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令和 3 年７ 
豊 市 政改 推進課

※本資料は、簡素で効率的な政府を実現するための 政改 の推進に関する法律（平成１８年法律第４７号）第５７条に基
づき、基本 等における市の出資（出捐） 率が２５％以上である法 や豊 市の事務事業と密接に関連した業務を実施し、
かつ、市が主導的役割を果たす法人等の概要を取りまとめたものです。 



令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和３年４ １ 時点

団体名 公益財団法 豊 市国際交流協会

代表者 

役職 氏名 最初の就任年  現任期 

理事  豊田彬子 平成１２年４ 
令和元年６ 21  から２年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時評
議員会の終結の時まで 

設 年   昭和63年 10月 1日 監督 政庁 愛知県政策企画局国際課 
所在地 愛知県豊田市小坂本町１番地25 郵便番号 471-0034 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tia.toyota.aichi.jp/ ＴＥＬ 0565-33-5931 
E ﾒｰﾙ tia@hm.aitai.ne.jp ＦＡＸ 0565-33-5950 

設  的

国際交流が活発で世界的 企業が 地する豊 市という都市の特性を かし、「国際化の主役は市 である」を理念
に、個性と活 にあふれた国際化推進活動を うことにより、「活 ある産業・豊かな 化・世界に広がる交流のまち」づく
り、多文化共生社会における市 間の相互理解及び市 の国際社会への参画の推進を図り、もって豊 市の国際化に
寄与することを目的とする。 

主な事業内容 

（１） 地域と諸外国との相互理解と友好親善を深めるための国際交流と国際協 に関する事業
（２） 地域の国際化を推進するための 材の育成と地域の市 活動等の 援に関する事業
（３） 外国人と共に暮らす多文化共生社会の実現に向けた事業 
（４） 国際交流・国際協 、多 化共 を推進するための情報を提供する事業

基本 の状況 役員等の状況 
合計 額 1,026,570,999円 理 事 
 内訳  定款等上の定数  5 人以上10人以内 
 No 出捐者  額(千円) 率(%) 任期  2 年 
 1 豊田市 1,000,000 97.412  現在員数  8 人 
 2  呂町団地 治区 21 0.002   うち常勤  1 人 
 3 東平和アパート自治区 24 0.002    うち市派遣  0 人 
 4 加茂川自治区 10 0.001    うち市ＯＢ  0 人 
 5 山ノ神自治区 10 0.001  常勤役員の平均年齢  59 歳 
 ６ 歩 者天国実 委員会 630 0.061  常勤役員の平均年収 1７,830千円 
 ７ ゼルコバゴルフ 200 0.019 監 事 
 ８ （株）善都 930 0.091  定款等上の定数  2 人 
 ９ 豊田中央ライオンンズクラブ 100 0.010  任期  4 年 
 10 豊田ルネッサンスクラブ 100 0.010  現在員数  2 人 
 11 豊田中ロータリークラブ 24,545 2.391 評議員人数  7 人 

職員の状況 
 正規職員 市派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計 

人数 ５ 1 0 3 5 14 
うち市ＯＢ 0 0 0 0 0 0 

正規職員の平均年齢 4５歳 正規職員の平均年収 5,462千円 
※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専 的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる 定の勤務条件で雇 している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を う者で、無期雇 契約を結んでいる場合をいう。

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合 は臨時の職に関する場合に任 する職員をいう（パートタイマーを含む。２か 以上連続して任 しない短期の者は除く）。

社団法人・財団法人用 
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 財務の状況                                                        （単位 千円、四捨五 ）
貸借対照表 収支計算書・正味財産計算書 

年度 元年度決算 ２年度決算 年度 元年度決算 ２年度決算 

総資産 1,134,771 1,135,195 （一
般
正
味
財
産
）

当期経常収益 49,871 57,893 

負 債 20,202 19,136 当期経常増減額 △14,756 1,490 

うち有利 負債 0 0 当期経常外増減額 0 0 

正味財産の部合計 1,114,569 1,116,059 
（指定正味財産） 
当期増減額 

0 0 

 豊 市の財政的関与の状況（令和2年度決算）                              （単位 千円、四捨五 ）
市補助 収  930 損失補償契約に係る債務残高 0 
市負担 収  0 市貸付 残  0 
市委託料等収  40,705 市 出運 財産（基 ） 0 

 豊 市関係事業の状況（令和２年度）
市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

該当なし 

市受託事業 
(施設管理以外) 

＜外国人おもてなし推進事業＞ 
 外国 住 を含む市 が主体となり、外国 に対しても 本 と区別なく対応できる 材の育成
 多言語ガイドボランティアの募集・登録・育成・派遣/多 語ガイドボランティアのケース別 動別マニュアル
等の作成/市 及び来訪外国 に向けた交流プログラムの提供（新型コロナウィルスの感染拡大のため希
望者なし）とイベント等の多言語情報の発信 
＜豊田市多文化共生推進事業委託＞ 
 外国 を含む市 の暮らしやすい社会の実現と持続可能な国際まちづくりの推進
  語保持教室の開催/外国人相談窓口の開設、通訳・翻訳支援/外国人防災関連研修等の開催/外
国人への教育支援/外国人向けの生活情報の発信 
 ＜国際理解・啓発事業委託＞ 
 国際交流への関わりの少ない市 や次代を担う どもたちを対象にした国際理解・啓発事業を通じ、市
全域において、国際化の進展に対応できる人材の育成 
 ナショナルデー/国際の日事業の開催/国際理解推進事業（こども国際クラブ、市内 中高特別支援学
校対象国際理解教育、参加型国際理解教育セミナー）の実施 
＜日本語学習支援事業委託＞ 
 とよた日本語学習支援システムを参考にした日本語教室の開催を通じ、外国人が生活に必要な日本語
を に付けるための教室を開催するとともに、地域内及び企業内 本語教室の開設・運営及び   
援、 材育成を う中で、学習者の 本語能 向上を 援
 日本語教室の開催/とよた日本語学習支援システムの運用 

市補助事業 

＜運営費補助 ＞
 （公財）豊 市国際交流協会の運営費のうち、市派遣職員（１名）の社会保険等事業主負担 
に対しての補助 
国際交流と国際協 に関する事業／ 材育成と市 活動 援に関する事業／多文化共生社会の
実現に向けた事業 

市負担事業（共催事業） 該当なし 
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令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和３年６月２５日時点 

団体名 
株式会社とよた山里ホールディングス 

代表者 
役職 氏名 最初の就任年月 現任期

代表取締役社長 礒谷 裕司 令和２年６月 令和２年６月 令和４年６月
設立年月日 平成２４年６月１日
所在地 愛知県豊田市足助町宮ノ後２９－１ 郵便番号 444-2424
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.asuke.aitai.ne.jp/~toyota-yamasato/ ＴＥＬ 0565-61-2811
E ﾒｰﾙ toyota-yamasato@asuke.aitai.ne.jp ＦＡＸ 0565-62-2833

設立目的 
当社は子会社４社『株式会社三州足助公社・株式会社どんぐりの里いなぶ・株式会社香恋の里・株式会社
旭高原』の株式の取得、所有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理することを目的とする。

主な事業内容 
各種企業に対する経営指導及び経理、人事等の管理業務受託。 
特許権、商標権、実用新案権、意匠権及び著作権の取得、貸与並びに売買。 
労働者派遣業務。 

資本金の状況 役員等の状況
合計金額 ６８,０００,０００円 取締役

内訳 定款等上の定数 ７人以内
No 出資者 金額(千円) 率(%) 任期 ２年
1 豊田市 ５４，２３０ ７９．７ 現在員数 ６人
2 あいち豊田農業協同組合 ４，８６５ ７．２ うち常勤 １人
3 豊 森林組合 ３，４６３ ５．１ うち市派遣 ０人
4 豊 信  庫 ２，２２７ ３．３ うち元市職員 １人
5 トヨタ紡織株式会社 １，３３６ ２．０ 常勤役員の平均年齢 ６５歳
６ 近藤工業株式会社 ４４５ ０．７ 常勤役員の平均年収 ６,１４８千円
７ 東豊工業株式会社 ４４５ ０．７ 監事役
８ 下山商工会 ４４５ ０．７ 定款等上の定数 ３人以内
９ 足助商工会 ３６３ ０．５ 任期 ４年
10 巴川漁業協同組合 １８１ ０．３ 現在員数 ２人
11

職員の状況
正規職員 市派遣職員 民間出向・派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計

人数 １ ０ 1 １ １ ０ ４
うち元市職員 １ ０ ０ ０ ０ １
正規職員の平均年齢 ６２．０歳 正規職員の平均年収 ５，４３１千円

※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専門的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる一定の勤務条件で雇用している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を行う者で、無期雇用契約を結んでいる場合をいう。 

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合又は臨時の職に関する場合に任用する職員をいう（パートタイマーを含む。２か月以上連続して任用しない短期の者は除く）。 

株式会社用 
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財務の状況 （単位 千円、四捨五入）

貸借対照表 損益計算書 

年度 元年度決算 ２年度決算 年度 元年度決算 ２年度決算 

総資産 ４４２，１０１ ４４５，１７３ 総収益（収入） ５０，０２３ ４０，０３１ 

負債 ６，９７２ ５，２６４ 営業損益 ２，６１２ ５，０４６ 

うち有利子負債 ０ ０ 経常損益 ２，６５６ ９，３８３ 

資本 ４３５，１２９ ４３９，９０９ 税引前当期損益 ２，６５６ ５，０７７ 

利益剰余金 ２３，９４９ ２８，７２９ 当期純利益 ２，３５９ ４，７８０ 

豊田市の財政的関与の状況（令和２年度決算） （単位 千円、四捨五入）

市補助金収入 ３ 損失補償契約に係る債務残高 －

市負担金収入 － 市貸付金残高 －

市委託料等収入 － 市支出運用財産（基金） －

豊田市関係事業の状況（令和２年度）

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

― 

市受託事業 
(施設管理以外) 

― 

市補助事業 豊田市テレワーク導入支援補助金 

市負担事業（共催事業） ― 
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令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和３年４月１日時点 

団体名 公益社団法人豊田市シルバー人材センター 

代表者 
役職 氏名 最初の就任年  現任期 

会 幸村 的美 令和２年６  令和２年６  令和４年６ 

設 年   昭和５５年１０ １  監督 政庁 愛知県（産業労働部就業促進課） 

所在地 愛知県豊田市喜多町６丁目６１番地１ 郵便番号 ４７１－００２７ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.sjc.ne.jp/toyota ＴＥＬ ３１－１００７ 

E ﾒｰﾙ toyota@sjc.ne.jp ＦＡＸ ３４－３２３８ 

設  的

定年退職後等において、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務（当該業務に係る労働力の需給の状況、当該

業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。）に係る就業を通じて自己の労働能力を活用し、自ら

の生きがいの充実や社会参加を希望する高齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るとともに、高齢者の能力を生かした

