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■新潟市のまちづくり

黒埼合併10年（1月） 新潟上知170年 沼垂町合併100周年（4月） ●開港150周年（1/1） 黒埼合併20年（1月） 新潟上知180年 沼垂町合併110周年（4月）

広域合併10年 政令市移行10年（4月） 新潟運上所（旧新潟税関）開設150年（1/1）

新潟町建460年 市政施行130年 新潟初見500年

古町地区の明暦の町建て（360年） 民政（明和義人）250年（9/26～11/22）

■大規模イベント

東アジア文化都市2015 Ｇ８サミット日本開催

APEC（10月）

水と土の芸術祭 水と土の芸術祭2012(7～12月) 水と土の芸術祭2015（7～10月） 水と土の芸術祭2018 水と土の芸術祭2021 水と土の芸術祭2024

食と花の世界ﾌｫｰﾗﾑ 第１回食の新潟国際賞 食と花の世界フォーラム10年 食の新潟国際賞10年

フードメッセinにいがた2018/10回

大規模スポーツ プロ野球オールスター（7月） 早起き野球大会50回 スペシャルオリンピックス日本冬季大会（2月） 新潟シティマラソン40回（10月）

日本陸上競技選手権大会（6月）

全国中学校体育大会夏季大会（8月）

世界ゲートボール選手権大会（9月） 第37回全日本マスターズ陸上競技選手権大会（9月）

■インフラ整備

交通機関 上越線開通80年 越後線開通100年 新潟駅開業110年（5月） 白新線開通60年（4月） 沼垂駅開業（本市最初の鉄道駅）120年（11月） 新潟空港開港90年（9月） 上越線開通90年 越後線開通110年 新潟駅開業120年（5月）

上越新幹線開通30年（11月） 北陸新幹線開業（～年度内） 上越新幹線開通40年（11月） 新日本海フェリー新潟港寄港50周年（6月）

ｿｳﾙ定期航空路開設40年（12月） ﾊﾊﾞﾛﾌｽｸ定期航空路開設50年（6月）

関越自動車道全線開通30年（10月） 磐越自動車道全線開通20年（10月） ｳﾗｼﾞｵ定期航空路開設30年（4月）

新潟空港新ターミナル開業20年（7月） 北陸自動車道開通40年（9月） 佐渡汽船創立110周年（2月）

路線バス運行開始90年 上海定期航空路開設20年（3月） 路線バス運行開始100年 新潟駅連続立体交差事業完了（3月）

新潟長岡蒸気船就航140年 ﾊﾙﾋﾞﾝ定期航空路開設20年（6月） 新潟長岡蒸気船就航150年

土木/河川/港湾 内野新川完成190年（1月） 柳都大橋開通10年（5月） 萬代橋重文指定10周年（8月） 初代萬代橋架橋130年（11月） 現萬代橋架橋90年（8月） 内野新川完成200年（1月） 柳都大橋開通20年（5月） 萬代橋重文指定20周年（8月）

みなとタワー開業10年（5月） 横雲橋架橋140年 ござれや阿賀橋開通10年（9月） みなとトンネル開通20年（5月）

関屋分水通水40年（8月） 泰平橋架橋130年（12月） 東港開港50年（11月） 関屋分水通水50年（8月）

大河津分水通水90年（8月） 大河津分水通水100年（8月）

大規模公共施設 陸上競技場開場50年（4月） 消防局・中央消防署 新庁舎開設（12月） 産業振興センター開館30年（4月） 県立野球場開場10年（7月） 陸上競技場開場60年（4月）

朱鷺メッセ開業10年（5月） 西海岸公園プール開業50年（6月） 鳥屋野総合体育館開業40年（11月） 朱鷺メッセ開業20年（5月）

みなとぴあ開館10年（3月） 水の駅ビュー福島潟開館20年（7月） 総合福祉会館開館20年（3月） みなとぴあ開館20年（3月）

北区文化会館開館（6月） しろね大凧と歴史の館開館20年（8月） 中央図書館開館10年（10月） 北区文化会館開館10年（6月） しろね大凧と歴史の館開館30年（8月）

マリンピア開業20年（7月） 中央卸売市場開場50年（10月） 音楽文化会館開館40年（11月） マリンピア開業30年（7月） 中央卸売市場開場60年（10月）

ビッグスワン開業10年（4月） アイスアリーナ開業（2月） りゅーとぴあ開館20年（10月） ビッグスワン開業20年（4月） こども創造センター開館10年（5アイスアリーナ開業10年（2月）

万代市民会館開業20年（8月） こども創造センター（5月） 亀田総合体育館武道場（4月） 新・中央卸売市場開場10年（5月） 万代市民会館開業30年（8月） マンガ・アニメ情報館10周年（5月）

食育・花育センター開館（10月） マリンピアリニューアル（7月） 亀田総合体育館開館20周年（4月） 食育・花育センター開館10年（10月） マンガの家10周年（2月）

江南区文化会館開館（10月） いくとぴあ食花（6月） 江南区文化会館開館10年（10月） いくとぴあ食花開園10年（6月）

アグリパーク（6月） アグリパーク開園10年（6月）

安全・安心 消防音楽隊結成50年（1月） 市民病院開業40年（10月） 新・市民病院開業10年（11月） 消防音楽隊結成60年（1月） 市民病院開業50年（10月）

