
「子ども達に普段なかなか行けない地域で体験活動をさせた
い 」と考え、「おいでん・さんそんセンター」に相談しました。 
当日は、午前１０時に出発しどんぐり工房で五平餅づくり、そ
の後おいでん・さんそんセンターで紹介された大野瀬川での
川遊びやとうもろこしのもぎ取り体験をしました。 

○予算 
 バス代 32,000 円(25,000 円車両補助金、残りは会費) 
 体験料  58,500 円(一人あたり 1,500 円)        
  計  90,500 円 

豊田市子ども会 

車両補助金の手引き 
貸切バス等を利用した遠足を検討されている 

子ども会はぜひ利用してみてください 
豊田市地域子ども会活動における車両補助金を利用する際の留意点について掲載してあ
ります。 
※車両補助金は、利用を希望する子ども会のみ申請が必要です。 

目次 
■車両補助金とは（１ページ） 
■車両補助金の交付額（１ページ） 
■申請から実績報告までのイメージ（１ページ） 
■年度途中の申請（１ページ） 
■申請の取下げ（１ページ） 
■対象施設について（２ページ） 
■申請・申込に必要な書類等（２ページ） 
■申請の留意点（３ページ） 
■活動中止・変更による補助金返還について（３ページ） 

※車両補助金に関する連絡・問合せ（令和５年３月まで）次世代育成課    電話 ３４－６６３０ 
（令和５年４月から）こども・若者政策課 電話 ３４－６６３０ 

 
 
 
（例）＜双美子ども会（子ども３９人参加）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 (上)五平餅づくり体験、(下)川遊び体験 

 車両補助金を利用して体験活動をした子ども会の様子 

○行程 桑原公園出発→どんぐり工房→大野瀬川→ 
       →どんぐり道の駅→桑原公園到着・解散 
 

 地域の人が 

教えてくれる！ 

 

 
施設の人がやり方を教えてく

れて、あとは子どもたちが協

力して五平餅を作った 

 

希望する子ども会のみ 
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■車両補助金とは 
豊田市は、子ども会が市内公共施設で行う活発な体験活動をサポートするため、子ども会
活動の交通費に対する補助制度を用意しています。市内の対象施設での活動で使用するバ
ス、レンタカーなどの借上げ費用に対し補助金を交付します。 

■車両補助金の交付額 
 バス、レンタカー等借上げ料金の８０％ 複数台数可（上限 ５０，０００円） 
 
    
                                    
     
  子ども会負担は１万円のみ  
 
■申請から実績報告までのイメージ 
 
 
 
 
 
 
■年度途中の申請 
◆年度途中に車両補助金を申請する場合 

・市の予算の範囲内で随時先着受付です。 
・車両補助金の利用が決まった時点で、一度、こども・若者政策課（電話 34-6630）にご連絡下さい。 
・年度途中用の様式で申請してください。様式はこども・若者政策課から送付します。 

■申請の取下げ 
◆４月申請した分を、取下げる場合 

・申請を取下げる場合は、こども・若者政策課（電話 34-6630）にご連絡ください 
（参考）総合野外センター利用当選による車両補助金の申請取下げについて 

※野外センターをご利用の際は、同センターの無料バスをご利用いただけます。 
 “総合野外センターの利用に当選した”などの理由で、車両補助金での事業をやめる（申請を取下げ
する）場合に５月２６日（金）までにこども・若者政策課（電話 34-6630）に連絡してください。 
 
 
 
 
 
※野外センターの利用は利用抽選会が初日の受付および抽選となります。以降の申し込みは各利用抽選

会の２日後の火曜日より電話で受付します。 
 
 

参考：令和４年度総合野外センター申込開始日（抽選日） 

総合野外センター利用月 申込開始日（抽選日） 抽選場所 

４月～６月 1 月 22 日（日）：終了 － 

７月～１０月 4 月 23 日（日） 総合野外センター 

１１月～翌年３月 8 月 27 日（日） 総合野外センター 

 

【車両補助金に関する連絡・問合せ】こども・若者政策課 電話 ３４－６６３０ 
【総合野外センターに関する問合せ】総合野外センター 電話 ５８－１３８８ 
 

補助金 
４万円 

子ども会 
負担額 
１万円 

 
バス代が 
５万円の場合… 

車両負担例（イメージ） 

子ども会で 

指定施設で活動

するために 

バスを借りたい 
 

日時・借りる 

台数等決める 

子ども会は 

業者(旅行代理

店、バス会社

等) 

