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　内　　容 ※事項の途中又は末尾の(  )内は、内容の補足説明を表す。

〔例〕

　構　　成

〔例〕

       　発掘調査で、遺跡の所在地が若松区内であること及び
　　　調査期間が1月7日～1月15日であることを表す。

なお、個人名については、敬称を省略させていただいている
ものがあります。ご了承ください。

3 　記載形式

　※各欄のゴチック数字は、事項の生じた月日を表す。

〔例〕

　　　　　3月5日の事項であることを表す。

〔例〕

　　　　　1月(日は不確定)の事項であることを表す。

　　　　5月24日から7月6日までの期間、美術館分館で開催
　　　されていたことを表す。

凡　　　　　例

2
　年表8(平成15年1月1日から平成19年12月31日まで)との継続性及び項
目の見やすさを考えて、構成上〈一般行政〉〈社会福祉〉〈生活環
境〉〈経済・運輸〉〈建設〉〈教育・文化〉〈議会〉〈社会一般〉の8
項目に分けた。

1
　この年表は、平成20年1月1日から平成24年12月31日まで、5年間の市
の事務事業に関する事項及び市の事務事業に関係の深い社会一般の事
項を主な内容として収録したほか、世間の注目をひいた国内外の重要
事項を適宜収録した。

　各項目は、相互に関連補足しながら、同時に項目としての独自の役
割を持つように努めた。

　各項目に収録した事項の中には、分類に困難を感じたものも少なく
ない。適宜、他の項目を参照していただくようお願いしたい。

3.  5 予算特別委員会設置

1.－ 北九州市病院事業経営改革プラン策定

5. 24 響きあう 西日本の画家たち展開催
（美術館分館 ～7．6）

1. 7 下野添遺跡発掘調査実施（若松 ～15）



北 　九 　州 　市 　年 　表

平成２０年(２００８)～平成２４年(２０１２)



平成20年(2008)　

1 ．11

1 ．20 第48回葦平忌開催（若松）

1 ．21

1 ．23

1 ．30 北九州港セミナーin東京開催

1 ．30

1 ．-

生　活　環　境 経　済・運　輸
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北九州市病院事業経営改革プラン策
定

北九州港の経済波及効果調査結果の発
表

サカエ理研工業（株）
工場立地を発表(小倉南区曽根（北九
州空港跡地）)

第31回北九州市消防職員意見発表会開
催(消防訓練研修センター)

企業3社及び大学2校と「ＮＢＣ災害対
策に関する協力等の協定」を締結

一　般　行　政 社　会　福　祉



平成20年(2008)　　　

1 ．1

1 ．2

1 ．7

1 ．11

1 ．11

1 ．13

1 ．16 中村遺跡発掘調査実施（若松  ～31） 1 ．16

1 ．16

1 ．19

1 ．20

1 ．27 大阪府の新知事に橋下徹氏当選

1 ．28

1 ．30
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薬害肝炎被害者救済特別措置法成立
薬害C型肝炎患者の一律救済

第138回芥川賞・直木賞
芥川賞：川上未映子　｢乳と卵」
直木賞：桜庭一樹　　｢私の男」

日本マクドナルドに残業代支払い命令
名ばかり管理職が広く問題化

中国製冷凍ギョーザから農薬
10人が中毒症状

厚生労働省　違法派遣を繰り返したと
して、日雇い派遣大手グッドウィルに
事業停止命令

企画展「松本清張と松川事件」開催
（松本清張記念館　～5．11）

第19回選抜女子駅伝北九州大会開催

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会

温室効果ガスの削減を義務付けた京都
議定書の約束期間スタート（2012年ま
での5年間平均で90年比6％削減を国際
約束）

社　会　一　般

企画展「ノラともならず　創作人形と
よむ杉田久女の俳句」（文学館　～
4．6）

第18回北九州市自分史文学賞決定
大賞「わたしの赤ちゃん」
鈴木政子氏（神奈川県）

下野添遺跡発掘調査実施（若松  ～
15）

ミレー・モネ・黒田清輝　田園讃歌－
近代絵画に見る自然と人間展開催
（美術館本館  ～2．17）



平成20年(2008)　

2 ．1 2 ．1

2 ．2

2 ．6

2 ．6

2 ．10

㈱福岡銀行及び㈱ふくおかフィナン
シャルグループと産業振興分野におい
て連携協定を締結

公共事業の優先度に関する市民意向調
査の結果を公表

社　会　福　祉
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第10期北九州ミズ21委員会活動報告会
開催（北九州芸術劇場）

一　般　行　政 生　活　環　境 経　済・運　輸

筑前海区漁業調整委員会委員補欠選挙
(無投票)

北九州をめぐるアート展開催（旧百三
十銀行ギャラリー　～2．17）

市政45周年記念式典
平成20年北九州市表彰
（特別功労　谷伍平氏　栄誉功労　松
本零士氏　功労91人、永年勤続2人
人命救助2人　寄付3人　計100人）



平成20年(2008)　　　

2 ．1

2 ．1 かき鍋屋形船運航(小倉北　～2)

2 ．1

2 ．7 2 ．7

 

2 ．10

2 ．16

2 ．17

2 ．19

2 ．21 2月市議会定例会開会（～3．24） 2 ．21 建設会社に発砲事件（若松）

2 ．22
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議　　　会

遊びにおいでよ紫川！
冬の市2008開催(小倉北　～3)

建　　　設

改正北九州市営住宅条例の施行(暴力
団員を市営住宅から排除するための改
正)

大相撲の前時津風親方が力士急死事件
で逮捕

韓国の国宝第1号、南大門の楼閣がほ
ぼ全焼

平成19年度人権を考える企業のつどい
開催(北九州芸術劇場)

セルビアの自治州、コソボが独立宣言

社　会　一　般教　育・文　化

いのちへのまなざし　丸木俊・スマの
絵と絵本展開催（美術館分館  ～3．
23）

海上自衛隊のイージズ艦「あたご」と
マグロはえ縄漁船「清徳丸」が衝突

平成20年北九州市民スポーツ賞表彰式

開催



平成20年(2008)　

3 ．9

3 ．10

3 ．17

3 ．22

3 ．23

3 ．26

3 ．27

3 ．29 3 ．29

3 ．31 人権啓発アニメ｢夢のつづき｣制作 3 ．31 鳥旗ポンプ場の廃止(戸畑)

3 ．-

平尾台クロスカントリー2008開催(小
倉南)

ハートフル子どもプラン（新新子ども
プラン拡充版）策定（平成19年度～平
成21年度）

こどもエコクラブ全国フェスティバ
ルin北九州開催(西日本総合展示場ほ
か　～30）

第17回ハイビジョン将棋フェスティバ
ル開催（北九州国際会議場）

みなとや海辺の活動支援パネル展開催
(ウェルとばたほか3か所)

若松区響町三丁目1番1、1番2及び1番3
地先（響灘西地区Ｅ免許区域7－2－1
工区）公有水面埋立竣功認可告示（面
積47,274．50㎡）

北九州市にぎわいづくり大発会開催
（北九州国際会議場）

経　済・運　輸

みなとや海辺の活動発表会開催(北九
州国際会議場)

生　活　環　境

第1回北九州市ワーク・ライフ・バラ
ンス表彰表彰式開催(男女共同参画セ
ンター・ムーブ)

北九州市中央卸売市場のあり方研究会
終報告

一　般　行　政
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社　会　福　祉



平成20年(2008)　　　

3 ．1

3 ．2

3 ．2

3 ．5 予算特別委員会設置

3 ．3 3 ．6

3 ．8 3 ．8

3 ．10

3 ．8

3 ．11

3 ．14

3 ．14

3 ．20 3 ．20

3 ．22 台湾総裁選　馬英九氏が当選

3 ．22

3 ．22 3 ．24

3 ．26

3 ．28 市営　日吉団地24戸完成（八幡西） 3 ．31

3 ．28

3 ．31

3 ．30 市営　大谷団地32戸完成（八幡西）

3 ．31

3 ．31 市営　清見団地24戸完成(門司)
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いのちのたび博物館の入館者数が200
万人を達成

北九州市特定国有施設等取得開発基
金条例の廃止ほか20議案可決

開館5周年記念事業「いのちのたび博
物館　5年間のあゆみ展」開催(～4．
6)

議　　　会

平成20年度北九州市一般会計予算ほ
か64議案可決
北九州市教育委員会委員の任命、北
九州市固定資産評価審査委員会委員
の選任、人権擁護委員候補者の推薦
に同意
議員提出議案
北九州市議会委員会条例の一部改正
ほか5議案可決
消費税率の引き上げに反対する意見
書ほか4議案否決

高裁　住民基本台帳ネットワーク
合憲判決

ロシア大統領選　メドベージェフ氏が
圧勝

社　会　一　般

第18回合唱組曲「北九州」演奏会開催
（九州厚生年金会館）

社会保険庁が宙に浮いた年金記録のう
ち、特定困難2,025万件と発表

平成19年度全国高等学校選抜自転車競
技大会開催（北九州メディアドームほ
か　～22）

建　　　設

第2回「発掘レポート 前線」　平成
19年度北九州市遺跡発掘報告会開催

第27回西日本トータルリビングショー
開催(西日本総合展示場　～16)

教　育・文　化

第7回全国女性俳句大会in北九州開催
（北九州国際会議場）

黒崎城二ノ丸跡の発掘調査実施(八幡
西区　～28)

花見・胡弓屋形船運航(小倉北　～29)

文化財調査報告書（第115集～第118
集）刊行

埋蔵文化財調査報告書（第381集～第
405集）刊行

土井隆雄宇宙飛行士がスペースシャト
ル・エンデバーで、日本初の有人宇宙
施設「きぼう」の 初の部品を載せて
宇宙へ

上村愛子がフリースタイルスキー・
モーグルのワールドカップで日本選手
初の総合優勝

元メジャーリーガーの桑田真澄投手が
引退を表明

市有形文化財指定
黒崎城跡出土メダイ(八幡西)

北九州市第3回区民美術選抜展開催
（美術館本館  ～3．16）

浅田真央がフィギュアスケート世界選
手権初優勝



平成20年(2008)　

4 ．1 4 ．1 4 ．1 水道局機構改革 4 ．1

総務部管財課を廃止

4 ．1

4 ．1

4 ．1 4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1 北九州市産業雇用戦略策定

4 ．1 4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1 4 ．1

4 ．1

4 ．1 4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．25 市立沢見市民センター建替え（戸畑）

4 ．5 4 ．25 皿倉展望台レストラン開業

4 ．30

4 ．23

4 ．30

第4期北九州市男女共同参画審議会設
置

一　般　行　政

北九州エコライフステージ2008開催
（通年事業　～21．3．31）

社　会　福　祉 生　活　環　境

葛牧浄水場(小倉北)の取水場化、道
原浄水場(小倉南)の遠方操作化開始

市立子育てふれあい交流プラザの入館
者　100万人を達成

就労自立支援対策チームと生活保護不
正受給防止対策チームが発足

初期深夜帯応需協力病院体制発足（午
後11時30分→午前7時）

スタッフ職の名称変更
理事、参事、主幹、主査をそれぞれ担
当理事、担当部長、担当課長、担当係
長とし、担当職務を明記

北九州市国民健康保険条例の一部改正
（高額介護合算制度の創設）
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市職員採用試験の区分に上級一般事務
員（行政Ⅱ・アジア経済交流、行政
Ⅱ・社会福祉）を新設

メール業務に民間事業者による｢特定
信書便事業」を導入

北九州市迷惑行為のない快適な生活環
境の確保に関する条例（モラル・マ
ナーアップ条例）施行

市立第2夜間・休日急患センターの診
療終了時刻変更（午前7時→午後11時
30分）

財政局機構改革
都市経営戦略室を新設 北九州市後期高齢者医療に関する条例

施行

社会福祉法人小倉新栄会新栄ひまわり
保育園開設（八幡西）

いのちをつなぐネットワーク事業ス
タート

市職員採用試験上級の行政Ⅱ区分、一
般技術員Ⅱ区分の年齢要件を撤廃

経　済・運　輸

工業用水道4事業（一次、二次、三次
及び産炭）を統合

産業学術振興局、経済文化局を廃止

企画文化局新設
政策部(企画課、政策調整課、広域行
政推進課)、シティプロモーション部
(にぎわいづくり企画課、都市ブラン
ド創造課)、国際室(国際政策課、国際
交流課)、文化スポーツ部（文化振興
課、スポーツ振興課）、シティプロ
モーション首都圏本部を設置

保健福祉局機構改革
総務部計画課を廃止、地域福祉部を地
域支援部に名称変更し、高齢者支援
課、いのちをつなぐネットワーク推進
課、介護保険課、健康推進課、保護課
を設置

北九州市国民健康保険条例の一部改正
（多子減免制度の創設）

北九州市国民健康保険条例の一部改正
（後期高齢者医療制度施行に伴う制度
改正）

総務市民局機構改革
東京事務所を企画文化局に、経営企画
室を財政局に移管　文書館を総務部へ
移管
人事部職員研修所を廃止し、人事部人
材育成・女性活躍推進課を新設

工業用水道料金改定（平均23．1％の
値下げ、特定給水制度及び基本料金
の特例の創設）

産業経済局新設
産業振興部(総務課、産業政策課、雇
用開発課、中小企業振興課、貿易振興
課)、新産業・学術振興部(新産業振興
課、学術振興課、自動車産業振興
課)、産業誘致部(誘致課)、商業・観
光部(観光課、商業振興課、渡船事業
所)、門司港レトロ室(企画振興課、開
発調整課)、農林水産部(農林課、水産
課、農政事務所、総合農事セン
ター)、事業部(管理課、競輪事務所、
競艇事務所)、中央卸売市場を設置

中小企業融資「流動資産等活用資金」
を創設

中小企業融資「新事業開拓支援資金」
の中に「建設業特別対策枠」を創設



平成20年(2008)　　　

4 ．1 4 ．1 4 ．1 後期高齢者医療制度スタート

4 ．1

4 ．1

4 ．1 深町小学校校舎全面改築完成（若松）

4 ．1

4 ．1

4 ．1 港湾空港局機構改革

整備部に港湾工事センターを新設

4 ．8 4 ．1

4 ．9

4 ．13 金山川遊覧屋形船運航（八幡西） 4 ．1

長浜遺跡（小倉北～30）

恒見遺跡（門司～5． 9）

4 ．10

古立東遺跡（若松～7． 4）

4 ．11

4 ．27

4 ．19
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再興第92回院展開催（美術館分館  ～
5．5）

特別企画展「与謝野寛・晶子展　恋ひ
恋ふ君と」（文学館　～6．8）

清水小学校校舎全面改築完成（小倉
北）

北九州市立大学大学院
外国語学研究科、経済学研究科、経営
学研究科、人間文化研究科の修士課程
を社会システム研究科（博士前期課
程）として統合
国際環境工学研究科に環境システム専
攻開設

教育委員会機構改革
生涯学習部体育課を企画文化局に移管

道原小学校と山本小学校を統合し、す
がお小学校を開校（小倉南）

遺跡発掘調査実施
能行遺跡（小倉南～6．10）

遺跡発掘調査実施
伊崎遺跡（小倉南～18）

建　　　設 教　育・文　化

建設局機構改革
用地部用地第一課と用地第二課を統合
し、用地課を新設
港湾工事センターを、港湾空港局に移
管

議　　　会

北九州市立大学
国際環境工学部学科再編（エネルギー
循環化学科・環境生命工学科を開設
等）
基盤教育センターにひびきの分室開設

市内初のエスコートゾーンを「八幡東
区七条交差点」に設置

社　会　一　般

クルム伊達公子が女子テニスに復帰

建築都市局機構改革
総務企画部計画調整課を事業調整課に
名称変更
整備部折尾総合開発事務所と事業計画
課を再編し、折尾総合整備事務所（計
画課、工事課）を新設

日銀総裁に白川方明氏(北九州市出
身）が就任



平成20年(2008)　

5 ．1

5 ．2

5 ．1

5 ．4

5 ．7 5 ．7

5 ．8

5 ．11

5 ．18 5 ．18

5 ．21

5 ．23

5 ．25

生　活　環　境

市立子どもの館の入館者　300万人を
達成

公有水面埋立地を市の区域に編入（若
松区柳崎町地先　面積111,806．49
㎡）

社　会　福　祉

第5回みなみ会太鼓音楽祭開催
（小倉南生涯学習センター）

第3回皿倉山健康ウオーク開催（八幡
東）
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福岡犯罪被害者総合サポートセンター
（北九州窓口）を設置

北九州市国民健康保険特定健診・特定
保健指導開始

一　般　行　政

社会福祉法人双葉会特別養護老人ホー
ム「第二双葉苑」開設（小倉南） 西日本インポートフェア2008開催（西

日本総合展示場　～6）

帆船「海王丸」一般公開実施（門司区
西海岸）

北九州市と中国天津市が覚書を締結
し、エコタウン協力事業を実施

第5回国際水都会議（韓国釜山広域
市）に市長が参加

北九州市外郭団体経営改革プラン策定
（～平成25年度）

福岡ソフトバンクホークスＯＢによる
キャッチボール教室開催(小倉北　勝
山公園)

経　済・運　輸



平成20年(2008)　　　

5 ．2

5 ．2 鵜飼い観覧屋形船運航(小倉北　～5)

5 ．7 5 ．7

5 ．8

5 ．10 5 ．10

5 ．12

5 ．19

5 ．26

5 ．28

5 ．24

5 ．28

5 ．30
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市制45周年記念事業　第14回北九州市
総合住宅展（YESPO'08）開催(北九州
学術・研究都市北部地区　～18)

平成20年度地籍調査事業実施
（調査地域　小倉南区葛原東、下曽
根、新曽根、中吉田、沼南町、大字曽
根の各一部　若松区栄盛川町、大井戸
町、大谷町、上原町、小糸町、下原
町、修多羅、棚田町、西園町、西畑
町、白山、東畑町、深町、山ノ堂町、
大字修多羅の各一部、新大谷町、畑谷
町の全部）

西小倉駅前第一地区市街地再開発事業

権利変換計画認可（小倉北）

響きあう　西日本の画家たち展開催
（美術館分館  ～7．6）

遊びにおいでよ紫川！for GW開催
（小倉北  紫川周辺 ～6）

建　　　設 社　会　一　般教　育・文　化 議　　　会

中国四川省でマグニチュード8の大地
震　死者約6万9千人　行方不明者約2
万人　負傷者約37万人

日の出町遺跡発掘調査実施（小倉南～
27）

第11回市長杯争奪レディース・スポー
ツフェスティバル開催(市内各競技場
～25）

蒲生石棺群発掘調査実施（小倉南　～
21）

志井雀木遺跡の発掘調査実施(小倉南
～6．3)

仙台高裁　原爆症不認定処分取り消し
訴訟で原告勝訴判決

長崎地裁　伊藤一長前長崎市長射殺事
件で元暴力団幹部に死刑判決

船場吉兆廃業　食べ残しの使い回し発
覚



平成20年(2008)　   

6 ．1

6 ．6

6 ．7

6 ．8

6 ．21

6 ．26

6 ．29 6 ．26

長崎街道　黒崎・花・まち・フェスタ
開催(八幡西　～8）

とばた菖蒲まつり2008開催(夜宮公園
周辺　～8)
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救急ワークステーションを開所(八幡
東　市立八幡病院敷地内)

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境

若松あじさい祭り開催(高塔山　6．
8,6．15)

第34回ふくおか産業技術振興展開催
(西日本総合展示場　～28)

門司港～釜山港フェリー就航（～8．
24　21．8．18免許返納）

北九州市長杯小学生ふうせんバレー
ボール大会開催(若松体育館)

第48回西日本総合機械展開催(西日本
総合展示場　～28)

経　済・運　輸



平成20年(2008)　　　

6 ．1

6 ．4

6 ．7

6 ．8

6 ．11 6月市議会定例会開会（～6．18）

6 ．12 6 ．12 米ヤフーとグーグルが提携

6 ．14

6 ．17

6 ．14

6 ．18

6 ．25

6 ．27 市営　吉田団地72戸完成（小倉南）
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建　　　設

企画展「250号・55周年記念　詩誌
『沙漠』展」開催（文学館　～7．
13）

北九州市立大学と大連理工大学外国語
学院（中国）との学術交流協定（大学
院研究科間）締結

北九州市立大学アジア文化社会研究セ
ンター開設

教　育・文　化

北九州市市税条例及び法人等の市民
税の課税の臨時特例に関する条例の
一部を改正する条例の専決処分の報
告を承認
北九州市芸術文化施設条例の一部改
正ほか17議案可決
北九州市監査委員の選任に同意
議員提出議案
東部農業委員会委員、西部農業委員
会委員の推薦議案を可決
クールアース・デー（地球温暖化防
止の日）の創設等を求める意見書ほ
か6議案可決
後期高齢者医療制度の廃止を求める
意見書ほか1議案否決

議　　　会 社　会　一　般

連続幼女誘拐殺人の宮崎勤死刑囚に死
刑執行

高裁　国籍法の婚外子差別に違法判
決

英国ヴィクトリア朝絵画の巨匠　ジョ
ン・エヴァレット・ミレイ展開催（美
術館本館  ～8．17）

東京秋葉原で無差別殺傷事件　7人死
亡

岩手・宮城内陸地震発生　震度6強
死者、行方不明者２３人

中央省庁公務員の、いわゆる「居酒屋
タクシー問題」で、33人が懲戒処分



平成20年(2008)　

7 ．1 7 ．1

7 ．2

7 ．6

7 ．9

7 ．12

7 ．15

7 ．16

7 ．18 7 ．18

7 ．18 若松みなと祭り開催(～20)

7 ．21

7 ．22 親子ふれあいルーム事業開始 7 ．22 環境モデル都市に国が認定

7 ．22 7 ．23

7 ．25 7 ．25

7 ．26

7 ．26

7 ．30

7 ．31 7 ．31

ふるさと北九州市応援寄附金の募集、
受入れ開始

社　会　福　祉一　般　行　政 生　活　環　境 経　済・運　輸

北九州市長杯ストリートダンスバトル
(8．9、9．13、10．11、10．26）

北九州市東部農業委員会委員一般選挙
及び北九州市西部農業委員会委員一般
選挙

北九州市中心市街地活性化基本計画
（小倉地区・黒崎地区）の認定

市立医療センターに外来化学療法セ
ンター開設

社会福祉法人八健会特別養護老人ホー
ム「ひびきのもり」開設（若松）

くきのうみ花火の祭典開催（洞海湾・
若戸大橋周辺）

長崎街道　灯籠まつり in 黒崎宿（八
幡西　～22）

福岡県豊前海区・筑前海区漁業調整委
員会委員一般選挙

公有水面埋立地を市の区域に編入（小
倉北区大字藍島地先、若松区響町三丁
目地先　面積計62,604．30㎡）

企業8社と「災害時における物資輸送
等の支援に関する協定」を締結

下関・北九州海の日海峡クルージング
開催

水道局が（財）北九州上下水道協会
と国際技術協力活動の連携実施開始
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ＫＩＴＡ－Ｑミュージックバトル(小
倉北　8．16、9．28) 北九州空港乗降客300万人達成式典開

催

北九州市東部農業委員会初総会開催
（富士見ホール）

第1回北九州市・南九州市両市長会談
実施（小倉城庭園）

北九州市首都圏メールニュースの配信
開始

北九州市西部農業委員会初総会開催
（北九州ハイツ）

北九州学術研究都市技術開発交流セン
ター開館



平成20年(2008)　　　

7 ．2

7 ．2 7 ．6

7 ．7

7 ．8 7 ．8

7 ．11

7 ．11

7 ．12 7 ．15

7 ．15

7 ．19 7 ．15  直木賞：井上荒野「切羽へ」

7 ．19 7 ．17

7 ．22 7 ．29

7 ．25

7 ．26 7 ．31
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芥川賞に初の中国人作家楊逸（ヤン・
イー）「時が滲む（にじ）む朝」

特別展「シーラカンス展　ブラジルの
化石と大陸移動の証人たち」開催(自
然史・歴史博物館　～8．31)

旧古河鉱業若松ビルを国登録有形文化
財に登録(若松)

元メジャーリーガーの野茂英雄投手が
引退を表明

山田遺跡発掘調査実施（小倉南　～
11． 7）

メジャーリーグ・マリナーズのイチ
ローが日米通算3,000本安打達成

議　　　会建　　　設

北九州都市計画地区計画の決定(指定
地区　八幡西区黒崎駅前地区)

教　育・文　化

北海道洞爺湖サミット（～9）
福田首相が議長　2050年までの温室効
果ガス排出量半減の長期目標を目指す
ことで合意

原油史上 高値　1バレル＝147ドル

紫川ミッドサマー開催(小倉北  紫川
周辺　～8．31)

第12回紫川かわべ祭り開催(小倉北
紫川周辺)

北九州市景観づくりマスタープラン策
定

高橋まゆみ創作人形展開催（美術館分
館  ～8．17）

夏休み企画展「くまの子ウーフとたの
しい仲間たち　神沢利子展」開催（文
学館　～9．15）

日本人の寿命が過去 高
男性79．19歳　女性85．99歳　女性は
23年連続で世界 長寿国

社　会　一　般

ユネスコが中尊寺金色堂など岩手県平
泉の世界遺産登録を見送り

北九州都市計画地区計画の変更(変更
地区　八幡東区東田中央地区)

携帯電話「iＰｈｏｎｅ　3Ｇ」が国内
発売

燃料高騰で漁船20万隻が一斉休漁、国
は総事業費745億円の支援策を発表
（7．28）



平成20年(2008)　

8 ．1 市立八幡病院の小児病床の拡充

8 ．2

8 ．7

8 ．12

8 ．13 海峡花火大会開催（関門海峡）

8 ．15

8 ．20

8 ．23 まつりみなみ2008開催(志井公園周辺)

8 ．28 8 ．29 第37回全国消防救助技術大会開催(小
倉北　勝山公園・勝山市民プール)

生　活　環　境
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平成19年次北九州市観光動態調査の結
果を発表

㈱西日本シティ銀行と産業振興分野に
おいて連携協定を締結

北九州市環境モデル都市庁内推進本
部設置

一　般　行　政 社　会　福　祉

第21回わっしょい百万夏まつり開催
(小倉北　～3)

ジュニアITスクール開催（昴学園総合
専門学校　～22）

市政テレビ「あしたも笑顔北九州」が
平成20年全国広報コンクールの映像部
門で総務大臣賞・読売新聞社賞・特選
を受賞

経　済・運　輸



平成20年(2008)　　　

8 ．1

8 ．2 8 ．2 第二次福田改造内閣が発足

8 ．1

8 ．5

8 ．2

8 ．7 グルジア紛争勃発

8 ．8

8 19 8 ．18

8 ．20

8 ．21

8 ．26

8 ．24 第46回市民体育祭開催(～21．3．31）
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北九州市・仁川広域市　姉妹都市提携
20周年記念特別展「開港場　仁川の情
景」開催(自然史・歴史博物館　～
10．5)

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会

長野尾登遺跡発掘調査実施（小倉南
～11．28）

企画展「清張の原風景―遙かな記憶
―」開催（松本清張記念館　～10．
31）

第29回夏季オリンピック大会　北京で
開幕　204の国・地域参加（～24日）

平成20年度いきいき学びフェスタｉｎ
北九州開催（国際会議場及びAIM  ～
20）

アフガンで日本人拉致、殺害
非政府組織｢ペシャワール会」の伊藤
和也さんが武装グループに

北九州市立大学とタコマ・コミュニ
ティ・カレッジ（米）との学生派遣協
定締結

市制45周年記念水上野外劇　まれびと
エビス～紫川物語～開催(小倉北　～
25)

紫川納涼遊覧屋形船運航(小倉北　～
3）

低賃金引き上げ
初めて時給700円超の水準となる

社　会　一　般

大相撲の幕内若ノ鵬が大麻所持で逮捕



平成20年(2008)　

9 ．1

9 ．3

9 ．13

9 ．19

9 ．21 北九州空港まつり開催（北九州空港）

9 ．25

9 ．27 若松鉄人JAZZ12開催（若松） 9 ．27

9 ．28

9 ．30 環境モデル都市地域推進会議設立

生　活　環　境社　会　福　祉 経　済・運　輸

第12回広報活動調査実施（本市の広報
活動に対する市民の意識やニーズの把
握）

市制45周年・自治体消防60周年記念事
業「北九州市防災フォーラム‘08」開
催(ウェルとばた)

一　般　行　政

第30回西日本陶磁器フェスタ開催（西
日本総合展示場　～23）

迷惑行為防止重点地区（小倉都心地
区）を指定

北九州ミュージックフェスタin紫川
2008開催（小倉北　勝山公園大芝生広
場等　～28）

- 17 -

市制45周年記念　第31回八幡東区総合
スポーツ大会開催(桃園球場ほか4か
所)

市制45周年記念こくら星空シネマ
2
つ

り(小倉北　勝山公園)



平成20年(2008)　　　

9 ．1 長浜遺跡発掘調査実施（小倉北～12） 9 ．1 福田首相が退陣を表明

9 ．2

9 ．3 9 ．2

9 ．5

9 ．6

9 ．7

9 ．9 決算特別委員会設置

9 ．15

9 ．15

9 ．17

9 ．17

9 ．18

9 ．20 9 ．20

9 ．25

9 ．25 9 ．30

9 ．23

9 ．27

9 ．24 麻生内閣が発足

9 ．27

9 ．29

9 ．28 小倉城庭園開館10周年記念行事開催
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9月市議会定例会開会（～３０）
北九州市議会議員の議員報酬、費用
弁償及び期末手当に関する条例等の
一部改正を可決
議員提出議案
市行政に係る重要な計画の議決等に
関する条例ほか１議案可決

第10回 北九州リバーアスロン2008開
催

社　会　一　般建　　　設

重留遺跡発掘調査実施（小倉南～21．
1．30）

議　　　会教　育・文　化

室町遺跡発掘調査実施（小倉北　～
12． 8）

一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律等の施行に伴う関係条例の
整理に関する条例ほか24議案可決
議員提出議案
「協同労働の協同組合法（仮称）」
の速やかな制定を求める意見書ほか8
議案可決
新テロ対策特別措置法の延長をしな
いよう求める意見書ほか4議案否決

企画展「伊馬春部展　向う三軒両隣り
の時代」（文学館　～11．30）

企画展「文豪森鷗外が支援した夭折の
天才発明家　矢頭良一展」開催（文学
館　～21．4．19）

第23回日本の海洋画展開催（美術館分
館  ～10．5）

中山忠彦　永遠の女神展開催（美術館
本館  ～10．13）

平成19年度北九州市一般会計決算ほ
か28議案を認定

北九州芸術劇場×パリ市立劇場×山海
塾共同プロデュース　山海塾「降りて
くるもののなかで―とばり」公演（北
九州芸術劇場　～21）

大相撲の幕内露鵬、十両白露山から大
麻陽性反応　日本相撲協会は2人を解
雇　北の湖理事長辞任　後任に武蔵川
親方

市制45周年記念　紫川水上薪能開催
(小倉北)

