年

中央公園完成

障害者福祉センター完成

１９０７（明治 ）年

１９０４（明治 ）年

１８９９（明治 ）年

１８９８（明治 ）年

１８９３（明治 ）年

１８９２（明治 ）年

鉄道開通（高知〜須崎間）

自動車が初めて高知市内を走る

高知市大火、１４４戸が焼失

電話交換局設置

電車開通（乗出〜堀詰、梅ノ辻〜桟橋間）

市立商業高等学校開校

電灯が初めて市内にともる

伝染病院（市民病院の前身）を潮江村に設立

高知市庁舎完成

消防機関組織される

横山隆一さんに名誉市民（第１号）の称号を贈呈

保健福祉センター完成

中華人民共和国蕪湖市に「蕪湖・高知友好開館」落成

個人情報保護条例を制定

県庁前通り地下駐車場完成

１９９１（平成３）年

１９０９（明治 ）年

上水道竣工

市民の木「センダン」
、市民の花「トサミズキ」決定

高知市ホームページ開設

主なできごと

１９１０（明治 ）年

九反田生魚市場開設

総合体育館完成

１９２４（大正 ）年

中央卸売市場が九反田で開場

１９９２（平成４）年

１９２５（大正 ）年

国鉄土讃線開通

仁淀川取水事業が完了、通水開始

高知市誕生（人口２万１８２３人）

１９３０（昭和５）年

南国土佐大博覧会開催

インドネシア共和国スラバヤ市と姉妹都市提携

１９９５（平成７）年
１９９６（平成８）年

１９９７（平成９）年

１９９８（平成 ）年
１９９９（平成 ）年

高知豪雨災害（浸水家屋約２万戸など過去最大の被害）

中核市へ移行

東部健康福祉センター完成

都市美条例を制定

三里文化会館完成

産業活性化条例を制定

駐輪条例を制定

帯屋町公園駐輪場完成

わんぱーくこうち開園

１９３５（昭和 ）年

高知市大空襲、終戦

１９９３（平成５）年

１９３７（昭和 ）年

昭和南海地震
市民図書館開館
南国高知産業大博覧会開催

桂浜の坂本龍馬銅像修復（ 年ぶりに台座から下りる）

こうち女性総合センター「ソーレ」完成

２０００（平成 ）年

陸上競技場りょうまスタジアム完成

第１回よさこい全国大会開催
市立厚生病院から市民病院に改称

南部健康福祉センター完成
第１回よさこい祭り開催

２００３（平成 ）年

第 回よさこい祭り開催

よさこい高知国体、よさこいピック高知開催

文化プラザかるぽーと、清掃工場、ヨネッツこうち完成

東消防署完成

窓口センター、ふれあいセンター開設

東部総合運動場屋内施設「くろしおアリーナ」完成

高知城築城４００年祭「高知サミット」開催

高知市庁舎（たかじょう庁舎）完成

２００１（平成 ）年

１９５４（昭和 ）年

高知市庁舎完成

国鉄バス開通（高知〜松山間）
１９５８（昭和 ）年

アメリカ合衆国フレスノ市と姉妹都市提携

南国高知総合大博覧会開催
		
１９６５（昭和 ）年

南国産業科学大博覧会開催
高知市総合計画策定
市民図書館・点字図書館完成

２００２（平成 ）年

中央公民館開館

第１回高知競輪開催

１９９４（平成６）年

１９４５（昭和 ）年
１９４９（昭和 ）年
１９５０（昭和 ）年

１９５１（昭和 ）年
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１９６６（昭和 ）年
１９６７（昭和 ）年
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伝染病院が市立厚生病院（一般病科・伝染病科）となる

