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1.沿革と自然 
 

 

 

取手という地名は、戦国時代に大鹿太郎左

衛門の砦があったことから、名付けられたと

いわれています。しかし、平安時代末の１１

世紀には、伊勢神宮の相馬御厨として、取手

市周辺がすでに史料に記されており、さらに

１３世紀になると、稲村、戸頭、高井、大鹿

などといった地名も、相馬氏の領地として史

料に現れはじめます。また、市内からは、中

妻貝塚や向山貝塚などといった縄文時代の

遺跡をはじめ、旧石器時代から奈良・平安時

代にかけての遺跡が７８カ所も発見されて

おり、古くから人々の生活の地であったこと

がわかります。 

 水戸街道が天和・貞享年間（１６８１～１

６８８）につけ替えられると、取手は北相馬

地方の中心を担う宿場町として発展しまし

た。その名残は、今でも取手宿本陣にみるこ

とができます。そのころになると、利根川を

利用した水運も盛んになり、戸頭・取手・小

堀には河岸が設けられ、特に小堀は荷物の積

み換え河岸として栄えました。その一方で、

利根川や小貝川に面していた取手市域は、度

重なる水害に悩まされました。特に、吉田、

青柳などは低地のため被害も大きく、今でも

この地に残る水屋が当時の水との戦いを物

語っています。 

 明治維新を迎えると、明治４年の廃藩置県

によって市域は印旛県に属し、さらに明治６

年には千葉県に、明治８年には茨城県に編入

されました。また、明治１８年の地積編成に

よって取手宿と大鹿村が合併して取手駅と

なりました。明治２２年には市制町村制の施

行により、取手町（取手駅・台宿村）、寺原

村（寺田村・桑原村）、井野村（長兵衛新田・

青柳村・吉田村・小堀村・井野村）、稲戸井

村（稲村・野々井村・米ノ井村・戸頭村）、

高井村（上高井村・下高井村・貝塚村・市之

代村・同地村）、小文間村の１町５カ村が誕

生しました。 

 

 

 

 

その後、昭和２２年には、井野村と取手町

が合併して取手町となり、さらに昭和３０年

２月には町村合併促進法により、取手町・寺

原村・稲戸井村・高井村・小文間村が合併し

て新しい取手町が誕生しました（高井村のう

ち同地村は、守谷町に合併）。 

昭和４０年代の高度経済成長期には、首都

圏近郊都市として、県下初の日本住宅公団に

よる住宅団地の開発や民間による宅地開発、

及び民間大手企業の進出により人口が急増

し、昭和４５年１０月には県内１７番目の市

制を施行し取手市が誕生しました。昭和５０

年代に入ってからも、住宅・都市整備公団に

よる戸頭団地をはじめとした宅地開発が進

み、それらに対応した都市基盤の整備にも力

が注がれました。昭和５７年１１月には地下

鉄千代田線の取手駅までの相互乗り入れが

開始され、同年１２月には関東鉄道常総線の

複線化が完成するなど、首都圏からの南の玄

関口として発展してきました。 

 昭和６０年代から平成にかけては、取手駅

周辺地区の開発や東京芸術大学取手校地が

開学、後に先端芸術表現科が開設されたこと

を契機に、市民・大学・行政が一体となって

まちづくりを進め、文化創造・発信の地とな

るよう様々な事業を展開してきました。 

 そして、平成１７年３月２８日には、取手

市と藤代町が合併し新たな歴史の扉が開か

れました。 

 平成２３年には関東鉄道常総線にゆめみ

の駅が開業し、平成２７年には上野東京ライ

ンの開通に伴い常磐線が品川駅まで直通と

なりました。近年では「ウェルネス・タウン

取手の創造」に基づき、ウェルネスプラザを

始めとした健康・医療・福祉の充実を進めて

おり、首都圏の近郊都市として、利根川や小

貝川の恵まれた河川空間を活かしつつ、さら

に住みやすいまちづくりを進めています。 
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方位 地点 東経 北緯 距離 

