
キャッチしよう！
豊 田 市からの 情 報を

▲

「とよたNOW」
ケーブルテレビひまわりネットワーク
●地上12ch   ●CATV121ch
市内の出来事、市の重要な取り組み、イベン
トやお出かけ情報などをお届けしています！

暮らしやイベントなどに関する最新情報
はもちろん、市内の様々な出来事を写真
や動画で紹介しています。

豊田市では広報紙や市ホームページ、SNSなどを通じて、
市民の皆さんに様々な情報を提供しています。
ぜひ、この機会にご利用ください。

田市は愛知県のほぼ中央に位置し、愛知県全体の17.8％を占める
広大な面積を持つまちです。全国有数の製造品出荷額を誇る「クル

マのまち」として知られ、世界をリードするものづくり中枢都市としての顔を
持つ一方、市域のおよそ7割を占める豊かな森林、市域を貫く矢作川、季節の
野菜や果物を実らせる田園が広がる、恵み多き緑のまちとしての顔を併せ
持っています。それぞれの地域の持つ特性を生かし、多様なライフスタイル
を選択できる満足度の高い都市としてさらなる成長を目指しています。

市政情報番組

豊田市ホームページ

豊田市公式Instagram
市内の風景、歴史、
文化、イベントなど
豊田市の魅力を発
信しています。

豊田市Facebook
市内における出来
事やお知らせなど、
幅広い情報が手に
入ります。

豊田市公式Twitter
イベント情報や市
のお知らせなど最
新の情報が手に入
ります。

豊田市LINE公式アカウント
「ジャンル」「地 域」
で情報を選択でき
るため、あなたの欲
しい情報だけが手
に入ります。

豊田市 検索

▲

「ホットニュースとよた 」
FMとよたRADIO LOVEAT
●78.6MHz豊
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https://www.city.toyota.aichi.jp/

市の魅力や市政情報を動画で紹介してい
ます。

豊田市公式YouTubeチャンネル

総面積
91,832ha

水面・河川・水路3.1%

農地7.0%
道路4.1%

宅地7.4%

そのほか10.3%

森林68.1%

（土地に関する統計年報令和元年度版）

面積と土地利用

東経：137度09分24秒
北緯：  35度05分00秒
標高：  36.73m

豊田市の位置

※市内最高地：1,240m（稲武町）
市内最低地：　3.2m（駒新町）

豊田市の人口

▲

人口

▲

世帯数

“ 旬 ”の話 題をお 届け！ 豊 田 市の公 式 S N Sはこちら！

毎月１回、暮らしの情報を掲載した広報
紙を市民の皆さんにお届けしています。 

広報とよた

※万が一、自宅に届かない場合はお住まいの自治区か
豊田市役所市政発信課（=34-6604、℻34-1528）
へお問い合わせください。

デジタルブック
でも読めます

紹介します紹介します
“概要”を
豊田市の
About

ToToT yota city

男性：219,259人
女性：202,021人

（令和3年4月1日現在）

421,280人

183,167世帯
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豊田市では、安心して子どもを産み、
子育ての喜びを実感できる環境づく
りに取り組んでいます。同センター、
同広場は、子育ての悩み相談や子育
て情報の提供、子育てサークルの育
成・支援など、主に０～３歳の乳幼児
とその保護者を対象に、市内16か所
に整備（83ページ参照）。親子が気軽
に集い、参加できる育児講座やイベン
トなども開催しています。

多彩な支援でしっかりサポート！
一人で悩まない子育てを応援します!!

生後１～３か月の乳児がいるご家
庭に、黄色いエプロンをつけた母
子保健推進員が訪問します。

急病や子育ての悩みごとがある場合は、気軽にお電話
ください。 ただし、意識が無い、けいれんが治まらないなど、
明らかに重症と思われる場合は、迷わず119番を利用して
ください。 ※急病については大人の症状も相談できます。

子育て支援センター/
子どもつどいの広場

な（やむ前に）きゅうきゅういくじ

0120-799192

とよた急病・子育てコール24

おめでとう訪問
子ども医療費助成制度

（24 時間 365日対応 通話料無料）

What's
wrong?

