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MIYOSHI
空から見たみよし市

Bird’s Eyes

　愛知県のほぼ中央、名古屋市と豊田市の
中間に位置する私たちのふるさと「みよし」。
南北に約10㎞、東西に約５㎞、面積32.19㎢
のコンパクトなまちです。昭和33年４月の町
制施行時に9,043人であった人口は、昭和

54年の名鉄豊田線の開通により住宅開発が進み、現在では６万1,000人
を超えるなど、着実な成長を続けています。さらに、国の人口推計結果に
おいて、2040年まで人口増加が続くという、全国でも数少ない恵まれた
自治体の一つとなっています。
　産業では、特産品のカキ、ナシ、ブドウといった果樹の生産地であると
ともに、トヨタ自動車株式会社の４つの工場が立ち並ぶなど、自動車関連
企業が数多く立地し、「モノづくり愛知」の一翼を担っています。また、
「アートのまち」として、市内の公園や街角、学校などの公共施設に誰もが
自由に触れることができるたくさんの彫刻があります。
　このように、先輩方の多年にわたるご努力とご尽力により発展してきた
みよしですが、まちづくりには常に新しい課題があり、私たちはこれから
多くの課題に向き合い乗り越えていかなくてはなりません。その思いを
「人が輝き、挑戦し続けるまち」という言葉に込めました。皆さまの一層の
ご理解とご協力をお願いいたします。
　この要覧が、みよし市への理解を深める一助となり、本市の魅力を少し
でも感じていただければ幸いです。
 

みよし市長　
 お やま
小山　

たすく
祐

あいさつ

人が輝き、
挑戦し続けるまち
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住む人みんなの笑顔が輝く"このまち"が好き

安心、安全、優しさあふれる"このまち"が好き

元気いっぱい、魅力あふれる"このまち"が好き

みよし市は愛知県のほぼ中央、西三河地域の北西部に位置し、豊田市・日進市・　刈谷市・愛知郡東郷町に接しています。

恵まれた立地条件を生かし、名古屋市や豊田市のベッドタウンとして住宅開発が　進む一方で、市北部には山林地域、南部には農村地域と

豊かな自然が残り、産業・自然・文化など調和のとれた、住環境に恵まれたまちです。

Miyoshi City is located in the northwestern part of the Nishi-Mikawa area, almost in the center of Aichi Prefecture, and 
borders Toyota City, Nisshin City, Kariya City, and Togo Town, Aichi District.
Taking advantage of the favorable location conditions, housing development is progressing as a bed town in Nagoya 
City and Toyota City, while the forest area in the northern part of the city and the rural area and rich nature remain in the 
southern part, and the industry, nature, culture, etc. are in harmony. It is a town blessed with a good living environment.

CONTENTS

みよし三つの好き
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みよしの四季も好き

SPRING

SUMMER

AUTUMN

WINTER

豊かな自然や田園風景、公園の草木、美しい街路樹などが　季節によって姿を変え、みよしの四季を彩ります。

　　　　そして、四季折々の行事も多く開催され、季節の　風物詩として市民に親しまれています。

Rich nature, rural scenery, park vegetation, beautiful roadside trees, etc. change their　　appearance depending on the season and color Miyoshi's four seasons.
　　　　　　　　　　　　　  Many seasonal events are also held, and it is popular with　　the citizens as a seasonal tradition.

春 夏 秋 冬
水防訓練
Flood control training

三大夏まつり
Three major summer festivals

産業フェスタ
Industrial Festa

マラソン駅伝大会
Marathon relay road race

春の文化展
Spring Culture Exhibition

市民カヌー大会
Citizen canoeing tournament

文化祭
Cultural festival

20歳の集い（成人式）
20-year-old gathering (seijin-shiki)
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好きな公園はどこ？

1 2
3

7 6

4 5

11

9

10

8

12
14

15

13

17

18

16

24
26

27

22

23

28

25

19

20

21

遊具のある公園、スポーツを楽しむことができる公園、

芝生が一面に広がる公園など小さな子どもから高齢

者まで楽しめる公園がいっぱい。お気に入りの公園が

きっと見つかるはずです。

There are many parks that can be enjoyed by children and the elderly, such 
as parks with playset, parks where you can enjoy sports, and parks where 
the lawn spreads all over. You will surely find your favorite park.

三好丘公園7 ひばりケ丘公園10

みなよし台公園25

下り松公園4

細口公園28

三戸口公園5

三好丘桜公園14

境川緑地20

保田ケ池公園24

蜂ケ池公園23小坂公園22

黒笹公園1

三好公園17

三好丘緑地3

三好根浦公園16

Where is your favorite park?

や す ら ぎ

憩 い

レクリエーション

交 流 の 場

北井山公園

南井山公園

堂之後公園

井守下公園

旭丘公園

貝ノ木公園

緑丘公園

舟ケ峪公園

東山公園
天王公園

森曽公園

池下公園

向田公園
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関連
施設

住 む 人
み ん な の
笑 顔 が 輝 く
" こ の ま ち "
が 好 き

Residents everyone's Smile shines "this town" like

子育て総合支援センター

開館時間／午前9時から午後5時まで
休館日／月曜日、館内整理休館日（原則第4木曜
日）、年末年始（12月28日から1月4日）ただし、月曜
日が祝日・休日の場合は開館し、翌平日が休館

〒470-0221 愛知県みよし市西陣取山130
電話 0561-34-0500
FAX 0561-34-0501

子育てふれあい広場 保健センターカリヨンハウス1階

開館時間／午前9時から午後5時まで
休館日／月曜日、年末年始（12月29日から1月3日）
ただし、月曜日が祝日・休日の場合は開館し、翌平
日が休館

〒470-0202 愛知県みよし市三好丘2-2-1
電話 0561-36-1181

〒470-0224 愛知県みよし市三好町陣取山54

開館時間／午前8時30分から午後5時15分まで
休館日／土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日か
ら1月3日）

