
はじめに － 1 第十章　博多港の修築と拡張 593

第一章　福岡市会会議規則の改正と市制改正の推移 13 　第一節 　第一期修築工事の完成 594

　第一節 　福岡市会会議規則の改正 13 　第二節 　第一期工事完了後の諸計画と研究委員の設置 640

　第二節 　市制改正の要点 21 　第三節 　埠頭陸上設備工事の遂行 643

　第三節 　市参事会代決権の増大 31 　第四節 　博多港修築第二期工事の遂行 652

第二章　市域の拡大－隣接町村の合併編入 39 　第五節 　博多港臨時港湾修築工事の推移 664

　第一節 　堅粕町及び千代町との合併 41 　第六節 　福岡船溜及び博多，長浜両船溜の修築 692

　第二節 　原町，樋井川村との合併 61 　第七節 　博多港修築第三期工事と国策港の実現 707

　第三節 　姪浜町，席田村，三宅村との合併 70 　第八節 　博多漁港の建設 720

　第四節 　箱崎町との合併 84 　第九節 　臨港鉄道の完成 729

　第五節 　博多湾沿岸町村合併の動き 117 　第十節 　空襲と復興への動き 733

　第六節 　壱岐村，残島村及び今宿村との合併 125 第十一章 上水道の拡張 735

　第七節 　今津村との合併 137 　第一節 　姪浜町への給水 736

第三章　市財政の推移 143 　第二節 　給水条例の変遷と水道料 747

　第一節 　概要 143 　第三節 　第一期拡張工事の計画と完成 756

　第二節 　予算，決算の審議 152 　第四節 　水利権買収と水源探査 810

第四章　市税の推移 291 　第五節 　第二期拡張工事の計画と完成 819

　第一節 　昭和十四年度までの市税 291 　第六節 　第三期拡張計画の挫折と工業用水 840

　第二節 　昭和十五年度以降終戦までの市税 339 第十二章 市動植物園の創設 871

第五章　市会議員定数及び選挙区条例と選挙投票分会の設定 363 　第一節 　動植物園の創設決定 871

　第一節 　市会議員定数及び選挙区条例の制定 363 　第二節 　創設の難産と開園 882

　第二節 　市会議員選挙投票分会の推移 370 第十三章 都市計画 899

第六章　助役二人制の実現 381 　第一節 　都市計画の策定と路線 899

　第一節 　助役二人制の否決と難航する石橋助役後任問題 382 　第二節 　土地区画整理事業 967

　第二節 　久世市長と助役二人制 390 　第三節 　風致地区と公園 1014

　第三節 　河内市長と助役問題 408 第十四章 警備機構と隣保組織の確立 1039

　第四節 　高武助役の辞任と後任助役の決定 414 　第一節 　警備機構の強化 1039

第七章　市会の変動 419 　第二節 　隣保組織の確立 1116

　第一節 　増員選挙と普通選挙法下初の市会議員選挙 420 第十五章 教育施設の拡充と変動 1145

　第二節 　久世市長の三選 427 　第一節 　初等教育施設の推移 1145

　第三節 　久世市長自決建議の否決 435 　第二節 　中等教育施設の変容 1183

　第四節 　議長，副議長交代選挙 441 　第三節 　高等教育施設の発展 1207

　第五節 　普通選挙法下二回目の市会議員選挙 449 　第四節 　社会教育の改革 1231

　 ならびに議長，副議長選挙 第十六章 医療施設の整備と社会事業の発展 1259

　第六節 　久世市長の四選 452 　第一節 　医療施設の整備 1259

　第七節 　市長，助役の辞表提出と市会の対応 453 　第二節 　環境衛生施設の拡充 1300

　第八節 　市会議員補欠選挙とファッショ問答 456 　第三節 　社会事業の発展 1358

　第九節 　粛正選挙と福岡愛市聯盟 463 第十七章 下水道の築造 1413

　第十節 　久世庸夫市長の退職 469 　第一節 　千代，博多部の新設 1413

　第十一節 　河内市長の就任 476 　第二節 　福岡部の工事 1426

　第十二節 　市会の解散 484 　第三節 　住吉部の工事 1437

　第十三節 　愛市運動の展開 495 　第四節 　博多川改修 1442

　第十四節 　市会の再建 503 第十八章 産業政策 1457

　第十五節 　畑山市長の就任 515 　第一節 　産業立市への要望 1457

　第十六節 　新体制と市会 519 　第二節 　窯業研究所の開設 1466

　第十七節 　箱崎町合併に伴う増員選挙と戦前最後の 525 　第三節 　商工業対策 1471

   市会議員選挙及び正，副議長選挙 　第四節 　福岡魚市場と福岡市青果市場の設立 1497

　第十八節 　畑山市長の再選 529 　第五節 　航海補助の推移 1522

第八章　市会議員選挙及び当選無効の申立てと市会の決定 535 　第六節 　博覧会と共進会 1530

　第一節 　市に関する事業の請負人問題 536 第十九章 余録 1537

　第二節 　二重投票，不在者投票などの問題 550 資料　一．市制（昭和四年法律第五十六號） 1561

　第三節 　病床にある者及び不在者の投票問題 560 　　　　二．市制（昭和十八年法律第八十號） 1599

　第四節 　選挙犯罪者の投票と候補者氏名の誤記問題 567 　　　　三．名簿 1641

第九章　名誉職員費用弁償の推移 575 1 　歴代議長および副議長 1641

2 　市会議員 1642

3 　名誉職参事会員 1656

　　　　四．福岡市会年表 1665
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