豊

田

暮 ら す
で
市
幸

デ ータや制 度で
詳 しく知 る

せ

ず っと
住 み た い まち 、
豊田市
定住、移住に一番いいまち、豊田市の魅力をデータを中心に紹介。
子育て、教育、就職、シニアと生涯の様々なステージにおいてサポートがある豊田市で
幸せな未来が描ける暮らしを始めよう！

C H A R M

デ ータで 見る

W

豊田市の住みやすさ
Q2

豊田市は
安心できるまちだと思いますか？

豊田市は教育環境が
充実していると思いますか？

有効回答数…462人

有効回答数…402人

4人

4人

30人

14人

69人

145人

99人

「とても安心できる」
「安心できる」
と答えた方

の中核市幸福度ランキングで 2016 年版、
2018年版に続き、全国の中核市の中で総合
ランキング1 位を獲得！主な順位は下記で、

193人

214人

…………78%

Q7

豊田市は
暮らしやすいまちだと
思いますか？

「とても充実している」
「充実している」
と答えた方

Q3

豊田市の住みやすさを表しているといえる。

…………71%

豊田市でスポーツ・文化・芸術に
触れることができますか？
有効回答数…455人

59人

6人

122人

64人

13人

38人

……

「たくさん触れることができる」
「触れることができる」
と答えた方

88%

水の郷百選

藤岡地区

小原地区

旭地区

地名のとおり藤が有名で「ふじの回
廊」
では、
5月にふじまつりが開催され
る。また、
「石畳ふれあい広場」では、
年間を通じ無料で足湯が楽しめる。

春と秋の 2 回見頃を迎える四季桜
が有名。和紙の産地でもあり和紙漉
きの各種体験ができる。江戸時代か
ら小原歌舞伎が受け継がれている。

矢作川上流部で水を生かした地域
づくりに取り組んでおり「全国水の
郷百選」にも選ばれた。約3000本が
咲き誇る上中のしだれ桃が有名。

豊田市のデータ
人口…423,084人
世帯数…182,623世帯
面積…918.32平方キロメートル
最高地（海抜）…稲武町1,240メートル
最低地…駒新町3,2メートル
（2020年10月現在）

