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S29 町村合併促進法により金勝村・葉山村・治田村・大宝
村が合併し、町制を施行 

栗東町・栗東町教育委員会発足 

坊袋161番地（旧治田村役場）に栗東町役場を設置 

面積54.23km2、人口15,426人、世帯数2,832戸 

町立金勝・葉山・治田各小学校、栗東中学校、栗東家

政高等女学校設立 

第１回町長選挙執行 

 

S30 町商工会設立 
第１回町議会議員選挙執行（定員22人） 

町体育協会発足 

国勢調査人口15,371 人、世帯数 2,890 戸 

 

S31 大字渋川地区が草津市へ編入（面積53.02km2） 
上鈎町営住宅建築 

国鉄東海道本線京都～米原間電化 

 

S32 国道八号線野洲川大橋完成 
安養寺 462 番地の 1 に庁舎完成し、役場を移転 

栗東家政高等女学校校舎完成 

 

S33 第１回耐寒アベック登山競争大会開催 
葉山保育園開園、治田保育園改築 

手原町営住宅建築着工 

栗東町新農村建設計画作成 

名神高速道路ルート決定 

 

S34 大橋町営住宅建築着工 
伊勢湾台風襲来、町内各所に被害 

都市計画街路決定 

 

S35 国道八号線手原～米原間開通 
栗東町社会福祉協議会発足 

本町最初の誘致工場・積水化学㈱操業 

国勢調査人口14,243 人、世帯数2,841 戸 

 

S36 町章を制定 
水道工事に着工 

最初の都市計画街路・手原中村線に着工 

湖南伝染病舎組合設立 

 

S37 済生会病院開院 
栗東町都市計画報告書作成 

湖南伝染病舎完成 

 

S38 上水道出庭水源地完成、給水開始 
名神高速道路（栗東-尼崎間）開通、栗東インターチェ

ンジ営業開始 

県立高等看護学院、町内大橋に開校 

栗東消防本部発足 

草津栗東瀬田開発事業団発足 

 

S39 金勝小学校プール完成 
東海道新幹線開業 

名神ハイウェイバス開業 

 

S40 栗東町農業協同組合発足（四農協合併） 
栗東町公民館新設 

日本中央競馬会栗東ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｾﾝﾀｰ設置決まる 

国勢調査人口16,239 人、世帯数3,422 戸 

 

S41 大宝小学校プール完成 
湖南衛生プラント完成（草津市） 

県警交通機動隊庁舎、町内大橋に設立 

 

S42 特別養護老人ホーム淡海荘を設置 
栗東電報電話局開局 

栗東工業団地造成完成 

葉山小学校プール完成 

瀬田町が栗太郡より分離し大津市に合併 

 

S43 第１回栗東夏まつり開催 
ボーイスカウト野営場オープン 

「交通安全の町」を宣言 

安養寺北部区画整理事業完成 

新上鈎橋完成 

 

S44 栗東町有線放送農協発足 
町青少年育成町民会議発足 

県立聾話学校開校 

葉山小学校改築完成 

中央幼稚園、大宝幼稚園開設 

日本中央競馬会栗東トレーニング・センター開場 

 

S45 湖南消防組合設立 
金勝、葉山幼稚園、金勝第２保育園開設 

婦人交通パトロール隊発足 

金勝小学校改築工事完成 

町公民館、商工会館改築工事完成 

大津湖南都市計画策定 

東海道本線複々線化 

国勢調査人口23,031 人、世帯数5,431 戸 

 

S46 県湖南中部流域下水道事業決定 
京滋バイパス決定 

治田小学校校舎改築工事完成 

治田幼稚園新設 
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観音寺簡易水道完成 

湖南中部流域下水道事業の開始 

 

S47 第一次町総合発展計画策定 
金勝小学校体育館完成 

治田幼稚園園舎改築 

安養寺山観光道路完成 

第 26回全国植樹祭本町開催決定 

手原駅開業５０周年 

 

S48 学校給食共同調理場完成 
十里会館完成 

「貝塚伊吹」を町の木、「キンセンカ」を町の花に指定 

公設小売市場オープン 

手原稲荷公園、蒸気機関車Ｄ51403 設置 

名誉町民第１号、森野茂祐氏に決まる 

金勝第１保育園改築工事 

公共下水道基本計画策定 

 