極東 小貝川・大留付近 140°09′ 35°53′ 14.3 km 

極西 利根川・新大利根橋付近 140°00′ 35°54′ 14.3 km 

極南 利根川・小貝川合流点（小文間） 140°08′ 35°52′ 9.3 km 

極北 小貝川・市之代付近 140°01′ 35°57′ 9.3 km 

資料：国土地理院 

 

 

参考／取手市役所の位置 東経 140°03′10″5534・北緯 35°54′28″1145 

海抜 21.0ｍ 

 

  

位置 
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西暦 年号 主なできごと 

１９５５ 昭和３０ 町村合併により取手町誕生 

  第８回国勢調査 人口２１,２３３人 

  米の予約売渡し制度始まる（注）この頃の玄米１石９,７５５円 

１９５６ ３１  

１９５７ ３２ 第１回町営競輪開催 

１９５８ ３３ 学校統合により第一小学校（取手小学校）、第二小学校（井野小学校）

が取手小学校となり、第三小が白山小学校と改称される   

１９５９ ３４ 町議会議員定数２６人に改正 

１９６０ ３５ 町立井野保育所開所 

  町立永山保育所開所 

  町立永山小学校開校 

  第９回国勢調査 人口２２,５８２人 

１９６１ ３６ 常磐線上野～勝田間電化開通 

  キヤノン取手工場操業開始 

１９６３ ３８ 取手町章（現市章）制定 

  町営舟山住宅完成 

１９６４ ３９ 取手初のプール完成（取手小学校） 

  取手駅西口開設 

  町営下沼住宅完成 

１９６５ ４０ 第１０回国勢調査 人口２６,１７９人 

１９６６ ４１ 町営南第１住宅完成 

  電話自動化になる（取手局開局） 

  町営南第２住宅完成 

１９６７ ４２ 町立寺原保育所開所 

  取手駅西口街路完成 

  茨城県南水道企業団設立 

  竜ケ崎地方衛生組合設立 

  東観団地入居開始 

１９６８ ４３ 町営野々井住宅完成 

  人口３万人を超える 

  取手町消防庁舎完成 

  取手一高甲子園初出場（第５０回大会） 

  用途地域指定 

  都市計画街路の変更 

１９６９ ４４ 町営野々井第２住宅、西方住宅完成 

  取手町福祉協議会設立 

  町立井野小学校開校 

  取手町、藤代町環境衛生組合設立 

  県南水道取手浄水場完成 

  井野公団住宅入居開始  

取手市のあゆみ 
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西暦 年号 主なできごと 

  取手一高２回目の甲子園出場（第５１回大会） 

  大利根橋架替工事着工 

  町営大利根住宅（第１期）完成 

１９７０ ４５ 県道、取手下館線国道２９４号線に昇格 

  町営大利根住宅（第２期）完成 

  竜ケ崎市外稲北一部市町村伝染病隔離病舎組合設立 

  婦人交通指導員制度発足（県下初） 

  キリンビール工場操業開始 

  町立福祉会館完成 

  市制施行、市役所庁舎寺田に完成移転 

  第１１回国勢調査 人口４０,２８７人 

  取手市総合開発基本構想決定 

  第１回美術展 

１９７１ ４６ 「交通安全都市」宣言 

  市立吉田保育所開所 

  市営大利根住宅（第３期）完成 

  取手、藤代環境衛生組合焼却場完成 

  国電快速電車開通 

  取手二中体育館完成 

  １都６県利根川水系連合水防演習 

  市議会議員定数３０人に改正 

  市立舟山保育所開所 

１９７２ ４７ 第１回マラソン大会開催 

  市営大利根住宅（第４期）完成 

  常総地方広域市町村圏事務組合設立 

  取手一高甲子園出場（選抜４４回） 

  取手市敬老年金支給制度実施 

  新大利根橋片側開通 

  心身障害児童福祉手当支給制度実施 

  市の木（もくせい）、市の花（つつじ）制定される 

  第１回市長への手紙実施 

  市役所機構改革（１室、３部、２１課） 

  住居表示開始（白山 1丁目、新町１.２丁目、取手１～３丁目、 

中央町）   

