
第１号議案 平成３０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(金)から 4月 6日（金）まで   

① とよかわの桜 開花に合わせて、LEDライトアップの実施  18時～21時 

・桜トンネル ・佐奈川堤開運橋～金屋橋 ・御津山園地   

    

②「とよかわ桜物産展」の実施 

 ＜佐奈川桜と菜の花物産展：佐奈川堤 中央通り公園＞ 

 開催日 平成 30年 4月 1日（日）9時～15時 

 開催日 平成 31年 3月 31日（日）10時～15時 

   ※写真は、平成 30 年度実施時 

 ＜御津山園地（頂上）「御津山園地桜物産展」＞ 

 開催日 平成 30年 3月 25日（土）9時～15時 

 開催日 平成 31年 3月 30日（土）9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）市民まつりおいでん祭 

   開催日 5月 26日（土）～27日（日）10時～16時 

   場 所 豊川市総合体育館前広場 

   ・とよかわブランドの販売ＰＲ、いなりん・いなりコ・イナリソおもてなしふれあい 

      

 （３）市民まつり豊川手筒まつり 

   開催日 8月 25日（土）16時～20時 

   場 所  豊川市野球場出入り口 ケヤキ並木 

   ・観光ＰＲで、とよかわブランド「赤塚山公園」と「とよかわ新幹線車両」ＰＲうち

わ配布ととよかわブランド「豊川いなり寿司」の販売ＰＲ 

 

 （４）第１回いなりんお誕生日会～みんなありがとうだリン☆～ 

   開催日 12月 8日（土）10時～16時 

   場 所 豊川稲荷境内 

   ・第 10回豊川いなり寿司フェスタ、ＪＲさわやかウォーキング同時開催 

   豊川市観光物産展、いなりんから 2000個紅白お餅を来場者へプレゼント 

   豊川市、豊川商工会議所、ＮＰＯ法人みんなで豊川市をもりあげ隊共催、 

豊川信用金庫、ＪＡひまわり、豊川稲荷後援 

   

  

   来場者数 約 8千人 

 

 （５）まちおこし事業「とよかわまちおこしフェスタ 2019  第 5回いなりんピック」 

開催日 3月 16日（土）10時～16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、第 2回ミニ音楽祭を開催。観光物産展では、33

会員出店がありました。豊川市、豊川商工会議所共催、ＮＰＯ法人みんなで豊川市を

もりあげ隊、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、ト

ヨタカローラ愛豊㈱、豊川市開発ビル、オートバックス㈱クライム、ヒカリレンタル

㈱、フィリップモリスジャパン等、また、陸上自衛隊豊川駐屯地、日本車輌製造㈱、

新東工業㈱より協力もいただきました。 

                            

   
＜観光物産展参加店記者発表の様子＞ ＜体育館前広場会場の様子＞  ＜閉会式表彰式の様子＞ 

 

来場者数 約 3万人 

    

