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4. 産業・交通・建設

1. 今村の農業

今村は猿投山から矢作川西岸に沿い蒲郡に至る大陸プレートとフィリピンプレートの
交差点上にあり、太古第四紀更新世以来地層の変動の激しい地帯で、表面に出ている小
猿投、クブシ岩などの花崗岩はその当時地下深くで形成されたものが隆起して地表に現
れたもので、猿投山の「菊石」（球状花崗岩、日本に唯一のもの）の線につながっているも
のと言われています。
表面は風化し土壌は第四紀新層を地盤とする粘質礫質壌土と矢作川による洪積層壌土

で肥沃な土地であり、水も十分にあって気候温暖で農業に適している地域です。
約 2,000 年前に現在の碧海沖積平野面が形成を完了した頃より人が少しずつ定住し始

め稲作が始まったと考えられています。矢作川、巴川および大谷川や上田、宮之後辺り
の小流の洪積土で、池ノ表・松下・社口・クブシ岩・前田・元屋敷・清徳・河合・亀ケ
入および大谷川沿いのあたりが湿田として開発され、稲作農業が広がって行きました。（地
名の場所は、巻頭の地図と地名を参照）
安政年間に始まった養蚕は、明治時代後半から農家の重要な換金作物でしたが、昭和

の初めの不況の打撃を受け始め、この頃の農家の将来は厳しいものでした。
このような農家の不況を救おうとして当時の挙母町長中

村寿一氏が、論地ケ原と前山の小松原が町所有地であった
ので、この土地を刈谷にあった豊田自動織機製作所自動車
部の工場誘致のために充てることを昭和 9年（1934）から
計画し、昭和 13年（1938）11 月に論地ヶ原（現在のトヨ
タ町）にトヨタ自動車の工場が完成し、稼働しました。
このおかげで、農家の働き手の人達にはトヨタ自動車の

工場に勤める者も増え、一方では 20 歳から 35 歳までの
男子は大東亜戦争に召集され、農業労働は
35歳以上の男子と婦女子の労働に頼り始め
るようになりました。
昭和 16年（1941）頃からは今村の農家は

養蚕から甘藷（サツマイモ）、麦、野菜（主と
して西瓜、大根）に転換され始めました。
昭和 18年（1943）には台地の桑園を水田

化するための、今耕地整理組合（後の揚水組
合に引き継がれる）が設立され、河合池から汲み上げた水により、現在の今町１丁目～ 6
丁目、河合町 1丁目～ 5丁目辺りは大規模な水田となり、米の増収が図られました。
世界恐慌の中で日本は軍部の支配力が強くなり、戦時の食糧生産に入ることになりま

した。戦争で村の中心労働力は軍隊に徴兵されたり、軍需産業に徴用され、男子農業労
働者の減少と農業資材の不足のため食糧の生産のみに集中されることになり、畑作は麦

トヨタ自動車工場建設開始時の様子
（トヨタ自動車 30 年史より）

トヨタ自動車の工場建設用地
（トヨタ自動車 30 年史より）
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と甘藷の生産、稲を作った田圃では冬季には麦を生産する二毛作が行われました。戦争
は農業生産も壊滅に導き、食糧は日々逼迫していきました。学徒動員と農兵隊で耕地拡
大のため開墾に開墾を続け、空襲の間を縫っての農作業となりました。畑はもちろんの
こと学校の校庭も耕されてさつまいも作りが行われました。

敗戦の時は国全体が食糧危機状態となりました。それでも今村は純農村であったので、
食べる米と甘藷はありましたが、非農家はその日に食べる食料の買い出しに生活の大半
の時間を費やさねばなりませんでした。それでも餓死者が出る始末でした。

昭和 20 年（1945）12 月、連合軍総司令部は農地改革に関する覚書（農地解放指令）を
発令、昭和 21 年（1946）11 月、自作農創設特別措置法により農地改革関係法が整備され、
昭和 25 年（1950）農地改革はほぼ完了、小作農家は農地を所有することが出来るように
なりました。

高度経済成長が始まる昭和 30 年代までの農家では、自給自足的な米や野菜作りを中心
に、春から秋にかけては田畑の仕事、山の手入れなど自然のサイクルと共に暮らしてい
ました。

戦後の混乱から落ち着きを取り戻しつつあった昭和 20 年代中頃から 30 年代に入り、
農機具の機械化や除草剤の散布などによって農作業も少しずつ軽減されていきました。
それでも、まだまだ人力や牛の力に頼る農法が普通で、田起こし、田植えや稲刈り、麦
刈りなどの仕事は重労働でした。

