
第１号議案 平成２８年度事業報告について 

１ 主催事業 

（１）「とよかわ桜まつり」の開催 

開催日 3月 23日(水)から 4月 6日（水）まで   

 

① とよかわの桜ライトアップの実施（市内５ヶ所）午後６時～９時 

・佐奈川堤、桜トンネル、稲荷公園、御津山園地、音羽川堤 

    
     ＜桜トンネルライトアップ＞       ＜音羽川堤の昼間の様子＞ 

 

②「佐奈川桜と菜の花ウォーキング」の実施 

開催日 4月 2日（土）午前 9時～午後 3時 

・ 豊川信用金庫ファミリー友の会の協賛もいただき開催しました。各ブースでは、

参加団体が活動の紹介やイベントを実施したほか、協賛のお菓子を贈呈しまし

た。また、中央通り公園では豊川市観光物産展を開催し、豊川の物産をＰＲし

ました。豊川市宣伝部特命課長「いなりコ」も参加しました。 

        

参加者数 約５,０００人  

      

※ウォーキング前には、市商工観光課と佐奈川堤のゴミ拾いを実施。 

     ※１１月に、佐奈川堤にて、事務局で菜の花種まき実施。 

      

  ③市内各団体の事業に協賛・後援 

    



（２）首都圏プロモーション（地方創生） 

 ①「ご当地キャラクターフェスティバル in すみだ 2016」にて PR 出展 

開催日 5月 28日（土）～29日(日) 午前 10時～午後５時 

    場 所 東京スカイツリーそらまち広場、スカイアリーナ、大横川親水公園 

  ・いなりんのお友達の紹介で初出展（紹介がなければ出展できない仕組み） 

スカイツリーそらまち広場の PRステージ、大横川親水公園でのブースを活用し、 

いなりん、いなりコを通して豊川市を PRしました。パンフレット、とよかわ夏まつ 

りチラシ、いなりんポケットティッシュ（観光案内所持参でいなりんシールプレゼン

ト特典付き）等をとよかわ PR袋に入れて、約 2,000人に配布しました。 

    
 

  ②「あいち名古屋観光物産展 東京 KITTE 金シャチグルメ街道」愛知県主催 
   開催日 6月 11日（土）午前 11時～午後６時 

   場 所 東京駅丸の内南口 JPタワー・KITTE１Fアトリウム 

   ・愛知県、愛知県観光協会、名古屋市、名古屋観光コンベンションビューロー主催 

   豊川市 PRブース、PRステージをいただき、いなりんと豊川市を PRしました。 

    
 

 ③「東京スカイツリーにて PR出展」 

開催日 7月 29日（金）～8月 4日（木） 午前 10時～午後 6時（４日のみ 5時まで） 

場 所 東京スカイツリー５Ｆ出口フロアー「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ ＮＩＰＰＯＮ」 

・豊川信用金庫のご紹介で抽選が当たり無料で１週間出展ができました。また、物産

品が当たる抽選会を１日３回実施し、合計 2,100人に景品を提供、宣伝部長「いなり

ん」も登場し来場者とふれあいました。 

東京スカイツリー館内放送で１時間に１度豊川市のＰＲ告知や、ＨＰでも事前告知も

合わせて紹介いただきました。夏休み期間中で、花火大会の時期とも重なり、大変多

くの観光客、外国人のツーリストにも好評いただきました。 



      
  ＜協賛いただいた会員の皆様と記者発表の様子＞＜海外からのツーリストも参加した抽選会の様子＞ 

    
  ④「世界キャラクターサミット in 羽生」 

開催日 11月 19日（土）、20日（日）午前 10時～午後 4時 

   場 所 埼玉県羽生市  

   ・今年で 5回目の出展になる、世界最大のキャラクターイベントにて豊川市のＰＲグ

ッズの販売、ＰＲステージ、観光ガイドマップ等２日間で 2,000部配布しました。  

         
       
  ⑤「B-1グランプリスペシャル in東京・臨海副都心」 

   開催日 12月 3日（土）・4日（日）午前 9時 30分～午後 3時 30分 

   場 所 東京都お台場臨海副都心 

   ・自治体名で出展のスペシャル大会のため、オール豊川市で PR出展しました。 

   会場ブースには、豊川市の観光パビリオンを企画し初詣の豊川稲荷、とよかわブラン

ド、まつりを PRしました。また、地域物産展コーナーも出展し、物産品の PRも致し

ました。 

      
   ＜開会式の様子＞       ＜地域物産販売 PRコーナーの様子＞＜初詣 PRの様子＞ 

 