に連絡して、 

バスを借りる 

見積書を貰う 

補助金 

申請 
 

今年４月 

or 

年度途中 

審査 

決定 

通知 

発送 

入金 

7 月

頃 

実績報告 

提出 

 

来年４月 
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■対象施設について 
市内指定施設は別紙一覧のとおり。掲載施設以外で活動を希望される場合は、こども・若
者政策課にご相談ください。（こども・若者政策課 電話 34-6630） 

おいでん・さんそんセンターのご紹介 
おいでん・さんそんセンターとは都市と山村の交流をコーディネートする豊田市の取組です。 
交流に関する市民等からの相談、問合せ、受付、取次ぎなど、交流・連携のコーディネートを行います。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■申請・申込に必要な書類等   
・４月に申請の場合 【申込み多数の場合は抽選（１団体につき年度内１回を限度、複数台数可）】 

必要書類 作成する人 提出方法 
市補助金申請書類 
車両補助金事業計画書 

新会⾧ 活動費補助金のエクセルファイルの「（支出）車
両補助金」のシートに入力し、あいち電子申請・
届出システムを用いて提出して下さい。 見積書 業者(旅行代理

店、バス会社等) 

・６月以降年度途中申請の場合 【予算の範囲内で先着順。申請前にこども・若者政策課へご相談ください】 

必要書類 作成する人 提出方法 
補助金計画変更 
申請書 

新会⾧ こども・若者政策課へ相談後、年度途中用の様式で
申請してください（様式はこども・若者政策課から
送ります）。 
開催する１か月前までに書類をこども・若者政策課
へご提出ください 

請求書 新会⾧ 
見積書 業者(旅行代理

店、バス会社等) 

・実績報告  ＊車両補助金実績報告は、活動費補助金の実績報告と一緒にご提出ください 
必要書類 作成する方 提出方法 
実績報告書 新会⾧ 活動費補助金エクセルファイルの「（支出）車両補

助金」のシートに入力し、あいち電子申請・届出シ
ステムを用いて提出して下さい。 

領収書 業者(旅行代理
店、バス会社等) 

 

【おいでん・さんそんセンターに関する問合せ】 
電 話 ０５６５－６２－０６１０（平日８ ３０ １７ ００） 
ＦＡＸ ０５６５－６２－０６１４ 
Mail sanson-center@city.toyota.aichi.jp 
住所 豊田市足助町宮ノ後２６－２（豊田市役所足助支所２階） 

 

要望を伝えてみよう 例えば… 

農 業 体 験 ○さつまいもの収穫をさせたい。 

林 業 体 験 ○間伐体験をさせたい。 

食 の 体 験 ○五平餅づくりをさせたい。 

自 然 体 験 ○マス釣り体験をさせたい。 

ものづくり体験   ○紙すきを体験させたい。 
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■車両補助金申請の留意点 
・補助金の申請を提出する際には、必ず業者（旅行代理店、バス会社等）に見積書の作成を 
 依頼してください。 
・市ではバス会社等の斡旋はしていません。各子ども会で車両を借りる手配をしてください。 
・バスを複数台数借りた場合でも、補助率は料金の８割（上限５万円）を補助します。 
 
 
 
 
 
・大人の付き添い人数は、子どもの補助のために必要最低限の人数にしてください。 
・市内の体験活動を対象にしていますので、市外での活動は対象外です。 
・公共交通機関の料金は車両補助金の対象外です。おいでんバス運賃も対象外です。 
・車両補助金は、バス、レンタカーなどの借上げ費用に対する補助金です。活動費（入館料、

施設使用料等）は、活動費補助金でご申請ください。 
・車両補助金の補助率を超えた分の料金は、活動費補助金の補助対象経費に含むことはでき

ません。 
 
■活動中止・変更による補助金返還について 
・活動が中止（変更）の場合、速やかにこども・若者政策課へご連絡ください。補助金の 

返還が必要です。返還は翌年４月に実績報告を提出後、こども・若者政策課が返還手続き 
の書類を郵送します。 

・キャンセル料は補助金の対象外です。（コロナ禍による影響で中止の場合は、特例あり。） 
・見積書金額（使用前）と比べ、領収書金額（使用後）が少ない場合、補助金を返還して 

いただく可能性があります。こども・若者政策課までご連絡ください。 
 
下記の場合、こども・若者政策課へご相談ください（℡34-6630）。 
・夏休み前等、早期に活動を行う場合。（まとまったお金がすぐ必要な場合） 
・有料道路の使用料や駐車料金等が生じた場合。（補助対象経費となるか判断します） 
・複数の子ども会により合同でバスを借りる場合。（申請方法についてアドバイスします） 

