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1月 前年末～ 「タイガーマスク運動」が、全国で続く 4 知事年頭訓辞で、阿蘇の草原、地下水、加藤・細川４０
０年の歴史と文化を守り継承することを表明

14 チュニジア大統領が国外に脱出し、強権政権が崩
壊（ジャスミン革命）

14 菅第２次改造内閣が発足 13～14 東アジアへの販路拡大に向けた取組みとして、九州東ア
ジア食の商談会を開催

18 厚生労働省が発表した大卒就職内定率が、68.8％と過去
最低を記録

16 鹿児島県阿久根市の出直し市長選挙（西平良将氏が、初
当選）

20 2010年の中国ＧＤＰが発表され、世界２位の経
済大国へ

27 米格付け会社Ｓ＆Ｐが、日本国債格付けを１段階
引き下げ

26 宮崎・鹿児島県境の新燃岳が噴火し、警戒レベル３に引
き上げ

31 国債発行増加で、2009年末時点の政府部門が初の債務
超過になったと内閣府が発表

29 新幹線全線開業や熊本県産品をＰＲするため、知事・ス
ザンヌ宣伝部長・くまモンが吉本新喜劇に出演

2月 4 ロシア国防相が、北方領土を視察 6 大相撲八百長問題の影響で、大相撲春場所中止が決定 2 九州経済フォーラムが主催する「バーチャル州議会」
に、知事が道州制の仮想州知事として出席

愛知県知事選と名古屋市長選、市議会解散の是非を問う
住民投票の「トリプル投票」（知事選は大村秀章氏、市
長選は河村たかし氏が当選し、市議会は解散）

熊本畜産流通センターの新食肉加工施設が完成（国の認
可が得られれば、全国６番目の対米輸出対応加工場に）

5 熊本時習館開校記念セレモニーを開催

11 エジプト大統領が辞任し、政権崩壊（エジプト革
命）

10～13 県産品の認知度の浸透・輸出拡大・観光客誘致などを促
進するため、香港で知事トップセールス実施

22 ニュージーランドで、Ｍ6.3の地震発生

3月 1 建設中の東京スカイツリーが、中国広州タワーの高さ
（600ｍ）を超え、世界一に

5 熊本の新名所「桜の馬場　城彩苑（じょうさいえん）」
が熊本市二の丸にオープン

5～14 中国の全国人民代表大会で、５年間の経済成長率
目標を年平均７％に引き下げた「第12次5カ年計
画」が採択

5 東北新幹線で、最速列車「はやぶさ」が運行開始 11 高齢者や子どもが安心して暮らせるよう、県と民間事業
者等が「熊本見守り応援隊」の協定を締結（組織的な協
定締結は全国初）