その後、人力や牛に代わって、耕運機やトラクター、田植え機、コンバインなどの機
械が導入され、農家は自家用車と共にこれらの機械の購入に多額の現金収入が必要とな 
りました。

しかし、昭和 30 年代の日本人の米の一人当たり年間消費量は 120kg であったのが、

昔の農作業（牛の力で田起し） 稲わら乾燥の様子（後方は村積山）

農作業の今昔　人力での稲刈り→コンバイン
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毎年確実に減少、昭和 40 年代は 85kg、昭和 60 年代には 60kg と半減してしまいました。
そのため米の生産削減のため減反政策が行われることとなり、農家の米生産量はますま
す減少し、従来のように農業だけでは生活していけない状況になってしまいました。

2. 畜産 ･ 養鶏 ･ 養蚕

（1）畜産・養鶏
今村における畜産農家は、戦後養豚業が 1 戸、養鶏業は 2 戸ありましたが、新しい住宅

が増えるにつれて廃業されました。自家用の鶏や農耕用に牛を飼う農家は多数ありました。

（2）養蚕
奈良時代には、すでに蚕から絹の生産が行われていましたが、安政年間（1854 ～ 63 年）

になって荒地の開拓が進み桑園が拡大され、農家の間に養蚕が高橋村を中心に盛んにな
りました。元治元年（1864 年）には養蚕を奨励し、今村も中根、稲場に桑園が拡大され、
今村台地も桑園として開発されました。

挙母地区では明治 10 年（1877）頃から養蚕が盛んになり、三河地方の繭取引の中心地
となりました。

明治 22 年（1889）以降日本の生糸はアメリカへの輸出が急増し、挙母町の養蚕はます
ます盛んとなり、明治 42 年（1909）には、最盛期を迎えました。

今村は明治 31 年（1898）3 月小猿投、申待御料地の払下げを申請し、それが許されて
桑園が拡大されました。大正 6 年（1917）加茂製糸場が設立され、今村内にも桑葉、蚕繭
の集荷場が出来ました。今村では昭和 10 年（1935）頃が養蚕の最盛期で、最盛期には養
蚕農家は家の全部屋に養蚕用の爐（いろり）を設け、上簇 （じょうぞく＝蚕が繭を作る段階） 
時には全部の部屋を養蚕に充て、家族は土間にむしろを敷いて生活し、家は蚕一色の生
活を強いられていました。

養蚕は昭和の初めの不況の打撃を徐々に受け始め、昭和 15 年（1940）頃まではこの地
方の重要な換金作物となっていましたが、不況の影響は大きく農家の将来は厳しいもの
でした。

昭和 18 年（1943）河合池から水を汲み上げることにより、台地の桑園が水田に生まれ
変わり、これを境に今村の農家の養蚕はほぼ終了しました。

左からお蚕さん、繭棚、出来上がった繭、など養蚕の様子（郷土資料館・発見館より資料提供）
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3. 揚水組合

昭和 9 年（1934）7 月、今村台地を山林から耕地にする計画が持ち上がり、農業用水には、
矢作川と河合池のどちらから取るのが良いか、安城へ自転車で何度も水質検査に行き河
合池から取水するのが良いと判断し、河合池を持ち主（名古屋市在住の地権者）から購入
しました。昭和 12 年（1937）今地区の農家 42 名で「西加茂郡挙母町今耕地整理組合」が
設立されました（農地 30 町歩規模）。河合町にあった元の区民会館北側の道を荷車が走行
出来るように幅が拡張され、耕地は最初桑畑にされました。

昭和 17 年（1942）に、この耕地の桑畑が水田に転換することになりました。

昭和 18 年（1943）、河合池湖畔に「ポンプ小屋」を建設。最初はヤンマー 50 馬力のディー
ゼルエンジンでポンプを駆動していました。燃料は、挙母の町まで荷車により当番が交
代で買出し往復していました（ドラム缶 3 ～ 4 本）。その後、トヨタ自動車より 60 馬力
の電動モーターを借り、電気は長興寺より引くため、電柱は組合員全員で取りに行きま
した。用水路の枠木や大谷川の橋は、お宮（神明社）から木を伐り出して作られました（6
尺板× 20 枚）。その結果、一帯は豊かな水田に生まれ変わりました。

