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■「豊田市人口ビジョン ・ まち･ひと･しごと創生総合戦略」の策定目的

 平成２６（２０１４）年１１月に公布・施行された「まち・ひと・しごと創生法」に基づ
き、国においては、平成２６（２０１４）年１２月に、令和４２（２０６０）年に１億人程
度の人口を確保する中長期展望を示した「長期ビジョン」と、５か年（平成２７（２０１５）
～平成３１（２０１９）年度）の政策目標・施策を示した「総合戦略」が策定された。
「人口ビジョン」については、人口動向などの現状分析を踏まえ、国の「長期ビジョン」
や「愛知県人口ビジョン」を参考にしつつ、本市の人口に関する目指す方向や将来展望を提
示するものである。 
「総合戦略」については、「人口ビジョン」を踏まえ、国や愛知県の総合戦略を参考にしつ
つ、本市の実情に応じた今後６か年の目標や施策の基本的方向、具体的な取組を提示するも
のである。
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 Ⅰ 人口ビジョン  
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1. 人口動向分析 
時系列による豊田市の人口動向や年齢階層別の人口移動分析を行う。

（1）人口推移 

① 総人口及び年齢 3区分別人口推移 
総人口は昭和 55年以降増加を続けている。年齢 3区分別にみると、年少人口（15歳未満
人口）は昭和 60年から平成 17年にかけて減少しており、平成 22年は増加したが、平成 27
年は再び減少している。生産年齢人口（15-64 歳人口）は平成 17 年がもっとも多く、平成
22年以降減少している。老年人口（65歳以上人口）は昭和 55年以降増加の一途をたどる。

図表 1-1 豊田市の総人口及び年齢３区分別人口推移（年齢不詳を除く）

出典：総務省「国勢調査」
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山村地域（※）においては、豊田市の総人口が増加傾向にある一方で、人口は減少してお
り、市全体とは異なる特徴や地域特有の課題を有している。
総人口についてみると、昭和 55 年以降平成 7 年までは 2 万 7 千人台で推移していたが、
平成 12年以降、約千人単位で減少しており、平成 17年以降は約 2千人単位減で減少してい
る。年齢 3 区分でみると、年少人口及び生産年齢人口が減少を続けている一方、老年人口は
平成 22年から平成 27年にかけて増加している。 
※山村地域：旭地区、足助地区、稲武地区、小原地区、下山地区の全域

図表 1-2 山村地域の総人口及び年齢３区分別人口推移

※総人口は年齢不詳を含む。

出典：総務省「国勢調査」
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生産年齢人口の扶養負担の程度をあらわす従属人口指数（年少人口及び老年人口を生産年
齢人口で除した値）の推移をみると、昭和 55年では年少人口の割合が高く、50.4％と高か
ったが、その後低下し、平成 7年には 37.7%まで下がっている。年少人口の割合が低下する
一方で老年人口の割合は上昇を続けており、平成 7年以降は上昇に転じており平成 27年に
は 54.2％となっている。 

図表 1-3 豊田市の従属人口指数 

出典：総務省「国勢調査」

豊田市が位置する西三河地域について、圏域人口の推移をみると、昭和 55年以降増加を続
けており、昭和 55年以降の伸びは 1.38 と、名古屋地域（名古屋市）の伸びよりも高い。 

図表 1-4 圏域人口の推移 

出典：総務省「国勢調査」
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総人口の昭和 55年に対する伸びは 1.33 と、豊田市に隣接する周辺市と比較すると、もっ
とも低くなっている。なお、日進市、みよし市、長久手市は昭和 55年に対する伸びが 2を
上回っている。 
次いで、高齢者人口の増減は、前期高齢者（65～74歳）の昭和 60年に対する伸びは 3.58、
後期高齢者（75歳以上）の昭和 60年に対する伸びは 4.19 である。 

図表 1-5 豊田市とその周辺市の総人口の増減（昭和55年=1とした平成27年人口）

出典：総務省「国勢調査」

図表 1-6 豊田市とその周辺市の高齢者人口の増減（昭和60年=1とした平成27年人口）

※年齢別・市町村別データは昭和 55年調査では公表されていない。

出典：総務省「国勢調査」
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② 自然・社会増減の影響（寄与度）
平成 17 年の合併以降の自然増減数と社会増減数から市人口の増加数に対する寄与度をみ
ると、自然増減は期間を通して増加に寄与しているが、平成 17年以降減少傾向にある。一方、
社会増減は平成 21 年から平成 26 年までは減少に寄与していたが、平成 27 年以降は増加に
転じている。 

図表 1-7 豊田市の自然・社会増減の影響（寄与度）

出典：豊田市「豊田市統計書」  
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（2）自然増減 

① 自然増減数、合計特殊出生率
自然動態の推移をみると、出生数は平成 20年以降減少傾向にある一方、死亡数は増加傾向
がみられ、結果的に自然増減は減少傾向にある。 

図表 1-8 豊田市の自然増減と出生数、死亡数 

出典：豊田市「豊田市統計書」 
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愛知県は大都市圏の合計特殊出生率が低い水準にある中で全国平均を上回っているが、豊
田市の合計特殊出生率は、県平均をさらに上回って推移している。
豊田市の合計特殊出生率の推移をみると、平成 22年に上昇後、平成 23年に低下している
が、平成 24年以降は高い値で推移している。
隣接する周辺市と比較すると、岡崎市が豊田市と同程度の水準で、そのほかの市は長久手
市を除き 1.7 を上回っており、みよし市に至っては 1.81 である。 

図表 1-9 豊田市の合計特殊出生率

出典：豊田市保健部総務課調べ、厚生労働省「人口動態統計」ほか

図表 1-10 豊田市とその周辺市の合計特殊出生率

出典：厚生労働省「平成 20～24 年人口動態保健所・市区町村別統計」 
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② 男女別人口と人口性比
平成 22年時の国勢調査結果を男女別 5歳階級別にみると、特に 20代後半から 40代の男
性人口が多い点が特徴である。また、男女ともに 60代後半の人口が前後の階級の人口より多
い。 
また、本市においては、団塊の世代よりも団塊ジュニアの方が人口に占める割合が大きく
なっており、団塊世代が 75歳以上となる令和７年を始め、団塊ジュニアが 65歳以上となる
令和22年、75歳以上となる令和32年において大きな人口構成の変化を迎えることになる。 

図表 1-11 豊田市の男女別5歳階級別人口（平成27年）

出典：総務省「国勢調査」

団塊の世代

団塊ジュニア
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人口性比（女性 100 人に対する男性人口）をみると、全体で 110.4 と男性の比率が高く、
特に 20～39 歳の人口性比が 132.8 と高い。この傾向は製造業が集積する県内他市と同様で
ある。 
５歳階級別人口性比をみると 50歳以下では男性の割合が大きく、とりわけ 15～39歳の階
級において性比は全国平均や県平均を大きく超えて男性に偏っている。一方で、60～64 歳の
階級では県平均を下回り、女性比率が高まっている。また、県平均では 55歳以上から女性の
比率が高くなるのに対し、豊田市では 65～74 歳まで男性比率が高く 75～79 歳の階級から
女性比率が高まっている。

図表 1-12 豊田市の5歳階級別人口性比（平成27年）

※総計は年齢不詳を含まない。

出典：総務省「国勢調査」
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豊田市とその周辺各市の 5 歳階級別人口性比をみると、15～59 歳の各階級において、日
進市と長久手市の一部の階級を除き、男性の比率が高い。刈谷市や知立市は豊田市と概ね同
様の傾向を示しており、20 歳代で特に男性の比率が高く、その後 30 歳代後半から 40 歳代
にかけて低下していく。これに対して、日進市と長久手市はほとんどの階級で県平均を下回
っている。 

図表 1-13 豊田市とその周辺市の5歳階級別人口性比（令和元年８月1日時点） 

出典：愛知県「あいちの人口」



15 

③ 初婚年齢
男女別に初婚年齢みると、各年とも約２年、男性のほうが高く、男女ともに県平均より若
い傾向にある。初婚年齢の推移をみると、平成 27年以降は県平均と同様に男女ともに横ばい
の傾向にある。 

図表 1-14 豊田市の男女別平均初婚年齢の推移

出典：愛知県「愛知県衛生年報」、厚生労働省「人口動態統計」

④ 未婚率
男女別未婚率の推移をみると、男女とも全年齢階級で未婚率は上昇している。男性に関し
ては県平均とほぼ同水準だが、平成 12年以降は県平均より高い水準、女性においては県平均
より低い水準である。 

図表 1-15 豊田市の男女別未婚率の推移

出典：総務省「国勢調査」
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結婚、出産に関する調査によると、愛知県は全国値に比べ独身男性の結婚意思は低い一方
で、独身女性の結婚意思は高い。平均希望子ども数は独身男性、独身女性とも全国値を下回
る。夫婦調査では愛知県の平均予定子ども数が全国を下回っているが、平均理想子ども数は
全国値よりも高い。 

図表 1-16 結婚、出産に関する意識

※独身者調査は 18～34 歳の未婚男女を対象に集計、夫婦調査は妻の年齢が 50 歳未満の夫婦を対象に集計。 

出典：厚生労働省「2010 年出生動向基本調査」 

結婚意思あり
（男性）

結婚意思あり
（女性）

平均希望
子ども数
（男性）

平均希望
子ども数
（女性）

平均理想
子ども数

平均予定
子ども数

愛知県 84.7% 92.1% 1.92 2.11 2.42 2.03
全国 86.3% 89.4% 2.04 2.12 2.33 2.07

独身者調査 夫婦調査
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⑤ 世帯構成 
世帯構成に関する国勢調査の結果をみると、世帯数は増加している。特に夫婦のみの世帯
数、単独世帯総数が一貫して増加している。 
世帯数に占める各世帯構成の割合は、夫婦のみの世帯、片親と子供から成る世帯、単独世
帯の割合が上昇し、夫婦と子供から成る世帯の割合が低下している。 

図表 1-17 豊田市の世帯構成の推移 

出典：総務省「国勢調査」
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年齢別単独世帯数の推移をみると、20 歳未満、20～29 歳以外の単独世帯数が増加してい
る。年齢別構成比をみると、40～49 歳、50～64 歳、65 歳以上の割合が高まっており、特
に 65歳以上の構成比は、平成 7年から 2倍以上になっている。 