活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。

主な事業内容 

高齢者のための、臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業務に係る就業を促進する下記の事業 

・就業の機会を確保し、組織的に提供する事業 

・豊田市の公共施設の指定管理業務 

・職業紹介事業 

・労働者派遣事業 

・就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行う事業 

・就業に関する調査研究及び相談を行う事業 

・安全かつ適正な就業を推進するために事故防止の啓発等を行う事業 

・センターの活動等について周知を図る事業 

・多様な就労・社会参加に関する業務を行うことによる、高齢者等の生きがいづくりを推進する事業 

・その他センターの目的を達成するために必要な事業

基本 の状況 役員等の状況 
合計 額  0 円 理 事 
 内訳  定款等上の定数  5 人以上15人以内 
 No 出捐者  額(千円) 率(%) 任期  2 年 
 1 なし    現在員数  11 人 
 2      うち常勤  1 人 
 3       うち市派遣  1 人 
 4       うち市ＯＢ  0 人 
 5     常勤役員の平均年齢  なし 

常勤役員の平均年収 なし千円 
     監 事 
      定款等上の定数  2 人以内 

任期  2 年 
      現在員数  2 人 
     評議員人数  0 人 

職員の状況 
 正規職員 市派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計 

人数 14 1 ０ 7 12 34 
うち市ＯＢ 0 1 ０ ０ 0 1 

正規職員の平均年齢 43．5歳 正規職員の平均年収 5,757千円 
※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専 的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる 定の勤務条件で雇 している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を う者で、無期雇 契約を結んでいる場合をいう。

社団法人・財団法人用 
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※「臨時職員」とは、主に緊急の場合 は臨時の職に関する場合に任用する職員をいう（パートタイマーを含む。２か月以上連続して任用しない短期の者は除く）。 

 財務の状況                                                        （単位 千円、四捨五 ）
貸借対照表 収支計算書・正味財産計算書 

年度 元年度決算 2年度決算 年度 元年度決算 2年度決算 

総資産 239,970 230，833 （一
般
正
味
財
産
）

当期経常収益 941,675 910,144 

負 債 94,448 86，577 当期経常増減額 ０ △1，266 

うち有利 負債 0 0 当期経常外増減額 0 0 

正味財産の部合計 145,522 144，256 
（指定正味財産） 
当期増減額 

0 △1，266 

 豊 市の財政的関与の状況（令和２年度決算）                              （単位 千円、四捨五 ）
市補助 収  86,180 損失補償契約に係る債務残高 0 
市負担 収  0 市貸付 残  0 
市委託料等収  0 市 出運 財産（基 ） 0 

 豊 市関係事業の状況（令和２年度） 

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

豊 市福祉就業センター、とよた市 活動センター、豊 市農林漁家 齢者センター、豊 市稲武夏焼
グラウンド、豊 市下 憩の家、豊 市下 基幹集落センター、 原トレーニングセンター、緑の公園、豊
田市旭総合体育館、豊田市旭武道場、豊田市旭弓道場、矢作川島崎公園 

市受託事業 
(施設管理以外) 

リサイクルステーション管理委託 他 約 84件 

市補助事業 
（1）協会公社運営費補助        920 千円 
（2） 齢者能 活 推進費補助   85,260千円 

市負担事業（共催事業）  
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令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和３年６月２１日時点 

団体名 社会福祉法人豊田市社会福祉協議会 

代表者 
役職 氏名 最初の就任年月 現任期

会長 幸村 的美 令和３年６月２１日
令和３年６月２１日 令和５年度 
最初の定時評議委員会の終結の時まで

設立年月日 昭和５０年１０月１日 監督行政庁 福祉総合相談課
所在地 愛知県豊田市錦町1丁目1番地１ 郵便番号 471-0877
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://toyota-shakyo.jp/ ＴＥＬ 0565-34-1131
E ﾒｰﾙ soumu@toyota-shakyo.jp ＦＡＸ 0565-32-6011

設立目的 

豊田市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活 
動の活性化により、次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする。 
（社会福祉法第１０９条に定める事業） 
１ 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 
２ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 
３ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 
４ 前３号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

事業内容 
（定款等規定） 

(1)社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

(2)社会福祉に関する活動への住 の参加のための援助

(3)社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

(4)(1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

(5)保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

(6)共同募 事業への協 

(7)福祉サービス利 援助事業

(8)  居宅介護等事業の経営

(9)  デイサービス事業の経営

(10)身体障害者福祉センターの経営 

(11)障害福祉サービス事業の経営 

(12)特定相談支援事業の経営 

(13)障害児相談支援事業の経営 

(14)地域活動支援センター事業の経営 

(15) 活福祉資 貸付事業

(16)福祉相談等事業 

(17)養育支援訪問事業 

(18)  福祉センターの経営

(19)障害児通所支援事業の経営 

(20)ボランティアセンター事業 

(21)地域ふれあいサロン事業の推進 

(22)その他この法人の目的達成のため必要な事業 

社会福祉法人用 
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基本金の状況 役員等の状況
合計金額 366,000,000円 理事

内訳 定款等上の定数 10人以上13人以内
No 出捐者 金額(千円) 率(%) 任期 2年
1 豊田市 156,000 42.6 現在員数 13人

 2 
市内 間企業

（トヨタ 動 （株）他）
150,000 45.1   うち常勤 1人 

 3 その他 60,000 16.4    うち市派遣 0人 

4 うち元市職員 0人
5 常勤役員の平均年齢 歳
6 常勤役員の平均年収 千円
7 監事
8 定款等上の定数 2人
9 任期 2年
10 現在員数 2人
11 評議員人数 26人

職員の状況
正規職員 市派遣職員 民間出向・派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計

人数 116 0 0 39 94 259 508
うち元市職員 0 0 0 0 0 0
正規職員の平均年齢 ４１．６歳 正規職員の平均年収 5,405千円

※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専門的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる一定の勤務条件で雇用している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を行う者で、無期雇用契約を結んでいる場合をいう。 

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合又は臨時の職に関する場合に任用する職員をいう（パートタイマーを含む。２か月以上連続して任用しない短期の者は除く）。 

財務の状況 （単位 千円、四捨五入）
貸借対照表 事業活動収支計算書

年度 元年度決算 ２年度決算 年度 元年度決算 ２年度決算

総資産 3,184,301 3,264,006 事業活動収支差額 △167,635 △39,090

負債 792,970 873,760 経常収支差額 △134,615 △6,372

うち有利子負債 0 0 当期活動収支差額 △143,097 △5,359

純資産の部合計 2,391,330 2,390,246 次期繰越活動収支差額 484,160 516,278 

豊田市の財政的関与の状況（令和２年度決算） （単位 千円、四捨五入）
市補助金収入 68,154 損失補償契約に係る債務残高
市負担金収入 1,706 市貸付金残高 ひまわり資金原資 25,379
市委託料等収入 968,309 市支出運用財産（基金） 900,000

豊田市関係事業の状況（令和２年度）

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

①豊田市福祉センター 

②豊田市障がい者総合福祉会館（障がい者福祉会館、サン・アビリティ－ズ豊田） 

③豊 市  福祉センター豊寿園

④豊 市  福祉センターぬくもりの 

⑤豊田市介護予防拠点施設足助まめだ館 

⑥豊田市稲武福祉センター（稲武生活支援ハウスを含む） 
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⑦豊 市 原福祉センターふくしの 

⑧豊田市下山保健福祉センターまどいの丘 

⑨豊田市藤岡福祉センターふじのさと 
⑩百年草デイサービスセンター

市受託事業 
(施設管理以外) 

①豊 市愛のひまわり資 貸付事業

②豊田市要介護認定訪問調査事業 

③豊田市外出支援サービス事業 

④豊田市養育支援訪問事業 

⑤豊田市地域包括支援センター事業 

（基幹包括支援センター、地域包括支援センター、認知症初期集中支援） 

⑥豊田市地域生活支援事業（地域活動支援センター） 

⑦心身障がい者一時保護事業 

⑧障がい相談支援事業 

⑨ 活困窮者   援事業

⑩成年後  援センター

⑪福祉人材育成（かいごの教室、福祉就職フェア） 

⑫子ども等を支える活動の支援事業 
⑬子ども学習支援

市補助事業 豊田市社会福祉協議会運営費

市負担事業（共催事業） 豊田市社会福祉大会 
災害ボランティア事業
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令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和３年４月１日時点 

団体名 公益財団法人豊 地域医療センター

代表者 
役職 氏名 最初の就任年  現任期 
理事  宮川 秀一 平成２６年６月 令和２年６  令和４年６月

設 年   昭和５２年１０月１日 監督 政庁 愛知県健康医務部医務課 
所在地 愛知県豊田市  町 3丁目３０番地１ 郵便番号 ４７１－００６２ 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.toyotachiiki-mc.or.jp ＴＥＬ ０５６５－３４－３０００ 
E ﾒｰﾙ soumu@toyotachiiki-mc.or.jp ＦＡＸ ０５６５－３５－２８４１ 

設  的
豊 市における救急医療、慢性期医療、 齢者医療、健診、看護師養成等に関する事業を い、市 の健康の維
持、増進に寄与することを目的とする。 

主な事業内容 

(1) 休 ・全夜間救急診療事業
(2) 慢性期医療・ 齢者医療・ 齢者向け健康講座活動事業
(3) 健診、保健指導及び健康教育活動事業 
(4) 介護保険関連事業（訪問看護ステーション事業、居宅介護 援事業及び地域包括 援センター事業）
(5) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業 
(6) 看護師養成事業 
(7) 訪問看護師育成事業 
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

基本 の状況 役員等の状況 
合計 額  １０，０００，０００円 理 事 
 内訳  定款等上の定数  ８人以上１０人以内 
 No 出捐者  額(千円) 率(%) 任期  ２年 
 1 豊田市 １０，０００ １００  現在員数 １０人 
 2      うち常勤 ３人 
 3       うち市派遣  ０人 
 4       うち市ＯＢ  １人 
 5     常勤役員の平均年齢 ６８.３歳 

常勤役員の平均年収 ５,１０８千円 
     監 事 
      定款等上の定数  ２人 

任期  ４年 
      現在員数  ２人 
     評議員人数 １０人 

職員の状況 
 正規職員 市派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計 

人数 ３６６ ０ ６ ０ ２５６ ６２８ 
うち市ＯＢ １  ０ ０ ０ 1 

正規職員の平均年齢 39.9 歳 正規職員の平均年収 ７,０１８千円 
※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専 的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる 定の勤務条件で雇用している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を う者で、無期雇 契約を結んでいる場合をいう。

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合 は臨時の職に関する場合に任 する職員をいう（パートタイマーを含む。２か 以上連続して任 しない短期の者は除く）。

社団法人・財団法人用 
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 財務の状況                                                        （単位 千円、四捨五 ）
貸借対照表 収支計算書・正味財産計算書 

年度 元年度決算 ２年度決算 年度 元年度決算 ２年度決算 

総資産 1,851,174 2,520,690 （一
般
正
味
財
産
）

当期経常収益 4,485,539 4,820,900 

負 債 1,698,714 2,332,245 当期経常増減額 188 22 

うち有利 負債 0 0 当期経常外増減額 0 0 

正味財産の部合計 152,460 188,445 
（指定正味財産） 
当期増減額 

16,359 35,964 

 豊田市の財政的関与の状況（令和２年度決算）                              （単位 千円、四捨五 ）
市補助 収  22,462 損失補償契約に係る債務残高 0 
市負担 収  430,811 市貸付 残  0 
市委託料等収  26,203 市 出運 財産（基 ） 0 

