
平成３０年度

事 業 報 告 書



平成３０年度 事業報告 

Ⅰ 総 括 
 平成３０年度は、短期経営計画で定めた「観光客のニーズに応じた観光資源の磨き上
げ」、「誘客に向けた戦略的なプロモーションの展開」、「観光振興を加速化するための組織
⼒強化」の３つの事業戦略を柱に各種事業を展開しました。特に、秋に本番を迎えた「愛
知デスティネーションキャンペーン」への取組、増加する外国⼈観光客の誘客に向けた取
組等を重点的に⾏いました。 

Ⅱ 事業報告（付属明細書） 
ものづくり産業や自然環境等、豊田市の持つ多様な資源を生かしながら、地域の観光産

業の発展と振興を図ることで、将来にわたり選ばれる都市として、豊田市の持続的な発展
を遂げることに貢献することを目的に、次の事業を実施しました。 

【公益事業】 
１ 地域団体等連携事業 

 地区観光協会、観光関連事業者等と共に、観光誘客や受入体制強化のための協議、検討
等を⾏いました。また、市内イベントの魅⼒向上に向けた協賛、後援等の支援を⾏いまし
た。 

（１）観光協会会⻑会議及び事務局⻑会議への参加
市内８観光協会における情報共有、観光施策の検討等を目的とした「観光協会会⻑会

議」等に参加しました。 
【実施内容】 

開催日 会議名 開催地区 

平成３０年 ４月１７日 第１回観光協会事務局⻑会議 豊田地区 

平成３０年 ６月１９日 第２回観光協会事務局⻑会議 旭地区 

平成３０年 ８月２４日 第１回観光協会会⻑及び第３回観光協会事務局⻑会議 豊田地区 

平成３０年１０月 ９日 第４回観光協会事務局⻑会議 小原地区 

平成３０年１２月１８日 第５回観光協会事務局⻑会議 稲武地区 

平成３１年 ２月１９日 第６回観光協会事務局⻑会議 下山地区 

（２）地域・広域観光の推進
地域又は広域での観光振興に向け、市内８観光協会の合同事業に係る負担⾦、愛知県

観光協会への会費等の支出を⾏いました。また、近隣自治体等と観光誘客施策等に関す
る検討を⾏いました。 
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【実施内容】 
ア 負担⾦及び会費

№ 種 類 内 容 

１ 負担⾦ 
・市内８観光協会合同キャンペーン負担⾦
・中日写真協会写真コンテスト負担⾦
・広域連携プロジェクト負担⾦

２ 会 費 ・愛知県観光協会会費

イ 地域・広域連携の取組
№ 連携団体 連携内容 

１ 市内観光協会 
・市内８観光協会による「とよたび観光∞合同キャンペ

ーン」の実施
・市内８観光協会による先進地（⻄尾市）視察

２ ⾦沢市 ・観光交流都市としての連携（相互のイベント出展）

３ 
広域連携プロジェクト 
（愛知県、岐阜県、三重県、 
名古屋市、中部経済連合会等） 

・インバウンド推進に向けたプロジェクトへの参加

４ 
東濃東部リニア停⾞駅誘致期
成同盟会 

・講演会「観光の広域連携の必要性」へ講師として参加

（３）協賛及び後援等
市内の伝統⾏事、イベント等の更なる魅⼒の向上を図り、観光振興の⼀助とするた

め、協賛、後援等を⾏いました。 
【実施内容】 

共催 １件、協賛 ４件、物品協賛 ２件、名義後援 ２１件、賞交付 ３件 
＜内 訳＞ 

№ 事業名 開催日 主催者 内 容 

１ 松平郷春まつり奉納手筒花火 
４月１４日から
４月１５日まで 

松平手筒保存会及び 
松平自治区 

協賛⾦ 
名義後援 

２ 
⻄三河フォークジャンボリー
２０１８ 

４月２２日 
⻄三河フォークジャンボリ
ー実⾏委員会 

名義後援 

３ 
中京テレビ・ブリヂストン 
レディスオープン

５月１８日から
５月２０日まで 

中京テレビ放送（株）及び 
ブリヂストンスポーツ（株） 

名義後援 

４ 
第 6 回豊田スカイ全国オープ
ンラージボール卓球大会

５月２６日から
５月２７日まで 

豊田市卓球協会及び東海 
L フレンド実⾏委員会 

名義後援 

５ ふれ愛フェスタ２０１８ ５月２７日 ふれ愛フェスタ実⾏委員会 名義後援 

６ 
豊田水源ＳＵＰマラソン 
２０１８ 

６月 ３日 
三河スタンドアップパドル
ボート協会 

共催 

７ 
第５０回 
豊田おいでんまつり 

６月１７日から
７月２９日まで 

豊田市、中日新聞社及び 
東海テレビ放送（株） 

賞交付 
名義後援 

８ 
第２４回ジュニアふれあい 
ハートフェスタ

８月１２日 
NPO 法⼈矢作川と三河武
士フォーラム 

名義後援 
賞交付 
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№ 事業名 開催日 主催者 内 容 

９ 
奥矢作温泉郷花火大会 in 
あさひ 

８月１５日 
奥矢作温泉郷花火大会実⾏
委員会 

名義後援 

１０ 
２０１８年 加納町共催 

猿投温泉夏まつり 
８月１８日 

豊田温泉開発（株）、 

加納町自治区 
名義後援 

１１ 
ハッピーサマーフェスタ
２０１８

９月１５日から 

９月１７日まで 

ハッピーサマーフェスタ実

⾏委員会
名義後援 

１２ 
とよた産業フェスタ 
２０１８ 

９月２２日から 

９月２３日まで 

とよた産業フェスタ実⾏委

員会 
名義後援 

１３ 第８回おいでんグランプリ 
９月２２日から 

９月２３日まで 

おいでんブランプリ実⾏委

員会 
名義後援 

１４ 猿投町芸能大会 
１０月１３日から 

１０月１４日まで 
猿投自治区 

協賛⾦ 

名義後援 

１５ 挙⺟祭り 
１０月２０日から 

１０月２１日まで 
挙⺟祭り保存会 

協賛⾦ 

名義後援 

１６ 
２０１８年秋 
名鉄のハイキング 
電⾞沿線コース 

１０月２１日 名古屋鉄道（株） 物品協賛 

１７ 
よってらっ彩みてらっ祭 
２０１８ 

１０月２７日から 

１０月２８日まで 
⾹恋の⾥しもやま観光協会 名義後援 

１８ 小原四季桜まつり 
１１月１１日から 

１１月３０日まで 

小原四季桜まつり実⾏委員

会 
名義後援 

１９ 
笹⼾温泉 じねんじょ・もみじ
まつり 

１１月１７日から 

１１月１８日まで 

じねんじょ・もみじまつり

実⾏委員会 
名義後援 

２０ 第３９回豊田マラソン大会 １１月１８日 

豊田市、豊田市教育委員会、

（公財）豊田市体育協会、

（株）豊田スタジアム及び

中日新聞社 

名義後援 

２１ 
第１８回 
ふれあい凧揚げ大会 

１月１３日から 

１月１４日まで 

NPO 法⼈矢作川と三河武

士フォーラム 

賞交付 

名義後援 

２２ 
２０１９年ウィンター 
名鉄のハイキング 
電⾞沿線コース 

１月２０日 名古屋鉄道（株） 物品協賛 

２３ 第３２回裸まつり 天下祭 
２月 ９日から 

２月１１日まで 
天下祭実⾏委員会 

協賛⾦ 

名義後援 

２４ 第２７回水源桜まつり 
３月２８日から 

４月 ９日まで 

NPO 法⼈矢作川と三河武

士フォーラム 
名義後援 
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２ 調査・戦略策定事業 
  観光動向に合わせた施策⽴案や各事業の効果を測定するため、各種調査を⾏いました。 
 
（１）観光マーケティング調査              

主に短期経営計画で掲げた目標指標値を把握するため、インターネット、対面及び郵
送によるアンケート調査等を実施しました。また、調査先の関係団体（とよた山⾥ホー
ルディングス、豊田市美術館等）に対し、調査結果の報告会を開催しました。 
【実施内容】 

