
写真で振り返る
５年間のあゆみ

平成18年2月20日、渋川市、伊香保町、小野上村、

子持村、赤城村、北橘村の6市町村が合併して

新「渋川市」が誕生しました。

それから5年。この5年間で行われてきた

さまざまな取り組みを、写真でたどります。

2月20日

渋川市・伊香保町・小
野上村・子持村・赤城
村・北橘村の６市町村
が合併し新「渋川市」
が誕生しました。

2月22日

新「渋川市」初の議会が開会。議員数91人。渋川市民会館小ホールで開催されました。

4月1日

伊香保バスターミナルが開設され
ました。公共交通機関を利用する
際の伊香保の玄関となりました。

4月9日

初代渋川市長に木暮治
一氏が就任しました。

この年に活躍したスポーツ選手

4月

赤城幼稚園が開園しました。赤城地区の
三原田幼稚園、刀川幼稚園、津久田幼稚
園、南雲幼稚園が統合されて、新たに「赤
城幼稚園」としてスタートしました。

5月13日

渋川市消防団の結団式が
開催されました。

7月11日〜13日

旧市町村の単位で、地域審
議会が開催されました。

11月11日

新「渋川市」の開市式が市
民会館で開催されました。
市章の披露、記念式典、本
市出身のソプラノ歌手・森
永一衣さんのコンサートな
どが行われました。

12月3日

渋川スカイランドパークで「桜の木のオーナー
植栽式」が行われました。市道金井大野線に
49本のカワズザクラが植えられました。

1月27日〜31日

「明日へ！未来へ！」をスローガンに、第
62回国民体育大会冬季大会「ファイト！群
馬国体」が開催され、本市ではスピード
スケート競技とアイスホッケー競技(成人)
が伊香保リンクで行われました。

1月21日

合併後初の渋川市議会議員選挙が行われました。
議員数は、91人から30人になりました。

全国大会で３位以内または国際大会で入賞した人を紹介(敬称略)
2月3日

渋川こばと保育園が落成し、祝
賀会が開催されました。４月か
らは同園と第三保育所が統合さ
れました。

尾身洋輔(八木原)
第6回全国障害者スポーツ大会　50ｍ自由形　２位

第6回全国障害者スポーツ大会　100ｍ自由形　２位

町田芳明(北橘町八崎)
第23回日本身体障害者水泳選手権大会　50ｍ背泳ぎシニア　２位

第23回日本身体障害者水泳選手権大会　50ｍ自由形シニア　３位

高橋正直(伊香保町湯中子)
第15回アジア競技大会(2006ドーハ)　馬場馬術団体　３位

第15回アジア競技大会(2006ドーハ)　馬場馬術個人　５位

小池由佳子(村上) 第62回国民体育大会冬季大会　スピードスケート少年女子2,000ｍリレー　２位

川口美永(北橘町下箱田) 第35回全国都道府県対抗ボウリング選手権大会　団体混合　２位

高橋真澄(半田) 第49回小学生・中学生全国空手道選手権大会　個人戦中学３年生女子組手の部　優勝

合 併 ❶ 年 目

（平成18
年２月20

日～平成
19年２月

19日）
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2月24日

渋川市の歌「力合わせて」が完成し、発表会
と歌手の芹洋子さんの記念コンサートが開催
されました。

2月20日

各地区の農業委員会が統合され、「渋川市
農業委員会」が設置されました。

11月24〜25日

「全国地芝居サミットｉ
ｎぐんま・渋川」が、赤
城町上三原田の歌舞伎
舞台で開催されました。

3月8日

子持福祉会館で「渋川市かわづ桜の丘白井樹木のオーナー引渡式」が行われました。抽選に
よって決定した自分の桜の木に、オーナーの名前が刻まれたプレートを取り付けました。

3月16日

国の文化審議会が、道訓前遺
跡の出土品165点を、国の重
要文化財に指定するよう答申
しました。

12月20日

市民生活に役立つ情報を携
帯電話や電子メールで配信す
るサービスを開始しました。

3月

コンニャク生産日本
一「渋川地域のコン
ニャク」シンボルマー
クとキャッチフレーズ
が決定しました。

3月23日

「渋川市の歌」の入選者が決ま
り、授賞式が開催されました。
入賞した新井光雄さんに表彰
状と副賞が贈られました。

1月20日

特色ある地域づくり事業で、赤城地
区では「身近で見られる文化財探訪」
ガイドブックを作成しました。

4月

今年度から平成29年度まで
の10年間のまちづくりの指針
となる、渋川市総合計画が
スタートしました。

4月10日

こもち幼稚園が開園しました。子持地区の北・南幼稚園が
統合されて、新たに「こもち幼稚園」としてスタートしました。

2月

ツツジの群生で
知られる長峰
公園内に「展望
デッキ（展望台）」
が完成しました。

4月1日

伊香保、赤城、北橘地区の区制度
と小野上地区の総代制度が自治会
制度に統一されたことにより、各区
の名称が変更されました。

7月7日

一般国道17号鯉沢バイパスが全面
開通となりました。国道353号バイ
パスの交差点部から現国道17号取
付までの延長2.7kmについて、暫
定2車線で開通しました。

