
第１号議案 平成２９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(木)から 4月 6日（木）まで   

① とよかわの桜 LEDライトアップの実施  18時～21時 

・桜トンネル       

②「とよかわ桜物産展」の実施 

 ＜穴観音古墳公園「ANA CAFÉ」＞ 

 開催日 3月 22日（木）～26日（日）10時～15時 

 ＜御津山園地（頂上）「御津山園地桜物産展」＞ 

 開催日 3月 25日（土）10時～15時 

 ＜イオン豊川店佐奈川沿いの出入り口外 「佐奈川桜と菜の花物産展」＞ 

開催日 4月 1日（土）午前 10時～15時 

・ 豊川信用金庫、香月堂から協賛をいただき開催しました。陸上自衛隊豊川駐屯

地、中部福祉保育専門学校の協力もいただきました。 

豊川市宣伝部長「いなりん」も参加しました。 

※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）大都市圏プロモーション 

      
①「豊川稲荷東京別院秋季大祭」（とよかわ BRANDプロジェクト） 

開催日 9月 22日（土）午前９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出展をしました。 
   とよかわブランド展示ととよかわブランド認知と観光についてのアンケート 

約２００名実施しました。アンケートのお礼に、とよかわトマトケチャップ、とよか

わうずら缶をプレゼントしました。 
 

②「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 

（とよかわ BRANDプロジェクト） 

開催日 12月 7日（木）～8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。 



  ③「豊川稲荷東京別院節分祭」（とよかわ BRANDプロジェクト） 

開催日 2月 3日（土）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。 

      
 

④「豊川稲荷東京別院初午祭」（とよかわ BRANDプロジェクト） 

開催日 2月 7日（水）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 部配布し、豊川市宣伝部特命課長「いな

りコ」も参加しました。 

    

         ⑤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 2018  第４回いなりんピック」 

開催日 3月 17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 70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１回ミニ音楽祭、第 9 回豊川いなり

寿司フェスタも同時開催しました。豊川市観光物産展では、３０店舗が出店しました。

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、㈱ハクヨコーポレーション、㈱

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

㈱等、また、陸上自衛隊豊川駐屯地、日本車輌製造㈱より協力もいただきました。 

   
＜入場行進の様子＞        ＜体育館前広場会場の様子＞  ＜観光物産展参加店記者発表の様子＞ 

 

来場者数 約 3万人 

 

 （４）「豊川市観光物産展」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 

  開催日 4月 1日(土) 佐奈川桜と菜の花観光物産展★ 

  開催日 4月 29日（土）、30日（日）、5月 3日（水）、4日（木）、5日（金）、6日（土）、

7日（日）東三河ふるさと公園（ふるさと春まつり） 

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

  開催日 5月 19日（金）、20日、21日（日）東三河の物産と観光フェア 

  開催日 5月 27日（土）、28（日）、6 月 3日（土）、4日（日）、10日（土）、11日（日）

赤塚山公園★（花しょうぶまつり） 

  開催日 6月 4日(日) 豊川リレーマラソン 2017 

  開催日 7月 17日（月・祝）豊橋みなとフェスティバル 

サンセットクルーズ 2017 

  開催日 9月 16日（土）天平ロマンの夕べ観光物産展（台風の為中止） 

  開催日 10月 1日（日）赤坂の舞台 観光物産展 



  開催日 10月 6日（金）、7日（土）第 13回かわしんビジネス交流会 

  開催日 10月 14日（土）東三河いいもの・うまいものフェア 

  開催日 10月 21日（土）豊川駐屯地 37周年記念行事 観光物産展 

開催日 10月 29日（日）ふるさと満喫まつり 2017 

  開催日 11月 29日（日）2017トヨカワシティマラソン大会 

  開催日 1月 1日（月・祝）、2日（火）、３日（水）、6日（土）、7日（日）、 

8日（月・祝）新春観光物産展事業者リスト★ 

  開催日 1月 20日（土）、2月 18日（日）JRさわやかウォーキング★ 

  開催日  2月 10日（土）、2月 12日（月・祝）、2月 17日（土）、2月 18日（日）、2月

24日（土）、2月 25日（日）、3月 3日（土）、3月 4日（日）、3月 10日（土） 

赤塚山公園梅まつり★ 

開催日 3月 17日（土）豊川市総合体育館前広場（いなりんピック）★ 

  開催日 3月 23日（金）、24日（土）、25日（日）、26日（月）、27日（火）28日（水）、

29日（木）、30日（金）、31日（土）御津山園地★ 

開催日 3月 24日（日）小坂井中央公園★ 

 開催日 3月 31日（土）佐奈川中央通公園★ 

 