№ 調査方法 調査時期 内容等 

１ インターネット調査 
１月３１日から 
２月 ４日まで 

回収数 ２，２４４件 
愛知県ほか８都府県在住者を対象 
認知度、関⼼度、接触メディア等を調査 

２ 
市内観光地来訪客調査
（対面アンケート調査） 

７月 １日から 
１１月２５日まで 

回収数 ２，０１１件 
市内１０観光スポット来訪者を対象 
満⾜度、観光消費等を調査 

３ 
宿泊動向調査 
（郵送アンケート調査） 

７月下旬から 
２月下旬まで 

対象宿泊施設 ３８施設 
市内宿泊施設を対象に宿泊者数、稼働率等を
調査 

 
（２）事業⽴案・検証調査           

当法⼈主催事業及び市内イベントの効果、問題点等を明らかにし、次期事業の⽴案に
生かしていくため、来訪者及び関係者に対しアンケート調査を実施しました。 
【実施内容】 

№ 調査対象事業 調査時期 内容等 

１ 
豊田ラグビーファンゾーン 
日本 ＶＳ ジョージア 
（来訪者調査） 

６月２３日 

回収数 １２９件 
観戦頻度、利⽤交通手段、接触メデ
ィア、市内平均支出額、観光ニーズ
等を調査 

２-１ 
小渡夢かけ風鈴まつり 
（来訪者調査） 

７月１５日 

＜来訪者アンケート＞ 
回収数 ９０件 
訪問頻度、利⽤交通手段、接触メデ
ィア、⽴ち寄り先、観光消費、満⾜
度等を調査 

２-２ 
小渡夢かけ風鈴まつり 
（関係者調査） 

７月１５日 
＜関係者アンケート＞ 
回収数 １１件 
各種評価、今後の展望等を調査 

３ 
第５０回豊田おいでんまつり 
花火大会 
（来訪者調査） 

７月２９日 

回収数 １９１件 
来訪回数、利⽤交通手段、接触メデ
ィア、⽴ち寄り先、観光消費、満⾜
度等を調査 

４ 
たんころりんの夕涼み 
（来訪者調査） 

８月 ４日から 
８月１１日まで 

回収数 １２２件 
来訪回数、利⽤交通手段、接触メデ
ィア、⽴ち寄り先、観光消費、満⾜
度等を調査 
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№ 調査対象事業 調査時期 内容等 

５ 
ラグビートップリーグ開幕戦
愛知・豊田ラグビーファンフェスタ
（来訪者調査）

９月 １日 

回収数 ２３０件 
観戦頻度、利⽤交通手段、接触メデ
ィア、市内平均支出額、観光ニーズ
等を調査 

６ 

Ｊ１リーグ  
名古屋グランパス VS ヴィッセル
神⼾戦 
（来訪者調査） 

１１月 ３日 

回収数 ４７８件 
観戦頻度、利⽤交通手段、接触メデ
ィア、市内平均支出額、観光ニーズ
等を調査 

７ 

アクティビティ体験商品『とよた三
河湖アドベンチャー』提供事業者ヒ
アリング
（関係者調査）

１１月２８日 

回収数 １０件 
事業の感想、収益効果、今後の展望
等についてヒアリング調査 

８ 
体験・交流商品提供事業者 
ヒアリング
（関係者調査）

２月１８日から 
３月１９日まで 

回収数 ３０件 
観光集客の状況、観光面での戦略と
課題等についてヒアリング調査 

９ 
愛知ＤＣ期間中特別企画商品 
トヨタ自動⾞・新明⼯業⼯場⾒学
（来訪者調査）

１０月 ９日から 
１２月 ４日まで 

回収数 ６３件 
参加動機、参加状況、ツアー評価、
豊田市の観光イメージ、バスツアー
利⽤状況等を調査 

１０ 
愛知ＤＣ期間中特別企画商品 
松平郷（松平東照宮・高月院） 
（来訪者調査） 

１１月１８日から 
１２月 ５日まで 

回収数 １８３件 
ツアー参加理由、満⾜度、観光消
費、推奨度、来訪頻度等を調査

３ 観光資源開発事業 
 本市の強みとなる個々の地域資源を磨き上げるとともに、テーマやストーリーを持って
組み合わせることで、魅⼒ある観光商品にするための取組及び支援を⾏いました。 

（１）新たなニーズに対応する観光商品開発
愛知デスティネーションキャンペーンやラグビーワールドカップ２０１９™等に向

け、豊田市の強みとなる観光資源を磨き上げ、多様なニーズに応えられる観光商品を造
成するため、次の取組を⾏いました。 

ア アクティビティ体験資源開発事業
豊田市の地の利を活かしたアクティビティ体験資源を発掘及び整理するとともに、

観光商品化するための取組を⾏いました。 

（ア）ダウンヒルサイクリングのＰＲとコース拡充
ａ 当法⼈ホームページ等を活⽤した稲武・旭コースのＰＲ

稲武・旭コース利⽤者 ２９⼈（３月３１日現在） 
ｂ 下山・松平コースの開発とマップ制作 

（イ）夏休み及び秋季のアクティビティ体験商品の造成とＰＲ
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ａ 「とよた三河湖アドベンチャー」の企画及び実施 
５種類（熱気球、団体ボート、カヌー、ＭＴＢ、ＳＵＰ）のアクティビティ体

験商品を新たに造成し、５１９⼈が参加しました。 
また、令和元年５月及び１０月に「とよた三河高原アドベンチャー」として、

地元主催で継続実施できるよう調整及び支援を⾏いました。 

ｂ 「ＡＣＴＩＶＩＴＹ ＴＯＹＯＴＡ アウトドア体験ページ」等の新設 
当法⼈ホームページ内に「ＡＣＴＩＶＩＴＹ ＴＯＹＯＴＡ アウトドア体験ペ

ージ」を新たに作成し、９件のアクティビティ体験商品等を紹介しました。 
ｃ ⺠間の体験商品紹介サイトを活⽤したＰＲと販売促進 

 じゃらんｎｅｔ「旅トピ」内に豊田市特集ページを作成し、アクティビティ体
験商品等を周辺の飲食、温泉等と組み合わせて紹介しました。（１３事業者を紹
介） 

また、メールマガジン（３０万件配信）を活⽤し、「旅トピ」豊田市特集ペー
ジを幅広く周知するとともに、クーポン割引等のサービスを展開し、誘客と販売
促進につなげました。（クーポン利⽤ ２３件） 

ｄ 雑誌掲載によるアクティビティ体験商品のＰＲ 
２誌（Ｃｈｅｅｋ７月号、夏休みファミリーレジャーガイド２０１８）に７件の
アクティビティ体験商品と周辺の飲食、観光スポット等を掲載し、ＰＲを⾏いま
した。

ｅ 市内イベントにおけるアクティビティ体験商品の紹介 
 以下イベントで、アクティビティ体験商品等を紹介するチラシを配布しまし
た。 
【実施内容】 

№ イベント名（会場） 実施日 

１ 
豊田ラグビーファンゾーン 
日本 ＶＳ ジョージア（スカイホール豊田） 

６月２３日 

２ 夏山フェア（松坂屋豊田店） 
８月１０日から 
８月１２日まで 

３ 
ラグビートップリーグ開幕戦
愛知・豊田ラグビーファンフェスタ（豊田スタジアム）

９月 １日 

４ 
とよたび観光∞合同キャンペーン 
（上郷サービスエリア） 

９月 ８日から 
９月 ９日まで 

５ とよた産業フェスタ２０１８（豊田スタジアム） 
９月２２日から 
９月２３日まで 

６ まるごととよたフェア（松坂屋豊田店） 
１０月１０日から 
１０月１４日まで 
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    ｆ 市内事業者が⾏うアウトドア事業の支援 
      アウトドア事業（グランピング等）を検討する４事業者に対し、専門事業者の