 豊田市関係事業の状況（令和２年度） 

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

南部休 救急内科診療所開設準備委託料（3,000千円） 

市受託事業 
(施設管理以外) 

地域包括 援センター運営事業委託料 （19,804千円） 
在宅医療福祉連携推進事業業務委託料  （ 5,750千円） 
豊 市 少年相談センター医療ケア 援業務委託料（ 649千円） 

市補助事業 
病院群輪番制病院運営費補助  （ 7,546千円） 
障がい者等介護負担軽減補助  （ 3,179千円） 
再整備設備整備費補助  （ 11,737千円） 

市負担事業（共催事業） 医療センター運営費負担  （430,811千円） 
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令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和３年6月22日時点 

団体名 株式会社豊田ほっとかん

代表者 
役職 氏名 最初の就任年月 現任期

代表取締役社
今井 弘明 令和2年6月 令和5年6月

設立年月日 平成7年2月10日
所在地 愛知県豊田市本新町7丁目48番地6 郵便番号 471-0046
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.toyota-hotkan.jp/ ＴＥＬ 0565-36-3000
E ﾒｰﾙ sugimoto@toyota-hotkan.jp ＦＡＸ 0565-36-3002

設立目的 「地域における公的介護施設の計画的な整備等の促進に関する法律」に定義された特定民間施設の経営 

主な事業内容 
１ 「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」に定義された特定 間施設の経営

２ 愛知県豊 市が「豊 市コミュニティセンター条例」に基づき設置する 部コミュニティセンターの指定管理者業務
３ 愛知県豊 市が「豊 市温浴施設条例」に基づき設置する豊 市温浴施設の指定管理者業務

資本金の状況 役員等の状況
合計金額 ２００,０００,０００円 取締役

内訳 定款等上の定数 15人以内
No 出資者 金額(千円) 率(%) 任期 2年
1 豊田市 ５0,０００ ２５.０ 現在員数 7人
2 株式会社ニチイ学館 ２0,０００ １０.０ うち常勤 2人

 3 
明治安田生命保険相互会
社

２0,０００ １０.０    うち市派遣 0人 

4 トヨタ 動 株式会社 ２0,０００ １０.0 うち元市職員 2人
5 トヨタ紡織株式会社 １0,０００ ５.0 常勤役員の平均年齢 62.5歳
６ 株式会社三菱ＵＦＪ銀 １0,０００ 5.0 常勤役員の平均年収 5,760千円

 ７ 
三井住友海上火災保険株
式会社

１0,０００ 5.0 監事役 

 ８ 
あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社

１0,０００ 5.0  定款等上の定数 5人以内 

９ トヨタ 体株式会社 １0,０００ 5.0 任期 4年
10 アイシン高丘株式会社 １0,０００ 5.0 現在員数 2人
11 大豊工業株式会社 １0,０００ 5.0

職員の状況
正規職員 市派遣職員 民間出向・派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計

人数 44 0 0 0 0 94 138
うち元市職員 0 0 0 0 0 0
正規職員の平均年齢 38.3歳 正規職員の平均年収 3,748千円

※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専門的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる一定の勤務条件で雇用している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を行う者で、無期雇用契約を結んでいる場合をいう。 

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合又は臨時の職に関する場合に任用する職員をいう（パートタイマーを含む。２か月以上連続して任用しない短期の者は除く）。 

株式会社用 
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財務の状況 （単位 千円、四捨五入）

貸借対照表 損益計算書 

年度 元年度決算 2年度決算 年度 元年度決算 2年度決算 

総資産 1,938,988 1,950,661 総収益（収入） 689,890 670,884 

負債 1,247,075 1,236,208 営業損益 12,042 25,033 

うち有利子負債 715,300 650,376 経常損益 32,630 35,899 

資本 691,913 714,452 税引前当期損益 30,846 36,946 

利益剰余金 491,913 514,452 当期純利益 20,677 22,539 

豊田市の財政的関与の状況（令和2年度決算） （単位 千円、四捨五入）

市補助金収入 0 損失補償契約に係る債務残高 0 

市負担金収入 0 市貸付金残高 0

市委託料等収入 163,242 市支出運用財産（基金） 0

豊田市関係事業の状況（令和2年度）

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

豊 市 部コミュニティセンター指定管理
豊 市温浴施設じゅわじゅわ指定管理

市受託事業 
(施設管理以外) 

ほっとかん地域包括支援センター事業 

県営宮 上住宅ライフサポートアドバイザー事業

市補助事業 なし 

市負担事業（共催事業） なし 
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令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和３年４月１日時点 

団体名 社会福祉法人豊田市福祉事業団 

代表者 
役職 氏名 最初の就任年  現任期 

理事長 髙橋 脩 平成２７年 ４月 令和元年６月 令和３年６月
設 年   平成 ６年 ４月 １日 監督 政庁 豊田市福祉部障がい福祉課 
所在地 愛知県豊 市  町２丁 １９番地 郵便番号 471-0062 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.fukushijigyodan.toyota.aichi.jp/ ＴＥＬ 0565-32-8980 
E ﾒｰﾙ fukushijigyodan@city.toyota.aichi.jp ＦＡＸ 0565-32-8987 

設  的
豊田市社会福祉事業の推進を図るとともに、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに
健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことが
できるよう支援することを目的に社会福祉事業を行う。

事業内容 
(定款等規定) 

第二種社会福祉事業 
 ・障がい児通所支援事業の経営 
 ・障がい児相談支援事業の経営 
・児童の福祉の増進について相談に応ずる事業の経営 
・一般相談支援事業の経営 
・特定相談支援事業の経営 
 ・障がい福祉サービス事業の経営 
・障がい者就業・生活支援センター事業（生活支援等事業）の経営

基本 の状況 役員等の状況 
合計 額  １０，０００，０００円 理 事 
 内訳  定款等上の定数 ６人以上 １０人以内 
 No 出捐者  額(千円) 率（％） 任期  ２年
 1 豊田市 １０，０００ １００％  現在員数  ９人 
 2     うち常勤  2 人 
 3       うち市派遣  2 人 
 4       うち元市職員  0 人 
 5     常勤役員の平均年齢  ５６．５歳
 6     常勤役員の平均年収 １４，３２５千円
 7    監 事 
 8     定款等上の定数  ２人以上 ３人以内 
 9     任期  ２年
 10     現在員数  ３人 
 11    評議員人数  １２人 

職員の状況 
 正規職員 市派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計 

人数 １２８ ５ ４９ ７３ ５２ ３０７ 
うち元市職員 0  2 ６ 3 １１ 

正規職員の平均年齢 41.０歳 正規職員の平均年収 ５，５０６千円 
※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専 的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる 定の勤務条件で雇 している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を う者で、無期雇 契約を結んでいる場合をいう。

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合 は臨時の職に関する場合に任 する職員をいう（パートタイマーを含む。２か 以上連続して任 しない短期の者は除く）。

社会福祉法人用 
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 財務の状況                                                        （単位 千円、四捨五 ）
貸借対照表 事業活動収支計算書 

年度 ３１年度決算 ２年度決算 年度 ３１年度決算 ２年度決算 
総資産 ５８２,７３７ ６０７,９７９ 事業活動収支差額 △３５，１６７ △８，３５４ 
負 債 ６１９,８１６ ６４７,２５６ 経常収支差額 △２８，５５１ △２，１９７ 
うち有利 負債 0 0 当期活動収支差額 △２８，５５１ △２，１９７ 

純資産の部合計 △３７，０８０ △３９,２７７ 次期繰越活動収支差額 △５２，５８０ △５４，７７７ 

 豊田市の財政的関与の状況（令和２年度決算）                              （単位 千円、四捨五 ）
市補助 収  １，２６４，０５９ 損失補償契約に係る債務残高 ０ 
市負担 収  0 市貸付 残  ０ 
市委託料等収  ２７８，１１２ 市 出運 財産（基 ） ０ 

 豊田市関係事業の状況（平成３１年度） 

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

豊田市こども発達センター 

豊田市障がい者総合支援センター 

豊田市知的障がい者グループホーム喜多ハウス

市受託事業 
(施設管理以外) 障がい者就労・生活支援事業 

市補助事業 
協会公社等運営費補助金 

障がい者就業・生活支援センター運営費補助金

市負担事業（共催事業） なし
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令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和３年6月２４日時点 

団体名 公益財団法人豊田加茂環境整備公社 

代表者 
役職 氏名 最初の就任年月 現任期
理事長 三宅 英臣 平成23年4月 令和3年6月 令和5年6月

設立年月日 平成元年1月31日 監督行政庁 愛知県環境局資源循環推進課
所在地 愛知県豊田市御船町山ノ神56-8 郵便番号 470-0371
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tes.or.jp ＴＥＬ 0565-46-4811
E ﾒｰﾙ kousya@tes.or.jp（代表） ＦＡＸ 0565-48-4812

設立目的 
この法人は、行政の政策並びに産業界からの要請のもと、廃棄物の適正処理により、生活環境の保全及び
産業の健全な発展に貢献することを目的とする。 

主な事業内容 
（１）廃棄物の最終処分事業 
（２）循環型社会推進事業 
（３）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

基本金の状況 役員等の状況
合計金額 1００,０００,０００円 理事

内訳 定款等上の定数 5人以上10人以内
No 出捐者 金額(千円) 率(%) 任期 2年
1 豊田市 51,500 51.50 現在員数 7人
2 トヨキン㈱ 9,010 9.01 うち常勤 1人
3 トヨタ自動車㈱ 7,520 7.52 うち市派遣 0人
4 みよし市 3,500 3.50 うち元市職員 1人
5 三菱UFJ銀行 1,480 1.48 常勤役員の平均年齢 61.0歳
6 トヨタ車体㈱ 1,290 1.29 常勤役員の平均年収 ―――
7 住友ゴム工業㈱ 1,290 1.29 監事
8 トヨタ紡織㈱ 1,240 1.24 定款等上の定数 2人
9 アイシン高丘㈱ 1,190 1.19 任期 4年
10 大豊工業㈱ 840 0.84 現在員数 2人
11 その他 21,140 21.14 評議員人数 7人

職員の状況
正規職員 市派遣職員 民間出向・派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計

人数 6 1 7
うち元市職員
正規職員の平均年齢 49．8歳 正規職員の平均年収 ６,２００千円

※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専門的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる一定の勤務条件で雇用している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を行う者で、無期雇用契約を結んでいる場合をいう。 

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合又は臨時の職に関する場合に任用する職員をいう（パートタイマーを含む。２か月以上連続して任用しない短期の者は除く）。 

社団法人・財団法人用 
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財務の状況 （単位 千円、四捨五入）
貸借対照表 収支計算書・正味財産計算書

