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今自治区誌発刊によせて

このたび、今自治区誌発刊にあたり、1. 地勢・気候・自然分科会　2. 沿革・歴史・古墳・
遺跡等分科会　3. 産業・交通・建設分科会　4. 戦時中の暮らし・出来事分科会　5. 教育・
文化・伝統行事分科会　6. 寺院・神社分科会　と、６つの分科会を発足し、3 年間の長
きにわたり各分科会会長を中心に活動していただきました。

この間、多くの関係各位のご尽力により、「今自治区誌」を発刊することができ、心よ
りお礼と感謝を申し上げます。

企画から編集に至るまでの間、図書館・資料館への日参、そして莫大な資料収集と整理、
時には先人の皆様によって残された資料や古文書・古写真等を探し出すことやら、聞き
込み等発刊に至るまでの道のりを思いますと言葉には言い表せない程のご苦労の数々で
あったとお察し致します。

また、近年の今自治区内大事業である高速道路（伊勢湾岸道路）、安永川河川改修事業等、
新たな歴史と今後の進展を知るうえでの資料調査にもご苦労されたことと思います。

委員の皆様のお陰で、今自治区の原始・古代から現代までの多くの分野の歴史や伝統
等がこの自治区誌の中にまとめられたことにより、私たちのすばらしい「ふるさと・郷土」
を身近に感じていただけることを確信致します。

この貴重な「ふるさと・郷土」の文化遺産や伝統・伝説等後世に伝承させて行くことも
私たちの努めだと思います。

区民の皆様が、自治区誌を熟読されて古き良き時代のロマンに思いをはせることがで
きましたら、自治区誌発刊にご尽力された委員の皆さんにとってはこの上ない喜びでは
ないかと思います。

今後は、伝統ある今自治区の歴史を、次世代に伝えていただくことを念願し、発刊の
お礼の言葉と致します。

平成 23 年 12 月吉日

今自治区区長　加藤 淳治



豊田市民の誓い
わたくしたちは、七州をのぞむ美しい山河にかこまれ、輝かしい衣の里の
歴史と伝統をうけつぎながら、明日に向かって伸びゆく豊田市の市民です。

1. 緑をはぐくみ、川を大切にして豊かな自然を愛しましょう。

1. スポーツに親しみ、教養を高めて、文化の向上につとめましょう。

1. 元気で働き、若い力をそだてて、幸せな家庭をつくりましょう。

1. 互いに助け合い、心の輪をひろげて、あたたかい町をつくりましょう。

1. いのちを尊び、きまりを守って、住みよい社会を作りましょう。

（昭和 53 年 3 月 1 日制定）

「豊田市民の誓い制定のあゆみ」

豊田市の発展は、昭和 30 年代から 40 年代にかけての二つの大きな流れが礎となって
います。一つは周辺町村との合併、もう一つは高度経済成長期における自動車産業の発
展に伴う市外、県外からの転入者の大幅な増加です。

こうした状況の中、以前からの住民、合併町村住民、市外から転入した住民など、急
激にふくれてきた地域社会に混在する人たちの中から、新しいコミュニティ形成の意識
が必然的に生まれ、その目指すべき目標を決めようとする議論が全市的に展開されまし
た。こうして、昭和 53 年 3 月、ふれあい豊かな地域社会づくりの目標として、市民共通
の願いを 5 項目に託した「豊田市民の誓い」が誕生しました。

以後 20 余年が経過し、市民の誓いは、市や各種団体の会議などで唱和され、その主旨
は市民の暮らしに生きています。平成 11 年度には、「ひろげよう心のぬくもり　つなげ
よう 21 世紀へ　～始めよう続けよう　環境にやさしい行動を～」をテーマに、市民憲章
運動推進第 34 回全国大会を開催し、環境をキーワードとした市民の様々な活動を全国に
向けて情報発信しました。この大会を契機に、実践活動の意義を再認識した新たな動き
が始まっています。 



今自治区航空写真（平成 22 年）

今自治区航空写真（平成 21 年）



今村絵図（江戸時代、制作年代不詳）



今村絵図（文化 8年（1811））



常行院大クスノキ（豊田市銘木指定）

大正元年記念植樹クスノキ（神明社水屋横）

昭和 54 年「第 30 回全国植樹祭開催」
記念植樹スギ（神明社）　

今自治区の記念樹木

伊勢湾台風で傾いても緑を保つ杉の木（神明社）

紀元 2600 年記念植樹クスノキ（神明社本殿北）

市制 30 周年記念植樹イチョウ（元分校跡地）



江戸時代

明治時代②

明治時代⑤

明治時代①

明治時代④

明治初期

明治時代③

今自治区の歴代印章

大正〜昭和初期



今自治区の地図



今村地区の昔の呼び名
土地についての名称は人々が生活の場所として住み始め、村落の形成や集団での土地

利用の過程で誰もが認める固有の土地が長い歳月社会変動のなかで、地区の呼び名となっ
て今日まで伝わってきました。

土地の固有名である地名は次のようなイメージで付けられたと考えられます。
① 山や川などの地形名
② 樹木や野草をつけた植物名
③ 生息する動物名
④ 飲料水や農業用水に使う泉や池沼名
⑤ 村を表す集落名
⑥ 田畑につけた耕地名、他所との交流で生じた交通経路名
⑦ 祭祀した神仏や寺社名
⑧ 土地を開発した耕作者や領主名　　