紹介等の支援を⾏いました。 
   

イ 産業観光資源開発事業 
    既存の産業観光資源を整理するとともに、新たな産業観光資源を発掘し、磨き上げ

る等、観光商品化に向けた取組を⾏いました。 

  （ア）新たな⼯場⾒学プログラムの発掘と商品化（３商品） 
    ａ トヨタ自動⾞株式会社 

トヨタ自動⾞「レクサスＬＣ500」「ＭＩＲＡＩ」⼯場特別公開 
ｂ 新明⼯業株式会社 

新明⼯業「レストア⼯場⾒学」 
ｃ トヨタケ⼯業株式会社 

自動⾞内装シートの端材で作る「ミニ雛作り体験」 

  （イ）「とよたの産業観光サイト」ページの新設 
     当法⼈ホームページ内に「とよたの産業観光サイト」ページを新たに作成し、 

１５件の産業観光商品等を紹介しました。 

  （ウ）愛知デスティネーションキャンペーン注目企画・限定商品の造成とＰＲ 
     愛知デスティネーションキャンペーン注目企画・限定商品として、以下３種類の

産業観光商品をクラブツーリズム株式会社と連携してプロモーションし、販売しま
した。 
【実施内容】 

№ 商品名 
催⾏数 

（造成数） 
料⾦ 参加者 

１ 
トヨタ自動⾞「レクサスＬＣ５００」「ＭＩ
ＲＡＩ」⼯場特別⾒学（関東発／宿泊） 

３件 
（５件） 

５５，０００円 ４３⼈ 

２ 
トヨタ自動⾞「レクサスＬＣ５００」「ＭＩ
ＲＡＩ」⼯場特別⾒学（関東発／日帰り） 

０件 
（５件） 

２５，０００円 ０⼈ 

３ 
通常非公開︕トヨタ自動⾞「レクサスＬＣ 
５００」「ＭＩＲＡＩ」元町⼯場特別確認会 
（名古屋発／日帰り） 

１件 
（３件） 

１４，８００円 ２０⼈ 

   
ウ 大規模集客イベント等活用事業 

    Ｊ１リーグ等の大規模集客イベントの機会を生かし、本市の観光イメージを向上さ
せるとともに、市内滞在及び消費を促すための取組を⾏いました。 

  （ア）大規模集客イベント参加者に向けた観光商品の整理と磨き上げ 
    Ｊ１リーグアウェイツアー造成の提案及び支援 
     「名古屋グランパス ＶＳ 浦和レッズ」（８月２６日）のアウェイツアー造成に

向けた提案営業を⾏うとともに、現地ランドオペレーターとして商品造成の支援を
⾏いました。（ビッグホリデー株式会社が浦和レッズサポーター向けのアウェイツ
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アーを１件造成）

（イ）「Ｔｏｕｒｉｓｍ ＴＯＹＯＴＡ × Ｆａｃｉｌｉｔⅰｅｓ」ページの新設 
 当法⼈ホームページ内に「Ｔｏｕｒｉｓｍ ＴＯＹＯＴＡ × Ｆａｃｉｌｉｔⅰｅ
ｓ」ページを新たに作成し、大規模集客イベントとイベント会場周辺の飲食店、宿
泊施設等を紹介しました。 

また、大規模集客イベントのターゲットに向け、ＷＥＢ広告を投稿し、「Ｔｏｕｒ
ｉｓｍ ＴＯＹＯＴＡ × Ｆａｃｉｌｉｔⅰｅｓ」ページの閲覧を促しました。 

（ウ）グルメ案内等による「まちなか」への誘導
トヨタ自動⾞ヴェルブリッツ及び名古屋グランパスと連携し、まちなかの飲食店

を紹介する雑誌記事を作成しました。 
 また、「名古屋グランパス ＶＳ ヴィッセル神⼾」（１０月２８日）の試合会場
で、まちなかの飲食店を紹介する「東海ウォーカー１１月・１２月号」の抜き刷り
冊子を配布する等、まちなか飲食店への誘導を⾏いました。（１，０００部配布） 
【実施内容】 

№ 媒体名 発⾏日 内容 

１ 秋ぴあ 東海版２０１８ ９月２０日 
トヨタ自動⾞ヴェルブリッツ選手によ

る飲食店紹介（３事業者掲載）

２ 
東海ウォーカー 

１１月・１２月号 
１０月２０日 

名古屋グランパス選手による飲食店紹

介（４事業者掲載） 

（エ）全国勤労者福祉サービスセンター⻄ブロック会議関連事業の開催支援
「全国勤労者福祉サービスセンター⻄ブロック会議」（１１月８日から１１月９

日）における交流会及び開催地視察の企画と運営支援を⾏いました。 
【実施内容】 

交流会︓司会、アトラクション等の手配及び調整 
視 察︓トヨタ自動⾞⼯場⾒学の企画及び調整、催⾏ 

エ 体験・交流資源開発事業
市内にある体験・交流商品を更に磨き上げ、魅⼒ある商品として提供できる仕組み

作りやプロモーションを⾏いました。 

（ア）体験・交流資源の商品化に向けた支援
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ａ とよたまちさとミライ塾協⼒団体会議等への参加 
パートナー説明会（１回）、協⼒団体会議（６回）及び成果報告会（１回）に

参加しました。 
ｂ 体験・交流商品造成支援に向けた合同説明会開催と個別支援の実施 

体験・交流商品の造成やＷＥＢ販売を促すため、１０月１２日に株式会社リ
クルートライフスタイルと合同説明会を開催し、１５事業者が参加しました。

また、ＷＥＢ販売を⾏う１４事業者に対し、体験・交流商品の造成やＷＥＢ
販売に関する助⾔や支援を⾏いました。 

（イ）⺠間の体験商品販売サイトを活⽤したＰＲ及び販売
ａ ⺠間ＷＥＢサイトを活⽤したＰＲ

じゃらんｎｅｔ「遊び体験」内に豊田市特集ページを制作し、１１事業者の体
験・交流商品等を紹介しました。また、９８．２万通のメールマガジンを配信
し、「遊び体験」豊田市特集ページを幅広くＰＲしました。 

ｂ ⺠間ＷＥＢサイトを活⽤した商品販売及び販売促進 
じゃらんｎｅｔ「遊び体験」を活⽤した体験・交流商品の販売支援を⾏い、 

１４事業者が販売を開始しました。 
また、各体験・交流商品の販売促進を図り、割引クーポン（１０万円分）を発

⾏しました。（販売実績 １５１件、クーポン利⽤実績 ６７件） 

（ウ）雑誌掲載による体験・交流商品のＰＲ
ａ 東海ウォーカー（９月２０日発売）へ「とよたまちさとミラ

イ塾」の広告及びＰＲ記事を掲載しました。
ｂ 東海じゃらん１１月号（１０月１日発売）及び２月号（１２ 

月２９日発売）へ体験・交流商品等のＰＲ記事を掲載しました。 
（１１月号７事業者、２月号１２事業者を紹介） 

（エ）体験・交流商品のカタログ作成とＰＲ
体験・交流商品等を紹介するカタログとして、３０事業者を掲

載した「豊田じゃらん」を作成し、幅広く配布しました。 
（１万部作成） 

（オ）「ＡＣＴＩＶＩＴＹ ＴＯＹＯＴＡ 文化・ものづくり体験」ページの新設 
 当法⼈ホームページ内に「ＡＣＴＩＶＩＴＹ ＴＯＹＯＴＡ 文化・ものづくり体
験」ページを新たに作成し、１４件の文化・ものづくり体験商品等を紹介しまし
た。 

