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田原市の自然を代表する市の花【菜の花】

紹介シリーズ その4 田原市
田原市が心地よい
前号で紹介した設楽町から心地よい町として紹介された田原市は、豊川用水の恵みを受けて
【工業・農漁業・自然

特 集

田原市の自然を代表する市の木【くすのき】

春の訪れを知らせ

渥美半島の風土に

てくれる「菜の花」渥

適し、あちらこちらで

美 半 島 の 風 土に適

見ることのできる「く

し、黄色いじゅうたん

すのき」。長命でグン

環境・生きがい】
が、
ほどよく調合された心地よい町なのです。

の ような 菜 の 花 畑

グンと大木に育つ生

は、私たちの目を楽

命力から、誕生木とし

縄文時代から続く心地よさ

しませてくれるだけ

ても使われていま

でなく
「菜の花エコプロジェクト」など市の主要事業に活用され

す。春に葉が生まれ変わる常緑樹で、新緑の美しさも魅力の一

ています。花言葉は「快活」
「初々しさ」
「豊かさ」。

つです。

ビジョン委員会の提案

市内には福江地区の川地貝塚・保
美貝塚、泉地区の伊川津貝塚・大本貝
塚、田原地区の吉胡（よしご）貝塚な
ど多くの貝塚があり、太古の昔から

田原市の誇る日本で一番

衣食住 を満足できるこの地の心地

（出典『ふるさと統計情報 ポケット版田原がイチバン』H23.7.1）

農業産出額が日本一であり、花きの産出額が日本一です。なかで

よさを証明している。

も［菊・観葉植物（鉢）
・ばら・アルストロメリア]が日本で一番と誇りま
す。その結果第1次産業就業者の割合は日本一であり、完全失業率

風光明媚な自然

の低さが日本一を誇ります。

渥美郡史の緒言に、
［ 南は太洋に

（※）心地良い空間の条件の一つは、家庭の生計が成り立つこと

臨（のぞ）み渺吮（びようぼう）萬里の

なのだ。

波、岸によせて不断の楽を奏（そう）
し、北は内海を擁いて、清鮮不濁の

人類進化の歴史遺産

水、俗塵（ぞくじん）
を清めて茲
（ここ）
に幾千年、
この風光うららかなる半島

縄文貝塚遺跡埋葬人骨出土数が日本一なのです。貝殻がアルカ

十三里の山姿水様、
これわが渥美の

リ土壌にしたのが酸化を防いだのでしょうか。一度見学してくださ

人を生み、
わが渥美の人を育みし、
わ

い、石器時代から居住していた先人の暮らし向きが勉強できます。

吉胡(よしご)貝塚で眠る先人

ハマグリ加工工場が生計の柱であったのでしょうか？

が渥美の郷土である。]と記述されている。

（※）歴史と文化という貴重な財産があるのも、心地よい空間条件

また明治の民俗学者柳田國男が伊良湖に滞在し、あまりの心地よ

風力発電風車

の一つなのだ。

さを語った友は木曽谷が生んだ文豪島崎藤村であった。藤村が「名
も知らぬ遠き島より流れ寄る椰子の実一つ・
・
・
・」
と作詞した唱歌
【椰子

愛知県で一番と誇るのは

の実】
には愛知県民の誰もがロマンを感じ、
渥美半島に憧れました。

花木の種類別産出額なのだ：トルコギキョウ･ガーベラ･スイー
いま田原市が注目されている

トピー･サボテン類

次は東海沖地震だ・いや東南海地震だ・いや5連動地震を想定す

野菜の種類別産出額なのだ：キャベツ･トマト･メロン･ブロッコ

べきだ＜3月11日の東日本大震災、9月5日の紀伊半島大豪雨災

リー･スイカ･セロリ･スイートコー

害＞など2011年の自然災害が特筆される年でした。心地よい空間

ン･チンゲンサイ

の大前提が、安全と安心が確保された環境です。

畜産の種類別産出額なのだ：豚･乳用牛･肉用牛
恋路ヶ浜

予想される大地震に、田原市の備えは？県民のだれもが注目して

風車とキャベツが初冬の風物詩

農家1戸当たり生産農業所得であり、
市町村民所得が愛知県で一番を誇る。

います。

田 原 市 の 市 民 憲 章