 （６）「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 

  ①開催日 4月 7日(土) けんぽれんあいち健康ウォーク 

  ②開催日 4月 28日（土）、29日（日）、30日（月・祝）、5月 3日（木・祝）、 

4日（金・祝）、5日（土・祝）、6日（日） 

東三河ふるさと公園（ふるさと春まつり） 

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

  ④開催日 6月 15日（金）、16日（土）、東三河いいものうまいものフェア 

  ⑤開催日 5月 26日（土）、27（日）、6月 2日（土）、3日（日）、9日（土）、10日（日） 

16日（土）、17日（日）赤塚山公園★（花しょうぶまつり） 

  ⑥開催日 6月 3日(日) 豊川リレーマラソン 2018 

  ⑦開催日  7 月 12 日（木）～16 日（月・祝）第 1 回アジアマスターズ水泳選手権大会

兼第 35回日本マスターズ水泳選手権大会 

 ⑧開催日 7月 30日（月）、8月 1日（水）、2日（木）、3日（金）、6日（月）、8日（水） 

  8月 9日（木）、10日（金）、20日（月）、22日（水）、23日（木）、24日（金） 

  27日（月）、29日（水）、30日（木）、31日（金） 

  夏休み赤塚山公園観光物産展★ 

  ⑨開催日 9月 15日（土）天平ロマンの夕べ観光物産展 

 ⑩開催日 10月 6日（土）～8日（月・祝）東三河の物産と観光フェア 

  ⑪開催日 10月 12日（金）、13日（土）第 14回かわしんビジネス交流会 



 ⑫開催日 10月 14日（日）愛知県民茶会 観光物産展★ 

 ⑬開催日 10月 14日（日）こざかい葵まつり 

  ⑭開催日 10月 26日（金）、27日（土） 

東海七福神奉祀 60周年記念出開帳 観光物産展★ 

 ⑮開催日 10月 28日（日）赤坂の舞台 観光物産展 

 ⑯開催日 10月 28日（日）ふるさと満喫まつり 

 ⑰開催日 11月 3日（土）～4日（日）イオン豊川店「開店 20周年記念祭」 

  ⑱開催日 11月 10日（土）豊川駐屯地 68周年記念行事 観光物産展 

  ⑲開催日 11月 18日（日）2018トヨカワシティマラソン大会 

 ⑳開催日 12月 1日（土）大和の大いちょう 観光物産展 

 ㉑開催日 12月 8日（土） 

   第 10回豊川いなり寿司フェスタ＆いなりんおたんじょうび会★ 

  ㉒開催日 1月 1日（火・祝）、2日（水）、3日（木）、4日（金）、5日（土）、6日（日） 

ＪＲ改札前 新春観光物産展★ 

  ㉓開催日 1月 19日（土）、2月 16日（日）ＪＲさわやかウォーキング★ 

  ㉔開催日  2月 9日（土）、2月 10日（日）、11日（月・祝）、16日（土）、17日（日）、 

23日（土）、24日（日）、3月 2日（土）、3日（日）、9日（土）、10日（日） 

赤塚山公園梅まつり 観光物産展★ 

㉕開催日 3月 16日（土）豊川市総合体育館前広場（第 5回いなりんピック）★ 

㉖開催日 3月 24日（土）ブラアイチ in 豊川（豊川海軍工廠平和公園） 

  ㉗開催日 3月 30日（土）豊川桜物産展 御津山園地★ 

 ㉘開催日 3月 31日（日）豊川桜物産展 佐奈川中央通公園★ 

観光物産展出展回数 ８４回  

 

（７）「セミナーもっと知りたい！三河國一之宮 砥鹿神社 

特別参拝と砥鹿神社の昔話」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 8 月 23 日（木）  10 時～16 時 30 分 
場 所 砥鹿神社境内 
内 容 神楽付の特別団体ご祈祷や普段は見れない神庫の見学、砥鹿神社の昔話を紙芝

居でお届けする内容盛りだくさんのセミナー 
  講 師 砥鹿神社権禰宜 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  53人  

 

 

 

 
 
 
 



（８）「セミナーもっと知りたい！大地の恵み千両さつま芋掘りと本宮の湯」 
（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 22日（月）  13時 30分～17時    

  場 所 千両町、大和の大いちょう、本宮の湯      

  内 容 市のバスを利用してゆったりと市内の大地の恵みを体験するセミナー 

  講 師 千両会 藤田 慎 氏（千両さつま芋掘り） 

 市川 洋至 氏（大和の大いちょう） 

  有 料 お一人様 1，000円（芋ほり体験・入浴代として）参加者数  ２２人  

 

 

 

 

 

 
 
（９）「セミナーもっと知りたい！松並木公園でピクニックのんびり松並木散策」 

（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 22日（木）  12時～14時    

  場 所 御油松並木公園      

内 容 御油松並木公園でのんびりお弁当食べながら御油松並木の歴史を学び散策す

るセミナー 

  講 師 とよかわ東海道観光ボランティアガイド 片岡 孝雄 氏 

  有 料 お一人様 500円（お弁当代）   参加者数  ５人  

 

 

 

 

 

  

 
（１０）「セミナーもっと知りたい！第３回牛久保ゆかりの武将たち」 

   （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 28日（木）  1時 45分～15時 45分    

  場 所 牛久保駅周辺      

内 容 牛久保ゆかりの武将にスポットを当て、牛久保の歴史を学ぶセミナー 

  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（お菓子、飲み物代）   参加者数  １６人  

 

 

 



（１１）第４回とよかわおもてなし講習会 

「喜んでもらイズム」～ＣＭ監督が考える地域活性化のヒント～     

（とよかわ OMOTENASHIプロジェクト） 

   開催日 8月 7日（火）14時～15時 30分 

場 所 豊川市民プラザ 穂の国 

   講 師 株式会社東北新社 取締役 中島 信也 氏 
   内 容 「すべては人を喜ばせるためにある」をテーマに魅力ある地域づくりのヒン

トを伝えます。 
※受講者全員へ認定書を発行しました。  参加者数 ８９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 3資源です。 

 ＜文化＞ 

  ・童謡作曲家 山口保治（やすはる）氏 

 

 ＜製造物＞ 

  ・とよかわハーブ ・とよかわスイーツ缶 

             

 ＜記者発表会の様子＞                 ＜とよかわブランドエンブレム＞ 
 
（１３）第１回とよかわまつりサミット調査研究事業 （とよかわ MATSURI プロジェクト） 
 とよかわＭＡＴＳＵＲＩプロジェクトメンバー、観光協会理事監事、観光ボランティアガ

イドの皆様と平和公園、祭礼を視察 
開催日 8 月 5 日（日）11 時～17 時 
場 所 平和公園、御津「七福人踊り・笹踊り」、御油「御油夏まつり」    
費 用 無料   



    
＜御油夏まつり視察様子＞  ＜平和公園視察様子＞    参加者数 １５ 人 

 

２ 宣伝事業（シティーセールス） 

 
（１）都市圏プロモーション 

①「家康楽市ｉｎ浜松城」 

 開催日 6月 2日（土）～3日（日）10時～16時 

 場 所 静岡県浜松市浜松城 

 ・豊川市観光ＰＲととよかわブランド販売ＰＲ いなりんおもてなしふれあい 

   
 