11 国内観測史上最大Ｍ9.0の東日本大震災発生 11～ 被災地に対し、救助・救出活動、支援物資提供、職員派
遣などさまざまな支援を実施

14 東京電力の輪番停電（計画停電）が開始

15 主要８か国（Ｇ8）外相会合で、東日本大地震の被
害を受けた日本へのあらゆる支援を約束

12 九州新幹線全線開業

23 県産業技術センターをリニューアルし、最新鋭の試験研
究機器を多数導入し、広く県内企業などに開放

水俣病被害者3団体と原因企業チッソとが、紛争終結の
ための協定を締結

28 ノーモア・ミナマタ関係3訴訟の和解が成立し、裁判が
終結

世界 日本 九州・熊本

Ⅱ　参考資料（２０１１年の主なできごと）

九州新幹線
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世界 日本 九州・熊本

4月 1 「加藤・細川の文化の継承と活用」事業がスタート

私立高校生の夢の発見・挑戦・実現を応援する「熊本時
習館構想」で、海外大学も視野に入れた進学支援など新
たな取組みを開始

併設型中高一貫教育校として、玉名高等学校附属中学校
を開校

17 クリントン米国務長官が来日し、｢確固たる支援｣
を約束

10 統一地方選挙（都道府県知事、県議会議員、政令指定都
市市長選挙及び政令指定都市市議会議員選挙）

県内3カ所（熊本聾学校、甲佐高校、芦北高校）に、知
的障がい生徒のために余裕教室を活用した特別支援学校
高等部分教室を開設

20 オーストラリアのギラード首相が、外国首脳とし
て初の被災地入り

14 東日本大震災復興策の青写真を検討する政府の「復興構
想会議」の初会合

第３次熊本県男女共同参画計画（ハーモニープランくま
もと２１）を策定

27 富山県が、焼肉チェーン店での食中毒発生を発表 5 庁内に、東日本大震災に係る経済情報連絡会議を設置

28 6 知事定例記者会見で、被災地にエールを送る気持ちで
様々な催しを実施するよう依頼

10 県議会議員選挙

5月 1 米大統領が、ビンラディン容疑者の殺害を発表 1 水俣病の公式確認から５５年を迎え、水俣病犠牲者慰霊
式を開催

9 全国知事会議で、東日本大震災に対する復旧・復興、社
会保障と税の一体改革などについて意見交換（東京都）

10 「政令指定都市移行記念第１回熊本城マラソン」（来年
2/19）の開催決定

19 19 九州新幹線「百日祝い」出発式

25 山本作兵衛氏の筑豊炭鉱画が、国内初の「世界記憶遺
産」に登録

22 第4回日中韓首脳会談で、原子力安全や防災、観光
分野の協力強化を確認

25 26 熊本県地域防災計画検討委員会を立ち上げ、地域防災計
画の見直しに着手

28 日本・EUが、経済連携協定（ＥＰＡ）の交渉に向
けて事前協議入りで合意

28～29 「知事と行く訪韓ツアー」を実施し、熊本の元気を直接
海外に発信

6月 1 2010年の出生率が1.39で、前年を0.02ポイント上回
る

1 電力不足問題検討委員会を設置

4～5 東日本大震災復興支援チャリティバザールを開催

7 欧米13か国に拡大した腸管出血性大腸菌Ｏ104の
問題について、ＥＵが臨時農相理事会を開いて対
応を協議

8 古川聡氏を乗せた宇宙船ソユーズの打ち上げ成功 7 「九州はひとつ」の理念のもと、官民一体となって具体
的施策の推進などに取り組む「第18回九州地域戦略会
議」開催（山口県下関市）

19 高速道路の「休日上限1000円」や、一部区間無料化の
社会実験が終了

17 地下水の保全・活用策を検討してきた水の戦略会議が提
言「水の国くまもと」を報告

20 東日本大震災からの復興に関する基本理念などを定める
「東日本大震災復興基本法」が成立

22 20カ国・地域（Ｇ20）による初めての農相会合
で、食料高騰対処を合意

22 地域限定で規制を緩和し、予算や税制面でも優遇する
「総合特別区域法」が成立

24 東京都小笠原諸島の世界自然遺産への登録が決定

25 高病原性鳥インフルエンザ清浄国に復帰

30 中国の北京－上海間に高速鉄道（中国版新幹線）
開業

26 岩手県平泉文化遺産の世界文化遺産への登録が決定 26 五木村の生活再建について、国・県・村で合意

神奈川など14道県の知事らとソフトバンクの孫正義社長
が、大規模太陽光発電所の建設などを進める「自然エネ
ルギー協議会」の設立を発表（協議会には熊本県も参
加）

厚生労働省が、医療・介護制度改革の具体案として、
「定額負担」の導入を提案

地域主権関連３法（地方自治法の一部を改正する法律、
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図
るための関係法律の整備に関する法律、国と地方の協議
の場に関する法律）が成立
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世界 日本 九州・熊本

7月 3 タイ総選挙で、インラック氏が初の女性首相に 1 東京・東北電力管内にある大口電力需要家に対し、昨年
比15％の節電を義務付ける「電力使用制限令」を発動

1 障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例を制
定（九州初、全国で４番目）

6 2018年冬季五輪の開催都市が、韓国・平昌に決
定

6 静岡県から譲り受けるガントリークレーンを、熊本港に
設置することを発表

9 南スーダン共和国が、独立を正式に宣言 13 厚生労働省が、2010年度の国民年金保険料の納付率が
59.3％で、過去最低を更新したと発表

14 知事が、重点的に支援を行っている宮城県東松島市を訪
問

18 サッカー日本女子代表（なでしこジャパン）が、ワール
ドカップで初優勝

19 台風6号に伴い、高知県で国内最多雨量記録を更新 19 第33回全国豊かな海づくり大会（Ｈ25）の開催が決定

22 菅首相が、政権公約について「見通しの甘かった部分が
あった」 と陳謝

21 くまもと農業経営塾を開講

23 中国浙江省で、高速鉄道の脱線事故発生 24 地上デジタル放送に完全移行（岩手県・宮城県・福島県
を除く）

27～30 新潟・福島豪雨

8月 1 年間で付加価値額10億円以上を初めて達成した株式会社
阿蘇ファームランドを、県リーディング企業第１号とし
て認定

2 第６回くまもと未来会議開催

5 米格付け会社Ｓ＆Ｐが、米国債を初の格下げ 4 子ども手当見直しについて、民主・自民・公明３党が合
意

4 阿蘇地域の草原とあか牛を観光資源として維持・再生す
るための「阿蘇あか牛草原再生事業」がスタート

6 ひとり親家庭を社会全体で支えるため、「ひとり親家庭
等応援隊」を結成

8 ７２年ぶりにコメ先物取引を再開 9 南関町・県・(財)熊本県環境整備事業団の3者で、公共関
与最終処分場・クローズド型に係る基本協定書を締結

16 日本航空・豪カンタスグループ・三菱商事が、新
たな格安航空会社（ＬＣＣ）「ジェットスター・
ジャパン」の設立を発表

26 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を
図るための関係法律の整備に関する法律（第二次一括
法）」が成立