（例）バス２台を借りた場合 
   バス単価 32,500 円×2 台＝65,000 円 
   バス代金 65,000 円×補助率 80％＝52,000 円だが、 
   補助金は上限 50,000 円のため、50,000 円を補助金申請 



№ 施 設 名 内   容 定員 費用 申し込み 開館時間 休   日 地域 連絡先 バスP その他

1 小原和紙のふるさと
豊田小原和紙鑑賞、和紙すき体験(うちわづくり
等)

80名程度

和紙漉き体験
 1人1,000円 1,500円（税込み）20人以上団体
割引あり
小原和紙美術館見学 200円（中学生以下は無
料）

要予約（随時受付） 9 00-16 30
月曜日(祝日開館)
年末年始

小原 65-2151 ○
絵すき、絵すきうちわの受付は午後3時ま
で。体験後約1時間で持ち帰りできる。

2 三州足助屋敷
昔の手仕事体験(機織り、藍染め、篭屋、五平餅づ
くり等)

各体験ごとに定員あり（3名定員の講座から30名定員
の講座まで）。
五平餅づくりは10名以上より受付

竹ひごコースター3枚1,500円 
藍染めハンカチ800円 
その他

当日可（予約優先）
※五平餅づくりは3日前までに要予約
※その他、要予約の体験も有り

9 00-17 00

木曜日(祝日の場合は開館でその翌日が休館）
※ただし、11月は木曜日も営業
※11月前後は混雑する為、一部体験はお休み
年末年始

足助 62-1188 ○
各体験の受付は午後3時半まで
専用の駐車場がない為、香嵐渓駐車場に駐
車

3 香恋の館 ポプリクラフト体験
ポプリクラフト体験 20名程度
（※20名以上は要相談）

ポプリクラフト体験 1商品 1,100円 要予約（随時受付）
10 00-17 00
（※1月 3月は、16:00まで）

火曜日(祝日の場合は開館でその翌々日が休館)
年末年始

下山 90-4120 ○

4 手づくり工房山遊里
ソーセージ作り
①１０時 ②１２時 ③１４時 

上限36名
1kg(2 3人程度)3,300円
2kg(5 6人程度)6,600円
団体(10名以上)1人1,320円（ｼﾞｪﾗｰﾄ付）

予約優先
10 00-17 00
（※1月 3月は、16:00まで）

水曜日(祝日の場合は営業でその翌日が休業)
年末年始

下山 91-1186 ○

5 旭高原元気村
グルメ体験（うどん、ソーセージ、五平餅等）
クラフト体験（草木染め、竹細工等）
星空観測、牛とふれあい、森の環境学習等

各体験ごとに定員あり（15名定員の講座から36名定員
の講座まで）。※相談により調整可

各講座ごとに設定 2週間前までに予約 9 00-17 00
木曜日(祝日の場合は開館でその翌日が休館）
※ただし、春夏冬休みは木曜日も営業
年末年始

旭 68-2755 ○

6 どんぐり工房

稲武山里体験（味覚、工芸、自然、農業）。1日
過ごせるプログラムの組み合わせ可能。五平餅、
ピザ、ストラップ、シャワークライミング、散
策、米作り、いも堀り等

各体験ごとに定員あり。

味覚体験 1人1,500円（税込み） 
工芸体験 330円（税込み） 
自然体験については要相談
農業体験については要相談

申し込み、問合せは
どんぐり工房（83-3838）

9 00-17 00
木曜日（祝日の場合は開館でその翌日が休館）
年末年始

稲武 83-3838 ○ 駐車スペースあり

7
豊田市農林漁家高齢者セン
ター
（ハウスポニー）

ピザ窯・パン焼き、バーベキュー体験
石窯使用500円
バーベキューセット（鉄板・トング・コテ）１
セット300円など

公共施設予約システムでの予約受付
利用希望月の３か月前から予約開始

9:00-21:00
問合せは9 00-17:00

月曜日（祝日を除く）
年末年始（１２月２８日 １月４日）

稲武 82-2377 〇 駐車スペースあり

8 豊田市稲武郷土資料館 人形浄瑠璃の頭、歴史、民俗、自然の資料展示 入館料無料
申し込み、問合せは
豊田市稲武郷土資料館ちゅ ま（82-
3439）

9 00-16 30
月・金曜日（但し、冬期１２月２０日 ２月１
０日は休館）

稲武 82-3439 〇 駐車スペースあり

9 とよたエコフルタウン
ガイドツアー、各種次世代モビリティ試乗体験
（モビリティごとに試乗条件有。詳しくはHPをご