②「愛知・名古屋の観光物産展」 

 開催日 6月 16日（土）～17日（日）11時～18時 

 場 所 東京都二子玉川イベント広場 

 ・豊川市観光ＰＲととよかわブランド販売ＰＲ、豊川市ＰＲステージ、 

いなりんおもてなしふれあい等初出展 

 愛知県、名古屋市、愛知県観光協会共催企画で事前告知として、車内吊り、 

 ＰＲチラシがあったこともあり、大盛況でした！ 

   
 

 ③「ディスカバー愛知フェア」 

 開催日 7月 7日（土）～8日（日）11時～18時 

 場 所 横浜みなとみらい  

 ・豊川市観光ＰＲととよかわブランド販売ＰＲ いなりんおもてなしふれあい 

 愛知県、愛知県観光協会共催企画で事前告知として、愛知県広報大使「ＳＫＥ４８」 



よりとよかわブランド商品をＳＮＳでＰＲいただいたこともあり、大盛 

況でした！ 

           
④「都市対抗野球物産展」 

 開催日 7月 14日（土）～16日（月・祝）10時～17時 

 場 所 東京ドームイベント広場（２２番ゲート前） 

 ・豊川市観光ＰＲととよかわブランド販売ＰＲ 

      
   

⑤「豊川稲荷東京別院大岡祭秋季大祭」 

開催日 9月 22日（日）９時～16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。 
  とよかわブランドの販売ＰＲ、いなりんおもてなしふれあい 
 

⑥「愛知・名古屋の観光物産展」 

 開催日 10月 13日（日）10時～18時 

 場 所 神戸ハーバーランド 

 ・豊川市観光ＰＲととよかわブランド販売ＰＲ、豊川市ＰＲステージ、 

いなりんおもてなしふれあい等初出展 

  愛知県、名古屋市、愛知県観光協会共催企画で事前告知として、車内吊り、ＰＲチラシ 

配布等支援もありました。 

        
 
⑦「愛知の観光ＰＲ あいちデスティネーションキャンペーン」 

 開催日 10月 20日（土）～21日（日）10時～18時 

 場 所 東京駅八重洲口中央広場 

 ・愛知県主催、県内自治体の皆さんと観光ＰＲ、いなりんおもてなしふれあい 



        

⑧「愛知・岐阜の観光物産展」 

 開催日 11月 10日（土）～11日（日）10時～17時 

 場 所 大阪府豊中市せんちゅうパル 

 ・豊川市観光ＰＲととよかわブランド販売ＰＲ、豊川市ＰＲステージ、 

いなりんおもてなしふれあい等初出展 

  愛知県、岐阜県、愛知県観光協会共催企画で事前告知として、車内吊り、ＰＲチラシ 

配布があったこともあり、大盛況でした 
   

⑨「豊川用水通水５０周年記念謝水祭・エロティック東三河」 

 開催日 11月 24日（土）10時～20時 

 場 所 六本木ヒルズイベント広場 

 ・豊川市観光ＰＲととよかわブランド販売ＰＲ 

         

 

⑩「豊川市観光物産展」 

 開催日 11月 27日（火）～28日（水）10時～16時 

 場 所 東京日本橋プラザビル１階南広場 

 ・豊川市観光ＰＲととよかわブランド販売ＰＲ、いなりんおもてなしふれあい等 

 豊川市秘書課、企画政策課、農務課、ＪＡひまわり、東三温室組合の皆さんと一緒に 

ＰＲ出展しました。 

       

⑪「ディスカバー愛知フェア」 

 開催日 12月 1日（土）～2日（日）10時～17時 

 場 所 東京有楽町駅前広場 

 ・豊川市観光ＰＲととよかわブランド販売ＰＲ、豊川市ＰＲステージ、 

いなりんおもてなしふれあい等初出展でしたが大盛況でした！ 



     ※大村知事 Tｗｉｔｔｅｒでも紹介 

  ⑫「豊川稲荷東京別院節分祭」 

開催日 2月 3日（日）10時～16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 

今年で 7回目となり、役員、豊川市宣伝部長「いなりん」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。 

     
               

⑬「豊川稲荷東京別院初午祭」 

開催日 2月 14日（木）10時～16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。 

 

⑭「豊川市観光物産展」10時～14時 

 開催日 3月 1日（金） 

 場 所 愛知県庁地下１Ｆ 

 ・愛知県より事前に館内放送、ＰＲ告知展示、「いなりんピック」ＰＲで県庁地下通路 

にポスター連張り協力もいただきました。 

豊川市観光ＰＲととよかわブランド販売ＰＲ、いなりんおもてなしふれあい 

              



⑮「東京シティーセールス バスラッピング事業の継続」 

・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） 

 とよかわブランド「とよかわ手筒花火」とアクセスを紹介したシートをバスに展示 

      
 
（２）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） 
 とよかわ手筒花火 PR 事業「備後国府まつりにて放揚」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 22 日(日) 19 時～21 時 
場 所 広島県府中市 
内 容 とよかわ手筒花火の放揚 
 

 

 

 
 
 
（３）地域芸能全国大会支援事業「若葉祭と豊川市をＰＲ」名古屋市 
   （とよかわ BRAND・とよかわ MATSURI プロジェクト） 
開催日 11 月 3 日（土） 
場 所 愛知県名古屋市愛知県体育館前広場 
内 容 若葉祭の笹踊りによる演武と豊川市観光ＰＲととよかわブランド販売ＰＲ 

