
国内外の社会情勢 市の動き

2001 H13

・中央省庁再編(１府12省庁)
○米国同時多発テロ事件(9/11)
・ＵＳＪ・ＴＤＳ開業
○狂牛病（BSE）
・ヒトの全塩基配列を完成！
・洗剤のいらない洗濯機（三洋）
エクスプレス予約開始
○ｉＰｏｄ (アップル社)発売
○ＥＴＣ導入
○店内ＡＴＭ設置(セブンイレブン)
○ケータイ「ＧＰＳ機能」開始
※今年の漢字は「戦」

・市制50周年記念式典
・駿河湾深層水の取水供給施設が完成

2002 H14

・欧州通貨統一（ユーロ）
・総人口１億２7４8万人
・ペイオフ解禁(4月)
○牛肉偽装事件
○公立学校完全週5日制（4月～）
・住民基本台帳ネットワーク(8/5～)
・統合失調症に変更
・電子投票
・ANA 東京-山形便廃止
○2番目に暖かい年(1861～2003)
※今年の漢字は「帰」

・資源ごみミニステーションを環境管理センター内に設置
・志太二市二町任意合併協議会設立

2003 H15

・ツベルクリン廃止(小1中1)
・たんぱく質を作る細菌を作製
・人間の長寿遺伝子を発見
○イラク戦争　自爆テロ相次ぐ
○日本郵政公社発足(4/1)
○サラリーマン医療費3割負担
○宮城県沖で地震（震度6　5/26）
 ・任天堂ファミコン生産打ち切り
・著作権法改正（保護70年）
・6万年ぶり火星超大接近(8/27)
・パソコンリサイクル法(10/1)
・東海道新幹線品川駅開業(10/1)
○世界人口63億人
・中国有人宇宙船打ち上げ(10/15)成功
・地上波デジタル放送一部地区で開始
○出生率　1.29
・六本木ヒルズがオープン(4月)
・郵便ポスト設置(ローソン)
○ケータイ「アナログテレビ」開始
※今年の漢字は「虎」

・駿河湾深層水脱塩施設が完成、供用開始
・総合福祉会館　「ウェルシップやいづ」　オープン
・ＪＲ焼津駅南口広場完成式、駅前広場に　「足湯」　がオープン

2004 H16

・新１万円，５千円，千円札発行(11月)
○配偶者特別控除廃止
・家庭用燃料電池開発（新日本石油）
・洗剤のいらない下着発売（グンゼ）
○裁判員制度法成立
・年金法成立
・平均寿命(男78.36歳、女85.33歳)
○新潟で集中豪雨
・人口1億2787万人
・浅間山21年ぶり噴火(9/1)
○真夏日各地で最多記録更新
○新潟県中越地震
○スマトラ沖地震(12/26)
○ケータイ「電子マネー」開始
※今年の漢字は「災」

・深層水ミュージアムが開館
・県中部地方を中心とした集中豪雨で市内に被害発生
・市の人口が１２万人を超える
・第１１回志太合併協議会で焼津市長が脱退の意向を表明

2005 H17

・中部国際空港開港(2/17)
・ペイオフ全面解禁(4/1～)
○個人情報保護法施行(4/1～)
・マル優廃止（～12月)
○携帯電話人口普及率68.1%
○アスベスト被害の実態露呈
・平均寿命(男78.64歳、女85.59歳)
・「図書券」の販売終了→図書カード
○日本道路公団分割民営化(10/1～）
○平成の大合併50市町誕生(10/1）
○ＥＴＣ利用率50.2％
・耐震強度偽装問題
・人口1億2775万人
※今年の漢字は「愛」

・戸籍事務コンピューター化開始
・焼津型鰹節製造技術が市無形文化財指定

2006 H18

・近年まれにみる大豪雪（雪下ろしが大変！）
・国産機YS11ラストフライト(9/30)
・携帯番号持ち運び制始まる(10/24)
・「ＰＳ３」発売　　ライブドア事件
・灯台守完全無人化(11/12)
○日本で36年ぶり狂犬病発症続く
・任天堂「Ｗｉｉ」発売
○日本郵政株式会社発足
・改正教育基本法が成立
・戦後生まれの首相誕生
○出生率1.26は過去最低
○ワンセグ放送開始(4月)
○ケータイ「デジタルテレビ」開始
○住宅に火災警報機設置義務化
※今年の漢字は「命」