  （財）都市開発公社設立 

  「暴力追放都市」宣言 

  二本松遺跡の発見 

  市民のうた決定 

  名誉市民第１号に中村金左衛門氏 

  第１回市民体操祭開催 

  戸田井橋架け替え開通 

  市民会館完成 
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西暦 年号 主なできごと 

１９７３ ４８ 老人医療費７０歳以上無料化 

  「自主納税都市」宣言 

  市営駒場住宅完成 

  市立白山西小学校開校 

  市立白山保育所開所 

  ０歳児・重度心身障害者・寝たきり老人の医療費無料化 

  第１回市長と語る会実施 

  第１回施設見学会実施 

  取手地区高等職業訓練校開校 

  取手地区交通少年団結成 

  新しい用途地域決定 

  宮入貝の生息調査（日本住血吸虫） 

  取手一高３回目の甲子園出場（第５５回大会） 

  取手小学校創立１００周年 

  生活安定緊急対策本部設置（石油ショック） 

１９７４ ４９ 電子計算機導入 

  清掃手数料の無料化実施 

  市営駒場第２住宅完成 

  取手警察署桑原へ移転 

  勤労青少年スポーツセンター完成 

  常磐線複々線工事着工 

  取手市幼児交通安全ひまわりクラブ結成 

  常総環境センター操業開始 

  寝たきり老人見舞金制度開始 

  第２９回国民体育大会開催 

（取手市は自転車競技・茨城県 夏季・秋季とも総合優勝）   

  納税の口座振替制度開始 

  第１回福祉大会 

  国土利用計画法実施 

  大利根橋全面開通 

１９７５ ５０ 寺原第一土地区画整理組合発足 

  住居表示実施（東１～６丁目、台宿１.２丁目、井野１～３丁目、 

井野台１.２丁目、井野団地、青柳１丁目）   

  土地開発公社設立 

  老人福祉センター白寿荘（常総広域）完成 

  小文間公民館完成 

  関東鉄道戸頭駅開業 

  市立戸頭西小学校開校 

  戸頭下水終末処理場運転開始 

  戸頭北、台宿保育所開所 

  戸頭公団住宅入居開始 

  家庭乳児保育制度開始 
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西暦 年号 主なできごと 

  人口５万人を超える 

  桑原第一土地区画整理組合発足 

  市営駒場住宅完成 

  第１回取手市民音楽の集い開催 

  利根川サイクリングコース完成 

  心身障害児（者）及び付添人交通費支給制度実施 

  母子家庭医療費無料化開始 

  消防戸頭分署開設 

  第１２回国勢調査 人口５２,８１６人 

  取手郵便局稲へ移転 

  取手市民憲章制定 

  農業後継者相談員制度実施 

１９７６ ５１ 草刈条例制定 

  市立戸頭中学校開校 

  永山公民館開設 

  誕生記念樹配布制度開始 

  市役所機構一部改革 

  竜禅寺三仏堂国の重要文化財に指定される 

  大気汚染市役所観測局完成 

  第１回郷土作家美術展開催 

  市民ダイヤルテレフォンサービス開始 

  取手青年会議所発足 

  住居表示実施（白山２～８丁目、新町１～６丁目、戸頭１～９丁目） 

１９７７ ５２ 第二次取手市総合開発計画策定 

  名誉市民故中村金左衛門氏市葬 

  ｢交通事故防止モデル市｣宣言 

  取手中央タウン入居開始 

  市立吉田小学校開校 

  市立健康管理センター開設 

  寺原公民館開設 

  市之代で古墳発掘 

  常磐線複々線化に伴う利根川橋梁完成 

  戸頭団地竣工 

  取手二高甲子園初出場（第５９回大会） 

  総合防災訓練実施 

  常総運動公園野球場完成 

  人口６万人を超える 

１９７８ ５３ とがしら公園完成 

  市立戸頭東保育所開所 

  市立戸頭東小学校開校 

  取手二高甲子園２回目の出場（第６０回大会） 

１９７９ ５４ 取手市観光絵はがき発行 
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西暦 年号 主なできごと 

