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とよたでラリーを楽しもう！とよたでラリーを楽しもう！

ＦＩＡ世界ラリー選手権。

公道で行われる自動車競技「ラリー」の世界最高峰の大会。

今年 11 月、豊田市を含む愛知県・岐阜県６市町で日本ラウンドが行われる。

世界を熱狂させる大会をみんなで楽しもう。

とよたでラリーを楽しもう！とよたでラリーを楽しもう！とよたでラリーを楽しもう！とよたでラリーを楽しもう！特集２特集２
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　新年あけましておめでとうございます。令和
４年の新春にあたり謹んでお慶び申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症が全国的
に拡大する中、市民の皆様の命と暮らしを守る
ことを最優先に、ワクチン接種を始めとする感
染症対策に取り組んでまいりました。改めてご
協力いただきました市民の皆様並びに関係者の
皆様に心から感謝を申し上げます。
　一方で、東京2020オリンピック・パラリンピ
ック競技大会では、女子ソフトボールなどの各
競技において、本市ゆかりの選手の活躍が、私
たちに希望と感動を与えてくれました。
　本年は、11月にＦＩＡ世界ラリー選手権（Ｗ
ＲＣ）フォーラムエイト・ラリージャパン2022
が開催されます。引き続き、市民の皆様が明る
く希望を持って暮らしていけるよう、新型コロ
ナウイルス感染症対策を着実に実施した上で、
本市の将来都市像である「つながる　つくる　
暮らし楽しむまち・とよた」の実現に向けまい
進してまいります。
　年頭にあたり、市民の皆様のご健康とご多幸
を心からお祈り申し上げ、新年のごあいさつと
いたします。

　新年あけましておめでとうございます。市民
の皆様におかれましては、健やかな新春を迎え
られたこと、心からお慶び申し上げます。
　昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス
の感染流行の勢いは衰えず、第５波では国内過
去最大の感染者数となりました。市議会として
は、市民活動の自粛という状況でも対処できる
ことは何かを考え、行動してまいりました。11
月に実施した「市議会報告会」においては、委員
会の研究テーマに基づき、議員の考えをお伝え
し、各方面からの幅広い意見を頂戴して、積極
的な意見交換を行うことができました。
　さて、今年は11月10日からＦＩＡ世界ラリー
選手権（ＷＲＣ）フォーラムエイト・ラリージャ
パン2022が開催され、豊田市の素晴らしい景色
の中を世界の多数のラリーカーが駆け抜けます。
普段見ることができないこの世界ラリー選手権
が大成功となるよう、市議会も一丸となって応
援してまいります。
　本年も、市議会に対し温かいご指導とご協力
を賜りますようお願い申し上げますとともに、
皆様のご健勝とご多幸を祈念し、年頭のごあい
さつといたします。

令和４年元日

新年のごあいさつ

豊田市長

太田　稔彦

謹賀新年

豊田市議会議長

太田　博康
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ＦＩＡ世界ラリー選手権（Ｗ
ＲＣ）のトップカテゴリーに
参戦し、今年11月に開催され
るＷＲＣの日本ラウンド「フ
ォーラムエイト・ラリージャ
パン2022」にも出場予定の勝
田貴元さんに、ラリーへの思
いやラリーの魅力などを聞き
ました。

勝田貴元勝田貴元さんさんさんさんさん
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勝勝

PROFILEPROFILE勝田 貴元
1993年３月17日生まれ。長久
手市出身。父、祖父ともにラ
リードライバーとして活躍。
TOYOTA GAZOO Racing 
ＷＲＣチャレンジプログラム
に参加。2016年にＦＩＡ世界
ラリー選手権（ＷＲＣ）に初参
戦。2021年の「サファリ・ラ
リー・ケニア」で日本人とし
て27年ぶりに表彰台に上った。