年度 元年度決算 ２年度決算 年度 元年度決算 ２年度決算

総資産 11,269,370 11,399,874 （
一
般
正
味
財
産
）

当期経常収益 793,170 579,384 

負債 3,003,829 2,945,210 当期経常増減額 387,163 189,660 

うち有利子負債 0 0 当期経常外増減額 3,070,588 428 

正味財産の部合計 8,265,541 8,454,664 
（指定正味財産） 
当期増減額

△977 △965 

豊田市の財政的関与の状況（令和２年度決算） （単位 千円、四捨五入）
市補助金収入 0 損失補償契約に係る債務残高 0
市負担金収入 0 市貸付金残高 253,347
市委託料等収入 市支出運用財産（基金） 0

豊田市関係事業の状況（令和２年度）

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

市受託事業 
(施設管理以外) 

緑のリサイクルセンター運転管理業務 

市補助事業  

市負担事業（共催事業）  
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令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和３年４月１日時点 

団体名 豊田まちづくり株式会社 

代表者 
役職 氏名 最初の就任年月 現任期 

代表取締役 河木 照雄 平成24年 6月 令和 2年 6月～令和4年6月 

設立年月日 平成6年 9月30日 

所在地 愛知県豊田市若宮町１丁目57番地１ 郵便番号 471-0026 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tm-toyota.co.jp/ ＴＥＬ 0565-33-0001 

E ﾒｰﾙ  ＦＡＸ 0565-33-0047 

設立目的 

（１）豊田市まちづくりのために、行政・会議所・商業者及び地域の方々と共働して、地域発展に寄与す

る各種事業を推進する。 

（２）第三セクターの企業経営責任を自覚し、常に健全経営を追求して適切な情報公開のもと地域社会の

信頼を得る。 

（３）従業員の能力向上を支援すると共に、働き甲斐のある職場を目指し、その安心・安全と幸せを守る。 

主な事業内容 

(１) 都市基盤整備、都市再開発、観光開発及び産業振興の各計画策定、運営並びにコンサルタント業務 

(２) 商業地域の市場調査診断に関する業務 

(３) 経営診断並びに経営コンサルタント業務 

(４) 地方公共団体、法人、その他企業の依頼により対価を得て行う経済政策、経済開発計画の調査研究、

立案及び指導 

(５) 不動産の売買、保有、賃貸借及び斡旋、仲介 

(６) 不動産の管理、維持、補修、警備及び清掃 

(７) 建築工事、建物内外装仕上工事及び建築設計の受託 

(８) イベントの企画、運営及びチケット販売 

(９) 広告及び宣伝業 

(10) 損害保険の代理店業 

(11) 飲食店、喫茶店、遊技場、駐車場の経営 

(12) 紳士服、婦人服、子供服及び洋品雑貨の販売 

(13) 日用品雑貨、食料品、酒類、書籍の販売 

(14) 情報通信システムに関するコンサルタント業務 

(15) 人材育成のための教育事業及びセミナーの企画及び運営 

(16) 電気自動車による道路運送法第２条に基づく道路運送事業 

(17) 労働者派遣事業 

(18) 前各号に付帯関連する一切の事業 

資本金の状況 役員等の状況 

合計金額  490,900,000円 取 締 役 

 内訳  定款等上の定数  12人以内 

 No 出資者 金額(千円) 率(%)  任期  ２年 

 1 豊田市 312,000 63.93  現在員数  ７人 

 2 豊田商工会議所 49,550 10.15   うち常勤  ２人 

 3 トヨタ自動車株式会社 20,000 4.09    うち市派遣  -人 

 4 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 10,000 2.04    うち市ＯＢ  -人 

 5 株式会社大丸松坂屋百貨店 10,000 2.04  常勤役員の平均年齢  65.0歳 

 6 豊田 工株式会社 10,000 2.04  常勤役員の平均年収  -千円 

株式会社用 
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 7 小島プレス工業株式会社 6,000 1.22 監 査 役 

 8 豊田市商業連合協同組合 5,000 1.02  定款等上の定数  ３人 

 9 大豊工業株式会社 5,000 1.02  任期  ４年 

 10 豊田信用金庫 5,000 1.02  現在員数  ２人 

 11 太啓建設株式会社 5,000 1.02  

職員の状況 

正規職員 市派遣職員 嘱託（特別任用職員） 臨時職員 合計 

人数 31 人数  人数 2 人数 44 人数 77 

うち市ＯＢ うち市ＯＢ うち市ＯＢ うち市ＯＢ うち市ＯＢ

正規職員の平均年齢 43.6歳 正規職員の平均年収   5,139千円 

※「嘱託（特別任用職員）」とは、主に専門的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる一定の勤務条件や任期で任用している場合で、かつ「臨時」に該当しない者をいう。 

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合又は臨時の職に関する場合に任用する職員をいう（パートタイマーを含む。２か月以上連続して任用しない短期の者は除く）。 

 財務の状況                                      （単位：千円、切捨て） 

貸借対照表 損益計算書 

年度 元年度決算 ２年度決算 年度 元年度決算 ２年度決算 

総資産 5,278,128 5,163,157 総収益(収入) 2,738,135 2,326,478 

負 債 3,899,837 3,750,115 営業損益 151,338 96,798 

うち有利子負債 2,574,000 2,390,350 経常損益 132,389 92,336 

資 本 1,378,290 1,413,041 税引前当期損益 125,168 58,609 

 利益剰余金 876,132 925,052 当期純利益 58,476 34,750 

 豊田市の財政的関与の状況（令和元年度決算）                    （単位：千円、切捨て） 

市補助金収入 26,818 損失補償契約に係る債務残高  

市負担金収入  市貸付金残高 2,262,000 

市委託料等収入 1,502 市支出運用財産（基金）  

 豊田市関係事業の状況（令和元年度） 

市施設の管理 

(指定管理者・その他) 

市受託事業 

(施設管理以外) 

・豊田市中心市街地歩行者通行量自動計測装置管理業務委託 

・消防音楽隊録音業務委託 

・デトロイト姉妹都市60thロゴ制作業務委託 

・豊田市美術館チケット販売業務委託 

市補助事業 

・豊田市中小企業団体等事業費補助金 

（豊田市駅西口市街地再開発ビル６階連絡通路眺望スペース設置事業） 

・豊田市テレワーク導入支援補助金 

市負担事業（共催事業）  
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令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和3年6月1日時点 

団体名 豊田市駅前通り南開発株式会社 

代表者 
役職 氏名 最初の就任年月 現任期

代表取締役 蟹 昌弘 平成30年1月 令和2年5月 令和4年5月
設立年月日 平成17年12月21日
所在地 愛知県豊田市喜多町2丁目160番地 郵便番号 471-0027
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.como-square.com ＴＥＬ 0565-37-1120
E ﾒｰﾙ ekiminami@como-square.com ＦＡＸ 0565-33-2660

設立目的 
豊田市の玄関口である豊田市駅前に必要とされる商業誘致、店舗の販売促進に関するイベント企画等の事業を実施す
るため、豊 市、地権者及び 間企業の共同出資による株式会社を設 することにより、豊 市中 市街地の活性化
に寄与する。

主な事業内容 

不動産の売買、保有、賃貸借及びその仲介並びに管理業務 

イベントの企画、制作及び運営 

公共施設の管理管理受託業務 
店舗販売促進に関する企画、調査、研究及び指導業務など （定款により抜粋）

資本金の状況 役員等の状況
合計金額 300,000,000円 取締役

内訳 定款等上の定数 10人
No 出資者 金額(千円) 率(%) 任期 2年
1 豊田市 150,000 50.00 現在員数 5人
2 （財） 間都市開発機構 78,000 26.00 うち常勤 1人
3 ㈱ 林組 21,800 7.27 うち市派遣 人
4 トヨタ 動 ㈱ 15,000 5.00 うち元市職員 人
5 トヨタすまいるライフ㈱ 6,000 2.00 常勤役員の平均年齢 67歳
６ 太啓建設㈱ 6,000 2.00 常勤役員の平均年収
７ ㈱三菱東京UFJ銀 5,000 1.67 監事役
８ 豊 信  庫 3,000 1.00 定款等上の定数 3人
９ ㈱名古屋銀 2,000 0.67 任期 4年
10 岡崎信  庫 2,000 0.67 現在員数 2人
11 他（株主数32）

職員の状況
正規職員 市派遣職員 民間出向・派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計

人数 4 0 0 0 0 1 5
うち元市職員 0 0 0 0 0 0
正規職員の平均年齢 47.5歳 正規職員の平均年収 6,437千円

※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専門的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる一定の勤務条件で雇用している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を行う者で、無期雇用契約を結んでいる場合をいう。 

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合又は臨時の職に関する場合に任用する職員をいう（パートタイマーを含む。２か月以上連続して任用しない短期の者は除く）。 

株式会社用 
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財務の状況 （単位 千円、四捨五入）

貸借対照表 損益計算書 

年度 元年度決算 ２年度決算 年度 元年度決算 ２年度決算 

総資産 2,424,861 2,447,988 総収益（収入） 653,888 608,196 

負債 872,292 814,083 営業損益 138,098 115,965 

うち有利子負債 0 0 経常損益 142,874 125,858 

資本 1,552,569 1,633,906 税引前当期損益 142,812 125,720 

利益剰余金 1,252,569 1,333,906 当期純利益 99,659 87,337 

豊田市の財政的関与の状況（令和２年度決算） （単位 千円、四捨五入）

市補助金収入  損失補償契約に係る債務残高  

市負担金収入 市貸付金残高 504,254

市委託料等収入 5,246 市支出運用財産（基金） 

豊田市関係事業の状況（令和２年度）

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

コモ・スクエアにおける豊田市役所床の管理運営 
水と緑の修景施設の管理 

市受託事業 
(施設管理以外) 

高質空間施設の管理 
路上喫煙禁止区域自主規制エリア（COMOSQUARE）分煙施設管理 

市補助事業 なし 

市負担事業（共催事業） なし 

21



令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和3年6月１０日時点 

団体名 豊田市駅東開発株式会社 

代表者 
役職 氏名 最初の就任年月 現任期

代表取締役 須賀 豊松 平成６年７月 令和元年６月 令和５年６月
設立年月日 平成 ６年 ７月２２日
所在地 愛知県豊田市喜多町１丁目１４０番地 郵便番号 471-0027
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://gaza.jp/ ＴＥＬ 0565-35-8811
E ﾒｰﾙ ekihigashi@h6.dion.ne.jp ＦＡＸ 0565-35-8815

設立目的 不動産の賃貸借、管理及び運営 

主な事業内容 

・不動産の売買、賃借、管理及びその仲介業 
・ビルフロアの一部賃貸業 
・駐車場の管理業 
・ビルメンテナンス業 
・店舗の販売促進に関する企画、調査、研究及び指導 
・損害保険の代理店業、生命保険の募集に関する業務 
・自動販売機により飲料水の販売業 
・その他