S49 町人口３万人を突破 
県立栗東高等学校開校 

栗東中学校校舎改築工事完成 

役場新庁舎完成、業務開始 

葉山小学校屋内運動場建築工事 

「緑化宣言」 

葉山、中央、大宝保育園改築工事完成 

大橋保育園開設 

公民館大宝分館開館 

葉山幼稚園改築工事 

栗東運動公園完成 

町制２０周年式典挙行 

 

S50 治田西小学校新設開校 
第 26回全国植樹祭を金勝山にて開催 

草津線電化工事着工 

公民館金勝分館開館 

大宝小学校体育館完成 

金勝小学校増改築完成 

国勢調査人口32,496 人、世帯数8,291 戸 

 

S51 友好姉妹都市提携（米国・バーミンハム市） 
「人権モデル地区」に指定 

環境センター開設 

治田西保育園、治田西幼稚園開設 

公民館葉山分館開館 

町移動図書館（みどり号）巡回開始 

第１回町文化祭開催 

第１回農業まつり開催 

 

S52 町民憲章制定 
大橋町営住宅改築工事着工 

町文化協会発足 

野洲川運動公園陸上競技場完成 

 

S53 県南部用水受水 
草津市栗東町休日急病診療所開設 

町民体育館完成 

視聴覚ライブラリーの開設 

国体・総体リハーサル大会開催 

小柿区画整理竣工 

 

S54 大宝西保育園開園 
治田小学校増改築工事完成 

米飯給食導入 

全国高等学校総合体育大会「体操競技」の開催 

治田西公民館開館 

 

S55 葉山東小学校新設開校 
移動入浴車の巡回始まる 

治田小学校体育館増改築工事完成 

町営プール完成 

治田西小学校増改築工事完成 

学校給食共同調理場増改築工事完成 

青少年対策室の設置 

栗東郵便局開局 

国鉄草津線電化 

栗東町史発刊 

湖南消防組合・南消防署出張所の設置 

国勢調査人口37,033 人、世帯数10,437 戸 

 

S56 大宝小学校増改築工事完成 
栗東西中学校新設開校 

大宝公民館増改築工事完成 

葉山東幼稚園、葉山東保育園新設開園 

町民ミニ体育館完成 

日曜日交付窓口事務の開始 

第２次栗東町総合計画の策定 

第 36回国民体育大会体操競技、馬術競技開催 

草津・栗東行政事務組合の設立 

草津県事務所の復活 

草津市より上寺町の一部を編入（面積53.05km2） 

 

S57 栗東町商工会館完成 
手原駅前区画整理事業完成 

テレホンサービス開始 

琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター通水（下水道

供用開始） 

（財）栗東町文化体育振興事業団設立 

 

S58 町人口４万人を突破 
栗東町住民憩の家完成 

大宝西幼稚園新設開園、治田東小学校新設開校 

栗東中学校プール改築工事完成 

カントリーエレベーター建設工事着工 
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S59 勤労青少年ホーム、勤労者会館完成 
葉山東公民館、十九道ダム、平谷ダム完成 

安養寺地区で住居表示実施 

町保健センター業務開始 

町ボランティアセンター開所 

町制３０周年記念式典 

 

S60 栗東西中学校柔剣道場完成 
治田公民館、十里体育館完成 

治田東保育園完成、葉山中学校完成 

県立工業技術センターオープン 

手原地区で住居表示実施 

シルバー人材センター設立 

国勢調査人口41,827 人、世帯数12,039 戸 

 

S61 マッシュルーム生産施設起工 
治田東幼稚園新設完成 

栗東中学校柔剣道場完成 

金勝公民館開館 

野洲川運動公園体育館開館 

自然休養公園構想策定 

金勝山地「森林浴の森・日本100選」に選ばれる 

栗東町勤労者互助会設立 

 

S62 葉山中学校柔剣道場完成 
葉山公民館移転新築開館 

治田西スポーツセンター開館 

治田西児童公園開園 

県立国際情報高等学校開校 

町農業構造改善センター完成 

町立図書館オープン 

 