  市立取手東中学校開校 

  県消費生活センター取手分室開設 

  市立図書館開設 

１９８０ ５５ 市役所機構一部改革 

  心身障害児施設「もくせい園」開園 

  中央タウンから西口への道路が開通 

  新大利根橋有料道路開通 

  青柳集落センター完成 

  人口７万人を超える 

  江戸川学園取手高校甲子園初出場（第６２回大会） 

  第１回とりで利根川舟下り 

  ｢暴走族追放｣宣言 

  市制施行１０周年記念式典が開かれる 

  第１３回国勢調査 人口７１,２４７人 

  取手駅構内東西連絡地下道開通 

  取手地方広域下水道組合設立 

１９８１ ５６ 消防吉田分署開所 

  市立稲保育所開所 

  老人福祉センター心身障害者福祉センター「あけぼの」開設 

  高齢者職業紹介所の開設 

  寺原第一土地区画整理事業 

  取手二高甲子園３回目の出場（第６３回大会） 

  大型台風１５号により小貝川高須橋付近決壊 

  住居表示実施（新取手１～５丁目） 

  第１回産業祭、第１回市民音楽祭 

１９８２ ５７ 住居表示実施（西１・２丁目） 

  働く婦人の家・勤労青少年ホーム完成 

  市立稲小学校開校 

  市立高井小学校開校 

  茨城県企業局利根川浄水場完成 

  取手、北相馬保健医療センター医師会病院開設 

  第１回市民水防の日 

  取手駅前自転車駐車場完成 

  常磐線我孫子・取手間複々線化完成 

  千代田線取手駅まで相互乗り入れ開始 

  関東鉄道常総線取手全区間複線化 

１９８３ ５８ 取手二高甲子園４回目の出場（選抜５５回大会） 

  市立保健センター開設 

  井野公民館開設 

  第１回夏休み親子施設見学会 

  取手駅西口再開発事業着工 

  窓口事務のオンライン化開始 
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西暦 年号 主なできごと 

  戸頭公民館開設 

１９８４ ５９ 取手二高甲子園５回目の出場（選抜５６回大会） 

  県立取手松陽高等学校開校 

  取手市商工会館完成 

  取手二高第６６回全国高校野球選手権大会初優勝 

  市之代古墳８号墳発掘 

１９８５ ６０ （財）取手市高齢者福祉事業団設立 

  ミニシルバー人材センター取手市生きがい事業団発足 

  無料自転車駐車場開設 

  科学万博で「取手の日」開催 

  第１４回国勢調査 人口７８,６０８人 

  公共下水道一部地域供用開始 

  取手駅西口再開発ビル竣工 

  「東南アジア青年の船」の一行取手市視察 

  「非核兵器平和都市」宣言 

  第三次取手市総合計画策定 

１９８６ ６１ 取手駅東口土地区画整理事業工事着工 

  「緑の保全と緑化の推進に関する条例」を制定 

  花輪スポーツ公園完成 

  「青少年健全育成都市」宣言 

  国指定重要文化財「三仏堂」の修復完成 

１９８７ ６２ 取手宿本陣を市指定文化財に指定 

  市立野々井中学校開校 

  白山公民館開館 

  心身障害者福祉センター開設 

  取手市特定行政庁となる 

  高齢者のためのテレフォンサービス開始 

  （社）取手市シルバー人材センター設立 

  都市計画道路３・３・１号線開通（常総ふれあい道路） 

１９８８ ６３ 人口８万人を超える 

  土地取引の監視区域に指定される 

  放置自転車防止条例制定 

  取手西口に自転車駐車場開設 

  「土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例」 

を施行   

  取手駅西口「はなのき通り」完成 

  「取手都市計画取手駅東口地区地区計画の区域における建築物の 

制限に関する条例」を施行   

  中国桂林市人民政府友好都市交流科長夫妻表敬訪問で来市 

  市民課窓口コーナー開設（西口） 

１９８９ 平成 元 消防署桑原へ移転 

  消防緊急システムの導入 
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西暦 年号 主なできごと 

  福祉タクシー料金助成制度の導入 

  市役所第２、第４土曜日閉庁実施 

１９９０ ２ 取手市文化事業団を設立 