⑥「JR東京駅八重洲北口改札 大丸百貨店前での豊川市観光 PR 

（まちづくりビジョンとよかわ BRANDプロジェクト） 

開催日 12月 8日（木）～9日（金）午前 10時～午後 5時 

   場 所 ＪＲ東京駅八重洲改札口 JR東海ツアーズ前 



   ・ＪＲ東海ツアーズのご協力で豊川市のＰＲを開催 

   豊川市農政企画協議会の協力で、とよかわブランド「とよかわバラ」100 本を飾り、

観光ガイドマップ等 2,000部配布しました。500人対象の抽選会や「いなりん」との

ふれあいタイムは特に人気でした。 

   
   
  ⑦「豊川稲荷東京別院節分祭」（まちづくりビジョンとよかわ BRANDプロジェクト） 

開催日 2月 3日（金）午前 10時～午後 4時 

   場 所 豊川稲荷東京別院 

   ・豊川稲荷東京別院の協力で、境内にて豊川市観光ＰＲ出展ができました。 

    観光物産展の他、観光ガイドマップ等 2,000部配布 

今年で 6回目となり、役員、豊川市広報大使園監督ご夫妻、豊川市宣伝部特命課長

「いなりコ」も参加し、豊川市をＰＲしました。 

節分祭メインの豆まき時に、とよかわブランドが当たる、「幸福の散華」を配布す

ると大歓声が起こりました。 

      
⑧「豊川稲荷東京別院初午祭」（まちづくりビジョンとよかわ BRANDプロジェクト） 

開催日 2月 12日（日）午前 10時～午後 4時 

  場 所 豊川稲荷東京別院 

   ・豊川稲荷東京別院の協力で、境内にて豊川市観光ＰＲ出展ができました。 

観光物産展の他、観光ガイドマップ等 1,000 部配し、豊川市宣伝部特命課長「いなり

コ」も参加しました。 



   
             

⑨東京シティーセールス バスラッピング事業 展示期間１年間 

 ・関東バス、豊鉄バスとの共同運行 高速バス「新宿・豊橋線」と、関東バス一般路線 

 中央線沿線運行（新宿駅西口、中野駅、練馬駅、吉祥寺駅、荻窪駅、三鷹駅） 

 

      

（３）まちおこし事業「とよかわまちおこしフェスタ 2017  第 3回いなりんピック」 

の開催 

開催日 3月 18日（土）午前 10時～午後 4時 

場 所 豊川市総合体育館・体育館前広場 

･豊川市の宣伝部長を務めるご当地キャラ「いなりん」のお友達のご当地キャラが全

国から 68キャラ集まり、「いなりんピック」と題して、大運動会を開催しました。体

育館前広場では、豊川市観光物産展（店舗）、第 8 回豊川いなり寿司フェスタ、市内

小中学生対象の第 8 回地産地消創作豊川いなり寿司コンテストも同時開催しました。

豊川市、豊川商工会議所、みんなで豊川市をもりあげ隊に共催、豊川信用金庫、JA

ひまわり、豊川稲荷に後援いただきました。協賛は、㈱ハクヨプロデュースシステム、

㈱香月堂、山本製粉㈱、㈱伊藤園豊川支店、末広総合保険事務所、トヨタカローラ愛

豊㈱、三遠ネオフェニックス、静岡セキスイハイム不動産、㈱ダイナム、J.P.Returns

㈱。陸上自衛隊豊川駐屯地、豊川保健所、日本車両製造㈱より協力もいただきました。 

 

※名鉄ハイキングの同時開催もいただき、国府地区から諏訪地区、豊川稲荷周辺が

終日賑わいました。 

 

来場者数 約２万９千人 



   

 

