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「 元気アップ教室」
交通事故のない社会の実現を目指して

仲 間を集めて実施しませ ん か ？
交通事故削減に向けた取組を実施しています

交通安全防犯課
☎34・6633

事故削減に向けた 取組 の一部を紹介します
後付け安全運転支 援装 置設置費補助金

65歳以上の人を対象に、自動車に後付けするペダル踏み間違い急発進等抑制装置の設置に対する補助を実施
しています。
生活道路における 交通安全対策

生活道路における交通安全対策として、「ゾーン30」を推
進しています。「ゾーン30」の区域の入口には、規制標識や
カラー舗装、「ゾーン30」の道路標示をしています。
右図は、ドライバーの注意を喚起するために、目の錯覚
を利用した、立体的に見える路面標示です。
押しボタン式横断 者明 示標識の設置

歩行者が横断歩道を安全に渡るために、信号機のない横
断歩道において自動車の確実な停止を促す、押しボタン式
横断者明示標識「ぴかっとわたるくん」を設置しました。
＜設置場所＞
・四郷町山畑地内（四郷小学校正門前）
・山之手７丁目地内（山之手公園東側）
・宮上町３丁目地内（県営宮口上東住宅南西側）
※信号機ではありません。左右をよく確認し、自動車が停
止したことを確認してから横断してください
とよた事故削減あ んし んプラン2020(交通事故多発地点 対策）

現在、市では多発する交通事故の種類に着目し、事故に応じた対策

対策事例

を実施する「とよた事故削減あんしんプラン2020」（計画期間：平成28 （山之手10丁目南交差点の横断中事故対策）
年～令和２年、対策箇所：43箇所）を推進しています。
国土交通省、県、警察などと連携し、交通事故データなどを活用し
た、効率的・効果的な交通安全対策を行っています。

右折車はショートカット
により、横断者を認識し
にくく危険であった

対策前

対策前後の交通事故発生件数の比較
（件／年）40
30

33件／年

20
10

対策を実施した箇所では
約８割事故が減少しました。
７件／年

対策後

０

対策前
対策後
（平成22年～26年） （令和元年）
※平成30年までに対策が完了した29箇所での比較

※「とよた事故削減あんしんプラン2020」の詳細は、市ホーム
ページをご覧ください
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令和２年10月号

看板の設置 区画線により安全な走行ルートに誘導
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「転
元車の利用者は自転車損
気アップ教室」
自
害賠償保険等の
仲入
間が必要になります
を集めて実施しません
加
（10月か
１？
日から）

交通安全防犯課
☎34・6633

ホームページ

４月１日に施行された「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、
10月１日（木）から自転車損害賠償保険等の加入が義務化されます。
自転車が加害者となる事故が、豊田市だけでなく全国でも発生しており、加害
者側が高額な賠償責任を負う事例もあります。被害者の救済だけでなく利用者自
身の経済的負担を軽減するためにも、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。

自転車損害賠償保険等とは
自転車の事故で他人をケガさせてしまった場合などに補償される保険や共済のこと
まずは保険に加入しているか確認してみましょう
自転車事故による損害を補償する保険は、自転車向け保険のほか、自動車保険
や火災保険の特約、会社やＰＴＡなどの団体保険など様々な種類があります。重
複して加入する必要はありませんので、現在加入している保険の補償内容に含ま
れているか確認しましょう。
もし、どの保険にも含まれていない場合は、自転車向け保険のほか、自転車店
で点検・整備（有料）を行うと付帯されるＴＳマーク付帯保険などの加入が必要で
す。
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ＴＳマーク

市 制 70周年記念のロゴマーク と
切 手 シートのデザインを募 集 し ま す

経営戦略課
☎34・3360

ホームページ

豊田市は令和３年３月に市制70周年を迎えます。これを記念し、ロゴマークと切手シートを制作します。制
作にあたり、市民の皆さんから以下の内容を募集します。

ロゴマークの色・模様の募集

記念切手シートに使用する写真の募集

対象／市内在住・在勤・在学の人

対象／市内在住・在勤・在学の人

内容／市制70周年記念ロゴマークの色・模様

内容／記念切手シートに使用する市内の景色や

選考／選考１点

歴史、文化、スポーツ、イベントなど後世に残

※選考作品と作成者の氏名は別途公表。

後日、豊田市にちなんだ記念品を贈呈

したい写真（撮影日は平成24年１月１日以降）

そのほか／応募作品は市ホームページなどで公開予定

選考／選考７点程度

申込み／10月31日（土）までに、市ホ

名は別途公表。後日、豊田市にちなんだ記念品

ームページからダウンロードか各交

を贈呈

流館などで配布の応募用紙を郵送か

申込み／10月31日（土）までに、市ホームページ

Ｅメールで経営戦略課（〒471・8501、

に掲載の応募規約を確認の上、写真データ、〒

西町３－60、keiei-senryaku@city.toyota.

住所、氏名（フリガナ）、電話番号、写真の説明

aichi.jp） ※Ｅメールの場合は件名に
「ロゴマーク」と記載

ロゴマークデザイン

※選考作品と作成者の氏

（場所など）をＥメールで経営戦略課

※件名に

「記念切手」と記載
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04

「 元気アップ教室」
開館25周年記念コレクション展
VISION

美術館
☎34・6610

仲 間を集めて実施しませ
DISTANCE
いま見える景色ん か ？

ホームページ

今年度、美術館は開館25周年を迎えます。これを記念して、「VISION」と題したコレクション展を会期ごと
に内容を変え、通年で開催しています。10月17日（土）からの会期では「DISTANCE いま見える景色」を共通タ
「距離のたのしみ－所蔵作品に
イトルとして、「豊田市美術館25年のあゆみ－展覧会ポスターとコレクション」、
みる遠近の感覚」の２つのテーマで所蔵作品の展示を全館で行います。すべての展示室を使って、当館のコレ
クションの魅力を再発見する企画です。
豊田市美術館25年のあゆみ―展覧