19～ 東京都目黒雅叙園で、永青文庫細川家伝来の名品＆細川
護熙展「さんまと武士道」開催（10/16まで）

24 露朝首脳会談で、北朝鮮は核実験凍結の用意を表
明し、ガス供給計画で合意

26 再生可能エネルギー特別措置法案と、赤字国債を発行す
るための特例公債法案が成立

米格付け会社ムーディーズ、日本国債格付けを１
段階引き下げ

菅直人首相が、退陣を正式表明 27 ＫＫWINGで初めての音楽イベントを開催し、4万人が来
場

29 民主党代表選挙で、野田佳彦氏が新代表に就任

9月 6 野田首相が中韓ロ３首脳と電話会談し、各国首脳
とも祝意を表明

1 球磨川流域の治水について、第９回「ダムによらない治
水を検討する場」を開催

9 主要７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議
で、欧米の政府債務問題などに協調して対応する
ことで合意

3 台風12号が高知県に上陸し、紀伊半島に大規模な土砂災
害が発生（11/2消防庁調べ：死者78 名、行方不明者
16 名）

5 小水力発電の事業課を進めるため、熊本県小水力発電研
究会（第１回）を開催

11 米同時テロから10年を迎え、倒壊跡地で式典開催 荒尾市長が、荒尾競馬の廃止を正式表明

13 石川県能登沖に脱北者の小型船を確認し、９人を
保護

21 台風15号が静岡県に上陸 22 ＪＲ豊肥本線「新水前寺駅」と熊本市電「新水前寺駅前
電停」との結節完了

30 くまモン使用許可商品の売上高が10億円を突破し、県営
業部長に就任

くまモン
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10月 1 1 生食用牛肉処理について、罰則付きの新基準が施行 1～10 新幹線開業「秋の盛り上げイベント」