   
（４）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。 



  ・4月 16日 あいちの観光商談会（東京交通会館） 

  ・7月 5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） 

・11月 21日  第 25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） 

     ・11月 22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） 

  ・3月 7日  東海北陸ブロック物産観光情報会・都内マスメディア対象（東京港区南青山） 

        

（５）プリオ壁面 PR 事業「きてみて感じていいね！とよかわ」 
 （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。 

  
    （16 資源）  
 
（６）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（豊川市宣伝部長）のお友達のイナリソ（豊川市宣伝部特命係長）とガー

ルフレンドのいなりコ（豊川市宣伝部特命課長）も、いなりんをサポートしました。 

・いなりんＰＲ活動実績  111 回 （※もりあげ隊活動除く） 

 

     
  

  

  

    

＜岡崎市出展の様子＞       ＜東京・有楽町出展の様子＞     ＜静岡県磐田市出展の様子＞ 

 

（７）一宮地区強化対策事業 
   ・本宮まつりにて本部エリアにて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。 
 

 
 
 



（８）宣伝部長「いなりん」激励訪問（マスコミリリース） 

 ・会員の東海理化㈱野球部日本選手権大会出場（全国大会）豊川市ＰＲいただきました。 

            
 ・桜ヶ丘ミュージアム「蜷川実花展」 

       
  

（９）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。 

  ・商店街創生セミナー（講師派遣） ・食と農のフォーラム in西尾（講師派遣）  

              

（１０）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.いなりん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 13.いなりんお誕生日会ポスター 

14.いなりんお誕生日会チラシ 

            
＜いなりんお誕生日会ポスター＞ ＜いなりんピックプログラム＞  ＜とよかわ桜物産展チラシ＞ 



  
＜とよかわブランドクリアファイル＞ ＜豊川稲荷秋季大祭ポスター＞ 

    

＜とよかわまつりＰＲポスター＞ 

 

（１１）首都圏ＰＲ看板設置と宣伝部長いなりんモニュメント出張事業 

場 所  看板：豊川稲荷東京別院壁面 モニュメント：境内霊狐塚 

内 容  看板：「愛知県とよかわしへきてねだリン☆」ＨＰへ誘導ＱＲコード掲載 

     モニュメント：いなりん絵馬の横に設置し、豊川市ＰＲ 

  

  ・看板サイズ 高さ 1,390cm 長さ 5,160cm 

  ・モニュメントサイズ 高さ 145cm 幅 100cm 奥行 100cm 

 

開催日 6月 29日（金） 

・お披露目には、豊川稲荷東京別院阪野院代様、豊川市竹本副市長様、衆議院議員今枝

様、愛知県東京事務所長様、観光協会平松副会長出席しマスコミ発表 

   



  ３ 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 22件、新聞 50件、雑誌 137件、インター ネット 76件、 

旅行会社  10件、団体 16件 その他 2件 合計 313件 

② パンフレット等紙媒体資料提供件数 

 企業 36件、団体 67件、個人 84件、 合計 187 件 

 

③ テレビ・ラジオ出演及び取材の協力  

 テレビ 33回・ラジオ 26回   
 

④ 新聞掲載実績     231回    

 

⑤ 雑誌 web掲載実績   125回  

 

 （２）ロケ応援  

取材協力 テレビ 33件（店舗紹介、許可申請協力、場所の紹介、現場立ち会い） 

      

＜SKE特典撮影の様子 ロケ＞     ＜メーテレ デルサタ収録の様子＞ ＜ﾃﾚﾋ愛知 三遠南信紀行撮影の様子＞ 

 

 （３）芸能人インスタグラムで豊川市ＰＲ（愛知県東三河県庁支援事業） 
  ・タレントの「ＩＭＡＲＵ」さん豊川市へ 「かわいい」をテーマに巡る 

     



（４）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 1,091名 /  HP  アクセス数 603,459 

     ※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 6,486人  豊川市観光協会 twitter  2,023人 

・いなりんフェイスブック 1,094人  /  イナリソフェイスブック 338人 

・豊川市観光協会フェイスブック  139人 

・いなりんインスタグラム  813人   

・とよかわ観光アプリ iOS  3,797 件 /   android  889 件 

                  

 ４ 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 326 日、ガイド利用者数 6,008 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 18 日、 ガイド利用者数 515 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 9 日、 ガイド利用者数 221 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 86 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。 

  ＜仕事はじめ式の様子＞ 

 

 



５ 豊川市観光案内所の運営 

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）認可

を受けた案内所として運営（※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。）夏休み期間中は、とよかわブランドＰＲうちわを 1,000 本配布し来訪者増を目指

しました。 

年間の案内所来所者数は、19,019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。） 

       

 ・スタッフが接客した外国人実績※立ち寄りのみの方は、含まれておりません。 

 （国別） （人数） 

韓国  3名 

中国  13名 

台湾  7名 

香港  2名 

シンガポール 1名 

フィリピン 4名 

英国  2名 

フランス  7名 

ドイツ  7名 

ロシア  1名 

スウェーデン 1名 

スロバキア  1名 

米国  21名 

カナダ  1名 

メキシコ  2名 

ブラジル  2名 

ペルー  8名 

豪州  6名 

年間の外国人接客対応数 ８９名 

 