図表 1-18 豊田市の単独世帯数・構成比（世帯主の年齢別）の推移

出典：総務省「国勢調査」
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3 世代世帯数の推移をみると、豊田市も愛知県同様、減少を続けており、平成 12年から平
成 27年にかけて約３千世帯減少している。一般世帯に占める 3世代世帯の割合は平成 12年
に 11.3%であったのが、平成 27 年には 7.3%である。ただし、愛知県に比べると 3世代世
帯割合の低下スピードは緩やかである。 

図表 1-19 豊田市の3世代世帯数、構成比の推移 

出典：総務省「国勢調査」
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65 歳以上の親族（世帯員）がいる世帯の推移をみると、世帯数は増加し続けている。内訳
をみると、平成 27 年の 65 歳以上の単独世帯の世帯数は昭和 60 年の約９倍まで増加してい
る。 
一般世帯に占める 65 歳以上の親族（世帯員）がいる世帯の割合は増加しており、平成 22
年の 65歳以上の親族（世帯員）がいる一般世帯の割合は 3割弱、65歳以上の親族（世帯員）
のみの一般世帯の割合は 1割を占める。 

図表 1-20 豊田市の65歳以上世帯数・構成比の推移 

              ※平成 22 年は 65 歳以上の世帯員がいる世帯。昭和 60年、平成 12年、平成 27 年は  

65 歳以上の親族のみの世帯及び 65 歳未満の親族がいる世帯のデータが存在しない。 

出典：総務省「国勢調査」
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（3）社会増減 

① 社会動態 
社会動態の推移をみると、平成 20年にリーマンショックがあったことから転入数が落ち込
み、社会増から一転して社会減となったが、平成 27年から再び社会増へと転換している。

図表 1-21 豊田市の社会増減と転入数、転出数 

出典：豊田市「豊田市統計書」
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② 地域ブロック別の人口移動 
平成 17年度から平成 25年度の市の転入者数をみると、県内では名古屋市が多く、次いで
岡崎市、みよし市、安城市、刈谷市などの西三河地域が多くなっている。県外では静岡県、
岐阜県、東京都などからの転入が多い。転出者数は、県内では名古屋市が多く、次いで岡崎
市、みよし市、安城市、日進市、知立市、刈谷市などが多くなっている。県外では静岡県、
東京都、岐阜県、神奈川県の順である。

県内と県外の転出入の動きをみると、県内は転入（64,409 人）に対して転出（73,688 人）
が多い転出超過（-9,279 人）であるのに対して、県外は転出（47,061 人）に対して転入
（69,557 人）が多い転入超過（22,496 人）となっており、全国から市内に流入した人口が
県内他市町村に流出しているという構図が伺える。

図表 1-22 周辺市及び県外との間での転出入者数 

※平成 17 年度から 25 年度までの異動累積人口。 

出典：平成 17年度から 25 年度までの住民基本台帳異動データ

県内他市 国内県外 国外 不明 合計
転入者数 64,409 69,557 8,830 682 143,478
転出者数 73,688 47,061 11,599 11,704 144,052

岡崎市

みよし

岐阜県

静岡県

東京都

神奈川

安城市

刈谷市

知立市

日進市

福岡県

大阪府 三重県

北海道

国外
10,486

12,452

8,830 人

11,599

8,173 人

6,531 人

4,167 人

3,934 人
3,712 人

3,752 人
3,826 人

3,414 人

2,496 人

4,154 人

2,502 人

3,873 人

1,841 人
4,054 人

5,933 人
3,912 人
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県内他市町村・県外・海外の転出入の推移をみると、対県外は一貫して転入超過だがバブ
ル崩壊、リーマンショック後の景気が落ち込んだ時期に落ち込んでいる。対海外はほとんど
の時期が転入超過だが、特にリーマンショック後や東日本大震災後は転出超過となっている。
対県内他市町村は一貫して転出超過である。 

図表 1-23 県内他市、県外、海外との間での転出入者の推移 

出典：豊田市「豊田市統計書」 
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③ 年齢別転出入状況
年齢別にみると、10 代後半、20 代前半、20 代後半、30 代前半は転出入の県外からの転
入が多く、大学進学や就職を機に市内に転入していると考えられる。県外への転出は 20代前
半、20 代後半、30 代前半で多く、大学卒業を機に県外へ戻る、あるいは就職や転勤の動き
が考えられる。 
対県外への転出入割合をみると、県外への転出割合が 60～64 歳において前後の年齢階級
より相対的に高くなっており、定年等を契機に県外に転出していること（Uターン、Iターン
等）が考えられる。 

図表 1-24 年齢別対県外転出入数及び割合（日本人） 

出典：平成 17年度から 25 年度までの住民基本台帳異動データ
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豊田市の直近 5 年間の異動者数の推移をみると、男性は平成 27 年以降の転入の増加によ
り転入超過となっている。女性は平成 28年まで転出超過の傾向にあったが、平成 29年で転
入超過へ転じている。 

図表 1-25 豊田市における平成25～29年の5か年の異動者数推移

出典：豊田市「豊田市統計書」 
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（4）進学・就職 

① 県内高校生の進学地域 
愛知県内高校卒業生の進学先大学の所在地をみると男女共に県内の進学者の割合がもっと
も高く、男性（65.9％）に比べて女性（77.4％）のほうが高い。 

図表 1-26 県内高校卒業生の進学先大学の所在地 

出典：文部科学省「平成 30年度学校基本調査」 

愛知県内高校卒業生の状況をみると男女ともに 6 割ほどが大学へ進学している。また男性
の専修学校（一般課程）等入学者、および就職者の割合が女性に比べて高く、女性の専修学
校（専門課程）入学者の割合が男性に比べて高い。 

図表 1-27 県内高校卒業生の状況 

出典：文部科学省「平成 30年度学校基本調査」 
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② 県内大学生の進学地域 
愛知県内大学卒業生の状況をみると就職者（正規の職員等）の割合が男女ともにもっとも
高く、男性（75.9%）に比して女性（76.6%）が高い。進学者の割合は、女性（3.7%）よ
りも男性（13.6%）が高くなっている。 

図表 1-28 県内大学卒業生の状況 

出典：文部科学省「平成 30年度学校基本調査」 
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（5）女性の就業状況

① 年齢別有業率
女性の年齢別有業率をみると、各年代で県平均とおよそ同様の推移をしているが、特に 20
～24歳、25～29歳は他の年齢階層と比して県平均を大きく下回っている。
豊田市における平成 24 年と平成 29 年の間での有業率の変化を比較すると、平成 24 年に
30～34歳、35～39 歳であった年齢階層は 5年後（平成 29年における 35～39歳、40～44
歳の年齢階層）には上昇している。一方で、平成 24年に 20～24 歳、25～29歳であった年
齢階層（平成 29年における 25～29歳、30～34歳の年齢階層）は低下している。

図表 1-29 豊田市の女性の年齢別有業率

出典：総務省「平成 29 年就業構造基本調査」 
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豊田市の女性（配偶者あり）の年齢別有業率をみると、県平均とほぼ同水準である。また、
平成 24 年と平成 29 年の間での年齢別有業率の変化を比較すると、平成 24 年に 30～34 歳
であった年齢階層は 5 年後（平成 29 年における 35～39 歳の年齢階層）には大きく上昇し
ている。 

図表 1-30 豊田市の女性（配偶者あり）の年齢別有業率

出典：総務省「平成 29 年就業構造基本調査」 
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母親の就業状況をみると、就学前児童保護者では、「以前は就労していたが、現在は就労し
ていない」が平成 25 年の 51.1％から 41.5％に低下しており、「就労している」がそれぞれ
上昇している。母子健康手帳被交付者では、「以前は就労していたが、現在は就労していない」
が 42.9％ともっとも高くなっている。小学生保護者では、「就労している（パートタイム、
アルバイト等）」が 48.8％ともっとも高くなっている。平成 25年と比較すると、フルタイム
で就労している人の割合は 6.0 ポイント高くなっている。 

図表 1-31 豊田市の母親の就業状況 

出典：豊田市「豊田市子ども総合計画」
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（6）産業 

① 産業分類別男女別就業者（有業者）数
産業分類別男女別就業者（有業者）数をみると、男性は「製造業」での就業が多く、突出
している。次いで、「卸売業，小売業」、「建設業」の順である。一方、女性は「卸売業，小売
業」での就業がもっとも多く、次いで「製造業」、「医療，福祉」の順である。 

図表 1-32 産業分類別の男女別就業者（有業者）数

出典：総務省「平成 29 年就業構造基本調査」
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構成比でみると、男性は「製造業」が過半数を占めている。女性は、「卸売業，小売業」の
割合が 19.5%、次いで、「製造業」の割合が 19.1%、「医療，福祉」の割合が 16.0%となっ
ている。 

図表 1-33 産業分類別の男女別就業者（有業者）構成比

出典：総務省「平成 29 年就業構造基本調査」 
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女性の就業者（有業者）構成比について年齢別にみると、25～34歳の女性では、「製造業」
に就業する割合が 28.1％と県平均（15.7％）と比較して 10 ポイント以上高くなっている。
また、平成 24 年の同階級と比較すると、「製造業」、「卸売業，小売業」に就業する割合が約
10 ポイント大きく高くなっている。一方、「医療，福祉」に就業する割合が県平均より低く
なっており、平成 24年の同階級と比較しても、約 17ポイント低くなっている。 
35～44歳の女性では、「卸売業，小売業」に就業する割合が県平均より低い。一方、「製造
業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「医療，福祉」に就業する割合は、県平均より高くなって
いる。 

図表 1-34 産業分類別の女性年齢別就業者（有業者）数の構成比 

出典：総務省「平成 29年就業構造基本調査」
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② 産業分類別の事業所数・従業者数 
産業分類別の事業所数・従業者数と構成比をみると従業者数の点では「製造業」が突出し
ており次いで「卸売業，小売業」となっている。事業所数では「卸売業，小売業」が最も多
くなっている。構成比の観点からも「製造業」の従業者数は 46.2％と半数近い割合を占めて
いる。 

図表 1-35 産業分類別の事業所数・従業者数と構成比 

出典：総務省・経済産業省「平成 28年経済センサス-活動調査」
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③ 製造業（産業分類別）の事業所数・従業者数・製造品出荷額等 
製造業（産業分類別）の事業所数・従業者数をみると輸送用機械器具製造業の従業者数が
突出している。また事業所数においては生産用機械器具、金属製品製造業が輸送用機械器具
に次いでいる。 
製造業の出荷額をみると輸送用機械器具が他の製造業の業種に比べて極めて大きな額とな
っている。 
製造業（産業分類別）の事業所数・従業者数・製造品出荷額等の構成比をみると従業者数、
製造品出荷額において輸送用機械器具が突出していることがわかる。 

