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発表します！
大野市民の心に残る『平成の大野史』上位ランキング
～アンケート結果から振り返る 30 年間～
元号が「令和」に決まり、間もなく平成の時代が幕を下ろします。
市では平成の 30 年間を振り返って「あなたが選ぶ平成の大野史」と題した市民アンケートを行
い、市が選んだ 30 年間の主な出来事の中から、印象に残っているものを選択方式で回答してもら
いました。
投票結果の上位ランキングを紹介します。
記
１．投票結果
第１位 大野高校野球部、初の甲子園出場（平成２年８月）
第２位 福井国体・障スポ開幕。市内で４競技を実施（平成 30 年９月～10 月）
第３位 九頭竜で積雪 301 ㌢。統計開始以来最高を記録（平成 30 年２月）
第４位 大野市と和泉村が合併（平成 17 年 11 月）
第５位（同数） 中部縦貫自動車道永平寺大野道路が全線開通（平成 29 年７月）
第５位（同数） 福井豪雨。市内被害額は約 12 億円に（平成 16 年７月）
２．番外編（項目外の自由意見）
・越前大野城が天空の城として有名になった
・勝原スキー場の廃業は悲しかった
・水の恵まれない国への募金活動。その善意でたくさんの笑顔が生まれ名水大野の市民として
本当に良かった
・マイマイガの大量発生は恐怖を感じた

など

３．アンケート方法
広報おおの 3 月号で投票を呼びかけ、ホームページ上で投票。市があらかじめ年ごとに選
んだ合計 126 件の出来事を一覧にし、回答者が印象に残っているものを五つ選択。
４．アンケート期間
５．回答者数
６．その他

平成 31 年 3 月 1 日～4 月 10 日

55 件
回答者の中から抽選で後日 10 名に図書券（1000 円分）を進呈

「平成の大野史」アンケート集計結果
順位 年

月

内

容

1

平成2年

8月 大野高校野球部初の甲子園出場

2

平成30年 9月～10月 福井国体・大会（全国障害者スポーツ大会）が開幕。市内で4競技を実施

3

平成30年 2月 大野・九頭竜で積雪301センチ。統計開始以来最高を記録

4

平成17年 11月 和泉村と合併し和泉支所を開設
平成16年 7月 平成16年7月福井豪雨（被害額約12億円）

5
平成29年 7月 中部縦貫自動車道永平寺大野道路が全線開通
7

平成27年 1月 市役所新庁舎落成
平成3年

3月 大野高校野球部センバツ開幕試合で初勝利

8
平成25年 3月 中部縦貫自動車道永平寺大野道路の大野・勝山間が開通
10 平成5年

4月 新庄に大野高校新校舎完成

平成12年 4月 健康保養施設「あっ宝んど」落成
平成13年 7月 「本願清水イトヨの里」オープン
平成30年 7月 8年ぶりの選挙で初当選の石山市長が初登庁
平成22年 3月 越前大野築城430年祭開幕
平成元年 6月 多田記念大野有終会館完成
平成11年 6月 「株式会社平成大野屋」創立
平成16年 9月 トゲウオ全国サミットに秋篠宮さまご臨席
平成18年 9月 学びの里「めいりん」オープン
平成8年

3月 国土庁「水の郷百選」に選ばれる

平成9年

5月 国道158号（犬山～美山町計石）バイパス開通

平成29年 4月 越前大野城が続日本100名城に選ばれる
平成8年

12月 中部縦貫自動車道「大野インター」中津川に決定

平成18年 7月 第14代大野市長に岡田高大氏就任
平成20年 6月 本願清水が環境省の「平成の名水百選」に選ばれる
平成23年 4月 奥越明成高校開校
平成28年 4月 五木ひろしさんが大野で新曲発表会
平成11年 10月 まちなか観光拠点施設「平成大野屋」オープン
平成23年 7月 中部縦貫自動車道小矢戸トンネル貫通
平成26年 3月 結の故郷発祥祭開幕
平成19年 6月 平成16年7月福井豪雨で被災の越美北線が全線復旧
平成22年 4月 市道六間線が貫き、越前おおの結ステーションが完成
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「平成の大野史」アンケート集計結果
順位 年

月

内

容

平成25年 12月 名誉市民第2号に山崎正昭氏
平成26年 7月 市制施行60周年記念式典
平成28年 9月 国道157号（大野バイパス）の4車線化が完了
平成7年

3月 市のシンボルマーク制定

平成19年 10月 秋篠宮さまご臨席のもと「湧水保全フォーラム全国大会ｉｎ越前おおの」開催
平成22年 3月 森目小学校が137年の歴史に幕
平成24年 4月 多田記念大野有終会館が、保健・医療・福祉サービス拠点機能を加え「結とぴあ」としてオープン
平成29年 10月 化石発掘体験センター「ＨＯＲＯＳＳＡ！」オープン
平成29年 11月 上庄さといもが国の「地理的表示（ＧＩ）保護制度」に登録
平成元年 5月 国道158号下唯野地籍で土砂崩れ
平成3年

4月 大野東高校開校

平成4年

5月 七間通りの石畳舗装完成

平成9年

9月 名誉市民・福田一元衆議院議長死去、県・市合同追悼式

平成15年 4月 公共下水道一部供用開始
平成15年 10月 大野市・和泉村合併協議会を設置
平成22年 10月 越前大野城築城430年祭メーンイベント開催
平成23年 10月 ＪＲ越前大野駅前広場完成
平成27年 1月 道の駅「（仮称）結の故郷」を国が重点道の駅に選定
平成27年 4月 中部縦貫自動車道 大野―大野東間事業化決定
平成5年