子どもの医療費自己負担は以下を対象に無料化しています。
● 中学校卒業（15歳に達した年度末）までの入通院分
● 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の方の入院分

豊田市で
暮らす

出　産

妊娠前 妊娠期 出産 小学校～就学前生後～ 中学校1か月 3か月 6か月 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳
それ
以降

不妊検査・治療費助成 妊婦健康診査（14回）・
産婦健康診査（2回）（県内医療機関）

妊産婦・乳幼児訪問
産婦歯科健康診査
出産育児一時金

おめでとう訪問
児童手当

子ども医療費助成
新生児聴覚検査（1回）

乳児健康診査（県内医療機関、2回）
乳幼児健康診査（集団健診）（3、4か月・1歳6か月・3歳児）

幼児歯科健康診査（2歳・3歳・4歳）予防接種
（接種ワクチンにより対象年齢は異なる）

こども園 放課後児童クラブ
保育ママ事業 地域子どもの居場所づくりとよたファミリー･

サポート・センター事業
一時保育事業

病児保育事業

子育て支援センター・子どもつどいの広場
交流館子育てサロン

子育てひろば（園庭開放）産後ケア事業
子育てに関する相談、子育てに関する相談、

産前産後ヘルパー産前産後ヘルパー

交流館子育て支援講座ほか交流館子育て支援講座ほか
児童虐待に関する相談ほか各種相談児童虐待に関する相談ほか各種相談
各種教室（講座により対象年齢は異なる）各種教室（講座により対象年齢は異なる）

少人数学級
思春期教室

休日保育事業

健　康

預けたい

支援施設

相　談
講座・教室
学校教育

妊　娠

豊田市の子育てライフを時系列で見ていこう！

安心して子育てが
できるまち

出産や育児に対する支援から、
地域における子育て機能の充実を図り、

親も子どもも育つ
“子育ち” 支援に取り組んでいます。

01.
豊田市で暮らす

Check!
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産業や人口が集中する都市と豊かな自然が残る
山村、その二つが共存するまち、豊田市。人が集ま
る都市には、にぎわいの拠点などの魅力がある一
方で、緑豊かな山村には、山里の暮らしなど都市
にない魅力があります。豊田市では、こうした魅力
を最大限に生かして、多様化するライフスタイルに
応じた暮らし方・過ごし方が実現できるまちづくり
を進めています。

豊田市は都市と山村の両方を抱えるまち
であり、市域の７割が森林であることから
「日本の縮図」とも言えます。都市と山村
が抱える課題をお互いの交流によって解
決するため「おいでん・さんそんセンター」
を中心に、民間を主体とした都市と山村の
活発な交流を展開。新しい価値を創造しつ
つ、着実に成果をあげています。

豊田市では、全国的に人口減少と少子高
齢化が進むなか、子育て支援をはじめとし
た福祉施策、そして都市魅力の向上など
に力を注いでいます。
お近くで豊田市への移住・定住をお考えの
方がいらっしゃれば、豊田市の魅力をお伝
えください。

Toyota
City

都市

山村

ミライを変える！
多様なチャレンジをサポート

豊田市で
暮らす

いなか暮らしを応援しています

空き家情報バンク

空き家の所有者に対して、空き家にある家
財道具等の運搬及び処分に要する費用の
一部を補助します。

空き家情報バンクにより、契約が成立した物
件に対して改修経費の一部を補助します。

空き家情報バンク
登録促進事業補助金

山村地域等空き家再生
事業補助金

山村地域等で新たに住宅を取得するなど、
一定の基準を満たす住宅取得者に対し、そ
の取得費の一部を補助します。

いなか暮らしの相談対応などを行うワンストップ窓口
「いなか暮らし相談窓口」をおいでん・さんそんセンターに設置しています。

山村地域等
定住応援補助金

まちづくり
住み続けたい

全国トップクラスの子育て支援やまちの住みや
すさ、住宅情報など様々な豊田市の魅力をプロ
モーションサイトで紹介しています。

山村をフィールドとする企業の社会貢献活動、
都市部の地域と山村部の集落の交流等、都市と
山村の交流のお手伝いをします。

豊田市の暮らしの情報を発信しています！

ファースト暮らすとよた

市内山村地域等にある賃貸もしくは売却を
希望する空き家と、田舎暮らしを目指す移
住希望者をマッチングする制度です。

検索

検索おいでん・さんそんセンター

ファースト暮らすとよた

おいでん・さんそんセンター

62-0610（平日：午前8時30分～午後5時）=問合せ

Check!