水道創設100周年（10月） 救急ステーション開設10年（11月） 水道創設110周年（10月）

日本保育園制度生誕120年（赤沢保育園） 消防本部設置70年（3月） 日本保育園制度生誕130年（赤沢保育園）

■社会・文化

海外姉妹都市 ウラジオ姉妹提携20年（2月） ｶﾞﾙﾍﾞｽﾄﾝ（1月），ﾊﾊﾞﾛﾌｽｸ（4月）姉妹提携50年 ナント市姉妹提携10年（1月） ウラジオ姉妹提携30年（2月）

ﾋﾞﾛﾋﾞｼﾞｬﾝ姉妹提携10年（3月） ハルビン友好提携40年（12月）

大学開設 新潟医療福祉大学開学10年（4月） 新潟国際情報大学開学20年（4月） 新潟薬科大学開学40年（4月） 新潟大学開学70年（4月） 新潟医療福祉大学開学20年（4月） 新潟国際情報大学開学30年（4月）

新潟県立大学開学10年（4月）

文人・偉人 會津八一生誕130年（8月） 坂口安吾没後60年（2月） 川村修就没後140年 會津八一生誕140年（8月）

涌井藤四郎生誕290年 川村修就生誕220年 楠本正隆生誕180年 涌井藤四郎生誕300年

楠本正隆没後110年 坂口安吾生誕110年（10月） 楠本正隆没後120年

會津八一没後60年（11月）

涌井藤四郎没後250年

経済 NEXT21開業20年（4月） 西堀ローサ開業40年（10月） 信濃川ウォーターシャトル運航20周年（3月） 信濃川ウォーターシャトル定期航路開設20周年

万代シティ開業40年（11月） ピアBandai開業10周年（10月） NEXT21開業30年（4月）

岩室温泉開湯300年 万代シティ開業50年（11月）

岩室温泉開湯310年

文化・芸術 ラ・フォル・ジュルネ2010開催（4～5月） ふるさとへ贈る手紙10年 ラ・フォル・ジュルネ開催10年（4～5月）

がたふぇす2011開催（2月） 安吾賞10回 にいがたマンガ大賞20回 潟フェス10年（2月） みなと新潟「光の響演」10年

萬代橋ﾁｭｰﾘｯﾌﾟﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ30年（4月） 千の風音楽祭10年 にいがたアニメ・マンガフェスティバル10回

奈良県との歴史・文化交流協定（2月） 奈良県との歴史・文化交流協定10年（2月）

文化施設 旧笹川家住宅重文指定60周年（3月） 新津美術館開館20年（10月） 新潟県政記念館重文指定50周年（3月） 旧小澤家住宅開館10年 旧市長公舎（安吾風の館）建設100年 旧笹川家住宅重文指定70周年（3月）

旧齋藤家別邸・庭園国名勝指定 旧新潟税関庁舎重文指定50周年（6月） 旧齋藤家別邸開館10年 新津鉄道資料館開館40年

會津八一記念館開館40周年（4月） 旧齋藤家別邸建築100年 安吾 風の館 開館10年 新潟市文化財センター開館10年

新潟市美術館開館30年（10月） 古津八幡山遺跡弥生の丘展示館開館10年

自然 佐渡弥彦国定公園指定60年 白山公園開園140年 佐潟ラムサール登録20年（3月） 佐渡弥彦国定公園指定70年 鳥屋野逆ダケの藪 白山公園開園150年

古津八幡山遺跡国史跡指定10年 菖蒲塚古墳国史跡指定90年 国天然記念物指定100年

自然災害 東日本大震災発生（3月） 新潟地震発生50年（6月） 中越沖大地震発生10年（7月） 東日本大震災発生10年（3月） 新潟地震発生60年（6月）

新潟・福島豪雨発生（7月） 中越大地震発生10年（10月） 8.4水害20年（8月） 新潟・福島豪雨発生10年（7月） 中越大地震発生20年（10月）

新潟大火発生60年（10月）

時事 新潟水俣病公認確認50年（5月） 新潟市民生委員制度100周年（7月）

第二次世界大戦終結70年

県外・国外イベント 冬季オリンピック（バンクーバー） 夏季オリンピック（ロンドン） 冬季オリンピック（ソチ） 夏季オリンピック（ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ） 冬季オリンピック（平昌） 夏季オリンピック（東京） 冬季オリンピック（開催国未定） 夏季オリンピック（開催国未定）

サッカーＷ杯（南アフリカ） サッカーＷ杯（ブラジル） 女子サッカーＷ杯（カナダ） サッカーＷ杯（ロシア） ラグビーＷ杯（日本） サッカーＷ杯（カタール）

女子サッカーＷ杯（ドイツ） 世界陸上競技選手権大会（北京） 世界陸上競技選手権大会（ロンドン） 女子サッカーＷ杯（開催地未定） 世界陸上競技選手権大会（ユージーン） 世界陸上競技選手権大会（未定）

世界陸上競技選手権大会（ドーハ）

新潟市における今後10年間のトピック

大規模イベント

国際会議

資料　議１－６


