市制施行 10 周年特集

行方市も 10 歳になりました！
平成 17 年９月２日に３町が合併し､ 行方市が誕生してから今年で市制施行 10 周年を迎えました。
ほこ

うみ

ひよく

市では「誇れる湖と肥沃な台地

笑顔輝くゆめタウンなめがた」を将来像として､ まちづくりを進めて

きました。今後も市民の皆さんとともに､ まちづくりに取り組んでいきます。

行 方 市
10 年のあゆみ
平成 17 年（2005 年）
9月
9月
10 月
11 月

９月２日麻生町・北浦町・玉造町の合併により「行方市」誕生（人口 40,770 人
合併後､ 初議会で初代議長に髙野貫一氏就任
初代市長に坂本俊彦氏就任
合併市制施行記念式典開催

4月
4月
9月
12 月

鹿島アントラーズのホームタウンに参画
三昧塚古墳農村公園が開園
行方市行政改革大綱策定
市の花（ヤマユリ）・木（イチョウ）・鳥（シラサギ）を制定

4月
4月
4月
4月
7月
11 月

統合玉造幼稚園開園
行方市総合計画スタート
行方市観光物産館「こいこい」オープン
合併後初の市議会選挙により新議員 24 名が誕生
全国やまゆりサミット開催
霞ヶ浦に７色帆引き船初操業

4月
4月
9月
10 月
10 月
11 月
11 月

玉造中学校新校舎竣工式
市税のコンビニ納付開始
合併 3 周年記念式典開催 市民憲章制定
インターネット公売開始（県内市町村初）
東関東自動車水戸線「潮来鉾田間」が都市計画決定
第 23 回国民文化祭・いばらき 2008 開催
旧畑家住宅（麻生藩家老屋敷記念館）県指定文化財に登録

4月
5月
10 月
10 月

東関東自動車道水戸線「潮来鉾田間」が整備計画に格上げ
第 15 回全国金魚すくい選手権茨城行方大会開催（ギネスブック更新）
新市長に伊藤孝一氏就任
行方市消費生活センター設置

11,371 世帯）

平成 18 年（2006 年）

平成 19 年（2007 年）

新議長に平野晋一氏就任

平成 20 年（2008 年）

平成 21 年（2009 年）

平成 22 年（2010 年）
3月
3月
4月
5月
6月
7月

茨城空港開港
行方市農業振興センター・ふれあい情報館竣工式
土 ･ 日窓口サービス業務を拡大し､ 本格始動
住民参加型スポーツイベント「チャレンジデー 2010」初開催
「手賀ふれあいの森」開園
観光帆引き船「なめがた丸」進水式

2月
3月
3月
4月
9月

第 2 次行政改革大綱策定
行方市無料職業相談所開設
東日本大震災（震度６弱） 行方市災害対策本部設置
新議長に貝塚順一氏就任
「なめがた大使」誕生 6 名委嘱

平成 23 年（2011 年）

なめがた
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平成 24 年（2012 年）
3月
3月
4月
4月
4月
4月
9月
9月
9月
10 月

行方市災害情報伝達訓練実施
麻生小・行方小・小高小・小貫小・三和小・麻生中・麻生一中閉校式
統合麻生小・統合武田小開校式､ 統合麻生中竣工式・開校式
新「鹿行大橋」・国道 354 号線北浦バイパス開通
行方市総合計画後期基本計画スタート
いばらきコープ、パルシステム茨城と「要援護者の見守り活動協定」締結
市制施行７周年記念式典開催 ( 人口 37,513 人 11,680 世帯 )
七色帆引き船操業・なめがた大使 4 名委嘱・「行方市のうた」発表
市民交流促進総合ポータルサイト「なめがた日和」開設
筑波大学と「農業・食と健康の共同研究の連携協定」締結

平成 25 年（2013 年）
1月
2月
3月
4月
4月
3月
6月
7月
10 月
10 月
11 月
12 月

鹿嶋市､ エフエムかしまと「災害時における放送要請に関する協定」締結
「かんしょ」・「わさび菜」茨城県銘柄産地指定（更新）
太田小・大和一小・大和二小・大和三小閉校式
天王崎観光交流センター「コテラス」オープン
統合麻生東小竣工式・開校式
行方市マスコットキャラクターの名称が「なめりーミコット」に決定
行方のサツマイモ焼酎「紅コガネ」販売開始
「エシャレット」・「しゅんぎく」・「みず菜」茨城県銘柄産地指定（更新）
新市長に鈴木周也氏就任
新議長に髙栁孫市郎氏就任
茨城県トラック協会鹿行支部と「災害時等における緊急救援輸送時の協力に関する協定」締結
関東電気保安協会茨城事業本部鹿島事業所と「災害時における電気設備の復旧に関する協定」
締結

平成 26 年（2014 年）
2月
2月
3月
3月
4月
4月
4月
5月
7月
7月
7月

8月
11 月

「いちご」・「せり」茨城県銘柄産地指定（更新）
玉造西小・現原小閉校式
羽生小・玉川小・玉造小・手賀小閉校式､ 統合玉造小内覧会
茨城県スマホ・コンソーシアムと「産官連携に係る事業連携協定」締結
統合玉造小開校式
統合麻生幼稚園開園
市税のクレジット納付開始
行方市歯科医師会と「災害時の歯科医療救護についての協定」締結
茨城県行政書士会と「災害時における支援協力に関する協定」締結
北浦複合団地太陽光発電所（メガソーラー）開所
茨城県宅地建物取引業協会と「行方市の定住促進に係る不動産物件の情報提供に関する協定」
締結
文化会館で公開収録された NHK「公開すこやか長寿」が全国放送
第１回行方ふれあいまつり開催

平成 27 年（2015 年）
1月
3月
3月
4月
4月
6月
7月
7月
9月

3

東京農業大学生物産業学部と「包括連携協定」締結
玉造中学校に地上式の飲料水兼用耐震性貯水槽設置（関東地方の自治体初）
市内金融機関､ 郵便局と「要援護者の見守り活動等協力に関する協定」締結
地上一般放送局（エリア放送局）の無線局予備免許取得（関東地方の自治体初）
新議長に鈴木義浩氏就任
大塚製薬と「食と農と健康に係る包括連携協定」締結
なめがた農業協同組合と「災害時における支援及び協力に関する協定」締結
総合戦略策定に向けた「なめがた市民 100 人委員会」設置
9 月 2 日 市制施行 10 周年
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