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　２週間に渡るまつり期間中、市内外から１万３千人を超える多くの来場者が訪れました。
　地域の皆様による出店をはじめ、ノルディックウォーキングや写生大会などの催しも開催され、大変賑わいました。

　車両と歩行者がそれぞれ安全に通行
できるよう進めてきた、市道藤岡田中二
反田線道路改良工事及び飯野新橋歩道
橋が完成し、令和４年６月13日から供用
を開始します。
　歩道橋に設置する橋名板の題字は、
飯野小学校６年の田口さん、生田さん、
勝上さんが書字しました。

歩道橋が完成しました
飯野新橋 歩道橋

6.13（月）

皆さんの情報を
お待ちしております！ 〈ホームページ〉

http://www.city.toyota.aichi.jp
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※「ふじおか支所だより」のカラー版が

豊田市ホームページ⇒市政情報⇒地域振興部⇒藤岡支所でご覧になれます。

▶人口：19,218人（前年同月比：−73人）　
▶世帯数：7,398世帯（前年同月比：+92世帯）
▶交通事故発生件数：３件（累計：３件）
▶犯罪発生件数：１件（累計：１件）
▶火災発生件数：０件（累計：０件）
※人口、世帯数：令和４年４月１日現在
※事故等発生件数：令和４年４月発生分
※累計：令和４年４月 1 日～令和４年４月 30 日

豊田市藤岡地区のゆるキャラ
藤っ子　ふうちゃん

藤岡地区データ

※カラー版は
　こちらから確認

お知らせ

｢国などの行政困りごと相談｣を行います
◯とき　７月20日（水）午後１時30分～３時30分　◯
ところ　藤岡交流館小会議室　◯相談内容　保険年金、
国税、登記、消費者保護、国の行政機関等の窓口サービ
スなどについての意見・要望や苦情など　◯相談員　豊
田市行政相談委員２名　◯その他　予約不要　無料　秘
密厳守　◯問合せ　市民相談課

はじめての読書かんそう文　書き方教室
◯とき　７月30日（土）午前10時～正午　◯ところ
藤岡交流館 多目的ホール　◯内容　感想文を書くため
の種を集める　◯対象　小学校１、２年生とその保護者 
◯定員　抽選15組30人　◯持ち物　筆記用具、読書感
想文を書きたい本　◯申込み　７月17日（日）までに
電話または豊田市中央図書館４階総合案内に直接（当選
者には７月21日（木）までに電話で連絡）

親子リトミック教室
◯とき　８月から11月までの毎週木曜日　午前10時30

分～11時15分　◯場所　藤岡ふれあいの館　◯内容
ピアノを使ったリズム遊びや読み聞かせと製作遊び等を
行う　◯対象　６か月以上の未就園児とその保護者　◯
定員　先着15組　◯参加費　600円／回　◯申込み
７月13日（水）午前９時から窓口または電話

※朝市に出店希望の方は、広場まで問合せ
７月石畳朝市
◯とき　７月２日（土）午前10時～正午　◯内容　ス
テージ、広場（フリーマーケット、屋台）、マレットゴ
ルフ大会、季節足湯『びわ湯』
８月石畳朝市はお休みです
※８月６日季節足湯『ミント湯』は実施

ベビーヨガ
◯とき　６月22日（水）午前10時15分～11時15分　
◯対象者　３か月～１歳３か月の子と親　◯定員　先着
15組　◯申込み　受付中
健康相談・身体測定
◯とき ６月23日（木）午前９時30分～11時　◯対象
者　未就園児　◯定員　先着25人　◯申込み　受付中