電話 0561-34-5311
FAX 0561-34-5969

みよし市では、ネウボラの体制が整っていたり、子育てに役立つ講座が開催されていたりなど、
子育て中の皆さんの背中を一押ししてくれる環境が充実しています。特に子育て支援アプリの
「みよぴよ！」では、保育園の空き情報や、子育てイベントの開催情報など、妊娠・出産から就学、
その後までに役立つ情報が集約されています。子育てをしていると、家族だけではわからない
ことや難しいことがたくさんあります。そんな時に市のサービスを上手く使って手助けを受け
てみては。子育てのしやすい「みよし市」でみんなの笑顔が輝きますように！

子育て先進国であるフィンランドの言葉で、
フィンランド語で「neuvo（ネウボ）」は助言、
「la（ラ）」は場所を意味します。妊娠期から出
産、子どもの就学前までの間、支援を行う拠
点を指しています。

"Neuvola" What?
In Finnish, a developed country 
for parenting, "neuvo" means 
advice, and "la" means place. It 
refers to a base that provides 
support f rom pregnancy to 
childbirth and before school 
for children.

総合的なサポート拠点

子育て相談もやっています

市民の健康をサポート

interview

ネ
ウ
ボ
ラ

point

01

み
よ
ぴ
よ

point

03

「ネウボラ」ってなあに？

「みよぴよ！」は子育てに便利なホームページとアプリ。
５つの機能であなたの子育てを応援します！　パソコ
ンやスマートフォンで、知りたい情報を、欲しい時に。

Disseminate useful information to the child-rearing 
generation!
"Miyopiyo!" is a home page and app that is convenient 
for raising children. We support your child-rearing with 
5 functions! When you want the information you want 
to know on your computer or smartphone.

子育て世代にお役立ち情報を発信！

子育て point

02
子
育
て
支
援
講
座

専門の講師に遊びの中で子育てについて話を聞
いたり遊び方のポイントを教わったりしながら、
心がはずむ笑顔いっぱいの親子遊びをします。

Childcare course "Parent-child contact play"
While listening to a professional instructor 
about child-rearing and learning the points of 
how to play, we will play with a smile full of 
heart-pounding parents and children.

育児講座「親子ふれあい遊び」

会員同士の交流や、入会のきっかけづくりを目的とした講習
会です。子育てに役立つ食物アレルギーについてや、リフレッ
シュするためのヨガ、カラーコーディネートなどさまざまな
テーマで開催しています。

Family Support Center Step-up Workshop
This is a class aimed at interacting with other members and 
creating opportunities for membership. We hold various 
themes such as food allergies that are useful for raising 
children, yoga for refreshing, and color coordination.

ファミリー・サポート・センター
ステップアップ講習会

市内の幼稚園、保育園との共催で行われる子育て講座。さまざまな
分野の講師がユーモアを交えながら子育てについて講演します。

Lively parenting course
A child-rearing course co-sponsored by kindergartens and 
nursery schools in the city. Lecturers from various fields will give 
lectures on parenting with humor.

いきいき子育て講座

彼女たちがみよしのネウボラおばさん。ネウボラ
おばさんは、ママや赤ちゃんに毎日ニコニコで過
ごしてもらいたいと願っています。大変なときに
は誰かの力を借りてみても。

Miyoshi of "Neuvola Aunt"
Aunt Neuvola, whose aunt are Miyoshi. Aunt 
Neuvola wants moms and babies to spend their 
days smiling. Even if you have a hard time, try 
with someone's help.

みよしの
「ネウボラ
  おばさん」

私たちは
保健センターにいます！

9 10
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Aunt Neuvola, whose aunt are Miyoshi. Aunt 
Neuvola wants moms and babies to spend their 
days smiling. Even if you have a hard time, try 
with someone's help.

みよしの
「ネウボラ
  おばさん」

私たちは
保健センターにいます！
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施設

図書館学習交流プラザサンライブ

開館時間／午前9時から午後9時まで、日曜日は午
前9時から午後6時まで
休館日／月曜日、年末年始（12月28日から1月4日）
ただし、月曜日が祝日・休日の場合は翌平日が休館

〒470-0224 愛知県みよし市三好町湯ノ前114
電話 0561-34-3111
FAX 0561-34-3114

文化センター サンアート 歴史民俗資料館勤労文化会館
ふるさと会館

〒470-0224 愛知県みよし市三好町大慈山1-1

開庁時間／午前9時から午後9時まで
休館日／月曜日、年末年始（12月28日から1月3日）
ただし、月曜日が祝日の場合は開館

電話 0561-32-2000
FAX 0561-32-3232

〒470-0224 愛知県みよし市三好町陣取山44-1

開館時間／午前9時から午後4時30分まで
休館日／月曜日、年末年始（12月28日から1月4日）
ただし、月曜日が祝日・休日の場合は開館し、翌平
日が休館

電話 0561-34-5000
FAX 0561-34-5150

図書館と生涯学習センターの複合施設

文化・芸術の拠点

みよし市の歴史を学ぶならここ！
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講
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point

02

心のふれあいを大切に市
民の皆さんに信頼される
医療を行います。誰もが
安心して暮らせるまちを
目指して保健・福祉との
連携を推進しています。

Aiming to improve regional medical care
We value the contact of our hearts and provide medical 
care that is trusted by the citizens. We are promoting 
cooperation with health and welfare with the aim of 
creating a city where everyone can live with peace of mind.