  取手市グリーンスポーツセンター開館 

  財務会計システムを導入 

  中国桂林市を訪問し、親善友好交流を結ぶ 

  取手駅東第二自転車駐車場開設 

  県道藤代板戸井、岩井線の下高井バイパス完成 

  取手駅東西連絡地下道「ギャラリーロード」に模様替え 

  市制施行２０周年記念式典開催 

  第１５回国勢調査 人口８１,６６５人 

  東京芸大取手校地施設一部完成 

  西谷津斎場公園の建設工事着工 

１９９１ ３ 市消防本部が救急用心電図伝送装置導入 

  利根川水系水防演習開かれる 

  ひとり暮らし老人緊急通報システム導入 

  生ごみ処理容器などの補助制度開始 

  中国桂林市から教育視察団来訪 

  「健康づくり都市」宣言 

  東京芸術大学取手校地開設記念式典 

  新取手駅前に自転車駐車場を開設 

  第一次市民訪中団中国桂林市訪問 

  「とりで利根川」健康マラソン 

１９９２ ４ 火葬場「やすらぎ苑」完成 

  行政機構２部６課を新設 

  市民課窓口コーナー開設（戸頭公民館） 

  取手市東京芸術大学芸術文化懇談会設置 

  老人保健施設「緑寿荘」開設 

  東京芸術大学との芸術文化懇談会開かれる 

  取手市埋蔵文化財取扱要綱制定 

  東京芸術大学取手校地にて第１回創作展開催 

  （仮称）取手市郷土資料館建設審議会発足 

  中妻貝塚で１００体を超える集団埋葬遺構を発見 

  第１回中学生訪中団中国桂林市訪問 

  東京芸術大学卒業制作展に取手市長賞創設 

１９９３ ５ 市役所土曜日閉庁開始 

  中国桂林市長友好代表団来訪 

  グリーンスポーツセンターの利用者１００万人を達成 

  相野谷川排水機場が完成 

１９９４ 

 

６ 

 

政治倫理の確立のための、取手市長の資産等の公開に関する条例 

を制定 

  市役所新庁舎を増築 
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西暦 年号 主なできごと 

  常総広域７市町村で、ごみの新分別方法と統一指定ごみ袋による 

収集開始   

  取手市在宅介護支援センターを老人保健施設緑寿荘内に開設 

  第１回よかっぺとりで語らいのつどい開催 

  中国・桂林市から研修生として葉紅雲さんが来市 

  東京芸術大学芸術資料館取手館が開館 

１９９５ ７ 下高井向原遺跡から、平安時代後期の白銅製の和鏡（瑞花双鳳五花

鏡）が出土   

  住居表示実施（本郷１～５丁目） 

  住居表示実施（中原町、井野台３～５丁目） 

  市制施行２５周年記念式典開催 

  第１６回国勢調査 人口８４,４７７人 

１９９６ ８ 第四次市総合計画策定 

  取手市在宅介護支援センターを取手協同病院内に開設 

  パスポート窓口を市役所内に開設 

  かたらいの郷開設 

  名誉市民第２号に菊地勝志郎氏 

  取手市史が完結（全１９巻） 

  十文字貴信さん（取手一高）アトランタオリンピックで銅メダル獲

得（自転車競技１，０００Ｍタイムトライアル）   

  大字寺田の一部で住居表示実施（駒場１丁目～４丁目） 

  坂口安吾文学展が開催 

  下沼土地区画整理事業着工 

  下高井土地区画整理事業着工 

  取手市・藤代町合併問題協議会設置 

１９９７ ９ 印鑑証明書、住民票自動発行システム開始 

  生涯学習出前講座開始 

  あけぼの市民緑地開園 

  第１回中学生模擬議会開催 

  地域子育て支援センター開設 

１９９８ １０ 第１回健康福祉まつり開催 

  炎の祭り開催 

  「こども１１０番の家」設置 

  行政機構改革実施（７部３０課室に統合） 

  戸頭駅～グリーンスポーツセンター間路線バス開通 

  利根川ふれあいサミット、河川まつり開催 

１９９９ １１ 御殿場市と災害時相互応援協定締結 

  東京芸術大学取手校地美術学部先端芸術表現科開設 

  頑固者賞創設 

  ボランティア支援センター開設 

  ファミリーサポートセンター開設 

  小堀地区～取手駅周辺間路線バス運行開始 
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西暦 年号 主なできごと 