8月 大野高校サッカー部インターハイ出場

平成6年

3月 真名川憩いの島完成

平成6年

4月 石灯篭通り石畳舗装、元町会館が完成し、歴史の路整備事業完了

平成8年

5月 平家平ブナ林196ヘクタール取得

平成10年 7月 元町会館が手づくり郷土賞に認定
平成14年 3月 亀山周辺整備基本計画を策定
平成17年 12月 九頭竜で積雪226センチ。12月の積雪記録更新
平成18年 1月 健康保養施設「あっ宝んど」が入館者100万人突破
平成19年 1月 愛知県岩倉市と友好交流に関する合意書に署名
平成23年 2月 越前大野城築城430年祭閉幕
平成24年 3月 蕨生小学校が138年の歴史に幕
平成3年

4月 エキサイト広場総合体育施設・石灯篭会館完成

平成18年 4月 大野・勝山地区広域ごみ処理施設稼働
2

「平成の大野史」アンケート集計結果
順位 年

月

内

容

平成19年 7月 越前大野城の屋根瓦補修工事が完了
平成20年 10月 大野市を含む6団体・企業が「越前おおのエコフィールド共働宣言」発表
平成21年 3月 中部縦貫自動車道大野油坂道路大野東・和泉間新規着工が了承
平成21年 3月 大野市教育理念を決定
平成24年 9月 市のブランドキャッチコピーを「結の故郷越前おおの」に決定
平成25年 11月 城下町西広場が完成
平成26年 6月 大野市消防団「結の故郷女性分団」結成
平成28年 4月 城下町南広場落成
平成29年 8月 第50回おおの城まつりを開催
平成4年

7月 麻那姫像除幕式

平成4年

9月 越美北線に新型車、通勤快速運行

平成5年

3月 名水訴訟、裁判所が原告の訴え棄却

平成6年

6月 第11代市長に天谷光治氏当選

平成12年 4月 まちなか観光拠点施設「平成大野屋・平蔵」オープン
平成19年 1月 岐阜県郡上市を災害時相互応援協定締結
平成22年 12月 ＪＲ越美北線が開業50周年を迎える
平成24年 3月 城下町東広場がオープン
平成24年 7月 芹川用水・まちなか交流道路が完成
平成25年 7月 第15回日本水大賞環境大臣賞を受賞
平成28年 1月 日本ユニセフ協会と自治体初のパートナーシップ締結
平成9年

9月 大野城下町地区が都市景観大賞「都市景観百選」に選ばれる

平成10年 11月 うらら館落成
平成12年 3月 大野高校女子ソフトボール部全国大会に出場
平成14年 3月 乳製品加工体験等施設「ミルク工房奥越前」オープン
平成21年 6月 全国植樹祭を奥越会場でも開催
平成24年 3月 義景保育園閉園
平成25年 2月 越前おおのブランド戦略策定
平成29年 1月 六呂師高原スキーパークが営業開始
平成2年

2月 地下水汚染地域へ仮設水道敷設

平成2年

4月 古河市と姉妹都市盟約調印

平成4年

3月 大野～敦賀間が国道476号に昇格

平成5年

7月 「武家屋敷旧内山家」オープン
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「平成の大野史」アンケート集計結果
順位 年
平成5年

月

内

容

8月 笹生川ダム水没者40周年の集い

平成12年 8月 中山間地域農村活性化施設「スターランドさかだに」完成
平成15年 3月 大野准看護学院が40年の歴史に幕
平成18年 4月 六呂師小学校廃止
平成20年 2月 図書館リニューアル工事が完了し、業務再開
平成20年 7月 「大野市中心市街地活性化基本計画」が国の認定を受ける
平成3年

7月 越美北線にＳＬメルヘン号運行

平成4年

7月 六呂師高原で緑の少年団全国大会開催

平成5年

6月 寺町通り石畳舗装完成

平成11年 8月 イトヨシンポジウム開催
平成14年 4月 大野市マネジメントシステムが環境ＩＳＯ14001認証取得
平成14年 7月 大野高校琴サークルが世界青少年音楽祭に出場
平成17年 4月 平成大野屋「二階蔵」オープン
平成21年 1月 中部日本スキー大会開催で常陸宮ご夫妻が本市を訪問
平成21年 4月 一般財団法人越前おおの農林樂舎発足
平成23年 1月 大野市雪害対策本部を5年ぶりに設置
平成27年 8月 和泉地区でトリティロドン類の化石が発見される
平成27年 10月 奥村仁志さんが国体少年男子Ｂ砲丸投げで、日本中学新記録を樹立
平成28年 3月 白山ユネスコパークの拡張登録が決定
平成28年 4月 市特用林産物生産・加工施設落成
平成28年 7月 東勝原で鳥脚類恐竜の歯の化石が発見される
平成元年 10月 初代「ミスおおの」誕生
平成5年

4月 御清水会館完成

平成15年 11月 ＨＯＰＥ（地域住宅）大賞受賞
平成17年 12月 大野市地下水保全管理計画を策定
平成19年 4月 消防訓練所完成
平成20年 7月 「森と湖に親しむつどい2008九頭竜湖・麻那姫湖サマーフェスタ」開催
平成26年 3月 富田幼保園と荒島保育園が幼保一体化でスタート
平成27年 2月 結の故郷発祥祭閉幕
平成27年 4月 武家屋敷旧田村家オープン
平成27年 6月 越前オウレンが林業遺産認定
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