S63 「メジロ」を町の鳥に指定 
「心をつなぐふるさと栗東」平和都市宣言 

新幹線栗東駅設置促進協議会設立 

大宝西小学校新設開校、大宝西公民館開館 

「栗東の歴史」第１巻発刊 

栗東自然観察の森開園 

野洲川運動公園テニスコートオープン 

屋根付ゲートボール場完成 

大橋地区・小柿地区の一部で住居表示実施 

 

S64 栗東なかよし作業所オープン 
H元 ふるさと創生事業決定「ナンダサカ狛坂」 

 印鑑登録のコンピューター処理開始 

ＪＲ栗東駅周辺整備スタート 

「栗東八景」が選定される 

滋賀県エコポリス計画でモデルケースとなる 

国土地理院より町の面積修正52.75km2 

 

H２ 「栗東の歴史」第２巻発刊 

「生涯学習都市」を宣言 

大宝西児童館開館 

安養寺バスターミナル完成 

第３回全国健康福祉祭びわこ大会シルバー囲碁大会開催 

第１回中学生海外派遣（米国・バーミンハム市） 

栗東歴史民俗博物館開館 

町立図書館「麗しの滋賀県建築賞」に選ばれる 

第３次栗東町総合計画の策定 

国勢調査人口45,049 人、世帯数13,527 戸 

 

H３ ＪＲ琵琶湖線(東海道本線)栗東駅開業 
「栗東町人権擁護都市」を宣言 

ふるさと創生事業「日向山石段７２１段」完成 

生涯学習のまちづくりシンボルマークとマスコッキャ

ラクター決まる 

環境パトロール車に電気自動車配備 

 

H４ 金勝山に自然活用総合管理棟オープン 
大宝保育園、大宝幼稚園移転新築工事完成 

「栗東の歴史」第３巻発刊 

野洲川運動公園ローンプレイフィールドオープン 

中国湖南省衡陽市と友好都市提携 

町営住宅安養寺団地建替工事完成 

特別養護老人ホーム「淡海荘」移転新築完成 

 

H５ 栗東ディサービスセンター開設 
栗東在宅介護支援センター開設 

老人福祉センター「やすらぎの家」オープン 

栗東シルバーワークプラザ完成 

「こんぜの里バンガロー村」オープン 

「農業学習センター」オープン 

 

H６ 第5回全国市町村ホースサミット開催 
「栗東の歴史」第４巻発刊 

旧中島住宅復元移築完成 

第 42回滋賀県植樹のつどい開催 

町立葉山児童館開館 

県立栗東体育館完成 

町制４０周年記念式典 

 

H７ 「栗東の歴史」全巻完結 
治田幼稚園、金勝第２保育園移転新築完成 

第 19回全国育樹祭「お手入れ」行事開催 

治田東公民館開館 

国勢調査人口48,759 人 世帯数 15,493 戸 

 

H８ 「出土文化財センター」オープン 
「こんぜの里りっとう」が道の駅として指定 

新幹線新駅の要望位置決定 

友好姉妹都市提携20周年（米国・バーミンハム市） 

町人口５万人を突破 
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H９ 小柿全地区で住居表示実施 
町立老人福祉センター「ゆうあい館」開館 

治田西児童館開館 

栗東芸術文化会館（さきら）建設に着手 

 

H10 湖南広域行政組合設立 
町立治田児童館開館 

災害時相互応援協定締結（奈良県香芝市・福井県武生

市） 

栗東町インタ－ネット・ホ－ムペ－ジ開設 

下鈎遺跡から日本最小の銅鐸出土 

野洲川運動公園陸上競技場全天候型に改修 

綣地区の一部で住居表示実施 

草津栗東開発事業団解散 

 

H11 森林体験交流センター（森遊館）開館 
栗東芸術文化会館（さきら）開館 

住民票などの自動交付機を設置 

ペットボトルの分別収集開始 

 

H12 第４次栗東町総合計画の策定 
綣地区全域で住居表示を実施 

「栗東町環境方針」策定 

「アグリの郷栗東」オープン 

国勢調査人口54,856 人、世帯数18,290 戸 

 