資本金の状況 役員等の状況
合計金額 56,200,000円 取締役

内訳 定款等上の定数 20人以内
No 出資者 金額(千円) 4年 任期 4年
1 豊田市 25,000 45.0 現在員数 9人
2 その他 31,200 55.0 うち常勤 1人
3 うち市派遣 -人
4 うち元市職員 -人
5 常勤役員の平均年齢 -歳
６ 常勤役員の平均年収 -円
７ 監事役
８ 定款等上の定数 5人
９ 任期 4年
10 現在員数 2人
11

職員の状況
正規職員 市派遣職員 民間出向・派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計

人数 5 0 0 0 0 0 5
うち元市職員 0 0 0 0 0 0
正規職員の平均年齢 39.2歳 正規職員の平均年収 4,030千円

※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専門的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる一定の勤務条件で雇用している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を行う者で、無期雇用契約を結んでいる場合をいう。 

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合又は臨時の職に関する場合に任用する職員をいう（パートタイマーを含む。２か月以上連続して任用しない短期の者は除く）。 

株式会社用 
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財務の状況 （単位 千円、四捨五入）

貸借対照表 損益計算書 

年度 元年度決算 ２年度決算 年度 元年度決算 ２年度決算 

総資産 731,215 711,711 総収益（収入） 1,035,526 942,150 

負債 244,771 226,262 営業損益 10,245 －2,868 

うち有利子負債 0 0 経常損益 10,512 2,117 

資本 486,444 485,449 税引前当期損益 10,512 2,117 

利益剰余金 431,244 432,249 当期純利益 6,740 2,109 

豊田市の財政的関与の状況（令和２年度決算） （単位 千円、四捨五入）

市補助金収入 0 損失補償契約に係る債務残高 0 

市負担金収入 0 市貸付金残高 0

市委託料等収入 14,640 市支出運用財産（基金） 0

豊田市関係事業の状況（令和２年度）

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

市道豊田市駅東歩行者導線ほか管理委託 

市受託事業 
(施設管理以外) 

なし 

市補助事業 なし 

市負担事業（共催事業） なし 
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令和3年度 豊田市協会公社等の概要 
令和3年６月１日時点 

団体名 豊田市駅前開発株式会社 

代表者 
役職 氏名 最初の就任年月 現任期

代表取締役 渡邉眞宏 平成28年5月 令和2年5月 令和4年5月
設立年月日 平成9年4月1日
所在地 愛知県豊田市西町1丁目200番地 郵便番号 471-0025
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 無し ＴＥＬ 0565-31-7060
E ﾒｰﾙ ekimae@sangohkan.co.jp ＦＡＸ 0565-31-7803

設立目的 
豊田参合館の管理体制を整え、良好な環境を維持し、商業床の運営や資産の保全等の管理を
効果的に行い、また、豊田参合館の持つ多様な機能が十分発揮でき、市民の快適な利用に寄
与することを目的とする。 

主な事業内容 

（１） 不動産の売買、保有、賃貸借及びその仲介業務 
（２） ビルフロアーの一部の貸付業務 
（３） ビルメンテナンス業務 
（４） （１３）その他

資本金の状況 役員等の状況
合計金額 52,200,000円 取締役

内訳 定款等上の定数 3人以上
No 出資者 金額(千円) 率(%) 任期 2年
1 豊田市 35,000 67 現在員数 11人
2 株式会社みずほ銀行 2,500 5 うち常勤 1人
3 一般個人 14,700 28 うち市派遣 0人
4 うち市元職員 1人
5 常勤役員の平均年齢 62歳
6 常勤役員の平均年収 ―千円
7 監査役
8 定款等上の定数 1人以上
9 任期 4年

 10     現在員数 2人 
11

職員の状況
正規職員 市派遣職員 民間出向・派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計

人数 3 0 0 1 0 1 5
うち元市職員 0 0 1 0 0 1
正規職員の平均年齢 44．0歳 正規職員の平均年収 5,909千円

※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専門的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる一定の勤務条件で雇用している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を行う者で、無期雇用契約を結んでいる場合をいう。 

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合又は臨時の職に関する場合に任用する職員をいう（パートタイマーを含む。２か月以上連続して任用しない短期の者は除く）。 

株式会社用 
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財務の状況                                      （単位 千円、四捨五入） 

貸借対照表 損益計算書 

年度 元年度決算 2年度決算 年度 元年度決算 2年度決算 

総資産 1,269,273 1,244,165 総収益(収入) 594,543 531,527 

負債 223,104 199,836 営業損益 37,177 -2,721 

うち有利子負債 0 0 経常利益 37,904 -1,904 

資本 1,046,169 1,044,329 税引前当期損益 37,904 2,984 

利益剰余金 993,969 992,129 当期利益 26,103 770 

 豊田市の財政的関与の状況（令和2年度決算）                      （単位 千円、四捨五入） 

市補助金収入 0 損失補償契約に係る債務残高 0 

市負担金収入 0 市貸付金残高 0

市委託料等収入 1,357 市支出運用財産（基金） 0

 豊田市関係事業の状況（令和2年度） 

市施設の管理 

(指定管理者・その他) 

豊田市中央図書館、コンサートホール、参合館駐車場 

施設管理委託 

市受託事業 

(施設管理以外) 
なし 

市補助事業 なし 

市負担事業（共催事業） なし 
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令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和３年６月１日時点 

団体名 公益財団法人豊田都市交通研究所 

代表者 

役職 氏名 最初の就任年月 現任期

理事長 太田稔彦 平成２４年６月 
令和２年６ ２６ から２年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時
評議員会の終結時まで

設立年月日 
平成３年３月１日 

（前身設立は昭和５４年３月２２日）
監督行政庁 愛知県都市整備局交通対策課 

所在地 愛知県豊田市元城町三丁目１７番地 元城庁舎西棟４階 郵便番号 471-0024
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.ttri.or.jp ＴＥＬ 0565-31-8551
E ﾒｰﾙ info@ttri.or.jp ＦＡＸ 0565-31-9888

設立目的 
土木工学分野に属する都市交通に関する調査及び研究を行い、地方都市の都市交通施策に反映することに
より、市民の日常生活の利便性の向上に寄与することを目的とする。

主な事業内容 

１ 都市交通の動向及び都市交通施策の提言に関する調査、研究及び分析 
２ 前１に関する受託事業 
３ 前１、２に関連する検討会及び講演会の開催 
４ 前１ ３に関連する定期刊行物及び諸調査報告書の発表
５ 前１ ４に掲げるもののほか、設立の目的を達成するために必要な事業

基本金の状況 役員等の状況
合計金額 ３，０００，０００，０００円 理事

内訳 定款等上の定数 ５人以上１０人以内
No 出捐者 金額(千円) 率(%) 任期 ２年
1 豊田市 1,500,000 50.０ 現在員数 ７人
2 トヨタ自動車（株） 1,290,000 43.０ うち常勤 １人
3 三井住友海上火災保険(株) 80,000 2.6 うち市派遣 0人
4 損害保険ジャパン (株) 50,000 1.7 うち元市職員 0人
5 東京海上日動火災保険(株) 50,000 1.7 常勤役員の平均年齢 ６１．０歳

 6 
あいおいニッセイ同和損害
保険(株)

30,000 1.0  常勤役員の平均年収 出向元負担 

7 監事
8 定款等上の定数 ２人以内
9 任期 ４年
10 現在員数 ２人
11 評議員人数 ７人

職員の状況
正規職員 任期付職員 市派遣職員 民間出向・派遣職員 特定業務職員 臨時職員 合計

人数 7 1 3 3 2 0 16
うち元市職員 0 0 0 0 0 0
正規職員の平均年齢 ４３．０歳 正規職員の平均年収 ８,０２６千円

※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専門的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる一定の勤務条件で雇用している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を行う者で、無期雇用契約を結んでいる場合をいう。 

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合又は臨時の職に関する場合に任用する職員をいう（パートタイマーを含む。２か月以上連続して任用しない短期の者は除く）。 

社団法人・財団法人用 
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財務の状況 （単位 千円、四捨五入）
貸借対照表 収支計算書・正味財産計算書

年度 元年度決算 ２年度決算 年度 元年度決算 ２年度決算

総資産 3,447,758 3,431,071 （
一
般
正
味
財
産
）

当期経常収益 95,925 115,661 

負債 39,597 46,716 当期経常増減額 △47,652 △21,853 

うち有利子負債 0 0 当期経常外増減額 0 △1,953 

正味財産の部合計 3,408,161 3,384,355 
（指定正味財産） 
当期増減額

0 0 

豊田市の財政的関与の状況（令和２年度決算） （単位 千円、四捨五入）
市補助金収入 4,134 損失補償契約に係る債務残高 0
市負担金収入 0 市貸付金残高 0
市委託料等収入 29,753 市支出運用財産（基金） 0

豊田市関係事業の状況（令和２年度）

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

市受託事業 
(施設管理以外) 

・IC乗車券利用体験乗車会結果に基づく地域公共交通の改善検討業務委託 
・豊田市公共交通基本計画改定に向けた路線評価の実施と各種調査・検討業務委託 
・高岡ふれあいバス路線改編検討支援委託 
・稲武地域自動運転実証実施支援業務委託 
・交通需要マネジメント関連施策業務委託 
・鵜の首橋周辺道路交通実態分析業務 
・豊田市交通事故データ調査委託 
・ゾーン３０区域を中心とした安全性向上業務委託 
・道路整備プログラム整備計画支援作業

市補助事業  

市負担事業（共催事業）  
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令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和３年６ １７日時点 

団体名 一般財団法人豊田市水道サービス協会 

代表者 
役職 氏名 最初の就任年  現任期 
理事 今井弘明 令和３年６  令和３年６  令和５年６ 

設 年   昭和５９年４ １  監督 政庁 愛知県健康福祉部生活衛生課 
所在地 愛知県豊田市元宮町４丁目１番地 郵便番号 ４７１－０８７１ 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.toyota-wsa.or.jp/ ＴＥＬ ０５６５－３１－１４２１ 
E ﾒｰﾙ info@toyota-wsa.or.jp ＦＡＸ ０５６５－３１－１４３０ 

設  的
 道事業の合理的な運営と安定した 道供給に積極的に協 し、公衆衛 の向上を図り、
もって市 サービスの充実に寄与する。

主な事業内容 

設  的と 般財団法 としての使命を達成するため、上下 道局と 体となり、 道事業に係る市 サービスの向上
や事業運営の効率化に寄与すると共に、法 基盤の充実を図るため、次の事業を実施する。
・水道事業に関する調査及び啓発事業 
・ 道施設の維持管理に関する事業
・その他当協会の目的を達成するために必要な事業 

・ 道漏 防 に関する事業
・水道事業に関する工事等の事業 

基本 の状況 役員等の状況 
合計 額  １００，０００，０００円 理 事 
 内訳  定款等上の定数  ３人以上８人以内 
 No 出捐者  額(千円) 率(%) 任期  ２年 
 1 豊田市 １００，０００ １００％  現在員数  ６人 
 2      うち常勤  １人 
 3       うち市派遣  １人 
 4       うち元市職員  ０人 
 5     常勤役員の平均年齢  ６２歳 