・タラソテラピー施設　「アクアスやいづ」　がオープン
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2007 H19

○ATM10万超現金振込不可(1/4～)
・防衛「省」に昇格（1/9）
・「ウィンドウズ・ビスタ」1/30発売
・能登半島で大地震(3/25)
○慈恵病院「赤ちゃんポスト」設置許可
○43年ぶり全国学力調査（小6中3）実施
・国民投票法、改正少年法成立
・浜松・新潟が政令指定都市
○初の猛暑日(5/27宮崎市・豊後大野市)
・みどりの日(5/4)、昭和の日(4/29)
○自動車運転過失致死傷罪新設
・平均寿命(男79.00歳、女85.81歳)
○今夏は記録的猛暑日が続く
○74年ぶりに最高気温更新40.9℃（多 治見市、熊谷市）、熱中症死相次ぐ
○17年ぶり電力需給調整(東京電力)
○100歳以上3万人を超える
○郵政民営化(10/1～)
・「赤福」製造日偽装発覚
・「比内地鶏」偽装発覚
・「名古屋コーチン」偽装発覚
○電子マネー「nanaｃo」（セブンイレブン）
○万能細胞（iPS細胞）作製に成功
※今年の漢字は「偽」

・産物販売提供施設　「うみえーる焼津」　がオープン
・「焼津小泉八雲記念館」　が開館
・新水道庁舎が弥宜島に完成し、移転

2008 H20

○後期高齢者医療制度スタート(4/1)
・ガソリン暫定税率期限切れ(4/1)
・ガソリン暫定税率復活(5/1)
○メタボ健診・保健指導の義務化
・中国四川大地震
○後部座席シートベルト着用義務化(6/1)
・東海北陸道全線開通(7/5)
○新型携帯電話「ｉｐｈｏｎｅ3Ｇ」発売
○漁船、全国一斉休漁
○米証券４位リーマンブラザーズ破綻
○汚染米、大量に食用転用が発覚
・横浜松坂屋144年の歴史に幕
※今年の漢字は「変」

○大井川町と合併、新「焼津市」誕生

2009 H21

・オバマ氏、第４４代米大統領に就任
・全国最年少(33)市長誕生(三重県松坂)
○ＩＣカード運転免許証(1/4)
・裁判員制度スタート(5月)
・浅間山噴火(2/2)
・定額給付金支給始まる(3/5)
・高速道路土日祝日１０００円
○豚インフルエンザ発生（メキシコ等）警戒レベルを初のフェーズ６に認定(WHO)
○呼称変更→インフルエンザＡ（Ｈ１Ｎ１）
○神戸・大阪で国内初感染(5/16)
・平均寿命(男79.29歳、女86.05歳)
・衆院選で民主党勝利、政権交代へ
・民主・社民・国新連立政権樹立
○夏休み明けのインフル休校広がる
・秋の初５連休(シルバーウィーク)
・Ｗｉｎｄｏｗｓ７発売(10/22)
※今年の漢字は「新」

○震度６弱の地震が市内を襲う
・市立大井川保育園が開園

2010 H22

・チリ大地震で16年ぶり大津波警報
○宮崎県で口蹄疫問題発生
○米アップル社「ｉＰａｄ」発売
○子ども手当支給始まる
・高速道路無料化社会実験(6/28～)
・平均寿命(男79.59歳、女86.44歳)
・日本総人口1億2805万人
・高齢者の所在不明多数発覚
○猛暑で熱中症死者相次ぐ
○２年ぶりにラニーニャ現象発生
・日本振興銀行破綻、初のペイオフ
○たばこ、大幅値上げ(10/1)
・尖閣列島問題浮上
・チリ落盤事故で地下700ｍから33名救出(事故発生から70日目)
○世界の総人口、69億870万人
・羽田空港、32年ぶり国際定期便再開
※今年の漢字は「暑」

・「焼津平和賞」創設
・第１回焼津平和賞授賞式を開催（公益財団法人第五福竜丸平和協会受
賞）
・焼津市立総合病院の経営改善策として、同病院の経営形態を地方公営
企業法の「全部適用」