観光物産展出展回数 ５８回  

 

（５）「セミナーもっと知りたい！女城主直虎ゆかりの人々の地巡り」の開催 

（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 ６月２９日（木）  １４：００～１６：３０ 
場 所 豊川市長沢付近 
内 容 観光ボランティアガイドによる関口城など歴史案内 

  講 師 とよかわ東海道観光ボランティアガイド 小笠原 昭二 氏 
  有 料 お一人様３００円（お菓子、飲み物代を含む） 
 

    参加者数  ３７人  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



（６）「セミナーもっと知りたい！三河國一宮 砥鹿神社 」 
～特別参拝と神庫見学、境内案内と神庫紙芝居朗読会～（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１６日（水）  １０：００～１２：００     

  場 所 砥鹿神社      

  内 容 神楽付正式参拝と境内案内、神庫見学、神庫にある紙芝居案内 

  講 師 宮司 三宅 勝晴 氏、 市川 洋至 氏 

  有 料 お一人様１，０００円（砥鹿神社御札、飲み物、お菓子代） 

      参加者数  ３２人  

  

 

 

 

 

 

 

＜大好評だった紙芝居朗読会の様子＞ 

 

  （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・まち案内～（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 １１月１８日（土）  １０：００～１２：００     

  場 所 豊川稲荷      

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 栗田 弘 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  １７人  

 

 

 

 

 

 

  

 （８）「セミナーもっと知りたい！豊川稲荷！」～写経・座禅体験 自分と向き合うひと時を～

（とよかわ OMOTENASHIプロジェクト）※名鉄キャンペーン企画 

   開催日 ２月２２日（木）  １１：００～１３：３０     

   場 所 豊川稲荷      

内 容 豊川稲荷で御祈祷をしていただき、精進料理をいただき写経・座禅を体験 



  講 師 豊川稲荷 辻様 

  有 料 お一人様５，０００円（御祈祷・精進料理・写経・座禅体験代） 

       参加者数  ２１人  

       

 

 

   

 

 

 

 
（９）「セミナーもっと知りたい！三明寺！」 

     ～シダレザクラと彼岸桜を満喫お花見会～（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２２日（木）  １２：００～１４：００     

  場 所 三明寺      

内 容 満開のシダレザクラと彼岸桜を見ながらお弁当食べお花見会をしました。 

観光ボランティアガイドが三明寺の歴史をご案内 

  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５００円（お弁当代） 

       参加者数  ２２人  

 

 

 

 

 

 

        

 
（１０）とよかわ宝物マップ（とよかわ OMOTENASHIプロジェクト） 

  開催日 ９月８日（金）応募締切     

  内 容 豊川市内の小・中学生を対象に豊川市内で撮影したお気に入りの写真を応募し

子供たちによる宝物マップを作成し、協会ＨＰでも紹介 

         参加者数  ３４人  

 

（１１）第４回とよかわおもてなし講習会～伝えるために必要な３つのこと～ 

（とよかわ OMOTENASHIプロジェクト） 

   開催日 ８月３日（木）午後２時～午後３時３０分 

場 所 豊川市民プラザ 穂の国 

   講 師 とよかわ観光大使 DJ 小林 拓一郎 氏 



   内 容 伝えるために必要な３つのことを一つずつご説明いただきました。話をする

ときの「間」のとり方も学びました。 
※受講者全員へ認定書を発行しました。 
    参加者数 ６２人  

     
 
 

 

 

 

              

                           

 

（１２）とよかわブランド認定委員会 （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６資源です。 

 ＜場所＞ 

  ・赤塚山公園     ・とよかわイチビキ味噌仕込桶「丈三」  

 

 ＜製造物＞ 

  ・とよかわ新幹線車両 ・とよかわバウムクーヘン ・とよかわスプレーマム   

・とよかわ生炊佃煮   

     

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

 



（１３）第１回とよかわまつり動画試写会 （とよかわ MATSURI プロジェクト） 
  豊川手筒まつり開催前に実施し、市内３９のお祭りを３０分にまとめた動画を上映 
動画は、スタッフ、ボランティア、豊川市中央図書館が撮影し、とよかわ観光大使ＤＪ小

