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　平成12年（2000）３月４日、トヨタ自動車株式会社最
高顧問・豊田英二が「日本を代表する企業（トヨタ自動
車）のトップとして、卓越した経営手腕を発揮し、自
動車産業界及び豊田市の発展に多大に貢献した」「トヨ
タ財団を設立するなどして、社会貢献にも力を注いだ」
ことなどを理由に、豊田市名誉市民へと推挙されました。

　英二は、大正２年（1913）９月12日、愛知県西春日井
郡金城村大字名古屋梅林（現・名古屋市西区堀端町）に
生まれました。英二の伯父は、株式会社豊田自動織機
製作所を創設し、「世界の織機王」とも称された豊田佐
吉で、従兄はトヨタ自動車工業株式会社を創設した豊
田喜一郎です。
　英二の父親は佐吉の弟・平吉で、織布工場を経営し
ていました。そのため、英二は幼少の頃より、この工
場を遊び場としていました。機械が身近にある環境で
育った英二は、後に大きく開花する技術者としての能
力を、ここで培っていったのです。愛知一中（現・旭
丘高）、旧制八高、東京帝国大学工学部機械工学科へ
と進んだ英二は、昭和11年（1936）に豊田自動織機製作

❷

所に入社しました。
　喜一郎の指示のもと、入社間もない英二は東京・芝
浦で自動車研究所を立ち上げ、その後刈谷の本社で監
査改良の仕事を行いました。昭和12年（1937）に自動車
部が分離独立し、トヨタ自動車工業が発足するに伴っ
て、英二も新会社へ転籍します。翌13年（1938）、挙母
町の論地ヶ原に挙母工場（現・本社工場）が竣工すると、
英二が陣頭指揮を執って、刈谷の自動車製作工場と組
立工場から設備の移転を行いました。そして昭和14年

（1939）10月に、神戸にあった鈴木商店の名古屋支店長
をしていた高橋半助の娘・壽

かず

子
こ

と結婚し、豊田市豊栄
町（当時は上郷村）に居を構えることになりました。
　日中戦争から太平洋戦争へと長きにわたり続いた戦
争は、日本を大きく疲弊させました。終戦直前の５月
に取締役へと就任していた英二は、経営陣の一員とし
て戦後の復興に力を注ぎました。その中で、昭和25年

（1950）には2000人以上の退職者を出すことになった身
を切るつらい労働争議を経験しました。その直後には
渡米してフォード社の視察を行うなど、経営者・技術
者としての力を蓄えていったのです。
　その後、労働争議収束直後に勃発した朝鮮戦争の特

豊田英二とその時代豊田英二とその時代

豊田市郷土資料館特別展　「自動車を愛した豊田英二　－ものづくりのまち豊田市への歩み－」
会　　期：平成26年９月27日（土）～ 11月30日（日）　月曜休館（ただし祝日は開館）
開館時間：午前９時～午後５時（入館は午後４時30分まで）
会　　場：豊田市郷土資料館　第１展示室・第２展示室
観 覧 料：無料
内　　容：英二氏の遺品と「クルマのまち」として発展した
　　　　　豊田市の歴史を紹介する資料を展示します。

◇ギャラリートーク
と　き：１回目　平成26年９月28日（日）
　　　　２回目　平成26年10月11日（土）
　　　　３回目　平成26年11月９日（日）
　　　　各回とも午後２時から　30分程度
申込み：不要（当日、直接資料館へ）

◇初代トヨペットクラウン展示
と　き：平成26年９月29日（月）～ 10月31日（金）
ところ：豊田市役所　南庁舎　１階ロビー トヨタ博物館所蔵車



　英二は、昭和11年（1936）にトヨタ自動車工業の前身
「豊田自動織機製作所自動車部」へ入社し、トヨタの創
業期からクルマづくり一筋に生きてきました。技術者
として現地現物主義を貫くとともに、ものづくりに徹
底してこだわり、経営者としては排ガス規制や石油危
機、貿易摩擦、工販合併など、社内外の難題に正面か
ら取り組み、トヨタを世界有数の企業へと成長させま
した。また、トヨタ財団の設立や豊田工業大学の開学、
産業技術記念館の開館など、将来へ繋がる「ものづく
り」「人づくり」にも力を注ぎました。豊田市もまたト
ヨタとともに成長し、多くの市民が豊かに暮らせる環
境がつくられたのです。