図表 1-36 製造業（産業分類別）の事業所数・従業者数・製造品出荷額等と構成比 
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出典：経済産業省「平成 29年工業統計調査」 
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（7）豊田市の人口動態に関する地域特性と課題 

豊田市は、名古屋市に近接し、自動車産業の世界的企業の拠点であることから、人口構成、
産業・雇用、財政面での強みを有しており、それを背景に公共施設や都市サービスも高水準
にある。 
これまで、自動車産業の拠点性の高さゆえ、就職期にある２０歳前後の若者（特に男性）
を全国から集めてきており、２０歳から３０歳代の人口割合が多い比較的若いまちであった。
しかし、今後は団塊世代の後期高齢化などにより、急速に超高齢社会へ転換していくことに
なり、高齢化率の上昇とともに自然動態が自然減へ転換することが見込まれる。
また、リーマンショック前には、自動車の生産に関して海外需要分を国内から供給するな
ど、生産体制等に対応する雇用が市内への大量転入に繋がっていた。しかし、今後は、人口
減少の進展や団塊世代の後期高齢化などから自動車の国内需要の伸び悩みが予測されており
国内生産台数の維持が厳しくなることも予想され、加えて自動車の生産拠点が国内外の他の
拠点へシフトする可能性や地方創生の流れのなかで各地域に働く場が創出される可能性を踏
まえると、これまでのように好景気に大量の転入が発生する状況は想定しづらくなる。
社会動態については上記のようなリスクがあるものの、今後とも日本を代表する産業拠点
として拠点性を維持することができれば一定の人口流入は予測することができる。なお、平
成２０年から平成２６年までは転出超過が続いていたが、平成２７年以降は転入超過となっ
ている。 
そのほか、リニア中央新幹線、新東名高速道路といった広域交通網の整備は、人口や経済
活動が吸い取られるストロー現象の懸念はあるものの、都市間の交流や海外との交流が活発
とのなることで、新たな人の流れが生まれる可能性を持つ。このため、本市が持つ魅力や資
源、可能性を活かした取組が重要となる。 

（8）山村地域の地域特性と課題 

山村地域においては、人口動向を始め豊田市全体とは異なる特徴や地域特有の課題を有し
ている。 
このため、豊田市では人口ビジョン・総合戦略を踏まえ、都市と山村を併せ持つ豊田市な
らではの取組として、「山村地域の振興及び都市との共生に関する基本方針－おいでん・さん
そんビジョン－」を策定し、特に山村地域の特徴・課題や重点的な取組を推進している。 
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2. 人口の将来展望 

（1）目指す将来の方向 

① 広域の中での豊田市の役割 
本市を始めとした西三河地域は、国内随一の製造業の拠点であり、日本の活力（経済）を
支えている地域である。その中でも本市は、自動車産業の集積を基に全国から２０歳代の若
者を集め、３０歳前後の家族形成期の世代を中心に近隣市町村へ供給する、いわばポンプの
ような役割を果たしている。家族形成期の世代の転出抑制は本市の課題ではあるものの、産
業で日本の活力を支えるこの地域の人口集積を図る機能の一部を担っていることになる。
こうした人口集積が減少してしまえば、現状の産業の維持のみならず商業等のサービスレ
ベルの低下を招く可能性があり、これまで築いてきた高水準の社会基盤や生活基盤を維持・
活用していくためにも、豊田市単体での人口のみならず周辺自治体を含めた圏域の人口を維
持することが重要となる。 

② 山村地域が豊田市にもたらす価値の発揮 
豊田市は、産業都市であると共に、豊かな資源を持つ山村地域が共存していることにも特
徴がある。 
山村地域は、自然の豊かさがもたらす生物多様性、森林や農地がもたらす土砂災害といっ
た自然災害の防止機能、豊かな水を供給し水質を浄化するといった水源涵養機能を持つほか、
香嵐渓や旭高原元気村をはじめとした四季を通じた観光資源、農産物、木材、エネルギー等
の豊田市を支える資源を保有している。また、暮らしの知恵や伝統文化などを継承するなど、
周辺市にはない豊田市の魅力を特徴付けている。
都市と山村が近接し、日常的に気軽な往来・交流が可能であるからこそ実現できるライフ
スタイルの提供など、都市と山村双方の機能を活かした取組を展開することで、豊田市全体
の魅力を高めていくことが重要となる。

③ 若年層に対する吸引力の維持・創出
全国的な人口減少の傾向のなか、今後の自動車産業における生産拠点の変化及び地方創生
による人口移動の収束といった可能性を鑑みると、これまでの「働くために選ばれる豊田」
であるとともに、「暮らすために選ばれる豊田」であることが重要となる。 
そのためには、今後とも産業都市として時代の変化に対応しつつ、自動車産業を中心とし
た強い産業を維持するとともに、多様な働き方を生み出す新たな産業の創出に取り組むこと
で一定の人口吸引力を確保していくことが必要である。
また、女性が少ない人口性比の特徴に対し、女性にとって働きやすい職場や魅力ある働く
場の創出をはじめとした女性が活躍できる環境を創出することが求められる。また、こうし
た働く場とともに、豊田市だからこそ実現できる多様なライフスタイル（高水準の文化施設
や、国際交流、山村、自然資源、歴史文化、地産地消を楽しむ暮らし）を創り上げ、磨き上
げていくことにより、本市で住みたい・働きたいという市民の希望を実現し、特に家族形成
期（３０代前後）の世代の定着を図ることが重要となる。 
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④ 愛着を持ち、世代を超えて住み続けたいと思う地域づくり 
豊田市は産業都市として、これまで就職を期に全国から多くの若者が流入し暮らしている。
豊田市で生まれ育った市民を始め、就職等を機に豊田市へ移り住んだ市民を含め、市民全体
で豊田市にある風景や産業、さまざまな文化といった地域資源に愛着を持ち、豊田市をふる
さととして世代を超えて住み続けたいと思う地域づくりを進めることが重要となる。 
また、若い世代が子どもを生み育てる希望を実現できるまちであるために、全国と比較し
て恵まれた雇用環境を維持するとともに、都市と山村地域が共存し多様なライフスタイルを
選択できる特徴を活かしながら、安心して子どもを生み育てられる支援体制を充実していく
ことが必要となる。 

⑤ 超高齢社会を迎える豊田市において目指す方向 
豊田市は、自治区をはじめとしたコミュニティの基盤があり、地域自治システムを始め様々
な市民活動団体や企業、大学等との共働の展開など多様な担い手と連携した取組を進めてい
る。 
今後、超高齢社会を迎える豊田市においては、このままでは高齢者に偏りのある人口構成
に変化し、３０歳代の家族形成期の世代の転出も重なり少子化や人口減少に向けた人口動態
が加速していく可能性がある。 
こうしたなか、これまでにつちかってきたコミュニティの基盤や共働の取組といった強み
を活かすとともに、先に示した４つの目指す将来の方向を踏まえた取組を展開することで、
子どもから高齢者まで年齢構成のバランスがとれた人口構成へ転換を図り、子ども、若者、
高齢者といった多世代が共生し、多様なつながりの中で活躍できる社会を維持していくこと
が重要である。
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（2）本市人口の将来展望 

① 将来展望人口の導出 
前項での方向を踏まえ、豊田市で暮らし・働きたい、子どもを生み育てたいという希望の
実現を前提とする。 
展望期間については、第 8次総合計画の目標年次である 2040（令和 22）年とする。

自然動態 (ア)
豊田市における合計特殊出生率は、直近の５年間では 1.6 前後で推移している。一方で、
厚生労働省による「2010年出生動向基本調査」によれば、愛知県における独身者の平均希望
子ども数は、男性で 1.92、女性で 2.11 となっており、夫婦においては、平均理想子ども数
で 2.42、平均予定子ども数で 2.03 となっている。これを踏まえ、豊田市においても 2030
（令和 12）年までに希望出生率（※）である 1.8 の実現を目指し、さらに世代間の人口バラ
ンスがとれた人口構成へ転換を図るため、2040（令和 22）年においては人口置換水準であ
る 2.07 を設定する。 

（※）希望出生率の考え方
希望出生率＝［（既婚者割合×夫婦の予定子ども数）＋

（未婚者割合×未婚結婚希望割合×平均希望子ども数）］×離別等効果
愛知県：［（37％×2.03人）＋（63％×92％×2.11 人）］×0.938）≒１．８ 

出展：厚生労働省「出生動向基本調査（2010 年）」から日本創生会議の算出方法により算出

社会動態 (イ)
豊田市における社会動態の特徴は、２０歳前後の就職期にある若い世代が県外から転入し、
３０歳前後の家族形成期に県内他市へ転出していることにある。 
また、景気変動等の影響を強く受ける社会動態であることから将来の見通しがききにくい
が、その中においても、日本を代表する産業都市としての特徴を維持することで、引き続き
一定の人口流入を維持するとともに、豊田市で暮らし・働きたいという希望が実現できる環
境をつくり流入人口の定着化を図る。
また、山村地域については、高齢化の上昇抑制、世代間のバランスがとれた人口構成とな
るよう移住を促進する。 
なお、移動率については、リーマンショック前後における特異な社会動態を排除しつつ、
産業都市としての拠点性の維持及び家族形成期の世代を主とした転出抑制の政策効果により、
当該世代の転出超過が抑制された状態を目指し、平成１２年、１７年、２２年に実施された
国勢調査の移動実績を踏まえて設定する。 
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② 将来展望人口 
全市の総人口は 2030（令和 12）年にピークを迎え、2040（令和 22）年まで概ね 42 万
人が維持される。年少人口は 5 万人台が確保され、生産年齢人口は減少するものの概ね 23
万人が維持される。 
高齢化率は上昇を続けており、2040（令和 22）年には 31.3％となる。 
なお、参考推計における 2060（令和 42）年においては、概ね 40 万人が維持されるほか、
老年人口は 2055（令和 37）年の 14.2 万人をピークに減少に転じる。

図表 2-1 全市人口 

（R02）（R07） （R22）（R27）（R12）（R17）（H22）（H27） （R32）（R37）（R42）
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人口ピラミッドは、2040（令和 22）年は男女ともに 60代後半をピークとして高齢者層に
ボリュームのある形となるが、年少人口及び若年層が一定程度確保されている。
なお、参考推計における 2060（令和 42）年には筒型に近い形となり、より安定した人口
ピラミッドへ改善していく。 

