
八　　女
昭和58年 岩戸山古墳出土の石人石馬類が国の重要

文化財に指定
勤労者体育センター完成

昭和59年 社会福祉会館完成
岩戸山歴史資料館開館
八女文化会館開館

昭和60年 市立図書館（新館）開館
国鉄矢部線廃止

昭和61年 八女伝統工芸館開館
伝統工芸館南側の市道に延長510メートル
のフジ棚完成（50本のフジを植樹）

昭和63年 全国茶サミット開催
平和の像「ハトのささやき」を建立

平成元年 八女国際古墳シンポジウムを開催
八女民俗資料館開館

平成 2年 ふるさと創生事業でアニメ映画「筑紫の磐
井」制作

平成 3年 台風17号で八女福島の燈籠人形屋台が壊
れる
台風19号で市内に大被害

平成 4年 高さ6.5メートルの日本一の仏壇完成
天皇皇后両陛下、伝統工芸館をご視察
西日本短期大学付属高校が全国高校野球
選手権大会（甲子園）で優勝
「裸の大将」が八女市でロケーション

平成 5年 上水道給水開始（福島地区とその周辺地域）
宮野公園開園

平成 6年 市のシンボルマーク、イメージキャラク
ター、イメージソングを決定
八女市高齢者憲章制定

平成 8年 手すき和紙資料館開館
第1回矢部川物語開催

平成 9年 横町町家交流館開館・ふるさと文庫開設、
酒井田柿右衛門展開催
市内全域で分別収集開始

平成10年 第1回雛の里八女ぼんぼりまつり開催
べんがら村オープン

平成11年 横町町家交流館に酒井田柿右衛門資料室
開設
山本健吉・石橋秀野の句碑を堺屋に建立

平成12年 種田山頭火の句碑を八女公園に建立
平成13年 共生の森（リファイン）オープン

八女提灯が国の伝統的工芸品に指定
坂本繁二郎筆塚建立

平成14年 八女福島の白壁の町並みが重要伝統的建
造物群保存地区指定
現原橋開通

平成15年 八女市で全国茶サミット開催
平成18年 上陽町と合併し、新八女市誕生

公共下水道が使用開始
平成21年 小中一貫教育校北汭学園開校
平成22年 黒木町・立花町・矢部村・星野村と合併

し新八女市誕生
平成23年 八女市民会館「おりなす八女」オープン
平成24年 大韓民国巨済市との姉妹都市協定締結

九州北部豪雨による大災害
ロンドンパラリンピック 金メダル安達阿
記子さんに市民栄誉賞授与
㈲グリーンワールド 八女天皇杯受賞
観光物産館「ときめき」オープン

平成25年 八女東部スポーツ公園オープン
NHK福岡発地域ドラマ「苦くて、甘い～希
望の茶～」放送

黒　　木
昭和59年 八女茶山唄日本一大会が初めて開催される

鶯西小学校新築移転工事竣工
昭和60年 国鉄矢部線廃止
昭和61年 大規模年金保養基地「グリーンピア八女」

オープン
昭和62年 お茶の里公園オープン

くろぎふるさと祭り・黒木平マラソン大会
が初めて開催

昭和63年 町民憲章決まる
平成元年 豊岡コミュニティセンター竣工

峰越林道霊巌寺池ノ山線開通