  埋蔵文化財センター開館 

  情報公開制度懇談会設置 

  白山保育所、地域子育て支援センター併設施設「ひかりの里」完成 

  取手リ・サイクリングアートプロジェクト開催 

２０００ １２ 市税、保険料、郵便局での口座振替開始 

  藤代町との公共施設の相互利用協定締結 

  常総広域７市町村で、あきびんの３色分別開始 

  利根川鉄橋下、船着場の完成 

  介護保険制度開始 

  市環境基本条例・市建築基準条例施行 

  高井城址公園完成 

  降雹による被害 

  第１７回国勢調査 人口８２,５２７人 

  取手駅東口土地区画整理事業完成（昭和５７年着工） 

  市之代農園ふれあい公園完成 

  一時保育サービス開始 

  情報公開条例、個人情報保護条例施行 

  市制施行３０周年記念式典開催 

２００１ １３ 市の鳥（ふくろう）制定 

  我孫子市との公共施設の相互利用協定締結 

  県南総合防災センター開設 

  家電リサイクル法施行 

  取手市・藤代町法定合併協議会設置 

  利根川レンタサイクルステーション開設 

  戸頭地域子育て支援センター開設 

  第５０回利根川水系連合水防演習実施 

  公共施設里親制度導入 

  グリーンスポーツセンター行バス路線一本化 

  粗大ごみ有料化実施 

  市の鳥ふくろうシンボルマーク制定 

  戸籍事務のコンピュータ化 

２００２ １４ 取手駅東口に河川情報板設置（国土交通省） 

  資源物の行政回収開始 

  旧取手宿本陣修理工事報告書完成 

  市の鳥フクロウ、愛称はフクタロウに決定 

  女性のヘルプ相談開設 

  とりでアートギャラリーきらり開設 

  インターネットで本の検索・予約サービス開始 

  住民基本台帳ネットワークシステム稼動 

  インターハイ（空手道競技・自転車競技）、グリーンスポーツセン 

ターと取手競輪場にて実施   

２００３ １５ とりで女性議会開催 
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西暦 年号 主なできごと 

  げんきサロン開設 

  公共施設等誘導サイン設置 

  明日の取手づくり「住民懇談会」開催 

  「取手プラン生命の樹」実施 

  いきいきプラザ開設 

  福祉交流センター開設 

  小児救急医療輪番制開始 

  取手１００人委員会設立 

２００４ １６ 教育懇談会開催 

  住民基本台帳ネットワークシステム市民サービス開始 

  合併に伴う住民説明会開催 

  あきびん収集コンテナ方式導入 

  「取手市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」 

施行   

  取手市・藤代町合併協定調印 

  取手市地域情報化計画策定 

２００５ １７ 藤代町と合併 人口１１３，２３９人 

  ユーバ市との姉妹都市締結調印 

  市制施行３５周年記念式典開催 

  県立藤代高校甲子園出場（第８７回全国高校野球選手権大会） 

  第１８回国勢調査 人口１１１，３２７人 

  市民憲章・市の鳥・市の花・市の木制定 

２００６ １８ 行財政集中改革プラン策定 

  第五次総合計画策定 

  第５５回利根川水系連合水防演習実施 

  コミュニティバス運行開始 

  「子どもの居場所づくり」事業開始 

  げんきサロン藤代開設 

  藤代地域子育て支援センター開設 

  小学校に非常通報システム設置 

  ＪＯＢＡＮアートライン協議会設置 

  東京芸術大学との連携協定書締結 

２００７ １９ 住居表示実施（桜が丘１～４丁目） 

  東部地域子育て支援センター開設 

  地域包括支援センター開設 

  防災行政無線供用開始 

  取手市自転車安全利用条例施行 

  第二次取手市男女共同参画計画策定 

  取手市地域防災計画改定 

  岡堰中の島橋開通 

  市長室公開（市民との懇談） 

  ねんりんピック茨城２００７（太極拳交流大会）開催 
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西暦 年号 主なできごと 