図表 2-2 全市人口ピラミッド（2040年、2060 年）
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 Ⅱ 総 合 戦 略
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１ 策定趣旨・位置付け                               
本戦略については、まち・ひと・しごと創生法に基づく国の長期ビジョン・総合戦略及
び愛知県の人口ビジョン・総合戦略の内容を勘案しつつ、「豊田市人口ビジョン」を踏まえ
本市の目標や施策の方向性、実施に必要な事項を定める。 

２ 期間                                      
  平成２７（２０１５）年度から令和２（２０２０）年度までの６年間とする。

３ 基本方針                                    
日本全体が人口減少社会に移行する中、本市は世界的な自動車産業の集積地として４０
万人都市に発展をしてきた。しかし、今後は、本市においても超高齢社会の到来や人口減
少局面を迎えるなど人口構造の大きな変化が予測されており、産業面においても国内市場
の縮小などによる構造変化といったリスクも存在する。 
「人口ビジョン」で示したとおり、本市の人口は、自動車産業の拠点性の高さから就職
期にある２０歳前後の若者が全国から集まる一方、家族形成期にある３０歳前後の世代が
県内他市に転出している。また、出生数や合計特殊出生率は横ばいの状況にあるが、高齢
化率は上昇しており、先に示したとおり超高齢社会が到来する。
こうした中、本市が将来にわたって市民生活や地域を支える活力を維持していくために
は、急激な人口減少を回避するとともに、バランスのとれた世代構成への転換を図ること
が必要である。 
その実現に向けては、一定の人口吸引力を維持するため、第一に産業で日本をけん引す
る都市として、社会の変化に対応しながら強い産業を維持することが必要である。また、
同時に都市と山村地域が近接・共存する特性を生かし、観光振興や多様な暮らしの実現の
みならず新たな産業を生み出すことで、国内外や市域内を含めた新たな人の流れや循環を
つくることが必要である。 
また、人を呼び込むだけでなく定住人口を確保するため、住宅・宅地等の提供を図るほ
か、豊田市で暮らすことの豊かさや魅力を生み出すことが必要である。
このことを踏まえ、本戦略では、特に若者が本市で暮らし、世代を超えて住み続けたい
と思うまちの実現をめざすことで、すべての世代が多様なつながりを持ち、元気に活躍で
きる状態を実現するため、以下のとおり基本方針を設定する。 

【基本方針】 
強い産業・豊かな自然の中で、若者が活躍する豊田市を次の世代へつなぐ
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４ 本市の地域特性（特徴）と課題（リスク・可能性）                 
地方創生に向けた取組においては、今後予測されている人口構造や産業構造の変化とい
った大きな社会・経済情勢の変化に対応しつつ、本市の特徴や中長期を見据えた可能性を
生かした取組を行うことが重要である。そのため、本戦略の目標設定に向けた本市の地域
特性（特徴）と課題（リスク・可能性）を整理する。 

【豊田市の地域特性（特徴）】 
○世界的な自動車企業と共に発展してきた都市
・豊田市から西三河にかけて自動車産業の生産拠点が集積
・自動車産業の世界的拠点であり、研究開発や実証実験、人材育成などを実施
・世界的に知名度が高い“TOYOTA”ブランド 
・日本全国から就職期の若年層を吸引し、近隣自治体と共に人口が増加。全国よりも若い
年齢構成

・近隣自治体含め「働く場」を基盤とする都市圏を形成。企業文化は市民・地域の生活に
も浸透 
・産業発展による安定的な税収に支えられた恵まれた行財政
・経済動向により人口や財政は大きく変動 

○豊かな自然、多様な歴史・文化を持つ都市 
・市町村合併を重ね、広大な市域に多様な地域が共存。一部みなし過疎地域も存在 
・盛んな農業、豊かな森林、水資源も豊富
・多様な歴史資源、地域文化が存在 
・文化・スポーツなどの公共施設は質、量とも充実。世界的イベントも開催 
・名古屋との程よい距離感。独立した生活圏を形成しつつ、一方で、名古屋を中心とした
大都市圏の一部として、必要に応じて都市的サービス（文化芸術・消費・健康福祉など）
を享受 
・河川の洪水リスク、山間地域などにおける土砂災害のリスクが存在 
・東海・東南海地震が懸念されるが、内陸部にあり一部液状化の懸念もあるが比較的地盤
は強固。沿岸部と比べて地震や津波のリスクは低い 

○多様で充実した担い手を有する４０万人都市 
・さまざまな地域活動を展開する自治区(地縁組織)が市域全体に存在(301 自治区、8 割
超の加入率) 
・先進的な地域自治システムを全市的に展開 
・企業(社会貢献活動を含む)、職域団体（労働組合など）などが多数存在 
・脈々と引き継がれている山村のコミュニティと I・Uターン移住者の増加 
・市民活動団体の芽生え
・大学や高専などの学生によるまちづくり活動展開 
・ビジネス関係を含む外国人市民の存在
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【豊田市が抱える脅威】 
○超高齢社会の到来 
・超高齢社会の進展（2025 年に 75 歳以上人口が 2010 年比で２倍以上に増加、2040
年まで高齢者人口は増加で推移）
・若年層の流入人口の減少、家族形成期の世代の市外転出による転出超過が続けば、高
齢化や人口減少の流れが加速化
→高齢者急増による医療・介護サービスの供給不足、医療・介護費の負担増大
郊外型団地の高齢化、山村地域の過疎化、集落機能の弱体化
地域のまちづくり活動の沈滞や担い手不足による地域の活力低下 など 

○産業構造の大転換 
・自動車産業の国内市場の縮小や経済のグローバル化による国際競争の激化、海外生産、
国内生産拠点の分散化の進展 
・ＴＰＰによる農林業等の国際競争の激化
→自動車産業の動向等による市民生活や市内経済、市政運営への影響
若年層の流入人口の減少、労働力不足による市内産業の担い手不足、
事業承継等への影響 
輸入農産物等の拡大による市内農林業への影響

○大規模自然災害等のおそれ 
・南海トラフの巨大地震（最大震度６強）やゲリラ豪雨による都市河川の氾濫、山間地
域での土砂災害  
→市民の生命や財産の喪失、市民生活や企業活動への影響 など 

○厳しさを増す財政状況 
・公共施設やインフラの老朽化に伴う維持修繕費や社会保障費の増大
・法人市民税の一部国税化等、国の税制度改正等の影響
→歳入の減少や歳出の増大による財政状況の悪化や行政サービスの低下 など 
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【豊田市の発展の可能性】 
○多様な担い手が支える新たな社会システムの構築 
・地域自治システムや共働の取組の中で培ってきたコミュニティの基盤 
・企業、職域団体、市民団体、高齢者や女性など充実した担い手の活躍
・自助・互助・共助の推進、官民共働

○次世代自動車の拠点化と新たな産業創出による産業強靭化 
・次世代自動車を始めとした自動車産業・ものづくりの拠点性維持
・環境・エネルギーやモビリティに関する様々な先進的な取組の実績 
・日本の縮図とも言える特性から多様な社会課題が新たな事業機会となる可能性 
・食、エネルギー等の地産地消化による、地域内経済循環拡大 

○観光・交流産業の発展、国際都市としての成長
・リニア中央新幹線等によるアクセス向上 
・自動車産業の世界的な拠点としての認知度と海外からの多くのビジネス客
・長年の多文化共生や海外とのビジネスを通じて培われた市民の国際感覚
・世界的なスポーツイベントであるラグビーワールドカップの開催 
・高水準の文化・スポーツ施設 
・山村等の歴史・生活文化 

○豊かなライフスタイルの実現 
・生活や企業活動を支える豊富な水資源の維持・保全 
・山村の先進的な取組を背景とした、豊かなライフスタイルの実現 
・職住近接に加えて、余暇活動などの場も近接した環境 
・雇用の場と自然豊かな山村地域が近接 
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５ 基本目標と施策                                  
本戦略では、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」で掲げられている「基本目標」を
踏まえるとともに、基本方針及び本市の地域特性（特徴）と課題（リスク・可能性）を捉え、
以下のとおり４つの「基本目標」を設定し、平成２７（２０１５）年度から令和２（２０２
０）年度までの６年間において体系的・効果的な施策展開を図るものとする。
なお、それぞれの目標には数値目標を設け、具体的な施策・事業を展開する。あわせて、
各施策の進捗を評価し、進行管理を図るため、施策に対し重要業績指標（ＫＰＩ（※））を設
定する。
※ KPI：Key Performance Indicator の略。施策の達成すべき成果目標

国のまち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」と「総合戦略」の全体像（概要）
※平成２６（２０１４）年１２月策定

「長期ビジョン」における中長期展望
Ⅰ 人口減少問題の克服 
：人口減少に歯止めをかけ、「東京一極集中」を是正し２０６０年に 1億人程度の
人口を確保 

 Ⅱ 成長力の確保
：２０５０年代に実質ＧＤＰ成長率１．５～２％程度維持

「総合戦略」における基本目標
○「しごと」と「ひと」の好循環作り 
① 地方における安定した雇用を創出する 
：地方において若者向けの雇用をつくる。２０２０年までの５年間で３０万人分

② 地方への新しいひとの流れをつくる
：現状で年間１０万人超の東京圏への人口流入に歯止めをかけ、東京圏と地方の
人口の転出入を均衡させる 

③ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
：若い世代が、安心して結婚・出産・子育てできるようにする

○好循環を支える、まちの活性化 
④ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携す
る 
：「小さな拠点」の整備や「地域連携」の推進
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豊田市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標 

豊田市が抱える脅威 
○超高齢社会の到来 
・超高齢社会の進展・人口減少の加速化 など
○産業構造の大転換 
・国内市場の縮小、国際競争の激化 など 
○大規模自然災害等のおそれ 
・南海トラフ巨大地震、土砂災害 など 
○厳しさを増す財政状況 
・国の税制改正 など 

豊田市の発展の可能性 
○多様な担い手が支える新たな社会システ
ムの構築 
○次世代自動車の拠点化と新たな産業創出
による産業強靭化 
○観光・交流産業の発展、国際都市としての
成長
○豊かなライフスタイルの実現 