昭和 27 年（1952）に耕地整理組合は解散し、今揚水組合に改組されました。

4. 農事組合　

ＪＡの委託機関として、今町の農家が参加している組合です。　
農業に係る共同利用施設の利用、組合員の生産する物資の運搬、加工または貯蔵、農

作業の共同化などを行っています。

5. 明治用水

矢作川沿いの集落は昔から洪水の被害に苦しめられていましたが、それとは逆に安城
を中心にする碧海台地は愛知県の中でも降雨量の少ない土地で大半は山林、草野でうっ
そうたる小松原となっていました。このことから矢作川の水を農業用水に利用するとい
う最初の計画は文化 5 年（1808）頃、都築弥厚が矢作川の水を碧海台地へ導き、新田の開

耕地整理組合設置計画書 今耕地整理組合が行った水田化地域
（河合池から水を汲み上げ台地に供給）

河合池

水田になった台地
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発による米の大増産を計画し、和算の大家であった石川喜平（碧海郡高棚村・現安城市高
棚町）の協力を得て新開予定面積 4,400 町歩の測量に着手しましたが、当時、矢作川の水
害が多かったので、導水による水難を恐れた農家が激しく反対し、測量の杭も入れられず、
測量は夜間に行い杭の代わりにソバを蒔いて隠れて測量したと伝えられています。

文政 10 年（1827）「三河国碧海郡新開一件願書」として用水開発計画を幕府勘定奉行へ
提出しましたが、領主や農民の反対を受け通水計画は挫折し、先覚者都築弥厚は天保 4
年（1833）9 月、25,000 両余の巨額の借金を残したまま不遇のうちに 69 歳で歿したの
でした。

この行動は、今日ある明治用水開削の計画の始まりであり、日本のデンマークが出来る日
の出前でした。しかし、明治の初め伊予田与八郎が出る迄この後 50 年の歳月が必要でした。

都築弥厚の遺志を継ぎ明治用水の開発に一生を捧げたのは文政 5 年（1822）碧海郡阿弥
陀堂村（現豊田市畝部西町）で生まれ、幼くして村内の豪農伊予田家の養子となってのち
家督を継いで大庄屋となり、推されて上野手永の采配者となった伊予田与八郎でした。

最初は矢作川に近接する低湿地の排水計画としていました。用水計画が知れると農民
からはまたも弥厚狐が出たと強く反対されました。

しかし、大政奉還後同じような考えで行動していた岡本兵松と合同で県に申請し、県
がその計画の正しさを認めるところとなりました。明治 10 年（1877）以降、枝下用水と
明治用水の計画が再び注目されるようになり、上流の平戸橋で枝下用水、下流で明治用
水の二つの用水が作られることになりました。

明治 12 年（1879）1 月 28 日、県によって明治用水開削工事が始められ、明治 13 年
（1880）4 月に用水路成業式が水源付近で挙行され、碧海台地へ送水が開始されました。

最初の用水取り入れ口は礫（れき、石つぶて）と粗朶（そだ、木の枝）を川底に沈め、そ
の上に礫や割石を積み上げ丸太打ちする沈床工法であったので壊れやすく度々決壊する
こともありました。水路も荒掘りで護岸の石垣も崩れ易いものでした。

そこで当時新しく技術開発された人造石を使って川を堰き止める堰堤が明治 34 年
（1901）12 月に完成しました。明治 39 年（1906）には東岸に「舟通閘門」も完成しました。
しかし、堰堤の水門を開閉するための水圧転倒式門扉は操作が難しく、熟練した技術者
が必要で、近くに常駐していたそうです。この明治用水頭首工が作られた当時、この地
域は今村の一部でした。

明治 13 年、完成当初の明治用水導水路図（「豊田市の史跡と文化財」より）



57

旧堰堤の老朽化と用水の多目的利用の時代的要請により、旧堰堤下流 370 ｍの地点に
矢作川を直線に横断する新堰堤工事が国の農林省、県農林課、土地改良区で費用を分担し、
昭和 25 年（1950）9 月に着工、昭和 33 年（1958）3 月に近代的な新しい堰堤（通称頭首工）
が完成しました。

新堰堤は長さ 167 ｍ、堤体はコンクリート造りで、可動堰が７門あり、電動力により
堰扉の開閉が行われるようになりました。両岸には魚道が設けられています。堰堤上部
には幅 3.6 ｍの道路が設置され、川の東西の交通に重要な役目を果たしています。

明治 34 年、改良された用水取り入れ堰堤（旧頭首工）（写真は昭和 25 年）

現在の頭首工

新頭首工工事中の写真（奥が旧頭首工）

桜並木

新堰堤完成式の様子（昭和 33 年）
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現在水源の桜は有名ですが、最初の頭首工完成の時に植えられた桜はヤマザクラ、ヒ
ガンザクラとヤエザクラでしたが、新堰堤工事完了後にソメイヨシノに植え替えられま
した。水源町公園から明治用水に沿って今町のクブシ岩の地まで約 2km の間に植えられ
ており、桜の名所として知られ春の開花期には花見の屋形船が三味線の音頭入りで岡崎
から上ってきた程の賑わいでした。