６ 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(金)～4月 6日(金) 

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 5日(木)～22日(日) 冨士神社・善住禅寺周辺 

花の撓大祭        4月 7日(土)・8日(日) 為当稲荷神社 

若葉祭（うなごうじ祭）    4月 7日(土)・8日(日) 牛久保八幡社 

若葉祭写真コンテスト     4月 7日(土)・8日(日) 牛久保八幡社 

風まつり           4月 7日(土)・8日(日) 菟足神社  

八幡宮例大祭         4月 7日(土)・8日(日) 八幡八幡宮 

御津神社例大祭        4月 14日(土)・15日(日) 御津神社 

とが楽市           4月 18日(水) 砥鹿神社 

獅子舞神楽        4月 21日(土)・22日(日) 萩原神社 

とよかわサン・ジョルディイベント 4月 22日(日) 豊川中日ハウジングセンター 

東三河ふるさと公園春まつり   4月 28日(土)～5月 6日(日) 東三河ふるさと公園  

第 6回「縁～en encounter at toyokawainari」 4月 29日(祝・日) 豊川稲荷境内 

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

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

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

とが楽市           5月 16日(水) 砥鹿神社 

豊川手しごと市        5月 20日(日) 豊川稲荷境内 

いなり楽市          5月 20日(日) 豊川稲荷表参道 

花しょうぶまつり       5月 25日(金)～6月 17日(日)  赤塚山公園 

豊川市民まつり「おいでん祭」 5月 26日(土)・27日(日)  豊川市運動公園 

豊川リレーマラソン      6月 3日(日)  豊川市運動公園 

大人たちのミニチュアカー展  6月 9日(土)・10日(日) ミニチュアワールドカフェ 

いなり楽市        6月 17日(日) 豊川稲荷表参道 

豊川手しごと市        6月 17日(日) 豊川稲荷境内 

とが楽市           6月 20日(水) 砥鹿神社 

いなり楽市        7月 15日(日) 豊川稲荷表参道 

豊川手しごと市        7月 15日(日) 豊川稲荷境内 

とが楽市           7月 18日(水) 砥鹿神社 

豊川夏まつり         7月 20日(金)～22日(日) 豊川進雄神社 

国府夏まつり         7月 27日(金)～29日(日) 大社神社 

第 4回とよかわ観光ものしり検定 8月 1日(水)～2018年 1月 31日(木) 市内各エリア 

第 8回おいでん横丁～納涼まつり～ 8月 3日(金）～8月 5日(日) 諏訪公園 

笹踊り・七福神踊り      8月 4日(土)・5日(日)  引馬神社・八幡社 

御油夏まつり         8月 4日(土)・5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 15日(水) 砥鹿神社 

雨乞いまつり         8月 18日(土)・19日(日) 宮道天神社 

いなり楽市        8月 19日(日) 豊川稲荷表参道 

豊川手しごと市        8月 19日(日) 豊川稲荷境内 

豊川市民まつり「豊川手筒まつり」 8月 25日(土)  豊川市野球場 

伊知多神社秋葉火祭り   9月 8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 15日(土) 三河国分尼寺跡史跡公園 

いなり楽市          9月 16日(日) 豊川稲荷表参道 

豊川手しごと市        9月 16日(日) 豊川稲荷境内 

とが楽市           9月 19日(水) 砥鹿神社 

もしも豊川にこんな道の駅があったなら 9月 24日(祝・月) 赤塚山公園 

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

緑あふれる鎮守の杜コンサート 10月 8日（祝・月）豊川稲荷境内 

第 13回かわしんビジネス交流会 10月 12日(金)・13日(土) 豊川市総合体育館 

大名行列           10月 14日(日) 杉森八幡社・赤坂宿一帯 

葵まつり           10月 14日(日) 小坂井支所周辺 

とが楽市           10月 17日(水) 砥鹿神社 

ほいとも祭                    10月 21日(日) 豊川稲荷周辺各エリア 

豊川手しごと市        10月 21日(日) 豊川稲荷境内 

いなり楽市         10月 21日(日) 豊川稲荷表参道 

赤坂の舞台（歌舞伎公演）  10月 28日(日) 杉森八幡社 

みと「ふれあい」まつり    10月 28日(日) 御津文化会館周辺 

ふるさと満喫まつり 2017  10月 28日(日)  東三河ふるさと公園  

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

本宮まつり         11月 4日(日)  本宮の湯周辺 

宮路山もみじまつり      11月 4日(日)  宮路山第 1駐車場 

豊川駐屯地          11月 10日(土) 陸上自衛隊豊川駐屯地 

豊川稲荷秋季大祭（鎮座祭     11月 17日(土)・18日(日) 豊川稲荷 

いなり楽市        11月 17日(土)・18日(日) 豊川稲荷表参道 

2018トヨカワシティマラソン大会 11月 18日(日) 豊川市陸上競技場 

とが楽市           11月 21日(水) 砥鹿神社 

大和の大いちょう観光物産展    12月 8日(土)  大和ちびっこ広場 

第 10回豊川いなり寿司フェスタ 12月 8日(土) 豊川稲荷 

どんき          12月 16日(日) 長松寺 

とが楽市           12月 19日(水) 砥鹿神社 

田遊祭            1月 3日(木)  砥鹿神社里宮 

お田植祭            1月 3日(木)   財賀寺 

粥占祭            1月 15日(火) 砥鹿神社奥宮(本宮山) 