若者完全失業率…1位
選挙投票率（国政選挙）…1位
体育・スポーツ施設数… 1位
製造業労働生産性…1位

基本指標…2位

図書冊数…2位

……70%

豊田市の中心部

（出典：東洋経済新報社
「2020年版全47都道府県幸福度ランキング」）

とてもよい

よい

どちらとも

あまりよくない

よくない

Q4
「とても暮らしやすい」
「暮らしやすい」
と答えた方

和紙の産地

愛知県

社会教育費…2位

195人

168人

236人

藤の花で有名

豊田市

待機児童率…1位

15人

有効回答数…461人

C I
T Y

愛知県で一番面積が広く、
自然も豊かな豊田市。
名古屋市街から１時間以内とアクセスも至便で
豊田市駅周辺には様々な店が立ち並ぶ。

中核市幸福度
ランキングで第1位
「2020年版 全47都道府県幸福度ランキング」

92人

T O Y O T A

豊田市って
こんなところ

企業の調査や豊田市民に聞いた回答を元に
作成したデータで見る豊田市の住みやすさ。
Q6

T ' S
A
H

豊田市は
身近に自然に触れることができる
まちだと思いますか？
有効回答数…460人

4人
10人
43人

Obara Area

豊田地区
合併する前の旧豊田市。主要駅や
市役所、施設などが集中する都市地
域で、人口も多く、飲食店や服飾雑
貨、生活用品などの店も多い。

Inabu Area
Asahi Area
Fujioka Area
雲海が見られる

Q1

豊田市は
子育てしやすい
まちだと思いますか？

Asuke Area
Toyota Area

有効回答数…409人

168人

235人

11人
7人

……88%

122人
189人

Q5

豊田市は
働きやすいまちだと思いますか？
有効回答数…440人

9人
15人

72人

156人

道の駅「どんぐりの里いなぶ」には年
間約55 万人が訪れる。稲武の特産
品はブルーベリー。面ノ木原生林
などの冬の景色が美しく、押山で
は雲海が見られる。

Shimoyama Area

80人
「たくさん触れることができる」
「触れることができる」
と答えた方

稲武地区

「とても子育てしやすい」
「子育てしやすい」
と答えた方

……

香嵐渓がある

76%

農産物が豊富

足助地区

下山地区

足助地区の香嵐渓は紅葉の時期を
中心に年間76 万人の観光客が訪れ
る。古い街並みが残っており、年間
を通じてイベントの開催が多い。

農業用ダム湖の三河湖があり、ミネ
アサヒや高原野菜、しもやま茶など
の産地。キャンプや釣りなどのアク
ティビティも楽しめる。

188人
（出典：豊田で暮らそう）

3

「とても働きやすい」
「働きやすい」
と答えた方

…………78%
2
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豊田市で暮らすシミュレーション

豊田市の
●

●

●

●

●

●

●

ライフステージ ごとの魅力
子育てから子どもの教育、就職、
そしてシニアの過ごし方まで
豊田市で暮らすことの魅力をご紹介。

病 気 のときも 安 心
1

大学まで医療費が無料

保 育 環 境 の良さ
1

待機児童7年連続0

交 流 の 場 が 充 実！
1

子育てサロン

市内の多くの交流館にある乳幼児を持つ

2014 年から 7 年連続 0。引き続き乳幼児の受

親が子育ての悩みを話し合ったり、仲間を作

・中学校卒業（15 歳に達した年度末）までの入

保健師や助産師が、家庭訪問または面接に

け入れ定員を順次拡大しており、小さな子ど

ったりできる場所。子育てサポーターも定期的

よる妊娠・出産や乳幼児の子育てなどについ

もを持つ親が働きやすい環境となっている。

に在館しており、相談などができる。すべり台

て相談を実施している。
気軽に利用しよう。

・18歳に達した年度末までの入院分
・24 歳に達した年度末までで大学等に在学中

やままごとセットなどがあるほか、絵本の読み

2

の方の入院分

手厚い保育

2

急病・子育てコールセンター

したい。

を多く配置。1 〜 2 歳児は国の基準では保育

急な熱や急なケガで医療機関を知りたいと

市では5人。3歳児は国の基準では保育士ひと
りに対して20人のところ、豊田市では 15人と

ル24 〜育救（いっきゅう）さんコール〜」。資格

手厚い保育体制が魅力だ。さらに、全こども

を持つ看護師、医師、保健師などが対応する。

園に空調設備が完備されている。

可能。

0120・79・9192

3

ク。相談窓口や市の施設、育児に関す
る簡単なマニュアルなどを掲載。市役
所等で入手できるので一冊持っておく
と便利だ。

休日も安心の1次救急

夜間や休みの日でも自家用車などで来院
し、下記の機関で投薬、注射などの応急手当

豊田市では公立幼稚園・保育園、私立保育
こども園では児童に均一な保育を提供し、保

に悩んだとき、困ったときには、専門スタッフ
が相談にのってくれる。親子で楽しめるイベン
トなども開催するので参加してみよう。

ので安心だ。

などの楽しいプログラムも実施。講座終了後
は交流の場ともなっているので、同じ世代の
子どもを持つ親の知り合いを作れる機会にも
なる。

5

3

はぐみんカードで優待

18 歳未満の子どもを育てている家庭と妊
3

子育てサークル

市内の交流館ではおよそ40 のサークル、と
よた子育て支援施設ではおよそ60のサークル

豊田加茂医師会立休日救急内科診療所

和会町長田 8-1
日曜、祝日、
年末年始
内科、小児科9:00〜17:00
（受付9:00〜11:30 、
13:00〜16:30）

中学校区ごとに 1 カ所ある各地域の交流館
で、子育て中の親の支援のための講座を開講
している。0歳〜未就学の子どもを持つ親を対

西山町3-30-1
平日夜間：内科系、
外科系19:00 〜翌朝9:00
土曜：内科系14:00 〜翌朝9:00、外科系19:00 〜翌朝9:00
日曜、祝日、
年末年始：内科系、
外科系17:00 〜翌朝9:00
歯科:10:00 〜14:30

0565・85・0099

伊藤愛莉さん

子育て支援講座

象に、育児に関する講座や親子ふれあい遊び

0565・34・3000

豊田市立南部休日救急内科診療所

2

も行っており、緊急のときにも預かってくれる

豊田地域医療センター

西山町3-30-1
日曜、祝日、年末年始
内科、小児科9:00〜17:00
（受付9:00〜11:30 、
13:00 〜16:30）

子育て支援センターは
よく利用しています。
子どもがのびのび遊べて
楽しそうです。

子育て支援センター

内に 16 カ所ある。食事やしつけなどの子育て

育料は同じ。こども園では一時保育事業など

が受けられる。

0565・32・7150

子育て中はちょっとしたことでも
不安になってしまう時がいっぱい。
そんなママをあれこれサポート！

こども園

園の名称を統一して「こども園」としている。

3

子育て

援する人が集まり、情報交換などをする場。市

24 時間365日いつでも利用できるので安心だ。
なお、このコールセンターは大人の症状も相談

2

1

主に 0〜 3歳児の乳幼児と親、子育てを支

士ひとりに対して子ども 6 人のところを豊田

きなどに相談できる
「とよた急病・子育てコー

0565・34・6627

地域保健課

聞かせなどを行う日もあるので積極的に利用

豊田市では国の基準よりも保育士の人数

子育て中の家族を応援するハンドブッ

妊産婦・乳幼児訪問
育児健康相談

豊田市では、4 月 1 日時点での待機児童は

通院分

子育て応援
ハンドブックで！

1

助成。安心して受診できる。

子どもの医療費自己負担は以下を対象に

詳しくは

サ ポ ート が 充 実！

保育課

0565・34・6809

が活動しており、子育て中の親たちが集い、
日頃の思いを共感したり、
情報交換ができる。

娠中の方に配布される「はぐみんカード」。子
育て家庭を地域全体でバックアップするため
に優待事業を実施しており、協賛店や施設で
提示すると、店舗が設定している割引やサー
ビスなどが受けられる。協賛店はぐみんステッ
カーが目印。
保育課

0565・34・6809

各交流館の
情報はこちらから

4
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マレットゴルフ

スティックでボールを打ち、少ない打数でホ

●

英 語 教 育

3
●

●

●

1

シニア

就職

豊田市には
シニアも生きがいを見つけ、仲間とともに
楽しく暮らせる環境がある。

職探しで困ったときの相談や
女性の就職を応援する施設もあり
気軽に利用したい。

今は山の間伐
などをするボランティアをしています。
豊田市は都会と田舎両方の面を
合わせもっているところが
良いところだと思います。

要としないため老若男女が楽しめる。豊田市
には各所にコースがあり、たくさんの人がプレ
ーしている。

として、100名以上の方が登録、活躍してい

浅井淳一さん

学校の授業の中で子どもたちに指導すること
のづくりの素晴らしさを伝えることができ、
やりがいを感じられる。ものづくりの経験が
なくても、プログラムの研修等があるため、
まずは登録してみては。
ものづくりサポートセンター

0565・47・1260

1

家庭菜園

退職後の趣味のひとつとして家庭菜園を始
める人が増えている。自分で作った野菜は味
も格別で、健康にもよい。自宅に場所がない

セミナー・カウンセリング
豊田市就労支援室

きたい」を応援します！
豊田市就労支援室
0565・3 1・1330
若宮町1-57-1 A 館 T-FACE 9F
10:00〜18:00
火、12月29日〜1月3日

各種サークル

中核市幸福度ランキングで若者完全失業
している豊田市。製造業労働生産性も 1 位で

性、収入において高水準であることが分かる。
事業所数

従業員数

13,981 253,165

総数

1

万が一病気になったときも医療体制が

ど健康に関するものや、音楽、芸術など教養

いぶん経つけど…」様々なご心配にキャリア

整っており安心だ。

的な活動のほか、ボランティア活動に取り組

コンサルタントが、一人ひとりに合わせた職

んでいるサークルも数多くある。

業相談や職業紹介を行っていきます。子ども
さんと一緒の相談もOK!