新春新春新春新春新春
特集1特集 1

市長　ラリー一家に生まれた
勝田さんは、小さいときから
車が好きだったんですか。
勝田　はい。幼いころから車
が大好きだったそうです。物
心がついてからは、早く運転
したいという気持ちが高まり、
12歳の時に初めてレーシング
カートに乗りました。それか
らは、しばらくＦ１ドライバ

ーを目指していました。
市長　そうだったんですね。
そこからなぜラリーに転向し
たんですか。
勝田　トヨタ自動車の18年ぶ
りのＷＲＣへの参戦が発表さ
れたことがきっかけで、父と
祖父の影響もあり、自分もラ
リーの道に進もうという思い
になりました。葛藤もありま
したが、ラリーで世界一にな
りたいという気持ちが強くな
り、転向を決めました。
市長 勝田選手のラリーに対
する決意を感じます。現在は、
ＷＲＣに参戦し、フィンラン
ドにお住まいとのことですが、
海外での活動は大変ではない
ですか。
勝田 TOYOTA GAZOO 
Racing ＷＲＣチャレンジプ
ログラムに参加し始めた2015
年当時は、全く英語を話すこ

とができなかったのでチーム
のスタッフとのコミュニケー
ションに苦労しました。
市長　競技中は一瞬の判断が
求められるかと思いますので、
言葉の影響は大きいですよね。
勝田　はい。競技中の車の中
はものすごい音がするので、
英語に慣れるまではナビゲー
ター役のコ・ドライバーの指
示を聞き取るのが大変でした。
今では、自然にコミュニケー
ションがとれるようになりま
した。
市長　言葉の壁を乗り越えた
んですね。英語の上達は戦績
にも影響しましたか。
勝田　影響したと思います。
年を追うごとに徐々に戦績も
向上し、３年後の2018年には、
トップカテゴリーの１つ下の
ＷＲＣ２というカテゴリーで
優勝することができました。

市長　ラリーという競技の面
白さはどんなところですか。
勝田　サーキットを走るレー
スと違って、ラリーは公道を
走るので、同じコースでも路
面の状態などによって車の動
きは毎回違います。そのこと
はラリーを始めるまで気付か
なかったですし、世界には
色々な種類の道があるという
ことを知りました。
市長　公道が舞台ということ
は、ラリーファンはもちろん
地域の皆さんなどにも楽しん
でもらえるということですね。
勝田　はい。海外でラリーが
盛んな地域では、地元の皆さ
んが開催を心待ちにしてくれ
ています。また、競技中だけ
でなく、移動中に選手と触れ

合えることもラリーならでは
の魅力だと思います。
市長　自分に合った楽しみ方
ができるんですね。海外では、
コースの横に住む人たちが一
日中バーベキューをしながら
楽しむと聞いたことがありま
す。日本でもみんなで楽しめ
るものになるといいですね。
勝田　そうですね。まだ日本
では、ラリーが浸透していな
いので家の前の道で競技が行
われるというのが、理解され
にくいとは思います。実際に
一度ラリーを見てもらって、
全速力で走るだけではなくて、
競技区間以外の公道では交通
ルールをしっかりと守り、安
全面にも配慮していることを
知ってもらいたいです。そし
て、多くの人にラリーという
競技を理解してもらえるとう
れしいです。

