発見館ミニ企画展

令和元年

7 月 13 日（土）〜 9 月 1 日（日）

開業 40 周年 名鉄豊田線
ころも

やごと

挙母（現・豊田市）―八事（現・名古屋市）間
の鉄道建設が計画されたのは大正15年（1926）。
この事業はその後、50年余を経て「車のまち・
豊田」から みよし市・日進市を通り、名古屋の
都心部を結ぶ大動脈・豊田新線（15.2㎞）とし
て、昭和54年（1979）７月29日に開通しました
（のちに豊田線と改称。以下、豊田線）。
今年、開業40周年を迎える名鉄豊田線につい
て、貴重な写真を中心に紹介します。
浄水駅付近を伏見方面へ向かう電車 昭和54年７月29日 名鉄資料館提供
掘割の線路を走る100形。

豊田線開通まで
大正期に計画
大正₁₅年（₁₉₂₆）
₁₀月、挙母町の外山市太郎、高橋村（現・豊田市）の都築峯太郎ほか８名は、名古屋市の千種
から挙母を経て、松平村（現・豊田市）九久平に至る鉄道の敷設を計画しました。この事業に三河鉄道株式会社
（以下、三河鉄道）も参加し、昭和２年（₁₉₂₇）９月、挙母町において「新三河鉄道株式会社（以下、新三河鉄道）」
の設立総会が開かれました。
社長には筆頭株主である三河鉄道社長・神谷傳兵衛（２代目）が就任し、翌年₁₂月、挙母―八事間の鉄道敷設
免許を取得しました。この免許は、新三河鉄道－三河鉄道－名古屋鉄道株式会社（以下、名鉄）へと引き継がれ
ました。
バスで１時間₂₅分かかった豊田市駅－名古屋駅
豊田市中心部から名古屋都心は、直線距離で約₂₅㎞の位置にあります。豊田線開通前、両市の間を直接結ぶ
公共交通機関は、名鉄バスが豊田市駅と名古屋駅との間を１時間25分で走っていましたが、鉄道では名鉄三河
線・名古屋本線との乗り換えが必要で、長く不便が訴えられてきました。
一方、昭和₃₀年代後半から名古屋市の発展と共に住宅需要が東へ拡大するとともに、公共交通機関の整備が
叫ばれるようになりました。名鉄は名古屋市交通局と相互乗り入れ協定を結び、昭和₄₇年（1972）、計画中だっ
た地下鉄３号線（現・鶴舞線）の終点から豊田市駅へ至る、豊田線の建設を決定し、昭和₄₈年₁₀月に着工しま
した。鉄道建設は西側から行われ、昭和₅₄年３月に梅坪駅の高架化が完成し、同年７月₂₉日に開通しました。
交通網整備の原動力に
豊田線開通前、豊田市は、中部圏の中
核都市として飛躍的な発展をとげた一
方、公共交通の整備が遅れがちと言われ
ていました。名鉄豊田線の開通により、
豊田市と名古屋市（伏見駅）は₄₅分という
短時間で結ばれました。豊田線の開通は、
交通網整備の原動力と期待され、バス路
線の再編成も行われました。

新線開通までは保見団地から
名古屋方面へ出るのが不便でし
た。地下鉄東山線藤が丘駅まで
名鉄バスが運行されていまし
た。新線が開通してからは団地
と浄水駅を結ぶ路線が開設さ
れ、現在に至っています。
浄水駅行きバス 平成 20 年３月 丹羽八十さん提供

（豊田市在住

丹羽八十さん談）
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豊田線各駅停車
あ か い け

赤池

【開

赤池駅から豊田市駅へ

業】昭和53年（1978）10月１日

【所在地】日進市赤池１丁目1503
昭和53年10月１日

名古屋市営地下鉄鶴舞線赤池駅開業

昭和54年７月29日

名古屋鉄道豊田新線（現・豊田線）開業
鶴舞線との相互直通運転開始

赤池駅は名古屋市交通局との共同使用駅で、管理は名古屋市交通局が行っています。昭和53年、地下鉄
鶴舞線赤池駅として開業し、翌年７月29日の豊田線開通と共に、相互直通運転を開始しました。

赤池駅

平成20年10月

新實守さん提供

赤池駅

平成20年10月

に っ し ん

日進

【開

新實守さん提供

業】昭和54年７月29日

【所在地】日進市栄２丁目1708
おりど

開業前の仮駅名は地元の地区名「折戸」でした。開業前、
駅周辺は閑散としていましたが、今では名古屋市のベッド
タウンになり、高層マンションが立ち並んでいます。これ
に伴い、利用者は増加傾向にあります。２階が駅舎で、３
階がホームになっています。
日進駅