JA愛知厚生連
豊田厚生病院

卸売業、
小売業

3,108

小学校のカリキュラムの中で、実際の体験

り教育プログラム」が行われている。土団子や

2,081

製造業

1,563 111,055

従業員数1位！
労働生産性は
中核市で1位！

生活関連サービス業、
娯楽業

健康意識を醸成し、健康づくりの輪を広げ
るため、健康づくりを実践する市民が集い交
流する、ウオーキングイベントを開催している。

サービス業
女性しごとテラス「カプチーノ」
0565・41・7555
若宮町1-57-1 A 館 T-FACE 9F
10:00〜18:00（予約優先）
火、12月29日〜1月3日

市内に公立高校 12 校、私立高校4校のほか
国立豊田工業専門学校、
市内企業が運営する

しているなど特色ある学校も選択できる。

3

1,434

12,107

（ほかの分類されないもの）

1,280

1,009

7,861

17,523

サイエンスクラブ

小中学生を対象とした科学技術クラブ。大

地域学校共働本部支援
事業

地域学校共働本部は、学校と地域が共働
で子どもたちの成長を支えるための組織であ
り、全小中学校に設置されている。地域住民

学や企業から講師を招き、連続講座を実施し

による子どもたちの登下校見守りをはじめ、

ている。実際に感知器などの機器を製作した

農業体験や伝統芸能体験など、地域の力を

り、実験したりしながら、
本格的な科学の世界

子どもたちの多様な学びに生かしている。

に触れることができる。
とよた科学体験館やも
その他

3,506

55,837

のづくりサポートセンターで開催。

（平成26年）

また、毎月第3 土曜日の午前6 時 30分から、豊

中学生とあかちゃんの
ふれあい体験事業

田スタジアム西イベント広場において、ラジオ
ークを実施。参加費無料、事前申込も不要な
ため、どなたでも気軽に参加できる。

0564・34・3000
西山町3-30-1
ものづくりサポートセンター

7

特色ある学校

に指定、
豊田東高校はユネスコスクールに加盟

18,763

体操及びスタジアムを起点としたショートウオ

豊田地域
医療センター

2

トヨタ工業学園など多くの学べる場を提供。

2

トヨタ
記念病院

学校は全クラス35人以下で、少人数でじっ
くり学べる環境が魅力だ。

豊田西高校はスーパーサイエンスハイスクール

浄水町伊保原

500-1

豊田市の小学校は、国や県の少人数学級
の基準に加えて、さらにきめ細かな教育を

を通してものづくりへの興味・関心を高め、
自

30,019

宿泊業、
飲食サービス業

建設業

0565・43・5000

ウオーキング

ものづくり教育プログラム

竹とんぼ、
からくりなど 10のプログラムがある。

「働きたいけど何からはじめたらいいかしら？」

魅力の少人数制

めざし、教員を増やして指導している。中

然・科学を学習できる豊田市独自の
「ものづく

「子どもがいるけど…」「仕事から離れてず

3

1

も の づ くり

率が 1 位、高齢者有業率が 9 位と雇用が安定

産業大分類

科）が 230、診療所（歯科）が 147 ある。

豊田市の病院

学 校

機会となっている。

事業所数（産業分野）

あたり市民所得も4 位と就職率、企業の生産

女性しごとテラス「カプチーノ」

横澤香菜美さん

いる。イギリスやアメ

豊 田 市で 働く

するのがおすすめ。年間数千円で借りることが

2

海外派遣

中高生が海外で学校生活を体験する海外

仕事の分野では総合 1 位となっており、一人

女性の「はたらく」を応援します！

子どもが通っている学校は
設備が整っており、学習するのに
良い環境だと思います。

が設けられている。

際的な視野を広げる

「豊田市でいい仕事が見つかるかしら？」

0565・62・1211
岩神町仲田20

学校1･2年生にもALTが一緒に活動する時間

リアカウンセリング」も充実。あなたの「働

各地域にある交流館では自主サークル活動

JA愛知厚生連
足助病院

として早い時期から英語に慣れるため、小

リカなどで学び 、国

がさかんに行われている。体操やストレッチな

（予約制）
平和町 1-1

も充実している。また、豊田市独自の取組

います。「就活応援セミナー」や「個別キャ

www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/nougyou/nougyou/1003905.html

0120・489・587

語指導講師（ALT）も配置されており、ネ

地域と学校が一緒になり
サポートする体制や、
豊田市ならではの
「ものづくり教育」
も魅力。

派遣事業を実施して

と国が一体的に職業相談や職業紹介を行って

詳しくはこちらのHP

豊田市内には病院が18 、診療所（医

今井綾乃さん

人は市内に 20カ所以上ある市民農園を利用
できる。

病気のときも
安心

カプチーノに相談したことで、
仕事をする後押しをしてもらえました。
気軽に相談できるところが
いいですね。

土日もOK！豊田市駅から徒歩すぐ！豊田市

活 動 の 場 が 充 実！

る。プログラム実施に必要な材料の準備と、
が主な役割。子どもと一緒に楽しみながらも

各学校で積極的に行われている。外国人英

2

小学校で行っている「ものづくり教育プロ
グラム」を支援する「ものづくりサポーター」

教育

科化となり、映像資料や朗読音声などの豊
富なデジタルコンテンツを活用した授業が

●

イティブの発音や海外の文化に触れる機会

ゴルフと同じルールだが、ゴルフほど体力を必

ものづくりサポーター

●

英語教育の推進事業

2020年度より、小学校5･6年生の外国語が教

ールにカップインさせることを競うスポーツ。
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2

0565・47・1260

中学生にはなかなか触れ合う機会のな
い 1 歳児未満のあかちゃんを抱っこしたり
おんぶしたり、あやしたり、オムツ交換を手
伝うなどの体験を授業の一環として実施。
保護者から子育てについての思いなどを聞
き、子育てについて考えるとともに、乳幼
児に対する優しさを育てる。