住み続けたい
まちを育てる

都市と山村の共生が生み出す
魅力を活用し、誰もが暮らしたい

まちを目指します。

02.
豊田市で暮らす
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産業や人口が集中する都市と豊かな自然が残る
山村、その二つが共存するまち、豊田市。人が集ま
る都市には、にぎわいの拠点などの魅力がある一
方で、緑豊かな山村には、山里の暮らしなど都市
にない魅力があります。豊田市では、こうした魅力
を最大限に生かして、多様化するライフスタイルに
応じた暮らし方・過ごし方が実現できるまちづくり
を進めています。

豊田市は都市と山村の両方を抱えるまち
であり、市域の７割が森林であることから
「日本の縮図」とも言えます。都市と山村
が抱える課題をお互いの交流によって解
決するため「おいでん・さんそんセンター」
を中心に、民間を主体とした都市と山村の
活発な交流を展開。新しい価値を創造しつ
つ、着実に成果をあげています。

豊田市では、全国的に人口減少と少子高
齢化が進むなか、子育て支援をはじめとし
た福祉施策、そして都市魅力の向上など
に力を注いでいます。
お近くで豊田市への移住・定住をお考えの
方がいらっしゃれば、豊田市の魅力をお伝
えください。

Toyota
City

都市

山村

ミライを変える！
多様なチャレンジをサポート

豊田市で
暮らす

いなか暮らしを応援しています

空き家情報バンク

空き家の所有者に対して、空き家にある家
財道具等の運搬及び処分に要する費用の
一部を補助します。

空き家情報バンクにより、契約が成立した物
件に対して改修経費の一部を補助します。

空き家情報バンク
登録促進事業補助金

山村地域等空き家再生
事業補助金

山村地域等で新たに住宅を取得するなど、
一定の基準を満たす住宅取得者に対し、そ
の取得費の一部を補助します。

いなか暮らしの相談対応などを行うワンストップ窓口
「いなか暮らし相談窓口」をおいでん・さんそんセンターに設置しています。

山村地域等
定住応援補助金

まちづくり
住み続けたい

全国トップクラスの子育て支援やまちの住みや
すさ、住宅情報など様々な豊田市の魅力をプロ
モーションサイトで紹介しています。

山村をフィールドとする企業の社会貢献活動、
都市部の地域と山村部の集落の交流等、都市と
山村の交流のお手伝いをします。

豊田市の暮らしの情報を発信しています！

ファースト暮らすとよた

市内山村地域等にある賃貸もしくは売却を
希望する空き家と、田舎暮らしを目指す移
住希望者をマッチングする制度です。

検索

検索おいでん・さんそんセンター

ファースト暮らすとよた

おいでん・さんそんセンター

62-0610（平日：午前8時30分～午後5時）=問合せ

Check!

住み続けたい
まちを育てる

都市と山村の共生が生み出す
魅力を活用し、誰もが暮らしたい

まちを目指します。

02.
豊田市で暮らす
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超高齢社会への適応

超高齢社会が進展する中、住み慣れた地域の中
で誰もが安心して自分らしく暮らせるまちづくり
に向け、生涯活躍の推進や医療・介護環境をはじ
めとした地域包括支援体制の強化に取り組んで
います。

豊田地域医療センター、リニューアル！
令和2年12月、豊田地域医
療センターの診療棟がオー
プンしました。急速な高齢化
に伴い、疾病構造が大きく
変化するなかで、患者の希
望に寄り添った医療を提供
していきます。