地域医療の
向上を目指して

通院が困難になってしまった、自宅で医師の診察
を受けたい、終末期を在宅で過ごしたい、など、
患者やその家族の希望に応えるため医師が居宅
を訪問して療養上の管理や指導を行っています。

Home medical care
In order to meet the wishes of patients and 
their families, such as when it has become 
difficult to go to the hospital , want to see a 
doctor at home, or want to spend the end of 
life at home, doctors visit the home to manage 
and instruct medical treatment. I am doing.

在宅医療

認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく
日常生活を過ごせるまちを目指して、認知症の人
を地域で支える環境を整え、認知症の人やその家
族が安心できる仕組みの充実を図っています。

Aiming for a city where people can live with 
peace of mind even if they have dementia
Aiming to create a city where people with 
dementia can live their daily lives in a familiar 
area, we are creating an environment that 
supports people with dementia in the area and 
enhancing a system that allows people with 
dementia and their families to feel at ease.

認知症になっても
安心して暮らせるまちをめざして

新しいことを始めたい、さまざま
なことを積極的に学びたい気持
ちを応援するため、幅広い分野
にわたる講座で学習の機会を提
供しています。

We support your challenge and 
your learning
In order to support the desire 
to start new things and actively 
learn various things, we provide 
learning opportunities in a wide 
range of courses.

あなたの挑戦、
あなたの学びを
応援します

01.認知症サポーター養成講座／02.認知症カフェ

01.

01.一人一台のタブレット端末
02.大型提示装置を活用した授業

01.

02.

市
民
病
院

point

04

01.「クリスマスのハンギングバスケット」
02.「鉛筆1本でアートしよう」

02.

01.

02.

住 む 人
み ん な の
笑 顔 が 輝 く
" こ の ま ち "
が 好 き

Residents everyone's Smile shines "this town" like
学び・福祉・健康

みよし市では、市民の皆さんが親しみを持ちながら楽しく
健康づくりに取り組むことができるように、平成23年7月
にみよし市健康づくりキャラクター「キューちゃん」が誕生
しました。

Miyoshi City Health Promotion Ambassador "Kyu-chan"
In Miyoshi City, the Miyoshi City Health Promotion 
Character "Kyu-chan" was born in July 2011 so that 
citizens can enjoy working on health promotion while 
having familiarity.

みよし市健康づくり大使「キューちゃん」 QOL（生活の質）の頭文字から
名付けられたんだ

認
知
症
サ
ポ
ー
ト

point

03

緑と花のセンターさんさんの郷

開館時間／午前9時から午後5時まで
休館日／月曜日、年末年始（12月28日から1月4日）

〒470-0213 愛知県みよし市打越町三百目153
電話 0561-34-6111
FAX 0561-34-6161

三好公園総合体育館

開館時間／午前9時から午後9時まで、日曜日は午
前9時から午後5時まで
休館日／月曜日、年末年始（12月28日から1月4日）

〒470-0224 愛知県みよし市三好町池ノ原1
電話 0561-34-3131
FAX 0561-34-6030

貸し農園やバーベキュー施設があるよ♪

市内小中学校の全学年で35人学級体制を実施しています。
少人数学級による利点を生かし、個に応じた効果的な指導を
行うことができる教育環境の実現を目指しています。また、
児童生徒一人一人にタブレット端末が導入され、ICT機器の
整備が進んでいます。ICTを活用した授業改善を積極的に進
め、児童生徒の学びを豊かにする授業を展開していきます。

Careful teaching for each student
We have a 35-student class system for al l grades of 
elementary and junior high schools in Miyoshi.  We are 
aiming to be realized an educational environment where 
we can provide effective teachings for each student by 
taking advantage of the small class system.  In addition, we 
promote equipping schools with ICT devices such as 
providing a tablet terminal for each student.  We will 
promote improving the contents of lessons proactively by 
using ICT, and provide high-quality lessons for students.

一人一人に対するきめ細かい指導

スポーツの拠点

みよし市民病院

外来受付時間／午前8時から11時30分、午後0時
45分から4時まで
休診日／土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日か
ら1月3日）
※外来受付時間・休診日は、診療科目によって異な
ることがあります。

〒470-0224 愛知県みよし市三好町八和田山15
電話 0561-33-3300
FAX 0561-33-3308

市民の健康を守る
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@344syouboudan
消防団twitter 消防団

加入促進
PR動画消防団の活動などを

紹介しています。

安全、安心、
優 し さ
あ ふ れ る
" こ の ま ち "
が 好 き

I like "this town" which is full of safety, security and kindness

平成23年4月に、みよし市内にある東海学園大学の学生による機能別分
団を設立しました。
機能別分団は、消火作業や警戒活動などを行う消防団とは異なり、大規
模災害時に避難所などでの支援活動に機能を限定し、一般の消防団の補
完的な役割を担います。

In April 2011, we established a functional division by students of Tokai Gakuen University in Miyoshi City.
Unlike the fire brigade, which carries out fire extinguishing work and warning activit ies , the 
function-based division limits its functions to support activities at evacuation centers in the event of a 
large-scale disaster, and plays a complementary role to general fire brigades.

機
能
別
分
団

point

03

防
災
の
取
り
組
み

point

04

女
性
消
防
団

point

02

消
防
団

point

01

Hero who protects the area
The fire brigade is an emergency 
fire department. People who 
usually have various jobs and 
studies work as fire brigade 
members in the event of a fire or 
disaster. It is an indispensable 
presence for local firefighting 
and disaster prevention.

消防団は非常備の消防機関です。
普段はさまざまな仕事や学業に
就いている人たちが火災や災害
時に消防団員として活動します。
地域の消防・防災のために、なくて
はならない存在です。

地域を守るヒーロー

平成8年に愛知県下では初の女性消防団として
設置されました。
女性ならではの感性を活かした防火予防啓発や
防火指導、災害時には避難誘導や救急救護活動
などの後方支援を主に行います。

It was established in 1996 as the first female 
fire brigade in Aichi prefecture.
We mainly provide logistical support such as 
fi re  p reven t i on  en l i gh tenment  and fi re  
prevention guidance that make use of the 
sensibility unique to women, and evacuation 
guidance and emergency relief activities in the 
event of a disaster.