6

イ ベ ント を 楽 し む！

とよた産業フェスタ

ま ち で 楽 し む！

j o y
E n

豊田市は休日も充実

KiTARA

豊田おいでんまつり

●

老若男女が舞い踊る
豊田市最大のイベント
市内各地での「マイタウンおいでん」を皮切

25 日（土）、26 日（日））には「おいでん総踊り」
「花火大会」が開催され、まつりの最高潮を迎
える。とりわけ豊田市駅周辺での熱狂的な踊

食事や映画が楽しめる
駅前の新ランドマーク

りは圧巻。まつりのフィナーレは日本屈指の花
火師が打ち上げる花火で締めくくる。
商業観光課
0565・34・6642

｢産業｣｢資源｣｢人｣をテーマに『豊田スタジア
ム』で行われるフェスタ。産業PRストリートに

2017 年に誕生した豊田市駅前の複合商業

などを通して楽しく交流できる。当日は農産

9つのスクリーンを揃えるシネコンなどが入居

物や名物グルメも大集結！

する。

0565・41・4566

豊田商工会議所 総務部
0565 ･32 ･4568

わくわくワールド

「ものづくりのまち」
とよた
ならではのイベント

施設により異なる

豊田マラソン

総勢12,000人が
市内を駆け巡る！

トヨタロックフェスティバル

老若男女が楽しめる
豊田市のフリーフェス

豊田市とトヨタ技術会が共同で開催する

未就学児から大人まで家族で参加できる

豊田スタジアム外周で行われる入場無料の

ものづくり関連の一大イベント。数多くの

マラソン大会。コースは『豊田スタジアム』を拠

野外音楽フェス、
「 トヨタロックフェスティバ

市民団体による身近なものづくりや、クルマ

点に部門別に2km、4km、10kmの3つ。当日は

ル」。2007年より10年以上続くイベントで、毎

づくりお仕事体験、最新技術を用いた未来

お汁粉の無料提供や足湯体験などのイベント

年様々なジャンルのアーティストが出演。隣接

体験など、様々な体験ができる。

も。
観覧に行くだけでも楽しめそうだ。

する千石公園ではキャンプサイトもある。

ものづくりサポートセンター
0565 ･47 ･1260

豊田マラソン事務局
0565・3 1・0451

ジョイカルウェイブ事務局
0565・33・0002

マルシェ

とよたガーデニングフェスタ

豊田市には豊かな時間が過ごせるスポットがたくさん。
何もない休日にふらりと立ち寄れば、
たちまち充実した1日に！

楽 し み な が ら 学 習 も！

施設。肉料理が人気のカフェやグランパス公
式サポーター店のスポーツバーなどの飲食店や、

は市内の企業がブースを出展。ゲームや体験

●

休日 は
こう過ごす！

りに、
例年７月最終土・日（2021 年に限り9 月

10万人以上が来場する
企業の祭典

H o l i d
a y

豊田市交通安全
学習センター

とよた科学体験館

ミニSLやゴーカートなど
種類豊富な乗り物が魅力

ワクワクがいっぱい！
科学の不思議を遊んで実感

愛知県豊田市喜多町 2-170
施設により異なる

豊田市美術館

見て、食べて、くつろいで
1日ゆっくり楽しめる美術館
作品を鑑賞するだけではなく、建築空間や
庭園も楽しむことができる美術館。気軽に
抹茶が飲めるお茶室、ランチやデザートが
美味しいレストラン、魅力的なグッズや書
籍が揃うミュージアムショップ等がある。

まち並みを再現した市街地ゾーンや体験学

科学工作や実験など、創造力や探求心が

習コーナーを通して交通ルールが楽しく学べる

養われる体験型ワークショップが充実。おすす

施設。
家族連れにはミニSL 、
ゴーカート、
個性的

めはダイナミックなパフォーマンスで科学の原

な自転車で遊べる遊園ゾーンや、
すべり台など

理をわかりやすく伝えるサイエンスショー（毎

の遊具を設置した広場ゾーンが大好評。

週末に実施）。プラネタリウムも人気だ。

0565・88・5055

0565・37・3007

愛知県豊田市池田町小山田494-24
9：00〜 17：00
月
（祝の場合は開館）
、12月29日〜 1月3日

9：00〜 17：00

愛知県豊田市小坂本町8-5-1
0565・34・6610
1 0：00〜1 7：30（最終入場 17：00） 月（祝の場合は開館）、
年末・年始、展示替え休館（詳細はホームページをご確認ください。）

愛知県豊田市小坂本町 1-25 豊田産業文化センター内
（プラネタリウム夜間投映がある日は投映終了まで）
月
（祝の場合は開館）
、年末・年始

豊田市自然観察の森

豊田市中央図書館

自然観察のアドバイスや
ガイドウォークも実施

自動車資料のコレクションは
国内最大級を誇る

鞍ケ池公園

農産物直売所で
新鮮野菜&果物！
豊田市内には地元で収穫された農
産物を販売する直売所が約 30カ所点
在する。豊田市の HPで｢産直 MAP｣も
掲載中！ 季節に応じた新鮮な野菜な
どが購入できる他、生産者との交流も
魅力。
農政課
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0565・34・6640

地元農家の野菜や
昔ながらの郷土料理が集結

花と緑に囲まれた
楽しいイベント

水鳥が訪れる憩いの場で
のんびりボート遊びを

いなか暮らしの魅力や文化に触れるイベント

毎年 4 月末頃に開催され、花苗、植木、園

江戸時代に農業用のため池として造られた

｢いなかとまちの文化祭｣など、様々なマルシェ

芸資材の展示販売に加え、ガーデニング講座

「鞍ケ池」
を中心とした自然に憩うファミリーパ

を開催。会場では農家の新鮮な野菜やお菓子

やコンテナガーデンコンテストなどの参加型の

ーク。
子どもの遊び場
「プレイハウス」
のほか「
、動

のほか、川魚の塩焼きや田舎汁など、身体も

イベントを用意している。花と緑に包まれた

物園」
「
、観光牧場」
「
、四季の古里」
など家族で

心もほっこりと温まる田舎料理が楽しめる。

癒しの時間を満喫したい。

楽しめる公園だ。

いなかとまちの文化祭実行委員会（事務局：おいでん・さんそんセンター）
0565・62・0610

とよたガーデニングフェスタ実行委員会事務局
0565 ･3 1 ･2108

愛知県豊田市矢並町法沢714-5
0565 ･80･5310
9:00〜17:00 、ボートは3〜9月〜18:00 、10・1 1 月〜16:00
（受付は各30分前まで）
12 月29日〜31 日、ボートは 12月〜2月