診療・検査時間：月曜日～金曜日 午前9時～午後5時
土曜日 午前9時～正午

休診日：日曜日、祝日、年末年始
■住 西山町３丁目30番地１　■問 =34-3000

※救急診療は24時間365日受入れ体制

学校と地域住民が協力して活動する
ことで、子ども
たちと学び
合う楽しさ
を実感。

自治区など地域
主催で開催され、
各地で盛り上がり
を見せています。

※★のマークがあるものは要介護認定などが必要なサービスです。

●短期間宿泊して支援してほしい
• 特別養護老人ホームや介護老人

保健施設でのショートステイ★

●認知症で家族が行方不明に
　なることが心配

• かえるメールの配信
• 見守り安心マークの無料配布
• 徘徊高齢者等の登録制度

●施設に入所したい
• 特別養護老人ホーム★
• 介護老人保健施設★
• 介護医療院★
• 認知症高齢者グループホーム★
• 介護付有料老人ホーム★

きめ細やかな
介護支援 体制がある！

多世代で支え合える
地 域の結びつきがある！

介護予防を目的に脳
トレ・ストレッチ・筋力
アップ体操等の教室
を開催しています。

元気アップ教室

ウオーキングイベント 地域学校共働本部

こんなサービスが
受けられます！●日常生活を支援

• 配食サービス
• 訪問理美容の利用助成★
• シルバーカーの購入費助成
• おむつ購入費の支給など★
• 訪問介護（ホームヘルプ）・

訪問入浴介護など★

●自宅での生活環境を整えたい
• 住宅改修費の支給★
• 福祉用具の貸与・購入費の支給★

●外に出て介護や
　リハビリを受けたい

• 通所介護（デイサービス）★
• 通所リハビリテーション（デイケア）★

住み慣れた地域の中で誰もが安心して
健やかに、自分らしく暮らせる

まちを目指します。

まちぐるみで多世代が
生涯活躍できる
しくみづくり

03.
豊田市で暮らす

Liv ing in Toyota City

豊田市で
暮らす

Living in Toyota City
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超高齢社会への適応

超高齢社会が進展する中、住み慣れた地域の中
で誰もが安心して自分らしく暮らせるまちづくり
に向け、生涯活躍の推進や医療・介護環境をはじ
めとした地域包括支援体制の強化に取り組んで
います。

豊田地域医療センター、リニューアル！
令和2年12月、豊田地域医
療センターの診療棟がオー
プンしました。急速な高齢化
に伴い、疾病構造が大きく
変化するなかで、患者の希
望に寄り添った医療を提供
していきます。