建設会社社長宅に発砲事件（小倉北）

メジャーリーグ・マリナーズのイチ
ローが8年連続200安打

厚生労働省　厚生年金記録の改ざん、
6万9千件の可能性を公表

米証券リーマン・ブラザーズ破綻　世
界同時株安に

トヨタ自動車九州小倉工場に爆発物に
よる爆破事件（苅田町）

王貞治氏がソフトバンク監督辞任を表
明

ニューヨーク株式市場暴落　下げ幅過
去 大の777ドル



平成20年(2008)　

10 ．1 住宅・土地統計調査実施 10 ．1 赤ちゃんの駅登録事業実施開始

10 ．2 北九州市応援団発足 10 ．4

10 ．5

10 ．7

10 ．10

10 ．9 北九州港セミナーin大阪開催

10 ．11 筑前黒崎宿場まつり(八幡西　～12）

10 ．14

10 ．15

10 ．16 第3回洞海湾環境修復検討会開催

10 ．17 北九州市緊急経済対策本部設置

10 ．22 10 ．22

10 ．25 10 ．22

10 ．26

10 ．29 10 ．29

10 ．30 10 ．31

エコスタイルタウン開催（北九州エ
コライフステージ2008のシンボル事
業　本庁舎周辺　～5）

生　活　環　境 経　済・運　輸

第13回北九州港・大連港友好港会議開
催（北九州）

水素エネルギー先端技術展2008開催
(西日本総合展示場　～24)

市民いっせいまち美化の日（市民に
よる地域の道路、公園、河川、海浜
等の一斉清掃）

エコテクノ2008開催（西日本総合展
示場  ～24）

ソフトバンク小嶺（ショッピングパー
ク千代内）に住民票の写しと印鑑登録
証明書の自動交付機を設置

社　会　福　祉

平成20年度北九州市食生活改善大会開
催（北九州芸術劇場）

仁川広域市、韓国貿易協会主催の仁川
国際物流産業展示会に北九州港、北九
州空港のブースを出展

第4回櫓山荘子ども俳句大会開催（小
倉北　櫓山荘公園)

北九州市生活保護行政フォローアップ
委員会設置(北九州市生活保護行政検
証委員会提言事項の実現確認のため)

第4回北九州市港湾空港局・仁川広域
市港湾空港物流局　局長会議開催(韓
国釜山広域市)

関門海峡たこフェア開催(門司・小倉
北　～11．24）

北九州市ブランド戦略会議開催(小倉
北　総合保健福祉センター)

第8回モール大通り音楽祭開催(小倉
南)

中小企業テクノフェアIN九州2008開催
(西日本総合展示場　～24)

- 19 -

一　般　行　政



平成20年(2008)　　　

10 ．1 10 ．1

10 ．2

10 ．1 10 ．1

10 ．1 10 ．7

10 ．10

10 ．10 10 ．11

10 ．10 10 ．10

10 ．17 10 ．17

10 ．18 市営　尾倉町団地56戸完成(八幡東) 10 ．18 第50回記念北九州小倉城まつり開催

10 ．18

10 ．19

10 ．20

10 ．23

10 ．28

10 ．25 10 ．25

10 ．30

10 ．31
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遊びにおいでよ紫川！秋2008開催(小
倉北  紫川周辺　～19）

Ｇ7　世界的金融危機収束のため公的
資金注入で合意

ノーベル賞　日本人4人が受賞決定
物理学賞：南部陽一郎氏（米シカゴ大
名誉教授）、小林誠氏（高エネルギー
加速器研究機構名誉教授）、益川敏英
氏（京大名誉教授）、化学賞：下村脩
氏（米ウッズホール海洋生物学研究所
元上席研究員）

議　　　会

特別展『美しき九州の旅～「大正広
重」初三郎がえがくモダン紀行～』開
催(自然史・歴史博物館　～11．30)北九州都市計画用途地域の変更（小倉

南区朽網地区、小倉南区高野地区、八
幡西区木屋瀬東部地区）

女性のための市民建築大学開催（ウェ
ルとばた　～10．29）

松下電器産業がパナソニックに社名変
更2008北九州国際音楽祭開催（響ホール

ほか　～11．9) 大阪市の個室ビデオ店火災25人死傷

教　育・文　化 社　会　一　般

北九州都市計画地区計画の決定(指定
地区　小倉南区北九州臨空産業団地西
地区、小倉南区朽網西二丁目地区)

北九州都市計画地区計画の変更(変更
地区　八幡西区木屋瀬東部地区)

第1回小倉オープンカフェマンス開催
(小倉北  ～31)

CASBEE（キャスビー）北九州（建築物
総合環境性能制度）を本格実施

国道3号黒崎バイパス「黒崎北ランプ
～陣原ランプ」暫定開通

女子マラソンの高橋尚子選手が現役引
退を表明

日銀が7年ぶりに政策金利を利下げ
金融危機で米欧と強調（0．5％→0．
3％）

平成20年度子どもの読書活動推進
フォーラム開催(戸畑市民会館)

第64回福岡県美術展覧会北九州展開催
（美術館本館  ～11．2）

リサとガスパール＆ペネロペ展開催
（美術館分館  ～11．24）

北九州市立大学が「大学の地域貢献度
ランキング」で全国総合1位を獲得

建　　　設

第32回北九州市都市緑化祭開催(若松
グリーンパーク)

日本が国連安全保障理事会の非常任理
事国に10回目の選出

政府　事業規模27兆円の追加経済対策
を決定　総額2兆円の定額給付金など



平成20年(2008)　

11 ．1 漁業センサス実施 11 ．1

11 ．1

11 ．1

11 ．1

11 ．2

11 ．6 東アジア経済交流推進機構　第3回機

11 ．7

11 ．9 第1回北九州市環境首都検定実施

11 ．14 11 ．16 11 ．16

11 ．21

11 ．25

11 ．25 11 ．28

11 ．28

11 ．28

11 ．30

11 ．30 市立広徳市民センター開館（小倉南）

11 ．- 11 30

人権の約束事運動「ほっとハート北九
州」推進協議会設立

ボランティア・市民活動センター開設
20周年記念シンポジウム開催

生　活　環　境 経　済・運　輸一　般　行　政

第11回北九州市・下関市両市長会談実
施（松本清張記念館）

障害者自立支援ショップ「一丁目の元
気」開店(小倉北　京町銀天街)

第6回北九州チャンピオンズカップ国
際車椅子バスケットボール大会開催
(総合体育館　～30)

平成20年度北九州市障害者芸術祭開催
（ウェルとばたほか　作品展示：20．
11．28～20．11．30、ステージイベン
ト：20．11．29）

（財）北九州国際交流協会における外
国人相談窓口の設置

サイクルツアー北九州inメディアドー
ム2008開催(市内)

ふれあいフェスタ2008開催(西日本総
合展示場)

P．P．C．2008第10回西日本国際福祉
機器展開催（西日本総合展示場　～
30）

八幡東区親子ふれあいルーム開設（八
幡東区役所東別館）

社　会　福　祉

小倉イルミネーション2008開催（小倉
北　～21．1．12）

ロールケーキ・くる
3
ーじんぐ開催(小

倉北)

八幡の夜空、星降るイルミネーション
開催（八幡東　～12月下旬)

第4回八幡東田ウルトラ25時間駅伝大
会開催（八幡東　～11．2）

市制45周年記念長崎街道ウオークラ
リー開催（八幡西）

- 21 -

くろさき 光の マジカルランド開催
(八幡西　～21．1．7）

第41回北九州市民文化賞表彰式開催
美術的領域
吉田　成美氏（小倉南区在住）
その他芸能的領域
中村　扇一朗氏（東京都在住）



平成20年(2008)　　　

11 ．2

11 ．4 11 ．4

11 ．9

11 ．15

11 ．15

11 ．15

11 ．25

11 ．27

11 ．28

11 ．30 第26回門司港レトロマラソン開催

- 22 -

第13回 北九州市長杯　紫川・市民ハ
ゼ釣り大会開催(小倉北　  紫川周辺)

日吉神社遺跡発掘調査実施（若松　～
20）

建　　　設 教　育・文　化

航空自衛隊にイラクからの撤収命令
（12月17日任務終了）

議　　　会

タイで反政府団体が空港占拠　一週間
余で約35万人の外国人旅行客が足止め

「堀晃展」「舟木富治展」開催（美術
館本館  ～12．7）

インド・ムンバイで同時多発テロ
170人以上が犠牲に

社　会　一　般

Ｇ20　ＩＭＦ強化で合意　世界金融危
機に対応

’08まいなびフォーラム開催（生涯学
習総合センター）

北九州シティオペラ公演　オペラ「リ
ゴレット」（ウエルシティ小倉 九州
厚生年金会館グランドホール　～11．
16)

米大統領選　民主党のバラク・オバマ
上院議員が共和党のジョン・マケイン
上院議員に圧勝　米国初の黒人大統領
誕生へ



平成20年(2008)　

12 ．1 12 ．1

12 ．6

12 ．8

12 ．8

12 ．11

12 ．18 12 ．18

12 ．19 12 ．20

12 ．31 工業統計調査実施

一　般　行　政

第2回北九州市ワーク・ライフ・バラ
ンス表彰表彰式開催

サテライト若松新設(小倉競輪場の場
外車券売場を若松競艇場内に開設)

第5回北九州技の達人表彰式開催（小
倉北）

- 23 -

経　済・運　輸生　活　環　境

携帯電話、ＩＰ電話からの119番緊急
通報にかかる位置情報通知システムの
運用を開始

北九州市制45周年・社団法人北九州
市衛生総連合会創立45周年記念「第
45回北九州市環境衛生大会」開催
（北九州芸術劇場）

北九州市基本構想・基本計画「元気発
進！北九州」プラン策定

八幡駅前国際通りイルミネーション開
催（八幡東　～21．1．30）

北九州市経営プラン策定（～平成25年
度）

（社）北九州電設協会と「避難所にお
ける情報収集及び停電対策等の支援に
関する協定」を締結

北九州市ワーク・ライフ・バランス推
進協議会設立

社　会　福　祉



平成20年(2008)　　　

12 . 1 12 . 1 12月市議会定例会開会（～8）

12 . 4

12 . 5

12 . 6

12 . 5

12 . 8 12 . 8

12 .10

12 .13 12 .13

12 . 16

12 .19

12 .24

12 . 26 12 .26
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作曲家故遠藤実氏に国民栄誉賞授与を
決定

日本を含む94カ国がクラスター爆弾禁
止条約に署名

松本清張記念館
第56回「菊池寛賞」を受賞

企画展「響き合う詩誌『たむたむ』
展」（文学館　～21.1.12）

改正労働基準法成立　時間外労働の割
増賃金を引き上げ長浜遺跡発掘調査実施（小倉北 ～21.

1. 9）

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

蒲生大畔遺跡発掘調査実施（小倉南
～21. 1.21）

付属機関の設置に関する条例の一部
改正ほか60議案可決
人権擁護委員候補者の推薦に同意
議員提出議案
北九州市議会委員会条例の一部改
正、北九州市議会会議規則の一部改
正を可決
安心の介護サービスの確保を求める
意見書ほか5議案可決
農地取得の規制緩和に反対し、優良
農地の確保及び有効利用を求める意
見書ほか5議案否決

峠遺跡発掘調査実施（小倉南 ～
21.1.30）

やなせたかしの世界展開催（美術館分
館  ～21.1.25）

麻生総理、温家宝首相（中国）、李明
博大統領（韓国）出席の日中韓首脳会
議開催（第1回日中韓サミット　大宰
府・九州国立博物館）

日銀　政策金利を追加利下げ　金融危
機対応　0．3％→0．1％

関門地域6大学が「大学コンソーシア
ム関門」を設立し、単位互換に関する
包括協定を締結

北九州市環境首都総合交通戦略策定

西小倉駅前第一地区市街地再開発事業
着工（小倉北）



平成21年(2009)　

1 ．1 1 ．1

1 ．1

1 ．5

1 ．9

1 ．13

1 ．14

1 ．16

1 ．18 第49回葦平忌開催（若松）

1 ．19
1 ．20
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九州・山口の近代化産業遺産群(旧官
営八幡製鐵所関連施設を含む)が世界
遺産暫定一覧表に登載

第32回北九州市消防職員意見発表会開
催(消防訓練研修センター)

第9回北九州港・レムチャバン港姉妹

港会議開催（タイ・レムチャバン）市立尾倉市民センター天神市民サブセ

ンター開館（八幡東）

市立東郷市民センター柄杓田市民サブ

センター開館(門司）

北九州市応援団発足式開催(東京　都
市センターホテル) 北九州港港湾計画の軽易な変更（太刀

浦地区　公共ふ頭計画、港湾環境整備
施設計画、土地造成及び土地利用計
画、響灘東地区　専用ふ頭計画）

財政局機構改革
税務部課税課、固定資産税課を統合
し、課税企画課を新設
特別滞納調査室を廃止
東部市税事務所（市民税課、法人税務
課、固定資産税課、納税課、門司税務
課、小倉南税務課）、西部市税事務所
（市民税課、固定資産税課、納税課、
若松税務課、八幡東税務課、戸畑税務
課）を新設

産業経済局機構改革
緊急経済・雇用対策室を新設

区役所機構改革
課税課、納税課を廃止

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸



平成21年(2009)　　　

1 ．2

1 ．2

1 ．11

1 ．13

1 14

1 ．15

1 ．15

1 ．15

1 ．18 第20回選抜女子駅伝北九州大会開催
1 ．20

1 ．20

1 ．23

1 ．30

1 ．-
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大相撲の十両若麒麟容疑者が大麻所持
の疑いで逮捕松本清張生誕100年記念事業実行委員

会設置(～22．3）

イタリア美術とナポレオン展開催（美

術館本館  ～2．15）

特別展「小倉のお殿さま～小笠原家と
城下町～」開催(自然史・歴史博物館
～2．8)

松本清張生誕100年記念特別企画展
「1909年生まれの作家たち―大岡昇
平・中島敦・太宰治・埴谷雄高・松本
清張」開催（松本清張記念館　～8．
31）

北九州市子どもノンフィクション文学
賞創設

北九州芸術劇場が平成20年度JAFRAア
ワード（総務大臣賞）を受賞

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

第140回芥川賞・直木賞
芥川賞：津村記久子「ポトスライムの
舟」
直木賞：天童荒太「悼む人」　山本兼
一「利休にたずねよ」

第19回北九州市自分史文学賞決定
大賞「ドックの落日」
大西功氏（千葉県）

今村遺跡発掘調査実施（八幡西～2．
10）

企画展「バンクの風　小倉から始まっ
た競輪とロマン」開催（文学館　～
2．22）

オバマ氏　第44代米大統領に就任

ブリッジ・ザ・ギャップ？5ヴェニ

ス・シンポジウム開催（現代美術セン

ター・CCA北九州による分野を超えて

知の融合を図る「CCAラボ事業」の一

環　イタリア・ベニス　～25）



平成21年(2009)　

2 ．5 北九州港セミナーin東京開催

2 ．10

2 ．13

2 ．14

2 ．20

2 ．21

2 ．21

2 ．23

平成21年北九州市表彰
(功労121人、永年勤続8人　人命救助5
人　寄付3人　計137人)

北九州をめぐるアート展開催（美術館
分館　～3．15）

音と光のふゆはなび開催(小倉南　平
尾台)

北九州カニ・カキロードオープン記念
「豊前海一粒かき」のかき焼き祭り開
催

道原貯水池(小倉南)、菖蒲谷貯水池
(若松)が、経済産業省の近代化産業
遺産に認定

㈱北九州銀行及び㈱山口フィナンシャ
ルグループと産業振興分野において連
携協定を締結

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

北九州メディアドーム10周年記念「ア
ニうた 2009 ＫＩＴＡＫＹＵＳＨＵ」
開催

- 27 -



平成21年(2009)　　　

2 ．1

2 ．6

2 ．6

2 ．7

2 ．6

2 ．7 かき鍋屋形船運航(小倉北　～8)
2 ．10 議員総会

2 ．13 2 ．10

2 ．15

2 ．16

2 ．18 2 ．22

2 ．19

2 ．23

2 ．23

2 ．24

2 ．26

2 ．27

- 28 -

ＳＦＣＧ（旧商工ファンド）が民事再
生法適用を申請し破綻

常任委員会（総務財政、建築消防、
環境建設、保健病院、教育水道、経
済港湾）委員選任
議会運営委員会委員選任

ノルディックスキーの世界選手権で日
本が複合団体優勝

米金融大手シティグループ、政府管理
下へ

遊びにおいでよ紫川！冬の市開催(小
倉北　～8) 国連の国際司法裁判所長に小和田恒氏

板櫃川「水辺の楽校」　国土交通省

手づくり郷土賞受賞

平成21年度北九州市障害者芸術祭開催
（ウェルとばたほか　作品展示：2．
13～3．2、3．22、ステージイベン
ト：2．14）

北九州市議会ハートフル改革市民連
合結成16人
北九州市議会自由民主党議員団結成
13人
北九州市議会公明党議員団結成11人
日本共産党北九州市会議員団結成10
人
北九州市議会自由民主党・市民クラ
ブ結成7人
市民の声結成2人
ふくおかネットワーク結成1人
みらい北九州結成1人

ブリッジ・ザ・ギャップ？5北九州公
開レクチャー開催　現代美術セン
ター・CCA北九州による分野を超えて
知の融合を図る「CCAラボ事業」の一
環

能行遺跡発掘調査実施（小倉南　～
3．13）

米アカデミー賞
滝田洋二郎監督「おくりびと」が外国
語映画賞、加藤久仁生監督 「つみき
のいえ」が短編アニメーション賞を受
賞

平成21年北九州市民スポーツ賞表彰式
開催 2月市議会定例会開会（～3．27)

議長に佐々木健五議員、副議長に西
豊磨議員を選出
議員提出議案
北九州市議会委員会条例の一部改正
を可決

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

第12回市議会議員一般選挙
議員定数　61人（門司区7人　小倉北
区12人　小倉南区12人　若松区6人
八幡東区5人　八幡西区15人　戸畑区
4人)

経済産業省　門司麦酒煉瓦館を近代化
産業遺産に認定(門司) 平成20年度人権を考える企業のつどい

開催(北九州芸術劇場)



平成21年(2009)　

3 ．1 3 ．1

3 ．15

3 ．16

3 ．23 市立折尾児童館改築移転(八幡西) 3 ．20

3 ．22

3 ．27

3 ．23

3 ．22 3 ．31  人権啓発アニメ｢声を聞かせて｣制作

3 ．-

3 ．25 3 ．26

3 ．- 3 ．31

3 ．27

3 ．28 3 ．-

3 ．31

3 ．-

健康福祉北九州総合計画改定（～平成
22年度） 北九州市環境モデル都市行動計画(北

九州グリーンフロンティアプラン)を
国に提出

第二次北九州市高齢者支援計画策定

（平成21年度～平成23年度）

北九州市男女共同参画基本計画（第2

次）策定（～平成25年度）

- 29 -

第18回ハイビジョン将棋フェスティバ
ル開催（北九州国際会議場）健康福祉北九州総合計画（健康づくり

部門）改訂版策定 北九州港港湾計画の一部変更（港湾の
能力　将来貨物量を変更、田野浦地区
公共ふ頭計画、効率的な運営を特に促
進する区域(特定ふ頭)計画）

平尾台クロスカントリー2009開催(小
倉南)

迷惑行為防止重点地区（小倉都心地
区）で過料（1,000円）徴収開始

みなとや海辺の活動発表会開催(北九
州国際会議場)北九州市ＤＶ対策基本計画策定（～平

成25年度）
中国大連市との水道分野の技術交流
10周年を記念し、「北九州・大連水
道友好交流十年史」を発刊

北九州市にぎわいづくり大発会　～
みらいに乾杯 ～ 開催（北九州国際会
議場）

小倉BQ食KING開催(小倉北　勝山公園

～29)

北九州空港開港3周年記念イベント開
催

経　済・運　輸

みなとや海辺の活動支援パネル展開催
(ウェルとばた)

北九州空港に済州航空によるソウル線
就航

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境

総務市民局機構改革
市民部に定額給付金準備室を新設

社会福祉法人希燿會特別養護老人ホー

ム「花乃路」開設（若松）



平成21年(2009)　　　

3 ．1

3 ．2

3 ．4 3 ．7 3 ．3

3 ．4 3 ．7 3 ．5 定額給付金支給開始

3 ．7 3 ．10 予算特別委員会設置 3 ．7

3 ．9

3 ．10 3 ．13 3 ．11

3 ．13 3 ．13

3 ．14

3 ．15 市営　小嶺団地23戸完成(八幡西)
3 ．15 市営　大谷団地32戸完成(八幡西) 3 ．16

3 ．19 市営　馬寄団地24戸完成(門司) 3 ．27

3 ．21

3 ．24

3 ．25

3 ．27 紫川遊覧屋形船運航(～28) 3 ．27

3 ．28 ロボティクスTOWN小倉開催(～29) 3 ．26

3 ．31

3 ．29 千葉県知事選　森田健作氏初当選
3 ．31 3 ．31

3 ．31 市営　新屋敷団地27戸完成(八幡西) 3 ．31

3 ．31 北九州市耐震改修促進計画策定
3 ．31 3 ．31
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北朝鮮のミサイル発射に備え、自衛隊
にミサイル破壊命令山本遺跡発掘調査実施（小倉南　～

4．21）ひびきタワーの営業を終了(若松　グ
リーンパーク)

市営　吉志さくら団地21戸完成(門司)

北九州高速4号線大規模補修工事（リ

ニューアル工事）完了

東京地検特捜部　小沢民主党代表の秘
書を起訴

平成21年度北九州市一般会計予算ほ
か60議案可決
北九州市監査委員の選任、北九州市
固定資産評価員の選任、北九州市固
定資産評価審査委員会委員の選任に
同意
議員提出議案
嫡出推定に関する民法改正と救済対
象の拡大を求める意見書ほか7議案可
決
在沖縄米海兵隊グアム移転に関する
協定に反対する意見書ほか6議案否決
特別委員会（住みやすいまちづく
り、安全で健やかなまちづくり、人
にやさしいまちづくり、元気なまち
づくり、環境にやさしいまちづく
り）設置・委員選任

平成20年度全国高等学校選抜自転車競
技大会開催（北九州メディアドームほ
か　～24）

文化財調査報告書（第119集～第122
集）刊行

埋蔵文化財調査報告書（第406集～第
424集）刊行

上村愛子がフリースタイルスキー世界
選手権のモーグルで優勝　日本選手初

小倉城跡の確認調査実施(小倉北　～
3．25)市営 楠橋いちょう団地30戸完成(八幡

西)
北九州市介護従事者処遇改善臨時特
例基金条例ほか12議案可決
直方市、北九州市岡森用水組合議会
議員の補欠選挙
福岡県後期高齢者医療広域連合議会
議員の選挙
議員提出議案
東部農業委員会委員、西部農業委員
会委員の推薦議案を可決

金賢姫元死刑囚が拉致被害者田口さん
家族と面会

第28回西日本トータルリビングショー
開催(西日本総合展示場　～15)

海上自衛隊にソマリア沖の海賊対策で
派遣命令第4回区民美術選抜展開催（美術館本

館  ～22）

若田光一宇宙飛行士　国際宇宙ステー
ションで３か月の長期宇宙滞在へ

北九州都市計画地区計画の決定(指定
地区　小倉北区城内大手町地区)

第19回合唱組曲「北九州」演奏会開催
（九州厚生年金会館）

東京地検特捜部　小沢民主党代表の秘
書を政治資金規正法違反容疑で逮捕

北九州都市計画地区計画の変更(変更
地区　八幡西区西折尾町地区)

北九州演劇フェスティバル2009開催
（北九州芸術劇場ほか　～3．29）

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会

人材派遣大手旧グッドウィルが製造業
派遣から完全撤退

社　会　一　般

第8回全国女性俳句大会in北九州開催
（北九州国際会議場）

市図書館協議会「これからの図書館の
あり方について」を答申

第3回「発掘レポート 前線」平成20
年度北九州市遺跡発掘報告会開催

黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整
備方針発表



平成21年(2009)　

4 ．1 4 ．1 4 ．1 4 ．1

4 ．1

4 1 4 ．1

4 ．1 4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1 4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1 市立子どもの館リニューアルオープン

4 ．1

4 ．6

4 ．1 水道料金改定（平均1．8％の値下

4 ．10 4 ．1

4 ．1

4 ．17

4 ．1

4 ．20

4 ．21

4 ．26

4 ．28 新型インフルエンザ対策本部設置

北九州市環境ミュージアムに指定管
理者制度を導入「嘉代子桜・親子桜」を植樹(小倉北

勝山公園)

長崎街道　黒崎・花・まち・フェスタ
開催(八幡西　～12)

個別需給給水契約制度（大口使用者
特割制度）の創設

水道料金収納関連業務の委託拡大

ベトナム・ハイフォン市との友好・協

力協定締結 既存の「水道お客さまコールセン
ター」を廃止、さらに機能を充実さ
せた「水道お客さまセンター」を開
設

住民基本台帳カード券面偽変造対策実
施

八幡西区役所機構改革
保護第二課を新設 市営バス路線新設（水巻南部循環線）

北九州市国民健康保険条例の一部改正
（介護納付金賦課限度額を10万円に変
更）

病院局機構改革
門司病院事務局を廃止 市営バス路線変更（向田営業所～学研

都市ひびきの～黒崎～北九州空港　黒
崎経由へ変更）

門司病院に指定管理者制度を導入

妊婦健康診査の公費助成回数を5回か
ら14回に拡充

三六保育所を民間移譲し三六保育園を
開園（戸畑） 北九州エコライフステージ2009開催

（通年事業　～22．3．31）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

中小企業融資「環境・エネルギー対策
資金」の創設

企画文化局機構改革
国際室を国際部に名称変更し、国際政
策課、アジア交流課を設置

消防局機構改革
防災対策部を廃止し、危機管理室（危
機管理課、地域防災課、指令課）を新
設

環境局機構改革
環境政策部（総務課、計画課、都市
環境管理課、環境首都推進室）を環
境政策部（総務課、環境首都政策
課、環境学習課）に再編

産業経済局機構改革
農林水産部に地産地消推進課を新設

総務市民局機構改革
市民部定額給付金準備室を定額給付金
室に名称変更

市立牧山児童館改築移転(戸畑)
市立長浜児童館改築(小倉北)

水道局機構改革
総務部を総務経営部に名称変更し、
経理課を廃止

中小企業融資「緊急経営安定資金」の
融資対象者要件の緩和及び追加

燃料電池自動車を公用車として導入

門司港レトロ観光列車「潮風号」開業
（門司港）
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平成21年(2009)　　　

4 ．1 4 ．1 4 ．1 岡山市が政令指定都市へ移行

4 ．1 大谷小学校校舎全面改築完成（戸畑） 4 ．1

4 ．1 牧山小学校校舎全面改築完成（戸畑）
4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1 4 ．5

4 ．1

4 ．3

4 ．6 4 ．10

4 ．12 金山川遊覧屋形船運航（八幡西）

4 ．16 4 ．16

4 ．17

4 ．21

4 ．22

4 ．24

4 ．25

4 ．29

4 ．30
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政府　省エネ家電のエコポイント、エ
コカー購入補助金を含む15兆円の経済
危機対策を発表

北九州市立大学と北九州市教育委員会
との連携協力に関する協定締結

メジャーリーグ・マリナーズのイチ
ローが日米通産3086安打　張本勲氏の
日本プロ野球記録を抜く再興第93回院展開催（美術館分館  ～

5．10） 高裁　和歌山市毒物カレー事件、林
眞須美被告の上告棄却、死刑確定へ

三角山城跡発掘調査実施（門司  ～
27）

ハンセン病問題基本法施行　ハンセン
病元患者の社会復帰支援、名誉回復な
どを国に義務づけ

日銀の企業短期経済観測調査で大企
業・製造業の景況感が、1974年調査開
始以来の 悪の水準

遺跡発掘調査実施
伊崎遺跡（小倉南  ～10）
古立東遺跡（若松  ～30）
長浜遺跡（小倉北  ～5．22）
重留遺跡（小倉南  ～22． 1．25）

建築都市局機構改革
住宅部長浜開発事務所を廃止

北九州市都市景観条例を全部改正し施
行

北朝鮮ミサイル発射　日本上空を通過
し、太平洋に落下北九州市立大学

地域創生学群を開設
外国語学部、経済学部、文学部、法学
部の夜間主コースの学生募集を停止

思永中学校校舎全面改築完成（小倉
北）

建設局機構改革
総務部に事業調整課を新設
道路部（道路維持課、道路計画課、道
路整備課、自動車専用道路対策室）を
道路部（道路維持課、道路計画課、道
路建設課、街路課）に再編

黒崎中央小学校統合校舎改築完成（八

幡西）

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

子どもの未来をひらく教育改革会議か
ら報告書の提出

能行遺跡発掘調査実施（小倉南  ～
30）

平成21年度地籍調査事業実施（調査区
域　小倉南区新曽根、沼南町、大字曽
根の各一部　若松区赤崎町、栄盛川
町、大井戸町、上原町、響南町、小石
本村町、小糸町、桜町、迫田町、下原
町、棚田町、中川町、中畑町、西園
町、西畑町、東小石町、東畑町、深
町、大字小石の各一部、老松、波打
町、西小石町、原町、宮前町の全部）

特別企画展「生きた、書いた、愛した
女性作家の手紙展」開催（文学館　～
7．5）

新型インフルエンザ警戒度上昇　世界
保健機関が、警戒レベルをフェーズ5
に引き上げ

米自動車大手クライスラー経営破綻



平成21年(2009)　

5 ．1

5 ．2

5 ．4

5 ．10

5 ．15

5 ．17

5 ．24 5 ．24

5 ．25

5 ．28

5 ．29 健康マイレージ事業スタート

5 ．31 厚生会保養施設「玄海荘」閉館

総合福祉センターめかり会館廃業決定

- 33 -

第4回皿倉山健康ウオーク開催（八幡
東）

暴力追放の拠点施設「堺町安全・安心
センター」オープン

経　済・運　輸

福岡ソフトバンクホークスＯＢによる
キャッチボール教室開催(小倉北　勝
山公園)

北九州市水道局、（財）北九州上下
水道協会、中国大連市自来水集団有
限公司の3者で「水道技術交流意向
書」を締結

大連チャレンジショップ開設（中国・

大連市）北九州市食育推進計画策定（平成21年
度～25年度）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境

中国大連市との友好都市提携３０周年

西日本インポートフェア2009開催（西
日本総合展示場　～6）

帆船「海王丸」一般公開実施（門司区
西海岸）



平成21年(2009)　　　

5 8

5 ．11

5 ．9

5 ．11

5 ．11

5 ．11

5 ．12

5 ．14

5 ．15 エコポイント制度開始
5 ．16 民主党代表に鳩山由紀夫氏

5 ．18

5 ．21 裁判員制度開始

5 ．23

5 ．25

5 ．30
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小倉城三ノ丸跡発掘調査実施（小倉北

～15） 小沢民主党代表　西松建設の違法献金
事件で代表辞任表明店屋遺跡発掘調査実施（若松  ～7．

24） 議長、副議長及び会派代表者の連名
により「新型インフルエンザ対策に
関する申入れ」を市長に提出

森光子さんに国民栄誉賞授与を発表

第12回市長杯争奪レディース・スポー
ツフェスティバル開催(市内各競技場
～24)

