小学校校舎・嘉田生崎小学校校舎竣工（下館市）、大田地区公民館・五所地区公
民館開館（下館市）、小貝川黒子橋竣工（関城町）、長讃小学校校舎竣工（明野町）、
町防災無線開局（明野町）、協和町総合運動公園竣工
昭和５７年 農業者トレーニングセンター・嘉田生崎小学校校舎竣工(下館市）、関城町老人福祉セ
ンター竣工、村田小学校校舎竣工（明野町）、伊讃地区公民館開館(下館市）
昭和５８年 養蚕地区公民館完成(下館市）、中小学校校舎改築竣工（下館市）、関城町保健センタ
ー竣工、大村小学校校舎竣工（明野町）、明野町保健センター竣工、町民運動広場完
成（協和町）
昭和５９年 市制施行３０周年記念式典(下館市）、駅南・二木成土地区画整理事業竣工(下館市）、
五所小学校・河間小学校校舎竣工(下館市）、下館警察署直井地内に移転、合併３０周
年記念事業（明野町、協和町）、明野高等学校選抜高等学校野球大会出場、中央公民
館・農業者健康管理トレーニングセンター竣工(明野町）
昭和６０年 国道２９４号線バイパス（西谷貝～一本松）開通、国道５０号線川島橋開通、下館市総合
福祉センター竣工、竹島地区公民館竣工(下館市）、協和町農業資料館開館、茨城協
和農業協同組合発足、下館市の梨（幸水）が県の青果物銘柄産地に指定
昭和６１年 下館市保健センター（休日応急診療所）・中地区公民館竣工(下館市）、関城町役場庁
舎・関城町総合運動場竣工、合併３０周年記念式典（関城町）、明野町立図書館開館、
激甚災害対策特別緊急事業に小貝川・五行川が指定
昭和６２年 国道５０号線川島バイパス開通、伊讃小学校校舎増築竣工(下館市）、ふるさとの森自然
公園オープン（協和町）、協和町多目的研修センター竣工、下館市施設管理公社設置
昭和６３年 JR水戸線玉戸駅開業、川島コミュニティー文化センター竣工(下館市）、第３セクターとし
て真岡鐵道㈱開業、真岡線の下館二高前駅開業、北海道訓子府町と教育姉妹町締結
（関城町）、東小学校校舎竣工（関城町）、協和町保健センター竣工、協和町の小玉
すいかが県の青果物銘柄産地に指定
平成 元 年 下館市ミニシルバー人材センター設立、第１回教育姉妹町交流事業（関城町）、上水道
事業工事着工（明野町）、協和の杜町民体育館竣工、市制施行３５周年記念事業(下館
薪能）公演、下館名誉市民松岡龍雄氏永眠
平成 ２ 年 小貝川激甚災害対策特別緊急事業集団移転地造成工事竣工(下館市）、第１回関城の
祭典「どすこいペア」開催、花とやすらぎの里開花式（明野町）、デイサービス事業開始
（協和町）
平成 ３ 年 神明地区土地区画整理事業竣工(下館市）、下館駅前再開発事業・下館駅前駐車場
事業竣工、下館勤労者総合福祉センター竣工、関城町の梨が県の青果物銘柄産地に
指定
平成 ４ 年 真岡線ひぐち駅開業、森田茂氏・中尾喜久氏が下館名誉市民になる、関城町民体育館
竣工、明野町芸術監督制度制定、県西総合公園（協和ゾーン）開園
平成 ５ 年 農協広域合併(下館、結城、関城、明野、協和、真壁、大和）により北つくば農業協同組
合発足、広域火葬場「きぬ聖苑」竣工、第１回明野薪能開催、協和町のきゅうりが県の青
果物銘柄産地に指定
平成 ６ 年 市制施行４０周年記念事業(下館市）、町制施行４０周年記念事業(明野町）、合併４０周
年記念事業(協和町）、下岡崎こ道橋開通(下館市）、関城町生涯学習センター竣工、
晴明館(武道館）竣工(明野町）、協和町保育所竣工
平成 ７ 年 茨城県県西生涯学習センター開所、福祉巡回バス運行開始(下館市）、宮山ふるさとふ
れあい公園竣工（明野町）、協和町台原公園墓地竣工、波山記念公園竣工(下館市）、
社団法人下館市シルバー人材センター設立
平成 ８ 年 住民票等自動交付機稼動開始(下館市）、合併４０周年記念事業(関城町）、JR水戸線新
治駅前広場完成
平成 ９ 年 下館市民病院にＭＲＩ導入、在宅介護支援センター開設(明野町）