など種類は多くにわたっています。

以下の表と図に、大字今と呼ばれていた昭和 33 年までの期間の字（あざ）名や地名を記
すとともに、その説明を示します。（昭和 34 年に挙母市から豊田市に市名変更になった
時に、挙母市大字今の各地名は、豊田市今町（河合町）○丁目○番地に変更され、現在で
は地名を言う人は少なくなりました）

№ 地名　･　読み方 由　　来 現在の場所

1 寄畔 よりくね 湿地を意味する 八尻川西側

2 嶋瀬 しませ 川の浅い所、湾、入江、海岸など 大谷川西側の付近

3 元屋敷 もとやしき 昔に屋敷があったが移動した跡地 常行院西側、高速道下

4 高添 たかぞえ 崖の落ち込んだ所、焼畑農耕の遺構 渡刈ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ東南付近

5 お天と おてんと 日天社が祀られていた所 旧区民会館周辺

6 六仏塚 ろくぶつか 6人の仏が祀られていた所 ふれあい広場北側付近

7 松下 まつした 大きな松の木があったと推測 神明社北側周辺

8 河合 がこう 川が合流する所 河合池とその付近

9 クブシ岩 くぶしいわ 岩神様の岩が人の拳に似ている 今こども園東側

10 中根 なかね

地名に「根」がつくのは、
山の裾や台地丘陵地の斜面や
底面（木の根が見えるような所） マレットゴルフ場東コース周辺

11 北中根 きたなかね

12 南中根 みなみなかね

13 赤羽根 あかばね



№ 地名　･　読み方 由　　来 現在の場所

14 桶田 おけだ

水田の形状、方角や
田の形状などから

表した所

河合池北側の田畑
15 池田 いけだ

16 上田 うえだ ナイスアーバン駐車場付近

17 前田 まえだ 河合池運動広場付近

18 とうも とうも 伊勢湾岸道南側

19 向田 むこうだ 渡刈大明神付近

20 稲葉 いなば

刈った稲の干場として
利用した所 マレットゴルフ場東コース付近20.1 稲葉下 いなばした

21 大稲葉 おおいなば

22 新田 しんでん
新しく開拓された
水田や地域、村

河合町大塚古墳の北側

23 新切 しんきり 河合町大塚古墳の東側

24 坂ノ下 さかのした 丘や山の斜面の下方向 大塚古墳西の明和町方面

25 申待 さるまち

氏神様や鎮守の神として
祀られた祭神のあった所

河合町 5丁目周辺

26 小猿投 こさなげ 今町 2丁目周辺

27 山ノ神 やまのかみ 八尻川東の水源町付近

28 お薬師 おやくし お薬師堂があった山地 大和幼稚園東側付近

29 宮之後 みやのうら 神社の背面の方の場所 神明社北東周辺

30 社口 しゃぐち 神社の入り口にあたる所 神明社周辺

31 大塚前 おおつかまえ 大きな古墳のことを
大塚と言っており、

豊田大塚古墳の前後の場所

大塚古墳南側

32 大塚後 おおつかあと 大塚古墳北側

33 北垣内 きたがいと 集落のあった北側周辺 元屋敷の北側

34 清徳 せいとく 人の名前から由来 大谷川最下流付近

35 中道 なかみち 村の中央を通る道や街道沿い 今町 6～ 7丁目周辺

36 林 はやし 昔は林だった所 今町 8丁目周辺

37 亀ヶ入 かめがいり 池の周辺で亀が多く生息した所 河合町 3～ 4丁目周辺

38 屋下 やした 元屋敷の下流 称念寺西側付近

39 八尻川 はちじりがわ 沢山の溝川が流れ込んでいる川 今町 1丁目から矢作川へ

40 一本木 いっぽんぎ　 大きな木が目印となっていた所 伊勢湾岸道南付近

41 折戸 おりど 下り坂の下 今町 3丁目付近



昔の地名の図
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今町平和おんど
作　詞　　加藤 光茂　　
作編曲　　市村 健二　　
振　付　　加藤 テツ　　

　平成元年に制作された今自治区の盆踊り唄の歌詞

1 今町よいとこ　皆おいで　おいで　ソレソレキタ　ドッコイショ
 さくら並木の　水源峡は
 春にゃうぐいす　夏は矢作の　若鮎　まいおどる
 ソレソレ　ソラ　ソレソレ今町　平和おんど

2 今町よいとこ　皆おいで　おいで　ソレソレキタ　ドッコイショ
 大塚山から　見下ろせば
 秋にゃ稲穂の　秋にゃ稲穂の　黄金色　黄金色
 ソレソレ　ソラ　ソレソレ今町　平和おんど

3 今町よいとこ　皆おいで　おいで　ソレソレキタ　ドッコイショ
 岩神様の　めおと岩
 こどもさずかる　こどもさずかる　助け神　助け神
 ソレソレ　ソラ　ソレソレ今町　平和おんど

4 今町よいとこ　皆おいで　おいで　ソレソレキタ　ドッコイショ
 三河富士の　村積み山は　
 河合の池にも　河合の池にも　うかびでる　うかびでる
 ソレソレ　ソラ　ソレソレ今町　平和おんど

5 今町よいとこ　皆おいで　おいで　ソレソレキタ　ドッコイショ
 おいらが町の　お薬師さんは　
 血の道くすりで　血の道くすりで　母まもる　母まもる
 ソレソレ　ソラ　ソレソレ今町　平和おんど

6 今町よいとこ　皆おいで　おいで　ソレソレキタ　ドッコイショ
 老いも若きも　みんなおいで
 平和おんどで　平和おんどで　今おどる　今おどる
 ソレソレ　ソラ　ソレソレ今町　平和おんど
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