豊田市の中心市街地から約 4km 離れた場

豊田市駅前ビル『豊田参合館』の3 〜7 階に

所に位置する広大な自然観察施設。森の中

あり、アクセスも便利。4 階にある自動車資料

には観察路が整備され、自然と触れ合いなが

コーナーの資料数は公共図書館としては日本

ら散策できる。植物や昆虫などの観察会やガ

最大級。自動車産業と共に発展してきた豊田

イドウォークといったイベントも豊富だ。

市の新たな魅力を発見できそうだ。

0565・88・1310
愛知県豊田市東山町4-1206-1
9：00〜17：30（10 〜3月は〜16：30）
月
（祝の場合は開館）
、
12 月28日〜1 月4日

0565・32・0717
愛知県豊田市西町 1-200
1 0：00〜20：00
月
（祝の場合は開館）
、12月28日〜 1月4日、
特別整理休館日
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足助の町並み

豊 田 市 の四 季

香嵐渓
秋

自 然 を 楽 し む！

鞍ケ池公園

ミズベリング

春

矢作川の水辺が
賑わい空間に変身
水辺を生かした賑わいを創出する全国で話

江戸時代の面影が残る
古い町並みを散策

題のプロジェクト。矢作川でもモーターキャン
プや肉フェスなど、様々なイベントが開催され
ている。
そこのあなたも水辺イベントに参加し

かつて商家町として栄えた足助町には、漆

てみては？
0565・34・6621（公園緑地つかう課）

喰塗りの町屋が軒を連ねる町並みが今も残
っている。2011 年には重要伝統的建造物群保
存地区に選定。細い路地の両側に土蔵建築

0565・62・1272（豊田市足助観光協会）

赤や黄色に色づく
美しい紅葉とライトアップ

公園一帯に咲き乱れる
約1,500本の桜を愛でる

愛知県豊田市足助町

河川敷の
規制緩和

三河湖

日本屈指の紅葉の名所である香嵐渓。見頃

鞍ケ池を中心に動物園や観光牧場、植物

を迎える11 月中旬から下旬には約4 千本のモ

園、芝生広場などの観光施設が整うファミリ

川の魅力や水辺を生かした企画を発

ミジが鮮やかに染まる。毎年恒例のもみじまつ

ーパークは、桜の名所としても人気。鞍ケ池周

信する矢作川水辺プロジェクトが豊田

りでは、11 月1 日〜30 日の1 カ月、日没〜21 時

遊路を桜を眺めながらの散策がおすすめだ。

にライトアップを実施。黄金色の幻想的な景
色が楽しめる。

0565・62・1272（豊田市足助観光協会）
愛知県豊田市足助町

間事業者主体となるイベントなど、
河川

愛知県豊田市矢並町法沢 714 -5
9：00〜 17：00（一部施設により異なる）
12 月29日〜31 日

敷を有効に使った取組が展開されてい

面ノ木原生林

王滝渓谷
夏

寧比曽岳

露天風呂でゆったり！
日帰り温泉を満喫

初心者登山におすすめ！
晴れた日には富士山も

る。ますます盛り上がる水辺に注目！

ファミリーレジャーに最適
美しい自然に包まれた湖
豊かな自然に囲まれた、愛知県下最大の灌
漑用人造湖。四季折々の美しい景色を眺めな
がらの1 周約13.5 ㎞のドライブコースのほか、
バ

豊かな自然を満喫できる稲武地区にあり、

豊田市の北東部に位置する三河高原の最

ンガローやキャンプ場などレジャー施設も充

「どんぐりの湯」のほか、新鮮野菜などを購入

高峰。標高は 1,121m 。東海自然歩道の本コー

実。
貸しボートやルアーフィッシングを楽しめる。

できる「どんぐり横丁」を備えている。季節ご

スと恵那コースがあり、初心者でも登りやすい

0565・90・3510（三河湖観光センター）
愛知県豊田市羽布町鬼ノ平1-233

とのイベントも実施しており、1 年を通じて稲

山として 1 年中親しまれている。山頂からの景

武の山里を満喫することができる。

色も抜群で、
南アルプスや市街地が望める。

0565 ･82 ･3135

やな
旭高原元気村
大自然が作り出す
真っ白な樹氷は必見

どんぐりの里いなぶ

大橋周辺で2015 年度から始動。
以来民

0565・80・5310

お う た き け い こく

冬

ねびそだけ

愛知県豊田市武節町針原22-1
温泉/10:00〜21:00（受付は20:00まで、土・日・祝は9:30 〜）
横丁/ 9:00〜17:00（土・日・祝は 18:00）
木
（祝日の場合は翌日、
直売所は4〜11 月無休）

0565・62・1272（豊田市足助観光協会）
愛知県豊田市大多賀町

緑に囲まれた渓谷で
思いっきり水遊び！

樹氷は特別な気象条件が織りなす天然の芸
術品。
樹齢300 年を超える面ノ木のブナの原生

谷。夏場はなだらかな浅瀬で川遊びが楽しめ

林でも、
12 月中旬〜2 月上旬頃に樹氷ができる

るため、多くの親子連れで賑わう！ バーベキ

ことがある。青い空の下、陽の光を浴びてキラ

ュー場とあわせて利用するのもおすすめだ。

キラと輝く希少な光景を目に焼き付けたい。

0565・83・3200（いなぶ観光協会）
愛知県豊田市稲武町井山

0565・7 7・8089（松平観光協会）
愛知県豊田市王滝町

美しい清流で育った
獲れたての鮎を堪能
天然鮎の料理や掴み取りが楽しめるやな。
豊田市では矢作川上中流の
「おいでん・やな」
、
「おど観光やな」、
「川口やな」、
「広瀬やな」や、
香嵐渓の上下流にある「平瀬やな」が有名。
遠方からも多くの人が訪れる観光名所だ。
（シーズンはやなにより異なる）。
おいでん・やな 090・2180・2289
（有）
おど観光やな 0565・68・2255（シーズン中のみ）
（有）
川口やな 0565・76・2383（シーズン中のみ）
広瀬やな 0565・41・2359（シーズン中のみ）
平瀬やな0565・90・3799（シーズン中のみ）
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キャンプやバーベキューが
手軽に楽しめる！
愛知高原国定公園内にあり、キャンプ広場
やバーベキュー場、ふれあい動物園、天文台な
どを完備。冬場はソリ遊びができるゲレンデも
登場する。グルメやクラフトの体験教室も豊
富で、仲間や家族と 1 日中満喫できそう。