  （４）「とよかわ観光物産展」の開催 

   会員、並びに事務局で出展 

県内、県外の各種団体が主催するイベントに積極的に出展し、豊川市のシティーセー

ルスを行いました。地元特産品の販売・ＰＲをしたほか、市内観光資源・お祭り・施

設・市宣伝部長の「いなりん」を通してのまちのＰＲについての情報提供もしました。 

        ※★主催事業 

  ①開催日 4月 2日(土) 佐奈川堤★（桜と菜の花ウォーキング） 

  ②開催日 4月 2日（土）・3日（日）為当稲荷神社（花の撓大祭） 

  ③開催日 4月 23日（土）～5月 5日（祝・木） 東三河ふるさと公園（ふるさと春まつり） 

  ④開催日 5月 3日（祝・火）～5日（祝・木）砥鹿神社（砥鹿神社例大祭） 

  ⑤開催日 6月 4日（土）、5日（日）、11日（土）、12日（日）、18日（土）19日（日）

赤塚山公園★（花しょうぶまつり） 

  ⑥開催日 6月 5日(日) 豊川リレーマラソン 2016 

  ⑦開催日 7月 16日（土）、17日（日）、18日（祝・月）、23日（土）、24日（日）、 

30日（土）、31日（日）海フェスタ東三河 

  ⑧開催日 9月 17日（土）三河国分尼寺跡史跡公園（天平ロマンの夕べ） 

⑨開催日 10月 2日（日）赤坂の舞台（杉森八幡社境内） 

⑩開催日 10月 8日（土）環境フェア 

⑪開催日 10月 9日（日）小坂井支所周辺（葵まつり） 

⑫開催日 10月 21日（金）、22日（土）かわしんビジネス交流会 

  ⑬開催日 10月 23日（日）ふるさと満喫まつり 2016（東三河ふるさと公園） 

⑭開催日 11月 3日（祝・木）、4日（金）、5日（土）、6日（日）ふるさと公園文化祭

（東三河ふるさと公園） 

⑮開催日 11月 19日（土）、20日（日）ワールドサムライサミット（愛・地球博記念公園） 

  ⑯開催日 11月 22日（火）、23日（祝・水）豊川稲荷秋季大祭 

    ⑰開催日 11月 20日（日）豊川市陸上競技場（シティマラソン） 

  ⑱開催日 11月 26日（土）陸上自衛隊豊川駐屯地（創立 66周年記念行事） 

  ⑲開催日 12月 3日（土）大和のちびっこ広場（大和の大いちょう観光物産展） 

  ⑳開催日 1月 1日（日）～3日（火）、1月 7日（土）～9日（祝・月） 

ＪＲ豊川駅改札前 ★（新春観光物産展） 



  ㉑開催日 1月 22日（日）、2月 26日（日）豊川稲荷（ＪＲさわやかウォーキング） 

  ㉒開催日 1月 29日（日） 豊川稲荷（名鉄ハイキング） 

  ㉓開催日 2月 3日（金）豊川稲荷東京別院（節分祭） 

  ㉔開催日 2月 18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）、3月 4日（土）、 

3月 5日（日）、11日（土）、12日（日） 赤塚山公園（梅まつり）★ 

  ㉕開催日 2月 19日（日）第７回たはら街なか軽トラ市（三河田原駅前工場跡他） 

  ㉖開催日 3月 17日（金）豪華客船「飛鳥Ⅱ」初寄港イベント（三河港神野ふ頭） 

  ㉗開催日 3月 18日（土）豊川市総合体育館前広場（いなりんピック）★ 

  ㉘開催日  3月 25日（土） 御津山園地 

  ㉙開催日 3月 23日（木）、26日（日）地域文化広場（ANA CAFÉ） 

 
 観光物産展出展回数 70回  

  

（５）「セミナーもっと知りたい！三河國一之宮 砥鹿神社」の開催 

（まちづくりビジョンとよかわ OMOTENASHIプロジェクト） 

※観光ボランティアガイド育成事業 

開催日 ８月３１日（水）  １０：００～１１：３０ 
場 所 砥鹿神社  
内 容 特別参拝（ご祈祷かぐら付）と神庫特別観覧  

観光ボランティアガイド境内案内 
ボランティアガイドによる境内案内 

  講 師 砥鹿神社権禰宜 三宅勝春氏（神庫紹介）、 
砥鹿神社観光ボランティアガイド中野明美氏（境内案内） 

  有 料 お一人様５００円（砥鹿神社お礼、飲み物付き） 
    参加者数  ４５人  

   
 
（６）「セミナーもっと知りたい！菟足神社」の開催 

（まちづくりビジョンとよかわ OMOTENASHIプロジェクト） 

※観光ボランティアガイド育成事業 

  開催日 １０月７日（金）  １４：００～１６：００     

  場 所 菟足神社      

  内 容 菟足神社について歴史的・文化的な視点から学びその全体像に迫る 

  講 師 宮司 川出厳朗氏 



  有 料 お一人様２００円（ご当地名菓、飲み物代） 

      参加者数  ４５人  

   

  

 （７）「セミナーもっと知りたい！表参道から奥の院まで豊川稲荷ご案内！」 

～豊川稲荷秋季大祭・いなり楽市満喫～の開催 

（まちづくりビジョンとよかわ OMOTENASHIプロジェクト） 

※観光ボランティアガイド育成事業 

  開 催 １１月２２日（火）  １０：００～１２：００     

  場 所 豊川稲荷     参加者：２１名 

内 容 観光協会事務局よりまち案内を楽しみながら散策 

観光ボランティアガイドによる豊川稲荷の奥の院までご案内 

  講 師 豊川稲荷観光ボランティアガイド 松岡節子氏 

  有 料 お一人様３００円（豊川いなり寿司２つ・銘菓１つ付き） 

       参加者数  ２１人  

 

      