新堰堤完成後は用水取り入れ口から暗渠を通って明治用水本流となり、用水路の殆ど
は暗渠か金網囲いとされ、それ以前には毎年のように起きていた水難事故もなくなり安
全なものとなりました。その後、明治用水に沿って安城市内までサイクリングロードが
設けられました。今町地内では平成 6 年 8 月に完成し大勢の人が利用しています（最終的
に安城市内まで完成したのは平成 15 年です）。

明治用水は安城・岡崎・豊田・知立・刈谷・碧南・高浜・西尾の８市に送水し、水路
の延長約 393km、灌漑面積は明治 43 年（1910）に約 8,000 町歩で、現在では 5,700ha （約
5,700 町歩）となりましたが、農業だけでなく工業用水としても供給されています。

安城市大浜茶屋の旧東海道沿いに、都築弥厚翁、伊予田与八郎翁他、用水開削功労者
を祀る明治川神社が建てられています。

今町古老の明治用水についての昔話
「今町は大昔から矢作川の流域にあって、極めて眺めもよく巴川の合流地点で、広々と

した住みよい所であったと思われます。明治 10 年頃から計画の明治用水の建設に当たっ
て、矢作川の川幅が一番狭かった地点の今村地区が選ばれました。明治用水神社の祭主
都築弥厚翁二代をかけての偉業はまさに神業としか思えません。当時の水盛は機械もな
く樋を掛けての水盛で苦労されたと聞きます。用水元の元入れ現場は昔からで、約 200
ｍ上流には昔の堰止めの跡形が現在も所々に見えます。

水源橋から大明神橋（豊寿園東）に至る矢作川堤防及び用水の建設はよくぞ造ったもの、
当時は矢作川も 3 ｍ以上は浅かったらしいが、道具もなく大八車、肩車、人力のモッコ
のみで一杯一厘とかで矢作川から担ぎ上げたもんだ　と、幼少の頃老人から聞かされま
した。老人いわく、大明神橋といえば橋の東の出っ張りは昔は山続きでそこに用水を掘
削した。東側は渡刈の神社で大正時代郷中に引越しされた汐差神社跡で、今も鳥居が残っ
ています（編纂委員注．現在鳥居はなく、石柱のみ残っています）。」

矢作川と明治用水沿いの桜並木 サイクリングロード（今町地内）
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6. 安永川

安永川は挙母の中央市街地に降った雨水を矢作川に排水するための川でしたが、明治
34 年（1901）明治用水頭首工が設けられたことで、矢作川の水面が上がり自然排水が困
難になりました。

このため、昭和 5 ～ 15 年（1930 ～ 1940）に長興寺から水源町までトンネルを掘削し、
矢作川との合流位置を明治用水頭首工の下流に付替え、現在の形になりました。

昭和 47 年の集中豪雨や平成 12 年 9 月の東海豪雨などでは市街地の浸水被害が甚大で
した。そのため安永川の通水能力を高めるために、新しく大きなトンネルを掘り直す改
修工事が行われています。

新しい安永川トンネルは高さ約 7.8 メートル、幅 11 メートルの大きさで、現在のトン
ネルの 9 倍の水量を排水することができます。

トンネルの出口は、今町 4 丁目の八尻川付近でここから神明社の北側で樋門を通して
矢作川に注ぎます。

工事は平成 16 年に計画策定、平成 20 年に着工され、平成 30 年に完成予定。

7. 大谷川

大谷川は、トヨタ自動車本社から明和町地内を流れ、河合池から矢作川まで約 3km の
川で、河合池にも流れ込んでいます。

以前は人が飛び越えられるほど細い川で降雨の度に水があふれ周辺の田に浸水してい

昔の大谷川（昭和 30 年代）
（「豊田市史」五巻、第 4 章図 4-6 より）

現在の大谷川

今町側の完成予想図 トンネル出口

新安永川（今町側出口）（「安永川工事関係資料」より）

樋門予想図
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ました。昭和 40 年（1965）頃に拡幅工事が行われ、コンクリート製の現在の姿になりま
した。