１９４６（昭和 ）年

１８８９（明治 ）年
22

14 13 43 42 40 37 32 31 26 25

24 21 20 12 10

25

26

33 29

42 41 40

THE HISTORY OF CITY
大正9年に改築された高知市庁舎
昭和28年ごろの市民図書館

ゆみ
あ
高知市の

25

高知市の概要

１９６９（昭和 ）年

消防局総合庁舎完成
中央卸売市場が弘化台に移転開場
高知市民憲章制定
台風 号が高知市を直撃し甚大な被害が発生
青年センター完成

１９７０（昭和 ）年
１９７１（昭和 ）年

総合老人福祉施設「福寿園」開園

台風 号来襲、市長は非常事態を宣言

高知市庁舎（南別館）完成

清掃公社設立（平成３年環境事業公社に改称）

浦戸大橋開通

大津村、介良村と合併

１９７２（昭和 ）年

１９７４（昭和 ）年
１９７６（昭和 ）年

１９７９（昭和 ）年

中央公民館開館（県民文化ホールと併設）
清掃車庫・事務所「クリーンセンター」開所
針木浄水場完成

１９８３（昭和 ）年

１９８２（昭和 ）年

１９８１（昭和 ）年

１９８０（昭和 ）年

高知黒潮博覧会開催
’
東部環境センター（し尿処理施設）完成

下知下水処理場完成

潮江下水処理場完成

潮江市民図書館完成（子ども科学図書館併設）

宇賀清掃工場完成

新競馬場完成

２００４（平成 ）年
２００５（平成 ）年

２００６（平成 ）年
２００７（平成 ）年
２００８（平成 ）年

２００９（平成 ）年
２０１０（平成 ）年

２０１１（平成 ）年

２０１２（平成 ）年
２０１３（平成 ）年

２０１４（平成 ）年
２０１５（平成 ）年

２０１６（平成 ）年

龍馬の生まれたまち記念館開館

高知市市民意見提出（パブリック・コメント）制度開始

鏡村、土佐山村と合併

市民病院閉院

高知医療センター開院

青年センター・教育研究所複合施設「アスパルこうち」完成

土佐二十四万石博開催

西部健康福祉センター完成

エコ・パーク宇賀完成

春野町と合併

ＪＲ四国高知駅高架化、新駅舎開業

花・人・土佐であい博開催

鏡川が「平成の名水百選」に選ばれる

江ノ口コミュニティセンター開館

土佐・龍馬であい博開催

総合あんしんセンター完成

高知市庁舎（たかじょう西庁舎）開館

中央卸売市場開設 周年

台風 ・ 号来襲、市内全戸に避難勧告発令

高知市コールセンター運用開始

ねんりんピックよさこい高知２０１３開催

新堀・追手前小学校が閉校し、はりまや橋小学校開校

第１回高知龍馬マラソン開催

大韓民国木浦市と友好都市提携

御畳瀬小学校閉校

暴力団排除条例を制定

歩きたばこ等の防止に関する条例を制定

志国高知 龍馬ふるさと博開催

80

市の鳥「セグロセキレイ」決定

１９８４（昭和 ）年
		
１９８５（昭和 ）年

高知市庁舎（第二庁舎）完成
北見市と姉妹都市提携

中華人民共和国蕪湖市と友好都市提携
１９８６（昭和 ）年

行政情報公開条例を制定

自由民権記念館完成

斎場完成

鏡川清流保全条例を制定

市制１００周年記念式典開催

中央公園地下駐車場完成

瀬戸下水処理場完成

１９８７（昭和 ）年
１９８９（平成元）年

１９９０（平成２）年

東部野球場完成

市民図書館本館・点字図書館が閉館し、仮設図書館へ移転

市役所本庁舎が閉庁し、丸ノ内・本町仮庁舎へ移転

南消防署南部分署開署

クリーンセンター新築移転

土佐山学舎（小中一貫教育校）開校
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前年に落成した本庁舎前でのよさこ
い祭り（昭和34年）
市制100周年記念パレード
インドネシア共和国スラバヤ市での
姉妹都市調印式
平成10年の集中豪雨で浸水した高知
市東部の様子