サンスポーツランド黒木竣工

平成 2年 きのこ村オープン
局地的豪雨により黒木町、立花町、矢部
村に甚大な被害

平成 3年 渡内小学校新築移転工事竣工
平成 4年「学びの館」（旧隈本邸）オープン
平成 5年 石橋忍月文学資料館オープン

NHKのど自慢が黒木町で収録される
平成 6年 県内初斜張橋「ほたる橋」開通

木屋小学校新築移転工事竣工
クリニックくろぎ開院
八女東部環境センター稼働

平成 8年 黒木町立弓道場「大明館」竣工
平成 9年 黒木町シルバー人材センター設立

大淵小学校開校（大渕・枝折・剣持・平
野小学校統合）
グリーンパル日向神峡オープン

平成10年 町営住宅完成（吉書場団地二四戸）
平成11年 平野ふれあいセンター竣工

黒木文楽旭座人形芝居会館竣工
平成12年 剣持ふれあいセンター竣工
平成13年 枝折ふれあいセンター竣工

町営住宅完成（谷団地40戸）
平成15年 木屋小学校、鶯西小学校統合

黒木町で第13回全国夫婦岩サミットが開催
される
黒木町役場新庁舎落成

平成16年 笠原小学校、笠原東小学校統合
福岡県立輝翔館中等教育学校開校

平成17年「くつろぎの森グリーンピア八女」グラン
ドオープン
黒木町「環境共生の里づくり」地域再生
計画内閣府認定

平成18年 田代農村活性化センター竣工
平成19年 黒木西小学校、田代小学校統合

地域交流センター「ふじの里」オープン
笠原東交流センター「えがおの森」オープン
まちなみ交流館旧松木家住宅開館
学校給食センター新築移転工事竣工（北
木屋地内）

平成20年 黒木小学校、渡内小学校統合
「くつろぎの森グリーンピア八女」が森林
セラピー基地認定を受ける
NHK夏期巡回ラジオ体操が黒木中学校で
開催
NHKラジオ「真打ち競演」公開録音が町
民体育館で開催

平成21年 黒木地区が重要伝統的建造物群保存地区
に選定
黒木町が「竹林オーナー日本一」を宣言
黒木町図書館リニューアルオープン
NHK福岡発地域ドラマ「母（かか）さんへ」
旭座人形芝居会館ほかで撮影、放送

平成22年 黒木町、立花町、矢部村、星野村が八女
市に編入合併

立　　花
昭和59年 古小原橋（小原）、黒岩橋（黒岩）、大塚

古墳（上ノ原）が立花町文化財に指定
ハウスミカン栽培開始

昭和60年 4農協が合併、福岡立花農業協同組合と
して発足
キウイワインの試作開始

昭和61年 浦田古墳（谷川）を町文化財に指定
昭和62年 鬼隈横穴群（山崎）を町文化財に指定
昭和63年 町営住宅小倉谷団地完成

町交流センター完成
平成元年 飛形自然公園に展望台完成

松尾風流を復活させ、弁財天に奉納
平成 2年 立花町観光協会設立

第1回立花町観梅会を開催
前川内橋・古立石橋・熊ノ川橋を町文化
財に指定
「男ノ子焼の里」完成
立花ワイン株式会社設立
大水害、町指定文化財の熊ノ川橋と古小
原橋が流失。高円宮殿下が水害見舞いに
来町