基本目標② 人の流れ、賑わいづくり
～魅力をつくり、新たな人の流れを生み出す環境をつくる～

基本目標③ 子どもを生み育てる希望の実現 
～安心して子どもを生み育てられる環境をつくる～

基本目標④ 時代に合った地域づくり 
～コミュニティを基盤としたつながりの構築と安全・安心し
て暮らせる環境をつくる～

基本目標① しごとづくり 
～成長力ある産業の振興、企業
の発展を支え、多様な働き方が
実現できる環境をつくる～

ひと

しごと

豊かな暮らしを支える

しごとがひとを 
ひとがしごとを 
呼び込む好循環

まち

基本方針 
強い産業・豊かな自然の中で、若者が活躍する豊田市を次の世代へつなぐ

豊田市の特徴 
○世界的な自動車企業と共に発展してきた都市
○豊かな自然、多様な歴史・文化を持つ都市 
○多様で充実した担い手を有する４０万人都市 
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【基本目標】 
基本目標① しごとづくり

～成長力ある産業の振興、企業の発展を支え、多様な働き方が実現できる 
環境をつくる～

【基本的な考え方】 
○人口吸引力の維持・創出に向け、世界的な自動車産業の集積地としてものづくり産業
をリードするとともに、豊かな自然環境を生かした農林業の競争力強化や地域をけん引
する新たな産業おこしに取り組む。 
○産業振興に必要な人材の育成・確保、高齢者や女性が活躍できる多様な働き方・しごと
の創出を支援する。 

基本目標② 人の流れ、賑わいづくり
～魅力をつくり、新たな人の流れを生み出す環境をつくる～

【基本的な考え方】
○豊田市の魅力を発信し、市内外との人の交流や市内定住を促進するため、自動車産業の
世界的な拠点としての認知度、国内外からの人の往来、国際イベントを生かし、新たな
人の流れ・経済活動を生み出す。

基本目標③ 子どもを生み育てる希望の実現 
～安心して子どもを生み育てられる環境をつくる～

【基本的な考え方】
○若い世代が安心して子育てできる環境を創出するため、子どもを生み育てる希望を実現
でき、働きやすく、子育てしやすい地域をつくる。 

基本目標④ 時代に合った地域づくり 
～コミュニティを基盤としたつながりの構築と安全・安心して暮らせる環境を
つくる～

【基本的な考え方】
○世代を超えて豊田市に住み続けたいと思う地域を創出するため、豊田市に住むことの 
楽しさ・豊かさが実感できる環境をつくる。 
○これまで培ってきた地域コミュニティの基盤を生かし、多様な主体の参画によって安
全・安心に暮らせる地域をつくる。 
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基本目標① しごとづくり 
～成長力ある産業の振興、企業の発展を支え、多様な働き方が実現できる 
環境をつくる～

目標指標 基準値 目標値

ものづくり産業で日本をけん引し続ける 
（製造品出荷額等の全国シェア） 

４．４％ 
（平成 25（2013）年度）

基準値を維持 
（令和 2（2020）年度）

新たな事業展開に取り組む中小企業者の 
割合 

― 
（平成 26（2014）年度）

４８.８％ 
（令和 2（2020）年度）

【基本的方向】 
○ものづくり企業のイノベーションを創出するため、金融機関、大学・研究機関、商工会
議所などの各種機関との連携を強化し、既存の雇用を維持・成長させる。

○新たな産業の育成や雇用の創出を図るため、戦略的な企業誘致を推進する。 

○産業型農業・林業の振興に向け、認定農業者への各種支援や農商工連携・６次産業化を
推進するほか、中核製材工場の誘致による地域材の加工流通体制を整備する。 

○企業や大学等との実証実験など各種先進的な取組を行ってきた実績を生かし、次世代自
動車の普及による新たな市場の創出や市場ニーズに応える企業や大学の研究開発や技術
開発を促進する。 

○産業を支える多様な担い手確保や働く場の創出を図るため、企業等との連携による人材
育成や働く希望をかなえる就業・起業支援を推進する。 
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【地方創生の実現の鍵となる視点と取組】
（視点）産業の強靭化により都市の活力を支え、安定した雇用環境を維持する。
雇用と経済活動を生み出す産業は都市の活力の源であり、将来にわたり都市が持続す
るために産業が強靭であるとともにそれを支える人材の育成・確保が重要である。 
自動車産業に大きく依存した本市においては、その産業構造の大きな変化に対応しな
ければ都市の活力を失いかねない。
このため、自動車産業の動向を踏まえ、市内に集積するものづくりの経験、技術など
を持つ企業や人材といった貴重な資源を生かした将来の産業基盤を構築していく必要
がある。 

    一方で、本市は多彩な農産物を生産する愛知県内有数の農業地帯であるとともに、
市域の７割を森林が占め、豊富な森林資源を有している。
ただし、農林業を取り巻く環境は、担い手の高齢化や貿易の自由化を始めとした海外
との競争激化など厳しい状況にある。 
こうした中、大消費地に近い地域特性を生かすとともに、地元農産物の消費拡大の取
組を推進するほか、木材資源の加工・流通させる仕組みの構築や多様な農林業の担い手
を確保する必要がある。 

（実現の鍵となる取組：本戦略期間内における主な取組） 
 ものづくり企業のイノベーション創出・人材育成支援 
：産学金官連携によるイノベーション創出、創業、事業承継及び人材育成支援など 
戦略的な企業立地支援
：重点産業分野、研究開発機能など企業立地に向けた総合的な環境整備支援など
産業型農・林業の振興
：中核製材工場誘致を核とした地域材利用の促進など
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【具体的な施策と重要業績指標（ＫＰＩ）】    

○ものづくり企業のイノベーション創出支援 
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

イノベーションセンターへの相談件数 
（累計）

７６０件 
（平成 26（2014）年度）

２，５６０件 
（令和 2（2020）年度）

【具体的な事業】 
とよたイノベーションセンターを核としたものづくり企業の支援 

事業名 事業の概要

とよたイノベーションセンター運営事業 
中小企業の新たな事業展開に対して、総合的か
つ一体的な支援を実施する。 

（仮）ものづくり創造拠点事業 
ものづくり中小企業によるイノベーションの
創出と次代のものづくりを担う技術者の育成
を実施する。 

ものづくりブランド事業 
ものづくり企業の集積地としての地域ブラン
ドを構築し、対外的なプロモーション活動を展
開する。 

次世代自動車の普及による新たな市場創出
事業名 事業の概要

次世代自動車の外部給電設備の導入支援
外部給電機能の付いた次世代自動車を"走る発
電機"としてＰＲし、外部給電設備の導入を支援
することで、次世代自動車の普及促進を図る。

豊田商工会議所、金融機関、行政が連携した創業・事業承継支援
事業名 事業の概要

創業支援事業 
創業希望者への資金に関する支援の円滑化を
図るため、３者で共通カルテを作り、窓口の連
携を図る。 

とよた事業承継研究会事業 
中小事業者における高齢化や後継者不足の課
題に対して、３者で協力して課題解決や状況調
査を実施する。 
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企業の新たな挑戦に対する経営資源（人、モノ、カネ、情報など）の支援 
事業名 事業の概要

ビジネスチャンス拡大支援事業 
大規模展示会等への集団出展等による販路開
拓支援及びビジネスチャンス拡大に向けた見
本市出展に係る経費を補助する。 

新事業展開支援事業 
研究会設置による新たな事業展開を見出す機
会の提供、及び新サービス・新製品の開発に係
る経費を補助する。 

企業ニーズに即したものづくりの中核人材の育成、確保支援 
事業名 事業の概要

ものづくり人材育成支援事業 
人材育成事業の実施及び企業が実施する人材
育成に係る経費を補助する。 

将来のものづくりを担う人づくり支援 
事業名 事業の概要

ものづくり教育プログラム事業 
小学生を対象に、学校カリキュラムの中で関連
づけたものづくりを体験できるプログラムを
実施する。 

ものづくりプロジェクト事業 

企業や職人と連携し、豊田市らしいものづくり
のカリキュラム（自動車・和紙・竹細工等）の
実施や主に中学生を対象とした科学の講座や
イベント等を実施する。 

とよたものづくりフェスタ（わくわくワー
ルド）開催事業 

企業との共働により、ものづくりをテーマとし
た大規模なイベントを開催する。 
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○戦略的な企業立地支援
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

立地企業の奨励・指定事業所数（累計） ３３事業所 
（平成 26（2014）年度）

６９事業所 
（令和 2（2020）年度）

【具体的な事業】 
重点産業分野・研究開発機能などの企業立地に向けた総合的な環境整備

事業名 事業の概要

企業誘致推進奨励事業 
企業の市内への新規立地及び市内企業の事業
規模拡大に対し、奨励金を交付する。 

企業立地インフラ整備支援事業
開発に伴い必要となる開発区域外のインフラ
（道路又は上水道）整備に係る経費に対し、補
助金を交付する。 

産業用地整備事業 
産業立地ポテンシャルの高い地域において新
たな産業用地を整備する。 

豊田・岡崎地区研究開発施設用地の整備促
進 

豊田・岡崎地区研究開発施設用地の整備を促進
するため、企業庁、庁内関係課等との連絡調整
業務を実施する。 

○産業型農・林業の振興
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

担い手への農地利用集積面積 １，２９９ha 
（平成 26（2014）年度）

１，６００ha 
（令和 2（2020）年度）

①材生産量・②素材生産額
①２６，３０５㎥ 
②２９４百万円 

（平成 26（2014）年度）

①３１，３３９㎥ 
②３７６百万円 

（令和 2（2020）年度）

【具体的な事業】 
収益性の高い農業経営の確立に向けた支援

事業名 事業の概要

人・農地プラン（地域農業マスタープラン）
推進事業 

農業の後継者となる若年層の就農や農業経営
向上のための農地集積などを支援する。 

農商工連携・６次産業化とブランド化の推
進 

他業種との連携支援や事業化支援をする。あわ
せて、農産物の輸出などブランド化を支援す
る。 
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中核製材工場誘致を核とした素材生産の効率化や地域材利用の促進
事業名 事業の概要

地域材加工流通体制整備事業
製材工場の誘致、用地造成及び地域材の利用促
進の方策を検討する。 

地産地建ハウス促進事業 
地域材を積極的に活用する事業者の支援や地
域材需要の喚起を図る。 

関連市道・林道整備事業
製材工場等へのアクセスを円滑にし、木材搬出
量の増加や流通の効率を上げる。

農や林に関わる多様な担い手の創出
事業名 事業の概要

農ライフ創生センター事業 
農業研修などを通して、農業後継者としての担
い手の育成及び、高年齢者の「生きがい」づく
りを進める。 

とよた森林学校事業

間伐等林業作業者の育成と市民の森林・林業に
関する意識の向上を目的とした講座を開催。受
講後には、受講生がセミプロの林業従事者、地
域の森づくりの担い手や森林ボランティアリ
ーダーなどとして活躍できるよう育成。 