豊田市中央図書館から（☎32・0717）

藤岡ふれあいの館から（☎75・2105）

市民相談課から（☎34・6626）

石畳ふれあい広場から（☎76・6577）

飯野子育て支援センターから（☎75・1236）

藤岡北部の石畳町には一度に約35人が入れる
東海地区最大級の無料の足湯があります。
６月～９月の夏期間は午後７時まで延長営業します。

『石畳ふれあい広場』においでん
石畳ふれあい広場からのお知らせ

★季節足湯で
　癒しの効果UP！
　朝市の日（第１土曜日）と
　第３水曜日に実施

«SDGsポイント»
貯まる：施設に来場で５P
使える：40Pでオリジナルタオルと交換

★朝市ゆるキャラ『だたみん』が
　Instagramはじめました！

ふじまつり
ふじの回廊

4.23（土）～5.8（日）

«魅力いっぱいの石畳朝市»
毎月第１土曜日午前10時～正午  ※８月と１月休み
★季節足湯　★SDGsポイントが２倍！
★ふじバスで来場された方には粗品を
　プレゼント‼
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地域課題解決事業 今年度に取り組む事業をご紹介します
　地域課題解決事業とは、住みやすい地域づくりのために、地域で共通認識された課題の
解決策を市の施策に反映させ、効果的に地域課題を解消するための仕組みです。
　藤岡地域会議と藤岡南地域会議は、それぞれの地域課題を抽出し、具体的な解決策の事
業化に向けて検討を重ね、来年度は合計５つの事業に取り組みます。

　豊田市消防団は、４月17日に「災害支援機能別団員」の任命式を行いました。当日は、藤岡地区で
活動を始める20人のうち10人が参加しました。
　豊田市消防団は、災害時の対応力を強化するため、2010年に災害支援機能別団員の制度を導入しま
した。市内10地区のうち、機能別団員が配備しているのは藤岡で７地区目となります。

　豊田市消防団第５方面隊（藤岡地区・藤岡南地区）では、消防団員を募集しています。
　消防団に入団すると、防火防災に関する知識や技術が身につき、地域や家族を守るスキルを磨く
ことができます。また、地域行事への参加を通して、顔馴染みも増えると同時に、有事の際の情報
収集にも役立ちます。
○消防団の主な活動内容
　１　災害時の活動…消火活動時における消防署員の補助、
　　　　　　　　　　台風や地震発生時の活動
　２　平常時の活動…火災警戒の広報活動、災害想定訓練、
　　　　　　　　　　市や地域行事の参加
○消防団の処遇
　出動報酬（災害・警戒出動、訓練等出動）の支給、
　作業服・編上げ靴・ヘルメット等の被服を貸与
○消防団の任命要件
　豊田市内に在住、在勤又は通学者で、年齢が満18歳以上の方
問合せ　豊田市消防本部 総務課 消防団担当　電話35−9717

課題：地域によって災害時の課題が異なっている
ため、それぞれの地域性にあった効果的な
防災対策が必要である。

目的：藤岡地域内で効果的な防災対策が実施され、
住民の防災に対する意識を高める。

取組：【１年目：御作小学校区、２年目：石畳小
学校区、３年目：飯野小学校区】
①防災に関する住民アンケートの実施
②防災コーディネーターによる防災診断
③防災ワークショップの開催
④学校区別防災カルテ作成
⑤防災カルテ説明会の開催
⑥防災講演会の開催
⑦石畳小学校区のフォロー
　アップ
⑧47豪雨災害から50年イベントの開催

安心・安全な防災事業（藤岡・３年目）
課題：災害時の体験不足から、いざという時に行

動できるかといった不安を抱える住民が多
い。また、災害時の備えが不十分であるた
め、災害時の行動、避難所生活に支障をき
たす住民が多い。

目的：災害時に行動ができる住民を増やし、防
災・減災に対する地域力を向上させる。

取組：①指定避難場所開設・運営に関する研修
②指定避難場所の開設・運営体験訓練
③防災住民アンケートの実施
④47豪雨災害から50年イベントの開催

災害時に行動できる人材育成事業（藤岡南・３年目）

課題：日常生活の中で、自ら実践でき
る健康づくりの環境が整ってい
ない。

目的：健康づくりに取り組める環境を
整備する。

取組：地域の自主グループへの講師の
派遣

健康づくり事業（藤岡・藤岡南合同・14年目）
課題：藤岡地区の一部では、人口減少や少子化が進み地域活

力が低下しているため、地域資源を最大限に活用し、
観光によるまちづくりを進め、地域の活性化を図る
必要がある。

目的：藤岡・藤岡南地区を訪れる観光客の増加により、地域
の活性化を図る。

取組：①2019年度企画（カヌー、BBQ）
　　　　体験メニューの支援

②ふじおか体験メニューパンフレッ
　トの作成・PR

ふじおか回遊促進事業（藤岡・藤岡南合同・５年目）

課題：石畳ふれあい広場の利用者数の推移は、2010年の68,747人をピークに年々減少傾向にあるため、
利用者減少を食い止める必要がある。また、藤岡地区は人口減少や高齢化が進み、地域住民で構
成される施設管理者だけでは、魅力ある観光まちづくりに取り組むには限界がある。