 （８）「セミナーもっと知りたい！第２回牛久保ゆかりの武将たち」 

     ～牛久保地区の桜も堪能！～ 

（まちづくりビジョンとよかわ OMOTENASHIプロジェクト） 

※観光ボランティアガイド育成事業 

  開催日 ３月３０日（木）  １３：３０～１６：００     

  場 所 牛久保駅周辺      

内 容 歴史やまち案内を楽しみながら散策。 

観光ボランティアガイドが牛久保の歴史をご案内 



  講 師 牛久保観光ボランティアガイド 澤山哲也氏 

  有 料 お一人様３００円（銘菓１つ・お菓子１つ・飲み物付き） 

       参加者数  ３３人  

         

 

（９）第３回とよかわおもてなし講習会～外国人からみた豊川の魅力～ 

（まちづくりビジョンとよかわ OMOTENASHIプロジェクト） 

    ※一般、会員どなたでも参加可能な講習会 

   開催日 7月 21日（木）午後 3時～午後 4時 30分 豊川市民プラザ 

   講 師 とよかわ観光インバウンドアドバイザー 王琳娜氏 
   内 容 数多くの観光地の中から豊川市へ訪れてくれる外国人の方々に、心から 
       楽しんでもらうためにどうしたらよいのか、おもてなしの心を学びました。 

※受講者全員へ認定書を発行しました。 
    参加者数 ４３人  

     
（１０）とよかわブランド認定委員会 

  （まちづくりビジョンとよかわ BRANDプロジェクト） 

  豊川市の優れた地域資源を「とよかわブランド」として認定し、豊川市そのものの 

  価値を高め、産業振興、観光振興と地域活性化を図ることを目的としています。 

  本年度認定された地域資源は、以下１０資源です。 

 ＜場所＞ 

  ・豊川稲荷    ・砥鹿神社   ・本宮山   ・御油松並木 

 ＜製造物＞ 

  ・豊川いなり寿司 ・とよかわバラ ・とよかわ鮎 ・とよかわトマトケチャップ 

  ・とよかわうずら缶 

 ＜文化＞ 

  ・とよかわ手筒花火 



       
   ＜記者発表会の様子＞      ＜とよかわブランドエンブレム＞ 

２ 宣伝事業の実施 

（１）シティーセールス、来訪者増強促進事業 

   全国各地で開催された旅行会社、マスコミ、雑誌社などが集まる情報提供会へ参加し、

観光ＰＲを積極的に行いました。旅行会社企画担当者には、観光コースの企画提案をし

ました。特に、海外からのお客様対象とした、インバウンド商談会、アジア大商談会へ

も積極的に参加しコースの提案をしました。 

  ・6月 30日（木）三遠南信伊勢志摩インバウンド商談会 

（豊川稲荷東京別院）中国、台湾、韓国、アジア系旅行社への企画提案 

    ・10月 24日（月）愛知の観光説明会・商談会（都道府県会館 東京都千代田区） 

    首都圏旅行会社約 30社の商談会 

  ・10月２７日（木）アジア大商談会 中国及び香港（ヒルトンホテル名古屋） 

  ・11月 10日（木）アジア大商談会 シンガポール及びフィリピン、ベトナム（ヒルトンホテル名古屋） 

   ・１月 20日（金）愛知県大型キャンペーン観光地プレゼンテーション（ウィンク愛知） 

  ・1月 26日（木）愛知県東三河広域観光協議会にて東京都内旅行会社６社訪問 

・2月 8日（水）第２１回中部広域観光フォーラム（ホテルメトロポリタンエドモント東京都） 

        

         ＜アジア商談会の様子＞     ＜インバウンド商談会の様子＞ 

（２）プリオ壁面 PR 事業「ようこそ とよかわへ」 
   ・プリオビル壁面２ヶ所に１年間設置し、豊川の祭りを PR しました。 
    春・夏、秋・新春バージョンにわたり掲載しました。 



      
  

（３）各種イベント出展及び観光キャンペーン事業     

   いなりん豊川市宣伝部長活動 

   豊川市宣伝部長、とよかわおもてなＣ部長、豊川警察署広報官、交通安全応援サポー

ター等、市内外へ、いなりんを通して豊川市の PRを積極的に行いました。 

  いなりんのおともだちの「イナリソ」が市宣伝部特命係長に就任、ガールフレンド

「いなりコ」が市宣伝部特命課長に就任し、いなりんをサポートしていきます。 

    

・いなりん PR活動実績 103 回 （※もりあげ隊活動除く） 

 

   
＜ＪＲ浜松駅でのＰＲの様子＞  ＜開運七福神まつりの様子＞    ＜砥鹿神社節分祭の様子＞ 

      

   ＜いなり楽市の様子＞      ＜本宮の湯寸劇の様子＞      ＜牛久保保育園ちびっこ警官の様子＞ 

      

    ＜岡崎城イベントの様子＞＜三遠南信フェニックス豊川稲荷ご祈祷様子＞＜イナズマロックフェスＰＲの様子＞ 

 

 