診療・検査時間：月曜日～金曜日 午前9時～午後5時
土曜日 午前9時～正午

休診日：日曜日、祝日、年末年始
■住 西山町３丁目30番地１　■問 =34-3000

※救急診療は24時間365日受入れ体制

学校と地域住民が協力して活動する
ことで、子ども
たちと学び
合う楽しさ
を実感。

自治区など地域
主催で開催され、
各地で盛り上がり
を見せています。

※★のマークがあるものは要介護認定などが必要なサービスです。

●短期間宿泊して支援してほしい
• 特別養護老人ホームや介護老人

保健施設でのショートステイ★

●認知症で家族が行方不明に
　なることが心配

• かえるメールの配信
• 見守り安心マークの無料配布
• 徘徊高齢者等の登録制度

●施設に入所したい
• 特別養護老人ホーム★
• 介護老人保健施設★
• 介護医療院★
• 認知症高齢者グループホーム★
• 介護付有料老人ホーム★

きめ細やかな
介護支援 体制がある！

多世代で支え合える
地 域の結びつきがある！

介護予防を目的に脳
トレ・ストレッチ・筋力
アップ体操等の教室
を開催しています。

元気アップ教室

ウオーキングイベント 地域学校共働本部

こんなサービスが
受けられます！●日常生活を支援

• 配食サービス
• 訪問理美容の利用助成★
• シルバーカーの購入費助成
• おむつ購入費の支給など★
• 訪問介護（ホームヘルプ）・

訪問入浴介護など★

●自宅での生活環境を整えたい
• 住宅改修費の支給★
• 福祉用具の貸与・購入費の支給★

●外に出て介護や
　リハビリを受けたい

• 通所介護（デイサービス）★
• 通所リハビリテーション（デイケア）★

住み慣れた地域の中で誰もが安心して
健やかに、自分らしく暮らせる

まちを目指します。

まちぐるみで多世代が
生涯活躍できる
しくみづくり

03.
豊田市で暮らす

Liv ing in Toyota City

豊田市で
暮らす

Living in Toyota City
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WE LOVE とよた 市民の皆さんとともに、豊田市が
持つ全国に誇ることのできるすば
らしい魅力を再発見し、豊田市を今よりさら
に好きになり、次の世代につなげていく「WE 
LOVE とよた」の取組をご紹介します。
経営戦略課で「WE LOVE とよた」グッズ（缶バッ
チ・シール）を配布しています。

「WE LOVEとよたフェスタ」
とよたをもっと面白くしたい！と集
まった市民団体などの皆さんが自分
たちで作り上げるイベントを毎年開催
しています。

WE LOVE とよたマルシェ
豊田市内で生産・販売している和洋菓子、お茶、
はちみつなど美味しい豊田を紹介するウェブサ
イトです。商品の紹介に加え
店舗情報や商品のこだわり、
生産者や販売者の想い等を
掲載しています。ぜひ、ご覧
ください。

“美味しい豊田”をご紹介

環境モデル都市の情報発信施設として平成24年にオープン。平成30年に国
から「SDGs未来都市」に選定されたことを受け、「持続可能な社会の実現に
向けた取組」を体感できる施設へと生まれ変わりました。地球規模で今起き
ている問題や豊田市が目指す50年後の将来都市像と、その実現に向けた取
組を見て・触れて・学ぶことができます。ここには、市民や地域、企業が一体と
なって「ミライのフツーをつくろう」をキャッチコピーに活動する姿があります。

ガイドツアー（リモー
ト有り）への参加やモ
ビリティの試乗体験も
できます（要予約）。
■住 元城町３丁目11
■問 =77-5669
　  ℻77-5322

と
よた

は魅力がいっぱい！

とよたエコフルタウン

SDGsの発信拠点

予約方法を
チェックしよう！

全国に誇れる
わくわく楽しい
まちづくり

「モノ」づくりのまちから、
「モノ・コト・ヒト」がつくるまちへ
「わくわく」「楽しい」をキーワードに
わたしたちのまちは前進します！

04.
豊田市で暮らす

Liv ing in Toyota City

豊田市で
暮らす

Living in Toyota City
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らしい魅力を再発見し、豊田市を今よりさら
に好きになり、次の世代につなげていく「WE 
LOVE とよた」の取組をご紹介します。
経営戦略課で「WE LOVE とよた」グッズ（缶バッ
チ・シール）を配布しています。

「WE LOVEとよたフェスタ」
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たちで作り上げるイベントを毎年開催
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WE LOVE とよたマルシェ
豊田市内で生産・販売している和洋菓子、お茶、
はちみつなど美味しい豊田を紹介するウェブサ
イトです。商品の紹介に加え
店舗情報や商品のこだわり、
生産者や販売者の想い等を
掲載しています。ぜひ、ご覧
ください。

“美味しい豊田”をご紹介

環境モデル都市の情報発信施設として平成24年にオープン。平成30年に国
から「SDGs未来都市」に選定されたことを受け、「持続可能な社会の実現に
向けた取組」を体感できる施設へと生まれ変わりました。地球規模で今起き
ている問題や豊田市が目指す50年後の将来都市像と、その実現に向けた取
組を見て・触れて・学ぶことができます。ここには、市民や地域、企業が一体と
なって「ミライのフツーをつくろう」をキャッチコピーに活動する姿があります。