消防団は、地域に密着した防災機関として、欠くこ
とができない組織です。
頑張っている消防団員に感謝の気持ちを持ち、ま
ち全体で応援し、消防団をバックアップする取り
組みをしています。

Miyoshi City Fire Brigade "Support Shop"
The fire brigade is an indispensable organization 
as a community-based disaster prevention 
organization.
We are grateful to the members of the fire 
brigade who are doing their best , and we 
support the entire town and make efforts to 
back up the fire brigade.

みよし市消防団「応援の店」

消防・防災

尾三消防本部
みよし消防署
〒470-0207 愛知県みよし市福谷町才戸50
電話 0561-36-0119
FAX 0561-36-0120

尾三消防本部
みよし消防署 南出張所
〒470-0214 愛知県みよし市明知町西ノ口59－17
電話 0561-34-0119
FAX 0561-34-0462

地域の防災の要

防災倉庫

消防団各分団詰所

地域を守る

みよし市、自主防災組織、防災関係機
関、ボランティア団体、地域住民など
が総ぐるみで、発生が危惧される南
海トラフを震源とする大規模地震を
想定した防災訓練を実施することに
より、訓練参加機関の地震災害時に
おける相互協力体制の強化および住
民の防災意識の向上を図ります。

emergency training
Miyoshi City, voluntary disaster prevention organizations, disaster 
prevention related organizations, volunteer groups, local residents, etc. 
are all involved in disaster prevention drills assuming a large-scale 
earthquake with the epicenter of the Nankai Trough, which is feared to 
occur. We will strengthen the mutual cooperation system in the event 
of an earthquake disaster and raise residents' awareness of disaster 
prevention.

防災訓練

大規模災害の発災時に地域で防
災の中心となる防災リーダーを
養成するため、防災に関する基礎
的な知識についての各種講議お
よび防災リーダーに必要な知識
と行動についての災害時を想定
した演習を行います。

Disaster prevention leader training course
In order to train disaster prevention leaders who 
will play a central role in disaster prevention in the 
event of a large-scale disaster, we will hold various 
lectures on basic knowledge about disaster 
prevention and exercises on the knowledge and 
actions necessary for disaster prevention leaders 
in the event of a disaster. I will do it.

防災リーダー養成講座
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みよし消防署
〒470-0207 愛知県みよし市福谷町才戸50
電話 0561-36-0119
FAX 0561-36-0120
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みよし市では、交通安全や防犯のため、地域ぐるみで連携・協働した様々な活動を実施して
います。交通安全では、市内における交通事故ゼロを目指して、商業施設の店頭などでの
啓発活動や、幼児から高齢者まで年齢に応じた交通安全教室を開催しています。防犯で
は、犯罪のない・犯罪に遭わないまちを目指して、小中学校における防犯教室やワーク
ショップの開催、自主防犯パトロール隊の育成、防犯カメラ設置を推進しています。交通事
故や犯罪のない、安全で安心して暮らせる住みよい「みよし市」を実現していきます！

interview

安全、安心、
優 し さ
あ ふ れ る
" こ の ま ち "
が 好 き

I like "this town" which is full of safety, security and kindness

私たちの生活を犯罪や交通事故などから守り、地域住民の防犯意識を高める
ために、行政区や東海学園大学、自主団体などの団体が、防犯パトロールや小
学生の登下校の見守り(スクールガード)などの自主防犯活動を行っています。

Do you know?
In order to protect our lives from crimes and traffic accidents and raise the 
awareness of crime prevention among local residents, organizations such as 
admin ist rat ive d is t r ic t s ,  Tokai Gakuen Univers i t y,  and vo luntary 
organizations are conducting crime prevention patrols and watching over 
elementary school students going to and from school (school guards). We 
are engaged in voluntary crime prevention activities.

ご存知ですか？

みよし市安全安心大作戦などのイベン
トに参加して市内の消防・防災・交通
安全・防犯に対する意識の高揚を図
り、安全安心なまちづくり事業をPR。
啓発の場面によって服装を変え、いろ
いろな姿で活動しています。
Miyoshi Safe and Secure Town Development 
Ambassador
Participate in events such as the Miyoshi City 
Safety and Security Daisakusen to raise awareness 
of firefighting, disaster prevention, traffic safety, and 
crime prevention in the city, and promote safe and 
secure town development projects. I change my 
clothes depending on the scene of enlightenment, 
and I am active in various ways.

みよし市
安全安心なまちづくり大使

安全安心に暮らせるまちを目指しています！

交通安全意識の高揚
を図るため、交通安全
運動期間中における
市内の交差点や通学
路などでの立哨活動を
実施したり、市内の保
育園、幼稚園、小中学
校において交通安全
教室を行っています。

In order to raise awareness of traffic safety, 
we carry out sentry activities at intersections 
and school roads in the city during the traffic 
safety campaign, and hold traffic safety classes 
at nursery schools, kindergartens, elementary 
and junior high schools in the city.

みよ獅子ちゃん
プロフィール

令和元年に市と包括協定を結びみよし市消
防団機能別分団や防犯ボランティア団体と
して活動する東海学園大学の学生と、市が
協力して考案し誕生。獅子舞の頬はみよし市
章、鼻は市の木ミカワクロマツ、髪飾りは市
の花サツキがデザインされています。
Miyoshi City Safety and Security Character
"Miyo Shishi-chan"
In the first year of Reiwa, a comprehensive 
agreement was signed with the city, and 
the city collaborated with students from 
Tokai Gakuen University, who are active as 
a function-based branch of the Miyoshi 
City Fire Brigade and a crime prevention 
volunteer group. The cheeks of the lion 
dance are designed with the Miyoshi city 

emblem, the nose is designed 
with the city tree Mikawa 
b l ack  p ine ,  and the ha i r  
ornament is designed with 
the city flower Satsuki.