（４）小坂井地区強化対策事業 
   ・あおいまつり会場にて豊川市観光協会ブースを設置し、とよかわ観光アプリの PR 
   とよかわまつり、観光スポット図鑑など配布しました。名鉄ハイキングに協賛し、 

会場をハイキングのゴールにし、賑わい作りを企画しました。 

   
     

（５）被災地支援来訪協力 

   ・福島の復興を全国にお知らせする活動を積極的に行っている学校より豊川稲荷での

演奏を希望されたため、豊川稲荷へ協力をさせていただきました。マスコミ各社へリ

リースもさせていただきました。 

   開催日 8月 2日（火）午後 2時 30分～ 

   場 所 豊川稲荷境内 

   内 容 福島県立塙工業高等学校和太鼓部による演奏 ２７名来訪 

 

・熊本の復興お礼で熊本県の「くまもん」が来訪されたため、「いなりん」もお出迎

えさせていただき、マスコミ各社へリリースもさせていただきました。 

開催日 12月 5日（木）16時～ 

場 所 豊川市内企業 Gテクノ 

内 容 くまもんよりお礼訪問 

     
（６）視察受け入れ・講師派遣 

   ・住んでいる人も、訪れる方にももっと豊川を知っていただくために、視察の受け入

れ、勉強会、講師参加をし、豊川市の PRをしました。 

             ＜新潟市南区観光協会総会での講演の様子＞ 



３ 宣伝印刷物の作成 

観光宣伝ポスター・パンフレット等の作成 

市内の観光行事、祭礼などの宣伝ポスターを作成し、ＪＲ、名鉄及び会員の協力を得

て各駅や県内観光協会、市内ホテル、公共施設を中心に掲示しました。 

新たに、会員紹介パンフレットを作成しました。 

1. 豊川祭礼ポスター、チラシ（春）・（夏）・（秋）・（新春） 

2. 豊川稲荷春季・秋季大祭ポスター 

3. 豊川稲荷初詣ポスター（名鉄、JR東海制作協力）      

4. 会員紹介パンフレット 

   5.ＰＲすだれ 各１枚 

   6.ポケットティッシュ 

 

    

    
 

  ４ 観光情報の提供及びマスコミリリース 

（１）市内観光情報の収集および提供 

・市内の観光情報、祭り、会員情報を収集し、マスコミ関係の取材などに協力すると

ともに、情報を提供しました。 

① 祭礼・イベント情報及び画像情報提供件数 

テレビ 7件、新聞 52件、雑誌 138件、インター ネット 93件、 

旅行社  24件、団体 28 件 その他 75件 合計 417 件 



 

②パンフレット等紙媒体資料提供件数 

 企業 34件、団体 53件、個人 105件、 合計 192 件 

③テレビ・ラジオ出演及び取材の協力  

 テレビ 28回・ラジオ 13回   

④新聞掲載実績     283回    

⑤雑誌 web掲載実績   152回 

      
  （２）ロケ応援 

・取材協力 テレビ２８件（店舗紹介、許可申請協力、場所の紹介、現場立ち会い） 

   

＜東京 MX週末メトロポリタン撮影の様子＞＜ケーブルテレビ収録の様子＞＜CKチャンネルマギー＆SKE48＞ 

   

（３）ホームページ、SNS、観光アプリ、メールマガジンによる観光情報の提供 

・豊川市観光協会ホームページを活用して、リアルタイムな観光情報を提供しました。

見やすい、使いやすいホームページを目指し、「新着情報」等タイムリーな情報発信

に努めました。スタッフブログ、いなりんフェイスブック、いなりんｔｗｉｔｔｅｒ

等でも豊川市の観光情報を配信しました。また、とよかわ MATSURI プロジェクトで、

まつり動画を撮影し、協会ＨＰに掲載しました。 

    ※メールマガジンを毎週配信 

     メールマガジン会員数 1,038名 /  HPアクセス数 737,936 

        ※チラシを PDFでアップした関係で、アクセス数カウントされず、 

約 30万件含まれておりません。 

    ※３９ヵ所のまつり動画を新たにアップしました。 

     いなりん twitter 6,031 人  /   

いなりんフェイスブック 875人  /  イナリソフェイスブック 287 人 

 

とよかわ観光アプリ 登録数 iOS   874 件 /   android  572 件 

 

                  



５ 豊川市観光ボランティアガイドの実施 

  ・「豊川稲荷観光ボランティアガイド」 
登録数 6 人、実施日数 329 日、ガイド利用者数 7,509 人 

 
・「豊川市東海道観光ボランティアガイド」 

  登録数 1 人、実施日数 5 日、 ガイド利用者数 232 人 
 

・「豊川市牛久保観光ボランティアガイド」 
  登録数 1 人、実施日数 20 日、 ガイド利用者数 374 人 
 

・「砥鹿神社（里宮）観光ボランティアガイド」 
  登録数 1 人、実施日数 5 日、 ガイド利用者数 148 人 

 