ガイドツアー（リモー
ト有り）への参加やモ
ビリティの試乗体験も
できます（要予約）。
■住 元城町３丁目11
■問 =77-5669
　  ℻77-5322

と
よた

は魅力がいっぱい！

とよたエコフルタウン

SDGsの発信拠点

予約方法を
チェックしよう！

全国に誇れる
わくわく楽しい
まちづくり

「モノ」づくりのまちから、
「モノ・コト・ヒト」がつくるまちへ
「わくわく」「楽しい」をキーワードに
わたしたちのまちは前進します！

04.
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安全な場所に住んでいて身を寄せられ
る親戚や知人がいる。

地域で避難先の取り決めがある。安全
な自主避難場所に避難できる。

災害時、たとえ電気の供給が断たれたとしてもクルマの蓄電池から電力を取り出すこ
とができれば、携帯電話の充電ができ、温かいお湯を飲むことができ、辺りが暗くなっ
ても照明をつけることができます。「クルマのまち」豊田市だからこその取組は、そんな
給電機能を持つ次世代自動車を桜の花びらに見たて、広めていくことで、やがて満開
に咲かせて、環境に優しく災害に強いまちを目指していくという活動です。

明かりは安心に
つながる。

照明機器類へ
ぬくもりがあれ
ば、生きる勇気も
湧いてくる。

生活家電へ

どこへ「避難」をしても、電気は必要です。

で
き
る
だ
け

　プラ
イ
バ
シ
ー
を
確
保
し
た
い
方

自宅付近に災害のリスクがない、又は、
あっても影響が極めて低い。発災後、自
宅の損壊がない。

状況に応じて、適切な避難先を選択しましょう。ハザードマップを確認したり、実際に
歩いてみたりして、自宅や自宅周辺の災害リスクや危険箇所を事前に把握しましょう。

「携帯が使える！」その
安心感があるから、落
ち着いて行動できる。

携帯電話や
AV機器類へ たとえば、避難所と

なる体育館等の施設
へ給電することも。

「自助」そして「共助」
災害時ほど、温か
い食べ物が欲し
くなる。

調理家電類へ

災害時の次世代自動車の活用

※窮屈な場所に長時間同じ姿勢でいることで、血の流れが悪くなり、血管の中に血の塊が
できて肺の血管を詰まらせてしまう病気

エコノミークラス症候群※ 対策など体調管理に留意が必要です。日ごろから車
中泊を快適に行えるためのグッズを備えておきましょう。

車中泊避難

避難が必要なときは、迷わず避難しましょう。感染症拡大が心配される状況下
では、従来より避難者の間隔を広めにとるため、別の指定緊急避難場所に移っ
てもらったり、臨時の避難場所を開設したりすることがあります。

指定緊急避難場所／避難所 または追加開設避難所

自宅が安全な人は避難の必要はありませ
ん。避難する人がかえって危険な場所が
あります。屋内で安全を確保しましょう。

在宅避難

安全な親戚や知人宅に避難しましょう。日
頃から避難について相談しておきましょう。

親戚、知人宅

地域の自主避難場所・
取り決めにある避難先など

スタート！

※算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨て
※充電設備の設置に要した費用（税抜）が2万円に満たない場合、設置費用が上限
※超小型 EVの上乗せ補助対象者は申請年度末時点で満65歳以上になる人

豊田市では、次世代自動車の普及促進
を図り、暮らしの脱炭素化を推進するこ
とを目的に、エコ
ファミリー宣言者
に対して、右記の対
象設備等の補助制
度を設けています。

次世代自動車購入には
市の補助制度があります

●対象となる自動車と補助金額

災害時、たとえ電気の供給が断たれたとしてもクルマの蓄電池から電力を取り出すこ
とができれば、携帯電話の充電ができ、温かいお湯を飲むことができ、辺りが暗くなっ
ても照明をつけることができます。「クルマのまち」豊田市だからこその取組は、そんな
給電機能を持つ次世代自動車を桜の花びらに見たて、広めていくことで、やがて満開
に咲かせて、環境に優しく災害に強いまちを目指していくという活動です。