みよし市安全安心キャラクター

「みよ
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獅子ちゃん」防犯・交通安全
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Q.生まれたところは?

Q.誕生日は?

Q.性別は?

Q.性格は?

Q.好きな食べ物は?

Q.好きな植物は?

Q.活動するところは?

A.福谷の森の中

A.4月4日（しし）

A.女の子

A.がんばり屋、負けず嫌い

A.カキ・ナシ・ブドウ

A.ミカワクロマツ・サツキ

A.人がたくさん集まるところ
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元 気
い っ ぱ い 、
魅力あふれる
" こ の ま ち "
が 好 き

I like "this town" which is full of energy and charm

みよし市では、遊歩道や公園、学校など、何気ない景色の中で彫刻に出会うことが
できるため、私たちは小さいころから「彫刻のある風景」とともに生活してきました。
誰でも自由に作品に触れることができるので、美術館で見る彫刻とはまた違った
魅力を感じられるのではないでしょうか。ホームページで彫刻の種類や場所を載せ
ていますので、ぜひチェックしてみてください！お気に入りの作品があったら、現地
に行って作品の良さをさらに感じてもらえたら嬉しいです。

interview

三好ケ丘駅や黒笹駅が立地した
交通の利便性が高い地域で、閑静
で美しい街並みが広がります。

Okayoshi area
M i yo s h i g a o ka  S t a t i o n  a n d  
Kurozasa Station are located in a 
highly convenient area with a 
quiet and beautiful cityscape.

おかよし地域
多くの自然と貴重な史跡が残り、東名
三好インターチェンジ周辺には工場や
商業施設が集まっています。

Kitayoshi area
Many nature and precious historic 
s i te s  rema in ,  and  f a c to r i e s  and 
commercial facil it ies are gathered 
around the Tomei Miyoshi interchange.

きたよし地域
市役所やサンライブ、市民病院など
の公共施設や商業施設が集まり、
中心市街地を形成しています。

Nakayoshi area
Public facilities and commercial 
facilities such as the city hall, Sun live, 
and municipal hospitals form the 
central city area.

なかよし地域
のどかな田園風景の中にトヨタ
自動車の工場が立地し、みよし市
の産業を支えています。

Minayoshi area
Toyo t a  Mo to r ' s  f a c to r y  i s  
located in the idyllic countryside 
and supports the industry of 
Miyoshi City.

みなよし地域

彫
　刻

平成元年から15年間にわたって、
全国公募で続けられた「アートタ
ウン三好彫刻フェスタ」。15年間
のグランプリ受賞作品を始め、
入選作品70点の彫刻がみよしの
街角を飾っています。

Town of art
The "Art Town Miyoshi Sculpture 
Festa" has been open to the 
public for 15 years since 1989. 
Starting with the 15-year Grand 
Prix winning work, 70 sculptures 
of the winning works decorate 
the street corner of Miyoshi.

アートのまち

全国公募による彫刻コンペを毎年継続して行い、この事
業を通じての街づくりが、「地域文化の形成に貢献して
おり、また、人と人との新しいコミュニケーションを提案

している」といった点が評価さ
れ、自治体が直接行うソフト事
業としては全国で初めてグッド
デザイン賞を受賞しました。

T h e  s c u l p t u r e  f e s t i v a l  
business won the 2001 Good 
Design Award!
The sculpture competition is 
held every year through a 
nat ionwide open ca l l  fo r  
par t ic ipants ,  and the ci t y 
planning through this project 
i s  h i g h l y  e v a l u a t e d  a s  
"contributing to the formation 
of local culture and proposing 
new communication between 
p eop l e . "  I t  wa s  t h e  fi r s t  
software business in Japan to 
be di rec t ly operated by a 
l o c a l  g o v e r n m e n t  a n d  
received the Good Design 
Award.

彫刻フェスタ事業は
平成13年度
グッドデザイン賞を
受賞しました！

02.

04.

05.

03.

01.

まちなみ

自治体
として
全国初！

Title／Atsu
Artists／Kazuo Nonomura

01.
作品名／圧
作者名／野々村 一男
設置箇所／文化センター
　　　　　サンアート

Title／Horse －TAWAMURE－
Artists／Yuko Doya

02.
作品名／Horse －戯－
作者名／銅谷 祐子
設置箇所／三好ケ丘駅
　　　　　カリヨンハウス南

Title／Gate of heat haze
Artists／Kenji Asano

03.
作品名／陽炎の門
作者名／浅野 兼司
設置箇所／細口公園

Title／Continue Stone
Artists／Susumu Ikegami

04.
作品名／Continue Stone
作者名／池上 奨
設置箇所／三好丘桜公園

Title／Stone age
Artists／Shinichi Nakagawa

05.
作品名／石器時代
作者名／中川 伸一
設置箇所／保田ケ池公園
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元 気
い っ ぱ い 、
魅力あふれる
" こ の ま ち "
が 好 き

I like "this town" which is full of energy and charm

みよし市には、夏の三大まつりや特産品などの魅力がたくさんあります。夏の三大まつりはみよ
しの夏の一大イベントとして毎年多くの人でにぎわいます。花火や大提灯、いいじゃん踊りなど
見どころ満載です。ぜひお越しください！また、カキ、ナシ、ブドウといった果樹も特産品として
有名です。どれもおいしいものばかりですので、お店などで見かけた際にはぜひ手にとってみて
ください。みなさんもみよし市の魅力を肌で感じ、新たな魅力をみつけてみてください！

interview

夏
の
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大
ま
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特
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point