平成 3年 キウイワインの初仕込
平成 4年 第1回矢部川まつりlNたちばな開催
平成 5年 谷川寺の木造薬師如来立像が県文化財に

指定
平成 6年 立花バンプー株式会社設立

キウイオリンピックinたちばな開催
第1回立花町収穫祭開催
釜屋橋完成

平成 7年 立花バンプー竹炭工場完成
千間土居築堤300年記念祭
平成 2年災害復旧工事完了

平成 8年 町制施行40周年及び庁舎、町民センター
落成記念式典開催
立花町史発刊

平成 9年 蛍の谷フィッシングパーク「夢たちばなビ
レッジ」オープン
上辺春小学校バンブーキッズオーケストラ
誕生

平成10年 さくら台団地完成
第1回生涯学習フェスティバル開催

平成11年 立花町隣保館完成
総合保健福祉センター「かがやき」完成
旧大内邸を町文化財に指定

平成13年 町営住宅山崎団地完成（第1期）
平成15年 町営住宅山崎団地完成（第 2期）
平成16年 林道王子塚・御牧線開通
平成17年 道の駅たちばなオープン

立花町女性消防隊が全国女性消防操法大
会に出場
辺春地区地域振興会議発足
『竹の町づくり「かぐや姫さがし」の里づ
くり計画』が内閣府の地域再生計画に採択

平成18年 町制50周年記念式典
町内75行政区を25自治会に移行
光友・北山・白木地域振興会議発足

平成19年 県営住宅兼松団地完成
平成20年 活性化センター完成

松尾弁財天子ども風流最後の奉納
町道中通草場高山線開通

平成21年 子育て支援センター「きらきら」完成
平成22年 黒木町、立花町、矢部村、星野村が八女

市に編入合併

年の60 みあゆ
上　　陽

昭和58年 高齢者等生産センターが三川に完成
尾久保地区に生活改善センター「ますがた」
新築落成
上陽町保健センター竣工
上陽町社会福祉協議会が設立

昭和59年 久木原に農村婦人の家「しらべ」が竣工
下横山小学校が朧に新築移転
八女消防署管内で初めての婦人防火クラ
ブ結成

昭和60年 猿落池自然公園、スポーツ広場、キャンプ
場が納又にオープン
第1回上陽まつり開催

昭和61年 八重谷に筍加工施設が竣工
轟区の光遠木が県指定天然記念物文化財に
第1回ハンググライディング全国大会開催

昭和62年 半沢橋完成
第1回イカダ下り開催

昭和63年 旧国鉄矢部線跡に町道大門口柴尾線が開通
町木・町花・町歌の制定

平成元年 春の山公園竣工
上陽町観光協会が設立

平成 3年 春の山公園に日本一のモザイク壁画完成
上横山小学校、横山中学校の全面改築に
より併設、校舎が竣工
台風19号　風倒木山林被害211ha

平成 4年 上陽の森コンサートでイメージソング「上
陽マイホームタウン」を発表
八女上陽ゴルフ倶楽部オープン
産業廃棄物処理場反対運動

平成 5年 第1回全日本きんま選手権大会開催
平成 6年 ふれあい護岸公園竣工
平成 7年 耳納大橋（150メートル）竣工

第1回上陽町万灯流し開催
洗玉橋が第1号上陽町指定文化財となる

平成 8年 上陽町地域福祉センター竣工
平成 9年 上陽町農業活性化センター竣工

上陽町斎場竣工
打越宅地第1期分譲開始

平成10年 久木原小学校閉校
尾久保小学校創立100周年記念式典

平成11年 ホタルの里水車公園竣工
平成12年 横山、北川内中学校が統合し上陽中学校

と改称
打越宅地第 2期分譲開始

平成13年 打越東西線竣工
洗玉橋の欄干部分出土
ほたると石橋の館オープン

平成14年 西公園の間層式五重塔を町の文化財に指
定
下横山小学校と尾久保小学校が閉校。上
横山小学校と東山小学校が閉校し、横山
小学校になる
朧大橋完成
ふるさとわらべ館オープン

平成15年 尾久保に製茶技術研修工場が完成
平成16年 旧東山小学校跡地に東山地域ふれあいセ

ンターが竣工
とびうめ国文祭上陽町絵本大会開催

平成17年 上陽ぴっかり通信がはじまる
平成18年 横山小学校が閉校

八女市に編入合併

矢　　部
平成10年 矢部小学校が大野城市立平野小学校とイ

ンターネット姉妹校調印
各行政区に「地区集会所」建設開始（～16年）

平成11年 第1回矢部村保健福祉大会を開催
矢部村農林業担い手育成センター㈱クリエ
イトやべ設立
矢部川源流公園にモニュメントの日時計が完
成（周囲約10メートル・高さ約8メートル）
「飯干太鼓」アラスカ州アンカレッジ市渡
航演奏
飯干小学校・矢部小学校に統合

平成12年「矢部村豊かなむらづくりの会」が発足
中切畑イチゴ団地が九州沖縄サミットにイ
チゴを提供
八女津媛浮立館が開館
杣の木工グループが発足

平成13年 第10回世界子ども愛樹祭コンクール授賞式
（10周年記念）

平成14年 第1回矢部村総合食品祭が開催
矢部川源流公園を整備（広場・遊歩道・
モニュメントなど）
矢部川流域市町村連携協議会設立総会開催
（第1回矢部川流域サミット矢部村で開催）
原生林「源流の森」遊歩道、展望休憩所
等を整備
矢部村特産物販売施設「出逢」が新装開店
「世界子ども愛樹祭コンクール」が県教育
文化表彰を受賞

平成15年 多目的交流施設「ステージアロー」完成
矢部村多目的交流ホール「木龍」が完成
第17回村を考えるシンポジウム宇宙飛行士
「秋山豊寛」氏を招へい
矢部中学校の新校舎が完成、12月上旬から
新校舎で授業開始

平成16年 県民文化祭「矢部村子ども文化事業」開催
新真弓尾住宅団地若者定住促進住宅が完成
国民文化祭「八女津媛伝説フェスティバル」
矢部まつりと同時開催
高齢者生産活動センター「杣の木工」が再開
矢部村多目的交流ホール「木龍」が平成15年
度優良木造表彰施設　林野庁長官賞を受賞

平成17年 矢部小学校山村留学制度発足
7月の集中豪雨により多大な災害発生
柳川市と「水のふるさと協定」を締結
国道442号竹原峠トンネル供用開始
NPO法人世界子ども愛樹祭コンクール・
コスモネット設立