ガイド仕事始め式（豊川稲荷での御祈祷）を開催し、意見交換会を実施しました。 

また、豊川稲荷観光ボランティアガイドの皆様へ豊川稲荷様より感謝状が渡されました。 

     
   ＜豊川稲荷住職より感謝状授賞式の様子＞           ＜砥鹿神社観光ボランティアガイドの様子＞ 

 

６ 観光案内所の運営 

豊川稲荷門前に観光案内所を通年開設して、豊川市及び連携する広域市町村の観光パ

ンフレット等を常設し、情報の提供に努めました。赤ちゃんの駅（授乳施設）、トイレ

の利用、車いすの貸し出し、Wi-Fiスポット、豊川市上下水道部からの委託業務「いな

りんマンホールカード」のお渡しもさせていただきました。他県から求めて来訪する方

もあり、来訪者増へ繋がりました。 

また、パンフレットケースを屋外に移動し、気軽に立ち寄っていただけるように配慮

しました。JR 東海キャンペーン、名鉄キャンペーン、ウォーキング、ハイキングのチ

ェックポイントとしての対応、旅行会社向けの豊川いなり寿司・おやつ食べ歩き手配業

務、観光ボランティアガイド予約手配業務等も観光案内所スタッフが対応し事務の効率

化を図りました。また、案内所が 3月末で契約満了のため、移転に伴う、準備作業も行

いました。 

年間の案内所来所者数は、11,936名 でした。  

（※パンフレットのみの立ち寄りは含んでおりません。） 



         （※いなりんマンホールカード受け渡し 3,143名） 

     

  ＜豊川稲荷表参道の豊川市観光案内所＞＜いなりんマンホールカード＞＜対応する観光案内所スタッフの様子＞ 

７ 各種観光行事に協賛 

市内まつり、イベントなど、市内の観光行事に後援・協賛し、市内観光行事の盛会に協

力しました。 

豊川市桜まつり        3月 23日(水)～4月 6日(水) 