○企業・大学等と連携した近未来技術やシステムの実証支援
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

ミライチャレンジ実証支援事業数 
（累計）

― 
（平成 26（2014）年度）

５事業 
（令和 2（2020）年度）

【具体的な事業】 
高度な専門性を有する大学・企業との連携による実証支援

事業名 事業の概要

ミライチャレンジパートナーシップ事業 
市民や企業、大学と連携し、新しい発想や技術
を生かした様々な事業にチャレンジする取組
を支援する。 
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○若者・女性・高齢者の働く環境・しごとの創出支援 
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

就労に関する相談件数 ２，６５８件 
（平成 26（2014）年度）

３，０００件 
（令和 2（2020）年度）

【具体的な事業】 
  学生の地元就職に向けた環境づくり 

事業名 事業の概要

学生と働くをつなげる事業 

学生と地域の企業経営者の出会いの場を創出
し、「働く」ことや社会貢献の意味・意義につ
いて学ぶ機会を設けることにより、社会を生き
抜く力、自分の能力を活かす力を育成する（社
長塾）。
学生と地域の企業の社員との意見交換会を開
催し、通常では得られない情報の習得、交流ネ
ットワークの拡大を促進する（企業カフェ）。 
実際の「働く」現場を訪問・体験し、仕事の流
れや社会の一員として貢献する大切さを学ぶ
ことにより、就活力向上を推進する。（企業見
学ツアー）。 

企業等との連携による働きたい女性に向けた就業・起業支援
事業名 事業の概要

女性の起業に向けた支援

起業相談のほか、起業や経営の知識・ノウハウ
の取得支援となるセミナーを開催するととも
に、女性起業家同士のネットワークづくりを進
める交流の場を提供する。

女性の就労促進等に向けた支援（企業との
連携強化） 

企業との連携を強化し、関係者間の相互理解や
企業のニーズを把握するための場を創出し、女
性の就業促進のための支援を行う。

定年を迎えるシニア世代の能力を活用した就業創出・社会参加推進
事業名 事業の概要

シルバー人材センター就業創出事業 
シルバー人材センターが行う就業開拓や就業
創出のための事業を支援する。 

生きがいづくり推進事業 
高年齢者の社会参加に関する相談や情報提供
などのほか、いきいきと暮らすための機会を提
供する。 
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基本目標②  人の流れ、賑わいづくり
～魅力をつくり、新たな人の流れを生み出す環境をつくる～

目標指標 基準値 目標値

都市と山村の交流事業参加者数 １２，６０１人 
（平成 26（2014）年度）

１８，４８０人 
（令和 2（2020）年度）

年間総延べ宿泊者数 ５２２千人 
（平成 25（2013）年）

６２２千人 
（令和 2（2020）年）

【基本的方向】 
○市内に都市と山村が共存する多様性を生かし、積極的な中間支援による企業、労働団体、
地域、市民などの都市・山村交流（人・モノなどの循環）を活発化することで、新たな
魅力を創出する。

○豊田市の玄関口である都心のにぎわいを創出するため、中心市街地における商業機能の
充実やアミューズメント施設の導入を核として、魅力ある都心環境の創出を図る。 

○様々な地域資源を魅力化し、訪れたくなるまちを実現するため、豊田市観光協会の機能
強化や関連団体の連携により、産業観光や伝統文化、自然景観など地域資源を生かした
観光振興の取組を支援する。 

○ラグビーワールドカップ２０１９™や東京オリンピック・パラリンピックを見据えた都市
の国際化に向け、国際大会を機に様々な国から来訪する外国人を受け入れられる環境づ
くりを進める。 

○観光交流の拡大や定住促進を図るため、本市の魅力を市内外に発信することで地域のイ
メージを高める。 

○家族形成期の世代の定着化を図るため、民間事業者による住宅地開発の支援や、山村地
域における空き家の活用を図り、暮らし方に応じた居住先確保や住宅取得を支援する。 
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【地方創生の実現の鍵となる視点と取組】
（視点）都市と山村が共存する地域特性を生かした魅力の創出と交流・定住人口の拡大

を図る。 
日本全体が本格的な人口減少社会を迎える中にあっては、定住人口の確保はもとより、
交流人口を増加させる視点が重要である。
国内外から人を呼び込み、交流を活発化させることで、豊田市ならではの魅力を創出
するとともに、新たな産業や雇用が生まれることが期待される。 
本市は、自動車産業の世界的な拠点であり国内外から多くのビジネス客が来訪してお
り、高い水準の文化・スポーツ施設や豊富な観光資源を有しているものの、更なる誘客
に結び付けることやその受け入れ体制、情報発信の仕組みが必ずしも十分に整っている
状況にはない。 
このため、ラグビーワールドカップの開催やリニア中央新幹線の開業などに向けた国
内外からの交流人口の拡大に向け、中長期的な観光の在り方を定め、新たな観光の推進
体制を確立する必要がある。
また、定住人口の確保に向けては、都市と山村が共存し多様なライフスタイルが実現
できる本市の魅力を発信しつつ、必要な住宅や宅地の供給等に取り組む必要がある。
３０代前後の家族形成期にある世代の転出超過が特徴的な本市においては、３０代を
中心としたファミリー層のニーズに見合った住宅や宅地の供給を図るとともに、特に人
口減少が進行する山村においては、都市との近接を生かした人、モノ、経済の循環や地
域資源を生かした生業創出、住み続けられる環境づくりに取り組むことで地域の活性化
と人口の確保を図る必要がある。 

（実現の鍵となる取組：本戦略期間内における主な取組）
スポーツ・文化を含めた観光振興 
：ラグビーワールドカップ２０１９™開催を機とした、国内外からの誘客促進など 
都市と山村交流（人・モノなどの循環）の活発化
：中間支援組織（おいでん・さんそんセンター）を核とした企業、労働団体、地域、
市民などの交流・定住支援など
移住・定住の促進 
：都市部における区画整理事業等の推進、山村地域等における「山村地域の振興及び
都市との共生に関する基本方針－おいでん・さんそんビジョン－」に基づく移住・
定住の促進など 
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【具体的な施策と重要業績指標（ＫＰＩ）】    

○都市と山村交流（人・モノなどの循環）の活発化
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

山里交流コーディネート数
（累計）

５５件 
（平成 26（2014）年度）

２２９件 
（令和 2（2020）年度）

【具体的な事業】 
  都市と山村の人・モノの循環を促進する中間支援の実施 

事業名 事業の概要

おいでん・さんそんセンター事業 
都市と山村の中間支援として、相互の課題やニ
ーズに対応した交流のコーディネート及び交
流の情報提供等を実施する。 

  都市と山村の交流促進に向けたネットワークの強化
事業名 事業の概要

関連市道整備事業 
都市部と山村部の交流促進に向けた幹線道路
ネットワークの強化及び幹線道路へ安全にア
クセスできる生活道路の整備・改築を行う。

○中心市街地の魅力づくり
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

大規模空きテナントの発生状況 ０件 
（平成 25（2013）年度）

０件 
（令和 2（2020）年度）

【具体的な事業】 
中心市街地における商業・サービス機能の誘致・奨励 

事業名 事業の概要

商業団体等補助事業 
空き店舗活用、商店街等活性化事業等に対して
補助を行う。 

中心市街地活性化事業 
大型商業・業務テナントビルにおける集客力の
あるテナントの誘致及び空きテナントの速や
かな解消に向けた補助を行う。
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魅力的な都心づくり
事業名 事業の概要

都心環境計画推進事業 

都心の来街者等全てに魅力的で、環境と調和し
た活力ある都市空間形成に資する計画である
「都心環境計画」の各事業を推進する（駅前広
場、サイン等の再整備、あそべるとよたプロジ
ェクト（公共空間等の活用）の推進等）。 

映画を活かしたまちづくり事業 
都市型シネマコンプレックス開館に向け、市民
の認知度向上、映画文化の醸成、映画を活かし
た賑わいづくりを行う。 

○訪れたくなるまちづくり
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

観光入込客数 １，０５９万人 
（平成 24（2012）年度）

１，２２８万人 
（令和 2（2020）年度）

【具体的な事業】 
観光まちづくりの推進

事業名 事業の概要

豊田市観光協会の機能強化 
豊田市観光協会組織検討委員会を設立し、豊田
市観光協会の機能等について検討を行い、機能
強化に向けた取組を推進する。 

観光まちづくり事業 
観光まちづくりを進める観光関連事業者や地
域住民へのアドバイザーの派遣等を実施する。

地域資源の魅力化促進
事業名 事業の概要

とよたまちさとミライ塾事業 
都市部や山村部など市内に点在する観光資源
をオンパク手法によって一体的にまとめ、体験
プログラムを提供する。 

おもてなし事業 
豊田市を訪れる人に対し、ニーズに合ったお土
産品の販売や観光情報、飲食店情報を提供す
る。 

鞍ケ池公園賑わい空間創出事業 
市内外からの多様な世代が多様な楽しみ方を
実現する空間を創出する。 
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○国際大会を契機とした都市の国際化推進
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

外国人が訪れたことのある市内観光地・施
設・文化・芸術施設数 

平均４．７５か所 
／２１か所 

（平成 23（2011）年度）

平均７か所 
／２１か所 

（令和 2（2020）年）

【具体的な事業】 
国際大会の開催支援及び関連事業の実施 

事業名 事業の概要

ラグビーワールドカップ２０１９開催準
備事業 

大会開催に向けての各種計画の策定、ＰＲ活
動、情報発信、関係機関との調整、地域活性化
への取組を実施する。 

外国人が快適に滞在できる環境づくり 
事業名 事業の概要

外国語観光情報ホームページの運営 
豊田市観光協会ホームページの外国語版を充
実させ、情報提供を実施する。 

とよたグローバルスクエアを生かした国
際交流事業

国際交流の拠点施設であるとよたグローバル
スクエアを生かした市民草の根交流の推進（小
学生国際理解教育事業・ナショナルデー等）や
姉妹都市交流の充実を図る。 

○シティプロモーション推進
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

交流定住関連ポータルサイト閲覧数 ４０，０００件 
（平成 27（2015）年度）

６０，０００件 
（令和 2（2020）年）

【具体的な事業】 
魅力プロモーション

事業名 事業の概要

定住促進プロモーションの推進 

「ファースト暮らすとよた」や「田舎体験・田
舎暮らし in とよた」など、市内外の人々に豊田
市の魅力、住みやすさを分かりやすく伝える情
報発信の取組を展開する。 