（２）地域等と連携した観光商品開発
観光客のニーズに合わせ、市内及び市外の観光資源を組み合わせることで、魅⼒の高

い観光商品作りを⾏いました。 

ア 市域内周遊観光商品開発事業
市内に点在する観光資源をつなぎ合わせ、新たな観光ルートを開発する等、魅⼒あ

- 9 -



る観光商品作りを⾏いました。 

（ア）モニターツアーの実施
クラブツーリズム株式会社と連携し、ロケ地巡りツアー（１件）及び４つのテー

マの観光商品を造成、販売しました。（５０件造成、３５件催⾏、１，３２７⼈参
加）
【実施内容】

№ テーマ 商品名 
催⾏数 

（造成数） 
参加者数 

１ ロケ地巡り
約３０００本のしだれ桃・成合の⼀本桜・ユキ
ヤナギ 映画「星めぐりの町」ロケ地めぐり

2 件 
（2 件） 

４７⼈ 

２ 秋季資源 

船から・列⾞から眺める秘境紅葉~錦に染まる
「⾹嵐渓」たっぷり約３時間滞在とＪＲ飯田線
秘境駅号クラブツーリズム貸切特別運⾏ ２
日間 

３件 
（３件） 

６４⼈ 

３ 秋季資源 

新幹線往復グリーン⾞利⽤、弊社 S ランクの５
つ星の宿に宿泊 混雑を避けて朝⼀番に⾏く
⾹嵐渓 大井川 SL と東海紅葉めぐり ３日間
＜ゆったり旅 70＞ 

１件 
（１件） 

２５⼈ 

４ 秋季資源 
１名１室同旅⾏代⾦〜東海随⼀の紅葉の名所・
⾹嵐渓ライトアップと徳川家ゆかりの紅葉名
所・鳳来寺山特別拝観・松平郷・岡崎城 ２日間 

２件 
（６件） 

４７⼈ 

５ 
秋季資源 

温泉 

⽐較的混雑の少ない朝⼀番に⾏く︕⾹嵐渓と
奥三河の名湯｢笹⼾温泉｣ ２日間【天王寺・な
んばパークス・梅田・新大阪 出発】＜プレミ
アムステージ＞

０件 
（３件） 

０⼈ 

６ 秋季資源 
⾹嵐渓約１２０分滞在︕小原の四季桜と大井
平公園 特産品・豊田のお米「ミネアサヒ」や
⾥いも・うどんなど約１kg お持ち帰り 

９件 
（１０件） 

４２８⼈ 

７ 秋季資源 
＜テーマのある旅＞幻想的な⾹嵐渓ライトア
ップと気球から楽しむ︕紅葉絶景・三河湖 日
帰り【名古屋駅出発】 

０件 
（３件） 

０⼈ 

８ 産業観光 
＜テーマのある旅＞今話題のダムカードを集
めよう︕三河湖・⽻布ダムと堤体内部の⾒学
「矢作ダム｣日帰り【名古屋駅出発】 

１件 
（１件） 

１３⼈ 

９ 
秋季資源 
グルメ 

＜美食探訪＞豊田市内⼀早く紅葉を楽しめる
といわれる大井平公園 中型バスしか⾏けな
い秘境古⺠家レストラン「⻲甲苑｣ 日帰り【名
古屋駅発】 

０件 
（１件） 

０⼈ 

１０ 
冬季資源 
産業観光 

ガイディングレシーバー付き︕日本城郭協会
理事・加藤理文講師同⾏︕個⼈では⾏きづら
い︕講師同⾏で山城の魅⼒に触れる︕水ノ手
曲輪が圧巻「大給城跡」・戦国時代の山城「⾜助
城」 

２件 

（３件） 
４６⼈ 
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№ テーマ 商品名 
催⾏数 

（造成数） 
参加者数 

１１ 秋季資源 
⼀⾒の価値ある旅 フグ・三河牛・蓬莱軒 徳
川家ゆかりの知られざる紅葉名所と⾹嵐渓へ 
愛知県の国宝・歴史・美食探訪 ３日間 

３件 

（３件） 
９９名 

１２ 
温泉 
体験 

（⼥性限定）小原和紙美肌パック作り体験付き
温泉ソムリエと⾏く︕とよた美肌旅 日帰り 

０件 

（１件） 
0 ⼈ 

１３ 
冬季資源 

体験 

⾜助“中馬のおひなさん”と松平東照宮・花の天
井画 イチゴ狩り食べ放題︕ホテルランチバイ
キング♪ 

１２件 

（１２件） 
５５８⼈ 

１４ 
産業観光 
冬季資源 

自動⾞内装シートの端材でつくる「ミニ雛作り
体験」と稲武・⾜助 かわいいお雛様巡り 

０件 

（１件） 
０⼈ 

（イ）ダウンヒルサイクリングの拡充【※再掲】 
     下山及び松平地区の観光及びグルメスポットを結びつけるダウンヒルサイクリン

グコースの開発を⾏い、コースマップの制作及び当法⼈ホームページでのＰＲを⾏
いました。 

  （ウ）小原和紙と市内温泉を結ぶ商品開発 
     小原和紙を使った美肌パック作りと市内温泉を組み合わせた商品を造成し、温泉

ソムリエをモニターとしたツアーを催⾏しました。あわせて、温泉ソムリエをイン
フルエンサーとして活⽤し、ＳＮＳ等で商品のプロモーションを展開しました。
（豊田市和紙のふるさと、小原庵、平畑温泉、猿投温泉） 

  
イ 広域周遊観光商品開発事業 
  インバウンドを推進するため、中部エリアの自治体等と連携し、観光プロモーショ

ンを展開しました。 

   広域連携プロジェクトへの参加 
    愛知県、⻑野県、静岡県、名古屋市、中部経済連合会等と連携し、外国⼈観光客等

をターゲットにしたプロモーション等を⾏いました。 
【実施内容】 

   ・愛知県⽴大学留学生による観光資源整理（１２月１日観光地案内） 
   ・在住外国⼈への訴求を目的とした招聘旅⾏（クリス・グレン氏） 
   ・ＷＥＢサイト「Ｊａｐａｎ－ｇｕｉｄｅ」への掲載 
 
 
４ プロモーション事業 
  マーケティング調査の結果に基づき、適切なターゲッティングやツール選定を⾏う等、

効果的なプロモーションを展開しました。 
 
（１）観光ブランドの確⽴                         

豊田市の観光イメージや認知を高めるとともに、それを推進する当法⼈の認知を高め
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ることで、豊田市の観光ブランドの確⽴に向けた取組を⾏いました。 