大阪地裁　音楽プロデューサー小室哲
哉に懲役3年執行猶予5年の判決　自作
著作権譲渡にかかる詐取事件で

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

トヨタ自動車が2009年3月期決算で71
年ぶり営業赤字

浮世絵　広重の名所絵展開催（美術館

分館  ～6．28）

高槻遺跡発掘調査実施（八幡東  ～
25）

北九州市・中国大連市友好都市提携
30周年記念訪中団出発(～25） 北朝鮮が地下核実験（06年に続き2回

目）



平成21年(2009)　   

6 ．1

6 ．1

6 ．6

6 ．11

6 ．11

6 ．14

6 ．16

6 ．21

6 ．21

第35回ふくおか産業技術振興展開催
（西日本総合展示場　～13）

若松あじさい祭り開催(高塔山　6．
14,6．21)

㈱ブリヂストン北九州工場稼働
建設・鉱山車両用大型・超大型ラジア
ルタイヤ製造(若松)

姉妹都市提携50周年記念事業
米国での記念式典等に参加(ノー
フォーク市、タコマ市)

第6回みなみ会太鼓音楽祭開催
（小倉南生涯学習センター）

- 35 -

住民基本台帳カード交付手数料無料化

実施（平成22年度末まで）

住居表示整備事業実施（小倉南区、八
幡西区 0．96ｋ㎡）

とばた菖蒲まつり2009開催(夜宮公園
周辺　～7)

第49回西日本総合機械展開催（西日本
総合展示場　～13）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸



平成21年(2009)　　　

6 ．1

6 ．1

6 ．2

6 ．4 長期優良住宅認定制度開始 6 ．3

6 ．7

6 ．6 浜田知明展開催（美術館本館  ～7．

6 ．10 6月市議会定例会開会（～17)
6 ．10 本会議場でのクールビズ実施 6 ．9

6 ．11

6 ．15

6 ．17

6 ．18 6 ．16

6 ．25

6 ．26

6 ．21
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北九州市・タコマ市・ノーフォーク
市姉妹都市提携50周年記念訪米団出
発（～27）

米自動車大手ゼネラル・モーターズ経
営破綻

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

北九州市市税条例等の一部を改正す
る条例の専決処分の報告を承認
北九州市手数料条例の一部改正ほか
13議案可決
北九州市監査委員の選任、福岡県公
安委員会委員の推薦、人権擁護委員
候補者の推薦に同意
委員会提出議案
平成21年度6月補正予算議案に対する
付帯決議を可決
議員提出議案
JR不採用問題の早期解決を求める意
見書ほか3議案可決
国直轄事業負担金の廃止を求める意
見書ほか3議案否決

北九州都市計画地区計画の決定(指定
地区　門司区大里本町地区)

地方制度調査会　｢平成の大合併」
2010年3月末終了を麻生首相へ答申

マイケル・ジャクソン氏死去　享年50
歳

村上春樹の「1Ｑ84」（1，2巻）が発
売2週間足らずで100万部突破

新型インフルエンザ拡大　世界保健機
関　警戒度を 高のフェーズ6へ

改正薬事法施行　コンビニで医薬品販
売開始遺跡発掘調査実施

猿喰城跡（門司  ～10）
城野遺跡1A区（小倉南　～22． 1．
29）
城野遺跡2区（小倉南　～22． 2．
5）

2008年の合計特殊出生率1.37 3年連続
の上昇

全盲の辻井伸行さんが米バン・クライ
バーン国際ピアノコンクールで優勝

小倉城三ノ丸跡発掘調査実施（小倉北

～9．28）

中高生のための松本清張読本刊行（松

本清張記念館）



平成21年(2009)　

7 ．1 経済センサス基礎調査実施 7 ．1 7 ．1

7 ．3

7 ．1

7 ．1

7 ．7

7 ．13

7 ．17 若松みなと祭り開催(～19)
7 ．17

7 ．17

7 ．21 若松区役所島郷出張所建替え
7 ．21 市立島郷市民センター建替え（若松）
7 ．21

7 ．24

7 ．25

7 ．27 7 ．27 7 ．27 第4回洞海湾環境修復検討会開催
7 ．30

7 ．29 北九州港セミナーin中津開催
7 ．30 7 ．29

7 ．31
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北九州PCB廃棄物処理事業第2期施設
操業開始（政府全額出資の特殊会社
日本環境安全事業による事業　若
松）

くきのうみ花火の祭典開催（洞海湾・
若戸大橋周辺）

くろさき　サマーフェスタ at 三角公
園開催(八幡西　～22)

市職員採用試験の区分に言語聴覚士を
新設

北九州市長杯ストリートバトル2009開
催(小倉北)
【MUSIC】(8．22、9．26、10．17)
【DANCE】(8．8、9．12、10．10、
10．25）

北九州次世代エネルギーパークオー
プン(若松　響灘地区)姉妹都市提携50周年記念事業

米タコマ市・米ノーフォーク市代表団
来市 北九州市生活保護行政フォローアップ

委員会が報告書を提出姉妹都市環境シンポジウム開催(北九
州国際会議場)

保健福祉局機構改革
保健医療部動物管理センターを動物愛
護センターに名称変更

第1回北九州オンリーワン企業認定式
及び記念講演会開催(北九州イノベー
ションギャラリー)第11回北九州市・福岡市両市長会談実

施（福岡市　ザ・ルイガンズ） 動物の愛護及び管理に関する条例施行

AIR　STATION　HIBIKI（株）と災害に
関する対策のための放送要請に関する
協定締結 小倉駅南口周辺にミスト冷却装置を

設置

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

「若者のための応援環境づくり推進事

業について」の調査結果発表

市内企業4社と「北九州市民を『が
ん』から守るプロジェクト」の協定締
結

北九州市黒崎しごとセンターオープン



平成21年(2009)　　　

7 ．4

7 ．3

7 ．5

7 ．6

7 ．8

7 ．11

7 ．18 7 ．18 7 ．13

7 ．18

7 ．18

7 ．19

7 ．22 市立若松図書館島郷分館が移転・開館 7 ．22

7 ．25

7 ．26

7 ．26

7 ．31

7 ．31 7 ．31
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到津の森公園「ふれあい動物園」リ
ニューアルオープン（小倉北）

特別展「恐竜ラボ2009～よみがえれ！
恐竜ワールド～」開催(自然史・歴史
博物館　～8．31)

夏休み企画展「佐藤さとる　コロボッ
クル物語展　だれも知らない小さな
国」開催（文学館　～8．30）

国際宇宙ステーションの日本の実験棟
「きぼう」が完成

鹿児島県奄美大島などで皆既日食　国
内陸地での観測は46年ぶり

第13回紫川かわべ祭り開催(小倉北
紫川周辺) 政令市に初の女性首長　奥山恵美子仙

台市長紫川夏エコフェスタ2009開催(小倉北
紫川周辺　～8．30)

北朝鮮が日本海にミサイル発射　国連
安全保障理事会が北朝鮮への制裁決定
（16日）

中国新疆ウイグル自治区で大規模暴動
市民と警察衝突　死者約200人

米露首脳会談　オバマ大統領がロシア
初訪問　核弾頭数の削減で合意

水俣病被害者救済の特別措置法成立
手足の痺れなどの症状がありながら水
俣病と認定されなかった被害者に一時
金などを支給

第5回北九州市都市景観賞表彰式開催
(北九州芸術劇場)

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

光の視覚サーカス展開催（美術館分館
～8．16）

福富太郎コレクション  美人画の系譜
鏑木清方と東西の名作展開催（美術館
本館　～8．30）

到津の森公園の入園者　300万人に到
達

若田光一宇宙飛行士　国際宇宙ステー
ションから4か月半ぶりに帰還米タコマ市・米ノーフォーク市代表

団来市（～8．2）

改正臓器移植法成立　「脳死は人の
死」と位置づけ、本人の意思が不明な
場合も家族の承諾で0歳から臓器提供
が可能に



平成21年(2009)　

8 ．1 8 ．1

8 ．6

8 ．7

8 ．13 海峡花火大会開催（関門海峡）

8 ．20

8 ．22 まつりみなみ2009開催(志井公園周辺)

8 ．29 若松鉄人JAZZ13開催（若松）

姉妹都市交流親善高校野球大会(北九
州市民球場)

第5回北九州市港湾空港局・仁川広域
市港湾空港物流局　局長会議開催(韓
国仁川広域市)

- 39 -

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

第22回わっしょい百万夏まつり開催
(小倉北　～2)

下関・北九州海の日海峡クルージング
開催

平成20年次北九州市観光動態調査の結
果を発表



平成21年(2009)　　　

8 ．1 8 ．1

8 ．3

8 14

8 ．16

8 ．18 8 ．18 金大中元韓国大統領死去

8 ．20

8 ．23 8 ．23

8 ．23 8 ．28 2009年7月の失業率過去 悪の5．7％

8 ．30

8 ．29
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ウサイン・ボルト　陸上世界選手権
100メートル決勝で9秒58の世界新記録

紫川納涼遊覧屋形船運航(小倉北　～
2)

コラソン・アキノ元フィリピン大統領
死去

第1回 全日本紫川ダンボールボート
レース開催(小倉北  紫川周辺)

第45回衆議院議員総選挙
民主党が過去 多の308議席獲得　政
権交代へ北九州市立大学とハノイ建設大学環境

科学工学研究所（ベトナム）との学術

交流協定（学部間）締結

平成21年度いきいき学びフェスタｉｎ
北九州開催（ウェルとばた　～19） ウサイン・ボルト　陸上世界選手権

200メートル決勝で19秒19の世界新記
録

第11回 北九州リバーアスロン2009開
催(小倉北　紫川周辺)

東京地裁で全国初の裁判員裁判開廷
足立区での隣人殺人事件が対象

建設業社宅に発砲事件（八幡西）

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

第47回市民体育祭開催(～22．3．31）



平成21年(2009)　

9 ．7

9 ．8

9 ．18 9 ．18

9 ．19

9 ．26 北九州空港まつり開催（北九州空港）

9 ．28

9 ．- 全国消費実態調査実施（～11月）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

ひとり親家庭のための北九州市合同就

職説明会開催(西日本総合展示場)

北九州水素ステーション完成(八幡東

東田) 第31回西日本陶磁器フェスタ開催（西
日本総合展示場　～23）

仕事と生活の調和推進宣言都市に選定
(厚生労働省　仕事と生活の調和推進
宣言都市奨励事業)

仁川広域市、韓国貿易協会主催の仁川
国際物流産業展示会に北九州港、北九
州空港のブースを出展

第3回産業観光まちづくり大賞(日本観
光協会主催)で北九州市が金賞受賞

- 41 -



平成21年(2009)　　　

9 ．1 消費者庁発足
9 ．2 中学校完全給食を11校で本格実施

9 ．4

9 ．5

9 ．6

9 ．4

9 ．7

9 ．7

9 ．12

9 ．11 決算特別委員会設置

9 ．16

9 ．16

9 ．17

9 ．18

9 ．19 9 ．19

9 ．19

9 ．24

9 ．26

9 ．27

9 ．28 9 ．28 自民党新総裁に谷垣禎一氏

9 ．30

9 ．30 9 ．30

9 ．30
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グリーンパークの入園者　800万人に
到達 山田遺跡発掘調査実施（小倉南　～

11．30）女性のための市民建築大学開催（ウェ
ルとばた　～28）

北九州都市計画地区計画の決定(指定
地区　八幡東区桃園一丁目第2地区)

インドネシア・スマトラ沖大地震発生
(マグニチュード8．7)

北九州都市計画用途地域及び準防火地
域の変更（八幡西区岸の浦地区）

市営　八幡まるやま団地12戸完成(八
幡東)

特別展「世界遺産ナスカ　地上絵の
謎」開催(自然史・歴史博物館　～
11．23) アニメ「クレヨンしんちゃん」の作

者、臼井儀人氏　荒船山で転落死遺跡発掘調査実施
長浜遺跡（小倉北　～10．15）
大手町遺跡（小倉北　～11． 4）

日本初の無人宇宙船HTVが国際宇宙ス
テーションにドッキング

9月市議会定例会開会（～10．6)
平成21年度北九州市一般会計補正予
算を可決

企画展「俳句雑誌『青嶺』百号記念
展」開催（文学館　～10．18） メジャーリーグ・マリナーズのイチ

ローが2千安打達成　13日に史上初の9
年連続200安打達成

インターネットによる市議会中継開
始石田遺跡発掘調査実施（小倉南　～

18） 民主党鳩山代表　朝日地球環境フォー
ラム2009で日本の2020年までの温室効
果ガス排出削減中期目標を90年比25%
減と表明、国際公約に

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

石山寺の美　観音・紫式部・源氏物語
展開催（美術館本館～10．18）

政権交代　民主党、社民党、国民新党
3党連立による鳩山内閣が発足　衆院
選政権公約（マニフェスト）の実現や
脱官僚依存の政治実践の決意を表明

北九州市立大学とハノイ科学大学環境
技術開発研究センター（ベトナム）と
の学術交流協定（学部間）締結

第24回日本の海洋画展開催（美術館分
館  ～10．18）

前原国土交通大臣　群馬県八ツ場ダム
建設中止表明



平成21年(2009)　

10 ．1

10 ．1 10 ．4

10 ．3

10 ．1

10 ．1

10 ．10

10 ．10

10 ．10 10 ．1

10 ．13

10 ．13 10 ．8

10 ．10 10 ．14

10 ．15

10 ．25 10 ．20 10 ．17 10 ．17

10 ．26

10 ．23

10 ．29 10 ．21 10 ．21

10 ．29 10 ．21

10 ．31

10 ．31

10 ．31

10 ．29

10 ．31

10 ．-

10 ．- 多文化共生推進月間設定

水素エネルギー先端技術展2009開催
（西日本総合展示場  ～23）

第5回櫓山荘子ども俳句大会開催(小倉
北　櫓山荘公園)

第5回八幡東田ウルトラ25時間駅伝大
会開催（八幡東　～11．1）

八幡の夜空、星降るイルミネーション
開催（八幡東　～12月下旬)

国際通り20周年記念事業　国際秋祭り
(九州国際大学) 北九州市地域福祉に関する市民意識調

査実施

北九州エアターミナルがふるさと企業
大賞受賞

「安川・松本家と戸畑の百年」記念事
業開催（戸畑　～22．1．13）

女性特有のがん検診無料クーポンの配
布開始

年長者研修大学校「周望学舎」開設30
周年記念大学祭開催

門司港レトロ観光列車への取り組み
が、日本鉄道賞「廃線文化観光賞」を
受賞

第46回北九州市環境衛生大会開催
（八幡市民会館）

第9回モール大通り音楽祭開催(小倉
南)

人権啓発アニメ｢声を聞かせて｣　平成
21年度人権啓発資料法務大臣表彰 優
秀賞(映像作品部門)受賞

エコスタイルタウン開催（北九州エ
コライフステージ2009のシンボル事
業　本庁舎周辺　～18）

北九州ミュージックフェスタin紫川

2009開催（小倉北　勝山公園大芝生広

場等　～18）

北九州市国民健康保険条例の一部改正
（出産育児一時金支給額を4万円加
算）

市民いっせいまち美化の日（市民に
よる地域の道路、公園、河川、海浜
等の一斉清掃）

こくら星空シネマカフェ開催(小倉北
勝山公園) 乳幼児等医療費支給対象者の拡大（入

院医療費の支給対象を小学校3年生ま
で拡大など）

ひとり親家庭等医療費支給対象者の変
更（父子家庭を対象とし、一人暮らし
の寡婦を支給対象外に）

筑前黒崎宿場まつり開催(八幡西　～
11）

重度障害者医療費支給対象者の拡大
（精神障害者を支給対象に追加）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

北九州港開港120周年記念ビーチフェ
スタ開催(門司　西海岸　～12）八幡西区制35周年記念

曲里の松並木「電照松・街道まつり」
開催

ひきこもり地域支援センター開設(ウ
エルとばた) 北九州港港湾計画の軽易な変更（砂津

地区　小型船だまり計画、港湾環境整
備施設計画、土地造成及び土地利用計
画）

第2回北九州市・南九州市両市長会談
実施（南九州市　岩屋公園）

中小企業テクノフェアIN九州2009開催
（北九州国際展示場　～23）

第7回北九州チャンピオンズカップ国
際車椅子バスケットボール大会開催
(総合体育館　～25)

セブン-イレブン・ジャパンと「地域
活性化包括連携協定」を締結

エコテクノ2009開催（西日本総合展
示場～23）

第2回東アジア都市協力フォーラム
（中国青島市）
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10 ．1 10 ．1

10 ．2

10 ．1

10 ．3 G7声明　為替安定へ協調

10 ．6

10 ．9

10 ．11

10 ．15

10 ．18

10 ．19 10 ．19

10 ．22

10 ．24

10 ．25

10 ．24

10 ．29

10 ．29

10 ．31 10 ．31
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体操世界選手権で内村航平が男子個人
総合優勝

長野尾倉遺跡発掘調査実施（小倉南～
30）

新型インフルエンザワクチン接種開始

米マイクロソフト ウィンドウズ7発売
開始

平成21年度子どもの読書活動推進
フォーラム開催(若松市民会館) 北九州市議会欧州視察（ヘルシン

キ、ハンブルク、パリ　～11．1）特別企画展「横山白虹　－上衣を肩に
して歩く－」開催（文学館　～12．
20）

市が売却した土地の地中埋設物に係
る損害賠償請求事件に関する控訴の
提起についての専決処分の報告ほか1
議案承認
北九州市手数料条例の一部改正ほか
21議案可決
北九州市教育委員会委員の任命、北
九州市人事委員会委員の選任に同意
議員提出議案
大胆できめ細かな雇用対策を求める
意見書ほか14議案可決
生活保護における母子加算の復活を
求める意見書ほか4議案否決

2009北九州国際音楽祭開催（響ホール
ほか　～11．8)

ノーベル賞　オバマ米大統領ノーベル
平和賞受賞決定

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

第2回小倉オープンカフェマンス開催
(小倉北　～31)

平成20年度北九州市一般会計決算ほ
か29議案認定 2016年の夏季五輪、リオデジャネイロ

(ブラジル)に決定　東京都落選直方市、北九州市岡森用水組合議会
議員の補欠選挙

第33回北九州市都市緑化祭開催(若松
グリーンパーク)

彩華　讃岐うるし三人展開催（美術館
分館  ～11．29）

日本航空再建方針発表　企業再生支援
機構に支援要請　政府傘下に第65回福岡県美術展覧会北九州展開催

（美術館本館　～11．8）

第1回紫川アート市開催(小倉北  紫川
周辺　～11．1)



平成21年(2009)　

11 。1 11 ．1 11 ．1

11 ．2 11 ．1

11 ．1

11 ．6 11 ．6

11 ．8

11 ．8

11 ．8 グリーンポート宣言
11 ．8

11 ．12 多文化共生シンボルマーク決定

11 ．9

11 ．15

11 ．19

11 ．20

11 ．21

11 ．23

11 ．26

11 ．27

福岡ソフトバンクホークスＯＢによる
キャッチボール教室開催(小倉北　勝
山公園)

くろさき 光の マジカルランド開催
(八幡西　～22．1．11）

小倉南区制35周年記念事業開催(小倉
南生涯学習センター) ふれあいフェスタ2009開催(西日本総

合展示場)

第3回北九州市ワーク・ライフ・バラ
ンス表彰表彰式開催 P．P．C．2009第11回西日本国際福祉

機器展開催（西日本総合展示場 ～
29）

平成21年度北九州市食生活改善大会開
催（北九州芸術劇場）

小倉イルミネーション2009開催(小倉
北　～22．1．11)

水道局　新型インフルエンザ対策本
部を設置 北九州港開港120周年記念式典開催

(リーガロイヤルホテル小倉)バージニア州立芸術学校ミュージカル
公演(北九州芸術劇場)

北九州港みなとまちづくり大賞表彰式
開催(リーガロイヤルホテル小倉　北
九州港の魅力アップに貢献した個人・
団体・企業の活動を表彰)

第9回北九州港・タコマ港姉妹港会議
開催（北九州）

戸畑区親子ふれあいルーム開設（戸畑
区役所西別館）

スイーツの駅「96ｃａｆｅ」オープン
(八幡西　黒崎商店街)

（財）アジア女性交流・研究フォーラ
ムと韓国・忠清南道女性政策開発院と
の学術交流協定締結

「イベントスペース ＫＵＲＯＳＡＫ
Ｉ」及び「黒崎おもてなしステーショ
ン」の開設(八幡西　黒崎商店街)

北九州市と中国大連市が覚書を締結
し、エコタウン協力事業を実施

サイクルツアー北九州inメディアドー
ム2009開催（小倉北　～2）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸
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平成21年(2009)　　　

11 ．1

11 ．5

11 10

11 ．11

11 ．13

11 ．13 オバマ米大統領が初訪日
11 ．16 11 ．14

11 ．20 政府　「官房機密費」支出額を公表
11 ．20 政府がデフレ宣言(2006年6月以来)

11 ．21

11 ．26

11 ．27 11 ．27 12月市議会定例会開会（～12．7)

11 ．27

11 ．29

11 ．29 第27回門司港レトロマラソン開催 11 ．30 11 ．30
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北九州市子どもの未来をひらく教育プ
ラン策定

峠遺跡発掘調査実施（小倉南～22．
2．26）

韓国釜山の射撃場で火災　日本人観光
客を含む15名が死亡

ドバイで金融不安　東京市場平均株価
暴落’09まいなびフォーラム開催（生涯学

習総合センター）

北九州市職員の給与に関する条例等
の一部改正を可決

中小企業金融円滑化法(返済猶予法)成
立　不況対策

畠山遺跡発掘調査実施（小倉南　～
27）

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

「藤田禅展」「鈴木幹夫展」開催（美

術館本館～12．13）

第14回 北九州市長杯　紫川・市民ハ
ゼ釣り大会開催(小倉北　紫川周辺)

九州電力玄海原子力発電所3号機（佐
賀県玄海町）で国内初のプルサーマル
発電開始

英国人女性殺害事件で市橋達也容疑者
を逮捕

政府の行政刷新会議による事業仕分け
始まる　同月27日に終了　削減目標の
3兆円には届かず　1．7兆円を捻出

第29回西日本トータルリビングショー
開催（西日本総合展示場　～29）



平成21年(2009)　

12 ．1 職員健康保険組合解散

12 ．8 12 ．8

12 ．9

12 ．16 習近平中国副主席来市 12 ．16 12 ．16

12 ．18

12 ．19

12 ．20 第2回北九州市環境首都検定実施

12 ．22

12 ．31 工業統計調査実施

低炭素社会実現に向けた北九州市・日
産自動車株式会社による連携協定「環
境と技術のまち北九州“e-フロンティ
ア プロジェクト”」締結
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ベトナム・ハイフォン市水道公社と
技術協力の実施に向けた基本方針覚
書を締結 第7回北九州マイスター表彰式開催

（小倉北）

第12回北九州市・下関市両市長会談実
施（下関市役所）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境

新規高卒採用拡大ローラー作戦を実施
（～22．1．15）

カンボジア・プノンペン市と同市の
水道事業から排出される温室効果ガ
ス削減に向けた技術移転を行う覚書
を締結

第42回北九州市民文化賞表彰式開催
美術的領域
齋藤南北氏（小倉北区在住）
美術的領域
長嶺雅臣氏（若松区在住）
音楽的領域
和田直也氏（埼玉県在住）

北九州港港湾計画の一部変更（新門司
南地区　フェリーふ頭計画、水域施設
計画、大規模地震対策施設計画、国内
海上輸送網の拠点として機能するため
に必要な施設、土地造成及び土地利用
計画）

経　済・運　輸



平成21年(2009)　　　

12 ．1 12 ．1

12 ．1 流行語大賞に｢政権交代」

12 ．1

12 ．6

12 ．7

12 ．9

12 ．11

12 ．14

12 ．18

12 ．19

12 ．21
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ブリッジ・ザ・ギャップ？6ニュー
ヨーク・シンポジウム開催　現代美術
センター・CCA北九州による分野を超
えて知の融合を図る「CCAラボ事業」
の一環（米ニューヨーク市　～13）

ボクシングWBCバンタム級王者　長谷
川穂積が10連続防衛

松本清張記念館入館者100万人セレモ
ニー開催

北九州都市計画地区計画の変更(変更
地区　八幡西・若松区北九州学術研究
都市北部地区)

日銀 金融緩和を拡大 急激な円高や株
安を受け、低金利で10兆円供給

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

高裁　42年前の強盗殺人事件「布川
事件」の再審を決定

ロシアの宇宙船ソユーズ打ち上げ　野
口聡一宇宙飛行士、日本人二人目の長
期滞在へ

オバマ米大統領　アフガン増派3万人
を発表

ゴルフの石川遼　史上 年少の賞金王

学校事故に係る損害賠償請求事件に
関する控訴の提起についての専決処
分の報告を承認
北九州市職員退職手当支給条例等の
一部改正ほか29議案可決
北九州市固定資産評価審査委員会委
員の選任に同意
委員会提出議案
肝炎患者に対する医療補助を求める
意見書を可決
議員提出議案
肺炎球菌ワクチンへの公費助成、定
期接種化を求める意見書ほか12議案
可決
沖縄・普天間基地の即時閉鎖と国外
移設を求める意見書についてほか6議
案否決

スズキと独フォルクスワーゲンが資本
提携合意



平成22年(2010)　

1 ．1

1 ．4

1 ．8 1 ．8

1 ．15

1 ．24 第50回葦平忌開催(若松) 1 ．24 1 ．26

1 ．27 北九州港セミナーin東京開催
1 ．28

1 ．28

経　済・運　輸

北九州市長杯第2回小学生ふうせんバ

レーボール大会開催（総合体育館）

アミタ株式会社   北九州エコタウン
エリアの響灘臨海工業団地に新工場
（循環資源製造所）を建設を決定

「グリーンフロンティア助成」を創
設

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境

北九州市後期高齢者医療に関する条例

の一部改正(保険料延滞金にかかる年

7．3%の適用期間を1月から3月に変更)

第11期北九州ミズ21委員会活動報告会
開催（北九州芸術劇場）

職員研修所がウェルとばたから九州国
際大学文化交流センター（八幡東）に
移転

第33回北九州市消防職員意見発表会開
催(消防訓練研修センター)

（財）国際東アジア研究センター20周
年記念事業開催(リーガロイヤルホテ
ル小倉)

公有水面埋立地を市の区域に編入（若
松区大字安屋地先面積  5,640．84
㎡）
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平成22年(2010)　　　　

1 ．1

1 ．2

1 ．2

1 ．2

1 ．4

1 ．8

1 ．6

1 ．9

1 ．12

1 ．12

1 ．9

1 ．15

1 ．19 日本航空が会社更生手続きを申請

1 ．24 1 ．24

- 50 -

議　　　会

大関魁皇が幕内 多の808勝を達成
千代の富士を抜き単独1位

ハイチでマグニチュード7の地震　死
者22万人超　負傷者30万人以上企画展「筑前のおかみさん東路をいく

－田辺聖子『姥ざかり花の旅笠』と小
田宅子『東路日記』－」開催（文学館
～4．11）

第20回北九州市自分史文学賞決定
大賞「滝桜に会えたから」
宗像哲夫氏（福島県三春町）

沖縄県名護市長選　米軍普天間飛行場
県外移設派の稲嶺進氏当選

社会保険庁の業務を引き継ぐ特殊法人
「日本年金機構」が発足クリムト、シーレ　ウィーン世紀末展

開催（美術館本館～2．28）
ロートレック・コネクション展開催
（美術館分館～2．7）

トヨタ・プリウスが09年の国内新車販
売台数でハイブリッド車初の首位に大手町遺跡発掘調査実施（小倉北　～

29）

社　会　一　般建　　　設 教　育・文　化

特別展「布のこころ　受け継がれる母

の想いとくらしの美」開催（自然史・

歴史博物館　～2．21）
小倉城三ノ丸跡発掘調査実施（小倉北
～29）

第21回選抜女子駅伝北九州大会開催

松本清張生誕100年記念特別企画展
「松本清張 後の小説神々の乱心―乱
心の<神々>はどちらにつくのか―」開
催（松本清張記念館　～8．31）



平成22年(2010)　

2 ．1 農林業センサス実施 2 ．1

2 ．3 北九州市環境産業推進会議発足

2 ．3 北九州市下水道ビジョン策定

2 ．6

2 ．10 北九州市非核平和都市宣言を実施

2 ．10

2 ．10

2 ．12

2 ．12

2 ．14 第2回平尾台ふゆはなび開催(小倉南) 2 ．18

2 ．20

2 ．22

2 ．26

2 ．- 北九州市次世代育成行動計画（元気発

進！子どもプラン）策定（平成22年度

～平成26年度）
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北九州市応援団の集い開催(東京　グ
ランドプリンスホテル赤坂)

火野葦平没後50年記念事業
森野由み歌のつばさにのせて開催
(若松)

西部ガス　大型LNG受入基地の建設を

発表(若松）

｢北九州市ふるさとかるた｣お披露目か
るた大会開催(小倉城庭園)

北九州市若者応援サイト「ＹＥＬＬ」

を開設

国内初の先進の水循環施設の技術開
発、運営実証、情報発信拠点となる
「ウォータープラザ北九州」におけ
る実証研究に関する覚書、基本契約
を締結

小倉南区、若松区親子ふれあいルーム
開設(小倉南生涯学習センター、若松
区役所)

生　活　環　境

北九州市・中国大連市友好都市提携30
周年記念式典開催(リーガロイヤルホ
テル小倉)

平成22年北九州市表彰（功労85人　永
年勤続2人　人命救助6人　善行1人
寄付9人　計103人）

北九州をめぐるアート展開催
（旧百三十銀行ギャラリー　～3．9）

経　済・運　輸一　般　行　政 社　会　福　祉



平成22年(2010)　　　　

2 ．1 2 ．1 貴乃花親方　相撲協会理事に

2 ．4

2 ．5

2 ．4 第68代横綱朝青龍が引退

2 ．6 2 ．6

2 ．10

2 12

2 ．17

2 ．20

2 ．26

2 ．25 2 ．25 2月市議会定例会開会（～3．29）

2 ．26

2 ．26 市営　長浜団地9戸完成(小倉北)
2 ．27
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平成22年北九州市民スポーツ賞表彰式

開催
美しきバラと花々の祭典（美術館分館
～4．4）

北九州市子どもノンフィクション文学
賞（第1回）決定
大賞
【小学生の部】
「ぼくと円形脱毛症」
渡邉天貴さん（北九州市）
【中学生の部】
「僕の胎内めぐり」
山根息吹さん（オーストラリア）

「北九州市道路整備中長期計画　～
“進化するみちづくり”2010～」を策
定 バンクーバー五輪女子フィギュア　浅

田真央選手「銀」

小倉城三ノ丸跡発掘調査実施（小倉北

～24）

東京地検特捜部　「陸山会事件」で小
沢民主党幹事長を不起訴に　元秘書ら
は政治資金規正法違反で起訴平成21年度人権を考える企業のつどい

開催(北九州芸術劇場)