02
適度な気候と保水性がありながら水はけがよい土地に
恵まれたみよし市は、南部に果樹園が広がっています。
中でもカキ・ナシ・ブドウは市の特産物として有名で、
毎年多くの人々が実りの季節を心待ちにしています。こ
れらはグリーンセンター三好店、グリーンステーション
三好を始めとした市内直売所などで購入することがで
きます。ぜひ一度、ご賞味ください。

A gem of graceful miyoshi
Miyoshi City is blessed with well-drained land with moderate climate and 
water retent ion ,  and has o rchards in the south .  Among them, 
persimmons, pears, and grapes are famous as special products of the city, 
and many people are looking forward to the fruitful season every year. 
These can be purchased at the Green Center Miyoshi store, Green Station 
Miyoshi and other direct sales offices in the city. Please try it once.

恵み多きみよしの逸品

みよしの夏といえば、やっぱり「いいじゃんまつり」！三好
稲荷閣周辺道路には、さまざまな衣装を身にまとった踊
り手たちが集結し、オリジナルまつりソングで観客と一体
となれるイベントです。

Miyoshi IiJan Festival
Speaking of Miyoshi 's summer, af ter al l , the " I ijan 
Festival"! Dancers wearing various costumes gather on 
the road around Miyoshi Inarikaku, and it is an event 
where you can become one with the audience with the 
original festival song.

三好いいじゃんまつり

みよし市のほぼ中央にある三好稲荷閣で、毎年
夏に行われる「三好大提灯まつり」。高さ約11m
の3つの大提灯が飾られ、夜空に浮かび上がる
さまは圧巻です。朝からお囃子や棒の手奉納が
あり、フィナーレに打ち上げる花火も必見！

Miyoshi Big Lantern Festival
The Miyoshi Big Lantern Festival is held every 
summer at the Miyoshi Inari Pavilion, which is 
located in the center of Miyoshi City. Three 
large lanterns with a height of about 11m are 
displayed, and the appearance in the night sky 
is a masterpiece. There is a hayashiya and 
stick dedication from the morning, and the 
fireworks that are launched at the finale are a 
must-see!

三好大提灯まつり

401個の提灯が灯された7艘の提灯舟が三好池を巡る三好池まつり。花火
には水面に大きな半円の光の弧を描く水中スターマイン、池の中央から放
たれるさまざまな打ち上げ花火が、観る人を幻想的な世界へ誘います。

三好池まつり

Miyoshi Pond Festival
The Miyoshi Pond Festival, where seven lantern boats with 401 lanterns 
lit go around Miyoshi Pond. Underwater star mine, which draws a large 
semi-circular arc of light on the surface of the water, and various 
fireworks launched from the center of the pond invite the viewer to a 
fantastic world.

カ
ヌ
ー

point

03

平成6年のわかしゃち国体を契機に
オープンした三好池カヌー競技場
は、現在、さまざまな大会の会場に
利用されています。また、市民の間に
カヌーポロの普及をはかるなど、当
市ではポスト国体として「カヌーのま
ち、みよし」を定着させるための多彩
な施策を推進してきました。

In addition to the local Miyoshi High School, canoeing 
is so popular that there are club activities in three 
junior high schools in the city!
The Miyoshi Pond Canoe Stadium, which opened in 
1994 with the Wakashachi National Athletic Meet, is 
currently used as a venue for various competitions. In 
addition, we have promoted various measures to 
establish "Canoe Town, Miyoshi" as a post-national 
polity, such as promoting the spread of canoe polo 
among the citizens.

地元三好高校のほか、
市内3つの中学校にも
部活があるほど
カヌーが盛ん！

市役所産業課窓口や
サンライブなど市内公共施設にて

配布していますので
ぜひご活用ください！

イベント・魅力
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礎
の
みよし 逢妻女川と境川に挟まれ、猿投山麓から南に開ける丘陵地、それがみよし市。

原始、この地では狩猟を生業とする人々が暮らしており、それを伝える矢じり　などの石器が出土しています。

奈良時代から鎌倉時代にかけては日本有数の窯業地として発展しましたが、　時代の流れとともに、まちの表情は多彩になり、

豊かな自然環境の下、活気とやすらぎに満ちたまちとして歩み続けています。

Miyoshi City is a hilly area that opens south from the foot of Mt. Sanage, sandwiched between the Aizumame　　River and the Sakai River.
Primitively, people who live in hunting live in this area, and stone tools such as arrowheads that convey it have　　been excavated.
From the Nara period to the Kamakura period, it developed as one of Japan's leading ceramic industry areas,　　but with the passage of time, the expression of the town has become more diverse.
Under the rich natural environment, we continue to walk as a city full of vibrancy and peace.

昭和1958～
1988

01.昔の役場／02.三好池の工事風景／03.三好村役場

02. 03.01.

01.完成当時の三好池
02.昭和33年発行の広報みよし
03.町制施行20周年記念アトラクション
04.名鉄豊田線開通
05.「アートヒル三好ケ丘」の街びらき

03.

05.

02. 04.

01. 01.さんさんバス本格運行／02.東名三好インターチェンジ開通／03.三好村誕生100周年植樹／04.愛知万博「三好町の日」

02.

04.03.01.