とが楽市            1月 16日(水) 砥鹿神社 



第 2回豊川・すわまちマーケット １月 19日(土)・20日(土)やねのにっぽうホール豊川 

砥鹿神社節分祭                 2月 3日(日) 砥鹿神社里宮境内 

まめまるしぇ          2月 3日(日) 砥鹿神社西参道 

五社稲荷社節分祭        2月 3日(日) 五社稲荷社 

節分祭             2月 3日(日) 豊川稲荷 東京別院 

初午祭             2月 7日(木) 豊川稲荷 東京別院 

赤塚山公園梅まつり       2月 9日(土)～3月 13日(月)  赤塚山公園  

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

菟足神社田祭り         2月 11日(月) 菟足神社 

とが楽市            2月 20日(水) 砥鹿神社 

第 5回いなりんピック      3月 16日(土)  豊川市体育館 

いなり楽市            3月 17日(日) 豊川稲荷表参道 

豊川手しごと市         3月 17日(日) 豊川稲荷境内 

とが楽市            3月 20日(水) 砥鹿神社 

ブラアイチ in豊川       3月 23日(土) 諏訪公園から門前薬師堂 

智恵文殊まつり                 3月 31日(日) 財賀寺 

 

７ 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 5回    ・理事監事会  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 (まつり視察含む)  

    とよかわ BRANDプロジェクト    2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） 

    ※市内宿泊施設意見交換会 2回 

  ・豊川市意見交換会 1回 

 

      
＜正副会長会議の様子＞        ＜理事監事会の様子＞      <市内宿泊施設意見交換会＞ 

 



8 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 

  

  7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。 

     
             

9  インバウンド対策事業 

 （１）商談会にてセールス 

  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 

  
＜三遠南信伊勢志摩インバウンド商談会＞  
 



 （２）インバウンド受け入れ事業 
   ベトナム留学生が名鉄電車とのタイアップ企画豊川参歩キャンペーンを利用し、 

豊川稲荷ご祈祷精進料理体験いただきました。 

  
 
 （３）観光案内所への誘導看板の設置 

設置場所  ＪＲ豊川駅改札前自由広場・名鉄豊川稲荷駅構内 

    
 
（４）市内観光看板用ＱＲコード製作とホームページ改修 
 ・市内１９ヶ所（駅、駅東駐車場、豊川稲荷大駐車場、赤塚山公園駐車場等） 
  
（５）とよかわまつり動画の制作（日本語案内：英語表記） 
春・夏・秋・新春まつりの様子をハイビジョンで一部ドローン撮影も入れて企画しまし

た。 
 ・DVD  1,000 枚制作（市内祭り関係者・市内小中学校・高校・会員・図書館へ寄贈） 
 ・ナレーション とよかわ観光大使 小林拓一郎氏 
・ 協賛 税理士法人タックスワン中部、豊川閣妙厳寺、砥鹿神社、ＪＡひまわり、 

豊川商工会議所、音羽商工会、一宮商工会、小坂井商工会、東海旅客鉄道株式会社豊川駅、 

 公益財団法人豊川市国際交流協会、豊川ビジョンリサーチ、為当稲荷神社、伊藤税務会計

事務所、（株）ハクヨコーポレーション、（株）平松食品、（有）さんぽ道、 

ヤマサちくわ（株）、（有）門前そば山彦、国府三河屋製菓、おしゃれチェーンマルヤマ、

橋本米穀店、料理旅館呑龍、日比嘉男、鈴木 栄二、平賀菜由美等 

 

   



とよかわＭＡＴＳＵＲＩプロジェクト 撮影祭一覧 

  名称 場所 

春 

とよかわ 

桜まつり 

佐奈川堤 

桜トンネル 

御津山園地 

若葉祭 牛久保八幡社 

風まつり 菟足神社 

花の撓大祭 為当稲荷神社 

いか祭り 御津神社 

獅子舞神楽 萩原神社 

コバノミツバツツジまつり 善住禅寺 

砥鹿神社例大祭 砥鹿神社（里宮） 

豊川稲荷春季大祭 豊川稲荷 

花しょうぶまつり 赤塚山公園 

おいでん祭 市野球場 

夏 

豊川夏まつり 進雄神社 

国府夏まつり 大社神社 

笹踊り・七福神踊り 引馬神社 

御油夏まつり 御油神社 

雨乞いまつり 宮道天神社 

豊川手筒まつり 市野球場 

秋 

天平ロマンの夕べ 三河国分尼寺跡史跡公園 

秋葉火祭り 伊知多神社 

赤坂の舞台 杉森八幡社 

大名行列 杉森八幡社 

豊川稲荷秋季大祭 豊川稲荷 

宮路山もみじまつり 宮路山 

新
春 

どんき 長松寺 

国府の市 旧東海道 

田祭り 菟足神社 

梅まつり 赤塚山公園 

いなりんピック 市総合体育館 

智恵文殊まつり 財賀寺 

 
  

 



10 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 9 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、協会主催イベントの同時開催をいたしました。