目的：石畳ふれあい広場の魅力にさらなる価値を加えることで、将来にわたって地域住民や地区外の人
にも活用され、親しまれる空間に発展させることを目的とする。

取組：①マレットゴルフ場整備の検討
②景観づくりとしての植樹・伐採
③足湯魅力向上事業
④朝市魅力活性化事業
⑤県緑化センターにおけるPR・効果検証

石畳ふれあい広場魅力向上事業（藤岡・藤岡南合同・１年目）

にも活用され、親しまれる空間に発展させることを目的とする。

豊田市における過去の災害
～平成12年９月東海豪雨～

昭和47年7月
豪雨災害から50年

特別連載企画

防災コラム②
　平成12年９月11日から翌12日にかけて、秋雨前線と台
風14号の影響により、48時間降水量で平年の年降水量の
1/3を超える記録的な豪雨となり、各地で堤防の決壊や河

川の越水による浸水、土砂災害が発生し、豊田市（合併市町村含む）の人的
被害は死者１名、建物被害は全半壊16棟、床上・床下浸水739棟となりま
した。

災害支援機能別団員の任命式が行われました

消防団員として、一緒に地域・家族を守りませんか？

今年度のわくわく事業を紹介します

「活力ある地域核の実現と自然を感じながら安心して暮らせるまちづく
り」をテーマに平成11年の団体設立以来、里山整備や水辺愛護、地域イ
ベントの開催などの活動を実施しています。
具体的には、ふれあいフェスタへの出店や、藤岡音頭、出前講座などの
事業、飯野こども園西側斜面への花桃等の植樹を実施しています。

藤岡飯野地区まちづくり協議会「藤岡飯野地区まちづくり事業」（藤岡地区）

【代表コメント】この地域が、活力ある良好な環境を整えた快適な「まち」となることを目的に、「自然環
境の保全・藤岡音頭の保存と継承・ふれあいフェスタ出店」の活動をしています。本年度は環境保全を充
実させます。また、藤岡音頭夏祭りは、新型コロナウイルス拡大防止のための影響を受けることがあるか
とも思いますが、今後とも、皆様方のご支援を賜りますようお願い申し上げます。　（代表　勝上隆裕）

浸水した県道豊田明智線
出典：愛知県HP
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風14号の影響により、48時間降水量で平年の年降水量の
1/3を超える記録的な豪雨となり、各地で堤防の決壊や河

川の越水による浸水、土砂災害が発生し、豊田市（合併市町村含む）の人的
被害は死者１名、建物被害は全半壊16棟、床上・床下浸水739棟となりま
した。

災害支援機能別団員の任命式が行われました

消防団員として、一緒に地域・家族を守りませんか？

今年度のわくわく事業を紹介します

「活力ある地域核の実現と自然を感じながら安心して暮らせるまちづく
り」をテーマに平成11年の団体設立以来、里山整備や水辺愛護、地域イ
ベントの開催などの活動を実施しています。
具体的には、ふれあいフェスタへの出店や、藤岡音頭、出前講座などの
事業、飯野こども園西側斜面への花桃等の植樹を実施しています。

藤岡飯野地区まちづくり協議会「藤岡飯野地区まちづくり事業」（藤岡地区）

【代表コメント】この地域が、活力ある良好な環境を整えた快適な「まち」となることを目的に、「自然環
境の保全・藤岡音頭の保存と継承・ふれあいフェスタ出店」の活動をしています。本年度は環境保全を充
実させます。また、藤岡音頭夏祭りは、新型コロナウイルス拡大防止のための影響を受けることがあるか
とも思いますが、今後とも、皆様方のご支援を賜りますようお願い申し上げます。　（代表　勝上隆裕）

浸水した県道豊田明智線
出典：愛知県HP
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　２週間に渡るまつり期間中、市内外から１万３千人を超える多くの来場者が訪れました。
　地域の皆様による出店をはじめ、ノルディックウォーキングや写生大会などの催しも開催され、大変賑わいました。

　車両と歩行者がそれぞれ安全に通行
できるよう進めてきた、市道藤岡田中二
反田線道路改良工事及び飯野新橋歩道
橋が完成し、令和４年６月13日から供用
を開始します。
　歩道橋に設置する橋名板の題字は、
飯野小学校６年の田口さん、生田さん、
勝上さんが書字しました。