林拓一郎氏にナレーションいただきました。 
開催日 ８月２６日（土）１回目：１６時～、２回目：１７時～（約３０分の上映） 
場 所 豊川市民プラザ 穂の国      
費 用 無料   
 
        参加者数 ８０ 人 
 

   
 

 
（１４）とよかわ手筒花火ＰＲ事業「備後国府まつりへ豊川市ＰＲ出展」広島県府中市 
   （とよかわ BRAND・とよかわ MATSURI プロジェクト） 
 開催日 ７月２９日（土）午後３時～９時・ ３０日（日）午後５時～９時 
 場 所 広島県府中市（土曜日：府中学園西側駐車場 日曜日：府中学園北グランド） 
 内 容 豊川市観光ＰＲブースにて、とよかわブランド、まつり、観光ＰＲ 
     とよかわブランドとよかわ手筒花火うちわを１，０００人に配布 
      

   
＜とよかわ手筒花火奉納の皆様＞  ＜とよかわ手筒花火・観光ＰＲの様子＞  ＜とよかわ手筒花火＞ 

 

 

 

 



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 29日  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 

  ・7月 21日 全国販売促進会議にて商談会」（名古屋ウィンク愛知） 

  ・9月 21日 トラベル＆ＭＩＣＥ大商談会 （東京ビックサイト） 

  ・11月 16日 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） 

・2月 13日  第２３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） 

        

（２）プリオ壁面 PR 事業「ようこそ とよかわへ」 
 （とよかわ BRAND プロジェクト） 
   ・プリオビル壁面２ヶ所に１年間設置し、とよかわブランドを PR しました。 
    （１０資源） 

  
（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 

   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とガールフレンドのいなりコも、いなりんをサポ

ートしました。 

・いなりん PR活動実績  96 回 （※もりあげ隊活動除く） 

 

     
   ＜岡崎イベントの様子＞     ＜東部小学校あいさつ運動の様子＞ ＜四日市イベントの様子＞ 

 

 

 



（４）御津地区強化対策事業 
  ・みとふれあいまつりが雨のため御津体育館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、３キャ

ラクターが賑わい作りを企画しました。 

   
（５）被災地応援 

 「ご当地キャラこども夢フェスタｉｎしらかわ２０１７」 

開催日 ６月２日（土）・３日（日）午前９時～午後３時 

場 所 福島県白河市文化交流館広場 

内 容 日本３大ゆるキャライベントへとよかわＰＲ初出展とイベント視察 

           
 

（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。 

              

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。 

 

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・パンフレット（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 6.ポケットティッシュ 

7.とよかわブランドＰＲクリアファイル 8.とよかわブランドＰＲチラシ 

9.とよかわブランドＰＲうちわ 10.ＰＲ袋 11.いなりんピックポスター 

12.いなりんピックチラシ 



   
＜豊川稲荷春季大祭ポスター＞ ＜とよかわ手筒花火ＰＲうちわ＞  ＜とよかわ桜物産展チラシ＞ 

    
＜誘客促進ポケットティッシュ＞  ＜名鉄キャンペーン車内吊りポスター＞ 

    

  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 27件、新聞 45件、雑誌 306件、インター ネット 118件、 

旅行会社  22件、団体 34件 その他 0件 合計 552件 

 

② パンフレット等紙媒体資料提供件数 

 企業 48件、団体 40件、個人 102件、 合計 190 件 

 

③ テレビ・ラジオ出演及び取材の協力  

 テレビ 35回・ラジオ 13回   
 

④ 新聞掲載実績     294回    

 

⑤ 雑誌 web掲載実績   197回  

 

 



 （２）ロケ応援  

・取材協力 テレビ 35件（店舗紹介、許可申請協力、場所の紹介、現場立ち会い） 

   

＜サラサラサラダ撮影の様子＞ ＜東海ＴＶスイッチ！収録の様子＞ ＜関西テレビ よーいドン！撮影の様子＞ 

   