（平成17年10月1日制定）

わたしたちは、恵まれた自然と輝かしい伝統にはぐくまれたこのまちに誇りをもち、互い

県下一番を誇る自然エネルギー資産
年間風速3.7 m/s、
年間日照時間2,179.8時間は、風力発電や太陽光発電に貴重な資産なのである。
自然力発電計画：日本一をめざして田原市内に所有する遊休地に自然力発電所を建設。民間大手6社は、
田原市全世

の心がふれ合い、明るい未来が展望される郷土を築くため、
この憲章を定めます。

帯の9割に当る約1万9千世帯分の使用電力量に相当する
（太陽光発電出力5万kw・風力発電出力

一つ、 自然を愛し、
水と緑のやすらぎのある 美しいまちをつくりましょう。
一つ、 心と体をきたえ、
健康で明るい

6,000kw、
年間6,750万kw時）
事業を2012年6月着工し、
2013年9月の稼動を発表。

生きがいのあるまちをつくりましょう。

（出典『2011・10・22中日新聞』）

一つ、 教養を深め、文化のかおり高い 心豊かなまちをつくりましょう。
一つ、 互いに助け合い、
安心で安全な 暮らしやすいまちをつくりましょう。
一つ、 勤労を尊び、
活気あふれる 伸びゆくまちをつくりましょう。

県で三番と誇るのは
長久手愛・地球博記念公園で2011年12月3日に行われた第6回県市町村対抗駅伝競走大会で三番となった。来年
こそは豊橋市の3連覇を阻むぞと市民の意気込みは高い。
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（出典『 ポケット情報たはら 』H23.7.1）

田原市の概況
総人口 66,075人

総世帯 21,731世帯

0〜14歳 8,798人

15〜64歳 42,725人

65歳以上 14,552人

農業 10,564人

漁業 767人

事業所 33,221人

工業 13,219人

商業 4,280人

総面積 188.81km2

東西長 約30km

南北長 約10km

最高標高 327.9m

海岸延長 97.1km

市街化調整区域

都市公園25箇所

河川湖沼 827ha

172.60km2

延べ36.66ha

河川：14

農用地 6,391ha

12,630ha/18,881ha

市街化区域16.21km2

宅地 2,295ha

道路 1,111ha

その他 2,882ha

1病院38診療所

20小学校3,601人

7中学校1,948人

3高校1,712人

1専門校89人

21保育所1,643人

2幼稚園302人

2児童館

8老人福祉施設

5社会福祉センター

20校区・106自治区

交通事故 1,766件

犯罪 501件

火災 38件

災害避難所33箇所

収容施設35箇所

自主防災会
103団体

公共施設耐震化率
86.7%

太陽光発電補助
924件

風力発電45基
約47,300kw

上水道普及99.9%
下水道普及86.1%

森

林 5,375ha

準自然率＝66.9%

（※1）準自然率（%）
＝
（都市公園＋河川湖沼＋森林＋農用地）
/総面積
（※2）人口と世帯数（Ｈ23.12.31現在）

市民が住み心地よい町と実感している
市民意識調査結果は以下のとおりであった。
（出典『田原市ホームページ』）

☆ビジョン委員会の意見：停電、機器の故障、担当者のアクシデントなど、種々の悪条件を考慮した連絡体制の確立を
考えてください。例えば緊急避難の連絡は、
ＰＣ・電話・有線放送・手旗信号・旗の掲揚、狼煙、
花火、大砲など、誰がするのか、担当者にアクシデントが遭った場合には誰と誰が・
・
・すべて三
通りの備えが必要なのだ。
☆救命胴衣（ライフジャケット）常備の義務化を提案する。浮かんでいれば助けることが可能である。
すべての市民が避難できると思うな。究極的な避難は、
ライフジャケットの着用なのである。
田原市が自慢する風光明媚な自然環境
地