　卓越した先見性ならびに素晴らしいアイデアと大胆
な決断により、トヨタ自動車を世界のトップ企業に育
て上げるとともに、いち早く企業の社会貢献活動に取
り組むなどして、豊田市を始めとする当地域の発展に
大きく寄与した英二は、まさに郷土の偉人だと言えま
す。
　平成25年（2013）９月17日、英二はその生涯に幕を下
ろしました。

「絶えず前を向いて歩いていく」
　英二100歳、堂々たる人生でありました。

（伊藤　圭一）

❸

需によって息を吹き返したトヨタ自動車工業は、昭和
30年（1955）に日本初の純国産乗用車「トヨペット・ク
ラウン」を発売します。クラウンの需要増加をみた英
二は、当時の社長・石田退三に月産5000台の乗用車専
用工場建設を進言します。本人も後に述べていますが、
当時月販2000台だったことを考えると、この工場の建
設が如何に一か八かの賭けであったかが分かるかと
思います。この工場が現在の元町工場です。元町工場
の建設は、それまでの横並びだった自動車メーカー同
士の生産・販売競争からトヨタ自動車工業が抜け出し、
他社との差を広げる決定的な出来事となりました。そ
の後、他社に追いつかれないように絶えず前進し、上
郷・高岡・堤と、モータリゼーションの波に合わせて、
新工場を次々と建設していきました。その動きと呼応
して、豊田市もまた「クルマのまち」として躍進を続け
ることになるのです。
　昭和42年（1967）10月30日、54歳の時に英二はトヨタ
自動車工業の社長に就任しました。社長となった英二
は、昭和40年代末の排ガス規制問題や２回にわたる石
油危機を乗り切り、昭和57年（1982）にはトヨタ自動車
工業とトヨタ自動車販売両社（昭和25年に経営再建の
条件として分離していました。）の合併を実現させまし
た。さらに会長に就任した英二は、昭和59年（1984）
にNUMMI（アメリカ・GM社との合弁会社）を設立し、
海外進出の拡大を図りました。

発見館企画展
「車のまち とよた  豊田英二の生きた100年」
会　　期：平成26年９月13日（土）

～ 11月30日（日）
会　　場：豊田市近代の産業とくらし発見館
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.toyota-hakken.com
内　　容：「車のまち　とよた　豊田英二の生き

た100年」を、年表と市民から募集した
「わが家にはじめて来た車」の写真を中
心にたどる。

トヨタ自動車㈱提供

豊田市中央図書館企画展
「図書館資料でたどる100年の歩み」

会　　期：平成26年９月20日（土）
～ 10月30日（木）

会　　場：豊田市中央図書館
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.library.toyota.aichi.jp
内　　容：英二氏の功績と豊田市の歴史を図書館

資料で紹介します。
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豊田市郷土資料館特別展

自動車を愛した 豊田英二
－ものづくりのまち　豊田市への歩み－



時代から三河湾と信州を結ぶ中馬街道（旧伊那街道）の

要所として栄えた商家町です。足助町では、昭和50年

（1975）に「足助の町並みを守る会」が発足し、町並み保

存に取り組んできました。昭和53年（1978）には、名古

屋市の有松と合同で第1回全国町並みゼミを開催した

り、旧稲橋銀行足助支店（現豊田市足助中馬館・愛知

県指定有形文化財）が、住民運動によって取り壊しか

ら守られるという大きな出来事がありました。以降、

長く独自の町並み保存を進めてきましたが、平成20年

（2008）から重伝建地区選定への取り組みを始め、平成

23年（2011）には愛知県初の重伝建地区に選定されまし

た。

　重伝建地区選定後３年が経過し、少しずつ、足助の

町並みも姿が変わりつつあります。老朽化し傾いた建

造物が修理により蘇る姿や、戦後に改造された建物が

在りし日に戻る姿を見ることができます。

　また、電線類の地中化や美装化舗装にも取り組み、

足助の町の印象が変わりました。足助には、香嵐渓の

紅葉以外にもこのように素敵な町並みがありますので、

ぜひ足を伸ばしてお越しください。　　（松川　智一）

❹

町並みという文化財町並みという文化財豊田市足助伝統的建造物群保存地区
重要伝統的建造物群保存地区選定3周年
豊田市足助伝統的建造物群保存地区
重要伝統的建造物群保存地区選定3周年