（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。フォロワー数は、以下の通りです。 

     ・メールマガジン会員数 1,060名 /  HP 676,436 アクセス数  

     ※メールマガジンを毎週配信 

         ※チラシを PDFでアップした関係で、ＨＰ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。 

     ・いなりん twitter 6,321人  豊川市観光協会 twitter  1,707   人 

・いなりんフェイスブック 992人  /  イナリソフェイスブック 318人 

          ・いなりんインスタグラム  507人（平成 29年 11月 27日より開始） 

・とよかわ観光アプリ iOS  3,503 件 /   android  724 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 5 人、実施日数 335 日、ガイド利用者数 6,013 人 

 
・「豊川市東海道観光ボランティアガイド」 

  登録数 2 人、実施日数 34 日、 ガイド利用者数 1,460 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 12 日、 ガイド利用者数 338 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 410 人 

 

日本人観光客はもちろん、外国人観光客も多く受け入れ丁寧にガイドを行いました。 

また、2017 年 9 月 8 日に豊川稲荷観光ボランティアガイドの会が多年の活動の功績を

認められ大村秀章知事より表彰状が授与されました。 

   

６ 豊川市観光案内所の運営 

平成 29 年 5 月 1 日より豊川稲荷スクランブル交差点角に観光案内所を通年開設し、

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。 

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、外国人観光案内所のカテゴリー１をＪＮＴＯ（日本政府観光局）より

平成３０年２月末に認可を受けました。（※カテゴリー１とは、パートタイムで英語対

応スタッフがいる又は、電話通訳サービスで対応でき地域内の観光、交通の情報ができ

ることが条件。） 

年間の案内所来所者数は、15,755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＞    ＜移転した観光案内所＞   ＜外国人観光案内所認可ロゴとスタッフ＞ 

 



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(木)～4月 6日(木) 