まちを周遊し、参加者の滞在時間を延ばす企画提案をいたしました。 

 

①4 月 7 日（日）名鉄ハイキング           豊川稲荷駅～国府駅 
「けんぽれんあいち健康ウォーク」           参加者：10,125 名 
 
②4 月 9 日（月）～4 月 13 日(金)名鉄ハイキング  名電赤坂駅～名電赤坂駅 
「数万本咲き誇る！豊川コバノミツバツツジまつり」    参加者：708 名 
 
③11 月 18 日（日）名鉄ハイキング          八幡駅～豊川稲荷駅 
「豊川海軍工廠の遺構、歴史の平和公園から祭りで賑わう豊川稲荷秋季大祭」 

 参加者：1,606 名 
 
④12 月 8 日(土)JR さわやかウォーキング       三河一宮駅～豊川駅 
「第 10 回豊川いなり寿司フェスタ！in 豊川稲荷同時開催 
～いなりんお誕生日会～」               参加者：1,215 名 
⑤12 月 16 日(日)JR さわやかウォーキング      西小坂井駅～愛知御津 
「日本列島公園とどんき祭りを訪ねて」         参加者：1,421 名 
 
⑥1 月 19 日(土)JR さわやかウォーキング        牛久保駅～豊川駅 
「平和を辿る 豊川歴史体感ウォーク」         参加者：2,283 名 
 
⑦2 月 16 日(土)JR さわやかウォーキング         小坂井駅～豊川駅 
「一級河川豊川改修 80 年の足跡めぐりウォーキング」   参加者：2,240 名 
 
⑧3 月１７日（日）名鉄ハイキング            国府駅～八幡駅 
「一足早い早咲き桜 西古瀬川の河津桜で花見」     参加者：2,404 名 
⑨3 月 30 日(土)JR さわやかウォーキング      愛知御津駅～愛知御津駅 
「桜のまちの「御津山園地」に癒されりん！！」      参加者：1,566 名 
 参加者総数：23,568 名 
 

（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 平成 31 年 1 月 1 日～平成 31 年 2 月 28 日 

会員 8 店舗のお店が協賛をいただきました。観光案内所では、クーポン引換券、抽選品の

提供協力を実施いたしました。 
・平成 30 年 12 月 21 日(金) JR 浜松駅にて観光キャラバン 



・平成 30 年 12 月 26 日(水) JR 名古屋駅にて観光キャラバン 
・平成 31 年 1 月 17 日(木) JR 金山駅にて観光キャラバン 
 
 
 
 
 
 
〈JR 名古屋駅での PR〉   〈JR 金山駅で PR〉    〈豊川稲荷での記者発表〉 
 

（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 7日 

  会員 16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（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＞ 

11 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 

・8月 7日・8日・9日 桜ヶ丘高等学校 英数科 ２年生 

・8月 7日・8日・9日 桜ヶ丘高等学校 英数科 ２年生 

・8月 7日・8日・9日 桜ヶ丘高等学校 英数科 ２年生 

・8月 7日・14日・15日・16日・17日  

愛知大学 短期大学 ライフデザイン総合学科 １年生 

 ・8月 20日・21日・23日・24日・25日 

  愛知大学 現代中国学部 現代中国学科 ３年生 

 ・8月 20日・21日・23日・24日・25日 

  愛知大学 文学部 人文社会学科 ３年生 

 ・8月 22日・23日・24日・25日・27日 

  愛知大学 地域政策学部 地域政策学科 ３年生 

・11月 7日 小坂井高等学校 普通科 ２年生 

・11月 7日 小坂井高等学校 普通科 ２年生 

・11月 13日・14日・15日 音羽中学校 ２年生 

・12月 11日・12日 豊川高等学校 総合進学コース ２年生 

・12月 11日・12日 豊川高等学校 総合進学コース ２年生 

合計 12名 



  
  
  

 

 

 

12 ＤＭＯ（観光地域づくり法人）の調査研究・人材育成・他市観光協会視察 

  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。また、ス

タッフの能力向上のため、各種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。また、他市の観光協会の取り組み、法人化などヒヤリング

訪問しました。 

（１）セミナー・研修 

 ・4月 3日～5日 豊川商工会議所ならびに豊川稲荷「豊川職業能力開発専門学院：即戦力となる新人社員講座」 

 ・4月 13日 豊川商工会議所「新入社員のための接遇事務」 

 ・5月 8日 豊川商工会議所「営業担当者のための話し方の基本と商談力の高め方講座」 

  ・5月 15日 豊川商工会議所「電話応対セミナー」 

 ・5月 30日 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱セミナールーム「観光まちづくり実践セミナー」 

 ・5月 31日 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱セミナールーム「インバウンド観光実践セミナー」 

 ・5月 31日 ウィンクあいち 「愛知観光まちづくりゼミ①」 

 ・9月 28日 ウィンクあいち 「愛知観光まちづくりゼミ②」 

 ・6月 22日 中部運輸局名古屋合同庁舎「ＪＮＴＯ認定外国人観光案内所ブロック研修会」 

 ・9月 27日 豊川商工会議所「豊川職業能力開発専門学院：入社半年フォローアップ研修」 

 ・10月 10日 名古屋東京海上ビル「ＪＮＴＯマーケティング研修会 インバウンド向けプロモーション手法」 

 ・10月 11日 豊橋商工会議所「豊橋商工会議所ビジネス文書レベルアップ研修」 

・10月 30日 ウィンクあいち 「産業観光でつながろう」 

 ・11月 9日 ウィンクあいち 「観光地経営①」 

 ・11月 16日 豊川商工会議所「豊川職業能力開発専門学院：SNS活用セミナー」 

 ・12月 18日 ウィンクあいち 「観光地経営②」 

 