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

中国大連市旅順博物館と友好交流に関
する協定を締結

中国大連市人民代表大会代表団来市
（～7）

 行政刷新相に民主党枝野幸男氏就任

「ブリッジ・ザ・ギャップ？6北九州
公開レクチャー」開催　現代美術セン
ター・CCA北九州による分野を超えて
知の融合を図る「CCAラボ事業」の一
環

バンクーバー冬季五輪開幕　冬季 多
の82カ国参加



平成22年(2010)　

3 ．1

3 ．9 第5回洞海湾環境修復検討会開催

3 ．1

3 ．13 魚町エコルーフ完成(小倉北)

3 ．15

3 ．15 ごみ収集車にハイブリッド車を導入

3 ．22

3 ．22

3 ．21

3 ．28

3 ．27

3 ．31

3 ．27 3 ．28

3 ．31

3 ．31

3 ．31 3 ．31 3 ．31

3 -
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小倉BQ食KING～天下分け麺の戦い～開
催(小倉北　勝山公園　～28)

水道局が(社)日本水道協会策定の品
質保証規格「水道水質検査優良試験
所規範(水道ＧＬＰ）の更新認定取得

若松区響町一丁目地先（響灘Ｄ地区2

－2－1工区）公有水面埋立竣功認可告

示（面積41,079．66㎡）迷惑行為防止推進地区を2地区（門司

港レトロ地区、若松南海岸地区）指定 人権啓発アニメ　｢ボクとガク　あの
夏のものがたり｣制作

粗大ごみリユース事業(リサイクルプ
ラザにおける家具、自転車等の提供)
の廃止

若松区響町一丁目地先（響灘Ｄ地区2

－2－2－1工区）公有水面埋立竣功認

可告示（面積1,261,153．23㎡）

米タコマ市、米ノーフォーク市との姉
妹都市提携50周年記念誌発行

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

門司区親子ふれあいルーム開設(門司
区役所)

国連女性の地位委員会パラレルイベン
ト「女性のエンパワーメントに向けた
取り組みと課題」開催（米ニューヨー
ク市　（財）アジア女性交流・研究
フォーラム）

みなとや海辺の活動支援パネル展(北
九州国際会議場、ウェルとばた)

第19回ハイビジョン将棋フェスティバ
ル開催（北九州国際会議場）

第19回ハイビジョン将棋フェスティバ
ル開催（北九州国際会議場）

平尾台クロスカントリー2010開催（小
倉南） 健康フェスタ開催（西日本総合展示

場）勝山橋太陽光発電ルーフ完成(小倉
北) みなとや海辺の活動発表会開催(北九

州国際会議場)



平成22年(2010)　　　　

3 ．1

3 ．3 市営　小嶺団地15戸完成(八幡西)
3 ．1

3 ．5

3 ．6

3 ．5 3 ．7 3 ．5

3 ．5 3 ．7

3 ．5 市営　吉田団地72戸完成(小倉南) 3 ．10 予算特別委員会設置

3 ．20

3 ．12

3 ．23

3 ．13

3 ．15 3 ．15

3 ．15 市営　日吉団地40戸完成(八幡西)
3 ．17 3 ．23

3 ．20

3 ．29

3 ．22 3 ．24 3 ．22

3 ．24

3 ．27 3 ．26

3 ．25

3 ．26

3 ．27 紫川遊覧屋形船運航(小倉北　～28) 3 ．30

3 ．31 3 ．31 高校授業料無償化法成立
3 ．31 3 ．31

3 ．31

3 - 北九州市橋梁長寿命化修繕計画策定
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市住宅供給公社　門司ミッドエアー
分譲136戸完成（門司）

北九州市立大学大学院マネジメント研
究科と大連理工学院（中国）との学術
交流協定（覚書）締結 平成22年度北九州市一般会計予算ほ

か46議案可決
北九州市固定資産評価審査委員会委
員の選任に同意
小倉北区、小倉南区、八幡東区及び
八幡西区選挙管理委員並びに同補充
員の選挙
委員会提出議案
国の強力な雇用創出対策を求める意
見書を可決
議員提出議案
ＵＲ都市機構の住宅居住者の居住の
安定を求める意見書ほか17議案可決
企業・団体献金の全面的な禁止を政
治資金規正法に盛り込むことを求め
る意見書ほか7議案否決

ひびき動物ワールドの入園者 200万人
に到達（若松）

平成21年度全国高等学校選抜自転車競

技大会開催(北九州メディアドームほ

か　～27) 2010年度予算成立　一般会計過去 大
92兆円超コミュニティサイクル事業開始(サイ

クルステーション　小倉都心地区7か
所　八幡東田地区3か所　計116台配
置)

北九州市立大学アジア文化社会研究セ
ンターと同済大学アジア太平洋研究セ
ンター（中国）との学術文化交流協定
締結 子ども手当法成立　中学生以下の子ど

もに１人当たり月１万３千円を支給市無形民俗文化財指定　小倉祗園平松
の神輿(小倉北)

北九州都市計画用途地域の変更（八幡
東区山路松尾町地区）

第9回全国女性俳句大会in北九州開催
（北九州国際会議場）

特別展「どうぶつ大集合！～肉食系？
草食系？～」開催（自然史・歴史博物
館　　～5．30） 海上保安庁　捕鯨抗議のシー・シェ

パード船長を艦船進入容疑で逮捕北九州市立大学と南開大学環境科学及
び工程学院循環経済哲学社会科学創新
基地（中国）との学術交流協定（学部
間）締結

第1回KOKURAふたりの日開催(小倉北
～14) 北九州市芸術文化施設条例の一部改

正ほか20議案可決
区自治総連合会長宅に発砲事件（小倉
南）

畠山遺跡の発掘調査実施（小倉南　～
12）北九州都市計画地区計画の決定

（指定地区　小倉南区湯川地区　八幡
東区山路松尾町地区）

第4回「発掘レポート 前線」遺跡発
掘報告会開催

北九州都市計画地区計画の変更
（変更地区　小倉南区曽根地区）

第20回合唱組曲「北九州」演奏会開催
（アルモニーサンク 北九州ソレイユ
ホール）

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

北九州演劇フェスティバル2010開催
（北九州芸術劇場ほか　～3．14）

アイスランドの氷河の下の火山噴火
欧州空港閉鎖

米グーグル　検閲交渉決裂で中国本土
から撤退

フィギュアスケート世界選手権で高橋
大輔選手が日本男子初の「金」

改正雇用保険法成立　派遣労働者等の
雇用保険の加入要件を緩和

埋蔵文化財調査報告書（第425集～第

444集）刊行

恐竜絶滅は小惑星激突が原因と国際研
究チームが米科学誌で発表

市営　長野みどり団地39戸完成（小倉
南） 文化財調査報告書（第123集、第124

集）刊行



平成22年(2010)　

4 ．1 4 ．1 4 ．1 4 ．1

4 ．1 新消防ヘリコプター運用開始

4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1 4 1

4 ．1

4 ．8

4 ．1

4 ．1

4 ．15

4 ．1

4 ．18

4 ．1

4 ．21 4 ．1

4 ．28 4 ．1

迷惑行為防止重点地区の小倉都心地区
並びに黒崎副都心地区の追加指定 中小企業融資「開業支援資金」の自己

資金要件を緩和北九州・平尾台トレイルランニング
レース2010開催(小倉南） 若戸渡船

自転車料金値下げ　100円→50円

北九州エコハウスオープン（八幡東
北九州市環境ミュージアム）

田野浦地区に特定埠頭運営事業を導入
(外航RORO船の拠点化促進のための港
湾施設の長期・一体的貸付)

第5期北九州市男女共同参画審議会設
置

港湾空港局機構改革
総務港営部（総務経営課、港営課、港
湾事務所）、営業部（物流振興課、立
地促進課）を総務部（総務経営課）、
港営部（港営課、港湾事務所、物流振
興課、立地促進課）に再編

水道局　建設工事等に係る契約事務
の一部を契約室に移管

北九州スマートコミュニティ創造事
業　次世代エネルギー・社会システ
ム実証地域に選定

交通局機構改革
総務課を総務経営課に名称変更
業務課を廃止

中小企業融資「緊急経営安定資金」を
「景気対応資金」に名称変更

環境教育ワークブック「みどりの
ノート」配布（市内小学校全児童）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

特別高度工作車及び特殊災害対応車運
用開始

企画文化局機構改革
政策部広域行政推進課を廃止し、世界
遺産登録準備室を新設
シティプロモーション部にぎわいづく
り企画課、都市ブランド創造課を廃止

環境局機構改革
環境政策部（総務課、環境首都政策
課、環境学習課）、環境経済部(環境
産業政策室、環境国際協力室）、廃
棄物事業部（業務課、施設課）を、
環境政策部（総務課、環境学習課）
環境モデル都市推進室、環境国際戦
略室（環境国際戦略課）循環社会推
進部（循環社会推進課、業務課、施
設課）に再編

産業経済局機構改革
産業振興部（総務課、産業政策課、雇
用開発課、中小企業振興課、貿易振興
課）、新産業・学術振興部（新産業振
興課、学術振興課、自動車産業振興
課）、商業・観光部（観光課、商業振
興課、渡船事業所）を総務政策部（総
務課、産業政策課、学術振興課、雇用
開発課）、地域産業振興部（中小企業
振興課、商業振興課、貿易振興課）、
新産業振興部（新産業振興課）、観光
部（観光・コンベンション課、門司港
レトロ課、渡船事業所）に再編
門司港レトロ室を廃止

社会福祉法人恵康会特別養護老人ホー
ム「ひかりの丘」開設（門司）

社会福祉法人誠光会特別養護老人ホー
ム「誠光園アネックス」開設（八幡
東）総務市民局機構改革

市民部定額給付金室を廃止 北九州市国民健康保険条例の一部改正
（非自発的失業者に係る保険料軽減制
度等の実施、旧被扶養者に係る保険料
減免制度改正）

小倉北区役所機構改革
保護第三課を新設 北九州エコライフステージ2010開催

（通年事業　～23．3．31）

市職員採用試験の区分に上級一般事務

員（行政Ⅱ・医療経営）を新設

港湾情報システムの改修（陸上港湾施
設に係る次世代シングルウインドウ対
応）
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平成22年(2010)　　　　

4 ．1 4 ．1 4 ．1 4 ．1

4 ．1

4 ．3

4 ．1 風師中学校を門司中学校に統合
4 ．1 紫川亀年橋完成（小倉南） 4 ．1 4 ．5

4 ．1

4 ．9

4 ．5

4 ．11 金山川遊覧屋形船運航（八幡西） 4 ．10

4 ．12

4 ．13 中学校完全給食を新たに16校で本格実

4 ．16

4 ．18

4 ．19 4 ．19

4 ．23

4 ．24

4 ．27

4 ．29
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特別企画展「橋本多佳子　雪はげし抱

かれてい息のつまりしこと」開催（文

学館　～7．4）

勝山公園市民プール跡地に芝生広場が

完成（小倉北）

井堀小学校校舎全面改築完成（小倉
北）

スペースシャトル「ディスカバリー」
打ち上げ　山崎直子宇宙飛行士が搭乗

小学校で環境体験科開始(4年生対象
環境保全や3R活動等に自ら取り組む力
（市民環境力）を育む）

宮崎県で口蹄疫の症状がある黒毛和牛
が見つかり、その後の検査で陽性と判
明　国内では10年ぶり重住遺跡の発掘調査実施（小倉南

～16） 平沼赳夫元経済産業相や与謝野馨元財
務相ら「たちあがれ日本」結党遺跡発掘調査実施

備後守屋鋪跡（小倉北～7．30）
峠遺跡（小倉南～8．20）

建築都市局機構改革
折尾総合整備事務所に区画整理事業課
を新設
建築部建築保全課、施設建築課を廃止
し、建築課を新設

市議会事務局機構改革
政策課を新設

相模原市が政令指定都市へ移行

北九州市立大学に地域共生教育セン
ターを設置 米アップル社が新型情報端末「ipad」

発売　初日の販売台数30万台超

小倉城三ノ丸跡発掘調査実施（小倉北

～7．30）

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

再興第94回院展開催（美術館分館～
5．9）

山田宏東京都杉並区長や中田宏前横浜
市長ら「日本創新党」を結党

刑事訴訟法改正　殺人など重大犯罪の
公訴時効を廃止・延長

小原遺跡発掘調査実施（小倉南 ～5．
28）

橋下徹大阪府知事が代表を務める「大
阪維新の会」が大阪都構想を掲げ発足

舛添要一元厚生労働相ら「新党改革」
結党



平成22年(2010)　

4 ．3

4 ．3

4 ．9

4 ．26

4 ．27

5 ．1

5 ．1

5 ．5

5 ．3

5 ．9

5 ．14

5 ．11

5 ．15 5 ．18

5 ．18 5 ．22

5 ．26

5 ．29 新門司東緑地オープン式典開催(門司)
5 ．31

- 57 -

姉妹自治体交流表彰（総務大臣賞）を
受賞

こども“かっぱ”フォーラム開催（グ
リーンパーク） 帆船「日本丸」一般公開実施（門司区

西海岸）

長崎街道　黒崎・花・まち・フェスタ
開催(八幡西　～16)

北九州市内の情報化実態調査結果発表 北九州市風力発電産業シンポジウムin

東京開催
北九州市口蹄疫防疫対策警戒本部設置
(7．27廃止)

門司港～釜山港フェリー就航（～12．
19　23．4．12免許返納）

第5回皿倉山健康ウオーク開催（八幡
東）

門司区新門司北三丁目1番1地先（新門

司Ⅱ期地区（その2）2－3－2－1工区

（Ｇ号地（ロ））公有水面埋立竣功認

可告示（面積21,285．60㎡）

ハイフォン市解放55周年記念式典に市
長参加（ベトナム・ハイフォン市）

ヤフーカスタマーリレーションズ
コールセンター開設決定(小倉北区浅
野）

第1回「黒崎商店街満喫ツアー」の開
催（八幡西）

市営バスダイヤ改正（第二浅川橋～北
九州市役所前　特急・快速便運行）

市営バス路線延長（ひびきの東～唐
戸）

北九州空港乗降客500万人達成式典開
催

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

北九州市国民健康保険条例の一部改正
(高額医療共同安定化事業等を平成25
年度まで期間延長)

西日本インポートフェア2010開催（西
日本総合展示場　～5）



平成22年(2010)　　　　

5 ．1

5 ．2

5 ．8

5 ．10

5 ．10 5 ．11

5 ．6

5 ．17

5 ．18

5 ．27

5 ．28 米アップル社iPad日本上陸
5 ．28

5 ．28

5 ．30 社民党が連立政権を離脱
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鳩山内閣　普天間の辺野古移設を閣議
決定　署名を拒んだ社民党党首の福島
消費者担当相を罷免

口蹄疫に対処するための特別措置法成
立　家畜の殺処分に対する国の損失補
償を手厚くするなどの内容

上海万博開幕（～10.31)

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

ギリシャ財政危機　欧州連合と国際通
貨基金が100億ユーロ(約12兆1千億円)
の緊急融資を決定

第13回市長杯争奪レディース・スポー

ツフェスティバル開催(市内各競技場

～23)

重留遺跡発掘調査実施（小倉南～6．
30）

小・中学校における読書活動推進モデ
ル事業開始（学校図書館嘱託職員の配
置、ブックヘルパーの公募）

ハイフォン市解放55周年記念式典へ
北九州市訪問団を派遣（ベトナム・
ハイフォン市　～15） 高速増殖炉「もんじゅ」運転再開　事

故で停止以来14年半ぶり

宮崎県で発生した口蹄疫の被害拡大を
防ぐため「口蹄疫対策本部」が発足
本部長は鳩山首相　宮崎県庁に現地対
策本部も

日本国憲法の改正手続に関する法律
（国民投票法）施行

日本経団連会長に米倉弘昌住友化学会
長が就任



平成22年(2010)　    

6 ．1

6 ．3

6 ．4

6 ．5

6 ．13

6 ．23

6 ．24

6 ．24

6 ．27

6 ．29

若松あじさい祭り開催（高塔山　6．
13,6．20）

㈱北九州シティＦＭと「災害に関する
対策のための放送要請に関する協定」
を締結

第50回西日本総合機械展開催（西日本
総合展示場  ～26）

第36回ふくおか産業技術振興展開催
（西日本総合展示場  ～26）

第7回みなみ会太鼓音楽祭開催
（小倉南生涯学習センター） 北九州港港湾計画の軽易な変更

（響灘地区　危険物取扱施設計画、水
域施設計画）

住居表示整備事業実施（小倉南区、若

松区、八幡西区0．192ｋ㎡）
ロシア・チェリャビンスク市と経済協
力協定を締結アジア低炭素化センター開設（八幡

東　平野）とばた菖蒲まつり2010開催(夜宮公園

周辺  ～6）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

- 59 -



平成22年(2010)　　　　

6 ．1 6 ．1 子ども手当の支給始まる
6 ．2

6 ．5 6 ．2

6 ．10 6月市議会定例会開会（～17） 6 8

6 ．11 6 ．11

6 ．17

6 ．13

6 ．14

6 ．21

6 ．28
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北九州市市税条例の一部を改正する
条例の専決処分の報告ほか2議案承認
北九州市職員の育児休業等に関する
条例及び北九州市職員の勤務時間、
休日、休暇等に関する条例の一部改
正ほか17議案可決
北九州市国民健康保険条例の一部改
正を否決
北九州市教育委員会委員の任命、人
権擁護委員候補者の推薦に同意
議員提出議案
健全な国民健康保険制度の構築を求
める意見書ほか11議案可決
民意を尊重した米軍普天間基地問題
の解決を求める意見書ほか5議案否決

小惑星探査機はやぶさ　約60億km、7
年の旅を終え地球帰還

大相撲の琴光喜に野球賭博発覚　その
後、大嶽親方とともに解雇

政府　「地域主権戦略大綱」を策定
地域主権戦略会議（議長　菅首相）で

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

北九州市立大学とダナン工科大学環境
学部（ベトナム）との学術交流協定
（学部間）締結

鳩山首相が退陣表明　普天間問題の迷
走や政治とカネ問題で引責　民主党小
沢幹事長も辞任

染める布 染まる空間展開催（美術館
分館　～27）

ＪＲの所属組合による不採用訴訟　23
年の歳月を経て 高裁で和解

野口聡一宇宙飛行士　国際宇宙ステー
ションから半年ぶりに帰還

民主党と国民新党の連立による菅内閣
が発足

平成22年度地籍調査事業実施（調査区
域　小倉南区新曽根、沼南町、大字曽
根の各一部　若松区赤崎町、小石本村
町、小糸町、迫田町、棚田町、中畑
町、大字小石の各一部、宮前町の全
部）

亀井静香郵政担当相が郵政改革法案の
成立見送りに反発し閣僚辞任



平成22年(2010)　

7 ．1 北九州市暴力団排除条例施行 7 ．1

7 ．3

7 ．4

7 ．5 「行政評価システム」を導入

7 ．14

7 ．15 グリーン電力普及拡大事業開始 7 ．15

7 ．15

7 ．21

7 ．21 7 ．22

7 ．28

7 ．28

7 ．31

7 ．30 若松みなと祭り開催(～8．1)
7 ．30 7 ．31

富士通コミュニケーションサービス
大規模サポートセンター開設決定(八
幡西)第1回北九州市・南九州市子ども交流

事業開催（南九州市を訪問　～30） 北九州・下関海の日海峡クルージング
実施（関門海峡）

市立子どもの館の入館者　400万人を
達成

平成21年次北九州市観光動態調査の結
果を発表

国土交通省九州地方整備局による門司
区大字今津地先（新門司Ⅱ期（その
2）)公有水面埋立部分竣功（面積
1,494．09㎡）

小倉駅南口、勝山橋、門司港中央広
場にミスト冷却装置を設置

北九州市「環境未来都市」等庁内推進

本部設置

くろさき　サマーフェスタ at 三角公
園開催(八幡西　～22)

第10回北九州港・レムチャバン港姉妹
港会議開催（北九州）

小倉都心部低炭素まちづくり推進プ
ラン（愛称：紫川エコリバー構想）
策定 響灘北緑地のオープン式典開催（若

松）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

くきのうみ花火の祭典開催（洞海湾・
若戸大橋周辺）

やまぎんレトロライン「潮風号」
利用者30万人を達成(門司港）

- 61 -



平成22年(2010)　　　　

7 ．1

7 ．6

7 ．3

7 ．7

7 ．11

7 ．12 高野遺跡発掘調査実施（小倉南～29）

7 ．11

7 ．17

7 ．15 第143回芥川賞・直木賞
7 ．17 芥川賞：赤染晶子「乙女の密告」

直木賞：中島京子「小さいおうち」

7 ．17

7 ．23 7 ．22

7 ．23

7 ．24 ひびきコスモス公園完成（若松） 7 ．24

7 ．24

7 ．31
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ビキニ環礁　核兵器の惨禍を伝える
「負の遺産」としてユネスコが世界遺
産に登録

特別展「昆虫大接近！～みんなであそ
ぼう虫たちの森～」開催（自然史・歴
史博物館　～9．5）

夏休み企画展「ちいさないのちのこえ
がする　みずかみかずよの世界」開催
（文学館　～8．31）

「北九州市景観づくりマスタープラ
ン」、「北九州市景観計画」の変更

米金融規制法成立　金融危機再発防止
の枠組み固まる

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

米国で、核開発を続けるイランに対す
る包括的な経済制裁法が成立　各国に
強調を迫る城野遺跡発掘調査実施（小倉南～23．

2．28）
競馬ブームを牽引したオグリキャップ
死亡北九州市立大学大学院マネジメント研

究科と中国人民大学中国経済改革与発
展研究院との学術交流協定締結

第1回紫川夜市2010開催(小倉北　紫川
周辺　～24)

ひろがるイマジネーション展開催（美

術館分館～8．29）第14回紫川かわべ祭り開催（小倉北
紫川周辺）

大相撲名古屋場所　野球賭博、暴力団
観戦問題で、NHK生中継を見合わせ
天皇賜杯も辞退

第22回参議院議員選挙　自民党51議
席、民主党44議席　再び「ねじれ国
会」に生誕150年記念　アルフォンス・ミュ

シャ展開催（美術館本館～8．29）



平成22年(2010)　

8 ．1

8 ．2

8 ．2

8 ．10

8 ．3

8 ．11

8 ．11 「海外水ビジネスの展開」を発表
8 ．7

8 ．13 海峡花火大会開催（関門海峡）
8 ．9

8 ．18

8 ．21

8 ．24

8 ．25

8 ．27

8 ．28 若松鉄人JAZZ14開催（若松）

8 ．31

8 ．- 北九州市高齢者等実態調査実施

水道局　ポンプ付ハイブリッド給水
車を東西工事事務所に各1台配備

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境

第23回わっしょい百万夏まつり開催
(小倉北　～8)

北九州市非核平和都市宣言記念碑設置

(小倉北　勝山公園）

経　済・運　輸

「北九州市が暴力団排除措置を講ずる
ための連携に関する協定」を福岡県警
と締結 北九州空港

スカイマークによる那覇線（10月31日
までの季節運航）、東京線就航

ベトナム・ハイフォン市書記長来市

北九州市長杯ストリートダンスバトル
2010開催(小倉北　8．22  9．5  9．
26  10．17)

住民票の作成単位を世帯票から個人票

に変更

第1回「市民暴排の日」記念行事『北

九州市民暴力追放総決起大会』開催

（北九州メディアドーム）

まつりみなみ2010開催（志井公園周
辺）

- 63 -

北九州市子ども・若者支援地域協議会

設置ILO主催｢グリーン・ジョブとより良い
暮らしに関するフォーラム」で「低炭
素経済とグリーンジョブの促進に関す
る日本の都市事例」について市長講演
（中国上海市）

北九州スマートコミュニティ創造事
業マスタープラン策定

海外水ビジネスを官民一体となって
推進するための「北九州市海外水ビ
ジネス推進協議会」を全国の自治体
で初めて発足



平成22年(2010)　　　　

8 ．1 8 ．1 高島遺跡発掘調査実施（小倉南～31） 8 ．1

8 ．1

8 ．5

8 ．6

8 ．8

8 ．10

8 ．16

8 ．18 市営　大谷団地32戸完成（八幡西）
8 ．19

8 ．22 8 ．24

8 ．27

8 ．28 8 ．30

8 ．29

8 ．30

8 ．31

- 64 -

円急騰　一時1ドル83円台に　15年2か
月ぶりの円高ドル安水準

東国原宮崎県知事　家畜の口蹄疫収束
を宣言

宗左近・みずかみかずよ記念　第1回
「あなたにあいたくて生まれてきた詩
コンクール」表彰式開催（文学館）

日銀　資金供給量を10兆円増　円高対
策で政府と足並みをそろえる姿勢を強
調

第2回全日本紫川ダンボールボート
レース2010開催（小倉北　紫川周辺）

日本男子サッカー代表監督にザッケ
ローニ氏就任

第48回北九州市民体育祭開催（～23．

3．31）

石田遺跡の発掘調査実施（小倉南　～
31）

社　会　一　般

北九州市狭あい道路拡幅整備事業の開
始

クラスター爆弾禁止条約発効　米中ロ
は未加盟

北九州子どもの未来をひらく教育セミ

ナー開催

市立図書館で、図書の返却フリー制度
開始

ベトナム・ハイフォン市代表団来市
（～10）

浜田幸一元衆議院議員　融資担保の株
券を無断売却した背任の疑いで逮捕

建　　　設 教　育・文　化

イラク駐留米軍　イラク戦争以来の戦
闘任務終了

議　　　会

チリで鉱山の落盤事故　33人が生き埋
めに仁川広域市議会副議長一行来市

（～8）



平成22年(2010)　

9 ．1 北九州市商圏調査実施

9 ．2 9 ．3

9 ．7

9 ．10

9 ．17

9 ．18

9 ．22

9 ．25 9 ．25

9 ．29

9 ．29

市政だより平成21年1月1日号が平成22
年全国広報コンクールの広報紙部門
（都道府県・政令指定都市）で入選

人権啓発アニメ　｢ボクとガク　あの

夏のものがたり｣　平成22年度人権啓

発資料法務大臣表彰 優秀賞(映像作

品部門)受賞

北九州の救急70周年記念　平成22年度
「救急の日」式典開催 日本将棋連盟の第17回大山康晴賞受賞

（ハイビジョン将棋フェスティバル創
設等が評価）

九州・国際テクノフェア2010開催（西
日本総合展示場　～10．1）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

若松区響町三丁目1番1、1番2及び1番3
地先（響灘西地区Ｅ免許区域7－2－2
－1工区）公有水面埋立竣功認可告示
（面積23,841．77㎡）

第32回西日本陶磁器フェスタ開催（西
日本総合展示場　～23）

災害時における福祉避難所の設置のた

めの協力協定を高齢者福祉施設等48施

設と締結
水道100年のあゆみ展示を実施（～

H23．8．28市内各所にて全7回）

水素エネルギー先端技術展2010開催
（西日本総合展示場　～10．1）

北九州ミュージックフェスタ2010開催
（小倉北　勝山公園大芝生広場等　～
26）
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平成22年(2010)　　　　

9 ．1 9月市議会定例会開会（～30)
9 ．2 9 ．7

9 ．8 決算特別委員会設置 9 ．8

9 ．11

9 ．11

9 ．12 9 ．10

9 10

9 ．18

9 ．27 9 ．27 9 ．23

9 ．28

9 ．30 9 ．25

9 ．28 消費者金融大手武富士経営破綻
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第25回日本の海洋画展開催（美術館本
館～10．10）

魚町遺跡発掘調査実施（小倉北～10．
22）

平成21年度北九州市一般会計決算ほ
か29議案認定

メジャーリーグ・マリナーズのイチ
ローが10年連続200安打達成

政府　追加経済対策を閣議決定　急激
な円高による景気後退対策 事業規模9
兆8,000億円

尖閣諸島中国漁船衝突事件　逮捕の中
国船船長を那覇地検が処分保留のまま
釈放

中学校完全給食を新たに9校で本格実
施

尖閣諸島中国漁船衝突事件
海上保安庁巡視船に衝突した中国船船
長を公務執行妨害容疑で逮捕

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

企画展「月刊俳句雑誌　菜殻火（なが
らび）　創刊700号記念　表紙絵にみ
る歴史展」開催（文学館　～10．11）

第12回 北九州リバーアスロン2012開
催（小倉北）

日本振興銀行が破綻　初のペイオフ発
動

エコカー補助金　駆け込み需要急増で
終了予定３週間前に打ち切り

没後25年　鴨居玲　終わらない旅展開
催（美術館分館～10．24）

鍛冶町遺跡発掘調査実施（小倉北～

10．29） 北九州市自治基本条例ほか15議案可
決
北九州市人事委員会委員の選任、人
権擁護委員候補者の推薦に同意
議員提出議案
公共交通機関への支援を含む総合的
な交通体系の構築を求める意見書ほ
か9議案可決
非核三原則の厳守を求める意見書ほ
か5議案否決



平成22年(2010)　

10 ．1 ＷｅＬｏｖｅ小倉協議会設立 10 ．1 10 ．2 北九州空港まつり開催（北九州空港）
10 ．1

10 ．3 10 ．3

10 ．1 10 ．2

10 ．1

10 ．6

10 ．13 10 ．13

10 ．9

10 ．14 10 ．14

10 ．9 筑前黒崎宿場まつり開催（八幡西）
10 ．12 10 ．15 10 ．15 10 ．14

10 16

10 ．17

10 ．18

10 ．18 情報システム再編完了

10 ．22

10 ．23

10 ．28

10 ．29 安川・松本家と戸畑の百年記念事業開

10 ．31

公有水面埋立地を市の区域に編入
（門司区新門司北三丁目地先、
若松区響町一・二丁目地先　面積計
1,323,518．49㎡）

㈱ブリヂストン
建設・鉱山車両用の大型・超大型ラジ
アルタイヤの継続的な需要に対応する
ため、北九州工場の第3期増強を決定

第6回櫓山荘子ども俳句大会（小倉北
櫓山荘公園）

山九㈱と「災害時における支援活動に
関する協定」を締結

第10回モール大通り音楽祭（小倉南）
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曲里の松並木「電照松・街道まつり」
開催（八幡西） 北九州水道100周年記念ボトルド

ウォーター製造
北九州デザインシンポジウム開催（西
日本工業大学小倉キャンパス）

小倉北区市民課　窓口ワンストップ
サービスを先行実施、フロアマネー
ジャーを導入

第8回北九州チャンピオンズカップ国

際車椅子バスケットボール大会（総合

体育館　～17）

第47回北九州市環境衛生大会開催
（戸畑市民会館）

北九州空港
上海線（貨物便）就航

エコスタイルタウン開催（北九州エ
コライフステージ2010のシンボル事
業　本庁舎周辺　～17）（財）北九州国際交流協会20周年記念

事業開催(ウェルとばた）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

乳幼児等医療費支給対象者の拡大（入
院医療費の支給対象を小学校6年生ま
で拡大）

迷惑行為防止重点地区（黒崎副都心地
区）で過料（1,000円）徴収開始 市民いっせいまち美化の日（市民に

よる地域の道路、公園、河川、海浜
等の一斉清掃）

サイクルツアー北九州2010開催（市
内）

子ども・若者応援センター「ＹＥＬ
Ｌ」を開設(ウェルとばた）

第10回環黄海経済・技術交流会議を開
催(北九州国際会議場ほか)