ア アイコン・コピーの作成
本市観光及び当法⼈のブランディングに必要なロゴ、

スローガン等の作成を⾏いました。

（ア）当法⼈のロゴ、スローガン、ステートメントの作成

（イ）ブランドブックの作成

（ウ）キャンペーンスローガン及びメインビジュアルの作成

（エ）ロゴ、スローガン等お披露目会の開催
平成３１年３月２２日にＫｉＴＡＲＡで「ツーリズム

とよた２０１９キックオフフミーティング」を開催し、 
新たなロゴ、キャンペーンスローガン等を発表しました。 

（２）国内誘客プロモーション
新規開発した観光商品やニーズの高い観光資源を中⼼に、ターゲットを絞り込み効果

的なプロモーションを展開しました。特に本年度においては、愛知デスティネーション
キャンペーンを生かしたプロモーションを重点的に⾏いました。

ア 愛知デスティネーションキャンペーンの推進
愛知デスティネーションキャンペーンの各種ＰＲ事業へ積極的に参加し、日本全国

に向け本市観光プロモーションを⾏いました。 

（ア）愛知デスティネーションキャンペーンのプロモーション活動への参加
ａ 商談会、観光展等への参加

 ７件の商談会、観光展等へ参加し、愛知県デスティネーションキャンペーンと
本市観光のＰＲを⾏いました。 
【実施内容】 

№ 事業名（会場） 日付 内容 

１ 
あいちの観光商談会 
（東京都千代田区） 

４月１６日 旅⾏会社８社と商談 

２ 
あいちの観光商談会 
（大阪市北区） 

４月１８日 旅⾏会社１１社と商談 

３ 
あいちの観光商談会 
（福岡市博多区） 

４月２６日 旅⾏会社８社と商談 

４ 
愛知ＤＣ観光展 
（大阪市淀川区） 

９月１４日から９
月１６日まで 

観光パンフレット配布 

５ 
ツーリズムＥＸＰＯ
（東京都江東区）

９月２１日から９
月２３日まで 

観光パンフレット配布 
旅⾏会社等１１社と商談 

６ 
愛知ＤＣ観光展 
（東京都千代田区） 

１０月１３日から 
１０月１４日まで 

観光パンフレット配布 
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№ 事業名（会場） 日付 内容 

７ 
愛知ＤＣ観光展 
（東京都千代田区） 

１０月２０日から 
１０月２１日まで 

観光パンフレット配布 

 ｂ 愛知デスティネーションキャンペーン公式ガイドブックへの掲載 
   ⾹嵐渓、小原四季桜を始めとする本市観光スポットを公式ガイドブックに掲載

するよう調整しました。（全国のＪＲ駅及び旅⾏会社等へ約５５万部配架） 
 ｃ 愛知デスティネーションキャンペーン公式ＷＥＢサイトへの掲載 

本市観光スポット（５４スポット）を公式ＷＥＢサイトに掲載するよう調整し
ました。 

 ｄ 未来クリエーターパスポートへの参加 
   愛知デスティネーションキャンペーン期間中の割引サービス「未来クリエータ

ーパスポート」に参加しました。（１０事業者が参加し、１４件の利⽤） 
 ｅ ＯＴＡのＷＥＢサイトへの掲載 

⾹嵐渓、小原四季桜の情報を「じゃらんｎｅｔ」及び「楽天トラベル」のＷＥ
Ｂサイト（愛知デスティネーションキャンペーンページ）に掲載するよう調整し
ました。 

 ｆ 愛知ＤＣ周遊バス事業への参加 
   愛知ＤＣ周遊バスの運⾏コースに本市観光スポットが選定されるよう調整しま

した。結果、全１９コースの内、２コースに本市観光スポットが選定され、周遊
バスが運⾏されました。 

  【実施内容】 
№ コース名 観光スポット 催⾏日 参加者 

１ 
小説やテレビで有名な徳川家康公
生誕ゆかりの地を巡るツアー 

松平郷 
１０月 ６日 １⼈ 

１０月１４日 ５⼈ 

２ 
カメラ必携︕天空の山城と紅葉・
四季桜を巡る、絶景の三河路 

ほうらいせん吟醸⼯房、
⾹嵐渓・⾜助の古い町並
み及び小原四季桜 

１１月１８日 １２⼈ 

１１月２５日 ９⼈ 

 ｇ ジャパンハイライツトラベルクーポンの実施 
   ＪＲが⾏うジャパンハイライツトラベル事業に参加し、⾜助地区を紹介すると

ともに、同地区の土産店等で使⽤できるクーポンを発⾏しました。（⾜助地区８
事業者が参加し、４２件のクーポン利⽤） 

 ｈ 「愛知デスティネーションキャンペーン ｉｎ ＴＯＹＯＴＡ」ページの新設 
当法⼈ホームページ内に「愛知デスティネーションキャンペーン ｉｎ ＴＯＹ

ＯＴＡ」ページを新設し、旅⾏会社及び個⼈向けの商品の紹介をしました。ま
た、同ページ内で、市内２９事業者が参加する割引クーポンを発⾏し、１００件
以上の利⽤がありました。 

（イ）愛知デスティネーションキャンペーン注目企画・限定商品の造成と旅⾏会社及び
メディアへの提案営業 

 ａ 注目企画・限定商品の造成 
   愛知デスティネーションキャンペーン注目企画・限定商品 
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の企画及び造成を⾏い、旅⾏会社や個⼈に向けてプロモーシ 
ョンを⾏いました。 
【実施内容】 

№ 商品名 参加者数 

１ 
徳川家のルーツを祀る松平東照宮御祈祷と特別拝観＆「花月⼀窓」特別公開
（松平郷／団体向け商品） 

２３１⼈ 

2 
プレミアム限定企画★トヨタ自動⾞「レクサスＬＣ５００」「ＭＩＲＡＩ」
⼯場ＤＣ特別公開（トヨタ自動⾞／団体向け） 

６３⼈ 

３ 新明⼯業レストア⼯場⾒学（新明⼯業／団体向け） ６３⼈ 
４ ⺠芸、猿投窯の歴史に触れる鑑賞ウォーキング（豊田市⺠芸館／団体向け） ０⼈ 
５ 綿から紡ぐ手紡ぎ体験（豊田市⺠芸館／団体向け） ０⼈ 
６ ⺠芸館特別展「棟方志向と柳宗悦」展⽰解説（豊田市⺠芸館／団体向け） ０⼈ 
７ ブルーベリーのこみち「⽴ち寄りプレゼント」 ０⼈ 
８ 稲武の竹でヒンメリ制作体験（どんぐり⼯房／団体・個⼈向け） ０⼈ 
９ 稲武地区周遊 お茶とお酒のバスツアー（どんぐり⼯房／個⼈向け） １６⼈ 

１０ 
超小型電気自動⾞で稲武の自然と歴史を満喫しよう︕（稲武観光協会／個⼈
向け） 

１３⼈ 

１１ 超小型電気自動⾞で奇跡の桜「四季桜」を⾒よう︕（小原支所／個⼈向け） ８９⼈ 

ｂ 旅⾏会社等への提案営業 
 愛知県、愛知県観光協会等と旅⾏会社４３社に対し、本市観光商品のセールスを
⾏い、本市への旅⾏商品（約１９０種）の企画・造成につなげました。 

【実施内容】 
№ 事業名 実施日 内容 

１ 愛知ＤＣ首都圏（東京都）キャラバン 
５月１４日から 
５月１６日まで 

旅⾏会社１７社訪問 

２ 愛知ＤＣ石川県キャラバン ５月２２日 旅⾏会社７社訪問 
３ 愛知ＤＣ三重県キャラバン ５月２５日 旅⾏会社４社訪問 

４ 愛知ＤＣ静岡県キャラバン 
５月３０日から 
５月３１日まで 

旅⾏会社９社訪問 

５ 愛知ＤＣ奈良・大阪キャランバン 
６月 ５日から 
６月 ６日まで 

旅⾏会社６社訪問 

ｃ メディアの受入れ 
愛知県が実施した「愛知ＤＣプレスツアー」の招請受入れ（メディア１４社）を
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⾏い、⾹嵐渓２６件、小原四季桜２４件が、ＷＥＢニュース等で取り上げられまし
た。 

 
イ 観光商談会及び観光イベント等への参加 
  市内外で開催されるイベント等へ積極的に参加し、本市観光のＰＲを⾏いました。 

（ア）愛知県観光協会等が主催する観光展及び観光商談会等への参加 
   愛知デスティネーションキャンペーン関連事業のほか、以下の観光展へ出展し、

豊田市の観光ＰＲを⾏いました。 
【実施内容】 

№ 事業名（会場） 実施日 内容 

１ 
こってりだけじゃない。 
ディスカバー愛知フェア 
（東京都千代田区） 

９月 ８日から 
９月 ９日まで 

観光ＰＲブース出展 

２ 
愛知・名古屋の観光物産展 
（兵庫県神⼾市） 

１０月１３日 観光パンフレット配布 

（イ）市外観光商談会及びイベントへの参加 
   市外で開催された８件のイベントにおいて、本市の観光ＰＲ、当法⼈ＳＮＳの登

録勧誘等を⾏いました。 
【実施内容】 

№ 事業名（場所） 実施日 内容 

１ 
⻄三河フォークジャンボリー 
（刈谷市） 

４月２２日 観光ＰＲブース出展 

２ 
第６７回⾦沢百万石まつり 
（石川県⾦沢市） 

６月 ２日 観光ＰＲブース出展 

３ 
mozo jiimo 第 2 弾 
あいちのワンダーを再発⾒︕ 
ｍozo×豊田市「旭」 小渡夢かけイベント 

６月３０日から 
７月 １日まで 

観光ＰＲブース出展 
風鈴の絵付け体験 

４ 
国内大交流コンベンション 
（東京都江東区） 

７月１２日 商談会 

５ 
えびな市⺠まつり 
（神奈川県海⽼名市） 

７月２２日 
観光ＰＲブース出展 
ＳＮＳ登録勧誘 

６ 
高輪夏祭り２０１８ 
（東京都港区） 

８月１１日から 
８月１２日まで 

観光ＰＲブース出展 
ＳＮＳ勧誘 

７ 
東京オートサロン 
（千葉県千葉市） 

１月１２日から 
１月１３日まで 

観光ＰＲブース出展 
ＳＮＳ登録勧誘 

８ 

東京スカイツリー 
Ｉ ＬＯＶＥ ニッポンプロジェクト 
「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ ＮＩＰＰＯＮ」 
全国観光ＰＲコーナー（東京都墨田区） 

１月２６日から 
１月２７日まで 

観光ＰＲブース出展 
アンケート 

（ウ）市内イベント等への参加 
   市内で開催された１０件のイベントにおいて、本市観光ＰＲとＳＮＳの登録勧誘

等を⾏いました。 
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【実施内容】 
№ 事業名（会場） 実施日 内容 