2011 H23

・52年ぶり、新燃岳が爆発的噴火
・九州新幹線全線開通(3/12)
・既存住宅に火災警報機設置義務化
○アナログ放送終了(～7/24正午)
・東京スカイツリー完成(634ｍ)
○東北地方太平洋沖地震(3/11)M9.0世界最大級（東日本大震災）
○東京電力福島第一原発で国内初の炉心溶融　建屋損壊など相次ぐ
○国際原子力事象評価尺度の暫定評価が最悪の「レベル７」に
○電力使用制限令37年ぶり発動
○日本総人口1億2779万人（減少！)
反対の声の中、TPP交渉参加表明
※今年の漢字は「絆」

・市長と議長がマーシャル諸島共和国ビキニ環礁自治体を初訪問
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2012 H24

・熊本市、20番目の政令指定都市移行
○新東名高速、御殿場～三ヶ日間162ｋｍ開通(4/14)
○42年ぶり、「原子の火」が消える(5/5)
・東京スカイツリー開業(5/22)
・「ウィンドウズ８」発売開始(10/26)
○中央道笹子トンネルで天井板落下事故(12/2)
・衆院選挙で自民党圧勝、民主党大敗
・第２次安倍内閣始動(12/26)
※今年の漢字は「金」

・「市役所アトレ庁舎」がオープン
・小・中学校施設の耐震化工事が終了
・市で初となる津波避難タワーが飯淵地区に完成

2013 H25

●東京五輪開催決定
・民間「卵子バンク」スタート
・ＩＣカード乗車券相互利用開始(3/23～)
・ハーゲンダッツ　国内店舗営業終了
・共通番号制度成立、施行は平成28年1月
○富士山、世界文化遺産登録
・松坂屋銀座店閉店(6/30)
○国内最高気温41度（四万十市）(8/12)
○台風18号で初の大雨特別警報発令(9/16)
・和食がユネスコ無形文化遺産(12/4)
・特定秘密保護法 成立(12/6)
※今年の漢字は「輪」

・焼津市消防本部と藤枝市消防本部が統合し志太消防本部発足
・「井伊直孝産湯の井」が市文化財指定
・台風26号の影響で大崩海岸の県道静岡焼津線が沈下

2014 H26

・「あべのハルカス」全面開業(3/7)
・ボーイング747型機（ジャンボ）、完全引退
○消費税8%
・第3セクター三陸鉄道3年ぶり完全復旧
・虎ノ門ヒルズ開業(6/11)
・集団的自衛権行使容認、閣議決定(7/1)
・平均寿命(男80.21歳、女86.61歳)
○8月、各地で記録的集中豪雨（福知山、京都、広島、礼文島、・・・）
○エボラ出血熱の感染拡大（西アフリカ）
○国内でデング熱感染を確認
・「フレームＱＲ」を開発(ﾃﾞﾝｿｰｳｪｰﾌﾞ)
・御嶽山噴火(9/27)
・世界文化遺産に「富岡製糸場」
・平均寿命 女性86.83歳、男性80.50歳
※今年の漢字は「税」

・全職員を対象にタブレットパソコン導入
・花沢地区が「重要伝統的建造物群保存地区」に選定
・焼津市や市内の企業・団体が出資し、２０１０年９月以降全事業が休止状
態にあった第三セクター「マリンタウンやいづ」が解散

2016 H28

・日銀　公定歩合マイナス金利
・北海道新幹線(新青森～新函館有斗)開業(3/26)
○熊本地震
・祝日「山の日」(8/11)施行
・五輪（リオデジャネイロ開催）

2015 H27

・北陸新幹線開業(3/14)
・コレクトコール終了(7月末)
・ブラウン管ＴＶ生産終了
●18歳選挙権成立(6/17) '16参院選から
・Windows10公開
○マイナンバー制度制定
・安保法成立
・日本郵政、ゆうちょ、かんぽ　株式上場
・国産ジェット機ＭＲＪ初飛行
※今年の漢字は「安」

・和田幼稚園が閉園
●モンゴル国の東京五輪事前キャンプ地が焼津市に決定