桜トンネル・佐奈川堤・御津山園地・稲荷公園 

ミツバツツジまつり      4月 1日(金)～20日(水) 冨士神社・善住禅寺周辺 

若葉祭（うなごうじ祭）    4月 9日(土)・10日(日) 牛久保八幡社 

花の撓大祭        4月 2日(土)・3日(日)  為当稲荷神社 

風まつり           4月 9日(土)・10日(日) 菟足神社 

八幡宮例大祭         4月 9日(土)・10日(日) 八幡八幡宮 

御津神社例大祭        4月 16日(土)・17日(日) 御津神社 

東三河ふるさと公園春まつり   4月 23日(土)～5月 5日(祝・木) 東三河ふるさと公園  

獅子舞神楽        4月 23日(土)・24日(日) 萩原神社 

砥鹿神社例大祭        5月 3日(祝・火)～5日(祝・木) 砥鹿神社 

豊川稲荷春季大祭（豊年祈願祭）5月 4日(祝・水)･5日(祝・木) 豊川稲荷 

豊川市民まつり「おいでん祭」 5月 21日(土)・22日(日) 豊川公園 

花しょうぶまつり      6月１日(水)～20日(月)  赤塚山公園 

豊川リレーマラソン     6月 5日(日) 豊川市運動公園 

豊川夏まつり        7月 15日(金)～17日(日) 豊川進雄神社 

国府夏まつり        7月 29日(金)～31日(日) 大社神社 

いなり楽市        7月 30日(土)・31日（日） 豊川稲荷表参道 

おいでん横丁～めぐりあい★すわ～ 8月 5日(金）～8月 7日(日) 諏訪公園 

笹踊り・七福神踊り     8月 6日(土)・7日(日)  引馬神社・八幡社 

御油夏まつり        8月 6日(土)・7日(日)  御油神社 

みたま祭り        8月 7日(日)・8日(月)  豊川稲荷・豊川駅前通り 

雨乞いまつり        8月 20日(土)・21日(日) 宮道天神社 

豊川市民まつり「手筒まつり」 8月 27日(土)  豊川市野球場 

伊知多神社秋葉火祭り     9月 10日(土)  伊知多神社から赤塚山秋葉神社まで 

こどもがわらうとせかいがわらう 9月 11日(日) 東三河ふるさと公園 

天平ロマンの夕べ     9月 17日(土) 三河国分尼寺跡史跡公園 



いなり楽市        9月 25日(日) 豊川稲荷表参道 

第 2回とよかわ観光ものしり検定 8月 1日(月)～11月 30日(水) 市内各エリア 

みかわ deオンパク       10月 1日(土)～12月 26日(月) 門前・牛久保・本宮山 

赤坂の舞台（歌舞伎公演）  10月 2日(日) 杉森八幡社 

大名行列           10月 9日(日) 杉森八幡社・赤坂宿一帯 

葵まつり           10月 9日(日) 小坂井支所周辺 

月見の宴           10月 15日(土) 伊奈城趾公園 

第 12 回かわしんビジネス交流会 10月 21日(金)・22日(土) 豊川市総合体育館 

ふるさと満喫まつり 2016  10月 23日(日)  東三河ふるさと公園  

みと「ふれあい」まつり    10月 23日(日) 御津文化会館周辺 

いなり楽市        10月 30日(日)  豊川稲荷表参道 

11.3第三回「縁～en encounter at toyokawainari」 11月 3日(祝・木) 豊川稲荷境内 

本宮まつり        11月 6日(日) 本宮の湯周辺 

豊川稲荷秋季大祭（鎮座祭）  11月 22日(火)・23日(祝・水) 豊川稲荷 

いなり楽市        11月 23日(祝・水) 豊川稲荷表参道 

宮路山もみじまつり     11月 27日(日) 宮路山第 1駐車場 

大和の大いちょう観光物産展  12月 3日(土) 大和ちびっこ広場 

どんき           12月 18日(日) 長松寺 

田遊祭            1月 3日(火) 砥鹿神社里宮 

お田植祭            1月 3日(火) 財賀寺 

粥占祭            1月 15日(日) 砥鹿神社奥宮(本宮山) 

砥鹿神社節分祭         2月 3日(金) 砥鹿神社里宮境内 

五社稲荷社節分祭      2月 3日(金) 五社稲荷社 

菟足神社田祭り         2月 3日(金) 菟足神社 

節分祭             2月 3日(金) 豊川稲荷 東京別院 

国府の市            2月 11日(祝・土) 国府町 (中町～下町区） 

初午祭             2月 12日(日) 豊川稲荷 東京別院 

赤塚山公園梅まつり      2月 15日(水)～3月 12日(日)  赤塚山公園    

こどもがわらうとせかいがわらう 3月 20日(祝・月)  プリオ 

ＡＮＡ ＣＡＦＥ        3月 23日(木)～26日(日) 穴観音古墳公園 

御津山園地桜物産展        3月 25日(土)   御津山園地（頂上） 

御津地区観光推奨ルートウォーキング 3月 25日(土)  ＪＲ愛知御津駅 

いなり楽市             3月 26日(日) 豊川稲荷表参道 

智恵文殊まつり          3月 26日(日) 財賀寺 

 

８ 会議の開催 

豊川市観光協会理事会・総会をはじめ、正副会長会議、理事・監事会を開催し、会の

運営、イベントの企画などについて協議しました。また、第２次観光まちづくりビジョ

ンの３大プロジェクト会議をそれぞれ開催しました。 



 

  ・正副会長会議 4回    ・理事会監事会  2回  

  ・第２次観光まちづくりビジョン会議 

    とよかわ MATSURIプロジェクト   3回  

    とよかわ BRANDプロジェクト    3回 

    とよかわ OMOTENASHIプロジェクト 7回（まち歩き、講習会含む） 

     
＜MATSURI プロジェクト五社稲荷社意見交換の様子＞＜正副会長会議の様子＞ 

９ 観光関係団体・機関との連携 

 豊川市、豊川商工会議所並びに各種関係団体、県観光協会及び東三河広域観光協議会など

と密接な連携を図り、観光事業の振興に努めました。委員会等にも積極的に参加しました。 

    ・豊川市観光基本計画策定委員会      ・豊川市民まつり協議会 

    ・まちなか再生検討事業まちづくり委員会  ・豊川市インバウンド促進委員会 

    ・国道２３号バイパス建設促進協議会    ・愛知県東三河広域観光協議会 

    ・とよかわフラワープロジェクト促進協議会 ・愛知県観光協会員  

・とよかわフラワープロジェクト作業部会  ・日本観光振興協会員 

  

 6度目となる、愛知県東三河広域観光協議会から豊橋市へ依頼し、豊橋駅改札前での砥鹿

神社祭礼やぶさめモニュメント、豊川稲荷春季大祭看板設置の協力をいただきＰＲできま

した。 

    

＜東三河グルメと逸品フェスティバルの様子＞＜うみフェスタ PRブースの様子＞＜まちなか再生検討事業まちづくり委員会の様子＞ 

10  インバウンド対策事業 

  中国、香港、台湾、タイ等のテレ番組協力も積極的に行いました。また、公益財団法

人豊川市国際交流協会へ協力し、外国語パンフレットを広くＰＲいただきました。 



 マレーシアからの視察交流会では、観光 PRプレゼンをさせていただきました。 

    
 ＜香港のテレビ番組協力の様子＞  ＜外国語パンフレット提供＞   ＜マレーシアからの視察交流会の様子＞ 

11 鉄道協賛事業 

（１）JR さわやかウォーキング・名鉄ハイキング及び名鉄ウォーキング協賛 
 鉄道事業者の JR 東海、名古屋鉄道に協賛し、年 8 回のウォーキングを開催しました。 
観光物産展、景品の提供、マナカポイント還元、お茶の接待、協会主催イベント同時開催し