1～ 熊本・宮崎・鹿児島がＪＲグループとタイアップし、デ
スティネーションキャンペーンを展開（12/31まで）

1～ 空港ライナー（熊本空港とＪＲ大津駅を直結する無料乗
合タクシー）の試験運行実施（来年3/25まで）

1 熊本市の情報交流施設「くまもと森都心（しんとしん）
プラザ」がオープン

5 タイで大雨による洪水が深刻化し、中部アユタヤ
県などで工業団地が次々に水没

3 野田首相、埼玉県朝霞宿舎の建設を５年間凍結するよう
指示

5 菊池市で震度５強を観測

9 北京で辛亥革命100年の記念式典を開催 8 銀座熊本館で、辛亥革命100周年記念講演を開催

19 日韓首脳会談で、通貨スワップ限度額を700億ド
ルに拡大することで合意

15～18 健康と福祉の祭典、「ねんりんピック2011（ふれ愛）
熊本」を開催

20 リビア国民評議会副議長が、カダフィ大佐の死亡
を発表

18 熊本市の政令指定都市移行（来年4/1）が閣議決定

23 トルコ東部で、Ｍ7.2の地震発生 25 衆議院へのサイバー攻撃について、対策本部を設置 26 くまもとアートポリス東北支援「みんなの家」が完成

27 ユーロ圏首脳会議で、ギリシャ国債50％カットで
合意

27 熊本大学・熊本市・県が共同で進めていた熊本上海事務
所の登記手続完了

31 国連の推計で、世界の人口が70億人を突破 28 熊本県がんばる高校生表彰式で、県内高校生102名に表
彰状を授与

オセアニア外国為替市場で円相場が1ドル＝75円
32銭まで上昇し、戦後最高値を更新し、政府・日
本銀行が市場介入

11月 1 政府が、関電10％・九電5％の冬の節電要請を決定 1 第1９回九州地域戦略会議で、円高対策について議論
（宮崎市）

12 イタリアで首相交代 3 野田首相が、20か国・地域（Ｇ20）首脳会議で、消費
税率を10％に引き上げる方針を表明

6 県の施策や県議会の役割について理解と関心を深めるた
め、高校生県議会を開催

13 野田首相が、ＡＰＥＣ首脳会議（ホノルル）にお
いて、「ＴＰＰの交渉参加に向け、関係国と協議
に入る」と表明

11 野田首相が、ＴＰＰ交渉に参加する方針を表明 12 不適正経理再発防止策検証委員会が、「預け」や「差し
替え」はなかったと報告

15～20 国民総幸福量（ＧＮＨ）を尊重するブータンの国
王夫妻が来日

14 理化学研究所と富士通が共同で開発中の次世代スパコン
「京」が、世界最高速を記録

16 医師が搭乗して救急患者を運ぶ医療専用「ドクターヘ
リ」の運行開始を発表（来年1/16から）

19 日中韓首脳会議で、日中韓自由貿易協定（FTA）
の早期交渉入りを確認

2010年度の住宅用太陽光発電普及率が全国２位だった
と発表

20 スペインで政権交代 27 大阪府知事、大阪市長を同時に選ぶ「大阪ダブル選」投
開票（知事選は松井一郎氏、市長選は橋下徹氏が当選）

上半期で、１２法人が農業に参入したことを発表

24 中国が、福島第１原発事故に伴う日本産食品の輸
入規制を部分的に緩和すると日本政府に通知

30 復興財源法が成立し、臨時増税で10兆円を確保 19 県営五木ダムの建設中止方針について、県公共事業再評
価監視委員会が「妥当」と答申

27 くまモン、ゆるキャラグランプリで優勝

12月 11 国連気候変動枠組み条約第17回締約国会議（ＣＯ
Ｐ17）で、京都議定書の延長と、20年に全参加
国の新枠組み発効を採択

6 厚生労働省が、8月時点の生活保護受給者が過去最多を
更新したことを発表

5 荒瀬ダム撤去に向け、河川管理者（国土交通省九州地方
整備局）が県に対して除却等を許可

14 米誌タイムが、2011年を代表する「パーソン・
オブ・ザ・イヤー（今年の人）」に「プロテス
ター（抗議する人）」を選んだと発表

9 東日本大震災の復興事業を統括する復興庁設置法案が成
立

16 熊本市出身の女子プロゴルファー不動裕理氏に女性初の
県民栄誉賞を贈呈

ニューヨークで、格差是正などを求める抗議デモ
参加者700人以上を逮捕

ねんりんピック
大会マスコット
ＡＳＯ坊健太くん
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九州新幹線九州新幹線九州新幹線九州新幹線とくまとくまとくまとくまモンモンモンモンについてについてについてについて    

    

○○○○九州新幹九州新幹九州新幹九州新幹線線線線のののの列車本数等列車本数等列車本数等列車本数等    

 九州新幹線は、熊本駅停車は１３３本で、熊本～博多間は片道１時間当り４本の運行、４本の

うち１本は大阪直通で１日当り３０本を運行し、うち８本が｢みずほ｣です。 

 熊本～博多間の最速は３３分、熊本～新大阪の最速は２時間５９分で、九州新幹線開業前と比

べ、熊本～博多間は４０分、熊本～新大阪は５８分の時間短縮となっています。 

 

○○○○九州新幹線九州新幹線九州新幹線九州新幹線のののの利用実績利用実績利用実績利用実績    

開業後の利用実績（3/12～11/30） 
区間 

累計利用者数 一日平均 前年同期比 

博多～熊本 約 670 万人 25,200 人 141% 

熊本～鹿児島中央間 約 390 万人 14,600 人 171% 

 ※本県が「ＫＡＮＳＡＩ戦略」でターゲットとしていた関西以西を管内に持つＪＲ西日本によ

ると、開業後半年までの熊本方面への個人型旅行商品の販売実績は、前年比約５倍になって

いる。    

    

○○○○くまくまくまくまモンモンモンモン自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

※「くまもとサプライズ」について 

“サプライズ”とは、予想もしなかったような「ハッピーなびっくり」をプレゼントすること。

「くまもとサプライズ」とは、そんな“ハッピーなびっくり”を熊本県内の人や場所やモノを

つかって多くの人へお裾分けする運動です。

ボクの名前は「くまモン」。 

２０１１年３月の九州新幹線全線開業をきっかけに生まれたんだモン。  

 

ボクの仕事は、身近にあるサプライズ（※）＆ハッピーを見つけて、 

全国のみんなに知ってもらうこと。  

 

熊本だけでなく関西や関東にも出張して、 

熊本のおいしいものや大自然を熱烈アピール中！ 

9 月 30 日に知事から熊本県の営業部長に抜擢されて、 

ますますはりきってるんだモン。  

 

ボクが大好きな熊本のことを、 

みんなにもっともっと知ってほしいから、 

これからもどんどん会いに行くよ！  

 

魅力いっぱいの熊本とボクのことを、これからもよろしくま！ 