勢：全体的に太平洋側
（遠州灘側）
が高く、
三河湾側が低くなる地形であるが、
蔵王山や大山などの200〜300m
程度の山々を形成していて、津波高潮に対して自然の防波堤となっている。
半島の先端から三河湾側には西山砂丘があり、
その先の福江湾には砂州が発達している。
さらに、市の北東部には汐川干潟があり、干潟の先は埋め立て地であり、
トヨタ自動車等が操業する工業用
地となっている。

渥美半島の名勝九山は愛知県の防波堤である。
1）大山
（おおやま）328.0m

2）
衣笠山（きぬがさやま）
278.4m

3）
蔵王山（ざおうさん）250.4m

4）滝頭山（たきがしらやま）242.0m

5）
雨乞山（あまごいやま）233.0m

6）藤尾山（ふじおやま）207.7m

7）城山（しろやま）
138.5m

8）
笠山（かさやま）78.9m

9）
潮海山（ちょうかいさん）
27.0m

旧田原市＝H16年3月実施・対象2,500人
旧渥美町＝H17年3月実施・対象1,200人

に苦しんだ祖先の知恵が込められている。
自然を育むおもな河川と湖沼は、旱魃（かんばつ）

まちの住みよさ： 田原市が「住みやすい」84.2% 「住みやすいと

★福江（ふくえ）港に注ぐ２河川：天白（てんぱく）
川・免々田（めめだ）川

は思わない」は12.2 %。

★泉（いずみ）港に注ぐ３河川：新堀（しんぼり）
川・紺屋（こんや）川・今堀（いまほり）川

ここ数年の生活環境の変化では「住みやすくなっ

★宇津江（うづえ）漁港に注ぐ１河川：どんど川

た26.2%」
「現状維持53.7%」
「住みにくくなった

★馬草（まくさ）港に注ぐ４河川：今池（いまいけ）
川・五十鈴（いすず）川・大場（おおば）川・谷津（やつ）川

10.7%」の回答となっています。

★田原港に注ぐ４河川：御山（みやま）川・背戸田（せとだ）川・汐（しお）
川・蜆（しじみ）
川

ま ち の 長 所： 田原市の優れた点「海山などの自然環境61.9%」

汐川支流５河川：青津（あおづ）川・清谷（せいや）川・庄司（しょうじ）
川・宮（みや）川

「農業の発達36.1%」
「人の温かさ19.4%」
「隣

★遠州灘赤羽根漁港に注ぐおもな２河川：精進（しょうじん）
川・池尻（いけしり）川

近所の助け合い17.0%」
「各種公共施設の充実

★湖

16.8%」
「工業の発達16.7%」
「買い物など生活
の利便性16.0%」。

心地よい街路空間・黒茶色のガードフエンスが良い

「余暇を楽しむ機会や場所32.4%」
「雇用の機会
ま ち の 短 所： 田原市に欠けている点「交通の利便性35.6%」
28.0%」
「買い物など生活の利便性27.2%」
「まち並みなどの都市景観17.0%」
「各種公共施設
の充実11.6%」
「工業の発達11.0%」の声が聞かれます。
田原市の将来像として望むこと
「経済的に繁栄した活力あるまち 75.8 %」
「福祉が充実したまち 53.2 %」
「災害に強い安全なまち38.9 %」
「環境
を大切にするまち 31.7 %」
「みどり豊かなまち 28.0 %」
「人柄がよく地域がまとまったまち 27.6 %」
「人間的なふれ
あいのあるまち 23.4 %」など貴重な意見が提案されました。