次世代自動車購入には ●

避難 所に行くだけが避難じゃない

避難先選定フローチ
ャート

SAKURAプロジェクト

購入した
車両

A 車両に
対する補助

B 付帯設備等への補助
（Aに上乗せ加算）

最大補助額
（A＋B）

PHV・EV 上限15万円 充電設備 上乗せ2万円 最大17万円

FCV 上限33.5万円 ー ー 最大32万円

超小型EV 上限3.5万円 満65歳以上 上乗せ４万円 最大7.5万円

その時、クルマは
非常用の電源に

05.
豊田市で暮らす

Liv ing in Toyota City

豊田市では、環境にやさしく、
災害時に役立つ次世代自動車を社会全体で
活用する「SAKURAプロジェクト」を推進し、

脱炭素社会の実現と市民の
防災力向上を目指します。

暮らす
豊田市で

Living in Toyota City
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安全な場所に住んでいて身を寄せられ
る親戚や知人がいる。

地域で避難先の取り決めがある。安全
な自主避難場所に避難できる。

災害時、たとえ電気の供給が断たれたとしてもクルマの蓄電池から電力を取り出すこ
とができれば、携帯電話の充電ができ、温かいお湯を飲むことができ、辺りが暗くなっ
ても照明をつけることができます。「クルマのまち」豊田市だからこその取組は、そんな
給電機能を持つ次世代自動車を桜の花びらに見たて、広めていくことで、やがて満開
に咲かせて、環境に優しく災害に強いまちを目指していくという活動です。

明かりは安心に
つながる。

照明機器類へ
ぬくもりがあれ
ば、生きる勇気も
湧いてくる。

生活家電へ

どこへ「避難」をしても、電気は必要です。

で
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け
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を
確
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方

自宅付近に災害のリスクがない、又は、
あっても影響が極めて低い。発災後、自
宅の損壊がない。

状況に応じて、適切な避難先を選択しましょう。ハザードマップを確認したり、実際に
歩いてみたりして、自宅や自宅周辺の災害リスクや危険箇所を事前に把握しましょう。

「携帯が使える！」その
安心感があるから、落
ち着いて行動できる。

携帯電話や
AV機器類へ
携帯電話携帯電話やや
AV機器類へ たとえば、避難所と

なる体育館等の施設
へ給電することも。

「自助」そして「共助」

つながる。ば、生きる勇気も
湧いてくる。

ぬくもりがあれ
生活家電生活家電へへ
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なる体育館等の施設
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「「自助自助」そして「」そして「
災害時ほど、温か
い食べ物が欲し
くなる。
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明かりは安心に
照明機器類照明機器類

「携帯が使える！」その
安心感があるから、落
ち着いて行動できる。

「携帯が使える！」その
安心感があるから、落
ち着いて行動できる。

へへ

明かりは安心に
照明機器類照明機器類へへ
明かりは安心に
照明機器類照明機器類

災害時ほど、温か災害時ほど、温か災害時ほど、温か災害時ほど、温か
い食べ物が欲しい食べ物が欲し
くなる。

調理家電類調理家電類調理家電類調理家電類へへ

災害時の次世代自動車の活用

※窮屈な場所に長時間同じ姿勢でいることで、血の流れが悪くなり、血管の中に血の塊が
できて肺の血管を詰まらせてしまう病気

エコノミークラス症候群※ 対策など体調管理に留意が必要です。日ごろから車
中泊を快適に行えるためのグッズを備えておきましょう。

車中泊避難

避難が必要なときは、迷わず避難しましょう。感染症拡大が心配される状況下
では、従来より避難者の間隔を広めにとるため、別の指定緊急避難場所に移っ
てもらったり、臨時の避難場所を開設したりすることがあります。

指定緊急避難場所／避難所 または追加開設避難所

自宅が安全な人は避難の必要はありませ
ん。避難する人がかえって危険な場所が
あります。屋内で安全を確保しましょう。

在宅避難

安全な親戚や知人宅に避難しましょう。日
頃から避難について相談しておきましょう。

親戚、知人宅

地域の自主避難場所・
取り決めにある避難先など

スタート！

※算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨て
※充電設備の設置に要した費用（税抜）が2万円に満たない場合、設置費用が上限
※超小型 EVの上乗せ補助対象者は申請年度末時点で満65歳以上になる人