２００８ ２０ 広報とりで１０００号達成 

  ＪＲ藤代駅自由通路にエスカレーターとエレベーターを設置 

  我孫子市と災害時相互応援協定締結 

  地震ハザードマップ作成 

  四ツ谷橋リニューアル 

  聖徳学園と相互連携協定を締結 

  ユーバ市との姉妹都市締結２０周年で御輿贈呈 

  第２３回国民文化祭いばらき２００８開催 

２００９ ２１ 「過度に法人市民税に依存しない財政構造への転換」宣言 

  「取手市財政運営緊急対応指針」策定 

  永山保育所改築工事完了 

  パスポート申請と交付が平日の毎日可能に（６月～） 

  我孫子市「利根川ゆうゆう公園」相互利用開始 

  群馬県みなかみ町と友好都市協定締結 

  市議会本会議をインターネット生中継開始（９月～） 

  「財政構造改革アクションプラン」策定 

  常磐快速線利根川鉄道橋架け替え工事着工 

２０１０ ２２ 市立台宿保育所廃止 

  新大利根橋無料化 

  取手市地球温暖化対策地域推進計画策定 

  取手市産業活動支援条例制定 

  取手市産の新鮮野菜直売「取た手朝市」開始 

  取手とうきゅう閉店 

  戸頭「おやすみ処」開設 

  戸頭駅にエレベーター設置 

  戸頭公民館にエレベーター設置 

  駅前窓口取手西口駐車場ビル内に移転 

  第１９回国勢調査 人口１０９，６５１人 

  財団法人取手市都市開発公社 解散 

  「取手市わが街辞典」を（株）サイネックスと共同発行 

  市制施行４０周年記念式典挙行 

  トラック協会県南支部と災害協定締結 

２０１１ ２３ 東日本大震災・福島原発事故 

  常総線「ゆめみ野駅」開業 

  稲保育所民営化 

  市立野々井中学校廃校 

  公共施設マネジメント白書発行 

  取手駅北土地利用構想～ウェルネス・タウン取手の創造～を策定 

  県立藤代高校甲子園出場（第９３回全国高校野球選手権大会） 

  取手井野団地お休み処「いこいーの＋タッピーノ」開設 

  永山小学校改築工事完了 

２０１２ ２４ 議員定数の改正により２名減の２６人に 
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西暦 年号 主なできごと 

  名誉市民第３号に木内幸男氏 

  取手第一中学校と取手東中学校が統合し、新生取手第一中学校とな

る   

  臨時災害放送局「とりでＦＭ」（８９．４ＭＨｚ）が８月から半年間

限定で開局   

  全国川サミット開催 

  都市計画道路中内・大圦線「藤代陸橋」開通 

  都市計画道路３・４・８号「白山前交差点」開通 

２０１３ ２５ こども発達センターと都市整備部が分庁舎へ移転 

「取手市教育振興基本計画」策定 

「買い物支援事業」（移動スーパー）スタート 

子育て応援ウエブサイト「ママフレ」開始 

  取手競輪場新メインスタンド完成 

２０１４ ２６ プロ野球 楽天イーグルス 美馬学投手に特別功労表彰 

  市内初 双葉地区に「ゾーン 30」整備 

  取手駅西口歩行者デッキ完成 

  「サイクルステーションとりで」開設 

  農産物直売所「夢とりで」オープン 

  水と緑と祭りの広場（藤代庁舎前）に野外ステージ「ユーバガーデ

ンステージ」設置 

  「ゆめみ野公園」開園 

  県立藤代高校甲子園出場（第９６回全国高校野球選手権大会） 

  福祉会館ロビーに「Panda☆Café（パンダカフェ）」オープン 

  下高井特定土地区画整理事業の換地処分に伴う住所変更実施（ゆめ

み野一丁目～五丁目） 

２０１５ ２７ 上野東京ライン開業 常磐線が東京駅・品川駅に乗り入れ 

  市立取手東小学校開校(小文間小学校・井野小学校・吉田小学校統合) 

