
　約30年間慣れ親しんだ「平成」の終焉。「天地、内外ともに平和が達成される」という意味を持つ元号
で、その願いの通り、歴史上稀な戦争のない時代となりました。そして「令和」を迎えた今、「人々が美しく
心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」未来へと向かっています。
　新しい時代の幕開けに、会員・地域の皆さまとともに築き上げてきた歴史に感謝するとともに、その締め
くくりとして平成を振りかえります。
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平成元年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ゲームボーイ発売・消費税導
入・「オレたちひょうきん族」
放送終了・美空ひばり死去
2年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
バブル経済の崩壊・「渡る世
間は鬼ばかり」放送開始・
「スーパーファミコン」発売
3年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
湾岸戦争勃発・「ジュリアナ東
京」オープン
4年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
尾崎豊死去・「クレヨンしん
ちゃん」放送開始・「クイズ
ダービー」放送終了・チェッ
カーズ解散
5年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
外国人力士「曙」が初の横綱
昇進・コメが大凶作・Jリーグ
開幕
6年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
「セガサターン」「プレイス
テーション」発売
7年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
地下鉄サリン事件・阪神淡路
大震災・野茂英雄が大リーグ
へ・「もんじゅ」ナトリウム漏洩
事故・「新世紀エヴァンゲリオ
ン」放送開始
8年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
「ポケットモンスター（赤・
緑）」、「たまごっち」発売・「名
探偵コナン」放送開始

9年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
「ポケモンショック」事件・「も
ののけ姫」公開・X　JAPAN解
散・消費税が5％に
10年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ガングロ流行・長野五輪・
「Windows98」日本語版と
「iMac」発売・北朝鮮ミサイル
「テポドン」落下・平成の怪物 
松坂大輔が夏の甲子園決勝
でノーヒットノーラン・黒澤明
死去
11年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
「だんご３兄弟」リリース・ジャ
イアント馬場死去・ノストラダ
ムスの大予言・アイドル「嵐」
デビュー
12年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
シドニー五輪で高橋尚子が金
メダル・二千円札を発行・サザ
ンオールスターズ「TSUNA-
MI」発売
13年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
「iPod」発売・「USJ」開業・
「千と千尋の神隠し」公開・ア
メリカ同時多発テロ
14年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
「おさかな天国」リリース・「ゆ
とり教育」スタート・あざらし
「タマちゃん」人気に
15年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
横綱　貴乃花と武蔵丸引退、朝
青龍が横綱昇進・六本木ヒル
ズオープン

16年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
アテネ五輪で野口みずきが金
メダル・イチロー、大リーグの
年間最多安打記録を84年ぶり
に更新・「冬のソナタ」ブーム
17年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
JR福知山線脱線事故・耐震
強度偽装事件・浅田真央15
歳、GPファイナルで史上最年
少優勝・郵政解散
18年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
SNS「Twit ter」「Face-
book」サービス開始・トリノ五
輪で荒川静香が金メダル・
WBCで王ジャパン優勝
19年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
「千の風になって」大ヒット・赤
福など食品偽装問題・「ニコニ
コ動画」運用開始・坂井泉水
死去
20年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
北京五輪で北島康介が２冠・
リーマンショック・赤塚不二夫
死去
21年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ウサイン・ボルトが世界新記
録・「おくりびと」アカデミー賞
受賞・マイケルジャクソン死去
22年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
「もしドラ」ベストセラー・
AKB「ヘビーローテーショ
ン」発売

23年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
東日本大震災・テレビ放送が
アナログから地デジへ・「なで
しこジャパン」がW杯ドイツ大
会で初優勝
24年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
東京スカイツリー竣工・牛レ
バー生食禁止・ロンドン五輪
25年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
楽天初の日本一、田中将大が
大活躍・「半沢直樹」放送・コ
ンビニコーヒーがヒット
26年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
ソチ五輪で羽生結弦が金メダ
ル・「笑っていいとも！」放送終
了・消費税8％に・高倉健死去
27年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
寝台特急「北斗星」定期運行
終了・パリ同時多発テロ
28年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
小池百合子、女性初の都知事
に・選挙権年齢18歳に・リオ五
輪・熊本地震・「SMAP」解散
29年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
藤井聡太が29連勝、羽生善治
竜王が永世七冠・浅田真央、
宮里藍引退・森友学園問題
30年 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
「今年の漢字」が災に、北海
道胆振東部地震、西日本豪
雨、記録的猛暑など発生・ス
ポーツ界でのパワハラ問題・
悪質タックル

（引用元：HUFF POST）

その時、日本は？ （敬称略）

●平成元年
　トヨタ自動車（株）広瀬工場操業開始

●平成2年
　「リゾート安曇野」オープン

●平成4年
　本所創立40周年

●平成3年
　長崎屋撤退

●平成5年
　市内4商工会と合併・
　婦人部（現女性会）発足

●平成6年
　長崎屋跡地に屋台村
　「おいでん横丁」オープン

●平成7年
　商業施設「GAZA」・
　豊田市美術館オープン

●平成9年
　西三河交流圏推進
　協議会設立

●平成8年
　中村寿一・豊田喜一郎
　顕彰像除幕式

●平成10年
　豊田参合館
　オープン

●平成12年
　豊田中小企業支援
　センター設立

●平成12年
　東海豪雨・
　豊田そごう閉店

●平成13年
　豊田スタジアム完成・
　松坂屋豊田店オープン

●平成17年
　愛・地球博 開幕

●平成18年
　豊田商工会議所会館 完成

●平成21年
　とよた元気プロジェクト発足・
　とよたビジネスフェア初開催

●平成24年
　とよたイノベーション
　センター開設

●平成24年
　本所創立60周年

●平成27年
　イオン豊田店閉店
　（→2年後新装開店）

●平成29年
　ものづくり創造拠点 SENTAN完成・
　シネコン「KiTARA」オープン

●平成29年
　地域逸品ウェブサイト
　「WE LOVE とよたマルシェ」開設・
　当所PC教室開設

●平成26年
　駅前大食べ歩き事業
　「とよたまちなかバル」開催・
　とよたPR大使初任命

●平成27年
　青年部創立30年・
　徳川家康公400年祭
　記念大会開催・
　豊田ものづくりブランド制度創設

●平成30年
　映画「星めぐりの町」公開・
　青年部がギネス世界記録®

　「最大のラグビースクラム」
　2586人を達成

●平成17年
　コモ・スクエア オープン・
　7市町村合併 新豊田市誕生

●平成18年
　スカイホール豊田 完成

●平成13年
　T-faceなどを運営する
　「豊田まちづくり（株）」設立

●平成14年
　本所創立50周年
　「感謝のつどい」・イルミネー
　ションストーリーinとよた初点灯

●平成17年
　愛・地球博パートナーシップ事業
　「祭座ニッポン」開催

平成5年（1993年）
市内4商工会と合併

平成17年（2005年）
愛・地球博 開幕と祭座ニッポン

平成24年（2012年）
創立60周年記念事業

平成27年（2015年）
徳川家康公400年祭記念大会
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