平成22年国勢調査実施
全国総人口　　1億2,805万7,352人
北九州市人口　　　　　976,846人

市立子育てふれあい交流プラザの入館
者　200万人を達成

北九州市自治基本条例施行（市民、議
会及び行政の果たすべき役割など、ま
ちづくりの基本ルール）

エコテクノ2010開催（西日本総合展
示場　～15）



平成22年(2010)　　　　

10 ．1 10 ．1 10 ．1

10 ．2

10 ．3

10 ．6 10 ．5

10 ．4

10 ．6 10 ．9 10 ．6

10 ．9

10 ．8

10 ．9

10 ．17

10 ．18

10 ．23

10 ．18 10 ．13

10 ．23

10 ．28 10 ．24

10 ．28

10 ．30

10 ．28

10 ．30

10 ．31 10 ．31
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「ブリッジ・ザ・ギャップ？7北九州
公開レクチャー」開催　現代美術セン
ター・CCA北九州による分野を超えて
知の融合を図る「CCAラボ事業」の一
環

第34回北九州市都市緑化祭開催（若松
グリーンパーク）

特別企画展「文学と格差社会　樋口一
葉から中上健次まで」開催（文学館～
12．12）

北九州都市計画用途地域の変更
（小倉南区朽網地区）

チリの落盤事故　生き埋めの33人全員
を奇跡的に救出

北九州都市計画地区計画の変更
（変更地区　小倉南区北九州隣空産業
団地）

日銀　ゼロ金利政策を復活　政府と強
調し、デフレ脱却を目指す姿勢を明確
に

市政モニターアンケート「住宅の耐震
化について」の調査結果を発表

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

遺跡発掘調査実施

長浜遺跡（小倉北～22）

城野遺跡（小倉南～12．15）

女性のための市民建築大学開催（ウェ
ルとばた～11．2）

モネとジヴェルニーの画家たち展開催

（美術館本館～11．28）

ノーベル賞　日本人2人が受賞決定
化学賞：根岸英一（米パデュー大学特
別教授）、鈴木章（北海道大学名誉教
授）

特別展「禅寺広寿山の名宝～小倉にひ
らいた中国文化の華～」開催（自然
史・歴史博物館　～11．28） ノーベル賞　中国の民主活動家劉暁波

氏ノーベル平和賞受賞決定　獄中の人
権活動家「中国での基本的人権を求め
る非暴力の闘い」が評価　中国政府が
反発、12月の授賞式に出席させず

第3回小倉オープンカフェマンス(小倉
北　～31)

旧九州厚生年金会館が「アルモニーサ
ンク 北九州ソレイユホール」として
リニューアルオープン（小倉北区）第2回紫川アート市開催(小倉北　紫川

周辺　～3)

We Love小倉キックオフイベント開催
(小倉北) 2010北九州国際音楽祭開催（響ホール

ほか　～11．23)

企画展「第2回日中韓東アジア文学
フォーラム2010in北九州協賛　日中韓
作家パネル展」開催（文学館　～12．
12）

北九州市立大学と北京語言大学（中
国）との学生派遣協定締結

平成22年度北九州市障害者芸術祭開催
（ウェルとばたほか　作品展示：10．
28～11．1、ステージイベント：11．
3）

北九州市議会アジア・オセアニア視
察（メルボルン、クライストチャー
チ、オークランド ～31）

第66回福岡県美術展覧会北九州展開催
（美術館本館　～11．7） 生物多様性条約第10回締約国会議

(COP10)　遺伝資源利用の国際ルール
「名古屋議定書」と生態系を守る世界
目標「愛知ターゲット」を採択北九州シティオペラ公演　オペラ「椿

姫」開催（北九州芸術劇場　大ホール

～10．31)

日中友好北九州議員連盟第15次訪中
団出発（～11．6）

上海万博閉幕
入場者7,300万人で過去 高



平成22年(2010)　

11 ．1

11 ．2

11 ．5

11 ．7

11 ．6

11 ．7

11 ．6

11 ．6 葦平ウオーク開催（若松）
11 ．10

11 ．11

11 ．17 新球戯場の基本方針などを発表 11 ．17

11 ．19 11 ．19

11 ．23

11 ．25

11 ．26

11 ．26

11 ．29

11 ．29

ベトナム・ハイフォン市に水ビジネ

スのミッション団を派遣（～27）
東アジア経済交流推進機構　第4回機
構総会開催（中国青島市） ベトナム・ハイフォン下水道排水公

社と下水道分野における技術協力・

交流に関する覚書締結
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一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

コンビニエンス・ストアでの市税収納

開始

小倉イルミネーション2010開催(小倉
北　～23．1．10)

第6回北九州市港湾空港局・仁川広域
市港湾空港担当局トップ会談(韓国・
仁川)

北九州市中央卸売市場開設35周年記念
｢市場まつり｣　開催第6回八幡東田ウルトラ25時間駅伝大

会開催（八幡東　～7）

八幡の夜空、星降るイルミネーション
開催（八幡東　～12月下旬)

くろさき 光の マジカルランド開催
(八幡西　～23．1．10）

北九州市生物多様性戦略（北九州市
自然環境保全基本計画改訂版）策定

環境ミュージアムの入館者　100万人
を達成 ひびきコンテナターミナル　Ｒｉｃｋ

ｍｅｒｓ南米航路開設（多目的運用の
開始）

第10回北九州市こども料理王選手権開
催(北九州市中央卸売市場）

上組ひびき物流センター竣工(ひびき
コンテナターミナル）

P．P．C．2010第12回西日本国際福祉
機器展開催（西日本総合展示場　～
13）第4回北九州市ワーク・ライフ・バラ

ンス表彰表彰式開催

平成22年度北九州市食生活改善大会開

催（ウエルとばた）



平成22年(2010)　　　　

11 ．1 11 ．1

11 ．1

11 ．7 11 ．5 11 ．6

11 ．7

11 ．6

11 ．12

11 ．11 11 ．8 大門遺跡発掘調査実施（小倉北～24） 11 ．13

11 ．10

11 ．16 11 ．16

11 ．16

11 ．16

11 ．18

11 ．23

11 ．28

11 ．29 12月市議会定例会開会（～12．7）

11 ．28

11 ．30
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第15回 北九州市長杯　紫川・市民ハ
ゼ釣り大会開催（小倉北　紫川周辺）

仁川広域市立博物館及び大連市旅順博

物館と「東アジア友好博物館に関する

合意書」調印

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

馬淵国土交通相　群馬県八ツ場ダムの
建設中止方針を撤回

ミャンマーで20年ぶりに総選挙実施
軍事政権翼賛政党圧勝

峠遺跡発掘調査実施（小倉南 ～12．
27）

メドベージェフ露大統領　国後島訪問
ソ連時代を含めロシアの 高指導者と
して初屏賀坂遺跡の発掘調査実施（小倉北

～15）

平成22年度子どもの読書活動推進
フォーラム開催（戸畑市民会館） クラスター爆弾全廃へ向け、ラオスで

の締約国会議で行動計画を採択

ミャンマーの民主化運動指導者アウ
ン・サン・スー・チー氏が自宅軟禁か
ら7年半ぶりに解放ポーランドの至宝展開催（美術館分館

～12．5）

黒崎二丁目地区市街地再開発準備組合
設立（八幡西）

第30回西日本トータルリビングショー
開催（西日本総合展示場　～13）

北九州都市計画地区計画の変更
（変更地区　小倉南区曽根地区）

小惑星探査機「はやぶさ」が持ち帰っ
た試料から小惑星「イトカワ」の微粒
子を確認

横浜地裁　裁判員裁判で初の死刑判決

北九州市立大学と国立昌原大学校（韓
国）との学生交流協定締結

北朝鮮が韓国延坪島を砲撃　死者4人
朝鮮戦争休戦後初の陸上攻撃　韓国も
応戦第28回門司港レトロマラソン開催

’10まいなびフォーラム開催（生涯学
習総合センター） 北九州市職員の給与に関する条例等

の一部改正を可決



平成22年(2010)　

12 ．5 12 ．5

12 ．7

12 ．9 第6回洞海湾環境修復検討会開催

12 ．13 12 ．14

12 ．14

12 ．16

12 ．17 12 ．17 北九州市防災会議開催 12 ．18

12 ．19 第3回北九州市環境首都検定実施

12 ．20

12 ．23

12 ．24 子ども家庭レポートの創刊

12 ．31 平成22年工業統計調査実施

ふれあいフェスタ2010開催(西日本総
合展示場)

水道100周年記念事業　100年の森植
樹イベント開催(ます渕ダム)

仁川広域市・韓国貿易協会主催の仁川
国際物流産業展示会に北九州港・北九
州空港のブースを出展

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸
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公有水面埋立地を市の区域に編入（門
司区大字今津地先、若松区響町三丁目
地先　　面積計25,335．86㎡）

日明浄化センターに、国内初の先進
の水循環施設の技術開発、運営実
証、情報発信拠点となる「ウォー
タープラザ北九州」を開設

北九州国際水ビジネスフォーラム
2010開催（男女共同参画センター）

中華人民共和国駐日本国大使館　程永
華特命全権大使他来市

市民意識調査「市政評価と市政要望」
「多文化共生について」の中間報告を
発表

第6回北九州技の達人表彰式開催（小
倉北）

北九州港港湾計画の軽易な変更
（響灘西地区　公共ふ頭計画(臨海部
物流拠点の形成を図る区域)、
　臨港交通施設計画(区域内の臨港道
路)）

第1回すくすく子育ちフェスタ開催(西

日本総合展示場）



平成22年(2010)　　　　

12 ．1

12 ．2

12 ．1

12 ．5

12 ．7

12 ．5

12 2 12 ．4

12 ．3 12 ．5

12 ．14 12 ．6

12 ．15

12 ．10

12 ．16

12 ．21

12 ．15

12 ．- 北九州市文化振興計画策定
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馬場田遺跡発掘調査実施（小倉南　～

23．1．7）

石田・原遺跡発掘調査実施（小倉南

～23．2．4） 日本固有の淡水魚で絶滅種に指定され
ていたクニマス　山梨県西湖で約70年
ぶりに発見

水町遺跡発掘調査実施（小倉南　～
27） 2022年サッカーワールドカップ招致

日本落選　カタールに決定特別企画展「松本清張と東アジア―描

かれた<東アジア・東南アジア>読まれ

る<清張>」開催（松本清張記念館　～

23．8．15）

北九州市スポーツ施設条例の一部改
正ほか51議案可決
人権擁護委員候補者の推薦、北九州
市土地利用審査会委員の任命に同意
委員会提出議案
肝炎患者に対する医療費の助成を求
める意見書を可決
議員提出議案
脳脊髄液減少症の診断基準及び治療
法の確立を求める意見書ほか8議案可
決
企業・団体献金の禁止に関する意見
書ほか4議案否決

水町遺跡発掘調査実施（小倉南　～
16）

日中韓 東アジア文学フォーラム2010
ｉｎ北九州開催（北九州国際会議場ほ
か　～7）

竹原信一鹿児島県阿久根市長のリコー
ル成立　強引すぎる改革に批判

東北新幹線　新青森まで延伸で全線開
業

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

白銀地区住宅市街地総合整備事業完了
（小倉北）

戸畑地区住宅市街地総合整備事業完了
（戸畑）

第43回北九州市民文化賞表彰式開催
美術的領域
石川澄水氏（水巻町在住）
音楽的領域
豊嶋起久子氏（ウィーン在住）
音楽的領域
田中香織氏（バーゼル在住）
その他芸能的領域
林家きく麿氏（東京都在住） 鹿児島地裁　裁判員裁判で死刑求刑に

無罪判決　裁判員裁判で初

福岡高裁　諫早湾干拓開門訴訟で一審
に続き開門を命令　国が上告断念

戸畑大谷線（尾倉ランプ）街路事業

「東田出入口」開通（八幡東）



平成23年(2011)　

1 ．4

1 ．6

1 ．11

1 ．14 1 ．14

1 ．15

1 ．18

1 ．18

1 ．19

1 ．21

1 ．23 第51回葦平忌開催(若松) 1 ．23

1 ．26
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小倉北区親子ふれあいルーム開設(小
倉北区役所)

㈱みずほ銀行と産業振興分野において
連携協定を締結

門司港～韓国・光陽港フェリー臨時便
入港（～3．16）

北九州市下水道事業中期経営計画策
定(平成22年度～平成26年度)

北九州市長杯第3回小学生ふうせんバ
レーボール大会開催（総合体育館）

先導的低炭素化技術研究戦略指針策定

子ども・若者応援センター「ＹＥＬ
Ｌ」開所記念　特別講演会「希望の紡
ぎ方～若者支援者へのエール～」開催
（ウェルとばた）

厚生労働省とカンボジア鉱工業エネ
ルギー省の間で締結した「水の安全
供給に対する協力に関する覚書」
に、北九州市が主体的に関与するこ
とを明記

若戸渡船　第十八わかと丸就航(2階
席、トイレ設置、冷暖房完備などク
ルージング仕様)

第34回北九州市消防職員意見発表会開
催(消防訓練研修センター)

小倉競輪場
ミッドナイト競輪を開催（北九州メ
ディアドーム　2日制月2回程度）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

北九州水素タウン運用開始（八幡東
東田）



平成23年(2011)　　　　

1 ．2

1 ．2

1 ．2

1 ．13 1 ．14

1 ．13 1 ．17 第144回芥川賞・直木賞

芥川賞：朝吹真理子「きことわ」

1 ．15 　　　  西村賢太「苦役列車」

直木賞：木内昇「漂砂のうたう」

　　　　道尾秀介「月と蟹」

1 ．20

1 ．22 宮崎県で鳥インフルエンザ確認

1 ．22 1 ．22

1 ．23 第22回選抜女子駅伝北九州大会開催 1 ．27

1 ．26

1 ．27

1 ．31

1 ．31 市営　馬寄団地20戸完成（門司）
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社　会　一　般

特別展「古代メキシコ・オルメカ文明
展　マヤへの道」開催（自然史・歴史
博物館　～3．31）

第21回北九州市自分史文学賞決定
大賞「鉄の時代を生きて」
小野正之氏（千葉県在住）

菅再改造内閣が発足　官房長官に枝野
幸男氏起用

鹿児島と宮崎県の県境の霧島連山新燃
岳が噴火　爆発的噴火は52年ぶり

北九州市立大学と韓国・国民大学校と
の友好校および学生派遣に関する協定
締結

日本の長期国債格下げ　米スタンダー
ド・アンド・プアーズが上から4番目
のＡＡマイナスに1段階格下げ

いのちのたび博物館の入館者数が300
万人を達成

2010年の中国国内総生産（ＧＤＰ）世
界2位　日本を抜き米国に次ぐ規模

稗田川遺跡の発掘調査実施（小倉南
～26）

京都　細見美術館　琳派・若冲と雅の
世界展開催（美術館本館　～2．13）

絵本の世界へ旅しよう展開催（美術館
分館　～2．13）

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会

北九州芸術劇場×パリ市立劇場×山海
塾共同プロデュース　山海塾「二つの
流れ―から・み」公演（北九州芸術劇
場　～23）

無人補給船「こうのとり」打ち上げ
国際宇宙ステーションに実験機器等を
輸送

小沢一郎民主党元代表を強制起訴　陸
山会の土地取引事件で検察審査会が議
決



平成23年(2011)　

2 ．1 2 ．1 2 ．1 日明南1号岸壁完成（小倉北）

2 ．6 第13回北九州市長選挙 2 ．6

北橋健治氏　当選（2選）

2 ．10

2 ．10

2 ．11

2 ．16 北九州港セミナーin東京開催

2 ．19

2 ．21 北九州市迷惑行為防止基本計画策定 2 ．21

2 ．22

2 ．24

2 ．24 2 ．26

2 ．28

2 ．― 2 ．29

日本パワーグラファイト株式会社　リ
チウムイオン二次電池用負極材の生産
能力増強のため、響灘臨海工業団地に
新工場建設を決定（若松）

北九州市の地域福祉2011～2020策定
（平成23年度～平成32年度）

北九州市営バス事業経営計画策定（平
成23年度～平成27年度）

迷惑行為防止推進地区を3地区（下曽
根駅南側大通地区、八幡駅前地区、戸
畑駅前浅生地区）指定

北九州市防水工事業協同組合と「災害
時における応急対策の支援に関する協
定」を締結

北九州市ブランド推進会議開催（小倉
北　西日本工業大学）

平成23年北九州市表彰（功労105人
永年勤続3人　人命救助15人　寄付2人
計125人）

「北九州市ふるさとかるた」第1回小
学生かるた大会開催（小倉城）

第3回平尾台ふゆはなび開催（小倉
南）

北九州水道100周年記念絵画コンクー
ル表彰式及び入賞作品展示会開催
（アイム小倉　～12）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸
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北九州市水道事業中期（後期）経営
計画策定（平成23年度～平成27年
度）北九州市応援団の集い開催 (東京　椿

山荘）

第1回小倉北区地域貢献企業表彰式開
催

工藤會長野会館の医療法人への譲渡及
び立ち退きの完了

北九州ソーシャルビジネスメッセ2011
開催(西日本総合展示場)



平成23年(2011)　　　　

2 ．4

2 ．5 2 ．4

2 ．6

2 ．7

2 ．9 建設現場に発砲事件（小倉北）

2 ．12

2 ．18 2 ．18

2 ．21

2 ．22

2 ．25 2 ．22

2 ．27

2 ．28
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城野遺跡の発掘調査実施（小倉南　～
21）

ムバラクエジプト大統領　反政府デモ
激化により辞任（軍の 高評議会に全
権移譲）

日吉神社遺跡発掘調査実施（若松　～
28）

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

板櫃川『水辺の楽校』土木学会 デザ
イン（奨励）賞受賞

平成22年度人権を考える企業のつどい
開催(男女共同参画センター・ムーブ)

大相撲春場所中止　八百長問題を受
け、日本相撲協会決定

北九州市子どもノンフィクション文学
賞（第2回）決定
大賞
【小学生の部】
「お小夜、狭吾七伝説にせまる」
堺瑞稀さん（北九州市在住）
【中学生の部】
「父がいなくなった時」
江原千花さん（山口県在住）

西小倉駅前第一地区市街地再開発事業
竣工（小倉D．C．TOWER　小倉北）

We Love小倉テイクオフキャンペーン
開催(小倉北　～3．31)

「ブリッジ・ザ・ギャップ？7グラナ
ダ・シンポジウム」開催　現代美術セ
ンター・CCA北九州による分野を超え
て知の融合を図る「CCAラボ事業」の
一環（スペイン・グラナダ市　～20）

平成23年北九州市民スポーツ賞表彰式
開催 小沢民主党元代表の党員資格停止　陸

山会をめぐる裁判の判決が確定するま
で

東京マラソン2011で市民ランナーで埼
玉県職員の川内優輝選手が日本選手
高の3位

ニュージーランド南部で大地震　日本
人留学生ら28人を含む181人が死亡



平成23年(2011)　

3 ．3 帆柱ケーブル経営改善計画策定

3 ．9

3 ．11

3 ．14 第7回洞海湾環境修復検討会開催　

3 ．15 小倉炭鉱発掘記発行 3 ．15 3 ．15

3 ．20 3 ．20

3 ．22 北九州市ホームページをリニューアル 3 ．29

3 ．26 3 ．27

3 ．31

3 ．31

3 ．- 環境カードゲーム「エコとり物語」 3 ．31

3 ．-

北九州空港旅客ターミナルビル来館者
1,000万人達成

生　活　環　境 経　済・運　輸

災害時における福祉避難所の設置のた
めの協力協定を障害者福祉施設等5施
設と締結

九州B-1グランプリinコクラ(小倉北
勝山公園　～27） 人権啓発アニメ　｢探梅　春、遠から

じ｣制作

市営バス路線廃止（北九州空港エア
ポートバス　向田営業所～北九州空
港）

一　般　行　政 社　会　福　祉
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平尾台クロスカントリー2011開催（小
倉南）

第20回ハイビジョン将棋フェスティバ
ル中止

特別養護老人ホームさわみ園、養護老
人ホーム徳寿園、楽翁荘、軽費老人
ホームやはず荘、椎ノ木荘を民間に売
却

中央卸売市場水産物部が再編対象に該
当（農林水産省の第9次中央卸売市場
整備計画において）

環境ミュージアム風力発電新設、壁
面緑化改修

カンボジア「シェムリアップ市浄水
場建設基本設計補完業務」受注

中小企業融資　暴力団排除に関する規
定の整備

インドネシア・スラバヤ市と「戦略
的環境パートナーシップ共同声明」
に署名



平成23年(2011)　　　　

3 ．1 3 ．1

3 ．2 3 ．11

3 ．3 3 ．10

3 ．12 3 ．5

3 ．5 3 ．11

3 ．6

3 ．12

3 ．6

3 ．25 3 ．12

3 ．14

3 ．15

3 ．26 紫川遊覧屋形船運航(小倉北　～27)

3 ．31 3 ．17

3 ．31

3 ．19

3 ．31

3 ．31 市営　長尾団地　36戸完成（小倉南）

3 ．31 3 ．25

3 ．31 文化財調査報告書（第125集）刊行 3 ．29

3 ．- 3 ．31 3 ．30

- 78 -

英仏米など多国籍軍、リビアに軍事介
入市営　立石南団地 31戸完成（八幡

西）

市営　八幡まるやま団地12戸完成（八
幡東）

福島第一原発20～30ｋｍ圏内に自主避
難要請議長、副議長及び会派代表者の連名

により「東北地方太平洋沖地震の救
援に関する申入れ」を市長に提出

北九州市道路照明ＬＥＤ化基本計画策
定

埋蔵文化財調査報告書（第445集～第
467集）刊行

福島第一原発1～4号機、廃炉方針を東
電会長が言明

第2回KOKURAふたりの日開催(小倉北
～13)

第5回「発掘レポート 前線」平成22
年度北九州市遺跡発掘報告会開催

「上川伸展」「園田真理子展」開催
（美術館本館　～27）

初の原子力緊急事態宣言　福嶋第一原
発3ｋｍ圏内に避難、10ｋｍ圏内に屋
内退避の指示第21回合唱組曲「北九州」演奏会開催

（アルモニーサンク 北九州ソレイユ
ホール）

福島第一原発で水素爆発　被災した東
京電力福島第一原子力発電所の1号機
で水素爆発　3号機でも水素爆発（14
日）　停止中の4号機も爆発（15日）

第10回全国女性俳句大会in北九州開催
（北九州国際会議場）

北九州演劇フェスティバル2011開催
（京町銀天街、北九州芸術劇場ほか
～3．20）

3月市議会定例会開会（～10)
常任委員会（総務財政、建築消防、
環境建設、保健病院、教育水道、経
済港湾）委員選任
議会運営委員会委員選任

大里八反田遺跡の発掘調査実施（門司
～15）

東日本大震災発生　死者・行方不明者
2万8,000人　北日本から関東にかけ強
い揺れと大津波が襲い、岩手、宮城、
福島3県で壊滅状態の地区が続出　発
生当初、8．8とされていたマグニ
チュードは9．0と判明　死者1万1，
532人、行方不明者1万6，411人、避難
者17万2，472人（警察庁発表）

北九州市立大学と株式会社北九州経済
研究所との調査研究の連携に関する基
本協定締結

平成23年度北九州市国民健康保険特
別会計暫定予算についてほか53議案
可決
平成23年度北九州市一般会計暫定予
算を修正可決
北九州市副市長の選任、北九州市人
事委員会委員の選任、北九州市監査
委員の選任、人権擁護委員候補者の
推薦、北九州市固定資産評価審査委
員会委員の選任に同意
直方市、北九州市岡森用水組合議会
議員の補欠選挙
福岡県後期高齢者医療広域連合議会
議員の選挙
議員提出議案
東部農業委員会委員、西部農業委員
会委員の推薦議案、北九州市議会委
員会条例の一部改正、北九州市議会
における政務調査費の交付に関する
条例の一部改正を可決
尖閣諸島領海侵犯事件の不起訴処分
に抗議し、万全の領域警備を求める
意見書ほか7議案可決
周辺事態法の見直しの中止を求める
意見書ほか3議案否決

九州新幹線全線開通
博多－鹿児島中央間1時間19分に北九州市立大学とフィレンツェ大学

（イタリア）との学術交流協定（学部
間）締結

震災義援金集中で、みずほ銀行でシス
テム障害　1週間以上混乱　金融庁が
業務改善命令

厚生労働省　農産物の出荷停止等の根
拠として食品の放射性物質暫定基準を
始めて設定

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

北九州都市計画用途地域の変更
（若松区北九州学術研究都市北部地
区）

市営　楠橋いちょう団地 30戸完成(八
幡西)

市営　新屋敷団地 27戸完成（八幡
西）



平成23年(2011)　

平成23年 平成24年

平成25年

2．10  岩手県釜石市と連携協力協定を締結

 　　10．16　市職員採用試験を東北地方で実施（翌年4．1東北3県在住者17名を採用）
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5．23　産業界と共同で「ものづくり絆プロジェクト」を立ち上げ

8． 1　釜石市役所内に「北九州市・釜石デスク」を設置

3．14　義援金の募集開始（～24．9．30）

3．14　ホームページ、ツイッターでの情報提供を開始

3．16　自衛隊経由で支援物資提供開始

3．16　売上減少等の影響のある市内中小企業者を対象に特別相談窓口を開設

3．22　北九州市議会が義援金を送付

3．22　福島原発事故に関する健康相談窓口の設置

3．18　民間住宅提供者の情報受付開始

東日本大震災関連年表　－　北九州市の支援活動の記録

3．16　市営住宅、住宅供給公社の賃貸住宅を無償で提供開始

■本市の取り組み

3．11　東日本大震災発生

3．12　本市震災対策用として備蓄している備蓄食糧・物資を提供

3．14　東日本大震災支援本部を設置

3．18　支援物資の（事前登録）受付窓口を設置

3．22　市内公的賃貸住宅へ入居する被災者の水道料金及び下水道使用料の免除

3．22　本市への避難者に対し救援物資を提供

3．24　市施設での半旗掲揚（期間：当面の間）

3．30　見舞金1億円を被災地へ贈呈（3．31送金）

3．30　市職員のボランティア休暇を拡充

4． 5　緊急相談窓口「被災企業等支援デスク」の設置

4． 6　「『絆』プロジェクト北九州会議」発足

9．17　宮城県石巻市の災害廃棄物の焼却を開始（～25．3）

6．20　東日本大震災に伴う災害廃棄物（がれき）の受け入れを表明

6． 1　フェイスブックでの情報発信を開始

5．25　釜石市のバックアップデータを北九州市で受け入れることを決定（25．1～）

3．12　市議会　東日本大震災で発生したがれきの受け入れに関する決議を全会派一致で可決



平成23年(2011)　　　　

平成23年 平成24年
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3．23～4．13　小児科医の派遣【岩手県陸前高田市 4人】

3．23～4． 3　応急給水支援の職員派遣【福島県いわき市 13人】

3．23～3．27　医師、診療放射線技師等派遣（原発事故避難住民対応）【福島県県内各地 3人】

3．12～3．14　福岡県災害派遣医療チームの一員で医師等を派遣【宮城県仙台市 5人】

3．14～派遣中　保健師等の派遣（避難住民の健康相談等）【岩手県釜石市 119人】

3．12～3．23　消防航空隊を派遣【宮城県名取市、岩沼市 8人】

3．19～4．28　下水道支援の職員派遣【宮城県仙台市 20人】

6．26～ 7．23　り災証明発行業務（建築物被害認定調査）の支援【宮城県仙台市 8人】

3．26～4．29　心のケアチームの職員派遣【宮城県気仙沼市 7人】

4．19～4．29　保健師等を派遣【福島県郡山市 6人】

4．20～7．30　応急仮設住宅の建設準備等業務支援【岩手県盛岡市 9人】

4．21～8． 2　避難所運営支援【岩手県釜石市 195人】

3．20～3．22　医師等を派遣【茨城県高萩市・北茨城市 4人】

■職員派遣関係　計521人を派遣（平成24年10月1日現在）

東日本大震災関連年表　－　北九州市の支援活動の記録

3．12～3．18　応急給水支援の職員派遣【茨城県行方市 6人】

3．25～3．29　医師、診療放射線技師等を派遣【福島県福島市 3人】

3．14～3．21　消防局緊急消防援助隊を派遣【宮城県亘理町･山元町 18人】

4．27～10．1　応急仮設住宅の建設準備等業務支援【福島県福島市 16人】

5． 1～5． 7　児童心理司の派遣【宮城県石巻市 2人】

6． 2～ 3．31　震災廃棄物処理支援【岩手県釜石市 7人】

6．19～ 7．  2　ケースワーカーの派遣【宮城県仙台市 2人】

6．26～12．23　戸籍・住民票業務支援【岩手県釜石市 25人】

7．31～ 8． 4　文化財レスキュー（被災文化財の応急処置）【宮城県石巻市、南三陸町 1人】

6．30～ 7．13　医師、診療放射線技師等を派遣（原発事故避難住民対応）【福島県県内各地 9
】

 8．1～派遣中　北九州市・釜石デスク（釜石市現地事務所）【岩手県釜石市 2人】

8．21～9．14　選挙事務支援【岩手県釜石市 6人】

10．30～11． 8　選挙事務支援【岩手県釜石市 3人】

8．31～11． 5　住民税申告受付業務支援【岩手県釜石市 8人】

     10． 2～派遣中　区画整理業務支援【岩手県釜石市 5人】

     10． 4～10． 7　博物館の標本レスキュー（被災標本の応急処置）【岩手県陸前高田市 1人】

1．16～1．20　文化財レスキュー（被災文化財の応急処置）【岩手県山田町 1人】

8． 1～派遣中　水道整備業務支援【岩手県釜石市 1人】

4． 1～派遣中　漁港整備業務支援【岩手県釜石市 2人】

4． 1～派遣中　都市計画業務支援【岩手県釜石市 1人】

1．18～1．20　文化財レスキュー（被災文化財の応急処置）【宮城県気仙沼市 1人】
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4 ．1 企画文化局廃止 4 ．1 4 ．1

4 ．1 4 ．3

4 ．1

4 ．1 4 ．7

4 ．1

4 ．1 4 ．1

4 ．1 4 ．1

4 ．1

4 ．1 4 ．1 4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1 4 ．1 若松病院を民営化

4 ．1

4 ．13

4 ．15 4 ．12

4 ．13 4 ．27

4 ．17

4 ．27 第1回黒崎商店街満喫ツアー開催

市立沼市民センター新築移転（小倉
南）

八幡西区親子ふれあいルーム開設(八
幡西区役所)

中国大連市と「下水道分野における
交流に関する覚書」を締結

ＡＩＭビルの今後の活用方針
「はぐくみの拠点ＡＩＭ」を発表北九州・平尾台トレイルランニング

レース2011開催（小倉南）

病院局機構改革
業務課、経理課を廃止し、経営課を
新設
医療センター事務局、八幡病院事務
局に管理課、経営企画課を新設

門司港レトロ地区の遊歩道などのリ
ニューアル

災害時における福祉避難所の設置のた
めの協力協定を障害者福祉施設等2施
設と締結

市民文化スポーツ局新設
市民部（総務課、区政課、地域振興
課、市民センター室、広聴課）、文化
スポーツ部（文化振興課、スポーツ振
興課）、安全・安心部（安全・安心
課、生活環境パトロールセンター、消
費生活センター）、民事暴力相談セン
ターを設置