沼：1）初立（はったち）池
5）清田（きよた）
池

渥美半島に導水された潤いの水

2）小塩津
（こしおず）池
6）猿田（さるだ）
池

3）大坂（おおざか）池

7）芦（あし）
ヶ池

4）
奥川（おくがわ）
池
・
・
・などが多く残されている。

豊川用水

渥美半島は水不足であった：三河湾、太平洋、伊勢湾と三方を海に囲
まれた地域で、その気候は黒潮の影響を受け県内で
は最も温暖な所であるが、旧来より水不足に悩まさ
れ、
この地域では、大小さまざまな「ため池」があり水
田等の耕作に利用されてきた。
通水が始まった：昭和43年、豊川用水の全面通水により、新城市大野
地点から渥美半島の先端まで通水が可能となり、
こ

これぞハザードマップ
田原市のハザードマップは素晴らしい！平成23年度中に改訂の予定といわれるが、現在のハザードマップには、愛地
建コン協が提唱する
「地盤標高を市民に報せよ！」を実践しているのだ。マップには、市内各所の地盤高を明示しており、
津波・高潮に対する危険度合いが認識され、
この図面を身に刷り込めば、市内の何処にいても津波・高潮災害に対処でき
ると感動した。
是非、他の市町も田原市のハザードマップを見習ってほしい。

の地域も農業・工業が大きく発展し恩恵を受けた。
特に農業面においては、日本一の農業産出額となっ
ている。
芦ヶ池が生まれ変わった：奈良時代に築造された［芦ヶ池］は、近年の
増大する水需要の安定供給を図るため、豊川総合用
水事業により有効貯水量200万立方メートルに改修
され、さらに湖畔には市民の憩いの空間として整備

★地震対策：学校など田原市内の公共施設の耐震補強工事は終了したが、
目下の懸案事項は津波対策である。今まで
の避難訓練は火災を対象にした避難訓練であった。3月11日以降津波を想定した避難訓練をしている。
今、田原市は情報を、
「迅速に、漏れなく、的確に」伝える体制整備を行っている。

され、
「サンテパルク田原」
・渥美半島の農業の魅力を
満載したマーケット・レストラン、他に体験工房や体験
教室等も充実し、連日、家族連れや、多くの人が訪れ
ています。
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☆絆を高める田原まつり

田原市が誇る観光名所
☆わたしが選ぶ渥美半島オススメ観光スポット＜キラリ百選＞の観光にはカメラが必需品です。
☆愛知県の「美しい愛知づくり景観資源600選」に、
キラリ百選から46箇所がえらばれています。

毎年9月中旬の3日間にわたり開催されます。萱町、本町、新町の｢からくり人形｣を載せた豪華な｢山車｣が市内
を練り歩きます。子どもが手おどりを舞う夜山車や打ち上げ・手筒・仕掛け花火なども披露されます。

その一部を以下に紹介します。
1 菜の花畑

田原市伊良湖町

2 堀切の菜の花畑

田原市堀切町

3 伊良湖岬灯台

田原市伊良湖町

4 恋路ケ浜

田原市伊良湖町

5 夜明けの電照ハウス

田原市赤羽根町

6 蔵王山

田原市市浦町

7 滝頭公園の桜並木

田原市田原町滝頭

8 田原城跡

田原市田原町

9 日出の石門

田原市日出町

10 吉胡貝塚

田原市伊良湖町

田原市の生い立ち
平成15年8月田原町と赤羽根町が合併し田原市が誕生。平成17年10月渥美町が加わり新生【田原（たはら）市】
が
誕生した。田原の地名由来は平安中期頃熊野修験者たちが渥美半島に入り込み、蔵王を奉祀して当地の山に蔵王と名
付け、その南麓の集落を田原と名付けたと推定される。その修験者たちの故郷、和歌山県東牟婁郡田原（たわら）村は、
熊野灘に面し田原川流域に位置することに由来すると云われる。愛知県の田原市の歴史は古く旧石器時代から現代に
蔵王山

滝頭公園

日出の石門

至るまで、市のホームページ「田原市の沿革 〜わが町のあゆみ〜」に紹介されており、興味のある方はホームページを
見てください。

☆味覚と胃袋を満足させる<渥美半島どんぶり街道加盟30店舗>には店主のヤルキを感じます。
☆渥美農漁業を堪能する・メロン狩り・イチゴ狩り・潮干狩りは野生本能を堪能させてくれます。