桜トンネル・佐奈川堤・御津山園地・穴観音古墳 

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

花の撓大祭        4月 1日(土)・2日(日)  為当稲荷神社 

若葉祭（うなごうじ祭）    4月 8日(土)・9日(日) 牛久保八幡社 

風まつり           4月 8日(土)・9日(日) 菟足神社 

八幡宮例大祭         4月 8日(土)・9日(日) 八幡八幡宮 

御津神社例大祭        4月 15日(土)・16日(日) 御津神社 

とが楽市           4月 19日(水) 砥鹿神社 

東三河ふるさと公園春まつり   4月 22日(土)～5月 7日(日) 東三河ふるさと公園  

獅子舞神楽        4月 22日(土)・23日(日) 萩原神社 

砥鹿神社例大祭        5月 3日(祝・水)～5日(祝・金) 砥鹿神社 

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

いなり楽市        5月 4日(祝・木)・5日(祝・金) 豊川稲荷表参道 

とが楽市           5月 17日(水) 砥鹿神社 

豊川手しごと市        5月 21日(日) 豊川稲荷境内 

豊川市民まつり「おいでん祭」 5月 27日(土)・28日(日) 豊川公園 

花しょうぶまつり      5月 25日(木)～6月 15日(木)  赤塚山公園 

豊川リレーマラソン     6月 4日(日) 豊川市運動公園 

いなり楽市        6月 18日(土) 豊川稲荷表参道 

豊川手しごと市        6月 18日(日) 豊川稲荷境内 

とが楽市           6月 21日(水) 砥鹿神社 

豊川手しごと市        7月 16日(日) 豊川稲荷境内 

とが楽市           7月 19日(水) 砥鹿神社 

豊川夏まつり        7月 21日(金)～23日(日) 豊川進雄神社 

国府夏まつり        7月 28日(金)～30日(日) 大社神社 

第 3回とよかわ観光ものしり検定 8月 1日(火)～2018年 1月 31日(水) 市内各エリア 

第 8回おいでん横丁～納涼まつり～ 8月 4日(金）～8月 6日(日) 諏訪公園 

笹踊り・七福神踊り     8月 5日(土)・6日(日)  引馬神社・八幡社 

御油夏まつり        8月 5日(土)・6日(日)  御油神社 

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

とが楽市           8月 16日(水) 砥鹿神社 

雨乞いまつり        8月 19日(土)・20日(日) 宮道天神社 

いなり楽市        8月 20日(日) 豊川稲荷表参道 

豊川手しごと市        8月 20日(日) 豊川稲荷境内 

豊川市民まつり「豊川手筒まつり」 8月 26日(土)  豊川市野球場 



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

天平ロマンの夕べ     9月 16日(土) 三河国分尼寺跡史跡公園 

みやげ to the フューチャー  9月 16日(土) 豊川市総合体育館及びキュパティーノ広場 

ほいとも祭                    9月 17日(日) 豊川稲荷周辺各エリア 

いなり楽市          9月 17日(日) 豊川稲荷表参道 

豊川手しごと市        9月 17日(日) 豊川稲荷境内 

とが楽市           9月 20日(水) 砥鹿神社 

みかわ deオンパク       10月 1日(日)～12月 24日(日) 門前・本宮山 

赤坂の舞台（歌舞伎公演）  10月 1日(日) 杉森八幡社 

第 13回かわしんビジネス交流会 10月 6日(金)・7日(土) 豊川市総合体育館 

大名行列            10月 8日(日) 杉森八幡社・赤坂宿一帯 

葵まつり           10月 8日(日) 小坂井支所周辺 

緑あふれる鎮守の杜コンサート 10月 9日（祝・月）豊川稲荷境内 

いなり楽市          10月 15日(日)  豊川稲荷表参道 

豊川手しごと市        10月 15日(日) 豊川稲荷境内 

とが楽市           10月 18日(水) 砥鹿神社 

みと「ふれあい」まつり    10月 22日(日) 御津文化会館周辺 

ふるさと満喫まつり 2017   10月 29日(日)  東三河ふるさと公園  

11.3第五回「縁～en encounter at toyokawainari」 11月 3日(祝・金) 豊川稲荷境内 

本宮まつり         11月 5日(日) 本宮の湯周辺 

豊川稲荷秋季大祭（鎮座祭     11月 18日(土)・19日(日) 豊川稲荷 

いなり楽市        11月 18日(土)・19日(日) 豊川稲荷表参道 

とが楽市           11月 20日(水) 砥鹿神社 

宮路山もみじまつり     11月 26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 9日(土) 大和ちびっこ広場 

どんき           12月 17日(日) 長松寺 

とが楽市           12月 20日(水) 砥鹿神社 

田遊祭            1月 3日(水) 砥鹿神社里宮 

お田植祭            1月 3日(水) 財賀寺 

粥占祭            1月 15日(月) 砥鹿神社奥宮(本宮山) 

とが楽市            1月 17日(水) 砥鹿神社 

ナイン・テイルズ        1月 20日(土)・21日(日) PLAT穂の国とよはし芸術劇場 

砥鹿神社節分祭         2月 3日(土) 砥鹿神社里宮境内 

まめまるしぇ          2月 3日(土) 砥鹿神社西参道 

五社稲荷社節分祭      2月 3日(土) 五社稲荷社 

節分祭             2月 3日(土) 豊川稲荷 東京別院 

初午祭             2月 7日(水) 豊川稲荷 東京別院 

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

とが楽市            2月 21日(水) 砥鹿神社 

菟足神社田祭り         2月 22日(木) 菟足神社 



赤塚山公園梅まつり      2月 10日(土)～3月 12日(月)  赤塚山公園    

こどもがわらうとせかいがわらう 3月 4日(月)  東三河ふるさと公園 

いなり楽市           3月 18日(日) 豊川稲荷表参道 

豊川手しごと市        3月 18日(日) 豊川稲荷境内 

とが楽市           3月 21日(祝・水) 砥鹿神社 

豊川市推奨観光ルートウォーキング 3月 24日(土) JR 小坂井駅・JR西小坂井駅・名鉄伊奈駅 

智恵文殊まつり                3月 25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  3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    4回（認定委員会含む） 

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

    
＜正副会長会議の様子＞        ＜理事監事会の様子＞ 

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。 

   ・まち・ひと・しごと創生総合戦略会議委員 

      ・第 6次総合計画実施計画政策間連携ワーキング 

    ・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。 

              

10  インバウンド対策事業 

  中国、香港、台湾、タイ等のテレビ番組、雑誌社へ積極的に協力しました。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。 

 外国人旅行会社への商談会へも積極的に参加しました。 

・6月 29日  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 

・9月 21日 トラベル＆ＭＩＣＥ大商談会 （東京ビックサイト） 

・11月 16日 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） 

・11月 30日 豊川稲荷と門前通りへ雑誌社取材対応 

    
＜トラベル＆ＭＩＣＥ大商談会の様子＞  ＜１１月雑誌社取材対応時の様子＞ 

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、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 3 日（月）～4 月 7 日(金)名鉄ハイキング      豊川稲荷駅～諏訪町駅 
「春を満喫！桜と菜の花のコラボレーション佐奈川散歩コース」参加者：1,551 名 
 