１ 
豊田ラグビーファンゾーン 
日本ＶＳジョージア（スカイホール豊田） 
【※再掲】 

６月２３日 
観光ＰＲブース出展 
アンケート 

２ 
夏山フェア（松坂屋豊田店） 
【※再掲】 

８月１０日から 
８月１２日まで 

観光ＰＲブース出展 

３ 
ラグビートップリーグ開幕戦 
愛知・豊田ラグビーファンフェスタ 
（豊田スタジアム）【※再掲】 

９月 １日 
観光ＰＲブース出展 
アンケート 

４ 
とよたび観光∞合同キャンペーン 
（上郷サービスエリア）【※再掲】 

 ９月 ８日から 
９月 ９日まで 

観光ＰＲブース出展 

５ 
とよた産業フェスタ２０１８ 
（豊田スタジアム）【※再掲】 

 ９月２２日から 
９月２３日まで 

観光ＰＲブース出展 
ＳＮＳ登録勧誘 

６ 
まるごととよたフェア（松坂屋豊田店） 
【※再掲】 

１０月１０日から 
１０月１４日まで 

観光ＰＲブース出展 

７ 
第３９回豊田マラソン大会 
（豊田スタジアム）【※再掲】 

１１月１８日 観光ＰＲブース出展 
ＳＮＳ登録勧誘 

８ 天下祭  ２月１０日 観光ＰＲブース出展 

９ 
ＷＥ ＬＯＶＥ とよたフェスタ 
（スカイホール豊田） 

３月１７日 観光ＰＲブース出展 
ＳＮＳ登録勧誘 

 
ウ 旅⾏会社及びメディア等に対する営業活動 
  旅⾏会社に対し、本市へのツアー造成に向けた提案営業、市内観光地の案内等を⾏

いました。 
【実施内容】 

№ 企業名 日付 内容 

１ 
ビッグホリデー株式会社 
企画販売本部 

５月１４日 アウェイツアーの提案営業 
７月２７日 アウェイツアーの現地案内 

２ 
クラブツーリズム株式会社 
名古屋バス旅⾏センター 

７月 ４日 ⾹嵐渓ツアー本数増の提案等 

３ 
クラブツーリズム株式会社 
関⻄バス旅⾏センター 

７月２４日 本市ツアーの提案営業 

４ 
クラブツーリズム株式会社 
名古屋バス旅⾏センター 

７月２５日 本市ツアーの提案営業 

５ 
クラブツーリズム株式会社 
第⼆国内旅⾏センター 

７月２６日 本市ツアーの提案営業 

 
エ 各種媒体を活用した観光ＰＲの実施 
  ＷＥＢ、紙、メディア等、様々な媒体を組み合わせながら、効果的に本市観光のプ

ロモーションを展開しました。 

（ア）交通広告による観光ＰＲ 
   名古屋鉄道株式会社と連携し、「名鉄地域観光キャンペーン」事業を⾏い、本市
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へ誘客するための様々なサービス（とよたおいでんランチ切符等）の提供及び名古
屋鉄道の駅、電⾞等におけるプロモーションを展開しました。 

  【実施内容】 
  ＜名鉄地域観光キャンペーンサービス＞ 

№ 主な取組内容 結果 
１ 乗り放題とランチ切符（とよたおいでんランチきっぷ）の販売 １１９枚 
２ Ｈａ︓ｍｏ ＲＯＩＤＥ 観光利⽤無料サービス ８⼈ 
３ キユーピー挙⺟⼯場 ⼯場⾒学 ０⼈ 
４ とよたエコフルタウン ノベルティプゼント ２⼈ 
５ 豊田市⺠芸館 こま犬づくり体験 ０⼈ 
６ その他おいでんクーポン １５⼈ 
７ 市内周遊バスツアー（⾹嵐渓、松平郷） ３６⼈参加 
８ 豊田スタジアム ⾒学ツアー ４⼈参加 

＜名鉄地域観光キャンペーンプロモーション＞ 
№ 主な取組内容 結果 
１ 名鉄全駅におけるパンフレット設置 ６０，０００部 
２ 名鉄全駅におけるポスター設置 ４００部 
３ 名鉄全線における⾞内中吊り広告設置 ３，０００部 

（イ）デジタルメディアを活⽤した情報発信 
   当法⼈のホームページ及びＳＮＳの閲覧者増加、ファン獲得等を図り、以下の取

組を⾏いました。（日本語ホームページビュー数 約８４．６万ビュー／３月３１
日現在） 

  ａ 当法⼈ホームページの運営 
  （ａ）特集 ３９件、コラム １２件、グルメ ３４件、宿泊 １７件、土産  

２９件の情報を追加 
  （ｂ）旅⾏会社向けページ（愛知デスティネーションキャンペーンページ）の新設

【※再掲】 
（ｃ）当法⼈会員向けページの新設 

  （ｄ）特設ページの新設（５件） 
・豊田おいでんまつりページ 
・ＡＣＴＩＶＩＴＹ ＴＯＹＯＴＡページ【※再掲】 
・文化・ものづくり体験ページ【※再掲】 
・とよたの産業観光サイトページ【※再掲】 
・Ｔｏｕｒｉｓｍ ＴＯＹＯＴＡ × Ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓページ【※再掲】 

  ｂ ＳＮＳによる情報発信 
  （ａ）Ｆａｃｅｂｏｏｋを活⽤した情報発信 
     フォロワー数 ２，７９９⼈（日本語／３月３１日現在） 
  （ｂ）ＬＩＮＥを活⽤した情報発信 
     友達登録数 ３，６４７⼈（３月３１日現在） 

    （ｃ）Ｉｎｓｔａｇｒａｍを活⽤した情報発信 
    ・フォロワー数 １，２２０⼈（３月３１日現在） 
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・インスタキャンペーンの実施（１，７９５件投稿）
⾦賞１件、銀賞５件、銅賞５件を選定

ｃ 国内向けＷＥＢ広告によるホームページ等への誘導 
 Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ及びＧｏｏｇｌｅの広告出稿（４４
件）を⾏い、当法⼈ＳＮＳの登録誘導や当法⼈ホームページへの閲覧誘導を⾏い
ました。（広告クリック数 ２４，６６４クリック） 

（ウ）誘客宣伝物等の作成
ａ ＰＲ⽤観光写真の撮影 （６０スポット）
ｂ 観光パンフレット等の作成

新たに以下３種類のパンフレットを作成し、市内外の 
宿泊施設等、約２７０箇所へ配架の依頼をしました。 

（ａ）総合観光パンフレット（日本語） ２０，０００部 
（ｂ）簡易観光パンフレット（日本語） ２０，０００部 
（ｃ）グルメパンフレット（日本語） ２０，０００部 
ｃ オリジナルノベルティグッズ等の作成 
（ａ）付箋 ６，０００個 
（ｂ）カラビナ ５００個 
（ｃ）カイロ １，６８０個 
（ｄ）ボディシート １，６８０個 
（ｅ）フリクションマーカー（６色） ３，８５０個 
（ｆ）扇子 ５００個 
（ｇ）カレンダー ５００個 
（ｈ）グライダー ５００個 
（ⅰ）赤とんぼ米 ３６０個 
（ｊ）豊田産コシヒカリ ２，０００個 
（ｋ）ダブルポケットファイル １，０００個 
（ｌ）手提げ袋 １０，０００個 
（ｍ）クリアファイルバック １０，０００個 
（ｎ）カラビナボトルフォルダー １，０００個 
（ｏ）折りたたみ携帯コップ １，０００個 
（ｐ）観光ＰＲ⽤法被 ２０着 
（ｑ）ユニフォーム（夏） ２０着 
（ｒ）ユニフォーム（冬） ２０着 
（ｓ）ボールペン １，０００個 
（ｔ）メモ帳 １，０００個 
（ｕ）紙袋 １，０００個 
ｄ 観光提案資料（素材集）の作成 

旅⾏会社やメディア向けの観光ＰＲ資料として観光提案資料（素材集）を作成
し、商談会やセールスコールの際に活⽤しました。 
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  （エ）メディアの活⽤ 
    ａ 観光雑誌等への掲載 
      ターゲットに合わせ、１３件の観光雑誌等へ本市観光スポット等の情報を掲載