市立戸頭小学校開校（戸頭東小学校・戸頭西小学校統合） 

  市制４５周年記念式典挙行 

  「取手ウェルネスプラザ」オープン 

  第２０回国勢調査 人口１０６，５７０人 

  上新町環状線（都市計画道路３・４・３号線）全線開通 

２０１６ ２８ 第六次総合計画策定 

  「ワタシの街の起業支援 Match（マッチ）」始動 

議員定数の改正により２名減の２４人に 

  市立取手西小学校開校（白山西小学校・稲小学校統合） 

  取手市公共施設等総合管理計画策定 

  選挙権年齢等の１８歳への引き下げ開始 

  映画「レミングスの夏」全編を市内で撮影 プレ公開 

  戸頭団地の壁画完成 

  市ブランドメッセージ「ほどよく絶妙 とりで」に決定 

２０１７ ２９ 都市計画道路３・４・３号上新町環状線の愛称「とりかん」に決定 
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西暦 年号 主なできごと 

  取手駅前窓口課がリボンとりでビル３階へ移転 

  健幸都市連合発足 

  市ブランドメッセージ「ほどよく絶妙 とりで」動画公開 

  第三次男女共同参画計画を策定 

  東海村原発避難協定締結 

  市内ヘルスロードマップ完成 

  市・芸大・JR 東日本・アトレの４者連携協定締結 

  市ブランドロゴ決定 

２０１８ ３０ 新保育施設の名称決定「井野なないろ保育所・地域子育て支援セン

ター」 

  旧白山西小学校跡地を前田建設工業株式会社の人材開発センター

（研修施設）として利活用することを決定 

  新町・白山線（都市計画道路３・５・３９号線）全線開通 

  「ふらっと！２９４」常総地方の観光アプリ誕生 

  チャレンジデー初参加 

  藤代駅北口に新設階段開通と駅前広場完成 

  関東鉄道常総線寺原駅南口改札を新設 

 

 

 

 

各年１月１日現在 

区分 
平成２８年 平成２９年 平成３０年 

面積(k ㎡) 割合(％) 面積(k ㎡) 割合(％) 面積(k ㎡) 割合(％) 

総面積 69.94 100.0 69.94 100.0 69.94 100 

田 20.36 29.1 20.34 29.1 20.33 29.1 

畑 5.98 8.6 5.92 8.5 5.87 8.4 

宅地 14.00 20.0 14.04 20.1 14.11 20.2 

山林 2.02 2.9 2.01 2.9 1.98 2.8 

原野 1.65 2.3 1.65 2.4 1.64 2.3 

雑種地 11.19 16.0 11.25 16.0 11.30 16.2 

その他 14.74 21.1 14.73 21.0 14.71 21.0 

資料：課税課 

  

地積 
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平成２９年 

区分 
最多 

風向 

最大 

風速 

(m/秒) 

平均 

風速 

(m/秒) 

降雨量 

 

(mm) 

降雨 

日数 

(日) 

最高 

気温 

(℃) 

最低 

気温 

(℃) 

平均 

気温 

(℃) 

平均 

湿度 

(％) 

年平均 西北西 21.0 2.2 92.8 10 26.0  6.9 15.0 77.1 

１月 北西 19.5 2.2 23.0  3 17.6 △3.9  4.8 64.5 

２月 西北西 28.2 3.1 25.0  4 19.2 △1.0  5.9 57.7 

３月 北西 18.3 2.0 75.5 13 17.5 △0.6  7.6 69.6 

４月 南 23.0 2.5 94.5 13 25.9  3.4 13.8 75.1 

５月 南 16.8 2.1 46.5  7 32.0  9.2 19.4 79.9 

６月 東 24.9 2.2 49.5 11 30.0 15.0 21.3 80.9 

７月 南 13.3 2.2 98.0  8 35.3 21.5 26.8 84.9 

８月 東北東 14.4 2.2 110.0 12 35.8 18.8 25.6 90.5 

９月 北東 24.4 2.0 167.5 13 32.0 15.1 22.2 86.1 

１０月 北西 30.2 2.3 363.5 17 28.4  6.9 16.3 88.3 

１１月 西北西 19.6 1.7 49.0  8 21.6  0.8 11.0 78.7 

１２月 西北西 19.1 1.9 12.0  4 16.1 △2.1  5.6 69.0 

資料：消防本部 
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