言葉の壁を乗り越え、
世界を駆けるドライバーに

公道で行うラリーを
みんなが楽しめるように

ラリーとは？ラリーとは？
　ラリーは、公道を舞台とした自動車競技で、「スペシャルステージ（ＳＳ）」と呼ばれる複数の競技区間を１台ず
つ走行し、その合計タイムで勝敗を争います。このラリーの世界最高峰の大会が、「ＦＩＡ世界ラリー選手権（Ｗ
ＲＣ）」です。WＲＣでは、１年間をかけて、世界各地の公道を舞台に年間王者を争います。ラリーが盛んな欧州
や南米では、Ｆ１に勝るとも劣らない人気があります。
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ＦＩＡ世界ラリー選手権（Ｗ
ＲＣ）のトップカテゴリーに
参戦し、今年11月に開催され
るＷＲＣの日本ラウンド「フ
ォーラムエイト・ラリージャ
パン2022」にも出場予定の勝
田貴元さんに、ラリーへの思
いやラリーの魅力などを聞き
ました。
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PROFILEPROFILE勝田 貴元
1993年３月17日生まれ。長久
手市出身。父、祖父ともにラ
リードライバーとして活躍。
TOYOTA GAZOO Racing 
ＷＲＣチャレンジプログラム
に参加。2016年にＦＩＡ世界
ラリー選手権（ＷＲＣ）に初参
戦。2021年の「サファリ・ラ
リー・ケニア」で日本人とし
て27年ぶりに表彰台に上った。
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になりました。葛藤もありま
したが、ラリーで世界一にな
りたいという気持ちが強くな
り、転向を決めました。
市長 勝田選手のラリーに対
する決意を感じます。現在は、
ＷＲＣに参戦し、フィンラン
ドにお住まいとのことですが、
海外での活動は大変ではない
ですか。
勝田 TOYOTA GAZOO 
Racing ＷＲＣチャレンジプ
ログラムに参加し始めた2015
年当時は、全く英語を話すこ

とができなかったのでチーム
のスタッフとのコミュニケー
ションに苦労しました。
市長　競技中は一瞬の判断が
求められるかと思いますので、
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勝田　サーキットを走るレー
スと違って、ラリーは公道を
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新春プレゼントクイズ新春プレゼントクイズ

●問題
　勝田貴元さんが参戦しているラリーの世界最高峰の大会は「○○○」。
　○○○に入るアルファベット３文字はなんでしょう。

　市内在住の正解者の中から抽選で５人に、勝田貴元さんのサイン入りキャップをプレゼント
します！※当選者は発送をもって発表
　市内在住の正解者の中から抽選で５人に、勝田貴元さんのサイン入りキャップをプレゼント
します！※当選者は発送をもって発表

●応募方法・問合せ
　１月31日（月）までに、①問題の答え　②〒住所　③氏名（ふりが
な）　④電話番号　⑤広報とよた１月号の感想を、ハガキ、ファッ
クスかＥメールで市政発信課（〒471・8501、西町３－60、☎34・66
04、FAX34・1528、✉shisei@city.toyota.aichi.jp）

　世界ラリー選手権がやってくる　世界ラリー選手権がやってくる新 春
特 集

©TOYOTA GAZOO  Racing©TOYOTA GAZOO  Racing

市長　昨年11月の「TOYO
TA GAZOO Racingラリー
チャレンジ in 豊田」では、
鞍ケ池公園でデモンストレー
ション走行を披露しましたが、
どんな印象でしたか。
勝田　実は、鞍ケ池公園は家
族にとって慣れ親しんだ場所
なんです。そういった場所を
ラリーカーで走るということ
で、日本の他の道を走るより
も特別な気持ちになりました。
実際に走ってみて、日本のフ
ァンの皆さんの前で走れる喜
びを実感しました。
市長　勝田さんの走りは、ク
ルマの性能や運転技術の可能
性を感じさせるもので、安全
運転の極致のようだと感じま
した。また、見た人に改めて

「車が好き」「車って面白い」と
いう気持ちを抱かせるような
ものだったと思います。
勝田　まさにそのとおりで、
モータースポーツの究極は安
全運転だと思っています。私
たちは、早く安全に目的地に
たどり着くことが仕事ですが、
この“安全に”という部分を達
成するためには車と対話でき
るようになることが重要です。
これは、プロドライバーだけ
でなく一般の人も同じで、自
分の車と対話することは交通
事故を減らすことにつながる
と思います。
市長　交通安全とラリーは極
めて密接な関係にあると考え
ています。クルマのまちを自
負している豊田市では、今後