　突然ですが、祇園、高山、倉敷、萩と聞くと何を想

像されますか？日本の伝統的な町並みを思い浮かべる

人も多数おられるのではないでしょうか？

　これらの都市にある町並みが、「文化財」として保存

されていることをご存じでしょうか。

　日本の文化財保護の歴史は明治期までさかのぼり、

明治30年（1897）に制定された古社寺保存法により、制

度としての文化財保護がスタートしました。以降、多

様な価値に基づき保護の対象が拡大し、制度は発展し

ました。そんな文化財のひとつに「伝統的建造物群」と

いう長い名前の文化財があります。戦後日本の経済成

長に伴い、失われつつあった集落や町並みへの危機感

のなか、昭和51年（1976）の文化財保護法の改正時に制

定された文化財です。

　文化財保護法によると、伝統的建造物群は、周囲の

環境と一体をなして歴史的風致を形成している建物や

工作物などで、価値の高いものと定められています。

建物単体ではなく面として扱うことと、地区内にある

居宅や店舗や環境などを包括的に対象としていること

が特徴です。この制度を活用し伝統的建造物群と周囲

の環境を保全するためには、まず住民と市町村が力を

合わせ保存活用計画を策定し、守っていく地区（伝統

的建造物群保存地区）を定めます。

　国は、制度の整った地区のなかで価値が高く、守る

べき優れた地区を重要伝統的建造物群保存地区（以下、

重伝建地区とする）に選定します。

　昭和51年（1976）9月に、秋田県角館町角館、長野県

南木曾町妻籠宿、岐阜県白川村萩町、京都市産寧坂・

祇園新橋、山口県萩市堀内地区・平安古地区の計7地

区が重伝建地区に初めて選定されて以降、重伝建地区

は年々増加し、現在では全国に86市町村の106地

区が選定されています（平成25年12月選定分まで）。

　重伝建地区は、その地区の保存整備に、国の技

術的・資金的な支援を受けることができ、各地区

は制度を活用して、保存・整備を行っています。

　豊田市足助地区にある豊田市足助伝統的建造物

群保存地区は、旧足助町にある古い集落で、江戸 写真２　修理前（左）と修理後（右）の事例

写真１　電線類が消えた足助の町並み



　「とよた i マップ」をご存知ですか？「とよ

た i マップ」とは、豊田市が配信する地図情

報サービスで、インターネット上で市内の

地図を閲覧できるサイトです。施設情報や

防災に関する情報など、いろいろな情報ごとに作成したマップ

を配信しています。

　さて、この「とよた i マップ」に文化財と遺跡の位置データを

掲載する「文化財・遺跡マップ」が登場します。まず第１弾とし

て、平成26年（2014）９月から掲載する情報は、「埋蔵文化財包蔵

地（遺跡）」と「豊田市足助伝統的建造物群保存地区」に関する情

報です。今後は、所在地情報の公開が可能な文化財について随

時情報を追加していく計画です。

　「文化財・遺跡マップ」のページへアクセスすると、

住所や名称で検索ができる画面がでてきます。もちろ

ん、住所や名前がわからなくても、掲載情報一覧や地

図画面の閲覧はできます。

　地図画面では、遺跡の範囲や文化財所在地が表示さ

れ、さらに該当する地点をクリックすると、その地点の遺跡や文化財の詳細情報が表示されます。

　お使いのパソコンやスマホ、タブレットなどをご活用いただき、ネットで遺跡の場所を検索し、

遺跡探訪に出かけたり、お住まいの周辺にはどんな遺跡や

文化財があるのかを調べることにも活用ができます。

　地図に掲載している遺跡の範囲は、発掘調査の成果や、

踏査を行い地表面での遺物の採集を行った成果が反映さ

れています。ただし、遺跡は地下に埋蔵されているため、

範囲は必ずしも確定的なものではありません。また、新た

に発見され範囲に変更を生じる遺跡もあります。土器や石

器などの遺物を発見された場合は、郷土資料館へご連絡い

ただければ幸いです。

　また、足助伝統的建造物群保存地区は、平成23年（2011）

に国の重要伝統的建造物群保存地区として選定を受けて

おり、歴史的な風致を残す町並みをご覧いただける場所で

す。秋の行楽日和、足助の町並みを散策されたり、文化財

や郷土の歴史を調べる学習の参考に「文化財・遺跡マップ」

をご利用になってはいかがでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大平　知香）

❺

とよたiマップに「文化財・遺跡マップ」登場とよたiマップに「文化財・遺跡マップ」登場とよたiマップに「文化財・遺跡マップ」登場

市内にどんな遺跡があるか検索できるよ。
とよた i マップのトップページ

遺跡や文化財の場所を調べる時に、
とっても役立つね。



❻

　平成25年（2013）の春、市民の方から「志賀町のメグ
リアの北側にある住宅三棟の屋根に、ハニワのような
ものが乗っているのですが、あれは何なのでしょう
か？」という問い合わせをいただきました。後日、現
地を訪ね確認した所、それは予想をしていたような
鍾
しょうき