4

１ 総説

西 暦
１９９８
１９９９
２０００
２００１
２００２
２００３
２００４
２００５

年

主

な

出

来

事

平成１０年 新下館市立図書館開館、関城町福祉作業所開所
平成１１年 地域振興券配布、筑西広域消防本部・下館消防署併用庁舎竣工、協和町１００人委員
会発足
平成１２年 介護保険事業開始、下館市心身障害者福祉センター竣工、沖田土地区画整理事業完
了に伴い「みどり町」誕生(下館市）、明野町保健福祉センター(あけの元気館）竣工
平成１３年 下館市総合体育館竣工、協和町サッカー場竣工、子育て支援センター開所(下館市）、
下館駅南口駐輪場完成
平成１４年 筑西広域８市町村合併研究会設置、全国高校総体(剣道）を下館市で開催
平成１５年 下館市・関城町・明野町・協和町合併協議会設置、しもだて地域交流センター・しもだて
美術館開館(下館市）
平成１６年 市制５０周年記念事業(下館市）、合併５０周年記念事業(明野町、協和町）、小栗ふれあ
い健康プラザ竣工(協和町）、下館市・関城町・明野町・協和町合併協定調印式開催
平成１７年 下館市・関城町・明野町・協和町閉庁式
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２００５

平成１７年 筑西市開庁式、筑西市長選挙、筑西市誕生記念式典開催、茨城県・筑西市総合防災
訓練、筑西市誕生記念応援団事業、関東鉄道常総線下館駅より快速列車運行開始(つ
くばエクスプレス開業に合わせ）

２００６

平成１８年 市の木「さくら」・市の花「なしのはな」「コスモス」・市の鳥「つばめ」制定、筑西市子ども
安全パトロール開始、ブックトーク開始、ブックスタートクラブ開始、筑西市誕生１周年記
念「ＮＨＫのど自慢」公開放送開催、筑西市シビックコア地区整備事業完成、第１１回茨
城県健康福祉祭わくわくスポーツ大会開催
平成１９年 岡山県高梁市と友好都市提携協約の再締結、筑西市立川島小学校屋内運動場竣工、
筑西市災害応援協定合同調印式、筑西市総合計画策定、筑西市議会議員一般選挙、
筑西市デマンドタクシー「のり愛くん」運行開始、全国報徳サミット 筑西市大会開催、
北関東自動車道「大政山トンネル」貫通式、ねんりんピック茨城２００７ テニス交流大会
開催
平成２０年 特定健診・特定保健指導開始、後期高齢者医療制度施行、住民参加型まちづくりファン
ド事業開始、まちづくり出前講座開始、デジタル方式の防災行政無線運用開始、
筑西市消防団女性分団発足、筑西市立明野中学校新校舎完成、第２３回国民文化祭
いばらき２００８の文芸祭「連句大会」、美術展「書」を筑西市で開催、都市計画道路 県
道稲荷町線改修工事竣工、北関東自動車道桜川筑西IC～真岡IC間開通

２００７

２００８

２００９

平成２１年 川﨑真裕美さん（競歩、アテネ・北京五輪出場）、渡邉良子さん（タイプアート画家）市民
栄誉賞を受賞、筑西市はぐくみ医療制度開始、筑西市長選挙、筑西市名誉市民・森田茂
先生ご逝去、市民討議会を開催、協働のまちづくり推進計画を策定、関城・明野・協和の３
商工会が合併、小栗の内外大神宮が国指定重要文化財に指定、「市民くらしの便利帳」を
発行

２０１０

平成２２年 防災行政無線の運用開始
消防団機動部隊が発足
高齢者見守りネットワーク連絡会が発足
ちくせい市民協働まちづくりサロンを設置
筑西市名誉市民・田宮謙次郎氏ご逝去
タウンミーティングを開催
あけの元気館で来館３００万人・筑西遊湯館で１５０万人突破
合併５周年記念事業
地域力創造アドバイザー事業が始動

5