北九州市国民健康保険条例の一部改正
（基礎賦課限度額を50万円に、後期高
齢者支援金等賦課限度額を13万円に変
更ほか）

日明浄化センター　消化ガス発電及
び太陽光発電運用開始（小倉北）

市立医療センター　福岡県知事より
地域医療支援病院の承認を取得市立篠崎保育所を民間移譲　篠崎保育

園開設（小倉北）

社会福祉法人希燿會花乃路保育園開設
（若松）

北九州市国民健康保険特定健診におけ
るCKD(慢性腎臓病)予防連携システム
の運用開始

生　活　環　境 経　済・運　輸

消防同意、危険物許認可業務の分散化
(指導課業務の一部を、各区消防署予
防課へ移管)

環境局機構改革
環境モデル都市推進室を環境未来都
市推進室に名称変更

総務企画局新設
総務部（総務課、文書課、庁舎管理
課、文書館）、都市経営戦略室、人事
部（人事課、人材育成・女性活躍推進
課、給与課、福利課）、情報政策室、
政策部（企画課、政策調整課、世界遺
産登録準備室）、シティプロモーショ
ン部、国際部（国際政策課、アジア交
流課）、シティプロモーション首都圏
本部）を設置

門司港レトロ大正浪漫100年祭開催
（～12．31　）

保健福祉局機構改革
総合保健福祉センター夜間・休日急患
センターを保健医療部に移管

一　般　行　政 社　会　福　祉

北九州エコライフステージ開催（通
年事業　～24．3．31）

北九州市立門司勤労青少年ホーム、北
九州市立若松勤労青少年ホーム、北九
州市立八幡西勤労青少年ホームを指定
管理へ

区役所機構改革
総務課を総務企画課に名称変更
コミュニティ支援課を新設
まちづくり推進課、生活支援課を廃止
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北部福岡緊急連絡管供用開始　維持
用水を活用し、福岡都市圏（宗像
市、新宮町）へ北九州市水道用水供
給事業供用開始

財政局機構改革
都市経営戦略室を総務企画局に移管

中国大連市にミッション団を派遣、
北九州市水ビジネスセミナーを開催



平成23年(2011)　　　　

4 ．1 関門景観条例の改正、施行 4 ．1 4 ．1 4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．10

4 ．10 金山川遊覧屋形船運航（八幡西） 4 ．11

4 ．12 4 ．13

4 ．14

4 ．12

4 ．20

4 ．20

4 ．24 4 ．21

4 ．22

4 ．24 4 ．23

4 ．25 4 ．23 4 ．27

4 ．25 4 ．28

4 ．24 北九州市立若松球場開設

4 ．29

4 ．29

4 ．29
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経済同友会代表に長谷川閑史武田製薬
工業社長が就任

平成23年度地籍調査事業実施（調査地
域　小倉南区沼南町の一部　若松区赤
崎町、上原町、小石本村町、小糸町、
迫田町、下原町、棚田町、中畑町、原
町、深町、大字安屋、大字小石の各一
部、西小石町、宮前町の全部）

地域主権改革関連3法成立　国と地方
自治体の関係見直しへ

富山県の焼肉店でユッケによる食中毒
男児死亡

英ウィリアム王子とキャサリン妃が挙
式

東北新幹線全線復旧　震災から49日ぶ
り

平和歩道橋を撤去
(小倉北　歩行者は平面横断が可能
に）

北方遺跡発掘調査実施（小倉南　～
6．16）

原子力安全・保安院　福島第一原発事
故をチェルノブイリ級のレベル7と事
故評価

魚町遺跡発掘調査実施（小倉北　～
25）

市立美術館の入館者数が1000万人を達
成（美術館）

勝山公園グリーンエコハウス完成（小
倉北）

再興第95回院展開催（美術館分館～
5．15） 福島第一原発20ｋｍ圏を災害対策基本

法の警戒区域に設定　原則立入禁止に到津の森公園に「マダガスカルの世
界」が一部オープン（小倉北）

特別展「エビとカニのふしぎ　杉浦千
里博物画の世界」開催（自然史・歴史
博物館　～5．31）

京町遺跡発掘調査実施（小倉北　～
28）

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

公立大学法人北九州市立大学
　理事長　石原進氏 就任
　学長　　近藤倫明氏 就任

北九州市議会自由民主党・無所属の
会議員団結成21人
議員定数削減北九州結成1人

中学校完全給食を新たに26校で本格実
施
全市立中学校（62校）で完全給食がス
タート

市道曽根222号線（九州労災病院前）
供用開始(小倉南）

特別企画展「映画の中の日本文学－昭
和編－いつもそばには本と映画があっ
た」開催（文学館　～6．19）

日本相撲協会が八百長に関与した 力
士ら23人を事実上の追放処分建築都市局機構改革

総務企画部事業調整課を計画部へ
整備部用地課を総務企画部へ移管 文化庁の「優れた劇場・音楽堂からの

創造発信事業」における「重点支援劇
場・音楽堂」の5年採択施設に北九州
芸術劇場が選定

第17回統一地方選  12都道県知事選
5政令市長選　41道府県議選　15政令
市議選一斉投票　東京都知事に石原慎
太郎氏4選　福岡県知事に小川洋氏初
当選
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5 ．1 5 ．1

5 ．4

5 ．8

5 ．11

5 ．14 5 ．16

5 ．17 5 ．17

5 ．17

5 ．17

5 ．17

5 ．25 5 ．25 5 ．17

5 ．17
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経　済・運　輸

新・海辺のマスタープラン策定（～平
成32年度）

日本初「水素燃料電池スクーター」
の実証走行を開始（八幡東　東田）

若松区大字小竹及び大字頓田地先（響
灘西地区・ひびき灘開発Ａ免許区域1
－1－2－2工区）公有水面埋立竣功認
可告示（面積231,083．29㎡）

若松区大字頓田地先（電源開発1－Ｂ
工区）公有水面埋立竣功認可告示（面
積39,164．31㎡）

若松区大字小竹及び大字頓田地先（電
源開発1－1－2工区）公有水面埋立竣
功認可告示（面積208,968．12㎡）

西日本インポートフェア2011開催（西
日本総合展示場　～5）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境

北九州水道100周年記念ボトルド
ウォーターの販売開始（売上金は、
東日本大震災の義援金として寄付）

若松区大字小竹及び大字頓田地先（響
灘西地区・ひびき灘開発Ａ免許区域2
－2工区）公有水面埋立竣功認可告示
（面積68,415．18㎡）

若松区大字小竹及び大字頓田地先（響
灘西地区・ひびき灘開発Ｂ免許区域1
－3－2工区）公有水面埋立竣功認可告
示（面積59,395．08㎡）

若松区大字小竹及び大字頓田地先（響
灘西地区・ひびき灘開発Ｂ免許区域2
－2工区）公有水面埋立竣功認可告示
（面積2,897．38㎡）

北九州市制50周年記念事業検討委員会
設立

環境マスコットキャラクター「ていた
ん」誕生

帆船「日本丸」一般公開実施（門司区
西海岸）

第6回皿倉山健康ウオーク開催（八幡
東）

オーポラロシア福岡と経済交流連携に
関する覚書を締結

長崎街道　黒崎・花・まち・フェスタ
開催(八幡西　～15)
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5 ．1

5 ．7 5 ．6

　

5 ．8 店舗に発砲事件（八幡西）

5 ．9

5 ．12

5 ．16

5 ．24

5 ．25

5 ．25

5 ．30

5 ．31
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オバマ米大統領　9．11米同時多発テ
ロ事件の首謀者とされる国際テロ組織
アルカイダﾞの 高指導者ウサマ・ビ
ンラディン容疑者を殺害と発表

第14回市長杯争奪レディース・スポー
ツフェスティバル開催(市内各競技場
～22)

菅首相　中部電力に浜岡原発の停止要
請　14日に全炉停止

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

福島第一原発1号機、核燃料の大半の
炉心溶融（メルトダウン）が判明

遺跡発掘調査実施
北浦廃寺（八幡西　～23）
石田・原遺跡（小倉南　～10．17）

別府アルゲリッチ音楽祭ｉｎ北九州
「マルタ・アルゲリッチと仲間たち～
紡ぎ出す至高の調べ～」開催（アルモ
ニーサンク 北九州ソレイユホール）

水戸地裁　1967年の「布川事件」に、
再審無罪の判決　逮捕から44年あまり
を経て無罪確定

元炭鉱夫山本作兵衛氏の筑豊炭鉱画を
ユネスコが国内初の世界記憶遺産に登
録

高裁　ライブドア粉飾事件の堀江貴
文被告の上告棄却　証券取引法違反で
は異例の実刑（懲役2年6か月）が確定

高裁　校長の教職員に対する「君が
代」起立斉唱命令に合憲判決重住遺跡発掘調査実施（小倉南　～

6．16）



平成23年(2011)　    

5 ．17

5 ．17

6 ．1

6 ．4

6 ．5 6 ．5 6 ．1

6 ．1

6 ．10 北九州市節電推進本部を設置 6 ．1

6 ．2

6 ．17

6 ．18 6 ．23

6 ．23

6 ．23

6 ．26 6 ．23

6 ．28

第51回西日本総合機械展開催（西日本
総合展示場　～25）

日本磁力選鉱㈱が日本初の本格的レア
メタル回収事業に着手（北九州エコタ
ウンに専用工場を新設）

第8回みなみ会太鼓音楽祭開催（小倉
南生涯学習センター）

第37回ふくおか産業技術振興展開催
（西日本総合展示場　～25）

第2回北九州オンリーワン企業認定式
及び記念講演会の開催(北九州イノ
ベーションギャラリー)
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若松区響町三丁目1番1、1番2及び1番3
地先（響灘西地区Ｅ免許区域8－2工
区）公有水面埋立竣功認可告示（面積
75,966．06㎡）

とばた菖蒲まつり2011開催(夜宮公園
周辺  ～5) 平成23年度福岡県総合防災訓練に参加

（福岡県芦屋町）
北九州水道100周年記念蛇口を設置
（門司港レトロ）

㈱三井住友銀行と産業振興分野におい
て連携協定を締結

西日本産業貿易コンベンション協会が
財団法人から公益財団法人に移行

若松区響町三丁目1番1、1番2及び1番3
地先（響灘西地区Ｅ免許区域7－2－2
－2工区）公有水面埋立竣功認可告示
（面積67,934．25㎡）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

中小企業融資「景気対応資金」に「震
災関連特別対策枠」を創設

北九州港長期構想「北九州港　アジ
ア・グリーンポート構想」策定

三菱マテリアル株式会社九州工場
「都市ごみ焼却灰のセメント資源化」
事業に着手（八幡西）ＯＥＣＤグリーンシティプログラム

のモデル都市に選定若松あじさい祭り開催(高塔山　6．
18,6．19)

韓国・慶南テクノパークと経済交流に
関する覚書を締結



平成23年(2011)　　　　

6 ．1 6月市議会定例会開会（～28)

6 ．2

6 ．6

6 ．8

6 ．10 予算特別委員会設置

6 ．14 6 ．17

6 ．28

6 ．20

6 ．21

6 ．25 6 ．25

6 ．26

6 ．30 6 ．28

6 ．- 北九州市子ども読書プラン策定

6 ．-
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九州市議会議長会第86回定期総会を
本市で開催
佐々木健五議長、九州市議会議長会
会長に就任(～24．4．26)

末金遺跡発掘調査実施（八幡西　～
28） ロシアの宇宙船「ソユーズ」で、古川

聡宇宙飛行士が国際宇宙ステーション
に　11月無事帰還

石田遺跡発掘調査実施（小倉南　～
27）

障害者虐待防止法成立　発見者に市町
村などへの通報を義務づけ平成23年度北九州市一般会計予算ほ

か39議案可決
北九州市国民健康保険条例の一部を
改正する条例の専決処分の報告を承
認
北九州市教育委員会委員の任命、北
九州市人事委員会委員の選任、北九
州市監査委員の選任に同意
直方市、北九州市岡森用水組合議会
議員の選挙
議員提出議案
東部農業委員会委員、西部農業委員
会委員の推薦議案、北九州市市行政
に係る重要な計画の議決等に関する
条例の一部改正を可決
震災からの復興に向けた補正予算の
早期編成と成立を求める意見書ほか
10議案可決
拙速な憲法改定に反対する意見書ほ
か5議案否決

復興基本法成立　東日本大震災からの
復興の柱として、復興庁の設置、復興
債の発行、復興特区の創設など

日本のスパコン「京（けい）」が計算
速度世界ランキング1位に

岩手県平泉をユネスコが世界文化遺産
に登録

穴生古屋敷遺跡発掘調査実施（八幡西
～7．25）

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

小笠原諸島をユネスコが世界自然遺産
に登録

モーリス・ドニ展開催（美術館本館
～8．28）

Ｂ型肝炎訴訟で国と原告団などが和解
の基本合意書に調印　国の責任を認め
菅首相が謝罪

ノーテレビ・ノーゲーム・読書の日制
定



平成23年(2011)　

7 ．1 7 ．1 7 ．1

7 ．3 7 ．4 7 ．1

7 ．2

7 ．6

7 ．6

7 ．7

7 ．10

7 ．12 7 ．12

7 ．15 7 ．16

7 ．17 7 ．17

7 ．21 7 ．20

7 ．21

7 ．21

7 ．29 若松みなと祭り開催(～31) 7 ．22

7 ．29

7 ．25

7 ．31

7 ．27 7 ．28

7 ．-

くろさき　サマーフェスタ at 三角公
園開催（八幡西　～22)

黒崎副都心低炭素まちづくり推進プ
ラン策定 北九州ｅ-ＰＯＲＴフェーズⅢプラン

策定（～平成26年度）

北九州市東部農業委員会初総会開催
（富士見ホール）

くきのうみ花火の祭典開催（洞海湾・
若戸大橋周辺）

みなとや海辺の活動発表会開催（北九
州芸術劇場）北九州市長杯ストリートダンスバトル

2011開催(小倉北　8．21, 9．4,  9．
18, 10．9) リチウムイオン電池リユース・リサ

イクル研究会設立
門司区新門司北三丁目1番1地先（新門
司Ⅱ期地区（その2）2－3－2－2工区
（Ｇ号地（ロ））公有水面埋立竣功認
可告示（面積21,077．14㎡）

北九州市国際政策推進大綱2011策定
（～平成27年度）

北九州市東部農業委員会委員一般選挙
及び北九州市西部農業委員会委員一般
選挙

市立大里柳市民センター新築移転（門
司）

石油基地自治体協議会に加盟する団体
と「石油基地自治体協議会加盟団体災
害時相互応援協定」を締結

市政だより平成22年1月1日号が平成23
年全国広報コンクールの広報紙部門
（都道府県・政令指定都市）で入選

北九州水道100周年記念「遠賀川源流
沢登り体験交流会」を開催

北九州水道100周年記念写真コンクー
ル表彰式及び入賞作品展示会開催(環
境ミュージアム　～31）

みなとや海辺の活動支援パネル展開催
（海峡ドラマシップほか2か所）

ふるさと北九州市応援寄附金のクレ
ジットカード納付による受入れ開始

北九州市地域防災計画見直し検討会設
置（～25．3）

新若戸道路のトンネル名称を「若戸ト
ンネル」に決定

北九州市消防音楽隊「震災復興支援
チャリティコンサート」開催(北九州
芸術劇場)

北九州市中小企業省エネ設備導入促
進事業創設

新門司マリーナ開業20周年記念イベン
ト実施(～9．30)

九州鉄道記念館　入場者数150万人達
成「シンガポール国際水週間2011」

で、市長が海外水ビジネスの取組み
について講演

ロシア連邦バシコルトスタン共和国ウ
ファ市と地域経済の相互協力促進に関
する覚書を締結小倉駅小倉城口（南口）、勝山橋、

門司港中央広場にミスト冷却装置を
設置

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

北九州市西部農業委員会初総会開催
（北九州ハイツ）
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平成23年(2011)　　　　

7 ．1

7 ．2 7 ．5

7 ．6

7 ．9

7 ．16

7 ．13 市立門司図書館大里分館が移転・開館

7 ．18

7 ．15

7 ．16

7 ．16

7 ．20 7 ．20 大関魁皇が引退

7 ．22 7 ．21

7 ．23

7 ．23

7 ．24

7 ．25

7 ．- 北九州市生涯学習推進計画策定
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夏休み企画展「昭和20年8月9日は＜小
倉原爆＞だった」開催（文学館　～
8．31）

第2回紫川夜市2011開催(小倉北　紫川
周辺　～23)

英国人女性殺害で、市橋達也被告に無
期懲役判決

中国で高速鉄道追突脱線事故40人死亡
その後事故車両を地中に埋め、批判を
受ける

第15回紫川かわべ祭り開催（小倉北
紫川周辺）

西豊磨副議長、全国競艇主催地議会
協議会会長に就任(～24．6．30)北九州市立美術館×ときわミュージア

ム共同企画「野外彫刻半世紀50」展開
催（美術館分館　～24）

松本龍復興相就任9日で辞任　被災地
で「知恵を出さないやつは助けない」
との発言で引責

九州電力　玄海原子力発電所2,3号機
再稼働賛成のやらせメール問題発覚

米スペースシャトル 後の打ち上げ
初飛行以来135回目の打ち上げで30年
の歴史に幕

東京都2020年夏季五輪招致に立候補表
明

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

なでしこジャパン世界一　サッカー女
子ワールドカップで日本代表（なでし
こジャパン）が初優勝

市住宅供給公社　ネクスタージュ高見
七条弐番館　分譲123戸完成（八幡
東） 特別展「世界の両生類・爬虫類大集

合！」開催（自然史・歴史博物館　～
9．4）

地上波テレビのアナログ放送終了　デ
ジタル放送に移行（岩手県、宮城県、
福島県を除く）

東日本大震災の被災者支援を盛り込ん
だ第2次補正予算成立　被災者生活再
建支援金の増額など総額約2兆円

第17回与謝野晶子短歌文学賞表彰式開
催（北九州国際会議場　～17）



平成23年(2011)　

8 ．1

8 ．5 北九州市行財政改革推進本部設置 8 ．5 北九州市農林水産業振興計画策定

8 ．6 8 ．1

8 ．8 8 ．8

8 ．9

8 ．10 8 ．10

8 ．13 海峡花火大会開催（関門海峡）

8 ．18

8 ．24

8 ．20

8 ．23

8 ．25

8 ．26

8 ．27

中国・北京環境交易所と「低炭素社
会実現に向けた協力交流の促進に関
する覚書」を締結

第24回わっしょい百万夏まつり開催
(小倉北　～7)

中国・天津市と「低炭素社会づくり
に向けての協力に関する覚書」を締
結第3回北九州市・南九州市両市長会談

実施（北九州イノベーションギャラ
リー）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

第2回 北九州市・南九州市子ども交流
事業開催（来市(30名)　～10） 北九州市にぎわいづくり懇話会　黒崎

大発会開催（八幡西）

北九州市行財政改革有識者会議設置 平成22年次北九州市観光動態調査の結
果を発表

第2回「市民暴排の日」記念行事『北
九州市民暴力追放総決起大会』開催
(北九州メディアドーム）

有識者や市民代表等外部の視点か
ら、水道事業への評価・助言を仰ぐ
「北九州市水道事業検討会」を設置

まつりみなみ2011開催（志井公園周
辺）

第12回北九州市・福岡市両市長会談実
施（ブリリアンサ門司港） 北九州市循環型社会形成推進基本計

画策定

カンボジア「セン・モノロム市上水
道整備事業」の受注内定 やまぎんレトロライン「潮風号」

利用者50万人を達成(門司港）
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平成23年(2011)　　　　

8 ．1

8 ．3

8 ．6 8 ．6 子ども司書養成講座開始

8 ．3

8 4

8 ．5

8 ．13

8 ．18

8 ．19

8 ．21

8 ．26 菅首相が辞任を正式発表

8 ．28

8 ．29 民主党新代表に野田佳彦氏選出

8 ．30 菅内閣が総辞職
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第49回北九州市民体育祭開催（～24．
3．31）

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

あさの汐風公園(浅野町線シンボル
ロード)完成(小倉北）

北九州市道路サポーターが国土交通大
臣表彰を受賞 東京市場で円が初の1ドル76円台　野

田財務相が円高対策検討を表明

原子力損害賠償支援機構法成立　東京
電力の福島第一原発事故の賠償を支援

世界同時株安　世界的な景気減速の懸
念から各国の市場で株価暴落

タイ新首相に初の女性首相インラック
氏を選出

生誕130年 橋口五葉展開催（美術館分
館　～9．25）

女子サッカー日本代表（なでしこジャ
パン）に国民栄誉賞授与　団体受賞は
初北九州子どもの未来をひらく教育セミ

ナー開催

第3回全日本紫川ダンボールボート
レース2011開催（小倉北　紫川周辺）



平成23年(2011)　

9 ．1

9 ．3 若松鉄人JAZZ15開催

9 ．1 9 ．5

9 ．8 筑前海区漁業調整委員会委員補欠選挙

9 ．17

9 ．21

9 ．26

9 ．24

9 ．30
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津波避難訓練実施（門司 柄杓田校
区、小倉南 曽根東校区）

(財）アジア女性交流・研究フォーラ
ムと韓国・仁川発展研究院との交流協
力協定締結

八幡東田グリーングリッド基本計画
策定

第13回広報活動調査実施（本市の広報
活動に対する市民の意識やニーズの把
握）

電子自治体実現のための施策について
のアンケート結果を発表 北九州ミュージックフェスタ2011開催

（小倉北　勝山公園大芝生広場等　～
25）

第33回西日本陶磁器フェスタ開催（北
九州国際展示場　～25）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

市立知的障害者更生施設「小池学園成
人部」廃止（若松）



平成23年(2011)　　　　

9 ．1 北九州市老朽家屋等除却促進事業開始 9 ．1 9 ．1 9月市議会定例会開会（～30)

9 ．2

9 ．1 北九州市スポーツ振興計画策定

9 ．2

9 ．6

9 ．6

9 ．4

9 ．8 決算特別委員会設置

9 ．10 9 ．10

9 ．21 9 ．27 9 ．22

9 ．30

9 ．24

9 ．28

9 ．29

9 ．28 9 ．30

9 ．30
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平成22年度北九州市一般会計決算ほ
か29議案認定

日米首脳会談　オバマ米大統領が米軍
普天間飛行場移設問題で具体的結果を
出すよう求める北九州市手数料条例の一部改正ほか

17議案可決
北九州市、門司区、若松区及び戸畑
区選挙管理委員並びに同補充員の選
挙
議員提出議案
北九州市議会基本条例、北九州市議
会委員会条例の一部改正を可決
漁業用軽油に課せられる軽油引取税
の恒久的な課税免除等を求める意見
書ほか10議案可決
核兵器禁止条約締結への行動を求め
る意見書ほか1議案否決

パレスチナ自治政府国連への加盟を申
請　米国拒否権行使を明言

国会に原発事故調査委員会設置

馬場田遺跡発掘調査実施（小倉南　～
11．7）

福島第一原発事故緊急時避難準備区域
を解除　本格復興へ向け原発から20～
30km圏の5市町村が対象

メジャーリーグ・マリナーズのイチ
ローが今季184安打　年間200安打記録
は10年で連続でストップ

下原遺跡の発掘調査実施（小倉南　～
14） 民主党、国民新党の連立による野田内

閣発足　首相、東日本大震災からの復
旧・復興と福島第一原発事故の収束を

優先と表明
「ブリッジ・ザ・ギャップ？8アウン
ガラ・シンポジウム」開催　現代美術
センター・CCA北九州による分野を超
えて知の融合を図る「CCAラボ事業」
の一環　（スリランカ・アウンガラ
～6）

北九州都市計画地区計画の決定
（指定地区　小倉北区足立北地区）

北九州都市計画地区計画の変更
（変更地区　小倉南区曽根地区）

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

北九州市立大学大学院マネジメント研
究科と遼寧大学商学院（中国）との学
術交流協定締結

水野美術館所蔵 近代日本画 美の系譜
展開催（美術館本館　～10．23）

鉢呂吉雄経済産業相就任後9日で辞任
原発事故被災地を「死のまち」と表現
し引責

堺町遺跡発掘調査実施（小倉北　～
11．11）

北九州都市計画事業城野駅北土地区画
整理事業の都市計画決定（城野ゼロ・
カーボン先進街区）



平成23年(2011)　

10 ．1 10 ．1 10 ．1 10 ．1 北九州空港まつり開催（北九州空港）

10 ．1 10 ．1

10 ．1 北九州市環境産業融資制度創設 10 ．2

10 ．1

10 ．1

10 ．7 10 ．2

10 ．8

10 ．1 10 ．3

10 ．5

10 ．5

10 ．11 10 ．7

10 ．7

10 ．9

10 ．11

10 ．12

10 ．14

10 ．12 10 ．12

10 ．12

10 ．18 10 ．17

10 ．16 10 ．18

10 ．20

10 ．29 10 ．20 10 ．24

10 ．29 10 ．21

10 ．30

10 ．24

10 ．31

第7回櫓山荘子ども俳句大会（小倉北
文学館）

北九州市エコタウン見学者100万人達
成記念式典開催（北九州市エコタウ
ンセンター）第11回モール大通り音楽祭開催（小倉

南） 中国大連周辺都市への水道技術協力
に関する「技術交流意向書」の期間
延長

北九州市応援団の集い開催（東京　品
川プリンスホテル）
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平成23年度北九州市食生活改善大会開
催（北九州芸術劇場）

香春町から水道事業基本計画の策定
を受託第13回北九州市・下関市両市長会談実

施（下関市　海峡メッセ下関）
鹿児島県南九州市と災害時等の相互応
援に関する協定を締結 グリーンパークの「ウォーターハウ

ス」内に、北九州水道100周年記念モ
ニュメント（施設内噴水設備）を設
置

日本通運ひびきストックポイント稼働
開始(ひびきコンテナターミナル）

㈱ジェイコム九州と「災害に関する対
策のための放送要請に関する協定」を
締結葦平ウオーク

生涯現役ウオーキング大会（若松）
第48回北九州市環境衛生大会開催
（北九州芸術劇場）

第10回北九州港・タコマ港姉妹港会議
開催（米タコマ市）

北九州市防災フォーラム2011開催（北
九州芸術劇場）

市民文化スポーツ局機構改革
市民部に区政事務センターを新設 エコテクノ2011開催（西日本総合展

示場  ～14）第9回北九州チャンピオンズカップ国
際車椅子バスケットボール大会（総合
体育館　～16）

公有水面埋立地を市の区域に編入（若
松区響町三丁目地先、柳崎町地先　面
積計753,823．67㎡）

エコアクション21認証・登録事業所
への感謝状制度の創設

サイクルツアー北九州2011開催（市
内）市立八幡病院　災害医療研修セン

ターを開設乳幼児等医療費支給対象者の拡大（入
院医療費の支給対象を中学校3年生ま
で拡大）

筑前黒崎宿場まつり開催(八幡西　～
8)

市民いっせいまち美化の日（市民に
よる地域の道路、公園、河川、海浜
等の一斉清掃）曲里の松並木「電照松・街道まつり」

開催（八幡西） 市立子どもの館の入館者　500万人を
達成

小倉北区役所庁舎内に「北九州市海
外水ビジネス推進協議会」統合事務
所開設大腸がん検診無料クーポンの配布開始

北九州水道百年史「水をみがく」を
刊行

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

社会福祉法人恵和会特別養護老人ホー
ム「宏和苑」開設（小倉南）

北九州銀行が誕生　指定代理金融機関
として業務開始

エコライフステージ2011開催（北九
州エコライフステージのシンボル事
業　勝山公園大芝生広場　～2）小倉焼うどんフェア・焼うどんバトル

開催(小倉北　～31)
社会福祉法人北九州市福祉事業団障害
者支援施設「ひよりの丘」開設（八幡
西）

全区役所市民課（小倉北区を除く）
窓口ワンストップサービスの実施、
フロアマネージャーの導入

北九州水道100周年記念切手シート贈
呈式開催（本庁舎）



平成23年(2011)　　　　

10 ．1 10 ．1 北九州市議会基本条例施行 10 ．1

10 ．2

10 ．5

10 5

10 ．7 10 ．7

10 ．8

10 ．10

10 ．11

10 ．15

10 ．16

10 ．17

10 ．20

10 ．20

10 ．22 10 ．22 10 ．23

10 ．31

10 ．31

10 ．27

10 ．31

10 ．30
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タイの歴史的大洪水でナワナコン工業
団地浸水　日系企業に大打撃

北九州市立大学とウズベキスタン科学
アカデミー水問題研究所との学術交流
協定（学部間）締結

リビアのカダフィ大佐死亡　42年の独
裁体制が終了

北九州市議会米国視察（ポートラン
ド、サンフランシスコ、ロサンゼル
ス　～30）

第16回北九州市長杯紫川・市民ハゼ釣
り大会開催（小倉北　紫川周辺）

関門景観の未来いろいろ絵画表彰式開
催（門司）

特別展「大連・モダンの風景　旅順博
物館所蔵大連古写真展／鉄道展～あじ
あ号から新幹線へ～」開催（自然史・
歴史博物館　～12．11）

第3回紫川アート市開催(小倉北　紫川
周辺　～9)

福島第一原発事故国の除染方針決定
年間放射線量1ミリシーベルト以上の
地域を対象に除染

姉妹・友好都市北九州市議会議員連
盟訪韓（韓国・ソウル、仁川　～
15）

幕末・明治の浮世絵展開催（美術館分
館 ～12．11）第35回北九州市都市緑化祭開催（若松

グリーンパーク）

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

第4回小倉オープンカフェマンス開催
(小倉北　～31)

第56回九州ブロックＰＴＡ研究大会北
九州市大会開催（西日本総合展示場ほ
か　～23　教育委員会共催） 世界人口が70億人突破　国連人口基金

が推計

生食用牛肉の新規制スタート　ユッケ
による集団食中毒を機に2011北九州国際音楽祭開催（響ホール

ほか　～11．5)

女性のための市民建築大学開催（ウェ
ルとばた～11．2） 米アップル社の創業者スティーブ・

ジョブズ氏死去　享年56歳国道3号黒崎バイパス「皇后崎OFFラン
プ」が開通

政府･日銀為替介入　史上 高値の1ド
ル75円32銭の円高是正のため円売りド
ル買いを実施第67回福岡県美術展覧会北九州展（美

術館本館　～11．6） 橋下大阪府知事が辞職　大阪市長選へ
の出馬を表明



平成23年(2011)　

11 ．1 10 ．25

10 ．25

11 ．4

10 ．25

11 ．5

10 ．25 11 ．9

11 ．5

11 ．9

11 ．6 10 ．25

11 ．9

11 ．10 10 ．26

11 ．12 11 ．11

10 ．26

10 ．-

11 ．18 11 ．18

11 ．1

11 ．20

11 ．22 11 ．1

11 ．6

11 ．27 11 ．28

11 ．28

くろさき 光の マジカルランド開催
(八幡西　～24．1．9)