平成18年 山村留学センター「おおそま自然の家」開設
矢部村が提案する「森林資源を活用した
地域雇用機会の増大事業」が厚生労働省
の促進事業に認定
矢部村農産物直売所「まんてん」が 3月に開設

平成19年 福岡市博多区にアンテナショップ「ソマリ
アン」呉服町店が開設
蕎麦処「まんどき」がオープン
福岡県茶品評会で農事組合法人「茶香房
みらい」が農林水産大臣賞受賞

平成20年 国道442号日向神「さくら橋」新設
矢部村診療所に海外から医療視察団（ア
フガニスタン・パレスチナ）が来村、地域
医療の現場を視察
行政区再編16行政区から6行政区に
矢部中学校が英語教育優秀校として文部
科学大臣賞を受賞
第59回福岡県植樹祭が矢部村で開催
九州の林業・山の暮らし（ふるさとツアー）
が矢部川上流部で開催。講師には中司謙
治矢部村長
矢部村が全国町村会から平成20年度「優
良町村表彰」を受賞

平成21年 山菜文化研究会九州大会が矢部村で開催
平成22年 黒木町、立花町、矢部村、星野村が八女

市に編入合併

星　　野
昭和57年 星野勤労者体育センター（池の山グラウン

ド）が完成
大円寺にて征西将軍懐良親王の600回忌大
法要を行う

昭和58年 星野村商工会館が完成
星野村農産物直売所を設置
星野村青年団の演劇「村に生きる」が全
国大会に出場

昭和59年「星のふるさと会」、「ふるさと便・手作り
の味」の全国発送を開始
第1回星野村花木園共進会を開催
第1回星のまつりを開催
全国茶品評会・玉露の部で星野村が産地
賞を受賞
勤労青少年ホーム完成

昭和61年 農林水産祭の村づくり部門で、椋谷地区が
農林水産大臣賞を受賞

昭和62年 B＆G財団星野海洋センター屋内プールが完成
第1回星野村社会福祉大会開催
星野中学校が新築落成
県庁跡地にて「星のふるさとフェア」開催

昭和63年 第1回星野村新茶まつり開催
スターウオッチング星空の街でコンテスト
環境庁大気保全局長賞を受賞
星野太鼓保存育成会発足
鍵光窯が開かれる

平成元年 村制100周年記念企画として「第1回九州
和太鼓フェスティバル」が開催
峰越林道、霊巌寺池の山線が開通
農産加工施設「星の里」が完成
星野村木材産業共同組合（製材所）設立
室山熊野神社樹齢600年の大杉が倒れる

平成 2年 星野村のシンボルマークとシンボルキャラ
クターが決定
山村留学児童受け入れ開始（センター方式）

平成 3年 台風17号・19号星野村の被害総額32億円
財団法人「星のふるさと」設立
「星の文化館」が開館

平成 4年「古陶星野焼展示館」が開館
第1回むらおこし歴史シンポジウム開催
NHKテレビ「ゆく年くる年」で星の文化館
が全国放送

平成 5年「第1回ホタル祭り」が開催
平成 6年「茶の文化館」が開館

星野小学校が改築竣工
小野地区営農飲雑用水給水開始

平成 7年 平和の広場に「平和の塔」建立
美しい日本の村景観コンテストにて「農林
水産大臣賞」受賞
古陶星野焼展示館が「福岡県建築住宅文
化賞」を受賞

平成 8年「移動知事室」が開催
平成11年「日本の棚田百選」に農水省から選ばれる

山村留学「星の自然の家」（センター方式）
として受け入れ開始

平成12年 星野村総合保健福祉センター「そよかぜ」
が開館
全国棚田サミットが浮羽町（現・うきは市）
と共催で開催

平成13年 池の山荘に星の温泉館「きらら」がオープン
仁田原地区営農飲雑用水給水開始

平成15年 仁田原駐在所115年の歴史に幕
全国茶サミットが八女市で開催
「星の自然の家」交流施設が完成

平成19年 行政区が再編
小学校が統廃合
第1回玉露のうまい淹れ方コンテスト開催

平成20年 合併住民投票
平成21年 NPO法人「日本で最も美しい村」連合に加盟
平成22年 黒木町、立花町、矢部村、星野村が八女

市に編入合併

～2014年
～平成26年

48 49