豊田市では、次世代自動車の普及促進
を図り、暮らしの脱炭素化を推進するこ
とを目的に、エコ
ファミリー宣言者
に対して、右記の対
象設備等の補助制
度を設けています。

次世代自動車購入には
市の補助制度があります

●対象となる自動車と補助金額

は必要です。は必要です。

避難 所に行くだけが避難じゃない

避難先選定フローチ
ャート

SAKURAプロジェクト

購入した
車両

A 車両に
対する補助

B 付帯設備等への補助
（Aに上乗せ加算）

最大補助額
（A＋B）

PHV・EV 上限15万円 充電設備 上乗せ2万円 最大17万円

FCV 上限33.5万円 ー ー 最大32万円

超小型EV 上限3.5万円 満65歳以上 上乗せ４万円 最大7.5万円

その時、クルマは
非常用の電源に

05.
豊田市で暮らす

Liv ing in Toyota City

豊田市では、環境にやさしく、
災害時に役立つ次世代自動車を社会全体で
活用する「SAKURAプロジェクト」を推進し、

脱炭素社会の実現と市民の
防災力向上を目指します。

暮らす
豊田市で

Living in Toyota City
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豊田市は県下でも第1位（令和
2年）の生産量を誇る米どころ。
「おいしい・安全・安心」な米作
りを目指しています。

旭地区をはじめ、主に山
村地域で栽培されて
います。豊田市の
「夢とろろ」は贈
答品としても人気が
あります。

小麦主体の飼料で育てられてい
るため脂が白く、味はあっさりと
しながら旨みがある豚です。

松平地区の生椎茸は、菌床栽
培で年中味わえて肉厚でしっか
りした食感が特徴です。また、
下山地区では国産原木栽培に
こだわり、風味も味も良い乾燥
椎茸作りが盛んです。

低カロリー・高タンパクで鉄分が豊
富。脂肪分が少なく、さっぱり食べ
られます。

みずみずしく歯切れの良い
豊田の梨は、県下有数の
生産量を誇っています。

抹茶の原料となる
「てん茶」を主体に栽
培を行っており、「かぶせ茶」
も多く栽培されています。

松平地区の春の七草栽培
の始まりは、転作作物と
してセリを栽培し出荷し
たことがきっかけです。

東海地方山間部の
郷土食。市内には約
40店舗の五平餅店
があります。

市には4つの酒蔵があ
り、それぞれ特性を活
かした個性の
ある酒づくりを
行っています。

生鮎から干物、
昆布巻きや煎
餅まで、さまざまな
加工品も製造し、販売
しています。

市北部の猿投地区は「モモ
の里」と呼ばれ、県下有数
の生産量を誇ります。

豊田市ならではの気候風土、そして人々の叡智は、
自慢できる数々の農産物、特産品をはぐくんでいます。

美味しいとよた

栄養価が高く
様々な料理と
相性抜群。

ナシ

七草

シイタケ

たまご

五平餅

日本酒

鮎

茶

鹿

自然薯モモ

三州豚

卵の味が濃いと評判！

品質は日本でも
有数の一品

とよたの正月の定番

米

お店情報

x松平志賀町丸山5-1 =58-3301 !午前9時～午後6時 ⃞休月曜日、年始

x武節町針原6-1 =82-3666 !午前9時～午後5時（土日祝は午後6時まで）
⃞休木曜日（12月～3月のみ。祝日の場合は翌日）、年末年始

x西町４-24  =31-9876
!午前9時～午後6時  ⃞休月曜日、年始

x則定町上栃ノ実31-3　=63-2901
!午前7時30分～午後4時30分
⃞休12月31日～3月31日
※4月1日～12月30日は無休

x新盛町菅田20-1  =98-0836  !午前9時～午後4時
⃞休木曜日、8月13～15日、年末年始
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