田原（たはら）町

赤羽根（あかばね）町
渥美（あつみ）町

明治22年田原村、加治(かじ)村が合併し田原村となる。明治25年田原町となる。
明治39年相川(あいかわ)村・童浦(どうほう)村・大久保(おおくぼ)村、昭和30年野田(のだ)村・神戸(かんべ)村・
杉山村六連(むつれ)が合併。
明治22年赤羽根村。明治39年高松(たかまつ)村・若見(わかみ)村を合併。
昭和33年赤羽根町となる。
昭和30年、福江町・泉村・伊良湖岬(いらごみさき)村が合併して成立。

いずこも見習え！ 田原町の街路整備
メロン狩り

イチゴ狩り

夜明けの電照菊ハウス

取材チームは「これぞ文教地区の見本」
とばかりにカメラのシャッターを押した。黒色系の配色は周辺の色調に同化
し、
街路を行き交う車の運転手、児童、学生、誰もが落ち着いた気持ちになるのだ。
じつに心地よい空間である。
従来のガードレールの配色は白色に統一されていた ここがしきりだ とばかりに道路幅を強調する、白色系は、周辺の

☆岬の文学散歩

色調とは反対色なのである。交通に利用する人は情緒不安になるのは当たり前なのだ。

取材のため伊良湖岬を訪れた私たちは一段と教養が高まった気持ちにな
れました。
万葉の時代から現在まで、多くの文化人の足跡が見られます。

〜ビジョン委員会の提案：渥美運河計画を推進しよう！〜

万葉麻績王（おみのおおきみおう）歌碑・柿本人麻呂の歌碑・歌人西行（さ
いぎょう）の歌碑・松尾芭蕉（ばしょう）の句碑・小説家の田山花袋（たやまかた
い）
・俳人荻原井泉水（おぎわらせいせんすい）
・歌人土屋文明（つちやぶんめ
い）
・詩人立原道造（たちはらみちぞう）
・小説家木下尚江（きのしたなおえ）
・
俳人種田山頭火（たねださんとうか）
・小説家井上靖（いのうえやすし）
・俳人

三河湾の水質が問われている：三河湾名物のあさりが危機に瀕している
「無酸素海水青シオが原因だ」などと叫
ばれている。海洋牧場を提唱（No.15号参照）
する我々ビジョン委員会は、
このよ

伊良湖岬灯台
空や海の青とのコントラストが美しい
白亜の灯台。日本の灯台50選に選定。

山口誓子（やまぐちせいし）
・小説家武田泰淳（たけだたいじゅん）
・小説家三

うな三河湾の水質には不安がある。
そこで、渥美半島を横断する渥美運河約6kmを設け遠州灘の海流を引き入れれば、伊勢湾海流とともに二つの
出入り口となり、三河湾の青シオや赤シオの発生が解消されないであろうか。

島由紀夫（みしまゆきお）
・詩人丸山薫（まるやまかおる）など多くの文学者が
この地を訪れ、伊良湖岬の絶景に感動し、
その記録が残されて居ます。
☆大切に保全され継承される重要文化財

次回の記載内容

渡辺崋山関係資料をはじめ、史跡や天然記念物など数多くの文化財が残
されています。また、古窯や古墳、貝塚等の埋蔵文化財包蔵地は市内全域に
500箇所以上あります。すべて田原市民が誇大切な財産なのです。
田原城跡
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次回の心地よい空間は、
【 犬山市 】を紹介します。ご存知のように犬山市は尾
張国の戌の方角(北北西)に位置する山の郷です。尾張国開拓の祖神大懸(おお
あがた)神社・県境を流れる木曽川など、豊かな歴史と自然が豊富な犬山市に乞
うご期待！

執筆（ビジョン委員会顧問）

磯貝

洋尚
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