0565・68・2755
愛知県豊田市旭八幡町根山68-1

9：00〜17：00
木
（祝日の場合は翌日、特定日は営業）
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R T & S Y S
P P O
T E
U
S
M

ま だ あ る！

□ 豊田市非木造住宅等耐震化
促進事業補助金
（耐震診断費補助）
昭和56年5月3 1 日以前着工の非木造建築物

住まいに
関する
支援・制度

（住宅を含む）の耐震診断にかかる費用の一
部を補助する。
建築相談課

0565・34・6649

□ 豊田市非木造住宅等耐震化
促進事業補助金
（改修工事費補助）

□ 登記相談

市の無料耐震診断を受けた住宅で、高齢者

耐震診断の結果、安全な構造でないと判定さ

司法書士、土地家屋調査士が不動産の名義

または障がい者が居住する住宅に耐震シェルター

れた建物を耐震性のある建物に改修するため

変更や土地の境界などの相談に応じる。

及び防災ベッドを整備する工事費を補助する。

の工事費の一部を補助する。

市民相談課

0565・34・6649

□ 住宅改修費の助成
（高齢者）
高齢者が居住する住宅の改善工事（手すりの
取り付け、段差解消等）にかかる費用の一部

建築相談課

0565・34・6649

□ 豊田市非木造住宅等耐震化
促進事業補助金
（改修設計費補助）

を助成し、在宅での生活環境を整える。対象

耐震診断の結果、安全な構造でないと判定さ

者は豊田市に住所がある介護保険の要介護

れた建物を耐震性のある建物に改修するため

又は要支援の認定者のうち、在宅で介護を受

の設計費の一部を補助する。

けている人。
※事前の申請が必要
介護保険課

建築相談課

0565・34・6649

0565・34・6634

下肢機能障がい、体幹機能障がい若しく
は乳幼児期以前の非進行性の脳病変によ
る移動機能障がい3級以上又は視覚障が
い2級以上）、下肢または体幹機能に一
定の障がいのある難病患者。※事前の申
請が必要
障がい福祉課

0565・34・6751

□ 浄化槽雨水貯留施設
転用補助制度
下水道の接続時に不用となる浄化槽を雨水
貯留施設に転用するために必要な費用の一
部（費用の1/2、上限6万円）を補助する。
下水道建設課

0565・34・6624

□ 雨水貯留浸透施設補助制度
雨水貯留浸透施設を設置するために必要な
工事費の一部（費用の1/2、工事内容によ
り上限は異なる）を補助する。
下水道建設課

0565・34・6624

□ 合併処理浄化槽の設置費
補助制度
専用住宅、併用住宅（延べ面積の1/2以上
を居住の用に供するもの）で合併処理浄化
槽へ転換する者に、設置費の一部を補助す
る。
下水道施設課

13

0565・34・6964

0565・34・6626

4

宅地建物取引士が土地や建物の購入、売却
や賃貸に関する相談に応じる。
市民相談課

制度

長く住みやすい家を

長期優良住宅

□ 不動産相談

長い期間住みやすい状態にできる住宅の普
及を促進するため、
一部の税制が優遇される。

0565・34・6626

□ 住宅の耐震改修に伴う
固定資産税の減額

2

スマートハウスをお得に

スマートハウス減税
①住宅用太陽光発電システム、
②家庭用エ

負担を少なく
環境に優しい
暮らしを

ネルギー管理システム（ HEMS）、③家庭用リチ

豊田市の制度の中には環境に優しい住宅

ウムイオン蓄電池システムの全てを兼ね備え

や、
住宅のシステム、
次世代自動車などの購入

た住宅に対し、固定資産税、都市計画税を床

や改修に対し、補助金や税金の一部免除など

面積 120㎡相当分まで減免する。
資産税課

0565・34・6983

要件を満たし、対象となる耐震改修工事（リ

が受けられる制度がある。住宅の購入などを
考えている場合は条件等を確認し、利用して
みよう。
詳しくは豊田市役所へ問い合わせを。

フォーム等を除く自己負担金が 50万円を超

翌年度分に限り固定資産税を減額する。
資産税課

すりの取り付け、段差解消等小規模なも

に住所がある身体障がい者手帳所持者（

制度

すると申告により改修工事が完了した年の

障がい者が居住する住宅の改善工事（手

での生活環境を整える。対象者は豊田市

豊 田 市で暮らす

えるもの）を行って、現行の耐震基準に適合

□ 住宅改修費の助成
（障がい者）

の）にかかる費用の一部を助成し、在宅

住まいに関する
支 援・制 度
豊田市には住まいに関する支援・制度がたくさんある。
積極的に利用してみよう!

□ 豊田市民間木造住宅
耐震改修工事等補助金
（耐震シェルター等整備工事費補助）

建築相談課

こ ん な に あ る！

0565・34・6983

□ 豊田市民間木造住宅
耐震改修工事等補助金
（木造住宅無料耐震診断）
昭和 56年 5月 3 1 日以前着工の木造住宅の耐

□ 住宅のバリアフリー改修に伴う
固定資産税の減額

震化の支援
（耐震診断）。診断費は無料。

超えるもの）を行うと、申告により改修工事が

建築相談課

0565・34・6649

要件を満たし、対象となるバリアフリー改修工
事（補助金等を除く自己負担金が 50万円を

制度

●対象建物の固定資産税額の1/2（住宅部分120 ㎡相当
税額分までを5年間または7 年間減額）
●所得税から住宅の借入金等特別控除または認定住
宅新築等特別税額控除を受けられる。
●市役所で証明書をもらった方に対し、所有権の移転
登記、保存登記の登録免許税を軽減
●不動産取得税が一般住宅は 1,200 万円控除のところ、
長期優良住宅は 1,300 万円の控除
（条件あり）