（２）他市観光協会ヒヤリング訪問 

 ・10月 25日（一社）豊橋コンベンション協会 

・10月 29日（一社）西尾市観光協会 

・11月 1日（一社）小牧市観光協会 



   ※小牧市観光協会訪問の様子 

 1５ 愛知県大型観光キャンペーン（デ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 10月～12月まで愛知県へ販売促進を行いました。

（あいちＤＣ）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、

各旅行会社・バス会社へも積極的に営業訪問致しました。また、期間中豊川市内を周遊

いただくキャンペーンとして、「とよかわ周遊スタンプラリー！いなりん探検隊！」を企

画し観光資源、会員店舗を巡る企画を実施致しました。 

 

（１）あいちＤＣ企画（豊川市誘客企画） 

  10月・・・5,452名   11月・・・9,838名  12月・・・5,183 

延べ利用者数  合計 20,473名 

・願いが叶う豊川稲荷・奥の院までご案内と豊川いなり寿司と豊川銘菓食べ歩き（団体企画） 

・日本三大稲荷豊川稲荷で体験！ご祈祷と精進料理・座禅・写経体験（団体企画） 

・豊川稲荷秋季大祭といなり楽市を満喫！（団体企画） 

・伊勢神宮の一之宮 「三河國一之宮 砥鹿神社」正式参拝（団体企画） 

・天然温泉本宮の湯お得な情報（団体企画） 

・大和の大いちょう立ち寄り情報（団体企画） 

・赤塚山公園 ぎょぎょランドイベント情報（団体企画） 

・大地の恵みツアー （千両さつま芋掘り体験とみかん狩り）（団体企画） 

・観光協会スタッフがご案内 豊川満喫ツアー（団体企画） 

・ヤマサ ちくわの里お買いものと練り物つめ放題（団体企画） 

・豊川稲荷 竹の和 ちくわ作り体験と団体昼食プラン 

・えびせんべいとちくわの共和国お得なお買いもの立ち寄り情報（団体企画） 

・豊川稲荷観光ボランティアガイド情報 

・東海道御油・赤坂宿ボランティアガイド情報 

・豊川市牛久保/山本勘助の墓（長谷寺）ボランティアガイド情報 

・戦国武将「牧野一族」の軌跡 観光ボランティアガイド情報 

・三河國一宮 砥鹿神社（里宮）観光ボランティアガイド情報 

・大河ドラマの主人公山本勘助と牧野家の名勝をたどる観光ボランティアガイド情報 

 

（２）会議・商談会・旅行会社営業訪問 

 ・4月 16日 あいちの観光商談会（東京交通会館） 

 ・4月 18日 あいちの観光商談会(大阪阪急グランドビル) 

 ・4月 26日 あいちの観光商談会（福岡県福岡市） 



 ・5月 18日 愛知県主催旅行会社営業訪問（岐阜県岐阜市内） 

 ・5月 21日・22日 愛知県主催旅行会社営業訪問（石川県金沢市内） 

 ・5月 25日 愛知県主催旅行会社営業訪問（三重県内） 

 ・5月 28日 愛知県主催営業訪問（京都府内） 

 ・5月 29日 愛知県主催旅行会社営業訪問（長野県長野市内） 

 ・6月 29日 あいちＤＣへ向けたＰＲとプロモーション説明会（ウィンクあいち）  

 ・7月 4日  あいちＤＣ説明会 

 ・9月 14日 あいちＤＣ大商談会（大阪ディーズスクエア） 

 ・9月 22日 あいちＤＣ大商談会（東京ビックサイト） 

 

（３）ＪＲ飯田線特別観光列車協力 
運行日  11 月 23 日（金・祝）～24 日（土） 
列車名  おいでん奥三河  
内 容  豊橋駅から新城駅間の車内にて弥次さん＆喜多さん衣装で豊川市をＰＲ 
     とよかわブランド「とよかわバウムクーヘン」のお振舞いも好評でした。 

  ＜車両に、豊川稲荷霊狐塚写真が掲載＞ 
 
（４）「第１回とよかわ冒険スタンプラリー！集まれ！！いなりん探検隊」 
開催期間 10 月～12 月 
内  容 観光資源 24 施設と会員 37 店舗をそれぞれ周遊し、スタンプを集めて特典を観

光案内所で引き換える仕組み。オリジナルカンバッチ、メモ帳、いなりんシール、

ゴールの方には、いなりん探検隊隊員書、抽選会の景品は、会員協賛品をプレゼ

ントしました。 
・参加者総数 4,000 名  ・観光資源制覇 404 名  ・店舗周遊制覇 20 名 

    
＜記者発表の様子＞ ＜観光資源制覇でお渡したカンバッチ＞  ＜ポスター・パンフレット＞       