オールとよた観光魅力プロモーション事
業 

とよたＰＲ大使、観光宣伝、とよたフィルムコ
ミッション、インバウンド事業などで豊田市の
魅力を発信する。
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○多様な住宅・宅地の供給
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

「多様な居住ニーズに応じた住宅や宅地
が供給されるまち」として満足している
市民の割合

３４．３％ 
（平成 26（2014）年度）

４３．２％ 
（令和元（2019）年度）

【具体的な事業】 
定住希望者の暮らし方に応じた居住先確保 

事業名 事業の概要

空き家情報バンク事業 

地域住民としての受け入れを前提に農山村地
域の空き家を登録公開し、定住に結び付ける。
制度利用者は空き家改修補助金制度の適用も
受けられる。 

２戸２戸作戦宅地分譲事業

農山村地域への定住を進めるため、２～５区画
程度の小規模な宅地分譲を行う事業。定住希望
者向けの住宅用地の選出や、地域と定住希望者
が相互理解を図るための交流事業を地域と行
政が共働して実施する。 

農山村等住宅取得費補助金交付事業
農山村地域等において、住宅取得により定住し
た場合に補助金を交付する。 

低未利用地の利用促進事業
低未利用地の相談窓口開設、開発促進、補助・
助成の拡充等を行う。

サービス付き高齢者向け住宅建設支援事
業（地域優良賃貸住宅補助金）

高齢者が安心して居住できる賃貸住宅を整備
する民間事業者に対し整備に係る費用の一部
を補助する。 

区画整理事業の推進（浄水特定、土橋、寺
部、花園、四郷駅周辺、平戸橋）

浄水特定、土橋、寺部、花園、四郷駅周辺、平
戸橋の各地区における区画整理事業を推進す
る。 

市街化調整区域内地区計画制度の活用
市街化調整区域内地区計画制度の適正な運用
により、旺盛な宅地需要に対応する。
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基本目標③ 子どもを生み育てる希望の実現 
～安心して子どもを生み育てられる環境をつくる～

目標指標 基準値 目標値

待機児童ゼロの継続（年度当初時点） ０人 
（平成 27（2015）年度）

０人 
（令和 2（2020）年度）

０～３歳児を持つ女性の就業継続者割合 ３４．４％ 
（平成 23（2011）年度）

３７．５％ 
（平成 30（2018）年度）

【基本的方向】
○子どもを生み育てる希望の実現を支援するため、出会いの場を含め、安心して生み育て
られる環境をつくる。 

○男女がともに働きやすく、子育てしやすい環境づくりを進めるため、２０歳代後半から
３０歳代の女性労働力率が低い本市の特徴を踏まえ、市民や企業とともにワーク・ライ
フ・バランスの取組を推進し、働きたい・働き続ける希望を実現できる環境づくりを支
援する。 
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【地方創生の実現の鍵となる視点と取組】
（視点）子どもを生み育てる希望をかなえ、働き方を改革する。 

本市は、全国や愛知県と比べ、平均初婚年齢や平均出産年齢は若く、また合計特殊
出生率についても県平均を上回っている。しかし、全国と同様に晩婚化が進むととも
に、家族形成期にある３０歳前後の世代が転出超過にあることから、少子化や人口減
少が加速する可能性がある。また、製造業が集積する都市の特徴でもあるが、女性人
口に対し男性人口が多く、２０歳代から３０歳代の年代においては特に男性が多い人
口構成になっており、未婚男性が増加する傾向が見られる。

   このため、本市では、出生数の増加を図るため、子どもを安心して生み育てられる
環境を整えていくことはもとより、本市で女性が活躍できる環境を整え、３０代前後
の家族形成期の世代の定着を図ることが重要である。 
こうした中、待機児童対策や子育てに関する経済的な負担の軽減に取り組むほか、子
どもは社会や地域の中で育つという認識が共有され、安心して子どもを産み育てられる
子育て環境や子どもの教育環境の充実を図る必要がある。 
また、女性にとって働きやすい職場環境や魅力ある働く場の創出など女性が活躍で
きる環境の創出に向け、女性の起業支援や市民や企業とともにワーク・ライフ・バラン
スの取組の推進を図る必要がある。 

（実現の鍵となる取組：本戦略期間内における主な取組）
待機児童対策の充実 
：幼保連携型認定こども園の設置推進など
市民や企業とともに進めるワーク・ライフ・バランスの取組推進
：働きやすい職場を目指す優良事業所表彰、企業におけるイクボス育成支援など
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【具体的な施策と重要業績指標（ＫＰＩ）】    

○若者の出会いの場の提供
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

出会いのイベント参加満足度 ８７．６％ 
（平成 26（2014）年度）

９５％ 
（令和 2（2020）年度）

【具体的な事業】 
若い世代の結婚希望を応援する出会いのイベント開催

事業名 事業の概要

とよた出会いの場プロジェクト事業 
青少年センター等において、独身者を対象に各
種イベントや活動を通して出会い・交流できる
活動を実施する。 

○安心して子どもを生み育てられる環境づくり
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

生後３か月までの子育て家庭訪問の割合
（全出生児数に対する訪問実施人数の割
合）

９７％ 
（平成 25（2013）年度）

基準値以上を維持 
（令和 2（2020）年度）

【具体的な事業】 
子育ての不安の軽減

事業名 事業の概要

子育て世代包括支援センター事業 

妊娠期から子育て期にわたるまでの育児に関
する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健
師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、
妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目な
い支援を行う。

おめでとう訪問（乳児家庭全戸訪問事業）

母子保健推進員が、生後１～３か月の乳児をも
つすべての家庭へ「おめでとう訪問」を実施し、
育児不安軽減や子育て情報を提供。育児に関す
る心配事がある家庭には、地区担当保健師を紹
介し、早期の育児不安解消を図る。
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（仮）育児相談コールセンターの開設 

24 時間・365日対応可能な「（仮）育児相談コ
ールセンター」を民間委託により開設し、子育
ての不安感や負担感を訴える相談者等に対し
ては、子ども家庭課家庭児童相談室や愛知県豊
田加茂児童・障害者相談センター等専門機関が
対応し、児童虐待の発生予防・早期発見に繋げ
る体制を構築する。 

子育ての経済的負担の軽減 
事業名 事業の概要

子ども医療助成事業
中学校卒業までの子どもの医療に要する健康
保険の自己負担分を助成する。 

多子世帯の保育料の軽減

こども園では、就学前の子どものうち年長の子
どもから順に２人目以降の子ども、私立幼稚園
では、小学校３年生以下の子どもから順に２人
目以降の子どもの保育料を軽減する。 

○待機児童・放課後児童対策の充実
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

待機児童ゼロの継続（年度当初時点） ０人 
（平成 27（2015）年度）

０人 
（令和 2（2020）年度）

【具体的な事業】 
待機児童、放課後児童対策の推進 

事業名 事業の概要

こども園での定員拡大 
こども園の改築、幼稚園認可こども園の保育所
認可化により、０～２歳児の受入枠を拡大す
る。 

幼保連携型認定こども園の設置の推進 
私立幼稚園の幼保連携型認定こども園への移
行を支援し、０～２歳児の受入枠を拡大する。

地域型保育事業 
こども園の補完的な保育サービスを提供する
ため、地域型保育事業を推進する。 

豊田市認証保育所制度
市が独自に設定した認証基準により、認証を受
けた認可外保育施設に対して運営費を助成す
る。 
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放課後児童クラブ事業 
原則小学校４年生までの就労家庭の児童の生
活の場を、学校施設を有効に活用し、確保する。

○子どもの可能性を伸ばす環境づくり
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

特色ある学校づくり推進事業の推進 全小中学校で実施 
（平成 25（2013）年度）

全小中学校で実施 
（令和 2（2020）年度）

【具体的な事業】 
 教育環境の充実 

事業名 事業の概要

きめ細かな教育の充実 

これまでの少人数学級に加えて、少人数学級を
実施していない小学校４年生から６年生にお
いて、１学級３５人を超える場合、ベテラン非
常勤講師を配置し、きめ細かな教育の充実を図
る。 

 豊かな体験活動の推進 
事業名 事業の概要

生き抜く力を育む事業

子どもたちの「決める力」、「発想力」、「コミュ
ニケーション力」を訓練するワークショップ
や、子どもたちが自ら掲げた目標に挑戦する
「とよた子どもミライチャレンジ」を実施す
る。 

特色ある学校づくり推進事業の推進 

全小中学校において、異なる世代の人たちと交
流や「地域の人・もの・こと」とのふれあい、
国際交流などの豊かな体験活動を企画・実施
し、特色ある学校づくりを推進する。 
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○市民や企業とともに進めるワーク・ライフ・バランスの取組推進
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

働きやすい職場環境を目指す優良事業所
表彰制度への応募件数

９件 
（平成 26（2014）年度）

１５件 
（令和 2（2020）年度）

【具体的な事業】 
  働き方改革に向けた企業の取組の啓発、支援 

事業名 事業の概要

ワーク・ライフ・バランス推進のための市
民団体との共働による事業所訪問

ワーク・ライフ・バランス推進員（市民団体）
との共働により、ワーク・ライフ・バランスの
必要性や一般事業主行動計画の策定、育児・介
護休業制度、国・県の助成制度などについて周
知し、事業所ごとの特徴を踏まえた助言を実施
する。 

子育てモデル事業所表彰事業 
現行の事業所表彰制度において、特に子育てに
関して優良な事業所を「子育てモデル事業所」
として表彰し、広くＰＲする。 

企業におけるイクボス支援事業 
企業などに対し、イクボス（※）の考え方を広
める研修会等を実施する。 

講演会、セミナー開催（経済団体、労働団
体等との連携開催） 

経済団体や労働団体と連携して、講演会、セミ
ナーを開催し、企業におけるワーク・ライフ・
バランスに取り組むメリットやノウハウ等に
ついて理解促進を図る。

※「イクボス」とは、部下のワーク・ライフ・バランスを応援しながら組織の成果もあげ、自
らの仕事と私生活を充実させる経営者や管理職（男女問わず）のことをいう。

男性の育児・家事への主体的な参画（意識改革）
事業名 事業の概要

男性の家事・育児等に関する講座・講演会
開催 

日常生活の中で、家事・育児等に参加すること
が少ない男性が、その関わり方を見直すことに
つながるよう、必要な知識と技術を身につける
ための講座・講演会を開催する。 
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基本目標④ 時代に合った地域づくり 
～コミュニティを基盤としたつながりの構築と