資産税課

0565・34・6983

市の無料耐震診断を受けた住宅で、耐震性

□ 豊田市住宅・建築物土砂災害
対策改修補助金

を向上させる改修工事の工事費と設計費を

土砂災害特別警戒区域内の既存不適格であ

補助する。

る建築物を改修する方に対し、補助対象工

建築相談課

0565・34・6649

事の23％を補助する。
建築相談課

0565・34・6649

制度

5

長く住みやすい家を

宅は3 年間（長期優良住宅については各2 年延

住宅の省エネ改修に伴う
固定資産税の減額

長）
住宅部分に対し固定資産税を減額する。

ーを促進するよう要件を満たし、対象となる

市の無料耐震診断を受けた住宅で、段階的

がけ地に近接した危険住宅を移転する場合

金が 50 万円を超えるもの）を行って、現行の

に耐震性を向上させる改修工事の工事費と

に、移転等にかかる費用（建物除去費、建物取

省エネ基準に適合すると申告により改修工

設計費を補助する。

得費、土地購入費、敷地造成費の利子）の一

事が完了した年の翌年度分に限り固定資産

部を補助する。

税を減額する。

地球温暖化防止のため、住宅の省エネルギ

建築相談課

□ 豊田市民間木造住宅
耐震改修工事等補助金
（解体費補助）
市の無料診断を受けた住宅で30㎡以上の現

0565・34・6649

0565・34・6983

補助の対象となるシステム
●スマートハウス化設備（太陽光発電設備及び HEMSを
設置し、かつ、蓄電池又は V2Hを申請年度内に一体
的に導入するもの）
● ZEH（蓄電池または V2Hを同時に導入するもの）
●家庭用燃料電池システム
●家庭用エネルギー管理システム（ HEMS ）※既存住宅
のみ
●家庭用リチウムイオン蓄電池システム又は電気自動
車等充給電設備（V2H ）
※既存住宅のみ
●住宅用エコ窓※既存住宅のみ
●次世代自動車（PHV 、EV 及びFCV）※充電設備を設置
した場合は上乗せ補助あり
環境政策課

0565・34・6650

省エネ改修工事（補助金等を除く自己負担

資産税課

0565・34・6983

個人の資産であるブロック塀等を撤去し、
ほか

に居住している木造住宅を解体する工事費
を補助する。

去費の一部を補助する。

0565・34・6649

資産税課

らしを実践してみよう。

□ 豊田市ブロック塀等
撤去奨励補助金
の危険性の少ない塀等に変更を促すために撤

建築相談課

り入れる際に補助金が支給される。エコな暮

新築で減税

一戸建ての新築住宅で一定の要件に該当

□ がけ地近接等危険住宅移転
事業費補助金

0565・34・6649

3

する中高層耐火住宅は5 年間、それ以外の住

□ 豊田市民間木造住宅
耐震改修工事等補助金
（段階改修）

建築相談課

豊田市ではスマートハウス化設備や次世代
自動車の購入など、環境に配慮した技術を取

新築住宅等に対する
固定資産税の減額

減額する。

□ 豊田市民間木造住宅
耐震改修工事等補助金
（一般改修）

エコな暮らしを応援！

豊田市エコファミリー
支援補助金
制度

完了した年の翌年度分に限り固定資産税を

1

建築相談課

0565・34・6649

12

U N T R Y
C O
ま だ あ る！
事業面積：26.0ha／計画戸数：769戸
分譲戸建て住宅予定数：約120区画
分譲集合住宅予定数：約110戸
（2026年3月完了予定）

事業面積：155.8ha／計画戸数：4690戸
分譲宅地予定数：約30区画
（2023年3月完了予定）

宅地に関する
施策

事業面積：38.2ha／計画戸数：902戸
分譲宅地予定数：8区画
（2026年3月完了予定）

●

●

●

費用の一部を負担

Fujioka Area

Asahi Area

豊田平戸橋土地区画整理事業
事業面積：3.2ha／計画戸数：118戸
分譲宅地予定数：約1区画
（2024年3月完了予定）

Asuke Area
Toyota Area

土地区画整理事業

事業面積：1.8ha／計画戸数：66戸
分譲宅地予定数：約18区画
（2021年7月完了予定）

いなか暮らしの情報提供
小規模な宅地分譲

豊田市山村地域等
定住応援補助金

Inabu Area

●

山村地域は豊かな自然はもちろん人と人との繋がりや行事など、暮らしやすい魅力がいっぱい！
支援制度を活用し、
いなか暮らしを始めてみよう。

Obara Area

豊田土橋土地区画整理事業

●

豊田市のいなか で暮らす

豊田四郷駅周辺土地区画整理事業

豊田浄水特定土地区画整理事業

豊田大林本畑
土地区画整理事業

●

L I F
E

2戸2戸作戦

おいでん・さんそん
センター

地域活動への参加を前提に定住するための

山村地域への定住を促進するため、2 〜5区

「 いなか暮らし総合窓口」では豊田市のいな

住宅を購入した場合に、住宅取得にかかる費

画程度の小規模な宅地分譲を行う事業。
定住

か暮らしの情報をタイムリーに発信。
通常は複

用の一部を補助する
（上限：住宅50万円、
住宅

希望者向けの住宅用地の選出や地域と定住

数の部署にわたる定住支援施策をワンスト

用地50万円。ただし所有権を1/2以上有し、住

希望者が、相互理解のための交流事業を地域

ップで紹介、コーディネートしてくれる。その

宅取得に伴い住宅用地を売買によって取得

と行政が共働して実施している。

した場合など条件がある）
。

地域支援課

0565・34・6629

0565・34・6728

定住促進課

他「住まい」
「 稼ぎ」
「 暮らし」などに関する相
談のほか、いなかとまちの企業や団体をつな
ぐ、コーディネートなども行っている。

道路や公園が不足していたり、宅地の形状

Shimoyama Area

が不整形で宅地としての土地利用上好ましく
ない場所を上下水道や道路、公園など公共施
設の整備と同時に個々の宅地まで含め整備す
る総合的なまちづくり。これによってできた宅
地で便利で快適な暮らしをすることができる。