1958年（昭和33年）

4月　町制施行（12行政区）
1959年（昭和34年）

2月　町章制定
3月　「三好池」完工式並びに命名式
9月　伊勢湾台風により被災
　　 （死者４人・家屋全壊120世帯）

1961年（昭和36年）

4月　三好町商工会設立
9月　愛知用水通水

1963年（昭和38年）

7月　役場庁舎を現在地に移転・完成（旧東館庁舎）
1964年（昭和39年）

1月　町立診療所開所（農業協同組合より移管）
12月　三好中学校に町内初のプール完成
1965年（昭和40年）

1月　名古屋刑務所が三好町へ移転
9月　三好町工業経済会設立

1968年（昭和43年）

4月　町制施行10周年記念式典
　　  東名高速道路（岡崎～小牧間）開通
7月　トヨタ自動車三好工場完成
　　  ごみ収集業務開始

1970年（昭和45年）

2月　県下初の育苗センター（新屋地内）完成
4月　東郷町と西一色を結ぶ境川通学橋完成

1972年（昭和47年）

4月　尾三消防本部発足
8月　43年ぶりに張り替えられた大提灯、三好稲荷閣
　　  夏の大祭で奉納

1973年（昭和48年）

4月　尾三消防署開署
7月　町の木「ミカワクロマツ」、町の花「サツキ」決定

1974年（昭和49年）

1月　行政区自警団を編入し、消防団を13分団に再編成
1975年（昭和50年）

3月　町民憲章制定
1977年（昭和52年）

9月　町立診療所を「町立三好病院」と改称
1978年（昭和53年）

4月　中央図書館開館
　　  町制施行20周年記念式典

1979年（昭和54年）

7月　名鉄豊田線開通

1980年（昭和55年）

2月　役場庁舎西館完成
1982年（昭和57年）

7月　豊田知立線バイパス（三好下・福田地内）開通
11月　歴史民俗資料館開館

1983年（昭和58年）

10月　長野県三岳村と友好都市提携締結
12月　尾三消防署三好出張所（現みよし消防署南出張所）開所

1986年（昭和61年）

3月　三好池に「夢水潤悠久の碑」建立
4月　保健センターオープン

1984年（昭和59年）

1月　役場玄関前に「町民憲章の碑」建立

1987年（昭和62年）

2月　国道153号豊田西バイパス（三好～東郷間）開通
1988年（昭和63年）

3月　「アートヒル三好ケ丘」の街びらき
4月　高齢者生きがいセンター「太陽の家」オープン
　　  防災行政無線開局
　　  町制施行30周年記念式典
　　  名鉄黒笹駅が新装オープン

平成1989～
2009

1989年（平成元年）

4月　豊田警察署三好派出所（現三好交番）開所
9月　人口3万人突破

1990年（平成2年）

3月　国道153号豊田西バイパス全線開通

1995年（平成7年）

2月　アメリカ合衆国・インディアナ州・コロンバス市と
　　  友好都市提携締結
9月　緑と花のセンター「さんさんの郷」オープン

2001年（平成13年）

1月　コミュニティFM「ラジオ・ラブィート」開局
4月　さんさんバス本格運行開始
5月　三好町民病院（現みよし市民病院）オープン
10月　彫刻フェスタがグッドデザイン賞を受賞1996年（平成8年）

4月　女性消防団発足
10月　人口4万人突破

2002年（平成14年）

10月　人口5万人突破

2004年（平成16年）

4月　三好丘交流センターオープン
7月　2004年世界カヌーポロ選手権大会

2005年（平成17年）

8月　愛知万博「三好町の日」
2006年（平成18年）

7月　三好村誕生から100周年

1997年（平成9年）

11月　東郷美化センターの新ごみ焼却施設完成

1998年（平成10年）

5月　町制施行40周年記念式典
11月　ねんりんピック’98（ウォークラリー交流大会）

2008年（平成20年）

5月　町制施行50周年記念式典
10月　三好町自治基本条例施行

1999年（平成11年）

10月　福祉バス2路線の試行運行開始
2000年（平成12年）

10月　町民情報サービスセンター「サンネット」オープン
　　  北海道士別市と友好都市提携締結

1991年（平成3年）

8月　日本初の祭祀遺構〔さいしいこう〕（莇生地内）発見
1992年（平成4年）

4月　豊田警察署三好丘派出所（現三好丘交番）開所
12月　地念古橋（福谷地内）開通
1993年（平成5年）

3月　東名三好インターチェンジ開通
7月　文化センター「サンアート」オープン

1994年（平成6年）

4月　’94三好カップ国際レディースカヌー大会
9月　わかしゃち国体夏季大会（カヌーレーシング競技）
10月　わかしゃち国体秋季大会（ハンドボール競技成年
　　  男子2部）
11月　尾三消防署三好分署（現みよし消防署）開署
12月　三好町都市型ケーブルテレビ開局（さんさんチャン
　　  ネル）
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4月　女性消防団発足
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2002年（平成14年）
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平成2010～
2016

01.市制施行記念式典
02.市役所新庁舎
03.石川家住宅
04.みよし北交番開所
05.サンライブ開館記念式典

04.

05.

02.

03.

01.

2010年（平成22年）

1月　市制施行
3月　みよし市総合計画策定
　　  三好池が第４回ため池百選に選定
6月　みよし市平和都市宣言
11月　安心ステーションオープン

2011年（平成23年）

1月　ふれあい交流館開館
4月　東海学園大学の学生による機能別消防団を設置
10月　長野県木曽郡木曽町と友好提携締結

2012年（平成24年）

5月　市役所新庁舎開庁

2013年（平成25年）

11月　カリヨンハウス リニューアルオープン

2014年（平成26年）

4月　福祉総合相談センター「ふくしの窓口」開設、
　　  ビジターセンターオープン
11月　みよし市指定文化財「石川家住宅」オープン

2015年（平成27年）

1月　豊田警察署みよし北交番開所
6月　人口６万人突破
11月　就労支援センター「ジョブサポートみよし」オープン

2016年（平成28年）

1月　認知症サポーター養成状況
　　  優良自治体（市部門）感謝状の受賞
7月　図書館学習交流プラザ「サンライブ」オープン
8月　中学生平和学習広島派遣開始

01.子育て総合支援センターでの講座
02.図柄入りナンバープレートの交付

03.おかよし交流センター
04.市制施行10周年記念式典

04.