常勤役員の平均年収 ５，５００千円 
     監 事 
      定款等上の定数  ２人以内 

任期  ４年 
      現在員数  ２人 
     評議員人数  ５人 

職員の状況 
 正規職員 市派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計 

人数 ５０ ２ ０ ０ ０ ５２ 
うち元市職員 ０  ０ ０ ０ ０ 

正規職員の平均年齢 ４６.５歳 正規職員の平均年収 ４，６６６千円 
※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専 的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる 定の勤務条件で雇 している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を う者で、無期雇 契約を結んでいる場合をいう。

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合 は臨時の職に関する場合に任 する職員をいう（パートタイマーを含む。２か 以上連続して任 しない短期の者は除く）。

社団法人・財団法人用 
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 財務の状況                                                        （単位 千円、四捨五 ）
貸借対照表 収支計算書・正味財産計算書 

年度 元年度決算 ２年度決算 年度 元年度決算 ２年度決算 

総資産 181,723 180,559 （一
般
正
味
財
産
）

当期経常収益 368,228 403,954 

負 債 68,102 67,180 当期経常増減額 △2,505 △242 

うち有利 負債 0 0 当期経常外増減額 361 0 

正味財産の部合計 113,621 113,379 
（指定正味財産） 
当期増減額 

0 0 

 豊 市の財政的関与の状況（令和２年度決算）                              （単位 千円、四捨五 ）
市補助 収  2,810 損失補償契約に係る債務残高 0 
市負担 収  0 市貸付 残  0 
市委託料等収  399,405 市 出運 財産（基 ） 0 

 豊 市関係事業の状況（令和２年度） 

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

市受託事業 
(施設管理以外) 

○ 道漏 防 に関する業務
・水道事故の受付・確認・連絡業務（24 時間
体制） 3,044件 
・漏 修繕業務 小規模修繕    1,015件 

○水道施設の維持管理業務 
・水道施設点検業務 256 ヶ所 
・管末水質測定業務 25 ヶ所 
・導水施設点検業務 3施設 

○水道事業に関する工事等の受託業務 
・量 器取替、取付、撤去業務 19,917件 
・開閉栓業務 40,809件 
・給水装置工事現地調査業務 3,841件 
・給 管取出 事 会業務 926件  
・料 収納業務 171件 

市補助事業  

市負担事業（共催事業） 
〇「水道のしおり」配布  16,744  
○「災害 備蓄飲料 」
災害 備蓄飲料 （ペットボトル）の配送、引渡し及び配達 534件 
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令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和３年４月１日時点 

団体名 公益財団法人豊田市文化振興財団

代表者 
役職 氏名 最初の就任年月 現任期
理事 小島洋一郎 令和元年６月 令和元年６月 令和３年６月

設立年月日 昭和５０年５月１０日 監督行政庁 愛知県
所在地 愛知県豊田市小坂町１２丁目１００番地 郵便番号 471-0035
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.cul-toyota.or.jp ＴＥＬ 0565-33-7222
E ﾒｰﾙ tculpf@hm4.aitai.ne.jp ＦＡＸ 0565-33-3584

設立目的 
豊 市における 化及び芸術の振興、 少年の健全な育成の推進及び 涯学習活動の推進に関する事業を い、も
って創造性豊かで潤いと活 に満ちた市  活の実現に寄与することを 的とする。

主な事業内容 

１  化施設等を活 して、市 が 化・芸術に触れる機会と場を提供する事業
２  化・芸術に関する講座の開催等、 化・芸術に関する知識及び技能の習得を図る事業
３  化・芸術の振興に関する表彰、助成等を う事業
４ 地域 化に関する調査及び情報の提供を う事業
５  少年育成施設等を活 して、 少年の社会性と豊かな情操を養う機会と場を提供する事業
６  少年 楽団体の運営及び 少年団体に対する助 その他の 援を う事業
７ 生涯学習施設を活用して、生涯学習の機会と場を提供する事業 
８ その他公益目的を達成するために必要な事業 
９ 文化施設等を公益目的以外に貸与する事業 
10 その他公益目的事業の推進に資する事業

基本金の状況 役員等の状況
合計金額 ３８２，４３５，０００円 理事

内訳 定款等上の定数 ３人以上１０人以内
No 出捐者 金額(千円) 率(%) 任期 ２年
1 豊田市 ３３０，０００ ８６．３ 現在員数 １０人
2 旧豊田文化協会 ５２，４３５ １３．７ うち常勤 １人
3 うち市派遣 ０人
4 うち元市職員 １人
5 常勤役員の平均年齢 ６４歳
6 常勤役員の平均年収 ６，２４６千円
7 監事
8 定款等上の定数 ２人
9 任期 ４年
10 現在員数 ２人
11 評議員人数 ７人

職員の状況
正規職員 市派遣職員 民間出向・派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計

人数 ６３ １５ ０ ２０7 5 ３８ ３２８
うち元市職員 ０ ０ ０ ０ ０ ０
正規職員の平均年齢 ３９．８歳 正規職員の平均年収 ６，０６４千円

※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専門的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる一定の勤務条件で雇用している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を行う者で、無期雇用契約を結んでいる場合をいう。 

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合又は臨時の職に関する場合に任用する職員をいう（パートタイマーを含む。２か月以上連続して任用しない短期の者は除く）。 

社団法人・財団法人用 
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財務の状況 （単位 千円、四捨五入）
貸借対照表 収支計算書・正味財産計算書

年度 元年度決算 ２年度決算 年度 元年度決算 ２年度決算

総資産 1,281,605 1,377,278 （
一
般
正
味
財
産
）

当期経常収益 2,569,308 2,409,376 

負債 740,419 840,999 当期経常増減額 △17,080 △7,887 

うち有利子負債 0 0 当期経常外増減額 0 2,980 

正味財産の部合計 541,186 536,279 
（指定正味財産） 
当期増減額

△343 0 

豊田市の財政的関与の状況（令和２年度決算） （単位 千円、四捨五入）
市補助金収入 1,235,955 損失補償契約に係る債務残高 0
市負担金収入 62,193 市貸付金残高 0
市委託料等収入 1,061,885 市支出運用財産（基金） 0

豊田市関係事業の状況（令和２年度）

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

【指定管理等】 
市  化会館、視聴覚ライブラリー、コンサートホール・能楽堂、 少年センター、総合野外センター、 
産業文化センター、科学体験館、喜楽亭、教職員会館、教職員会館テニスコート、 
歌舞伎伝承館、２８交流館、 助トレーニングセンターほか３施設、 
猿投コミュニティセンター体育館及び武道場、石野運動広場ほか５施設、上郷公園

市受託事業 
(施設管理以外) 

１ 豊田市コンサートホール・能楽堂企画運営 
２ 豊 市 少年 楽活動実施事業
３ シニア活躍支援事業 
４ 飯野地区子どもの居場所づくり事業 
５ 特別定額給付 事業
６ 各施設が う市の受託事業

市補助事業 豊田市協会公社等運営費補助事業

市負担事業（共催事業） 

１ 文化事業 
２ 舞台芸術人材育成活用・創造事業 
３ 文化活動者派遣事業 
４ クラシック音楽・能楽鑑賞会 
５  少年育成事業
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令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和３年５月２８日時点 

団体名 公益財団法人豊田市スポーツ協会 

代表者 
役職 氏名 最初の就任年月 現任期
会長 礒谷 裕司 令和2年6月 令和2年6月 令和4年6月

設立年月日 昭和５６年３月２６日 監督行政庁 愛知県
所在地 愛知県豊田市八幡町１丁目２０番地 郵便番号 ４７１－０８６１
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.toyota-taikyo.or.jp/ ＴＥＬ ０５６５－３１－０４５１
E ﾒｰﾙ t-taikyo@hm6aitai.ne.jp ＦＡＸ ０５６５－３５－４７７３

設立目的 
豊田市におけるスポーツ団体を総括し、スポーツの普及と振興を図り、もって市民の体力向上と健康増
進に寄与することを目的に設立 

主な事業内容 

1. 公益目的事業 
 (1) 市民のニーズに合わせた様々なスポーツを実施する機会と場を提供する事業 
 (2) 市民にスポーツを観戦する機会を提供する事業 
 (3) スポーツに関する環境整備及び活動支援事業 
 (4) スポーツに関する普及・啓発・情報発信事業 
 (5) その他目的を達成するために必要な事業 
2. その他事業 
 (1) スポーツ施設を公益目的事業以外に貸与する事業 
 (2) その他公益目的事業の推進に資する事業 

基本金の状況 役員等の状況
合計金額 ５８９,９００,０００円 理事

内訳 定款等上の定数 ５人以上１５人以内
No 出捐者 金額(千円) 率(%) 任期 ２年
1 豊田市 ５００,０００ ８４．８ 現在員数 １４人
2 民間 ２１,７３３ ３．７ うち常勤 １人
3 加盟競技団体 １２,０２５ ２．０ うち市派遣 ０人
4 その他 ５６,１４２ ９．５ うち元市職員 1人
5 常勤役員の平均年齢 ６４歳
6 常勤役員の平均年収 ５,６９１千円
7 監事
8 定款等上の定数 2年以内
9 任期 4年
10 現在員数 2人
11 評議員人数 9人

職員の状況
正規職員 市派遣職員 民間出向・派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計

人数 １１ １ ０ ４２ ２ ２７ ８１
うち元市職員 ０ ０ 5 ０ 3 8
正規職員の平均年齢 ３６．８歳 正規職員の平均年収 ５,３９９千円

※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専門的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる一定の勤務条件で雇用している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を行う者で、無期雇用契約を結んでいる場合をいう。 

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合又は臨時の職に関する場合に任用する職員をいう（パートタイマーを含む。２か月以上連続して任用しない短期の者は除く）。 

社団法人・財団法人用 
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財務の状況 （単位 千円、四捨五入）
貸借対照表 収支計算書・正味財産計算書

年度 元年度決算 ２年度決算 年度 元年度決算 ２年度決算

総資産 ７６３,０５９ ７９２,０２５ （
一
般
正
味
財
産
）

当期経常収益 ５９４,６１０ ５２６,８９４ 

負債 １２９,７９５ １５４,５８８ 当期経常増減額 △１,４１２ ４,１７３ 

うち有利子負債   当期経常外増減額 ０ ０ 

正味財産の部合計 ６３３,２６４ ６３７,４３７ 
（指定正味財産） 
当期増減額

０ ０ 

豊田市の財政的関与の状況（令和２年度決算） （単位 千円、四捨五入）
市補助金収入 １８０,８３８ 損失補償契約に係る債務残高 ０
市負担金収入 １３,８９５ 市貸付金残高 ０
市委託料等収入 ３０９,５５４ 市支出運用財産（基金） ０

豊田市関係事業の状況（令和２年度）

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

・豊田市総合体育館及び豊田市武道館の管理運営 
・豊田市運動公園の管理運営（体育館、陸上競技場、球技場、野球場、ソフトボール場、アー
チェリー場、弓道場、多目的広場） 
・毘森公園の管理運営（野球場、テニスコート、弓道場、相撲場） 
・五ケ丘運動広場の管理運営（球技場、多目的広場、マレットゴルフ場） 
・その他の公園の管理（白浜公園、川端公園、川田公園、荒井公園、平井公園、岩倉運動広場、
丸山公園、御立公園、越戸公園、新生公園、平山公園）