平成27年９月

新實守さん提供

開業初日に乗車
開業初日、７月29日の昼頃、友人と３人で乗車し
ました。友人２人は米野木から、自分は日進から乗
り、赤池へ行きました。勤め始めた最初の年のことで
した。
ずっと工事の様子を見ていたので、どんな景色なの
かと乗ってみました。
記念乗車の後、折角なので３人で八事まで遊びに行
きました。

建設中の日進駅
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昭和52年５月

前田忠司さん提供

（東郷町在住 小野田さん談）

こ

め

の

き

米野木

【開

業】昭和54年７月29日

【所在地】日進市米野木町南山185-3

駅周辺には大学・高校や企業の研究施設などが集まり、
多くの学生や企業の職員が利用しています。駅の東には愛
知用水の調整池・愛知池があり、池を渡る橋梁は豊田線一
番の見どころです。
駅の西には梨ノ木トンネルがありますが、掘削中に路盤
が陥没、トンネルの下に亜炭の廃坑があったため、特殊工
米野木駅

昭和 54 年７月 29 日

名鉄資料館提供

法を用いて埋めました。

乗降客数の推移と見どころ
乗降客数の推移

駅別 1 日平均乗降人員

豊田線は令和元年（2019）７月29日に開通から
40周年を迎えます。開通当時、閑散としていた

り、平成30年度には、１日平均乗降客数が開通
時の３倍になりました。

線

路線全体の乗降客数も年々増加の一途をたど

田

住宅も増えてきました。

豊

沿線も、緑豊かな丘陵地に高校・大学が開校し、

駅
名
赤
池
日
進
米 野 木
黒
笹
三好ケ丘
浄
水
上 豊 田
梅
坪※
豊 田 市※
合
計

名古屋鉄道株式会社提供

昭和54年度
2,671
5,293
3,087
662
587
1,888
390
1,970
14,434
30,982

平成11年度
6,732
9,630
5,089
5,426
6,030
7,067
2,924
4,213
23,979
71,090

（人）

平成30年度
6,143
10,521
6,359
3,284
10,131
10,740
3,252
6,590
36,114
93,134

※梅坪・豊田市は三河線と重複

豊田線見どころの一つ愛知池橋梁（黒笹駅―米野木駅間）
愛知池は上水道の水源であることから、工事の際は環
境保全に万全が期されました。
工法は、両側の橋脚から中央に向け「やじろべえ式」
に桁を継足して進み、中間で接続するという、ドイツの
ディビィダーク工法が採用されました。

愛知池橋梁工事

昭和52年５月

愛知池橋梁を走る名鉄豊田線

前田忠司さん提供

平成21年４月

新實守さん提供



く ろ ざ さ

黒笹

【開

業】昭和54年７月29日

【所在地】みよし市黒笹いずみ１丁目９-1

駅の西側に愛知池橋梁（256m）があり、安全のため風速
計が取付けてあります。強風時の折返し運転用に、豊田線
内で唯一「渡り線」の設備があります。
三好カントリー倶楽部の最寄駅で、平成５年に車両が６
両化するより以前、10月の東海クラシックゴルフ（現・トッ
黒笹駅 平成21年10月 新實守さん提供
開業時は無人駅、昭和₅₉年から有人駅
（7：₀₀～₁₉：₀₀）
。
平成₁₅年に駅集中管理システムが導入され、無人駅と
なりました。

プ杯東海クラシック）開催時に、混雑解消のため臨時列車
を出し、当駅で折返し運転をしたこともありました。

⬇

黒笹駅ホームと「渡り線」
（※） 平成21年頃 新實守さん提供
名古屋方面を写した写真です。線路の先に東名高速を
渡る跨道橋が写っています。その先に愛知池橋梁があ
ります。
※線路上の扌が渡り線です。 建設中の黒笹駅

み

よ

し

昭和52年12月

が

お

か

三好ケ丘

うきがい

前田忠司さん提供

【開

業】昭和54年７月29日

【所在地】みよし市三好丘2丁目1-1

開業前の仮駅名は福谷駅でした。
みよし市・日進市・長久手市は、豊田線・愛知高速交通
開通後、名古屋市・豊田市のベッドタウンとして急激に発
展した街で、近年、住みよさランキング上位を占めていま
す。
三好ケ丘駅 平成27年９月 新實守さん提供
開業当時は無人駅でしたが、乗客の増加で平成６年に
有人駅となりました。現在は6:00 ～ 22：00まで有人
駅で、時間外は無人化し、駅集中管理システムによっ
て豊田市駅から遠隔管理しています。