　
大谷川について土地の古老の昔話

「大谷川及び河合池について思うに皆さんも地形的に想像されますように、前山・渡刈・
今町の大きな谷間を流れる川で、大谷川と名付けられたのではないでしょうか。

その昔前山、論地原と言って今の豊栄町から土橋方面に至る山林、そこから湧き出る
水が分散し一部大谷川に流れ込み、極めて清らかな清水で量も少なく一定して流れてい
ました。」

8. 河合池

大谷川の下流渡刈町と河合町にまたがる池で元は河合が池（がこうがいけ）と呼ばれて
いました。現在の河合池から下流の矢作川まで昔は一面の湿地帯で井溝となっていまし
た。江戸時代後期からこれらの井溝は埋立て水田化されました。

 

昭和 30 年代の河合池（正面はポンプ小屋）
（「豊田市史」四巻、第 2 章、図 2 － 99 より）

現在の河合池

昭和 15 年（1940）頃の大谷川と河合池の図（「無言の足あと」より）
（当時の河合池は現在の大谷川の両側に及んでいました）
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昭和 18 年（1943）から今村台地の水田化のため、河合池の水をポンプで汲み上げて配
水する工事が行われ、当時一面の桑園であった台地が緑豊かな水田となりました。この
ポンプを設置するためには、多くの人の努力がありました。今揚水組合が施設を含めた
管理を行っています。

昭和 38 年（1963）頃、池に「ヘドロ」が堆積したので池の西側半分をサンド船で汲み出
して埋め、大谷川の水は直接池に入らないよう分離されました。埋めた部分の土地はト
ヨタ自動車に売却され、その土地は豊田市の管理となり、今自治区に委託されています。

9. 河合池運動広場

昭和 40 年代、世の中が落ち着いてきてゆとりを持った生活が望まれるようになった中、
今自治区ではスポーツを楽しむ環境づくりのための場所を探していました。そのような
時トヨタ自動車が所有する渡刈焼却場の北側の土地を借用してスポーツ広場として活用
することになりました。区民総出の奉仕活動により整地や雑草除去など前途多難で作業
はなかなか進みませんでしたが、少しずつ整備されました。その後、この場所は少年野
球のグラウンド、パターゴルフ場などに使われていました。この場所で区民運動会が開
催されたこともありました。

平成と元号が変わって、昭和の時代に天皇誕生日であった 4 月 29 日が「みどりの日」
として制定された最初の年、即ち平成元年 4 月 29 日に、豊田市の第 1 回目の「みどりの
日」の記念事業がこの場所で行われました。区民総出で桜などの苗木の植樹祭が豊田市長
および関係各部署の要人が出席されて挙行され、記念碑が設置されました。

平成 12 年 4 月に河合池北側は地元地権者の協力を得て、豊田市豊南地域の総合運動
公園設置計画の一つとして、多目的広場、マレットゴルフ場（27 ホール）、ゲートボール場、
芝生広場の施設を持つ「河合池運動広場」が設置されました。河合池運動広場運営協議会
が設立され施設の管理運営を行っています。

多目的広場では少年野球、ソフトボール、グラウンドゴルフ等のほかに自治区の防災
訓練、スポーツ大会などに使われています。

みどりの日記念碑と成長した桜（平成 23 年撮影）
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平成 17 年に河合池南側の昭和 38 年（1963）に埋め地にされた部分の桜並木内と周囲
の地権者の協力を得て、マレットゴルフ場管理委員会が中心となり手造りのマレットゴ
ルフコース 9 ホールを増設整備し、既設と合わせて 36 ホールのマレットゴルフ場となり
ました。このマレットゴルフ場には豊田市内各地はもとより市外・県外からも多くのプ
レーヤーが来場して、年間約 60,000 人（平成 22 年度調査）の人たちがマレットゴルフを
楽しみ、高齢者の健康維持に役立っています。

多目的広場での今自治区防災訓練 同左消防ポンプ操作指導

河合池マレットゴルフ場
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10. 交通

（1）今村の昔の街道 
当地は東海道 15ヶ国（本島中央部にあり、北は常陸の国（茨城県）より伊賀の国（三重）

に及ぶ）のうち三河の国の中央部にあり、徳川時代には本多候、内藤候の領地で、挙母藩
の統治下にありました。
今村と長興寺（建武 2年（1335）開山）との間には森林が続いており、金谷城下（後に挙

母城下）に行くには交通の便がとても悪い状況でした。一方今村の人々の先祖は、矢作川
を隔てて細川・渡合・奥殿等の岡崎文化圏、および渡刈・鴛鴨・配津・上野等の末野ケ
原文化圏から移った人や姻戚関係が多く、この方面との交流の方が盛んでした。
今村を通っていた主要な街道は、挙母道で、渡刈より大明神に出て、ここで細川・大