市受託事業 
(施設管理以外) 

なし 

市補助事業 ・豊田市協会公社等運営費補助金 

市負担事業（共催事業） 

・豊田マラソン大会（とよたエールマラソン2020 on the web） 
・市民総合体育大会 
・スポーツ少年団育成事業 
・地域スポーツ連携推進事業 
・競技会誘致事業 
  Ｂリーグ、Ｗリーグ、Ｖリーグ、ハンドボールリーグ ほか全6事業 
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令和3年度 豊田市協会公社等の概要 

令和3年7月1日時点

団体名 株式会社豊田スタジアム 

代表者 
役職 氏名 最初の就任年月 現任期

取締役社長 山本 秀樹 平成29年6月 令和3年6月 令和5年6月
設立年月日 平成12年9月25日
所在地 愛知県豊田市千石町7丁目2番地 郵便番号 471-0016
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.toyota-stadium.co.jp ＴＥＬ 0565-87-5200
E ﾒｰﾙ ＦＡＸ 0565-87-5201

設立目的 
当施設の機能を最大限活用し、スポーツ・文化を通した市民の交流拠点として、夢と感動を提供できる 
よう事業運営を行う。 
株式会社として民活活力を十分に活用し、知的観光拠点となるようまちづくりへの貢献をはかる。 

主な事業内容 

１ 都市公園施設及びスポーツ施設の管理運営          ８ 特別観覧室の経営 

２ 貸館営業                         ９ 映像及び音声ソフトの製作、販売及び配給 

３ イベントの企画、開催、チケット販売及びコンサルティング  10 出版物の企画、発行及び販売 

４ 食品、飲料、グッズ等の販売                11 損害保険代理業 

５ たばこの小売及び酒類の販売                12 芝の販売及びコンサルティング 

６ 飲料及び土産店の経営並びにテナントの誘致及び管理     13 前各号に付帯関連する一切の事業 

７ スタジアム内の広告                

資本金の状況 役員等の状況
合計金額 100,000,000円 取締役

内訳 定款等上の定数 15人以内
No 出資者 金額(千円) 率(%) 任期 2年

 1 豊田市 34,000 34.0  現在員数 7人 

 2 トヨタ 動 ㈱ 12,000 12.0   うち常勤 3人 

 3 ㈱デンソー 3,000 3.0    うち市派遣 0人 

 4 トヨタ 体㈱ 2,000 2.0    うち元市職員 1人 

 5 ㈱アイシン 2,000 2.0 常勤役員の平均年齢 63.3歳 

 ６ トヨタ紡織㈱ 2,000 2.0 常勤役員の平均年収 11,000千円 

 ７ 中部電 ㈱ 2,000 2.0 監査役 

 ８ ㈱三菱UFJ銀  2,000 2.0  定款等上の定数 3人以内 

 ９ 名古屋鉄道㈱ 2,000 2.0 任期 4年 

 10 豊 信  庫 2,000 2.0  現在員数 2人 

 11 名古屋東部陸運㈱ 2,000 2.0  

 12 他 計 46者 

職員の状況
正規職員 市派遣職員 民間出向・派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計

人数 17 0 0 0 0 2 19
うち元市職員 0 0 0 0 0 0
正規職員の平均年齢 44．12歳 正規職員の平均年収 6,023千円

株式会社用 
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※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専門的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる一定の勤務条件で雇用している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を行う者で、無期雇用契約を結んでいる場合をいう。 

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合又は臨時の職に関する場合に任用する職員をいう（パートタイマーを含む。２か月以上連続して任用しない短期の者は除く）。 

財務の状況 （単位 千円、四捨五入）

貸借対照表 損益計算書 

年度 元年度決算 2年度決算 年度 元年度決算 2年度決算 

総資産 665,083 770,455 総収益（収入） 1,209,156 942,247 

負債 260,723 301,939 営業損益 70,956 63,385 

うち有利子負債 0 0 経常損益 72,123 65,764 

資本 404,360 468,517 税引前当期損益 72,123 65,764 

利益剰余金 304,360 368,517 当期純利益 46,811 64,157 

豊田市の財政的関与の状況（令和2年度決算） （単位 千円、四捨五入）

市補助金収入 0 損失補償契約に係る債務残高 0 

市負担金収入 2,182 市貸付金残高 0

市委託料等収入 593,769 市支出運用財産（基金） 0

豊田市関係事業の状況（令和2年度）

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

【指定管理施設】 
中央公園（豊田スタジアム、スポーツプラザ、芝生広場等） 

市受託事業 
(施設管理以外) 

稲武ナーセリー管理委託 

市補助事業  

市負担事業（共催事業） 花いっぱい事業 
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令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和３年６月２４日時点 

団体名 公益財団法人高橋記念美術文化振興財団 

代表者 
役職 氏名 最初の就任年月 現任期
理事長 小島 洋一郎 令和元年６月 令和3年６月 

設立年月日 平成24年４月１日 監督行政庁
所在地 愛知県豊田市小坂本町8丁目5番地１ 郵便番号 471-0034
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://takahashi-setsuro-museum.or.jp/zaidan.html ＴＥＬ 0565-34-6610
E ﾒｰﾙ bijutsukan@city.toyota.aichi.jp ＦＡＸ 0565-36-5103

設立目的 文化及び芸術の振興を目的とする。 

主な事業内容 
高橋節郎作品の保存、展覧会のための貸出及び開催支援、漆文化に関する教育普及活動並びに若手作家の
美術文化活動の奨励を実施する事業 

基金の状況 役員等の状況
合計金額 1,040,030,000円 理事

内訳 定款等上の定数 3人以上 10人以内
No 拠出者 金額(千円) 率(%) 任期 2年
1 寄附金 1,0０0,0０0 ９６.１ 現在員数 5人
2 受贈美術品 40,030 3. 9 うち常勤 0人
3 うち市派遣 0人
4 うち元市職員 0人
5 常勤役員の平均年齢
6 常勤役員の平均年収
7 監事
8 定款等上の定数 2人
9 任期 4年
10 現在員数 2人
11 評議員人数 ５人

職員の状況
正規職員 市派遣職員 民間出向・派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計

人数 0 7 0 0 0 1 8
うち元市職員 0 0 0 0 0 0
正規職員の平均年齢 正規職員の平均年収

※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専門的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる一定の勤務条件で雇用している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を行う者で、無期雇用契約を結んでいる場合をいう。 

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合又は臨時の職に関する場合に任用する職員をいう（パートタイマーを含む。２か月以上連続して任用しない短期の者は除く）。 

社団法人・財団法人用 
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財務の状況 （単位 千円、四捨五入）
貸借対照表 収支計算書・正味財産計算書

年度 元年度決算 ２年度決算 年度 元年度決算 ２年度決算

総資産 1,230,384 1,234,588 （
一
般
正
味
財
産
）

当期経常収益 9,880 8,474 

負債 10,402 13,430 当期経常増減額 1,241 1,177 

うち有利子負債   当期経常外増減額 0 0 

正味財産の部合計 1,219,982 1,221,158 
（指定正味財産） 
当期増減額

1,241 1,177 

豊田市の財政的関与の状況（令和２年度決算） （単位 千円、四捨五入）
市補助金収入 損失補償契約に係る債務残高
市負担金収入 1,497 市貸付金残高 

市委託料等収入 市支出運用財産（基金）

豊田市関係事業の状況（令和２年度）

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

市受託事業 
(施設管理以外) 

市補助事業  

市負担事業（共催事業）  

37



令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和３年４月１日時点 

団体名 公益財団法人豊田市学校給食協会 

代表者 
役職 氏名 最初の就任年月 現任期
理事長 福嶋 兼光 平成３０年６月 令和２年６月 令和４年６月

設立年月日 昭和５１年８月１日 監督行政庁 愛知県
所在地 愛知県豊田市栄生町５丁目１番地 郵便番号 471-0067
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.toyota-school-lunch.jp/ ＴＥＬ (0565)-32-2110
E ﾒｰﾙ school-lunch@city.toyota.aichi.jp ＦＡＸ (0565)-32-7354

設立目的 
 成 期における児童 徒にとって、知育、徳育及び体育の基礎となるべき 育を推進し、 涯にわたって健全な と 
体を培い豊かな人間性を育む基礎を築くため、豊田市内の小学校、中学校等における給食事業等を実施することによ
り、児童生徒の健全な心身の発達と豊かな食生活の実現に寄与する。

主な事業内容 

① 食育に関する普及啓発と給食を機会とした食育推進事業 

調理員学校訪問、親 学校給 調理教室、中学 職場体験学習受 れ、施設 学受 れ、ホームページ

による食の啓発事業 ほか 
② その他協会の目的を達成するために必要な事業 
給  物資の調達、給 センター等での調理（いずれも市の委託）

基本金の状況 役員等の状況
合計金額 １０,０００,０００円 理事

内訳 定款等上の定数 ３人以上１０人以内
No 出捐者 金額(千円) 率(%) 任期 ２年
1 豊田市 １０，０００ 100.0 現在員数 ７人
2 うち常勤 ０人
3 うち市派遣 ０人
4 うち元市職員 ０人
5 常勤役員の平均年齢 ―
6 常勤役員の平均年収 ―
7 監事
8 定款等上の定数 ２人
9 任期 ４年
10 現在員数 ２人
11 評議員人数 ６人

職員の状況
正規職員 市派遣職員 民間出向・派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計

人数 75 4 0 0 122 1 202
うち元市職員 0 0 0 0 0 0
正規職員の平均年齢 ４９．９歳 正規職員の平均年収 ３,８４４千円

※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専門的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる一定の勤務条件で雇用している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を行う者で、無期雇用契約を結んでいる場合をいう。 

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合又は臨時の職に関する場合に任用する職員をいう（パートタイマーを含む。２か月以上連続して任用しない短期の者は除く）。 

社団法人・財団法人用 
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財務の状況 （単位 千円、四捨五入）
貸借対照表 収支計算書・正味財産計算書

年度 元年度決算 ２年度決算 年度 元年度決算 ２年度決算

総資産 336,819 486,481 （
一
般
正
味
財
産
）

当期経常収益 3,138,304 2,882,559 

負債 326,819 476,481 当期経常増減額 0 0 

うち有利子負債 0 0 当期経常外増減額 0 0 

正味財産の部合計 10,000 10,000 
（指定正味財産） 
当期増減額

0 0 

豊田市の財政的関与の状況（令和２年度決算） （単位 千円、四捨五入）
市補助金収入 488,587 損失補償契約に係る債務残高 0
市負担金収入 0 市貸付金残高 0
市委託料等収入 2,393,953 市支出運用財産（基金） 0

豊田市関係事業の状況（令和２年度）

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

平和・中部・南部給 センター、豊 特別 援学校調理場、豊 市栄養指導センター（平和給 セン

ター敷地内）の施設・設備の維持管理 
※契約は、学校給 物資調達及び調理等委託業務に含まれる

市受託事業 
(施設管理以外) 