それらを両輪で進めていくこ
とが使命だと思っています。
勝田　私もプロドライバーと
して、率先して交通安全とモ
ータースポーツをつなげてい
きたいと思っています。

市長　勝田さんは、2019年に
行われた「セントラルラリー
愛知・岐阜2019」で、市内の
山村地域を走られましたが、
世界と比べて日本の原風景は
どんな印象でしたか。
勝田　日本の原風景は、世界
中のどこにもない特徴的な景
色だと思いました。これは、
自分だけでなくチームの他の
メンバーも同じように思って
いて、日本に対して特別な見
方をしてくれているメンバー
も多くいます。
市長　海外の人からそのよう
に思ってもらえているという
ことに日本人自身が気付けて
いないことがもったいないと
感じます。ＷＲＣの日本開催

を通じて、日本人自身が日本
の良さを再認識できる機会に
なるといいのですが。
勝田　そうですね。日本のフ
ァンの皆さんは日本でＷＲＣ
が開催されて、日本らしい風
景をラリーカーが走っている
様子を見たときに、心が揺さ
ぶられるのではないかと思い
ます。実際に2019年のセント
ラルラリーでもそのように言
われたことがありました。今
回のＷＲＣが日本の良さを再
認識するきっかけになるので
はないかと思います。
市長　そうなるために、多く
の皆さんにラリーを見てもら
いたいと考えていますが、山
道などに観客席をたくさん設
けるのは難しいので、なるべ
く楽しめる方法を工夫して、
日本らしい面白いラリーにな
ればいいなと思っています。
勝田 私自身、父と祖父から
受け継いだラリーを子どもた
ちの世代にも繋いでいきたい
です。そのためにも、子ども
たちがラリーに興味を持って、

ラリーという文化が広がって
いくとうれしいです。

市長 2022年は、どんなシー
ズンにしたいですか。
勝田　昨シーズンは波のある
シーズンでした。前半は順調
で、初めて表彰台に上ること
もできましたが、後半は、多

くの失敗も経験しました。た
だ、その分強くなれたことも
実感しているので、この経験
を2022年シーズンに生かした
いです。そして、自分の目標
であるチャンピオン獲得に向
けて、一歩ずつ着実に前に進
んでいきたいと思っています。
市長　応援しています。それ
では、最後に市民の皆さんに
メッセージをお願いします。

モータースポーツの
究極は“安全運転”

ラリーの文化を
子どもたちの世代へ

勝田 11月にＷＲＣの日本ラ
ウンド「フォーラムエイト・
ラリージャパン2022」が開催
されます。まだラリーになじ
みがない人も多いかもしれま
せんが、一度生で観戦しても
らえるとラリーの魅力が必ず
伝わると思います。皆さんに
お会いできるのを楽しみにし
ていますので、ぜひ会場へお
越しください。

2022年シーズンの抱負と
市民へのメッセージ

鞍ケ池公園でデモンストレーション走行を行う勝田さん鞍ケ池公園でデモンストレーション走行を行う勝田さん

動画で見ること
ができます！
動画で見ること
ができます！

昨年11月に大沼小学校、下山中学校の児童・生徒を対象に実施したラリー教室。勝田さんが運動場でデモンストレーショ
ン走行を披露し、ラリーの魅力を子どもたちに伝えました。
昨年11月に大沼小学校、下山中学校の児童・生徒を対象に実施したラリー教室。勝田さんが運動場でデモンストレーショ
ン走行を披露し、ラリーの魅力を子どもたちに伝えました。
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新春プレゼントクイズ新春プレゼントクイズ
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特 集
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　世界ラリー選手権がやってくる　世界ラリー選手権がやってくる新 春
特 集