みよし市の北部にあり、市の中心地から離れていますが、
乗降客は年々増加傾向にあります。周辺には大学もあり、
通学する学生も多く利用しています。

開業当時のエピソード
開業時は車輪も新品、レールも新品なので、接地面が少なく雨や雪のとき空転したり、滑ったりして
運転が大変でした。特に三好ヶ丘や日進の辺りでは勾配があるので大変でした。
（元豊田線運転士 前田忠司さん談）
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じょうすい

浄水

【開

業】昭和54年７月29日

【所在地】豊田市浄水町伊保原243

開業前、三好町（現・みよし市）から豊田市に入
る辺りは、伊保原台地（戦争中、海軍の飛行場と
して使用されていた）があり、一面に畑が広がっ
ていました。当初、駅付近も含め約２kmにわたっ
て盛土構造にする予定でしたが、地元の人達から
「畑を横切られると農作業に不便となり困るので、
伊保原台地を掘割式に進む豊田線 平成21年１月 新實守さん提供
浄水駅は掘割式の線路の上にあります。１階に改札があり、階段
を下りるとホームがあります。

地下鉄にして欲しい」と要望がありました。豊田
ほりわり

市が地元との調整を行い、折衷案の「掘割式」が採
用されました。掘出した土は、周辺開発のために
利用されました。豊田線は、浄水駅を中心に約２

真っ平だった浄水

㎞にわたって、伊保原台地を掘割式に進みます。

三好ケ丘―浄水間の
トンネルを出てすぐ
に、伊保原台地を見渡
せる場所があります。
開業の頃、その場所か
ら浄水が真っ平に見
え、夏はスイカ畑、冬
は大根畑が一面に広
がっていました。山も
よく見え、恵那山、中
央アルプス、南アルプ
スまで見えました。
（前田忠司さん談）

地下鉄のようなホーム
平成20年９月 新實守さん提供

浄水駅工事中

昭和52年12月

か み と よ た

上豊田

【開

前田忠司さん提供

業】昭和54年７月29日

【所在地】豊田市上原町西山135-2

上豊田駅は台地の端に位置しています。地上にある
改札を下りると、半地下式のホームになっています。
開業前は地元の地区名・上原駅（仮称）でしたが、上原
町と大清水町との境に駅舎があるため「上豊田駅」に
なりました。
平成８年に、有人駅になるのに合わせて、現在の駅
上豊田駅 平成21年３月 新實守さん提供
開業時は無人駅。平成８年に有人駅（7:00 ～ 19:00）となり
ましたが、平成15年の駅集中管理システム導入により、再
び無人駅となりました。

舎に改築されました。
上豊田駅の思い出
高校生の頃、部活の後に電車に乗り遅れたくなく
て、電車の音が聞こえたら、皆で一斉に階段を駆け
下りて慌ててホームまで行ったものでした。 （匿名）
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う め つ ぼ

梅坪

【開

業】大正12年（1923）10月26日

【所在地】豊田市梅坪町７丁目125

豊田線と三河線との接続駅です。
豊田線は当初案では、三好町（現・みよし市）中心部を
通り、豊田市駅とつながる予定でした。しかし、鉄道敷設
権取得から50年が経過し、特に豊田市中心部では宅地化が
進んでいたため、三好町北部を通り、梅坪駅で三河線とつ
梅坪駅前にある「開驛紀念碑」 平成25年５月 新實守さん提供
開業日は大正₁₂年₁₀月ですが、碑には「大正十二年八
月建之」と刻まれています。梅坪は、明治の中頃まで梅ヶ
坪と言い、後に、梅坪となりました。駅名を決める際に、
梅坪派と梅ヶ坪派が互いに譲らず、開業が２か月遅れ
たと言われています。

ながる形で実現しました。
梅坪駅は高架化と共に、豊田市駅方向に約200ｍ移設さ
れました。

梅坪駅付近の様子
昭和60年頃まで、梅坪駅（高架）
の西側には田んぼが広がっていて、
子どもだった私はそこで遊びながら
よく鉄道を眺めていました。梅坪小
学校２年生の頃、社会見学では梅坪
駅を見学しました。また、名鉄豊田
線に乗車して、東山動物園へ遠足に
梅坪駅付近の高架建設風景 左・豊田新線、右・三河線
昭和53年11月 前田忠司さん提供
梅坪駅のホームから撮影した写真です。