明神の渡しで合流し、元屋敷の西、河合池の南で沼地の井溝（今の大谷川下流）を渡り、
今村に入り、称念寺あたりから常行院、神明社西を通り小猿投を経て西山室に入り秋葉
山を川添いに長興寺村に入る道でした。
もう一つは、河合ケ池（がこうがいけ）に沿って登り、萬屋（よろずや、旅館）から紺屋

（こうや）前で右挙母道、左大林道に分かれ、挙母道は大塚前から二本松、境松を経て前
山秋葉山西から山出川を渡り水田と桑園の中で、右長興寺、左下林に至る道がありました。
一方、紺屋の前で左に行けば大林道で、これは大墓所前から左に折れて論地ケ原の山中
を抜けて大林村に至る道となっていました。

江戸時代（1811 年）（「豊田の古絵図」より） 大正時代（1920 年頃）（細川から今村に渡船路も記載）
（大日本・地形図「上野村」より、一部に加筆）

今村の昔の道路
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（2）交通
昔の交通は主として徒歩で、時には馬や駕籠も使われていました。今村周辺の交通は

矢作川を利用した船の交通と馬で行われていました。陸路の交通は矢作川があることに
よって「大明神の渡し」「細川の渡し」「クブシ岩の渡し（榎の渡し）」などで制約されてい
ました。

矢作川には渡合村との間に今村－渡合村渡船と、細川村との間に今村－細川村渡船が
運行していました。

一方、矢作川水運の交通も盛んでした。矢作川を上下したのは荷船だけでなく、文化
9 年（1812）2 月には花嫁船が川を上ったという記録もあります。

矢作川沿いの村々はお互いに近接した関係を持っていました。巴川沿いでも同様で、
モノや人が活発に往来していました。

川を渡る船の発着場は陸上の通路の位置を規定することにもなりました。今村は矢作
川を隔てて、岡崎藩、奥殿藩と近接し、陸路は安城、上郷の幕府直轄地に連なっていました。

寺部と挙母との間には渡船場があり、下って今村にも渡船場がありました。
今村から挙母藩に対して出された新しい船の建造申請記録が寛政 7 年（1795）、文化 9

年（1812）、文政 9 年（1826）など多数残っています。文政 9 年（1826）の申請書では新造
船の費用 5 両 1 分のうち挙母藩からその 3 分の 1 にあたる 1 両 3 分が補助されたとあり
ます。船は、全長約 19 ｍ、幅約 2.7 ｍの木造船で、約 6㌧の荷を積むことが出来る大き
さでした。

挙母藩には現在の久澄橋の所に大きな土場（舟荷積み降ろし場）があり、下流の岡崎藩
等と交流が頻繁に行われていました。

昔の挙母街道の最近の姿

 称念寺北（1994 年）

称念寺前（1994 年）

称念寺北（2011 年）

称念寺前（2011 年）

称念寺北～河合町信号間（2011 年）

河合町信号手前（2011 年）
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寛政 6 年（1794）から文化 6 年（1809）の頃になると、商業や他家に奉公のため村を出
る人が多くなり、今村に移住してくる人も多くなりました。それ以外に旅人も多くなり、
各地を漂泊し歩き、特定の町や村に定住しない人々も多くなりました。幕藩体制の厳し
い人民統制の下でもこのような人々が増加し続けるようになりました。今村には寛政 11
年（1799）10 月付の虚無僧取締一札が残されており、そういう人の行倒れの六部塚も村
内に残されていました。虚無僧の多くは浪士が身分を変えたものでした。

今村から挙母城下や大林に行くには寂しい山中を通らねばならず、百姓は道中差（脇差
し）を携えて行かないと危険だと言われていたそうです。

明治時代に入ると、交通手段が徒歩や馬、駕籠から大きく変って来ました。矢作川の
水運も用水の堰堤、発電所ダムの建設等で舟運や筏流しが出来なくなってきました。一
方で鉄道や自動車による輸送が始まり道路が作られ交通が一変することになりました。

三河鉄道株式会社による鉄道線は大正 9 年
（1920）7 月知立から土橋まで、続いて挙母まで、
大正 13 年（1924）に猿投まで開通しました。

続いて上挙母、大樹寺間から岡崎市内電車を
つなぐ岡崎線が昭和 4 年（1929）開通し、論地ケ
原南に鴛鴨駅、明治用水と矢作川の間（大明神西
の矢作川沿い）に渡刈駅が設けられ、今村の住民
も電車を利用出来るようになり、渡刈から上市
場（細川）まで２銭で矢作川を渡ることが出来ま
した。（しかし、この線も昭和 48 年（1973）3
月に利用者減少により廃線となりました。）