ました。まちを周遊し、参加者の滞在時間を延ばす企画提案を致しました。 
 
・4 月 1 日（金）～4 日（月）名鉄ハイキング 豊川稲荷～諏訪町 
「桜と菜の花の共演！うららかな春の佐奈川堤散策」     参加者：920 名 
 
・4 月 23 日（土）JR さわやかウォーキング  西小坂井～豊橋 
「豊橋魚市場でセリ体験と豊橋名物うまいもんウォーキング」 参加者：2,009 名 
 
・10 月 9 日（日）名鉄ハイキング      国府～伊奈 
「三河湾を一望！日本列島公園から豊川のゆるきゃら大集合葵まつりコース」 

参加者：1,116 名 
 
・10 月 23 日（日）名鉄ハイキング      国府～国府 
「トコトコ東海道 2016」                  参加者：235 名 
 
・1 月 22 日（日）JR さわやかウォーキング  小坂井～豊川 
『～新春キャンペーン～新春の豊川詣「豊川三社」めぐり満喫ウォーキング』 

参加者：2,367 名 
 
・1 月 29 日（日）名鉄ハイキング       豊川稲荷～豊川稲荷 
「佐奈川散策と商売繁盛の神様豊川稲荷へコース」      参加者：2,078 名 
 
・2 月 26 日（日）JR さわやかウォーキング   豊川～豊川 
「～新春キャンペーン～豊川初詣めぐり！砥鹿神社から豊川稲荷へ開運ウォーキング」 

参加者：2,522 名 
 



・3 月 18 日（土）名鉄ハイキング        八幡～豊川稲荷 
「いなりんピック！ご当地キャラ大運動会と豊川いなり寿司フェスタコース」 

参加者：1,428 名 
参加者総数：12,675 名 

  

＜ＪＲさわやかウォーキングの様子＞ 

（２）JR東海「新幹線で豊川詣新春キャンペーン」協賛事業 

・期間 1月 1日～2月 28日 

 会員 12 店舗のお店が協賛、観光案内所では、クーポン引換券、抽選品の提供協力をし

ました。 

・12月 26日（月）JR名古屋駅で観光キャラバン  

・1月 13日（金）JR金山駅で観光キャラバン 

   

 ＜JR 名古屋駅でのＰＲの様子＞   ＜豊川稲荷での記者発表の様子＞    ＜ＪＲ金山駅での PR の様子＞ 

 

（３）名古屋鉄道「とよかわ参歩キャンペーン」協賛事業 

 ・期間 1月 1日～4月 9日 

  会員 14店舗のお店が協賛、観光案内所で景品提供、スタンプラリーも協力実施。 

 ・12月 26日（月）名鉄名古屋駅で PRキャラバン 

  名鉄名古屋駅構内にて、キャンペーン中「豊川観光 PR DVD」を紹介いただきました。 

   

  ＜パンフレット＞＜名鉄豊川稲荷駅でのＰＲの様子＞＜名鉄名古屋駅でのＰＲの様子＞     



  12 人づくり事業（インターンシップ） 

  インターンシップ参加者実績 

・7月 21日～22日 2日間      国府高校商業科 2年生 

・8月 4日・5日・9日 3日間    愛知大学文学部人文社会学科 3年生  

・8月 23日・26日・27日 3日間   愛知大学文学部人文社会学科 3年生  

・8月 27日・31日・9月 2日 3日間 愛知大学文学部人文社会学科 3年生  

・8月 27日・31日・9月 8日 3日間 愛知大学地域政策学部地域政策学科 3年生 

合計 5名 

     

  

 13 DMO（観光地域づくり法人）の調査研究 

  近年観光振興として、DMOが脚光を浴びています。DMOは、欧米諸国の観光地では、既

に存在しており、観光推進、誘客のための自立した組織体のことです。 

 情報収集、研修等に積極的に参加しました。 

     

   ＜12月１3日（火）・14日（水）東京会場 DMO入門・初級編研修の様子：公益社団法人日本観光振興協会主催＞ 

 

 14 駅東駐車場の活用（観光バス駐車料無料化関連） 

   豊川駅東駐車場の観光バス無料化施策が 8年目となり、旅行会社・バス会社へ「まち

歩きと豊川稲荷ボランティアガイド」の企画提案を実施。駐車場利用が増加しました。 

   また、愛知県が実施する「フラワーツーリズム事業」でいただいた、大型プランター

10基に花を植え、景観の向上に努めました。 

   

    ※ 豊川駅東駐車場、バス駐車台数の推移については次頁をご参照ください。  