03. 02.

01.

2017年（平成29年）

2月　みよし市プロモーション動画
　　  「みよし３分44秒劇場」公開
4月　子育て総合支援センターオープン、
　　  教育センター「学びの森」オープン
8月　三好大提灯まつりの大提灯３基のうち１基が
　　  世界最大の吊り下げ提灯に認定

2018年（平成30年）

4月　尾三消防組合消防広域化
10月　原動機付き自転車の図柄入りナンバープレート交付

2019年（平成31年・令和元年）

3月　第2次総合計画策定
8月　おかよし交流センターオープン
12月　ゼロカーボンシティ宣言

2020年（令和2年）

1月　市制施行10周年
7月　成年後見支援センターオープン

2021年（令和3年）

10月　SDGｓオリジナルロゴマークの公表
11月　市制施行10周年記念式典
　　　文化センター「サンアート」リニューアルオープン

令和
平成
2017～

2021
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郷土に対する誇りや愛情を醸成し、このまちをより良い場所にするため、誰もが「住みやすいまち」から

ずっと「住み続けたいまち」と思える持続的に発展するまちを目指します。

2019年12月の「ゼロカーボンシティ宣言」実現のため、様々な施策の展開により、

2050年までに、二酸化炭素排出量実質ゼロのまちを目指します。

By promoting the SDGs, we aim to be the future image of the 2nd Miyoshi City Comprehensive Plan, "a city 
that grows with a smile and shines for a long time."

In order to foster pride and affection for the hometown and make this town a better place, we aim to be a 
sustainable town that everyone can think of as a "town that has continued to live" from a "friendly town".

In order to realize the "Zero Carbon City Declaration" in December 2019, we aim to be a city with virtually zero 
carbon dioxide emissions by 2050 by developing various measures.

SDGsを推進することで、第2次みよし市総合計画の将来像である、

 「みんなで育む 笑顔輝く ずっと住みたいまち」を目指します。

What Miyoshi City should be in 2050

昭和34年2月に制定された町章を引き継いで市章
としています。「みよし」が常に平和であるようにと
の願いを込めて、「み」の字を円くおさめる形に図案
化したものです。また、勤労と勤勉を大切にする気
持ちを鎌（かま）と鋤（すき）の形で表現しています。

City emblem
Miyoshi's City Emblem supersedes the prior town 
emblem instituted in February 1959. It expresses 
our citizens' desire for eternal peace, and the 
design encircles Miyoshi's initial mi. Respect for 
labor and industriousness is shown by a spade 
and a sickle. 

市章
昭和48年7月、みよしのシンボルにふさわしい「町
の木」についてのアンケートを実施。その結果、大空
に向かって力強く伸びる「ミカワクロマツ」が選ば
れました。以来、発展を続けるみよしの象徴として
愛されています。

City tree (Mikawakuromatsu)
In July 1973, the City asked its citizens what tree 
would be a worthy symbol of Miyoshi. The result 
was the Mikawa-kuro-matsu (Mikawa Black Pine), 
for its powerful growth toward the sky. The Black 
Pine has ever since exemplified thriving Miyoshi 
and enjoyed the citizens' affection. 

市の木（ミカワクロマツ）
毎年6月ごろになるとみよしのまちを美しく彩る
「サツキ」。昔から市民の人気が高く、「市の花」とし
て市の木の選考と同時に決定されました。

City flower (Satsuki)
Every June Satsuki azaleas bloom and decorate 
Miyoshi's landscape. The citizens have always 
loved this flower. Satsuki was named the City 
Flower in July 1973 at the same time Mikawa 
Black Pine became the City Tree. 

市の花（サツキ）

位置

東経　137度2分40秒～137度7分49秒
北緯　 35度3分19秒～ 35度8分42秒

気温

最高気温（8月）　38.2℃
最低気温（2月）　 -2.2℃

資料：R2名古屋地方気象台

都市公園面積

1人当たり16.34㎡
資料：公園緑地課

（R3.4.1）
地勢

標高　約10m
広がり　東西 約5㎞　南北 約10㎞

面積　32.19㎢

AICHI

MIYOSHI
わたしたちは、恵まれた自然と郷土を愛し、

自らの手でここをいっそう生きがいのある

住みよいまちにするために、この憲章を

定めます。

Miyoshi Citizens Charter 
We, the citizens of Miyoshi, declare this Charter 
out of our common love for home town and its 
rich nature, and commit through our own effort 
to build a more friendly and rewarding 
community. 
1.We wil l grow abundant greenery and 
flowers, clean the rivers, and build a beautiful 
and peaceful community 
1.We will build happy homes, enjoy sports, and 
enable youth to grow up in a wholesome manner 
1.We will enrich our education, refine our 
intelligence, and develop a proud city of culture 
1.We will work with pride and creativity and 
develop a harmonious and industrious city
1.We commit ourselves to honoring rules 
and developing an open city of mutual trust
(This Charter was originally formulated in 1975 
as the Miyoshi Town Charter. In 2010 it was 
assumed by the newly constituted Miyoshi City.) 

み よ し
市 民
憲 章

1、あふれるばかりの緑と花を育て
　川をきれいにし うるおいのある
　美しいまちにしましょう

1、しあわせな家庭をつくり
　スポーツに親しみ
　青少年の伸びるまちにしましょう

1、教養をたかめ 知性をみがき
　かおり高い 文化のまちにしましょう

1、誇りと創意をもって仕事に励み
　調和のとれた 豊かなまちにしましょう

1、進んできまりを守り 互いに信じあえる
　明るいまちにしましょう

（昭和50年三好町民憲章として制定、平成22年市制により改正）
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Pickup Data Pickup Data
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