安全・安心して暮らせる環境をつくる～

目標指標 基準値 目標値

豊田市に長く住みたいと思う市民の割合 ７８．３％ 
（平成 26（2014）年度）

８５％ 
（令和元（2019）年度）

地域の活動に参加している市民の割合 ４３．４％ 
（平成 26（2014）年度）

６５％ 
（令和元（2019）年度）

【基本的方向】 
○再生可能エネルギーや水素など次世代エネルギーの導入・利用促進を図り、未来を先取
る技術やシステムを暮らしやまちづくりに反映する。 

○地域ごとに特色を持つ歴史・文化・自然といった資源に対し、市民が愛着や誇りを持つ
ことで、住んで良かったと実感できるようなまちづくりや人づくりを推進する。 

○共働によるまちづくりの実績を踏まえ、地域の多様な主体と行政の更なる連携に取り組
み、地域の資源を最大限活用し、持続的な発展につなげていく。 

○超高齢社会においても、すべての市民が住み慣れた地域で安全・安心に生活できる環境
づくりを進める。 
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【地方創生の実現の鍵となる視点と取組】
（視点）子どもから高齢者まで多世代が互いにつながり、支え合う安全・安心な地域を創

出する。 
団塊の世代、団塊ジュニア世代に大きなボリュームを持つ特性から、今後１０年間（２
０２５年までの間）において７５歳以上の高齢者数が急激に増加するとともに、団塊ジ
ュニア世代が７５歳以上となる２０５０年以降においても高齢者数の増加傾向が続く。
こうした超高齢社会への対応として、地域包括ケアにとどまらず、豊田市が長年培っ
てきたコミュニティ基盤や共働の取組を背景に、子どもから高齢者まで多世代が互いに
つながり、支え合う地域づくりを進めるとともに、市民や企業、大学などの多様な主体
と連携し、環境や交通、健康、医療、教育など様々な分野において誰もが幸せに暮らせ
る社会づくりをめざした豊田市ならではの取組を展開する必要がある。 

    また、転入人口が多い本市においては、地域の歴史・文化・自然といった資源の魅
力を発見し、本市で暮らすことの愛着や誇りが育まれにくいと考えられる。

    こうした中、市民が世代を超えて本市に住み続け、様々な地域の資源が受け継がれ
ていく地域を創出するため、本市をふるさととして感じ、愛着や誇りの醸成を図る「Ｗ
Ｅ ＬＯＶＥ とよた」の取組を推進する。 

（実現の鍵となる取組：本戦略期間内における主な取組）
ふるさとへの愛着づくり 
：地産地消・地域資源発掘の推進など
まちづくりにおける官民連携・共働の推進
：企業・大学との連携促進など
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【具体的な施策と重要業績指標（ＫＰＩ）】    

○環境先進都市の推進
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

再生可能エネルギー導入率 ２３．０％ 
（平成 26（2014）年度）

２５．４％ 
（令和 2（2020）年度）

【具体的な事業】 
暮らしやまちづくりへの次世代エネルギーの導入・利用促進

事業名 事業の概要

再生可能エネルギー普及促進事業 

太陽光発電をはじめ、小水力発電の拡大や下水
熱など技術開発による新しいエネルギーの導
入について、補助金や減税制度を活用しながら
支援するとともに、中山間地におけるエネルギ
ーの自給モデルを構築する中で、再生可能エネ
ルギーの普及促進を図る。 

スマートハウス普及促進事業 

家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）、
太陽光発電システム、家庭用燃料電池システ
ム、家庭用リチウムイオン蓄電池システムの設
置及び次世代自動車の購入に対して補助する。

低炭素交通システム推進事業 
次世代自動車の導入及び普及促進、超小型ＥＶ
シェアリングシステムの導入、パーソナルモビ
リティの導入を図る。 

○ふるさとへの愛着づくり
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

市内で採れた農産物を購入するよう心が
けている市民の割合

６３．５％ 
（平成 26（2014）年度）

７０％ 
（令和元（2019）年度）

【具体的な事業】 
地産地消、地域資源発掘の推進 

事業名 事業の概要

（仮）「WE LOVE とよた」条例の策定

本市の地域資源を自信と誇りを持って次の世
代につなげて、活力と魅力を備えた持続可能な
まちの実現を根底から支えていくための基本
理念を条例として策定する。
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地産地食の推進 
学校給食の地産地食推進、農産物直売所や地産
地食応援店支援など地産地食拡大に向けた取
組を進める。 

とよた大好きっ子カリキュラム事業 
小中の連携と地域への愛着を深める教育活動
を推進するためのカリキュラム作成と活用を
図る。 

地域資源活用事業奨励事業 
文化芸術活動者が地域資源を活用し、地域の活
性化やまちづくり等に貢献する文化事業を奨
励する。 

とよた歴史マイスター事業 
「とよた歴史マイスター」を認定し、市域の歴
史・文化財の普及啓発活動を推進する。 

○まちづくりにおける官民連携・共働の推進
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

複数大学の連携による共同課題（テーマ）
への対応数（累積）

― 
（平成 26（2014）年度）

４テーマ 
（令和 2（2020）年度）

【具体的な事業】 
多様な主体の参画によるまちづくりの推進 

事業名 事業の概要

地域自治システムの更なる発展
地域予算提案事業及びわくわく事業の改善を
図り、地域自治システムを推進し、住民自治の
浸透を図る。 

企業・大学等との連携強化 
企業や大学、学生のまちづくり活動等、包括連
携協定に基づき連携事業を実施する。 

市民・ＮＰＯ・ボランティア団体等との連
携強化 

共働事業提案制度の効果的な運用、市民活動促
進補助金の運用により活動団体を支援する。 
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○医療・介護需要への対応
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

地域包括支援センターの設置数 
(基幹包括支援センターを除く） 

２５か所 
（平成 26（2014）年度）

２８か所 
（令和 2（2020）年度）

【具体的な事業】 
  元気に安心して暮らせる環境づくり 

事業名 事業の概要

地域包括支援センター運営事業 
在宅の高齢者等を地域で支えるため、地域包括
支援センターを設置し、委託による運営を実施
する。 

救急医療コールセンターの設置

急病の時、病院にかかる前に相談することで適
切な受診行動がとれるよう、応急処置の助言や
医療機関の案内情報が受けられる救急医療コ
ールセンターを設置する。 
なお、子育ての不安や負担の軽減を図るため、
育児相談も同時に実施する。 

豊田地域医療センター再整備事業
地域医療センターが担うべき役割・機能を再構
築し、必要な施設整備を実施する。 

新 1次救急診療所等整備事業
救命救急センターに集中している軽症患者を
分散させるため、新たに１次救急診療所を整備
する。 

○地域の生活拠点、公共交通ネットワークの形成
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

バス（基幹バス、地域バス及び民間バス）
における１日あたりの平均乗車人数

１３，２８１人／日 
（平成 26（2014）年度）

１５，３０９人／日
（令和 2（2020）年度）

【具体的な事業】 
  中山間地域の暮らしを支える地域核の整備 

事業名 事業の概要

藤岡地区地域核整備事業 
藤岡地域のまちづくりの中核拠点施設として、
支所・交流館の複合化による建替、バスターミ
ナル及びアクセス道路を整備する。 
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どんぐりの里整備事業
重点「道の駅」に選定されたことを契機として、
地域活性化の拠点となる「道の駅」の機能拡充
及び周辺整備を実施する。 

足助地区地域核エリア再生事業 
足助地区及び山村地域の広域的な拠点として、
持続可能な山村地域の実現に向けたエリア再
生の仕組みを構築・展開する。 

暮らしを支える公共交通ネットワークの形成 
事業名 事業の概要

基幹バス、地域バス運行事業
基幹バス、地域バスの運行とサービス向上を図
る。 

交通・移動支援情報提供事業 みちナビとよたＷＥＢの利便性向上を図る。 

若林駅付近連続立体交差事業及び関連事
業 

名鉄三河線若林駅付近おける鉄道高架化のほ
か駅周辺での市街地整備により、鉄道駅を中心
としたまちづくりを進める。 

○地域防災力の向上
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

災害対策推進計画の策定 
(地震、風水害、大雪などの自然災害対策全
体を取りまとめ、目標値、年次計画等の設定
により、着実に事業を推進する）

災害対策推進計画の 
策定検討 

（平成 27（2015）年度）

災害対策推進計画の 
策定 

（平成 28（2016）年度）

【具体的な事業】 
地域防災力の向上と担い手の確保推進

事業名 事業の概要

担い手育成講座の開催 
自主防災リーダー養成講座や防災啓発指導者
研修の開催などによる担い手育成を図る。 

市民防災総合演習事業
市民防災総合演習事業や中学校区単位で地域
の特性を生かした地域主体の防災訓練を実施
するほか、防災フェスタを開催する。 

消防団への加入促進事業 

消防団員確保のため、事業所が消防団員に特典
やサービスなどを提供する消防団応援事業所
登録制度を創設し、推進する。また、地域防災
の担い手や若い消防団員を確保するため、学生
を対象とした消防団体験会の開催及び学生機
能別団員を導入する。 
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○公共施設の適切な管理
重要業績指標（ＫＰＩ） 基準値 目標値

公共施設等総合管理計画の策定
公共施設等総合管理
計画の策定検討 

（平成 27（2015）年度）

公共施設等総合管理
計画の策定・運用 
（平成 28（2016）年度）

【具体的な事業】 
公共施設等の総合的・計画的な管理

事業名 事業の概要

公共施設等の総合的・計画的な管理の推進
公共施設等総合管理計画の策定・運用及び公共
施設等のマネジメントを推進。 
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６ 計画の効果検証                                 
本戦略の推進に当たっては、豊田市地域経営懇話会において外部有識者等の意見を踏ま
え、基本目標に係る数値目標や重要業績評価指標（ＫＰＩ）の達成状況等を検証するとと
もに、必要に応じて改訂を行う。
なお、本戦略の展開に関しては、国の動向に大きく影響を受けるため、国の施策等を注
視しつつ適切に対応する。
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