豊田花園土地区画整理事業
事業面積：22.5ha／計画戸数：636戸
分譲宅地予定数：33区画
（2025年3月完了予定）

豊田寺部土地区画整理事業
事業面積：20.9ha／計画戸数：629戸
分譲宅地予定数：24区画
（2023年3月完了予定）

区画整理支援課
市街地整備課

0565・34・6769
0565・34・6675

おいでん・さんそんセンター いなか暮らし総合窓口
足助町宮ノ後26-2（足助支所2 階）
0565・62・0610

注：分譲宅地等予定数は2021 年1 月末現在の情報です。

各 地 区 の 制 度

市街化調整区域内
地区計画制度

足助地区

稲武地区

旭地区

定住促進等の都市活力の維持・増進を目的

まずは暮らしを体験

農業をしながら暮らしを体験

仕事を紹介！

とした秩序ある開発行為を許容する制度。市

里山くらし体験館 すげの里

帰農者滞在施設

小仕事情報バンク制度

旺盛な宅地需要等の社会情勢に対応し、

豊田市山村地域等
空き家再生事業補助金
空き家情報バンク制度により、賃貸または
売買契約が成立した空き家に対し、改修に
必要な経費の一部を補助する（改修経費の

8/10。上限100 万円）。
地域支援課

街化調整区域において、良好な住宅地として

山村地域の
空き家情報
バンク

0565・34・6629

豊田市空き家
情報バンク登録促進
事業補助金

都市計画課

0565・34・6620

太陽光発電・地中熱利用・間伐材を利用し

自然豊かな稲武地区で、農業をしながら
いなか暮らしの体験がで

旭地区への U ターンや I ターン者をはじめ、旭

先駆的な公共施設。宿泊もでき、様々な里山

きる。移住を考えている

地区内において仕事を探している全ての方を

暮らしの体験拠点として

方はぜひ利用してみよう。

対象に大小いろいろな求人情報や、人づてで

利用できる。

稲武支所

すげの里

0565・82・2511

下山地区

修理、修景の費用補助

豊田市空き家情報登録制度により登録さ

賃貸または購入を希望する山村地域等の
空き家の情報を、田舎暮らしを希望する方に

不要な家財道具などの運搬および処分に要

提供する。田舎暮らしをしたいと思っている方

する費用の一部を補助する。
（ 片付け費用の

は要チェック。

8/10。上限20万円）。

豊田市伝統的建造物群
保存地区修理修景
事業補助金
豊田市足助伝統的建造物群保存地区にお
いて、修理、修景の基準を満たす工事を実施

0565・34・6629

しか知りえない小仕事情報をファイルに集約
しており、希望者に就労先を見つける支援を

0565・69・1622

足助地区

空き家情報バンク

小仕事情報バンク「あさひワークナビ」では

た薪ボイラ−など自然エネルギ−を導入した

注：2020年10月現在の情報です。

れる空き家の所有者に対して、空き家にある

地域支援課

新たな宅地を供給。

●西中山東宮前地区計画（約7.9ha）
●西中山三ツ田地区計画（約1.1ha）
●東保見根川地区計画（約3.4ha）
●平戸橋波岩地区計画（約7.4ha）
●桝塚東町東郷前地区計画（約2.0ha）

している。
旭支所

0565・68・2211

下山地区の移住・定住促進をサポート

里楽暮住しもやま会
（

り

ら

っ

く

す

）

里楽暮住しもやま会は、地域の活性化や移
住・定住促進を目的に、
地域住民を主体として
構成された組織。
空き家・空き地の発掘や、
下
山の魅力を発信するイベントを開催している。
下山支所

0565・90・2111

する場合に、費用の補助を行う。伝統的建造
こちらでも
情報が見れる

物の修理の場合は、外観および構造にかかる
費用の8/10
（上限5,000 万円）を補助。伝統的
建造物以外の修景の場合は、外観にかかる費
用の6/10
（上限500万円）を補助。
文化財課足助分室
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0565・62・0609
14

ず

っ

と

た い ま ち 、
み
住
豊

田

市

もっと詳しく

住みやすさを紹介！
ウェブサイトや動画でも豊田市の暮らしやすさを紹介している。
より詳しい情報はこちらで確認しよう

豊田市への
アクセス

ファースト暮らすとよた

とよたで暮らソング

名古屋から
名古屋駅から地下鉄東山線▶伏
見駅で地下鉄鶴舞線▶赤池駅で
名鉄豊田線へ相互乗り入れ▶豊
（電車） 田市駅
所要時間：約55分
名鉄名古屋駅から名鉄名古屋本
線▶知立駅で名鉄三河線▶豊田
市駅
所要時間：約55分

都市機能が集中する都会と、自然が

豊田市の魅力を PR

豊かな田舎が、近くてバランスよく共存
するまち豊田市。中核市幸福度ランキン

初めての子育てにドキドキの新人ママ

JR 中央本線高蔵寺駅から愛知環
状鉄道▶新豊田駅
所要時間：約36分

グ3 度連続 1 位であるほど、暮らしやすさ

「ニューマミー」、新しい暮らしにワクワク

が充実していて様々なサポートがいっぱ

の新婚「MEOTO（めおと）」、青春まっただ

い。生涯を通じて豊かな暮らしが送れる

中の学生「スクールガール」が、それぞれ

東名高速道路豊田ICを下車
所要時間：約40分

のはもちろんだが、子育てしやすい環境

の立場で、それぞれの暮らしやすさを、ゆ

はスペシャルだ。ずっと「こんなまち住ま

るくてかわいいラップ調の歌にのせて紹

ない訳にはいかないでしょ！」と思っても

介。一度聴いたら、つい口ずさんでしまう

らえる豊田市であり続けたい。

かも。
PR 動画はこちらから。

（ 車 ） 伊勢湾岸自動車道豊田南・豊田
東ICを下車
所要時間：約45分
東海環状自動車道豊田勘八・豊
田松平・豊田藤岡ICを下車
所要時間：約50分

中部国際空港から
中部国際空港駅から名鉄空港線
▶神宮前駅で名鉄名古屋本線▶
知立駅で名鉄三河線▶豊田市駅
（電車） 所要時間：約1時間20分

らしく暮らしたい！」を応援するため、た
くさんの豊田市の魅力を紹介している。

https://www.youtube.com/
watch?v=C-ncqauXS20&
feature=youtu.be

情報満載のサイトはこちら

https://1stkurasu-toyota.com

中部国際空港▶名鉄豊田市駅前
まで直通
所要時間：約1時間25分
（空港バス）
※市内での移動はとよたおいでんバス、
地域バスをご利用ください。Google
マップでの検索も可能です。

住まいに関するご相談は
豊田市 定住促進課へ
豊田市 都市整備部 定住促進課
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60

「ずっと住みたいまち、豊田市」は2020
年10 月時点の情報です。今後変更の可
能性もありますのでご確認ください。
また、それぞれの施設やイベントに
関しては、開催の有無、営業時間を
ご確認ください。