歩道橋が完成しました
飯野新橋 歩道橋

6.13（月）

皆さんの情報を
お待ちしております！ 〈ホームページ〉

http://www.city.toyota.aichi.jp

編集・発行／豊田市役所藤岡支所／毎月15日発行／〒470-0493  愛知県豊田市藤岡飯野町田中245／☎0565・76・2101
                E-mail ： fujioka-shisho@city.toyota.aichi.jp
※「ふじおか支所だより」のカラー版が

豊田市ホームページ⇒市政情報⇒地域振興部⇒藤岡支所でご覧になれます。

▶人口：19,218人（前年同月比：−73人）　
▶世帯数：7,398世帯（前年同月比：+92世帯）
▶交通事故発生件数：３件（累計：３件）
▶犯罪発生件数：１件（累計：１件）
▶火災発生件数：０件（累計：０件）
※人口、世帯数：令和４年４月１日現在
※事故等発生件数：令和４年４月発生分
※累計：令和４年４月 1 日～令和４年４月 30 日

豊田市藤岡地区のゆるキャラ
藤っ子　ふうちゃん

藤岡地区データ

※カラー版は
　こちらから確認

お知らせ

｢国などの行政困りごと相談｣を行います
◯とき　７月20日（水）午後１時30分～３時30分　◯
ところ　藤岡交流館小会議室　◯相談内容　保険年金、
国税、登記、消費者保護、国の行政機関等の窓口サービ
スなどについての意見・要望や苦情など　◯相談員　豊
田市行政相談委員２名　◯その他　予約不要　無料　秘
密厳守　◯問合せ　市民相談課

はじめての読書かんそう文　書き方教室
◯とき　７月30日（土）午前10時～正午　◯ところ
藤岡交流館 多目的ホール　◯内容　感想文を書くため
の種を集める　◯対象　小学校１、２年生とその保護者 
◯定員　抽選15組30人　◯持ち物　筆記用具、読書感
想文を書きたい本　◯申込み　７月17日（日）までに
電話または豊田市中央図書館４階総合案内に直接（当選
者には７月21日（木）までに電話で連絡）

親子リトミック教室
◯とき　８月から11月までの毎週木曜日　午前10時30

分～11時15分　◯場所　藤岡ふれあいの館　◯内容
ピアノを使ったリズム遊びや読み聞かせと製作遊び等を
行う　◯対象　６か月以上の未就園児とその保護者　◯
定員　先着15組　◯参加費　600円／回　◯申込み
７月13日（水）午前９時から窓口または電話

※朝市に出店希望の方は、広場まで問合せ
７月石畳朝市
◯とき　７月２日（土）午前10時～正午　◯内容　ス
テージ、広場（フリーマーケット、屋台）、マレットゴ
ルフ大会、季節足湯『びわ湯』
８月石畳朝市はお休みです
※８月６日季節足湯『ミント湯』は実施

ベビーヨガ
◯とき　６月22日（水）午前10時15分～11時15分　
◯対象者　３か月～１歳３か月の子と親　◯定員　先着
15組　◯申込み　受付中
健康相談・身体測定
◯とき ６月23日（木）午前９時30分～11時　◯対象
者　未就園児　◯定員　先着25人　◯申込み　受付中

豊田市中央図書館から（☎32・0717）

藤岡ふれあいの館から（☎75・2105）

市民相談課から（☎34・6626）

石畳ふれあい広場から（☎76・6577）

飯野子育て支援センターから（☎75・1236）

藤岡北部の石畳町には一度に約35人が入れる
東海地区最大級の無料の足湯があります。
６月～９月の夏期間は午後７時まで延長営業します。

『石畳ふれあい広場』においでん
石畳ふれあい広場からのお知らせ

★季節足湯で
　癒しの効果UP！
　朝市の日（第１土曜日）と
　第３水曜日に実施

«SDGsポイント»
貯まる：施設に来場で５P
使える：40Pでオリジナルタオルと交換

★朝市ゆるキャラ『だたみん』が
　Instagramはじめました！

ふじまつり
ふじの回廊

4.23（土）～5.8（日）

使える：40Pでオリジナルタオルと交換

«魅力いっぱいの石畳朝市»
毎月第１土曜日午前10時～正午  ※８月と１月休み
★季節足湯　★SDGsポイントが２倍！
★ふじバスで来場された方には粗品を
　プレゼント‼