H13 葉山東児童館開館 
大宝保育園新築移転 

その他プラスチックの分別収集開始 

戸籍の電算化実施 

市制施行(10 月 1日)人口 57,016 人、19,657 世帯 

栗東市シンボルマークおよびキャッチフレーズ決定 

ＩＳＯ１４００１認証取得 

 

H14 男女共同参画都市宣言を行う 
霊仙寺地域で住居表示を実施 

東海道新幹線「(仮称)びわこ栗東駅」設置正式決定 

新環境センターが稼働 

 

H15 「環境基本条例」施行 
草津・栗東行政事務組合解散 

十里まちづくり事業竣工 

乳幼児保育総合化開始・幼児園開園 

大宝児童館開館 

コミュニティバス「くりちゃんバス」運行開始 

地域型総合スポーツクラブ「治西ゆうあいスポーツク

ラブ」が誕生 

 

H16 金勝児童館開館 

   総合窓口を開設 

   ひだまりの家開館 

   総合福祉保健センター（なごやかセンター）開館 

治田東児童館開館 

   市消防団に女消防分団が誕生 

   中沢地域で住居表示を実施 

   ＪＲ草津線手原駅を改築 

   市人口６万人を突破 

 

H17 ＩＳＯ９００１認証取得 

   個人情報保護条例施行 

   「全都市住みよさランキング」で全国１位(㈱東洋経

済新報社調べによる) 

    市教育委員会と滋賀大教育学部相互協力協定書締結 

    災害時相互応援・連携基本協定締結(湖南４市) 

   公用車移動こども１１０番開始 

   防犯情報一斉通報システム運用開始 

   国勢調査人口 59,869 人 世帯数 20,648 戸 

 

H18  栗東市立栗東西図書館開館 

   地区公民館がコミュニティセンターへ 

   大宝東小学校開校（市内９校目） 

   コミュニティセンター大宝東開館 

   大宝東児童館開館 

   (館内に栗東市地域子育て支援センター開設) 

   道の駅｢こんぜの里りっとう｣に足湯オープン 

   栗東図書館が文部科学大臣表彰受賞 

   東海道新幹線｢（仮称）南びわ湖駅｣着工 

   不審者情報携帯配信・地図情報提供 

   市内９施設にＡＥＤ（自動体外式徐細動器）設置 

   市制施行５周年 

 

H19   打合橋(岡地先)が開通 

   図書館開館２０周年 

   ｢日本スポーツマスターズ2007 びわこ大会｣開催 

   市教育委員会と京都産業大学が包括協定を締結 

   東海道新幹線｢(仮称)南びわ湖駅｣設置に関する協

定類の終了により新駅設置は中止に 

 

H20  ｢景観行政団体｣に移行 

   ｢栗東自然観察の森｣開園 20周年 

   同報系防災無線システムの運用開始 

   きらりフルチャレンジ｢くりちゃん検定｣始まる 

   自然体験学習センター｢森の未来館｣開館 

   ｢百年先のあなたに手渡す栗東市景観計画｣を策定 

   ｢栗東市景観条例｣を制定 

   栗東市文化賞・スポーツ賞創設 

第 21回全国スポーツ・レクリエーション祭｢スポレ

ク滋賀2008｣開催 

   小平井地区全域で住居表示の実施 

   新幹線新駅予定地周辺の栗東新都心土地区画整理

事業を廃止 

 

H21  「環境基本計画行動計画」策定 

   「市民参画と協働によるまちづくり推進条例」施行 
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   新型インフルエンザ危機対策本部設置 

     病後児保育施設開所 

     くりちゃん検定テキスト市民版作成 

   公用車への広告募集を開始 

   新幹線新駅中止後のまちづくり基本構想 

（後継プラン）発表 

   新幹線新駅跡地に企業が進出を表明 

   第１回くりちゃん市民検定実施 

 

H22 「第五次総合計画」策定 

   ごみ処理の一部有料化を実施 

  「食育推進計画」策定 

   新幹線新駅跡地の新工場建設計画決定 

   公用車に電気自動車を導入 

   栗東西中学校増築工事竣工 

 

H23 市人口６万５千人を突破 

   市制施行１０周年 
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