それでもまだ交通は不便で、乗合馬車も運行していました。一方で自転車の利用が目
覚ましく進み、自転車の普及率は大正 14 年（1925）4 月 1 日調べでは 87％で、今村に
は 57 戸中 40 台ありました。チェーン式角形ハンドルのオート三輪が今村に入ったのは
昭和 9 年（1934）でした。当時リヤカーの普及も急速で、大八車、牛車に加え村内で十数
台ありました。

昭和 32 年（1957）3 月市内バスが今町 8 丁目まで延長され、昭和 59 年（1984）頃か

矢作川の船（「川船と中馬」より） 新造船建設補助申請の控

矢作川鉄橋を渡る電車（昭和 47 年）
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らは渡刈町の豊寿園まで行くようになりました。今町が終点の期間は今分校跡地でバス
が折り返していました。しかし、このバス路線も利用者が少なくなり、平成 4 年（1992）
に廃線となりました。約 35 年間今町住民の足として大いに利用されました。バス路線の
廃線は 1 戸 2 台の自家用車の時代が来て利用者が減少したのが理由でした。

昭和 51 年（1976）には岡多線（後の愛知環状鉄道）が開通しました。その一方で平成 5
年頃までには交通はトラック輸送や自家用車の時代に完全に代わってしまいました。

（3）県道、豊田市外環状線
旧豊田市街地をぐるりと一廻りする県道（外環状

線）の一部が今自治区内の、現在の JA 豊南支店前
信号から大和幼稚園信号まで完成したのは、昭和
61 年（1986）5 月 9 日でした。その後、大和幼稚
園信号から水源町方面へ通り抜けました。

この環状線は、東名高速道路豊田インターチェ
ンジから土橋町・元町・山之手・トヨタ町・明和町・
今町・水源町・山室橋・泉町・東海環状自動車道
勘八インターチェンジ・平戸橋町・猿投町・澤田
町を通って一周します。

（4）市道、堤－梅坪線
「渡刈方面から勘八方面に抜ける便利で調子の良

い幅 18 ｍもの広い道路が今町を通るげなぞん」と
耳にするようになったのは昭和 40 年（1965）頃です。

そして、昭和 55 年（1980）に本格的な説明会があり、かなり詳細な内容が提示され、
住宅が直接道路にかかる世帯を中心に積極的に理解活動が展開され始めました。そして
3 世帯の家が 300 年以上住み慣れた土地から離れることになりました。それぞれの立場
で苦渋の選択でした。

道路は渡刈町から今町を通り前山小学校西から豊田市中心部へ抜ける市道で、渡刈焼
却場の東から河合町 7 丁目の信号過ぎまでが新設され、その先北へは今まであった市道
を拡幅する形となった 2 車線の道路として、平成 7 年に完成しました。

旧道路（歩道もなく生活道路） 新道路（信号機・歩道設置）

豊田市内環状線
（「豊田市のあゆみ」ｐ 341 より）
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（5） 市道、豊栄－河合線
平成 18 年に豊田市から豊栄－河合線の道路建設説明がありました。これは現在のメグ

リア本店の西側の道路から東の方向に豊栄町で国道 248 号線を越え、渡刈町を経て明和
町から河合町 5 丁目（現在のローソンの位置）までの新しい道路の建設計画です。完成は
平成 25 年度の予定。

（6）高速道路（伊勢湾岸自動車道）
今町内に高速道路が出来る噂が広がったのは、昭和 50 年代を過ぎた頃でした。昭和の

終り頃、用地買収もかなり進み、50 ｍ幅の道路の原型になる杭打ち作業が進められまし
た。平成 15 年頃になり矢作川にかかる橋脚が地上に姿を見せ始めると、その桁外れの大
きさ、巨大さには目を見張るものがありました。人生で二度と見ることが出来ないもの
すごい設備と高度の技術により日本の大動脈となることへの郷土の協力は素晴らしいも
のだと言えます。しかし、わが郷土の歴史にまつわる大きな遺跡が高速道路敷地内にあ
ることが分かり、かなりの時間をかけて発掘調査が行われました（今町遺跡参照）。

新しい道路建設（堤－梅坪線、豊栄―河合線）

市道　豊栄 ‐ 河合線

市
道
　
堤
‐
梅
坪
線
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建設中の伊勢湾岸道路矢作川橋
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その後順調に建設工事が進み、平成 17 年「愛・地球博」の開催に間に合うように完成の
運びとなり、開通式、渡り初め式が挙行されました。正式名称はアローズブリッジ。