と

よ

た

し

豊田市

【開

取り壊し前の旧梅坪駅舎
昭和51年９月
前田忠司さん提供

行きました。
（豊田市在住 深見夏好さん談）

業】大正９年（1920）11月１日

【所在地】豊田市若宮町1-35

人口約42万人の豊田市の玄関口です。挙母駅として開業
した時、駅前には桑畑が広がる養蚕が盛んな地域でした。
自動車のまちとして発展し、豊田市と市名変更した昭和
34年（1959）に、豊田市駅と改称しました。現在は高架駅と
なっています。
梅坪駅から豊田市駅へ
豊田市駅が高架化されるまで、高架の梅坪駅から豊田
市駅へ、列車は下っていました。現在スイミングスクー

高架建設風景（若宮八幡社）昭和60年頃 前田忠司さん提供
左の線路は高架化のための仮線で、現在、緑陰歩道に
なっています。

ルのある辺りが当時は盛土で、そこから下りはじめ、平
芝幼稚園前辺りまでには地上に降り、その先は踏切に
なっていました。

（豊田市在住 深見夏好さん談）

高架建設風景（梅坪神社から豊田市駅方面を撮影） 昭和53年11月 前田忠司さん提供→
愛知環状鉄道（下/以下、愛環）と立体交差する豊田線。昭和63年開業予定の愛環は先行
して工事が終わっているようです。
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開業前 「乗務員の教育と訓練」
開業１年前の昭和53年７月、知立乗務区内に「豊田新線プロジェク
トチーム」が結成され、100形・3000形の車両取扱書、運転取扱内規、
線路便覧などの資料を作ることを決定しました。
先ず、100形の資料作りに取り掛かり、本社からの資料収集や豊川
への「日本車輌（※）詣で」が始まりました。100形の資料が完成したのは
11月。12月に入ると100形の一次車111×４と112×４の２編成が入線。
机上教育・実車教育を実施しました。一息ついたのは暮れも押し迫っ
た12月28日の事でした。

※日本車輌製造株式会社

年が明けると、今度は市交通局の3000形の資料を作り、３月に入る
と指導者は、市交通局の日進工場へ通い、作成中の資料を片手に各機
器の最終チェックをし、資料が５月に完成。早速、机上教育に入りま
した。
６月に入ると805号車を使用してレールの錆取りを兼ね試運転を開
始。これと並行して、3000形の車両を借り受け、猿投で実車教育を実
施しました。机上・実車教育が終わると、運転の習熟訓練を６月12日

上）レールの錆取りや試運転に活躍した805号
車（赤池駅付近）昭和54年６月 前田忠司さん
新三河鉄道から三河鉄道へ、そして、名古屋鉄道へ受け継がれた鉄 提供／下）塗装を終えた805号車（鞍ヶ池公園）
平成21年３月 新實守さん提供
道が名古屋市交通局と相互直通という形になって、ここに実現しまし レールの錆取りを兼ねた試運転で活躍した車
（「夢の鉄道・豊田線開通」新實守『三河鉄道』より） 両は、豊田市の鞍ヶ池公園に静態保存されて
た。
います。

から７月25日まで実施しました。

開業時の思い出
東海地方初の本格的相互乗り入れ
豊田線は東海地方初の本格的相互乗り入れでした。豊田線で導入された100形は、ブルーリボン賞受賞の
6000形を基本にして作られた車両でした。名古屋市交通局3000形と名鉄100形はモーターの制御方法やブレー
キの仕組みなど大きな違いがありますが、相互乗入れ協定により、車両の大きさ（幅・長さ）や扉の位置など
は同じに作られました。
豊田線は「山岳線並みの勾配」
豊田線の標高は、赤池駅で約30ｍ、梅坪駅で約40ｍ、黒笹駅・三好ケ丘駅では約100ｍあります。勾配が
多いので、電車を停めるのに苦労しました。地下鉄と比べて駅間の距離が長いため、電車は最高速度100㎞ /h
を出しますが、三好ケ丘のように急勾配があるところでは、坂の上からブレーキをかけるのが大変でした。
特に雨や雪、霜の時には滑走しないように気を付けました。運転士たちは「豊田線は鉄道のジェットコース
ターだ」と、口々に言いました。