・4 月 9 日(日) JR さわやかウォーキング 豊川～牛久保 
「天下の奇祭うなごうじ祭とせせらぎの豊川を訪ねて」     参加者：604 名 
 
・10 月 14 日（土）JR さわやかウォーキング  西小坂井～豊橋 
「～飯田線全通 80 周年記念～待ってました豊橋運輸区開放！豊橋・東三河グルメとイベン



ト盛りだくさんウォーキング」                参加者：2,314 名 
 
・11 月 27 日（月）～12 月 1 日(金) 名鉄ハイキング      国府駅～名電赤坂駅 
「東三河ふるさと公園秋の紅葉と東海道 御油の松並木コース」  参加者：880 名 
 
・1 月 20 日（土）JR さわやかウォーキング  牛久保～豊川 
「～新春キャンペーン～ 新春詣、家族皆で豊川歴史散歩」      参加者：2,771 名 
 
・1 月 22 日（月）～1 月 26 日(金)名鉄ハイキング       豊川稲荷駅～豊川稲荷駅 
「天然記念物！玉林寺の大クスと日本三大稲荷の豊川稲荷へ」  参加者：1,366 名 
 
・2 月 18 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～新春豊川詣で歴史と文化を見て感じて楽しむウォーク」 

参加者：2,700 名 
 
・3 月 31 日（土）JR さわやかウォーキング          愛知御津～愛知御津 
『桜のまちの「御津山園地」に癒されりん！』                  参加者：2,330 名 
 

参加者総数：14,515 名 
 
 

 
 

＜3月 31日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 店舗のお店が協賛いただきました。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 14 日(木) JR 浜松駅で観光キャラバン 
・12 月 27 日(水) JR 名古屋駅で観光キャラバン  
・1 月 12 日(金)  JR 金山駅で観光キャラバン 

 ＜JR 浜松駅での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 8日 

  会員 17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 2７日（水）名鉄名古屋駅で PRキャラバン 

 

 

   

 

 

 

 ＜パンフレット・ポスターデザイン＞＜名鉄系統板ＰＲ＞＜名鉄名古屋駅にてキャンペーンの様子＞ 

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 24日・25日 2日間  愛知県立国府高等学校普通課 ２年生 

・7月 24日・25日 2日間  愛知県立国府高等学校普通課 ２年生 

・7月 24日・25日 2日間  愛知県立国府高等学校普通課 ２年生 

・8月 3日・21日・22日・24日・25日 5日間  愛知大学文学部人文社会学科２年生 

・8月 3日・21日・22日・24日・25日 5日間  愛知大学文学部人文社会学科 3年生 

・8月 21日・22日・23日 3日間  豊川高等学校 ２年生   

・8月 24日 １DAYインターンシップ  愛知県立小坂井高校普通科 ２年生  

・8月 24日 １DAYインターンシップ  愛知県立小坂井高校普通科 ２年生 

・9月 19日・20日 2日間  豊川市立音羽中学校 ２年生  

・12月 12日 １DAYインターンシップ  豊川高等学校 ２年生 

・12月 12日 １DAYインターンシップ  豊川高等学校 ２年生 

・12月 12日 １DAYインターンシップ  豊川高等学校 ２年生  

合計 12名 

 

  
  
  

 

 