きます。また、当館にとって重要

会ポスターとコレクション

な意味をもつ、デザインという面

コレクションから約90点を展示

からも25年間に作られたポスター

します。グスタフ・クリムトやエ

の変遷をお楽しみください。

ゴン・シーレなど世紀末ウィーン

距離のたのしみ―所蔵作品にみる

の主要作家、ジュゼッペ・ペノー

遠近の感覚

ネやトニー・クラッグなど欧州で

会場では様々な「距離」
に出会え

美術に新風を吹き込んだ作家たち、

ます。若林奮やスタンリー・ブラ

さらに奈良美智をはじめとする国

ウンのようにわたしたちの周りに

内作家の作品を展示予定。当館コ

ある多様な「距離」
を意識させる作

レクションの全体像をご覧いただ

家や、画中で遠くのどこかへの想

けます。

像を掻き立てる丸山直文、近くの

さらに、過去の展覧会ポスター

なにかへの注目を誘う福田美蘭な

約70枚を同会場で併せて展示しま

どの作品約60点を展示予定です。

す。これまでさまざまな角度から

遠くを思ったり、身近さや微細

作品と鑑賞者の出会いを試みてき

さに目を向けたりしながら散策す

た当館の展示活動を辿ることがで

るようにお楽しみください。
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開催概要
●会期
10月17日（土）～12月13日（日）
●開館時間
午前10時～午後５時30分（入場
は午後５時まで）
●休館日
毎週月曜日（11月23日は開館）
●観覧料
300円（250円）、高校・大学生200
円（150円）、中学生以下無料
（

）内は20人以上の団体料金。

障がい者手帳などを持つ人（介
添者１人）、市内在住・在学の高
校生と市内在住の75歳以上は無
料（要証明）

３

２

※

４

５

１.若林奮《大風景（4th Stage）》
1964,91年
©Naofumi Maruyama

３.グスタフ ･ クリムト《オイゲニア･ プリマフ

ェージの肖像》1913／14年
ルトの肖像》1917年

令和２年10月号

４.エゴン ･ シーレ《カール ･ グリュンヴァ

５.トニー ･ クラッグ《スペクトラム》1979年

※すべて豊田市美術館蔵
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２.丸山直文《path 4》
2005年
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「 元は食品ロス削減月間
気アップ教室」
10月
仲品
間ロスの削減に取り組ん
を集めて実施しませんで
かみ
？ま せ ん か ？
食

ごみ減量推進課
☎71・3001

ホームページ

「まだ食べられるのに捨てられる食品」を「食品ロス」と言います。日本では、年間612万㌧（令和元年度）もの食
品ロスが発生しています。これは、１人当たり、毎日茶碗１杯分の食品を捨てていることになります。市でも
調査の結果、家庭から出る生ごみのうち、食品ロスが46㌫もありました。
一人一人が「もったいない」を意識して、食品ロスの削減に取り組んでみませんか？
フードドライブにご協力をお願いします
町名

今日からできる身近な取組

家庭にある消費しない食品をお持ちください。
集めた食品は生活が困難な人の支援に活用しま
□ 食材を無駄なく使い切りましょう
や
す。
□ 必要な量だけ購入しましょう
家庭で
とき／10月１日（木）～31日（土）午前９時～午後
□ 食べきれる量を作りましょう
５時
ところ／清掃事務所（月～金曜日）、エコット
食品ロス削減レシピを募集します（エコット☎26・8058） （火～日曜日）、福祉センター（火～土曜日）
集める食品／未開封のもので常温で保存ができ、
とき／10月１日（木）～31日（土）
賞味期限が２か月以上残っている食品（缶詰、
申込み／食品ロス削減につながる料理のレシピ、作り
飲料、菓子、乾物、インス
方、完成写真を①インスタグラムに「 # エコット食品
タント・レトルト食品など）
ロス」を付けて投稿するか、②Ｅメールで
※アルコール飲料、生鮮食
エコット（info@eco-toyota.com）
品、冷蔵・冷凍食品は受取
詳細はエコットホームページ▶
りができません
買い物
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□ 定期的に冷蔵庫の中をチェックしましょう

来 て 、見て、体験、ものづ く り ！
Ｗ Ｅ Ｂわくわくワールド

ものづくりサポートセンター
☎47・1260

わくわくワールドは、とよたものづくりフェスタ実行委員会とトヨタ技術会実行委
員会が共同で開催するイベントです。今年は、ＷＥＢサイトから楽しめる新しい形式
で開催します。家族・友達と一緒に、ものづくりのまち・とよたを満喫しよう！
■と

き

■申込み

11月14日（土）～12月13日（日）
10月17日（土）～11月１日（日）に

ＷＥＢわくわくワールド特設サイト（10月
１日（木）開設予定）から予約
※一部予約が不要なものもあります

見てみよう
こども乗りものデザイン展

小学生が描いた「未来の乗りもの」
を見てみよう！
特設サイト
アイデアオリンピック

※予告なく内容を変更することがあります

エンジニアの技術とアイデアが詰まった作品で未来
の遊びや生活を見てみよう！

お仕事体験
クルマづくりお仕事体験

つくってみよう
縄文人と一緒にLet'sクック縄文クッキー

自宅でクルマづくりを体験できます。
初めての子でもできる自動運転プログラ
ミングや、オリジナルのクルマをデザイ
ンする仕事を体験しよう！

自宅で簡単クッキング。縄文時代に食
べられていたどんぐり入りのクッキーの
作り方を縄文人⁈がレクチャーします。
縄文時代の生活も紹介します。
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