りっこう

豊田線は、
「山岳線並みの勾配（※）」があり、また、地下鉄鶴舞線は駅間が短く
「力行」
「ブレーキ」
の繰り返し
で、100形は抵抗器がフル稼働していました。安全に問題はないのですが、停車時にドアが開くと抵抗器か
ら出る熱い空気が車内に入ってしまい、夏に暖房を入れているのか、と苦情が来たことがありました。
※最大34.5‰（パーミル。水平距離1,000ｍに対して、34.5ｍの垂直距離を持つ勾配）

雷に戦々恐々
夏になると雷が発生し、停電すると電車が止まるため大変でした。地下鉄線は停電しないため、豊田線で
１、２時間も停電すると、予備の運転士が赤池にいなくなり、豊田市行き電車が発車できず止まってしまい
ました。犬山から猿投は雷の通り道だったので、犬山から雷の連絡を受けると、知立駅からタクシーで運転
士を赤池まで送ったりしたこともありました。開業１、２年目は特に雷が多かったように感じます。
現在は電車の性能や、雷に対する電気設備も変わってきています。開業時に苦労したこれらの出来事も、
今では良い思い出です。

（開業時を知る三浦さん談）



夢の鉄道の夜明け
昭和54年７月29日。前日の雨に洗われた緑の台
地に、延びる白い高架上を100形のスカーレットと
3000形のシルバーが行き交うさまは、何とも言え
ぬ爽やかさを醸しだす。
「自動車の街」豊田と
「名古
屋の都心」
を結ぶ
「大動脈」
豊田線が誕生しました。

梅坪駅の発車式

浄水駅祝賀式

昭和54年７月29日

昭和54年７月29日

記念発車式
記念発車式が梅坪駅のホームで午前10時50分か
ら行われました。華やかに装飾した115号車が梅坪
駅に到着。地元・梅坪小学校の子ども達が日の丸
の小旗を振って迎えました。そして、豊田市消防
署のブラスバンドが演奏。続いて、森山運輸大臣・
川島日本鉄道建設公団総裁・竹田名鉄社長などが、
紅白のテープに鋏を入れると、仲谷愛知県知事に
よってくす玉が割られ、大きな拍手が起こりました。
ホームは招待客や乗客で溢れんばかり、発車式
の祝賀電車に招待客・一般客が乗り、駅長の右手
が挙がりました。あちらこちらでカメラのシャッ
ター音のラッシュ…。再び大きな歓声の中を祝砲
の花火。一段と大きな歓声と拍手に見送られなが
ら、電車は滑るように梅坪を出発しました。
祝賀列車は各駅で地元の小学生による鼓笛隊に
歓迎されながら赤池へ到着。赤池では「電車受け
渡し式」が行われ、名古屋市交通局山田局長と名
鉄梶井副社長がガッチリと握手。名鉄の運転士か
ら名古屋市交通局の運転士にハンドルが渡されま
した。当日は夏休みの日曜日、豊田市は夏祭り（現
「おいでん祭り」）を例年より１週間繰り上げ、新
線の祝賀ムードを盛り上げました。

豊田市提供

豊田市提供

名鉄第二の幹線が誕生

朝５時の梅坪駅 昭和54年７月29日 豊田市提供
初列車「豊田市５時30分発、伏見行き」には、前日から鉄道ファ
ン約100人が集まり乗車しました。梅坪駅では、鉄道友の会が
豊田線の開通を祝って「開通式」を行いました。

昭和60年11月、豊田市新駅舎が完成。昭和61年
10月、豊田市〜梅坪間の複線高架化工事が完成し
ました。平成５年８月には犬山線との相互直通運
転が開始され、豊田線・地下鉄鶴舞線・犬山線が
１本の線で結ばれ、ここに名鉄第二の幹線が誕生
しました。名鉄豊田線は私たちにとって欠かせな
い路線となっています。
（新實守 『三河鉄道』より・一部改変）

参考文献：『名古屋鉄道社史』名古屋鉄道株式会社1961年、「広報とよた 昭和54年7月20日」第513号、『豊田市史四巻（現代）』豊田市1977年、『名
古屋鉄道百年史』名古屋鉄道株式会社1994年、中村隆義『鉄路風雪の百年』中部経済新聞社1995年、新實守『三河鉄道』2002年、清水武『名古屋
鉄道各駅停車』洋泉社2016年
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