13 DMO（観光地域づくり法人）の調査研究・人材育成 

  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。観光マーケティ

ング、人材セミナーなど情報収集、研修等に積極的に参加しました。 



 ・5月 24日 名古屋市ウィルあいち 「あいち観光まちづくりゼミ①」 

 ・6月 23日  市内周遊「あいち観光まちづくりゼミ②」豊川視察 

・7月 26日  豊根周遊「あいち観光まちづくりゼミ③」豊根視察 

・8月 30日 「あいち観光まちづくりゼミ④」ツアー関係各所挨拶 

・9月 21日 名古屋市ウィルあいち「あいち観光まちづくりゼミ⑤」モデルコース発表会 

・3月 6日  名古屋市ウィルあいち「あいち観光まちづくりゼミ⑥」閉講式 

 ・6月 16日 東京駅八重洲ＴＫＰカンファレンスセンター「観光マーケティング・人材育成」  

 ・1月 11日 中部国際空港セントレア 「ムスリムおもてなしセミナー」 

 ・1月 19日 名古屋ウィンクあいち 「ＤＭＯにおける着地型旅行商品セミナー①」 

 ・2月 9日  名古屋ウィンクあいち 「ＤＭＯにおける着地型旅行商品セミナー②」 

 14 豊川市観光産業の可能性調査研究事業 

  観光庁の「平成２４年観光地域経済調査」における全国の観光売上高と同調査で用いら

れる「平成２４年経済センサスー活動調査」のデータを活用し、豊川市の観光産業事業

所の観光売上高を推計。全国観光売上高を業種別の全国従業者数と豊川市従業者数の割

合から豊川市における観光売上高を試算推計。 

    試算結果① 約１６０億円 

  「平成 28年愛知県観光入込客統計」における県観光入込客、可能消費額単価等及ぶ「平

成 28 年愛知県観光レクリエーション利用者統計」のデータから豊川市における観光消

費額を試算推計。 

    試算結果② 観光消費額 約２６０億円 

 

  豊川市における観光売上高（観光消費額）推計値  

    平成２３年 約１６０億円  平成２８年 約２１０億円 
   
    豊川市の平成３２年の観光売上高見込み 約２８０億円 
 
    ※なお、この実現には、国内観光客数の誘客と滞在時間の増加、特に訪日外国人の

誘客の大幅な拡大が重要になると考えられる。 
 
  （調査の概要）観光協会会員の内、観光事業関係者２１７件、回収１０２件のご協力を

頂きました。 
  別紙：豊川市観光産業の可能性調査研究参考資料 

豊川市観光産業の可能性調査研究報告書   

 1５ 愛知県大型観光プレキャンペーン（ディスティネーションプレキャンペーン 通称：あいちＤＣ） 

  ＪＲ６社と全国の旅行会社が集中して平成３０年１０月～１２月まで愛知県へ販売促

進を行うことをあいちＤＣといいます。愛知県、ＪＲ東海が中心となって、全国の旅行

会社が参加する商談会、全国から旅行会社が豊川へコース企画を提案したエクスカーシ

ョンへ参加いただき受け入れ実施しました。 



また、豊川市をＰＲする６分の動画を企画し、バス車内で上映、旅行会社へ配布しました。

いなりんが紹介する動画で、ドローン撮影も致しました。とよかわ観光ＰＲ動画「いなり

んの休日」ナレーションは、とよかわ観光大使小林拓一郎氏に協力いただきました。エク

スカーション時に作成した、歓迎横断幕は、使用後、ＪＲ豊川駅自由通路に設置しました。 

 

（１）会議・商談会・説明会 

 ・4月 24日 名古屋ウィンク愛知 「エクスカーションコースについて説明会」 

 ・4月 28日 名古屋ウィンク愛知 「担当課長・地域観光協会専務理事あいちＤＣ会議」 

 ・7月 21日 名古屋ウィンク愛知 「全国宣伝販売促進会議及びレセプションに係る説明会」 

 ・10月 31日 名古屋マリオットアソシアホテル「愛知ＤＣキャンペーン全国宣伝販売会議＆レセプション」 

 ・11月 1日 観光案内所～豊川稲荷～門前エクスカーション案内 

 ・11月 1日 湯谷温泉観光ホテル 「エクスカーション参加旅行会社向け商談会」 

 ・12月 19日 名古屋ウィンク愛知 「愛知ＤＣ今後の展開に関する説明会」 

     
＜門前でのご接待の様子＞ ＜販売会議狐お面絵付体験の様子＞＜エクスカーション参加旅行会社の皆様＞ 

 

（２）いなりんの休日「６分間の豊川市観光動画」 ＨＰ、ＹｏｕＴｕｂｅに紹介 

（撮影場所） 

 ・豊川稲荷、豊川稲荷門前町、砥鹿神社、本宮山、本宮の湯、御油松並木、 

大和の大いちょう、赤塚山公園、豊川グリーンセンター等 

     
 ＜豊川グリーンセンター＞ ＜豊川稲荷＞    ＜砥鹿神社＞    ＜御油松並木公園＞ 
（３）歓迎横断幕（ＪＲ豊川駅改札前自由通路に設置） 

              
 ＜11 月 1 日エクスカーション歓迎準備の様子＞ ＜12 月 26 日ＪＲ豊川駅自由通路設置の様子＞  