P．P．C．2011第13回西日本国際福祉
機器展開催（西日本総合展示場　～
20）

ベトナム・ハイフォン市「配水ブ
ロック整備案件に係る初期調査」受
注
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富良野自然塾提携による「北九州版
環境学習プログラム」の創設を発表

第3回東アジア都市協力フォーラム開
催（北九州市）

日本全国から水道関係者が一堂に集
う「日本水道協会第80回総会」を開
催（西日本総合展示場　～10/28）

市立子どもの館開館10周年記念式典開
催

国が北九州港を日本海側拠点港に選定
（国際海上コンテナ、国際フェリー・
国際RORO船、国際定期旅客の3分野に
加え、総合的拠点港として）

北九州市水道100周年記念国際シンポ
ジウムを開催（北九州国際会議場）

市立八幡病院　消化器・肝臓病セン
ターを開設北九州市恒見財産区議会議員一般選挙

第5回北九州市ワーク・ライフ・バラ
ンス表彰表彰式開催

小倉駅総合観光案内所内に「環境情
報コーナー」を開設

わがまちの環境自慢のカラー冊子発
行

北九州市民サミット2011開催（男女共
同参画センター）

市長及び水道局職員が、これまでの
水道分野における技術協力を評価さ
れ、「カンボジア王国友好勲章」を
受勲

市立清見市民センター古城市民サブセ
ンター開館（門司）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

北九州市応援団の集い開催（大阪
リーガロイヤルホテル）

小倉イルミネーション2011開催(～
24．1．10) ベトナム・ハイフォン市と「ハイ

フォン市と北九州市の水ビジネス包
括協定」を締結第7回八幡東田ウルトラ25時間駅伝大

会開催（八幡東　～6） ベトナム・ハイフォン市と「ハイ
フォン市水道公社と北九州市水道局
の水ビジネス実務協定」を締結

水素エネルギー先端技術展2011開催
（西日本総合展示場　～11）

北九州水道100周年記念式典開催（北
九州国際会議場）

北九州水道100周年記念ＤＶＤを作成

八幡の夜空、星降るイルミネーション
開催（八幡東　～12月下旬) 九州・国際テクノフェア2011開催（西

日本国際展示場  ～11）

浄水場1日開放事業（浄水場フェス
ティバル）を実施（本城浄水場）

ふれあいフェスタ2011(西日本総合展
示場)



平成23年(2011)　　　　

11 ．3

11 ．4

11 ．5

11 ．9

11 ．14

11 ．15 11 ．15

11 ．18 11 ．18

11 ．21

11 ．22

11 ．23 11 ．22 11 ．24

11 ．24

11 ．26

11 ．27 第29回門司港レトロマラソン開催 11 ．27

11 ．27

11 ．29 12月市議会定例会開会（～12．7）

11 ．30

11 ．30 市営　小嶺団地15戸完成（八幡西）
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アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥ
Ｃ）の首脳会議で野田首相がＴＰＰ
（環太平洋経済連携協定）交渉への参
加を表明

政府の東日本大震災復興対策本部　震
災による避難者数を32万8,903人
（11．17時点）と発表北九州・下関市場とまちなか旨いもの

大会(JR小倉駅前JAM広場　～27)

建設会社会長宅に発砲事件　会長死亡
（小倉北）

大阪府知事、大阪市長のダブル選挙
大阪維新の会圧勝　大阪府知事に松井
一郎氏（大阪維新の会幹事長）、大阪
市長に元知事の橋下徹氏（大阪維新の
会会長）

’11まいなびフォーラム開催（生涯学
習総合センター）

北九州市職員の給与に関する条例等
の一部改正を可決

北九州市立大学が「大学の地域貢献度
ランキング」で全国総合1位を獲得

東京地検特捜部　大王製紙前会長を逮
捕　32億円個人流用の特別背任容疑

平尾台自然の郷の入場者数　300万人
に到達（小倉南）

特別企画展「花衣　俳人　杉田久女」
開催（文学館　～12．25）

ＩＴ企業のＤｅＮＡがプロ野球横浜ベ
イスターズ買収を発表平成23年度子どもの読書活動推進

フォーラム開催（戸畑市民会館） 大連市人民代表大会代表団来市
（～11）

建　　　設 社　会　一　般

市住宅供給公社　ベイトリア門司マ
リーズ121戸着工（門司）

第1回議会報告会開催
(八幡西区、小倉南区、小倉北区　～
20)

第31回西日本トータルリビングショー
開催（西日本総合展示場　～20）

平成23年度北九州市障害者芸術祭開催
（ウェルとばたほか　作品展示：11．
18～11．25、ステージイベント：11．
20）

東日本大震災からの本格復興に向けた
第3次補正予算成立　東日本大震災復
興交付金など総額約12兆円

教　育・文　化 議　　　会



平成23年(2011)　

12 ．1

12 ．9

12 ．10

12 ．13

12 ．18 第4回北九州市環境首都検定実施 12 ．18

12 ．19

12 ．19

12 ．21

12 ．22

12 ．23

12 ．22

12 ．22

12 ．27

経　済・運　輸

離島の災害対策強化のため衛星携帯電
話を配置(小倉北 藍島、馬島) 若松競艇場外向発売所「カッパ☆ピ

ア」開設

公有水面埋立地を市の区域に編入（門
司区新門司北三丁目地先　面積
21,077．14㎡）

第8回北九州マイスター表彰式開催
（小倉北）

カンボジア都市水道開発に関する覚
書（9都市水道基本計画のコンサル
ティング業務）締結

社会福祉法人もやい聖友会特別養護老
人ホーム「ケアプラザ倶楽部雪月花」
開設（八幡西）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境

北九州市制50周年記念事業基本構想策
定

国の環境未来都市に選定

カンボジアにおける水道分野の「業
務協力に関する覚書」締結 福岡県豊前海区漁業調整委員会委員補

欠選挙

第2回すくすく子育ちフェスタ開催(西
日本総合展示場）

「グリーンアジア国際戦略総合特区」
（福岡県、福岡市と共同申請）が国際
戦略総合特区に指定

弁天ポンプ場、都島ポンプ場の廃止
（戸畑）
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平成23年(2011)　　　　

12 ．2 暴力追放に関する決議を可決

12 ．5 大門遺跡発掘調査実施（小倉北～21）

12 ．5 12 ．7

12 ．10

12 ．12 市営　大谷団地29戸完成（八幡西）

12 ．13

12 ．16 市営　稲国団地8戸完成（若松）

12 ．7

12 14

12 ．16 12 ．16

12 ．19

12 ．20

12 ．22 12 ．22

12 ．22
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北朝鮮　金正日総書記が17日に急死し
たと発表　独裁支配17年

メジャーリーグ・レンジャーズ　ポス
ティングシステム（入札制度）で日本
ハムのダルビッシュ有投手との独占交
渉権を獲得

名古屋市　市民税5％減条例成立　河
村市長　公約の10％から譲歩

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

森山遺跡の発掘調査実施（小倉南　～
22）

北九州市手数料条例の一部改正ほか
16議案可決
人権擁護委員候補者の推薦に同意
委員会提出議案
肝炎患者に対する医療費の助成を求
める意見書ほか1議案可決
議員提出議案
サイバー攻撃からの情報保全対策に
関する意見書ほか7議案可決
市民を不安に陥れる自衛隊合同演習
の中止を求める意見書ほか2議案否決

宗左近・みずかみかずよ記念　第2回
「あなたにあいたくて生まれてきた詩
コンクール」表彰式開催（文学館）

第44回北九州市民文化賞表彰式開催
その他芸能的領域
津村禮次郎氏（東京都在住）
音楽的領域
薗畠皇寿氏（八幡西区在住）
その他芸能的領域
崔由姫氏（ロンドン在住）

小惑星探査機「はやぶさ」帰還カプセ
ル特別公開（自然史・歴史博物館　～
25）

前田国土交通相　群馬県八ツ場ダムの
建設再開を表明　ダム本体工事費予算
計上へ

議長、副議長、会派代表者、経済港
湾委員会委員長及び副委員長が、
「東芝北九州工場を閉鎖する方針の
撤回を求める決議」を東芝北九州工
場に提出

オバマ米大統領　イラク戦争の終結宣
言　期間8年9か月　米兵死者4,500人

城野遺跡発掘調査実施（小倉南～24．
2．17）

福島第一原発　安定化の目安「冷温停
止状態」に　野田首相「原発事故は収
束」と表明



平成24年(2012)　

1 ．8

1 ．13

1 ．19 第1回北九州市外国人市民懇話会開催

1 ．21

1 ．22 第52回葦平忌開催(若松) 1 ．22

1 ．23

1 ．26

1 ．28

1 ．29

1 ．31

「第3回I LOVE遠賀川流域リーダーサ
ミット」において、流域22市町村が
「遠賀川流域宣言」を採択、市長が
署名捺印

北九州港港湾計画の改訂（目標年次

平成30年代前半）

水ビジネス推進協議会会員企業が
「カンボジア国の地方給水における
給水サービスの普及に向けた本邦技
術適用のための基礎調査」受注

九州を元気にする第1回サービス産業
革新セミナー開催(西日本工業大学小
倉キャンパス)

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

ブリヂストン　輸出ORRタイヤ用自社
ストックポイント稼働開始（若松）

第35回北九州市消防職員意見発表会開
催(消防訓練研修センター)

北九州市長杯第4回小学生ふうせんバ

レーボール大会開催(総合体育館)

「安川・松本家と戸畑の百年」記念事

業開催（戸畑　～6．29） 国、県及び北九州市　国民保護共同訓
練実施

- 99 -



平成24年(2012)　　　　

1 ．1 1 ．1

1 ．2 1 ．4

1 ．2

1 ．6

1 ．5

1 ．5

1 ．12 1 ．13

1 ．19

1 ．20 1 ．21

1 ．25

1 ．22 第23回選抜女子駅伝北九州大会開催

1 ．26

1 ．28
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野田改造内閣発足　消費増税を柱とす
る社会保障と税の一体改革推進を強調

東京電力が福島第一原発事故の賠償金
250億円を福島県に支払い　県民の被
爆調査の費用などに

松本清張没後20年記念特別企画展「い

つもカメラを携えて―松本清張が愛し

たカメラとその時代―」開催（松本清

張記念館　～5．6）

卓球全日本選手権で福原愛が優勝　13
回目の挑戦で初の優勝

財務省　2011年の貿易収支が約2.5兆
円の赤字と発表　赤字は31年ぶり　円
高、震災、欧州危機が影響

福島第一原発事故の事故調査・検証委
員会が中間報告　政府の対策本部が機
能不全に陥っていたと言及

北九州市立大学学術情報総合センター
を図書館と情報総合センターに改組

オウム真理教の平田容疑者逮捕　逃亡
生活17年　都内の警察署に出頭

熊谷守一展開催（美術館分館～2．
12）

「新党きづな」発足　民主党離党の内
山晃氏を含む衆院議員9名　衆院で共
産党と並ぶ第4勢力となる特別展「大内文化と北九州　戦国の世

に花開く雅の世界」開催(自然史・歴
史博物館　　～2．12)

細野原発担当相　原発を運転から40年
で原則廃炉とする原子炉等規正法の改
正を発表

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

高津尾遺跡の発掘調査実施(小倉南
～18)

城野遺跡発掘調査実施（小倉南～2．
13）

第22回北九州市自分史文学賞決定
大賞「素人酒場繁盛記」
阿部敏広氏（浜松市）

「稲員頼子展」「本田義夫展」開催

（美術館本館～2．19）



平成24年(2012)　

2 ．1 経済センサス－活動調査実施

2 ．6

2 ．8

2 ．9

2 ．9 第8回洞海湾環境修復検討会開催
2 ．10

2 ．10

2 ．10

2 ．11

2 ．11 第4回平尾台ふゆはなび開催(小倉南) 2 ．11

2 ．13 北九州港セミナーin東京開催
2 ．16 2 ．16

2 ．20

2 ．-

第2回小倉北区地域貢献企業表彰式開
催

北九州市障害者支援計画策定（平成24

年度～平成29年度）
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北九州市制50周年記念事業実行委員会

設立
北九州市応援団の集いin北九州開催
（小倉北　リーガロイヤルホテル）

平成24年北九州市表彰（功労110人
永年勤続8人　人命救助7人　善行1人
寄付3人　計129人）

世界のＣＭフェスティバル2012北九州
スペシャル開催(北九州芸術劇場)

北九州市行財政改革有識者会議　「新
たな行財政改革の検討の柱と見直しの
方向性について【論点整理】」公表

水巻町と水道事業統合に関する基本

協定締結

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

ベトナム・ハイフォン市下水道の
「人材育成業務」受注（水ビジネス
推進協議会会員と北九州市が共同で
実施することに合意）

「北九州市ふるさとかるた」第2回小
学生かるた大会開催（スペースワール
ド）

北九州市ミュージアム構想「北九州市
時と風の博物館」専用ウェブサイトの
運用開始

第12期北九州ミズ21活動発表会開催

（北九州芸術劇場）



平成24年(2012)　　　　

2 ．1

2 ．4

2 ．6

2 ．10

2 ．10 五感で感じる関門景観・10選の決定 2 ．10 水町遺跡発掘調査実施（小倉南～28）
2 ．12

2 ．16

2 17

2 ．15

2 ．20

2 ．19 2 24

2 ．21

2 ．23 2月市議会定例会開会（～3．23） 2 24

2 27

2 ．29

2 ．- 北九州市緑の基本計画を改定
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復興庁発足　初代復興相に平野達男氏

沖縄県宜野湾市長選で米軍普天間飛行
場県外移設派の佐喜間淳氏初当選

政府　消費税率を平成26年4月に8%、
平成27年10月に10%への引き上げを明
記した「社会保障と税の一体改革大
綱」を閣議決定

平成24年北九州市民スポーツ賞表彰式
開催

2011年の児童虐待件数　 悪の384件
39人死亡、性的被害急増

投資顧問会社「ＡＩＪ投資顧問」が企
業年金資産の大半2,000億円を消失
証券取引等監視委員会の検査で判明
1か月の業務停止命令

高裁　光市母子殺害事件の上告を棄
却　元少年死刑確定

市営　八幡まるやま団地12戸完成（八
幡東） ローザンヌ国際バレエ　17歳の高校2

年生　菅井円加さんが優勝

平成23年度人権を考える企業のつどい
開催（男女共同参画センター・ムー
ブ）

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

「まちなか☆ホコテン」（歩行者天
国）開催（小倉北）

厚生労働省　食品の放射性物質の基準
値を正式決定　一般食品1キロあたり
100ベクレルなど北九州市子どもノンフィクション文学

賞（第3回）決定
大賞
【小学生の部】
「ぼくのひみつ」
巻田小太朗さん（北九州市）
【中学生の部】
「祖母の死」
岡村智聖さん（山口県山口市）

福島原発民間独立検証委員会が報告書
政府の場当り的な対応、規制当局の能
力不足、縦割り行政の弊害などを指摘

東京スカイツリー竣工（墨田区、634
ｍ）



平成24年(2012)　

3 ．2 3 ．2

3 3

3 ．10 健康フェア開催(西日本総合展示場)

3 ．15

3 ．17 3 ．17

3 ．18

3 ．25

3 ．28

3 ．20

3 ．24

3 ．30

3 ．26 3 ．30

3 ．27 北九州市防災会議開催

3 ．31

3 ．29 3 ．29 3 ．30 北九州市森林整備計画策定

3 ．―

3 ．31 国民宿舎めかり山荘が閉館
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国連女性の地位委員会パラレルイベン
ト「日本の農村女性のエンパワーメン
ト―経済のグローバル化と東日本大震
災の影響下で」開催（アメリカ・
ニューヨーク　（財）アジア女性交
流・研究フォーラム）

市立医療センター　公益財団法人日

本医療機能評価機構による医療機関

の第三者評価基準「病院機能評価

Ver．6．0」の認定を取得

3．11震災メモリアル　「東日本大震
災・追悼の日」総合防災訓練実施(～
11)

平尾台クロスカントリー2012開催(小
倉南)

第20回ハイビジョン将棋フェスティバ
ル開催（北九州国際会議場）

北九州市にぎわいづくり懇話会　戸畑
大発会開催(戸畑)山歩きファッションショーIN皿倉開催

（八幡東） 北九州・下関海の日海峡クルージング

実施（関門海峡） 中央卸売市場青果部が中央拠点市場に
該当（農林水産省の第9次中央卸売市
場整備計画の変更で）

「民生委員の負担軽減に向けた研究

会」による研究結果を発表

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

関門海峡潮流発電実験機設置（門
司）

北九州ソーシャルビジネスメッセ＆
フォーラム2012開催(西日本総合展示
場)

防災タウンミーティング開催(北九州
芸術劇場)

中央卸売市場水産物部が「平成25年度
末までに地方卸売市場への転換を図
る」ことを決定（農林水産省の第9次
中央卸売市場整備計画の変更で）

人権啓発アニメ

｢虹のきずな｣制作第8次北九州市交通安全計画策定（～
27年度）

北九州空港に薄膜太陽光発電設備及
び電気自動車用充電設備を導入第三次北九州市高齢者支援計画策定

（平成24年度～平成26年度）



平成24年(2012)　　　　

3 ．1 北九州市立大学に環境技術研究所設置

3 ．2 3 ．4

3 ．8 3 ．7 予算特別委員会設置 3 ．5

3 ．2

3 ．8

3 ．3

3 ．10 第3回KOKURAふたりの日開催(～11)
3 ．10 紫川遊覧屋形船運航(～11) 3 4

3 ．11

3 ．6 3 ．12 3 ．12

3 ．13

3 ．10

3 ．11

3 ．27

3 ．23

3 ．27 篠崎地区住宅市街地総合整備事業完了
倉

3 ．22

3 ．23

3 ．30 3 ．25

3 ．26

3 ．30 3 ．26

3 ．31 3 ．28

3 ．31 3 ．31

3 ．30

3 ．31 3 ．31
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長浜地区住環境整備事業完了（小倉
北） 消費増税法案を閣議決定（2014年4月

8％、2015年10月10％）西折尾地区住環境整備事業完了(八幡
西）

埋蔵文化財調査報告書（第468集～第

492集）刊行

国土交通省九州地方整備局とテレビ会
議システムを整備

原子力安全委員会　関西電力大飯原発
（福井県）の再稼働の前提となるスト
レステストの1次評価について問題な
しと決定

平成23年度全国高等学校選抜自転車競
技大会開催(北九州メディアドームほ
か　～25)

平成24年度北九州市一般会計予算ほ
か48議案可決
北九州市教育委員会委員の任命、北
九州市固定資産評価審査委員会委員
の選任に同意
議員提出議案
北九州市議会委員会条例の一部改正
を可決
ＵＲ都市機構改革についての意見書
ほか8議案可決
原子力発電所の運転再稼動への対応
に関する意見書ほか2議案否決

国道3号黒崎バイパス「前田ランプ～
黒崎北ランプ」、「皇后崎ONランプ」
が開通

県史跡指定　小倉南区曽根古墳群

市営　仙房町団地20戸完成（八幡東） 県天然記念物指定　 岩屋・遠見ヶ鼻の
芦屋層群(若松)

We Love九州サミット開催(小倉北
KMMビル)

改正労働者派遣法成立　雇用期間30日
以内の日雇い派遣を原則禁止するな
ど、派遣労働者の待遇を改善

ロシア大統領選挙　プーチン氏が当選
し返り咲き

北九州都市計画地区計画の決定
(指定地区　八幡西区幸神・岸の浦地
区)

長崎ストーカー殺人事件　3県警(千
葉、長崎、三重)連携不備を謝罪北九州市立大学とチェンマイ大学（タ

イ）との学術交流協定（学部間）締結

北九州都市計画用途地域の変更
（八幡西区幸神地区） 第6回「発掘レポート 前線」遺跡発

掘報告会開催

北九州市立大学とタマサート大学建築
都市計画学部（タイ）との学術交流協
定（学部間）締結

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

第11回全国女性俳句大会in北九州開催
（北九州国際会議場）市営　長野ひまわり団地33戸完成（小

倉南） 北九州演劇フェスティバル2012開催
（京町銀天街、北九州芸術劇場ほか
～3．18）

北九州市市税条例の一部改正ほか17
議案可決
議員提出議案
東日本大震災で発生したがれきの受
入れに関する決議を可決

タレントの猫ひろしがカンボジア籍で
ロンドン五輪マラソン出場決定（後に
取消しとなる）

文化財調査報告書（第126集～第128

集）刊行

財政難のギリシャに2次支援　ＥＵが
約14兆円の拠出を決定

日米欧　中国のレアアースなどの輸出
規制を世界貿易機関（ＷＴＯ）に提訴特別展「アンモナイトのふしぎ～首長

竜やモササウルスとの戦い～」開催
(自然史・歴史博物館　～5．6)

第22回合唱組曲「北九州」演奏会開催
（アルモニーサンク 北九州ソレイユ
ホール）



平成24年(2012)　

4 ．1 4 ．1 4 ．1 4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1

4 ．1 4 ．1 4 ．1

4 ．1 4 ．1

4 ．1 4 ．1 4 ．1

4 ．1

4 ．1 4 1

4 ．1 北九州市行財政改革調査会設置 4 ．1

4 ．1 4 ．1 4 ．1

4 ．15 4 ．1

4 ．18

4 ．1 4 2

4 ．1

4 ．10

4 ．19

4 ．25 4 ．1

4 ．11 4 ．19

4 ．26 4 ．1

4 ．1

4 ．27 4 ．18
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帆柱ケーブル線の上下分離方式（運
行：帆柱ケーブル㈱、施設保有：北九
州市）に向けた鉄道事業許可取得市職員採用試験の区分に上級一般事務

員（行政Ⅱ・心理）を新設
第6期北九州市男女共同参画審議会設
置 遠賀川流域の環境保全活動団体等を

支援する助成金制度「遠賀川環境保
全活動団体支援助成事業」を創設

韓国の釜山・蔚山地方中小企業庁と経
済交流に関する覚書を締結北九市長が訪中（大連市、瀋陽市）

大連市が市長に「大連市栄誉市民」を
授与

社会福祉法人愛育会あけぼの愛育保育
園開設（小倉南）

市立早鞆保育所を民間移譲　新栄はや
とも保育園開設（門司） ボランティア清掃で資源化物の分別

収集を開始
九州3政令指定都市市長会議開催（福
岡市）

社会福祉法人健美会特別養護老人ホー
ム「わかば」開設（八幡西）

新町浄化センター（門司）と北湊浄
化センター（若松）で太陽光発電運
用開始
藤田ポンプ場（新雨水ポンプ場）の
運用開始（八幡西）

港湾情報システムの改修（陸上港湾施
設に係る次世代シングルウインドウ対
応の機能追加）北九州・平尾台トレイルランニング

レース2012開催（小倉南）
社会福祉法人春秋会特別養護老人ホー
ム「好日苑　大里の郷」開設（門司）

北九州市制50周年記念ロゴマーク及び
キャッチフレーズの決定 社会福祉法人孝徳会特別養護老人ホー

ム「サポートセンター本城」開設（八
幡西）

国際展開に取り組む先進自治体とし
て、国の「水・環境ソリューション
ハブ（WES Hub）」に登録される

北九州市国民健康保険条例の一部改正
（基礎賦課限度額を51万円に、後期高
齢者支援金等賦課限度額を14万円に変
更）

北九州水道100周年記念ボトルド
ウォーターの売上金2,401,600円を、
東日本大震災の義援金として(社)中
央共同募金会に寄付

中小企業融資「景気対応資金」の資金
使途を拡大

区役所窓口の受付時間延長の本格実施

（毎週木曜日19時までの試行を本格実

施へ）

社会福祉法人無何有の郷特別養護老人
ホーム「杜の家」開設（八幡西）

市営バス乗合運賃改定（値上げ率10．

3％）「水道お客さまセンター」を「上下
水道お客さまセンター」に名称変更 市営バス路線変更（大膳橋～中鶴四丁

目～八所神社　南部公民館経由を廃
止）

上下水道局新設に伴い、下水道事業
に地方公営企業法の規定を全部適用

総務企画局機構改革
都市経営戦略室を行政経営室に名称変
更し、行政経営課、施設経営課を新設
世界遺産登録準備室を世界遺産登録推
進室に名称変更
シティプロモーション部を廃止
市制50周年記念事業推進室を新設

危機管理室新設
危機管理監、危機管理課を設置

上下水道局新設
総務経営部（総務課、経営企画課、
営業課）、海外事業部（海外事業
課）、給水部（計画課、設計課、配
水管理課、工事事務所）、浄水部
（浄水課、浄水所、水質試験所）、
下水道部（下水道計画課、下水道整
備課）、下水道施設部（施設課、水
質管理課、浄化センター）を設置

産業経済局機構改革
総務政策部雇用開発課を廃止
雇用開発室を新設
緊急経済・雇用対策室を廃止
産業誘致部を企業立地支援部に、産業
誘致部誘致課を企業立地支援部企業立
地支援課に名称変更

保健福祉局機構改革
保健医療部地域医療課、保健衛生課を
保健医療課、生活衛生課に名称変更

子ども家庭局機構改革
男女共同参画推進部に男女共同参画推
進課を新設

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

社会福祉法人さわやか会特別養護老人
ホーム「ゆーとぴあ宇佐町」開設（小
倉北）

水道事業の営業業務（検針・調定・
収納・未納整理等）を民間事業者に
包括委託

中小企業融資「開業支援資金」の自己
資金要件を緩和

財政局機構改革
税務部（税制課、課税企画課）を税務
部（税制課、課税課、固定資産税課）
に再編
東部市税事務所法人税務課を廃止

消防局機構改革
危機管理室危機管理課、地域防災課を
市長部局に移管し、指令課を警防部に
移管

北九州エコライフステージ開催（通
年事業　～24．3．31）

結び合う ちから
未来へ 響きあう
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教育委員会機構改革
生涯学習部文化財課を廃止し、埋蔵文
化財センター、長崎街道木屋瀬宿記念
館を市民文化スポーツ局に移管
美術館、自然史・歴史博物館、松本清
張記念館、文学館を市民文化スポーツ
局に移管

建築都市局機構改革
総務企画部を総務部に名称変更

再興第96回院展開催（美術館分館～
5．6）

畠山遺跡の発掘調査実施（小倉南　～
25）

北朝鮮　長距離弾道ミサイル発射に失
敗　国連安全保障理事会が非難の議長
声明を採択（4．16）

特別企画展「没後50年記念　読み継が

れる吉川英治文学－巌流島決闘から

400年－」開催（文学館　～7．1）

石原東京都知事が尖閣諸島購入を表明

福岡県警察元警部に発砲事件（小倉
南）愛宕山横穴群発掘調査実施（小倉北～

27）

北九州市立大学で 副専攻プログラム
「Global Education Program」を開設

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

建設局機構改革
総務部下水道経営課、施設部施設課、
水質管理課、浄化センター、下水道河
川部計画課、設計課、保全課を上下水
道局に移管
下水道河川部を河川部に名称変更し、
水環境課、河川整備課を設置

市立図書館で図書のインターネット予
約開始

市民文化スポーツ局機構改革
文化スポーツ部に文化政策課を新設
し、埋蔵文化財センター、長崎街道木
屋瀬宿記念館を教育委員会から移管
美術館、自然史・歴史博物館、松本清
張記念館、文学館を教育委員会から移
管

市議会事務局機構改革
政策課と調査課を統合し、政策調査
課を新設

ミャンマーのアウン・サン・スー・
チー氏下院議員に当選

改正国民健康保険法成立　自治体間の
保険料格差縮小へ

メジャーリーグ･レンジャーズのダル
ビッシュ有投手　メジャーデビュー戦
で初勝利

厚生労働省　ポリオ予防接種につい
て、生ワクチンをやめ不活化ワクチン
に一斉切替えを方針決定（9．1～）
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第7回皿倉山健康ウオーク開催（八幡
東） 東日本大震災で発生した宮城県石巻

市の災害廃棄物の試験焼却を実施(～
25)

北九州市環境ミュージアムリニュー
アルオープン式典開催

北九州スマートコミュニティ創造事
業実証開始式典開催（八幡ロイヤル
ホテル）

帆船「日本丸」一般公開実施（門司区

西海岸）

社会福祉法人いわき福祉会特別養護老
人ホーム「プロムナードとばた」開設
（戸畑）

ＪＩＣＡ発注の「カンボジア地方上
水道拡張整備計画準備調査」を受注

第35回福岡県消防職員意見発表会開催
（ウェルとばた）

北九州市の男女共同参画社会に関する

調査結果を公表
市立障害者スポーツセンターを改築移

転（小倉北）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

市立医療センター　看護基準を7対1

に変更 西日本インポートフェア2012開催（西
日本総合展示場　～6）第1回災害廃棄物の受入に関する検討

会開催

第2回災害廃棄物の受入に関する検討
会開催

津波を想定した離島における全島民の
避難訓練実施（小倉北　藍島）

長崎街道　黒崎・花・まち・フェスタ
開催(八幡西　～13)
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新型インフルエンザ対策特別措置法成
立

消費者庁　携帯等向けゲーム「コンプ
リートガチャ」が景品表示法が禁じる
「カード合わせ」にあたると発表

第2回議会報告会開催
（八幡東区、門司区、若松区　～
23）

太平洋側を中心とした日本の広い範囲
で金環日食

フランス大統領当選挙　フランソワ・
オランド氏当選　ニコラ・サルコジ氏
を破る

到津の森公園の入園者400万人に到達

グリーンパークの入園者900万人に到
達

第50回北九州市民体育祭開催（～25．
3．31）

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

瀬板遺跡発掘調査実施（八幡西～6．
6）平成２４年度地籍調査事業実施（調査

区域　小倉南区葛原東、沼本町、沼緑
町、沼南町、大字葛原、大字曽根、大
字沼の各一部　若松区赤崎町、上原
町、響南町、小石本村町、下原町、深
町、大字安屋、大字小石の各一部、西
小石町、原町、東小石町の全部　八幡
西区御開、大字本城の各一部）

家電量販5位のビックカメラが6位のコ
ジマを買収して子会社化すると発表
業界2位に

ＡＢＣ　アートとブックのコラボレー

ション展開催（美術館本館～6．24）

大阪市　市職員の入れ墨調査結果を発
表　110人が認める

黄金塚遺跡発掘調査実施（門司～6．
8）

改正郵政民営化法成立　窓口業務を行
う郵便局会社と郵便の集配を行う郵便
事業会社を統合

北九州都市計画事業城野駅北土地区画
整理事業の事業認可（～28年度　UR都
市機構施行　小倉北（城野ゼロ・カー
ボン先進街区））
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一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境

第52回西日本総合機械展開催(西日本
総合展示場　～15)

若松あじさい祭り開催（高塔山　～
17）

とばた菖蒲まつり2012開催(夜宮公園

周辺　～10)

第38回ふくおか産業技術振興展開催
(西日本総合展示場　～15)