馗さんの像でした。現場の写真と関連資料を整理し、
ご質問への回答をお届けしました。
　なぜ、鍾馗像が屋根に置かれるようになったのか…。
唐の玄宗皇帝が病の中でみた夢に、悪さをする鬼を退
治してくれた、鍾馗と名のる髭

ひげ

面
づら

の大男が登場します。
夢から覚めたら病もすっかり治ってしまったので、玄
宗は絵師に命じて、夢に現れた鍾馗の姿を描かせ、災
いから護ってくれる守護神としました。こうして鍾馗
の絵を厄除として家々に飾るようになり、日本でも室
町時代には鍾馗の画像を病の床に掛け、病気の平

へい

癒
ゆ

を
願うようになり、江戸時代には病気を治すよりも病気
を寄せ付けないためのお呪

まじな

いとして発展しました。同
時に能や歌舞伎の演目にも取り入れられ人気を博すよ
うになりました。さらにこの時期に根付けなどの工芸
品にも鍾馗の意匠が取り入れられ、庶民の信仰習俗に

屋根にあがった鍾馗さん屋根にあがった鍾馗さん屋根にあがった鍾馗さん
しょうきしょうきしょうき■民具調査だより -15

大きな影響を与えるようになり、鍾馗の幟
のぼり

や鍾馗像を
拠り所とする暮らしが庶民の間に定着しました。
　鍾馗像を屋根に飾ったきっかけは、「京都三条の薬屋
さんが屋根に大きな鬼瓦をのせたところ、向かいの家
の奥方が原因不明の病で伏してしまった。あらゆる手
を尽くしても回復しないので、これは向かいの鬼瓦に
除けられた災いが降り掛かったのではと思いあたりま
したが、薬屋さんに鬼瓦を降ろしてくれとも言えず、
あれこれ考えた末に、鬼より強いと言われている鍾馗
の像を伏見の瓦屋で造ってもらい、鬼瓦と向かい合う
屋根に置いてみるとたちまち全快しました」という江
戸時代のお話に由来します。
　京都や奈良の近畿地方や中部地方の民家の屋根に多
く見られる鍾馗像ですが、この地方では「谷ふさがり
と仏の前に神の後」に家を建てることを忌

い

み、このよ
うな場合は、寺に向いた母屋の棟に大黒天・鍾馗・鳩
などの瓦の造りものを載せると良いとされ、また他の
家の鬼瓦が自分の家の方に向いていたら、鍾馗を置く
のが良いという言い伝えがあります。
　　　　　　　　　　　（東海民具学会　岡本大三郎）