5月

伊香保町の上ノ山公
園で展望台「ときめき
デッキ」へと続く遊歩
道が完成しました。

7月13〜20日

まちづくりの基本となる「総合計画」の策定に向けた地
区別懇談会が、市内各地区の９会場で開催されました。

8月中旬

国指定史跡「黒井峯遺跡」で、集落の一
部と同じ場所に花を植栽して実物大の地
図が表現されました。

10月

豊秋公民館が住民参加による公民館運営が図られてい
る優良公民館として、文部科学大臣表彰を受けました。

10月

「渋川市の歌」の曲が決定しました。
入選者は金井三郎さん（高崎市）。

10月18日

旧さとり跡地の愛称が「渋川ネイブ
ルスクエア」に決定しました。

10月26〜28日

特色ある地域づくり事業で、北橘地区
で「たちばな竹の里フェスティバル」が
開催されました。

11月11日

渋川ネイブルスクエアにおいて、第１回まちなか
朝市が開催されました。新鮮な野菜のほか、そば
やまんじゅうなどの農産加工品が販売されました。

10月1日

平成17年度から改修工事を行ってきた市役所第二庁舎が完成しました。１階には渋川保
健センター、渋川公民館、観光・産業交流コーナーなどが設置されました。

10月1日

渋川市小野上温泉センターがリニュー
アルオープンしました。

10月19日

特色ある地域づくり事業の赤城
地区で「そば打ち体験ツアー」が
開催されました。

11月

特色ある地域づくり事業の北橘
地区で「名所・旧跡を訪ねる散策
マップ」を製作しました。

合 併 ❸ 年 目

（平成2
0年2月2

0日～平
成21年2

月19日）

合 併 ❷ 年 目（平成19年2月20日～平成20年2月19日）

この年に活躍したスポーツ選手

塩野　聡(吹屋) 第8回全国障害者スポーツ大会　800ｍ　２位

町田芳明(北橘町八崎)

第8回全国障害者スポーツ大会　25ｍ背泳ぎ　優勝

　　　　　　　〃　　　  　　　25ｍ自由形　２位

第25回日本身体障害者水泳選手権大会　50ｍ背泳ぎシニア　優勝

　　　　　　　〃　　　　　　　　　  100ｍ背泳ぎシニア　２位

齊藤謙二(渋川/長塚町)
第25回日本身体障害者水泳選手権大会　50ｍ自由形シニア　優勝

　　　　　　　〃　　　　　　　　　　 50ｍ背泳ぎシニア　優勝

後藤順一(渋川/大崎) 第25回日本身体障害者水泳選手権大会　50ｍ自由形シニア　優勝

下田美紗季(北橘町下南室) 第11回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会　78㎏級　３位

眞下宗司(石原) 第8回熟練者全国空手道選手権大会　50歳男子形の部　優勝

福原秀樹(渋川/並木町)

第51回全国空手道選手権大会　団体戦一般形の部　３位行方晃弘(行幸田)

荒木ゆう太(渋川/下郷)

池田　翔(渋川/下郷) 第63回国民体育大会　水泳競技少年男子400ｍ自由形　２位

穴沢五十春(石原)

第21回全国健康福祉祭かごしま大会インディアカ交流大会
　男女混合の部　２位

都丸初子(有馬)

佐藤晴子(横堀)

津久井玲子(吹屋)

佐藤信夫(横堀)

横手祐二(行幸田) 第64回国民体育大会冬季大会
　スピードスケート少年男子2,000ｍリレー　２位

この年に活躍したスポーツ選手

渡邊　哲(石原) 第69回テイジン全日本ベテランテニス選手権大会　男子35歳以上シングルス　優勝

池田　翔(渋川/下郷) 第62回国民体育大会　水泳競技少年男子400ｍ自由形　２位

篠原秀典(行幸田)
第13回世界ソフトテニス選手権　国別対抗男子団体戦　優勝

第35回全日本社会人選手権大会　一般男子ダブルス　優勝

福原秀樹(渋川/並木町)

第50回全国空手道選手権大会　団体戦都道府県形の部　優勝行方晃弘(行幸田)

荒木ゆう太(渋川/下郷)

入澤紀衣(有馬) 第50回小学生・中学生全国空手道選手権大会　個人戦中学３年生女子組手の部　３位

全国大会で３位以内または国際大会で入賞した人を紹介(敬称略)

全国大会で３位以内または国際大会で入賞した人を紹介(敬称略)
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3月13日

中心市街地を花で飾ろうと、
四ツ角交差点の南西隣りの2
号公園予定地に、市民サポー
ターらにより花の苗1,700株
が植栽されました。

3月1日

「日本のまんなかまんじゅう博覧会
in渋川」が開催されました。

3月20日

国道17号前橋渋川バイパスが開通しました。半田地内から前橋
市田口町の現国道17号までの約4.5kmで、暫定2車線で利用
可能となりました。車道の開通に先駆けて歩行者への一般開放
が行われ、約4,300人が散歩を楽しみました。