学校給 物資調達及び調理等委託業務
① 学校給食用の物資の調達（約50,700人分／日） 
② 平和・中部・南部給 センター、豊 特別 援学校調理場での給 調理（約24,000食／日） 

市補助事業 豊 市協会公社等運営費補助 （団体雇 職員の 件費）

市負担事業（共催事業） なし 
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令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和３年４月１日時点 

団体名 豊田市土地開発公社 

代表者 
役職 氏名 最初の就任年月 現任期
理事長 安田 明弘 令和２年４月 令和３年４月１日 令和５年３月３１日

設立年月日 昭和３９年 ９月２２日
所在地 愛知県豊田市西町３丁目６０番地 郵便番号 ４７１－８５０１

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  ＴＥＬ 
０５６５－３４－６６６
８

E ﾒｰﾙ kaihatsukousha@city.toyota.aichi.jp ＦＡＸ 
０５６５－３３－６９９
６

設立目的 
 公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、豊田市及びその周辺地域の秩序ある 
整備と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。 

主な事業内容 

（１）土地の取得、造成その他の管理及び処分 
（２）住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業 
（３）前２号の業務に付帯する業務 
（４）国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他 

これらに類する業務 

基本財産の状況 役員等の状況
合計金額 １０，０００，０００円 理事

内訳 定款等上の定数 １３人以上１５人以内
No 出捐者 金額(千円) 率(%) 任期 ２年

 1 豊田市 １０，０００ 
１００．

０
 現在員数 １４人 

2 うち常勤 １人
3 うち市派遣 １人
4 うち元市職員 ０人
5 常勤役員の平均年齢 ５９．0歳
6 常勤役員の平均年収 １１，５２４千円
7 監事
8 定款等上の定数 ２人以内
9 任期 ２年
10 現在員数 ２人
11 評議員人数 ０人

職員の状況
正規職員 市派遣職員 民間出向・派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計

人数 ０ ８ ０ ０ ０ ０ ８
うち元市職員 ０ ０ ０ ０ ０ ０
正規職員の平均年齢 ― 正規職員の平均年収 ―

土地開発公社用 
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※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専門的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる一定の勤務条件で雇用している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を行う者で、無期雇用契約を結んでいる場合をいう。 

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合又は臨時の職に関する場合に任用する職員をいう（パートタイマーを含む。２か月以上連続して任用しない短期の者は除く）。 

財務の状況 （単位 千円、四捨五入）
貸借対照表 損益計算書

年度 元年度決算 ２年度決算 年度 元年度決算 ２年度決算 

総資産 7,406,264 8,220,693 総収入 2,860,580 1,139,501 

負債 5,777,435 6,587,003 事業利益 △10,568 △9,856 

うち有利子負債 0 0 経常利益 4,031 4,861 

正味財産の部合計 1,628,830 1,633,690 当期純利益 4,031 4,861 

豊田市の財政的関与の状況（令和２年度決算） （単位 千円、四捨五入）
市補助金収入 11,412 債務保証に係る債務残高 0
市負担金収入 1,616 市貸付金残高 0
市委託料等収入 0 市支出運用財産（基金） 6,240,611

豊田市関係事業の状況（令和２年度）

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

該当なし 

市受託事業 
(施設管理以外) 

該当なし 

市補助事業 該当なし 

市負担事業（共催事業） 該当なし 
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令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和３年6月1日時点 

団体名 一般社団法人おいでん・さんそん

代表者 
役職 氏名 最初の就任年月 現任期
代表理事 鈴木 辰吉 平成29年2月 令和2年5月 令和4年5月

設立年月日 平成29年2月 1日 監督 政庁 ―

所在地 愛知県豊田市足助町宮ノ後26－2 郵便番号 444－2424 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.oiden-sanson.com/ ＴＥＬ 0565-62-0610 

E ﾒｰﾙ sanson-center@city.toyota.aichi.jp ＦＡＸ 0565-62-0614 

設立目的 
都市と農 村をつなぐ種々の活動及び活動に対する 援を うことにより、 々が満 できる暮らしを創り出し、豊 市
ひいては我が国において、豊かで持続可能な地域づくりに寄与することを目的とする。

主な事業内容 

(1) 都市農 村交流のコーディネートに関する事業

(2) 地域活動の支援に関する事業 

(3) 地域の情報の収集と発信に関する事業 

(4) 地域の定住促進に関する事業 

(5) 地域の産業振興に関する事業 

(6) 地域づくり人材の育成に関する事業 

(7) 地域づくりに関する調査、研究事業 
(8) その他、この法人の目的の達成に資する事業

基金の状況 役員等の状況
合計金額 0円 理事

内訳 定款等上の定数 3人以上15人以内
No 拠出者 金額(千円) 率(%) 任期 2年
1 現在員数 12人
2 うち常勤 1人
3 うち市派遣 0人
4 うち元市職員 1人
5 常勤役員の平均年齢 ６１歳
6 常勤役員の平均年収 6,216,000円
7 監事
8 定款等上の定数 3人以内
9 任期 2年
10 現在員数 2人
11 評議員人数 0人

職員の状況
正規職員 市派遣職員 民間出向・派遣職員 特定業務職員 限定職員 臨時職員 合計

人数 ５人 14人 19人
うち元市職員
正規職員の平均年齢 41.2歳 正規職員の平均年収 3,133千円

一般社団法人用 
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※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専門的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる一定の勤務条件で雇用している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を行う者で、無期雇用契約を結んでいる場合をいう。 

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合又は臨時の職に関する場合に任用する職員をいう（パートタイマーを含む。２か月以上連続して任用しない短期の者は除く）。 

財務の状況 （単位 千円、四捨五入）
貸借対照表 収支計算書・正味財産計算書

年度 元年度決算 ２年度決算 年度 元年度決算 ２年度決算

総資産 30,335 37,022 （
一
般
正
味
財
産
）

当期経常収益 61,693 60,078 

負債 5,111 12,051 当期経常増減額 11,838 ▲3,532 

うち有利子負債 0 0 当期経常外増減額 0 0 

正味財産の部合計 25,224 24,970 
（指定正味財産） 
当期増減額

0 4,000 

豊田市の財政的関与の状況（令和２年度決算） （単位 千円、四捨五入）
市補助金収入 169 損失補償契約に係る債務残高
市負担金収入 市貸付金残高
市委託料等収入 48,656 市支出運用財産（基金）

豊田市関係事業の状況（令和２年度）

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

豊田市里山くらし体験館の管理運営 

市受託事業 
(施設管理以外) 

おいでん・さんそんセンター運営業務委託 
三河湖観光センター展示ポスター制作業務委託 

市補助事業 グリーンツーリズム推進事業 

市負担事業（共催事業）  
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令和３年度 豊田市協会公社等の概要 

令和３年６月２９日時点 

団体名 一般社団法人ツーリズムとよた 

代表者 

役職 氏名 最初の就任年月 現任期

会長 太田 稔彦 平成２９年２月 
令和２年６月 選任後２年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関す
る定時総会終了の時まで

設立年月日 平成２９年２月１日 監督行政庁 なし
所在地 愛知県豊田市小坂本町一丁目２５番地（豊田商工会議所内） 郵便番号 ４７１－００３４
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.tourismtoyota.jp/ ＴＥＬ ０５６５－８５－７７７７
E ﾒｰﾙ info@tourismtoyota.jp ＦＡＸ ０５６５－８５－７７００

設立目的 
豊田市の持つ世界水準のものづくり産業や豊かな自然環境など、多様な資源を磨き上げ、とよたならでは
の魅力として提供することで、誘客促進と経済効果につなげ、地域の発展に寄与することを目的とする。 

主な事業内容 

（１）観光振興等地域活性化のための戦略策定及び当該戦略に基づいた事業 案

（２）顧客動向を始めとした各種情報の収集及び分析 

（３）観光資源の発掘並びに観光商品やその販売促進につながるものごと（ツアー、ルート、イベント、土産物等）の 

企画、開発及び運営 

（４）地域資源等を活 した観光商品等を流通・販売するチャネルの確保及びチャネルを使った商品販売

（５）地域や観光商品のプロモーション 

（６）観光や地域活性化に関わる人材等の育成 

（７）観光を始めとする情報案内等の受入環境整備 

（８）観光振興等地域活性化に必要となる市内外の組織、団体等との連携促進 

（９）観光関連を始めとする組織、団体等に対するコンサルティング 
（１０）その他この法人の目的を達成するために必要な事業に関すること。

基金の状況 役員等の状況
合計金額 ５０,０００,０００円 理事

内訳 定款等上の定数 ３人以上２０人以内
No 拠出者 金額(千円) 率(%) 任期 １年又は２年
1 豊田市 ５０,０００ １００.０ 現在員数 ８人
2 うち常勤 １人
3 うち市派遣 ０人
4 うち元市職員 ０人
5 常勤役員の平均年齢 ５８.０歳
6 常勤役員の平均年収 派遣元負担
7 監事
8 定款等上の定数 ２人
9 任期 ２年
10 現在員数 ２人
11 評議員人数 ０人

一般社団法人用 
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職員の状況
正規職員 市派遣職員 民間出向・派遣職員 契約職員 限定職員 臨時職員 合計

人数 １ ３ １ １ ０ ３ ９
うち元市職員 ０ ０ 0 ０ 0 0
正規・契約職員の平均年齢 ３４．５歳 正規・契約職員の平均年収 4,451,000円
※「特定業務職員」とは、正規職員に準じる職員で、主に専門的知識・経験をもつ者を、正規職員と異なる一定の勤務条件で雇用している場合をいう。 

※「限定職員」とは、正規職員及び特定業務職員の業務補助を行う者で、無期雇用契約を結んでいる場合をいう。 

※「臨時職員」とは、主に緊急の場合又は臨時の職に関する場合に任用する職員をいう（パートタイマーを含む。２か月以上連続して任用しない短期の者は除く）。 

財務の状況 （単位 千円、四捨五入）
貸借対照表 収支計算書・正味財産計算書

年度 元年度決算 ２年度決算 年度 元年度決算 ２年度決算

総資産 65,770 65,308 （
一
般
正
味
財
産
）

当期経常収益 126,968 113,750 

負債 9,150 8,044 当期経常増減額 123 644 

うち有利子負債 0 0 当期経常外増減額 0 0 

正味財産の部合計 56,620 57,264 
（指定正味財産） 
当期増減額

0 0 

豊田市の財政的関与の状況（令和２年度決算） （単位 千円、四捨五入）
市補助金収入 108,187 損失補償契約に係る債務残高 0
市負担金収入 0 市貸付金残高 0
市委託料等収入 0 市支出運用財産（基金） 50,000

豊田市関係事業の状況（令和2年度）

市施設の管理 
(指定管理者・その他) 

なし 

市受託事業 
(施設管理以外) 

なし 

市補助事業 

一般社団法人ツーリズムとよた補助事業 

１ 地域団体等連携事業 

２ 調査・戦略策定事業 

３ 観光資源開発事業 

４ プロモーション事業 

５ 受入環境整備事業 

６ 観光案内所管理運営事業 
７  般事務管理運営事業

市負担事業（共催事業） なし 
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