11月10日（木）～13日（日）に豊田市を含む愛知
県・岐阜県の６市町（豊田市、岡崎市、新城市、
設楽町、恵那市、中津川市）で、ＦＩＡ世界ラ
リー選手権（ＷＲＣ）の最終戦として「フォーラ
ムエイト・ラリージャパン2022」が開催されま
す。日本でのＷＲＣの開催は、2010年以来12年
ぶり。2020年、2021年にも開催が予定されてい
ましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で
中止となりました。
　市内には、走行タイムを競う「スペシャルス
テージ（ＳＳ）」、競技車両（ラリーカー）の整備な
どを行う拠点「サービスパーク」が設けられます。
サービスパークは、豊田スタジアムに設置され、
ＳＳから戻ってきたラリーカーを凄腕のメカニ
ックが整備します。

世界を熱狂させるWＲＣが豊田市に！

とよたでラリーを楽しもう！

©WRC Promoter GmbH©WRC Promoter GmbH

迫力満点なＳＳは必見！

知っておきたいラリーの基本情報！

１１１

ラリーカーは２人で走る！３３３
2019年11月にＷＲＣテストイベントとして開催された
「セントラルラリー愛知・岐阜2019」では、市内の公道
をラリーカーが走りました。今年のＷＲＣでもラリー
カーが美しい紅葉の中を走る姿が見られるかも…。

走行タイムを競うＳＳは、ターマック（舗装路）、グラベル（非舗
装路）、スノー（雪道）といった様々な道路を使用して行われます。
「フォーラムエイト・ラリージャパン2022」で豊田市に設けられるＳ
Ｓは、ターマックです。ＳＳをハイスピードで駆け抜けるラリーカ
ーを見れば、ラリーを初めて見る人も心躍ること間違いなし！

　ラリーは、ドライバーとコ・ドライバーの２人１組で参加します。
コ・ドライバーは、ペースノートと呼ばれる先の道路の状況を書き
込んだノートを読み上げ、ドライバーはその指示に従います。様々
な道路を走るラリーではコ・ドライバーの存在が非常に重要です。

－特集２－

　今年のＷＲＣは全13戦を戦い、
ドライバー、コ・ドライバー、マ
ニュファクチャラー（チーム）の年
間王者を争います。日本で行われ
る最終戦は、年間王者が決まる注
目のラウンドです。

８　フィンランド　８/４～７
９　未定　　　　　８/18～21
10　ギリシャ　　　９/８～11
11 ニュージーランド ９/29～10/２
12　スペイン　　　10/20～23
13　日本　　　　　11/10～13

１　モナコ　　　　１/20～23
２　スウェーデン　２/24～27
３　クロアチア　　４/21～24
４　ポルトガル　　５/19～22
５　イタリア　　　６/２～５
６　ケニア　　　　６/23～26
７　エストニア　　７/14～17

Rd　　 開催国　　　 開催日 Rd　　 開催国　　　 開催日

※2021年12月９日時点

ＷＲＣ2022カレンダー

リエゾンではラリーカーも安全運転♪２２２
　ラリーカーは、ＳＳの開催地から次のＳＳの開催地までは一般道
を走行します。この区間をリエゾンと呼び、一般車と同様に交通ル
ールを遵守して走行します。リエゾンでは、かっこいいラリーカー
をＳＳよりもゆっくりと見て、応援することができます。

　豊田市は、ＷＲＣを山間地の振興、交通安全の推進、自動車産業の振興につなが
る極めて公益性の高いイベントと捉え、継続的に開催したいと考えています。そこ
で、来年以降もＷＲＣを開催できるよう、豊田市が主体となった大会の運営を目指
します。地方自治体が四輪モータースポーツの主催者となるのは、日本で初の試み
です。今後は、１月に2023年大会の開催申請をＪＡＦ（日本自動車連盟）に提出し、
ＪＡＦ、ＦＩＡ（国際自動車連盟）による審査を経て、11月頃に開催地が決定します。

豊田市はＷＲＣの継続開催を目指します！ 市政番組「とよた
NOW」特集
「みんなでラリーを
盛り上げよう！」
（2021年12月６日放送）

【関連動画】
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