確認ください。）

80名
（80名以上は要相談）

無料
ＨＰにて前日17時までに予約、空きがあ
れば当日でも電話にて予約可

9 00-17 00
月曜日(祝日開館)
年末年始

崇化館 77-5669 ○
マイクロバスは敷地内に駐車可
大型バスは敷地外に駐車

10 とよた科学体験館 プラネタリウム、サイエンスショー、展示等 各体験ごとに定員あり。要相談。

プラネタリウム 大人（大学生 ）300円、子ど
も（4歳 高校生）100円
ミニワークショップ100円、
サイエンスホール入館及びサイエンスショーは無
料

要電話予約 9 00-17 00
月曜日(祝日開館)
年末年始

朝日丘 37-3007 ○ バス駐車場は事前に予約必要

11 豊田市美術館

現代美術・漆工芸・デザイン作品などの鑑賞。レ
ストラン、ミュージアムショップ、茶室有。作品
ガイドボランティアによるギャラリーツアーの開
催は、美術館WEBサイトからご確認ください。

常設展（企画展等を除く） 一般300円、高校・
大学生200円、中学生以下無料

20名以上の団体は、2週間前までに予約
10 00-17 30
（入場は17 00まで）
茶室 11 00-16 00

月曜日(祝日開館)
年末年始
展示替え等の期間

朝日丘 34-6610 ○ バス駐車場は事前に予約必要

12 防災学習センター 地震、暴風、消火、煙脱出、１１９番通報体験等
団体については、10名以上から受付（状況により要相
談）

無料 要予約（随時受付可） 9 00-16 30
月曜日(祝日開館)
年末年始

朝日丘 35-9716 ○

13 自然観察の森
森や湿地等を活用した自然体験学習の実施 詳細
は自然環境学習プログラムを参照

70名程度まで（状況により要相談） 無料
電話で受入可能日時確認の上、1か月前ま
でに申請用紙にて予約。申請用紙は自然観
察の森のHPか直接施設で入手

9 00-17 30(4 9月)
9 00-16 30(10 3月)

月曜日(祝日開館)
年末年始

高橋 88-1310 ○ バスの駐車は、当日空きがあれば可能

14 豊田スタジアム
スタジアム見学（状況により要相談）
①１０時 ②１１時 ③１３時３０分 

10名以上より受付

Aコース 大人500円 子ども 100円
Ｂコース 大人800円
※未就学児は無料
※学校団体引率の教職員及び
看護師、同行される添乗員（ガイド）は無料

希望日の3ヶ月前の同日より2週間前まで
受付 HPお申し込みフォームより予約

開催日は、HP見学カレンダーにて確認（不規
則）

高橋 87-5200 ○
・EVでの案内が可能
・車イスの貸出あり（事前に要連絡）

15 鞍ケ池公園
観光牧場、動物園、植物園、芝生広場、プレイハ
ウスなど

一部有料（ボート、公園内バス等）
9 00-17 00
動物園は10 00-16 30

12月29日から12月31日
植物園、動物ふれあい広場は月曜休み

高橋 80-5310 ○
飲食場所に指定あり。
大型バスは、事前に予約必要（利用は平日
のみ、電話可）

16
豊田市環境学習施設eco－T
（エコット）

渡刈クリーンセンター見学、暮らしの環境学習
（ごみ分別ゲーム、エコ工作など要望に応じて体
験プログラムを企画します）

70名程度まで（内容による）
無料（ただし、エコ工作の講座の場合、実費程度
の負担の場合あり）

1か月前までに予約
（クリーンセンター見学のみの場合は2週
間前までに予約）

9 00-17 00
月曜日（月曜祝日の場合は開館でその翌火曜日
が休館）
5/3 5/5、年末年始

末野原 26-8058 ○
体験プログラムは相談のうえ、決定
バス2台駐車可

17 民芸館 見学、体験講座（絞り染め、陶芸など）、茶席有 講座によって異なるため事前に相談のこと
絞り染め1人1,000円 
陶芸1人700円  ※材料費込
見学無料（特別展を除く、別途相談）

1か月以上前に相談の上予約 9 00-17 00
月曜日（祝日開館）
年末年始

猿投台 45-4039 〇

対象施設一覧（令和５年１月時点）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容に変更が生じる場合があります。事前に施設に確認してください。