３頭身の鍾馗さん。カワイイ。 いざ、迎え撃つぞ！ 左手で小鬼の手首をしっかりと掴んでいます。

志賀町の屋根にあった鍾馗
と同形のもの。足元に小鬼。

豊田市郷土資料館の東土
蔵前にある、瓦を背負っ
た鬼瓦ならぬ鍾馗瓦。

鍾馗像三態。剣の持ち方、衣裳、被り物の形などさまざまです。
左W230 H335 D135  中W135 H250 D110   右W193 H300 D135



❼

２人の製作者が作った土器２人の製作者が作った土器
―島崎町島崎遺跡出土の縄文土器から――島崎町島崎遺跡出土の縄文土器から―

縄文土器の文様
　縄文土器の形や文様には、数千年を経て生きている

現代の私たちにも強く訴えかける魅力があります。

　その魅力の根源である文様そのものの意味が何なの

か？多くについてはわからない、というのが現状です。

ただ、人体や動物など、または狩猟や出産を表現して

いると考えられる土器も散見することから、縄文人に

とって土器の文様は、単なるデザインではなく、「生命

の繁栄」や「食糧の豊穣」といった、全ての人類に通じ

る「願い」が込められている、と考えられます。

　土器の文様が持つ本質的な意味が分からなくても、

その文様がどのような形態か、またはどのようなルー

ルや道具で描かれているかを観察することで、その土

器が製作された地域や製作者のルーツが分かることも

あります。

土器の上下で製作者が異なる土器
　この縄文土器は、今から4,500年ほど前に製作され

たものです。地元で製作されたと考えられ、器高は55

㎝に及び、この地域の縄文土器では大型のものです。

　土器の図面を作成する際、どのように土器の形が作

られ、文様が描かれているかを詳細に観察しました。

　縄文土器は、粘土の紐を一段ずつ積んで成形されま

す。この土器の場合、６段目（図面中の◀）まで作った

段階で一度成形が止められ、ある程度乾燥が進んだ段

階で、成形が再開されたようです。６段目までと７段

目以降では、同じ胴部の文様でも、文様の形態や構成、

文様を描く順序、使っている道具が明らかに異なって

います。このような土器製作上の流儀は、製作者個人

と深く結びついていることが、伝統的な土器製作を続

ける海外の民族の調査から知られています。

　以上を前提として考えると、この土器は、２人の製

作者が関与した土器と思えてならないのです。この２

人の関係は、家族なのか？土器作りの師匠と弟子なの

か？とても興味深いところです。　　　（髙橋健太郎）

▲▲

0 10cm

写真 実測図　（縮尺1/５）



 　豊田市には150あまりの
中世城館がありました。多
くが山上にあり、現在では
土
ど

塁
るい

や堀の遺構を残すのみ
ですが、足助町の真弓山に

ある足助城では平成２～４年（1990 ～ 1992）に発掘
調査が行われ、掘立柱建物などが復元されています。
平安時代末から南北朝時代にかけて足助に勢力を持
っていた足助氏が築城したという伝説もありますが、
現在確認できる遺構は戦国時代の鈴木氏のものです。
鈴木氏は松平清康（徳川家康の祖父）の侵攻を受け、その配下につきます。天正年間には一時、西三河に侵攻
した武田氏が足助城に入っています。城の構造は、山頂に主

しゅ

郭
かく

を置き、尾根沿いに多くの曲
くる

輪
わ

を配していま
す。堀

ほり

切
きり

はありますが、土塁の痕跡は認められません。出土遺物から見ると、当初は軍事空間的な役割が強く、
16世紀以降は生活空間的な役割も加わったと考えられます。多くの山城が街道を監視するようにつくられて
いるのと同様に、足助城からも信州、美濃、尾張への道が見えます。車で山頂近くまで行けるようになって
いますので、中世の山城から中馬街道沿いに形成された足助の町並みを見下ろしてみてはいかがでしょうか。

利用案内
開館時間　9：00 ～ 17：00
休館日　　毎週月曜日（祝祭日は開館）
入場料　　無料（特別展開催中は有料）
交　通　　名鉄「梅坪駅」より南へ　　　徒歩10分
　　　　　名鉄「豊田市駅」より北へ　　徒歩15分
　　　　　愛知環状線「新豊田駅」より　徒歩15分
　　　　　とよたおいでんバス「陣中町一丁目」より西へ徒歩５分
駐車場　　約20台
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　　　　　　E–mail：rekihaku@city.toyota.aichi.jp

            　　URL：http://www.toyota-rekihaku.com

※豊田市郷土資料館だよりはHPでもご覧になれます。

資料館ＮＥＷＳ
～夏休みのイベント・講座の報告～
　豊田市郷土資料館では、毎年、こどもたちの夏休み
期間に合わせて、体験講座やクイズラリー、ワークシ
ョップなどを行っています。今年は次のような講座な
どを開催し、たくさんの方にご参加いただきました。
イベント「夏休みこども月間」期間7/19（土）～8/31（日）
　「火起こし体験」や「お宝さがしなぞときラリー」や

「すえちゃん・どうたくんのうちわ作成」「３Ｄミュー
ジアムで豊田の文化財を知ろう」などのワークショッ
プを行いました。こどもたちが郷土の歴史や文化につ
いて楽しく学べる機会となりました。
講座「まが玉作り」7/23（水）・24（木）・25（金）
　豊田市内から出土した古墳時代の「まが玉」を観察し、
滑石という石材を磨いてオリジナルの「まが玉」を作り
ました。参加者92名。

講座「拓本講座」7/29（火）開催　午前：こども、午後：一般
　豊田市内から出土した縄文土
器片を使って、様々な土器の文
様の拓本を作成する体験をしま
した。参加者24名。
講座「親子史跡めぐり」8/5（火）開催
　伊勢神トンネルや足助城、池田１号墳など市内の遺
跡を、文化財課の職員や地域ボランティアの方の解説
付きで回るバスツアーを開催し
ました。天候にも恵まれ、親子
で楽しく歴史に触れる一日にな
りました。参加者17名。
　どの講座もたいへん好評でした。冬休みや春休みの
期間にもいろいろなイベント・講座を企画します。ご
期待下さい！

豊田の城を歩く

足助城
（真弓山城・松山城）
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