しました。 
【実施内容】 

№ 媒体名 発⾏日 内容 

１ 月刊 cheek ７月号  ５月２３日 
アクティビティ体験商品の紹介 
（４Ｐ） 

２ 
夏ぴあ東海版２０１８ 
（広告） 

５月２４日 
たんころりんの夕涼みの紹介 
（１Ｐ） 

３ 
夏休みファミリーレジャー
ガイド２０１８ 

 ６月１８日 
アクティビティ体験商品、体験・交流商品
及び飲食店の紹介（４Ｐ） 

４ ワンダフルスタイル８月号 ７月２３日 
野原川観光センター及び豊田市和紙のふ
るさとの紹介（１Ｐ） 

５ 秋ぴあ東海版２０１８ ８月１８日 
トヨタ自動⾞ヴェルブリッツ選手が勧め
る飲食店の紹介（２Ｐ） 

６ 
Ｔｏｋａｉ Ｗａｌｋｅｒ 
おいしい秋 SP 号（広告） 

９月２０日 
とよたまちさとミライ塾の紹介 
（２Ｐ） 

７ ＶＯＹＡＧＥ１０月号 ９月３０日 
自然、体験、グルメ及び宿泊施設の紹介
（６Ｐ） 

８ 
ワンダフルスタイル 
１１月号（広告） 

１０月２２日 小原四季桜まつりの紹介（１Ｐ） 

９ 
Ｔｏｋａｉ Ｗａｌｋｅｒ 
１１・１２月号 

１０月２０日 
名古屋グランパスの選手が勧める 
飲食店の紹介（２Ｐ） 

１０ 東海温泉の達⼈ １２月 ６日 市内５つの温泉の紹介（６Ｐ） 

１１ 
Ｊａｐａｎ Ｗａｌｋｅｒ 
ＩＴＦダイジェスト版 
（広告） 

１１月２３日 松平郷の紹介（１Ｐ） 

１２ 
Ｓｐｏｔｌｉｇｈｔ 
（広告） 

２月８日 松平郷の紹介（１／４Ｐ） 

１３ 
名古屋 東海 北陸  
絶景さんぽ（広告） 

２月８日 
ツーリズムとよたＷＥＢページの紹介
（１Ｐ） 

    ｂ 有料プレスリリース配信サービスの活⽤ 
      有料プレスリリース配信サービス「＠プレス」を活⽤し、幅広く情報発信を⾏

い、１，５２７件のメディア等に取り上げられました。 
【実施内容】 

№ 内 容 配信日 
新聞 

掲載 

WEB・Facebook 

掲載 
広告換算値 

１ 小渡夢かけ風鈴 ６月２８日 １件 １２８件 １，３４９，６５９円 

２ たんころりんの夕涼み  ７月 ６日 ０件 ３８件 ２８４，８１１円 

３ 豊田おいでんまつり 7 月１２日 ３件 ２８７件 ７，６３０，７３２円 

４ とよたまちさとミライ塾 ９月１４日 0 件 ３０件 ３２９，４６１円 

５ 小原四季桜 ９月２８日 ７件 ３１２件 ２８３，２９５円 
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№ 内 容 配信日 
新聞 

掲載 

WEB・Facebook 

掲載 
広告換算値 

６ 
とよた三河湖 

アドベンチャー
１０月２２日 １件 ７２件 ５，３６８，４１３円 

７ 
愛知デスティネーション

キャンペーン商品
１０月２４日 0 件 ３８件 ３１７，８４３円 

８ ⾹嵐渓・小原四季桜 １１月 ８日 ２件 ３１６件 ９６１，２１３円 

９ 
冬季イベント 

（雪み街道・天下祭ほか） 
１月１１日 0 件 ９６件 ２，７１０，５３０円 

１０ 
春季イベント 

（桃・桜・ユキヤナギ） 
２月２６日 0 件 ８６件 ３１６，１５３円 

１１ 
とよた三河高原 

アドベンチャー（ＧＷ)
３月２６日 0 件 １１０件 １，０４３，５７５円 

合 計 １４件 １，５１３件 ２０，５９５，６８５円 

※３月３１日現在

ｃ その他メディア等 
広告や豊田市記者クラブへのプレスリリース等により、３８件のメディアに取

り上げられました。 
【実施内容】 

№ 媒体名 発⾏日 内 容 
１ 矢作川漁業協同組合 ３月 1 日 平成３０年度釣り場案内広告掲載 
２ 中日新聞 ４月１１日 「豊田市駅発 バスで旅ポタ︕」HP で公開 
３ 新三河タイムス ４月１９日 映画「星めぐりの町」ロケ地⾒学ツアー開催 
４ 矢作新報社 ４月２０日 映画「星めぐりの町」ロケ地⾒学ツアー開催 
５ 矢作新報社 ４月２７日 矢作川アユ解禁特集広告掲載 
６ 新三河タイムス ５月１０日 あゆ漁解禁広告掲載 
７ 朝日新聞【三河】 ５月２３日 「豊田市駅発 バスで旅ポタ︕」HP で公開 
８ 朝日新聞【名古屋】 ５月２３日 「豊田市駅発 バスで旅ポタ︕」HP で公開 
９ 新三河タイムス ６月１４日 環境美化広告掲載 

１０ 矢作新報社 ６月２９日 平成３０年度定時総会開催 
１１ 新三河タイムス ７月１２日 台湾「Touch the Japan」出展 
１２ 矢作新報社 7 月２７日 暑中⾒舞い広告掲載 
１３ 新三河タイムス ８月２３日 台湾「Touch the Japan」出展 
１４ 新三河タイムス ８月３０日 台湾「Touch the Japan」出展 
１５ 中日新聞 ９月 ９日 秋のモニターツアー広告掲載 
１６ 新三河タイムス ９月２７日 「とよたび観光 ぷちたびドライブ」発⾏ 
１７ 中日新聞 １０月１０日 ツーリズムとよた会員募集広告掲載
１８ 新三河タイムス １０月１１日 祝 猿投祭り広告掲載 
１９ 新三河タイムス １０月２８日 祝 挙⺟祭り広告掲載 
２０ 矢作新報社 １０月２６日 南アフリカ、テレビ局の取材クルーを案内 
２１ 新三河タイムス １１月 １日 南アフリカ、テレビ局の取材クルーを案内 
２２ 新三河タイムス １１月 １日 愛知ＤＣ「大⼈の社会⾒学」 
２３ 中日新聞 １１月 ３日 「とよた三河湖アドベンチャー」開催 
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№ 媒体名 発⾏日 内 容 

２４ ＺＩＰ ＦＭ  １１月 ９日 
「Ｈｉｇｈ︕ ＭＯＲＮＩＮＧ」内でとよた三
河湖アドベンチャーのＰＲ 

２５ 中日新聞 １１月２８日 「温泉ソムリエ」モニターツアー実施 
２６ 矢作新報社 １１月３０日 「温泉ソムリエ」モニターツアー実施 
２７ 中日新聞 １２月 １日 インフルエンサー招待 
２８ ひまわりネットワーク １２月 ２日 「じもサタ」内で秋のモニターツアーの ＰＲ 
２９ 毎日新聞 １２月 ８日 インフルエンサー招待 
３０ 矢作新報社 １月 １日 年賀広告掲載 
３１ 新三河タイムス １月 １日 年賀広告掲載 
３２ 南信州新聞社 １月 １日 三遠南信⾒聞録年賀広告掲載 
３３ 中日新聞 １月 ９日 モニターツアー広告掲載 
３４ 中日新聞 １月２２日 アウトドア体験「豊田じゃらん」発⾏ 

３５ エフエムとよた １月２８日 
「ホットニュースとよたイブニング」内で豊田
じゃらんのＰＲ 

３６ ＮＥＷＳ ＺＥＲＯ ３月２２日 新観光キャンペーン 
３７ 中日新聞 ３月２３日 ツーリズムとよた新ロゴ 
３８ 中日新聞 ３月２６日 ツーリズムとよた専務理事退職 

 
（２）海外誘客プロモーション 

東アジア、ラグビーワールドカップ出場国等をターゲットに絞り、集中的にプロモー
ションを⾏いました。また、愛知県、愛知県観光協会等が⾏う海外誘客事業に積極的に
参加しました。 

                         
ア 愛知県、愛知県観光協会等の海外誘客事業への参加 
  愛知県、東海地区外国⼈観光客誘致促進協議会等が実施する海外誘客事業へ積極的

に参加し、現地旅⾏会社セールス、メディア招請受入等を⾏いました。 

（ア）現地旅⾏会社への訪問セールス及び観光説明会への参加 
  ⾹港観光プロモーション事業 
   主 催︓東海地区外国⼈観光客誘致促進協議会  

日 付︓１月１７日から１月２０日 
   場 所︓中華⼈⺠共和国⾹港特別⾏政区 

内 容︓⾹港の旅⾏会社６社へのセールスコール及び⾹港旅⾏会社主催の観光説
明会におけるＰＲ 

（イ）旅⾏会社及びメディア等との商談及び招請受入れ 
  ａ 南アフリカ共和国テレビクルー受入れ 

来訪者︓ｋｙｋＮＥＴ（テレビ局） 
ＳｈｏｗＭａｘ（ネット配信） 

日 付︓１０月２０日から１０月２３日 
     場 所︓挙⺟祭り、腰掛山荘（五平餅作り）、松平東照宮、豊田スタジア

ム、フォレスタヒルズ、トヨタ会館、いしかわ製茶（お茶畑）、大
橋園芸（トマトハウス）、桝塚味噌、トヨタキャッスル、天元、ほ

- 21 -



 
 