11. 住宅団地

（1）新今団地
昭和 30 年代トヨタ自動車の従業員が 1 万人を超え、従業員社宅から持ち家に移る人

が増え始めたので、トヨタ自動車では従業員の持ち家のために大規模な住宅団地を造成
するようになりました。本社工場周辺に広い敷地を求め、その中に今町、河合町も含ま
れました。今町では現在の 2 丁目、3 丁目地内で昭和 40 年（1965）に 69 戸の住宅団地
が建設されました。

（2）河合団地
同様に昭和 44 年（1969）河合町 3 丁目に、38 戸の住宅団地が建設されました。

12. 今自治区区民会館

村の代表者は江戸時代は庄屋、明治以降は総代、昭和以降は区長と呼ばれるようにな
りましたが、主に代表者の家や寺で集会が行われていました。専用の集会所が設けられ
たのは昭和 18 年（1943）で、それまで養蚕組合の繭集荷場として使われていた建物が養
蚕の終了とともに空いたので集会所として使用されました。その後集会所は、児童館と
して市の認定を受けました。

この児童館は、現在の河合町 6 丁目 18 番地にありました。今自治区に住む人が増え
て児童館が手狭になり、新しい施設を建設する機運が高まり、昭和 43 年（1968）11 月
に同じ場所に新児童館の建設に着工され、翌昭和 44 年（1969）3 月 15 日に竣工しました。
市の制度上児童館という施設として建設され、それを地域の集会所として兼用すること
となりました。その後制度が改正され、平成 5 年 3 月「今自治区区民会館」と改称されま
した。しかしながら、豊田市の発展と共に今自治区住民は益々増加し、併せて役員も増

渡り初め式　 今自治区の名所の一つとなった現在の姿
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加したことと、雨漏り等建物の老朽化や耐震性の問題もあり、平成 18 年頃より新区民会
館建設の必要性が話題となってきました。

平成 19 年に新区民会館建設委員会が発足し、詳細な建設計画を立案検討し、平成 22
年 5 月 10 日に地鎮祭を行い、平成 23 年 2 月 19 日に今町 7 丁目 50 番地 5 の現在地に
新区民会館が完成し、竣工式が行われました。
新区民会館概要

（1）敷地面積 2,000㎡、延べ床面積 549㎡（大ホール床面積 192㎡）
（2）ホール収容人員 250 人～ 300 人で、旧会館より倍増
（3）駐車台数 30 台以上
（4）エリア内にイベントが出来る広場がある
（5）車の交通量が少なく、交通安全の点で優れている
（6）太陽光発電装置（発電能力 10kw）を備えている。

初期の今児童館 （昭和 40 年加藤絹子さん写生）

新区民会館（平成 23 年）

旧区民会館（平成 18 年撮影）　

同左玄関
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13. 渡刈クリーンセンター（焼却場）　　　

豊田市は、自動車の町として昭和 45 年（1970）頃よりモータリゼーションの発展と共
にマイカーブームで、車の保有は一家に１台以上となりました。それにつれ豊田市の人
口も急増の一途をたどりました。スーパーやコンビニエンスストアなどの目覚ましい発
展で食生活や買い物の変化により家庭で発生するごみが増加し、大規模なごみ焼却施設
の設置が望まれるようになりました。

一方、環境面において公害が社会問題となり始め、大量に焼却出来なおかつ公害の少
ない施設の必要に迫られ、今町に隣接する渡刈町が建設地として候補に挙げられました。
周辺の住民の不安に応えるため豊田市は当時の設備メーカーである大阪まで内容の視察
した後に計画を立案して住民に安全安心の理解活動が行われました。そして昭和 47 年

（1972）6 月に渡刈清掃工場が完成し操業開始しました（初代清掃工場）。
しかし、その設備も老朽化し、一方で厳しくなった公害の基準に対応するため、二代

目となる新清掃工場が建設され、昭和 62 年（1987）4 月に稼動しました。
二代目の焼却施設稼働中にも公害基準の強化に対応するための改修が続けられました

が時間と共に老朽化が進み、社会の要求から一層厳しくなった公害基準を大幅に上回る
能力を持つよう、画期的でクリーンな設備に更新することとなり、平成 20 年 7 月に三代
目の施設が竣工・稼働しました。併せて名称も新たに渡刈クリーンセンターと名付けら
れました。この施設ではごみを燃やして発生する熱で発電も行っています。 

初代清掃工場 二代目清掃工場

三代目（クリーンセンター）