3月20日

建て替えをしていた
北橘幼稚園の新園
舎が完成しました。

4月8日

赤城町敷島に「あかぎ診療所」がオープンしま
した。診療所の開設に伴って、新規バス路線「南
柏木～あかぎ診療所線」が設置されました。

3月

三原田小学校の栄分校が閉校。また、
第二幼稚園が閉園しました。

4月22日

伊香保温泉のシンボル
「石段」が365段となっ
て新たな名所となりま
した。この日、「伊香保
石段延伸工事竣工式」
が開催されました。

4月6日

新市のシンボルとキャッチフレーズが決定しまし
た。市の花「あじさい」・市の木「もみじ」・市の鳥
「ほととぎす」・市のキャッチフレーズ「日本のま
んなか　水と緑といで湯の街　渋川市」。入賞者
の授賞式と記念植樹が行われました。7月1日

本市にかかわりの深い4人
（森永一衣さん、清水博正さ
ん、大沢悠里さん、冨田伸
明さん）を「日本のまんな
か　しぶかわ観光大使」に
任命しました。

4月1日

旧渋川第二幼稚園の施設を利用
して「渋川市子育て支援センター」
がオープンしました。

4月1日

福祉活動の拠点施設である「福祉庁舎“渋川ほっと
プラザ”」が改修を終えて、全館開館しました。

8月16日

木暮治一市長が7月
28日に逝去されたこ
とを受けて、市葬を
開催しました。

7月1日

NPOやボランティアの活動を支援する「しぶかわNPO・
ボランティア支援センター」がオープン。

4月28日

渋川広域ガイドの会連絡協議会と市観光協会の共催による
「しぶかわ魅力紹介塾」が11回にわたって開催されました。

9月13日

第２代目市長阿久津
貞司氏による市政がス
タートしました。

10月4日

渋川ネイブルスクエアで野菜や魚、肉など
の生鮮３品を販売する常設の「まちなかセ
ンター市場」を開設しました。12月5〜26日

渋川ネイブルスクエアで「渋川まちなかイル
ミネーション」が開催されました。

7月

渋川総合病院で「リニアック」による高
精度放射線治療が開始されました。

2月6日

市議会議員選挙の投開票が行
われました。議員数が30人か
ら26人になりました。

2月20日

新市発足から5年の節目を迎えたこの日
に、「渋川市民憲章」が制定されました。
市民一人ひとりが、連帯感を持って市
の発展を目指そうという、未来への思
いが込められています。

合 併 ❺ 年 目

（平成2
2年2月2

0日～平
成23年2

月19日）

合 併 ❹ 年 目

（平成2
1年2月2

0日～平
成22年2

月19日）

この年に活躍したスポーツ選手

この年に活躍したスポーツ選手

樋口麻緒(石原) 第44回少林寺拳法全日本学生大会　女子３段以上の部　３位

樋口由依子(石原) 第44回少林寺拳法全日本学生大会　女子３段以上の部　３位

下田美紗季(北橘町下南室) 2010年世界ジュニア柔道選手権大会　女子78㎏級　３位

今井まどか(北橘町小室) 第30回全日本学生スピードスケート選手権大会　スプリント選手権の部　優勝

篠原秀典(行幸田)
第16回アジア大会（2010広州）　ソフトテニス男子団体　２位

　　　　　　　〃 　　　　　　　 ソフトテニスミックスダブルス　３位

柄澤拓也(半田) 第56回全日本中学生通信陸上競技大会　男子共通1500ｍ　優勝

尾身洋輔(八木原)
第10回全国障害者スポーツ大会　50ｍ自由形　優勝

　　　　　　　〃　　　　　　　 25ｍ自由形　２位

齊藤謙二(渋川/長塚町) 第27回日本身体障害者水泳選手権大会　50ｍ背泳ぎシニア　優勝

眞下宗司(石原) 第10回熟練者全国空手道選手権大会　50歳男子形の部　優勝

後藤順一(渋川/大崎)

第10回全国障害者スポーツ大会　50ｍ自由形　２位

　　　　　　　〃　　　　　　　 25ｍ背泳ぎ　３位

第27回日本身体障害者水泳選手権大会　50ｍ自由形シニア　２位

後藤順一(渋川/大崎)
第26回日本身体障害者水泳選手権大会　50ｍ自由形シニア　優勝

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　 50ｍ背泳ぎシニア　優勝

小林　命(半田) 第25回全国小学生陸上競技交流大会　女子ソフトボール投げ　優勝

高橋保行(半田) 日本スポーツマスターズ2009　空手道競技男子組手3部　２位

齊藤謙二(渋川/長塚町) 第26回日本身体障害者水泳選手権大会　50ｍ自由形シニア　２位

全国大会で３位以内または国際大会で入賞した人を紹介(敬称略)

全国大会で３位以内または国際大会で入賞した人を紹介(敬称略)
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