第1回木造市場等の防火安全に関する
検討会開催

「東日本大震災で発生した災害廃棄
物の広域処理についてのタウンミー
ティング」開催

経　済・運　輸

住居表示整備事業実施（若松区、八幡

西区　0．320ｋ㎡）

市政だより平成23年1月1日号が平成24
年全国広報コンクールの広報紙部門
（都道府県・政令指定都市）で1席

（社）福岡県トラック協会と「災害時
における緊急輸送の協力に関する協
定」を締結

北九州市母子世帯等実態調査の結果を

発表 東日本大震災で発生した宮城県石巻
市の災害廃棄物の受入れを表明

カンボジア「セン・モノロム市上水
道整備事業」をカンボジア政府と正
式契約

産業経済局機構改革
風評被害防止対策室を新設
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エジプト大統領選挙　ムハンマド・モ
ルシ氏当選北九州都市計画事業北九州学術・研究

都市北部土地区画整理事業の審議会委
員当選人決定（若松、八幡西区）

税と社会保障の一体改革関連法案が衆
院で可決　民主党は小沢元代表や鳩山
元首相ら72人が造反

加用遺跡発掘調査実施（小倉南～7．
31）

北九州市立大学大学院マネジメント研
究科と東北大学工商管理学院（中国）
との学術交流協定締結

野田第2次改造内閣発足　消費税増税
法案を国会会期末までに衆院で採択す
ると明言

北九州市立大学大学院マネジメント研
究科と遼寧大学新華国際商学院（中
国）との学術交流協定締結

中東の民主化運動「アラブの春」で失
脚したムバラク前エジプト大統領　デ
モ参加者殺害の罪で終身刑

画家　岸田劉生の軌跡展開催（美術館

分館～7．8）

オウム真理教による地下鉄サリン事件
の菊地直子容疑者逮捕

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

北方遺跡発掘調査実施（小倉南～7．
9）

オウム真理教による地下鉄サリン事件
の高橋克也容疑者逮捕　オウム手配捜
査終結

野田首相　大飯原発再稼働を正式決定
（7．5再稼働）森鷗外 生誕150周年記念事業開催（ホ

テルクラウンパレス小倉ほか　～25．
3．26）

北九州市市税条例の一部を改正する
条例の専決処分の報告ほか1議案承認
予算の執行に関する北九州市長の調
査等の対象となる法人を定める条例
ほか18議案可決
北九州市監査委員の選任、福岡県公
安委員会委員の推薦、人権擁護委員
候補者の推薦、北九州市土地利用審
査会委員の任命に同意
議員提出議案
北朝鮮による拉致問題に関する意見
書ほか4議案可決
原子力発電所の再稼働に反対する意
見書ほか2議案否決

メジャーリーグ・マリナーズのイチ
ローがメジャー通算2，500安打達成
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門司港～韓国光陽港フェリー臨時便入
港（～8．24）

北九州市長杯ストリートダンスバトル
2012開催(小倉北　8．19  8．26  9．
9  9．30)

東日本大震災に係る宮城県との災害
廃棄物の処理に関する基本協定締結

外国人登録法の廃止に伴い外国人住民
の住民基本台帳制度運用開始

釜山広域市とのエネルギーに関する
協約書締結

北九州空港　スターフライヤーによる
釜山線就航

「北九州市『青少年の非行を生まない
地域づくり』推進本部」設置

くきのうみ花火の祭典開催（洞海湾・
若戸大橋周辺）

九州北部豪雨災害に伴う応援出動
福岡県消防相互応援協定に基づき、消
防車両３台、職員１２名派遣（八女消
防本部管内）

九州北部豪雨災害支援活動
応急給水のために給水車1台、職員2
名派遣（八女市星野村　～16）

「安川・松本家と戸畑の百年」記念事
業開催（戸畑　～12．2）

社会福祉法人希燿會特別養護老人ホー
ム「あやめ苑」開設（若松） まちなか避暑地の実施(夏の省エネ・

節電対策として、昼間に家の電気を
消してまちなかに出かけることで、
家庭の省エネ・節電とまちなかの活
性化を図る)

市立小倉中央市民センター藍島市民サ
ブセンター開館（小倉北）

武蔵・小次郎巌流島決闘400年記念講
演会開催(北九州芸術劇場)

第2回木造市場等の防火安全に関する
検討会開催

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

上下水道局が「平成24年度外務大臣
表彰」受賞身体障害者対象の市職員採用選考区分

に学校事務職員（県費負担）を新設

黒崎ひびしんホール開館記念・長崎街
道筑前六宿開通400年記念「八幡西ま
つり」開催

くろさきサマーフェスタat三角公園
（八幡西）

北九州市制50周年プレ事業米国ノー
フォーク市青少年交流プログラム実施
（米ノーフォーク市　～8．6）

北九州市行財政改革調査会「官民の役
割分担と持続的な仕事の見直しの仕組
みについて」答申（第一次答申）



平成24年(2012)　　　　

7 ．1 7 ．1 市立八幡西図書館開館 7 ．2

7 ．1

7 ．2

7 ．5

7 ．7 7 ．7

7 ．11

7 ．12

7 ．11

7 ．14 7 ．11

7 ．14 7 ．13

7 ．17 7 ．18 7月市議会臨時会開会（～19）

7 ．21 7 ．23 7 ．19

7 ．26

7 ．23

7 ．25

7 ．26 7 ．27

7 ．28 7 ．27
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北九州市で初の自転車レーン（自転車
専用通行帯）供用開始（小倉北　清張
通り）

到津の森公園開園10周年記念式典開催
（小倉北）

日韓子ども演劇キャンプ「チャレン
ジ！えんげき2012」実施（北九州芸術
劇場・富平アートセンター　～7．
30）

北九州市災害対策本部条例の一部を
改正する条例の専決処分の報告を承
認
平成24年度北九州市一般会計補正予
算ほか1議案可決

第3回紫川夜市2012開催(小倉北　紫川
周辺　～28) 石田・岡屋敷遺跡発掘調査実施（小倉

南　～7．26）

福島第一原発事故検証の国会事故調査
委員会 終報告決定　事故の根源的原
因は地震対策と津波対策の先送り　自
然災害でなく人災と断定特別企画展「五味太郎作品展［絵本の

時間］」開催（文学館　～9．9）
第16回紫川かわべ祭り開催（小倉北）

九州北部豪雨災害　死者26人(熊本、
大分、福岡各県　～14)

特別展「対決！恐竜展」開催（自然
史・歴史博物館　～9．23）

政府　原発事故被災地の福島県を支援
する「福島復興再生基本方針」を決定

城野遺跡発掘調査実施（小倉南～12．
27）

小沢元民主党代表らが「国民の生活が
第一」を結党

大津市の中学生飛び降り自殺で滋賀県
警が中学校と教育委員会を家宅捜索

フランス写実主義の巨匠　クールベ展
開催（美術館本館  ～9．2）

黒崎駅前線（ふれあい通り）街路事業
黒崎駅前ペデストリアンデッキの長寿
命化修繕事業（第一期）完成

民主党の小沢元代表ら50人が離党届
民主党分裂へ市立黒崎文化ホール開館（愛称：黒崎

ひびしんホール） 政府が電力会社に要請した夏の節電期
間スタート　初日は電力安定供給

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

京町遺跡発掘調査実施（小倉北～
9．12）

三郎丸遺跡発掘調査実施（小倉北　～
25．2．28）

米海兵隊の垂直離着陸輸送機MV22オス
プレイ12機が米軍岩国基地に到着

森村泰昌モリエンナーレ まねぶ美術
史展開催（美術館分館　～9．2）

第30回夏季オリンピック大会　ロンド
ンで開幕　204の国・地域参加（～8．
12）



平成24年(2012)　

8 ．3 8 ．2

8 ．4

8 ．6

8 ．7

8 ．10

8 ．13 海峡花火大会開催（関門海峡）

8 ．17

8 ．18

8 ．23

8 31

8 ．31
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第3回木造市場等の防火安全に関する
検討会開催

第3回「市民暴排の日」記念行事『北
九州市民暴力追放総決起大会』開催
（北九州メディアドーム）

まつりみなみ2012開催（志井公園周
辺）

北九州港港湾計画の軽易な変更（日明
地区　専用ふ頭計画、土地利用計画、
北湊地区　専用ふ頭計画、若松地区
小型船だまり計画、土地造成及び土地
利用計画）

タイ王国工業省工業局との協力覚書
締結

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

韓国仁川広域市副市長がわっしょい百
万夏まつり参加のため来市

福岡県豊前海区・筑前海区漁業調整委
員会委員一般選挙

第25回わっしょい百万夏まつり開催
（小倉北　～5)

東日本大震災に係る宮城県との災害
廃棄物の処理に関する委託契約締結

北九州市非核平和都市宣言銘板設置
（本庁舎） 第3回北九州市・南九州市子ども交流

事業開催（南九州市を訪問 ～9）



平成24年(2012)　　　　

8 ．1 8 ．1

8 ．3

8 ．4 8 ．1

8 ．1

8 ．9

8 ．3

8 ．3

8 ．8

8 ．3

8 ．10

8 ．10

8 ．10

8 ．15

8 ．18

8 ．22 8 ．19

8 ．26 8 ．26

8 ．27

8 ．31
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消費税率引上げを含む社会保障と税の
一体改革関連法案の早期成立と法案成
立後の衆議院早期解散について、民
主、自民、公明の3党合意

漫画ミュージアム開館記念イベント
「松本零士・ちばてつやトーク
ショー」開催（北九州市漫画ミュージ
アム）

税と社会保障の一体改革関連法成立
消費税率を2014年4月から8%、2015年
10月から10%に増税など

李明博韓国大統領が島根県竹島(韓国
名・独島)を訪問　実効支配を国内外
にアピール

北九州子どもの未来をひらく教育セミ
ナー開催(ウェルとばた)

尖閣諸島に不法上陸等の香港活動家14
人を逮捕

北九州市環境キャラバン実施（ウェル
とばたほか　～3）

文部科学省　大津市の中学生飛び降り
自殺問題を受け、こども安全対策支援
室を設置

韓国仁川広域市市議会代表団来市
（～5）長野緑地広場エリアオープン（小倉

南）
松本清張没後20年記念松本清張記念館
常設展展示品リニューアル

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

松本清張没後20年記念特別企画展「松
本清張と映画」開催（松本清張記念館
～10．31）北九州都市計画地区計画の変更(変更

地区　小倉南区空港北町地区) 漫画ミュージアム開館(小倉北　ある
あるCity)

漫画ミュージアム開館記念企画展「夢
と冒険の漫画ワールド－松本零士・関
谷ひさしと北九州の漫画家たち」開催
（北九州市漫画ミュージアム　～10．
21）

北九州都市計画事業折尾土地区画整理
事業の審議会委員当選人決定（八幡西
区）

第4回全日本紫川ダンボールボート
レース2012開催（小倉北　紫川周辺）

北九州市ジュニアオーケストラ第30回
記念定期演奏会開催(アルモニーサン
ク　北九州ソレイユホール)

北九州市立大学と澳門大学（中国）と
の学術交流協定締結 尖閣諸島の魚釣島に日本人10人が無許

可上陸

中国で尖閣諸島問題を巡る反日行動
丹波中国大使らの乗る公用車から日本
国旗が持ち去られる

政府が東京電力に1兆円の公的資金を
投入、50．11％の議決権を取得し、実
質国有化を完了



平成24年(2012)　

9 ．1 9 ．1

9 ．1

9 ．10

9 ．14

9 ．15 9 ．15 新若戸道路供用開始

9 ．17

9 ．17

9 ．19

9 ．21

9 ．24
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一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

北九州市防災フォーラム2012開催
(ウェルとばた)

北九州サービス産業革新シンポジウム
2012開催（西日本工業大学小倉キャン
パス）ＴＯＴＯ株式会社と「地震・津波等の

災害時における施設の使用に関する覚
書」を締結

九州北部豪雨災害支援活動
人的支援のために職員を派遣
（うきは市 ～25．3．31：延べ9名）
（八女市 ～25．3．31：延べ3名）

第34回西日本陶磁器フェスタ開催（西
日本総合展示場  ～18）

新若戸道路水道連絡管供用開始
（浄水場間のバックアップ機能を強
化する水道トライアングルの完成）

北九州市海外水ビジネス推進協議会
が第8回ＩＷＡ（国際水協会）世界会
議展示会に参加（釜山　～20）

宮城県石巻市の災害廃棄物の焼却を
開始離島における地震・津波による避難訓

練（小倉北　馬島）

南極観測船「しらせ」一般公開実施
（門司　西海岸）

北九州市制50周年プレ事業　米タコマ
市日本庭園研修訪問団受入れ（　～
10．4）



平成24年(2012)　　　　

9 ．3 9 ．5 9 ．5

9 ．11

9 ．10 9 ．12

9 ．10

9 ．12 決算特別委員会設置

9 ．15 若戸トンネル開通 9 ．15 9 ．15

9 ．15

9 ．18 9 ．18

9 ．17

9 ．25

9 ．27 9 ．26

9 ．28 9 ．26 自民党総裁に安倍普三元首相選出

9 ．30 9 ．26 大関日馬富士が第70代横綱に昇進

9 ．30 9 ．28 橋下大阪市長が日本維新の会を結党
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文部科学省　「いじめ対策アクション
プラン」発表　いじめ対策で国の体制
強化

政府が尖閣諸島を20億5千万円で購
入、移転登記完了

中曽根遺跡発掘調査実施（小倉南　～
9．14）

東日本大震災の津波被害に耐えた岩手
県陸前高田市「奇跡の一本松」の保存
作業開始北九州市立大学環境技術研究所とベト

ナム科学アカデミー環境技術研究所と
の学術交流協定（研究所間）締結

いわさきちひろ展開催（美術館本館
～10．21）

尖閣諸島の国有化に抗議し、中国約50
都市8万人が反日デモ　日系企業への
放火、略奪北九州市立大学とベトナム・ハノイ科

学大学との学術交流協定（大学間）締
結 議員提出議案

暴力追放に関する決議を可決

中国で尖閣諸島問題を巡る反日行動
中国の国辱記念日に中国全土の80カ所
以上で反日デモ　多数の日系企業で休
業、操業停止

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般

北九州都市計画地区計画の変更(変更
地区　八幡西区鉄王一丁目地区)

9月市議会定例会開会（～10．4)

北九州市立大学とベトナム・ダナン大
学との学術交流協定（学部間）締結

北九州市短歌・俳句大会表彰式開催
(北九州国際会議場　～9．26）若戸大橋開通50周年記念

WAKATO　BRIDGE　TALK　LIVE開催(若
松市民会館)

国道3号黒崎バイパス「前田ランプ～
都市高速接続」区間開通

枝光大谷線（尾倉ジャンクション）街
路事業「東田出入口～国道3号黒崎バ
イパス連絡区間」開通

野田首相が国連演説　領土問題は国際
法に従い平和的に解決することが原則
と訴える

上ノ原遺跡発掘調査実施（小倉南  ～
11．16）



平成24年(2012)　

10 ．1 小倉焼うどんフェア開催(小倉北～31) 10 ．1 10 ．1 10 ．1

10 ．1 就業構造基本調査実施

10 ．3 10 ．1 10 ．1 10 ．1

10 ．5 10 ．1 10 ．5 10 ．1

10 ．5

10 ．6 10 ．6 響灘ビオトープ本格オープン(若松)
10 ．3

10 ．6 筑前黒崎宿場まつり開催(八幡西) 10 ．7

10 ．6 10 ．6

10 ．11

10 ．7 10 ．7

10 ．13

10 ．8

10 ．11 10 ．13

10 ．14

10 ．13

10 ．20 10 ．18

10 ．20

10 ．27 10 ．26 10 ．26

10 ．27

10 ．27
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第7回B級ご当地グルメの祭典！B-1グ
ランプリin北九州開催（勝山公園一
帯、あさの汐風公園一帯　～21）

第49回北九州市環境衛生大会開催
（八幡市民会館）

本市初となる「避難所体験・運営訓
練」を実施(若松　高須小学校　～28)

「魅力発信！北九州」フェア開催(市
役所周辺　～21)

第10回北九州チャンピオンズカップ国
際車椅子バスケットボール大会開催
(総合体育館　～28)

第11回北九州港・レムチャバン港姉妹
港会議開催（タイ・レムチャバン）

エコテクノ2012開催（西日本総合展
示場　～13）長崎街道筑前六宿開通400年記念「黒

崎宿アジア交流フェスティバル」開催
(八幡西)

サイクルツアー北九州2012開催（市
内）エコライフステージ2012開催（北九

州エコライフステージのシンボル事
業　本庁舎周辺及び勝山公園　～
14）

武蔵・小次郎巌流島決闘400年記念シ
ンポジウム開催(北九州芸術劇場)

公益社団法人日本青年会議所第61回全
国会員大会北九州大会開催（北九州ｲﾉ
ﾍﾞｰｼｮﾝｷﾞｬﾗﾘｰ緑地、北九州ｿﾚｲﾕﾎｰﾙ、勝山
公園、北九州ﾒﾃﾞｨｱﾄﾞｰﾑほか～14）

北九州空港まつり開催（北九州空港）

浄水場1日開放事業（浄水場フェス
ティバル）を実施（穴生浄水場） 若松ビーチレクリエーション開催（ひ

びき海の公園）

北九州市障害者基幹相談支援センター
開設（ウェルとばた）

水巻町水道事業を本市水道事業に統
合

北九州市にぎわいづくり懇話会　小倉
大発会開催(小倉北)

経　済・運　輸

帆柱ケーブル線の上下分離方式（運
行：帆柱ケーブル㈱、施設保有：北九
州市）による営業開始

若戸大橋開通50周年記念　若松鉄人
JAZZ16開催（若松） 平成23年次北九州市観光動態調査の結

果を発表市民いっせいまち美化の日（市民に
よる地域の道路、公園、河川、海浜
等の一斉清掃）

長崎街道筑前六宿開通400年記念「長
崎街道まちづくりフォーラムin八幡
西」開催(八幡西)

北九州ミュージックフェスタ2012開催
（小倉北市庁舎北側広場等　～8）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境

平成24年度北九州市食生活改善大会開
催（北九州芸術劇場）

第44回全国商工会議所女性会連合会北
九州全国大会開催（西日本総合展示
場、ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ小倉）

北九州市障害者虐待防止センター開設
（ウェルとばた）

体験型環境学習事業「北九州　地球
の道」オープン

乳幼児等医療費支給制度の所得制限を
緩和

ペットボトル用の指定袋に大袋を追
加

スターフライヤーの訓練施設運用開始

鹿児島市、熊本市、福岡市と四都市交
流連携協定を締結

第8回櫓山荘子ども俳句大会開催（小
倉北　櫓山荘公園）

社団法人茶道裏千家淡交会 第56回九
州地区大会開催（西日本総合展示場、
北九州国際会議場、ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ小
倉、AIMﾋﾞﾙ　～28）



平成24年(2012)　　　　

10 ．1 10 ．1 10 ．1

10 ．3

10 ．4 10 ．1

10 ．5 10 ．6

10 ．6 第4回紫川アート市開催(小倉北　紫川

10 ．1

10 ．7

10 ．6

10 ．12

10 ．13 新折尾駅舎デザイン案発表 10 ．14 10 ．8

10 ．9

10 ．16

10 ．10

10 ．18

10 ．21 10 ．20

10 ．22 市営　八幡まるやま団地集会所完成 10 ．20

10 ．27

10 ．25 10 ．25

10 ．28

10 ．29
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特別展「いのちのたび博物館　10年の
あゆみ」開催（自然史・歴史博物館
～12．2）

グリーンパーク開園20周年 秋のバラ
フェア開催（若松グリーンパーク）

中条遺跡発掘調査実施（小倉南　～
10．30） 野田政権　閣議と閣僚懇談会の議事録

を作成し、原則30年後に公開する方針
を決定

北九州市立大学環境技術研究所第1回
研究戦略会議開催

第36回北九州市都市緑化祭開催（若松
グリーンパーク）

特別企画展「働き、書いた-北九州の
職場雑誌展」開催（文学館　～25．
2．11）

国連総会において、パレスチナ自治政
府の国連非加盟オブザーバーとしての
地位を「機構」から「国家」に格上げ
する決議案を採択　イスラエル、米国
は強く反発

第5回小倉オープンカフェマンス開催
(～31)

第三次野田改造内閣発足　文部科学大
臣に田中真紀子氏、国家戦略担当大臣
に前原誠司氏

建　　　設 教　育・文　化

北九州市市税条例の一部改正ほか17
議案可決
北九州市議会議員定数及び各選挙区
選出議員数に関する条例の一部改正
を否決
北九州市人事委員会委員の選任、北
九州市固定資産評価員の選任に同意
委員会提出議案
350万人のウイルス性肝炎患者の救済
を求める意見書を可決
議員提出議案
気象事業の整備拡充を求める意見書
ほか7議案可決
垂直離着陸輸送機ＭＶ22オスプレイ
の米軍普天間飛行場への配備の中止
を求める意見書ほか4議案否決

文部科学省　いじめの緊急調査で児童
生徒の生命が脅かされるような重大な
いじめが、2012年4月以降250件にのぼ
ると発表

議　　　会 社　会　一　般

平成23年度北九州市一般会計決算ほ
か27議案可決及び認定

女性のための市民建築大学開催（ウェ
ルとばた　～31）

JR折尾駅舎感謝イベント「ありがとう
折尾駅舎」開催　(～14)

IMF・世界銀行年次総会が48年ぶりに
日本で開催(仙台市、東京都　～14)

WeLoveふるさと自慢大会開催(JR小倉
駅JAM広場　～7)

新日本製鐵株式会社と住友金属工業株
式会社が合併、新日鐵住金株式会社が
発足

JR折尾駅仮駅舎及び暫定北口駅前広場
供用開始

第68回福岡県美術展覧会北九州展開催
（美術館本館　～11．4）

石原慎太郎東京都知事が辞職　新党を
結成し、次期衆議院議員選挙の比例代
表に立候補を表明若戸大橋開通50周年記念イベント

「1DAYレッドウォーク」開催

生誕100年 寺田政明展開催（美術館分
館　～11．11）

米海兵隊の垂直離着陸輸送機MV22オス
プレイ全12機の普天間飛行場(沖縄県
宜野湾市)への配備完了

ｉＰＳ細胞作製の山中伸弥京都大学教
授　ノーベル医学生理学賞受賞決定

2012北九州国際音楽祭開催（響ホール
ほか　～11．23)



平成24年(2012)　

10 ．28

10 ．28

10 ．30

11 ．1 11 ．1 脇田漁港フィッシャリーナ供用開始

11 ．2

11 ．4

11 ．3 11 ．8

11 ．3

11 ．9

11 ．12

11 ．12

11 ．15

11 ．12 11 ．14

11 ．14

11 ．15

11 ．21

11 ．22

11 ．22

11 ．24

11 ．23

11 ．28

11 ．29 11 ．29
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再生可能エネルギ先端技術展2012開催
（西日本総合展示場　～16）

九州・国際テクノフェア2012開催（西
日本総合展示場　～16）インドネシア・スラバヤ市における

「下水道整備計画等策定業務」を受
注

門司ビーチレクリエーション開催（新
門司海浜緑地）

平成24年度北九州市障害者芸術祭開催
（ウェルとばたほか　作品展示：11．
28～12．4、ステージイベント：12．
9）

西部ガスが政令市 大級20ＭＷのメガ
ソーラー建設に着手(若松)

北九州市再生可能エネルギー産業シン
ポジウム開催（北九州国際会議場）

P．P．C．2012第14回西日本国際福祉
機器展開催（西日本総合展示場　～
11）

インドネシア・スラバヤ市と環境姉
妹都市提携に関する覚書を締結

第12回モール大通り音楽祭開催(小倉
南)

若戸大橋開通50周年記念若松・戸畑イ
ベント開催(若戸大橋周辺)

北九州市協働のあり方に関する基本指
針公表 カンボジアでの水道事業人材育成プ

ロジェクトフェーズ3開始(～29．10)

平成24年度北九州市総合防災訓練を実
施(小倉北　浅野)

西日本高速道路株式会社と「大規模災
害発生時における相互協力に関する覚
書」を締結 北九州市海外水ビジネス推進協議会

がVIETWATER2012に出展(ベトナム
～9)

第8回八幡東田ウルトラ25時間駅伝大
会開催（八幡東　～4）

一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境 経　済・運　輸

第2回九州3政令指定都市市長会議開催
（熊本市）

小倉イルミネーション2012開催(小倉
北　～25．1．10)

九州北部豪雨災害支援活動　人的支
援のために職員1名を追加派遣（うき
は市　～25．3．31）

第6回北九州市ワーク・ライフ・バラ
ンス表彰表彰式開催山歩きファッションショーIN皿倉開催

（八幡東）

「北九州市行財政改革調査会第一次答
申（官民の役割分担と持続的な仕事の
見直しの仕組み）に係る取組みの方向
性」策定

八幡の夜空、星降るイルミネーション
開催（八幡東　～12月下旬)

くろさき光のマジカルランド（八幡西
～25．1．14）



平成24年(2012)　　　　

11 ．3

11 ．4

11 ．3

11 ．9

11 ．3

11 ．10 11 ．6

11 ．8

11 ．13

11 ．14

11 ．15

11 ．16

11 ．16

11 ．19

11 ．19

11 ．19

11 ．20

11 ．23

11 ．25 第30回門司港レトロマラソン開催 11 ．26

11 ．26 北九州市自転車利用環境計画の策定

11 ．30
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「ブリッジ・ザ・ギャップ？9メキシ
コシティ・シンポジウム」開催　現代
美術センター・CCA北九州による分野
を超えて知の融合を図る「CCAラボ事
業」の一環（メキシコ・メキシコシ
ティ　～12．2）

厚生労働省　脱法ハーブ規制強化
700以上の物質を「特定薬物」に一括
指定へ

北九州市立大学国際環境工学部とウズ
ベキスタン灌漑・水問題研究所との学
術交流協定（学部間）締結

中国共産党習近平指導部発足　中国共
産党第18期中央委員会で、胡錦濤総書
記の後任に習近平国家副主席を選出

北九州市立大学国際環境工学部と遼寧
工業大学化学・環境工程学院（中国）
との学術交流協定（学部間）締結

衆議院解散　政権交代を果たした民主
党、政権奪還を目指す自民・公明両党
などの既存政党、日本維新の会など
「第三極」勢力が絡む選挙戦へ下石田中尾遺跡発掘調査実施（小倉南

～11．30） 小沢元民主党代表　陸山会土地取引事
件の無罪確定

ルパン三世展関連イベント「モン
キー・パンチ氏トークショー＆サイン
会」開催（漫画ミュージアム）

米大統領選で民主党のオバマ大統領が
共和党のロムニー前マサチューセッツ
州知事を破り再選

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会

第17回北九州市長杯 紫川・市民ハゼ
釣り大会開催（小倉北）

黒崎城跡確認調査実施（八幡西　～
11．22）

潤崎遺跡発掘調査実施（小倉南　～
12．10） 東京証券取引所と大阪証券取引所が、

2013年1月1日付で合併し、日本取引所
グループを設立すると決定

’12まいなびフォーラム開催（戸畑市
民会館）

第3回議会報告会開催
（小倉南区、八幡西区、戸畑区　～
20)

平成24年度子どもの読書活動推進
フォーラム開催（戸畑市民会館）

丸山・大谷地区まちびらき式典開催
(八幡東)

アニメ化40周年記念　ルパン三世展開
催（漫画ミュージアム　～12．28）

第32回西日本トータルリビングショー
開催(西日本総合展示場　～11)

社　会　一　般



平成24年(2012)　

12 ．1

12 ．2

12 ．7

12 ．13

12 ．16 第5回北九州市環境首都検定実施 12 ．16

12 ．19

12 ．23

12 ．31 工業統計調査実施
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まちなか暖ラン♪の実施(冬の省エ
ネ・節電対策として、夕方に家の電
気を消してまちなかに出かけること
で、家庭の省エネ・節電とまちなか
の活性化を図る)

下水道セミナー開催(ベトナム・ハイ
フォン)

第3回すくすく子育ちフェスタ開催(西
日本総合展示場）

関門海峡潮流発電「海の幸イルミ
ネーション」セレモニー実施

ふれあいフェスタ2012開催（西日本総
合展示場）

第7回北九州技の達人表彰式開催（小
倉北）

北九州市海外水ビジネス推進協議会
が日本カンボジア水道セミナーに参
加

経　済・運　輸一　般　行　政 社　会　福　祉 生　活　環　境



平成24年(2012)　　　　

12 ．3 12 ．2

12 ．10

12 ．11

12 ．11

12 ．12

12 ．14

12 ．15

12 ．15

12 ．16

12 ．17

12 ．16

12 ．19

12 ．20

12 ．26

12 ．28
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韓国大統領選　朴槿恵氏が当選　初の
女性大統領誕生へ

警視庁　インターネット掲示板「2
ちゃんねる」の創設者を、覚醒剤の売
買をもちかける書き込みを放置したと
して、麻薬特例法違反ほう助の疑いで
書類送検

原子力規制委員会調査団　日本原子力
発電敦賀原発（福井県）の原子炉建屋
直下を通る破砕帯は「活断層の可能性
が高い」と結論付ける

北朝鮮　「人工衛星」と称した長距離
弾道ミサイルを発射　朝鮮中央通信が
打ち上げに成功と報道

東京都知事選挙　猪瀬直樹氏当選　史
上 多の433万票獲得

12月市議会定例会開会（～10）

自民党、公明党連立の第2次安倍内閣
発足

元メジャーリーガー松井秀喜外野手が
引退を表明

中央自動車道笹子トンネル（山梨県）
で天井板崩落事故　9人死亡　国土交
通省は、つり天井を使った構造のトン
ネル49本の緊急点検を指示（12.3)平成24年度北九州市一般会計補正予

算の専決処分の報告を承認
北九州市防災会議条例の一部改正ほ
か56議案可決
委員会提出議案
平成23年第177回通常国会で採択され
た請願項目の実現を求める意見書を
可決
議員提出議案
北九州市議会基本条例の一部改正、
北九州市議会会議規則の一部改正、
北九州市議会委員会条例の一部改
正、北九州市議会議員の議員報酬、
費用弁償及び期末手当に関する条例
の一部改正、北九州市議会における
政務調査費の交付に関する条例の一
部改正を可決
患者数が特に少ない希少疾病用医薬
品（ウルトラオーファンドラッグ）
の開発促進・支援のための法整備等
を求める意見書ほか4議案可決
電気料金の値上げに関する意見書ほ
か1議案否決

北九州都市計画地区計画の変更(変更
地区　八幡西区西折尾町地区、若松区
青葉台サイエンスパーク、小倉南区上
葛原東地区)

次世代への伝言 平山郁夫展開催（美
術館分館　～25．2．11）

宗左近・みずかみかずよ記念　第3回
「あなたにあいたくて生まれてきた
詩」コンクール表彰式開催(文学館) 第46回衆議院議員総選挙　自民党が単

独過半数を大幅に上回る294議席獲得
政権交代へ

山田遺跡発掘調査実施（小倉南　～
25．2．28）

第45回北九州市民文化賞表彰式開催
その他芸能的領域
青山真治氏（東京都在住）
美術的領域
村山小波氏（小倉北区在住）
その他芸能的領域
のこされ劇場≡（八幡東区）

建　　　設 教　育・文　化 議　　　会 社　会　一　般
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