うらいせん吟醸⼯房（酒造り体験）、三州⾜助屋敷（鍛冶屋体験）、
猿投温泉⾦泉閣 

 内 容︓日本の旅情報を放映する「Ｅｌｄｅｒｓ Ｊａｐａｎ」の取材受入れ 
  ｂ レンタカーを活⽤したＦＩＴ誘客事業 
     主 催︓東海地区外国⼈観光客誘致促進協議会  

来訪者︓タイＷＥＢメディア ３⼈ 
タイ旅⾏会社 2 社２⼈  

日 付︓１１月８日 
     場 所︓豊田市和紙のふるさと、小原四季桜、 

⾹嵐渓 
     内 容︓タイのＷＥＢメディア及び旅⾏会社の 

招請受入れ 
  ｃ 在日外資系旅⾏会社招請事業 
     主 催︓東海地区外国⼈観光客誘致促進協議会 

来訪者︓在日韓国旅⾏会社 １社２⼈ 
    在日上海旅⾏会社 １社１⼈ 
日 付︓１１月１４日 

     場 所︓⾹嵐渓、⾜助の町並み 
     内 容︓韓国及び上海の在日旅⾏会社の招請受 

入れ 
  ｄ アジア大商談会 
     主 催︓愛知県 

来訪者︓マレーシアメディア ２⼈ 
マレーシア旅⾏会社 ５社５⼈ 

    インドネシアメディア ３⼈ 
インドネシア旅⾏会社 ５社５⼈ 

日 付︓１１月１９日から１１月２２日 
          １１月１９日から２１日 招請受入れ 
          １１月２０日 意⾒交換会 
          １１月２２日 交流会及び商談会 
     場 所︓招請受入れ 小原四季桜及び⾹嵐渓 
         意⾒交換会 蒲郡クラシックホテル 
         交流会及び意⾒交換会 ヒルトン名古屋 
     内 容︓マレーシア及びインドネシアのメディア、旅⾏会社の招請受入れ、

商談会等 
  ｅ ＩＴＭ ＴＯＰ ＲＥＳＡ２０１８ 旅⾏博事業 
     主 催︓愛知県観光協会 
     来訪者︓フランス旅⾏会社 ２社３⼈ 
         フランスランドオペレーター １社１⼈ 
         在京ランドオペレーター １社１⼈ 
     日 付︓１１月２１日 
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     場 所︓小原四季桜 
     内 容︓フランスの旅⾏会社及びランドオペレーター、在京ランドオペレー

ターの招請受入れ 
  ｆ 欧米豪メディアファム 
     主 催︓愛知県 

来訪者︓欧米メディア １⼈ 
ドイツメディア １⼈ 

         フランスメディア １⼈ 
日 付︓２月２日 

     場 所︓どんぐり⼯房、ほうらいせん吟醸⼯房、井筒⻲、⾜助の町並み、⾹
嵐渓、三州⾜助屋敷、豊田スタジアム 

内 容︓欧米、ドイツ、フランスのメディアの招請受入れ 
  ｇ 欧米豪メディア招請によるプロモーション事業 
     主 催︓中央日本総合観光機構 
     来訪者︓オーストラリアメディア １⼈ 
     日 付︓２月２１日 
     場 所︓笹平⼯房、豊田市和紙のふるさと、猿投温泉⾦泉閣 
     内 容︓オーストラリアメディアの招請受入れ 
 

イ 海外イベントにおける観光ＰＲ出展等 
  海外で開催される大規模観光イベントに出展し、ＦＩＴ誘客に向けた観光ＰＲ等を

⾏いました。 

（ア）「第４回 Touch The Japan」における観光ＰＲ出展、台湾観光局への表敬訪
問等 

   日 付︓８月２４日から８月２８日 
   場 所︓台湾台北市 

内 容︓ａ 「第４回Ｔｏｕｃｈ Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ」における観光ＰＲ出展 
    （ａ）観光パンフレット６種類約７，０００部を配布 

      （ｂ）アンケート調査（約１，６００件回収） 
ｂ 「第６回ＴＩＴＥ」出展旅⾏会社１４社へのセールス活動 

         ｃ 台湾観光局、台湾観光協会及びライオントラベル社への表敬訪
問 

（イ）「ＩＴＦ台北國際旅展」における観光ＰＲ出展（株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡへの
出展業務委託） 

   日 付︓１１月２３日から１１月２６日 
   場 所︓台湾台北市 

内 容︓ＫＡＤＯＫＡＷＡブースにおける本市観光チラシの配布（２，０００
部）及び当法⼈Ｆａｃｅｂｏｏｋの登録勧誘  

   備 考︓Ｆａｃｅｂｏｏｋフォロワー ３５５⼈獲得（事業実施より１０日間） 
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ウ 各種媒体を活用した海外への観光ＰＲ 
ターゲットを絞り込み、ＷＥＢ、紙、メディア等の様々な媒体を活⽤し、本市観光

のプロモーションを展開しました。 

（ア）多⾔語パンフレット等の作成 
     新たに以下３種類のパンフレットを作成し、市内外の宿泊施設等へ配架の依頼を

しました。 
    ａ 総合観光パンフレット 

英語版 １０，０００部、簡体字版及び繁体字版 各５，０００部 
    ｂ 簡易観光パンフレット 

英語版 １０，０００部、簡体字版及び繁体字版 各５，０００部 
    ｃ グルメパンフレット 

英語版 １０，０００部、簡体字版及び繁体字版 各５，０００部 

（イ）デジタルメディアを活⽤した海外への情報発信 
当法⼈の多⾔語版ホームページ及び多⾔語版ＳＮＳの閲覧者増加、ファン獲得等

を図り、以下の取組を⾏いました。（多⾔語版ホームページビュー数 約８．５万
ビュー／３月３１日現在） 

  ａ 当法⼈多⾔語版ホームページの運⽤及び改修 
  （ａ）当法⼈ホームページにおける７⾔語での情報発信 
     ⾔語︓英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、タイ語、イタリア語、グ

ルジア語 
  （ｂ）観光スポット ４２件、特集 １１件、コラム ３件の情報を追加 
  （ｃ）豊田市が運営する「ＶＩＳＩＴ ＴＯＹＯＴＡ ＣＩＴＹ」との統合 

    （ｄ）日本フォトツ－リズム協会主催「フォトジェニックサイト・アワ－ド２０１
８」ベスト１００に選定 

  ｂ Ｆａｃｅｂｏｏｋにおける多⾔語での情報発信（英語、繁体字） 
   ・英語  フォロワー数 ８８，４２１⼈（３月３１日現在） 
   ・繁体字 フォロワー数  ３，２７７⼈（３月３１日現在） 
  ｃ 海外向けＷＥＢ広告によるホームページ等への誘導 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ及びｊａｐａｎ－ｇｕｉｄｅへの広告出稿（３８３件）を⾏
い、当法⼈ＳＮＳの登録誘導や当法⼈ホームページへの閲覧誘導を⾏いました。 

   （広告クリック数 ２００，９９５クリック） 
  ｄ インフルエンサーを活⽤した観光情報の発信 
    来訪者︓Ｇａｒｒｙ Ｎｏｒｒｉｓ（オーストラリア在住インフルエンサー） 
        Ｉｎｓｔａｇｒａｍ フォロワー数 １１万⼈ 
    日 付︓１１月２９日から１２月１日 
    場 所︓豊田市和紙のふるさと、小原四季桜、浦野酒造、猿投温泉⾦泉閣、松

平東照宮、高月院、⼀の谷、⾜助城、⾹嵐渓、⾜助の町並み、川村
屋、ＲＯＫＵ ＫＡＮＤＡ、ブービーズ豊田店、フォレスタヒルズ、
桝塚味噌、トヨタ会館、豊田スタジアム 

内 容︓オーストラリアインフルエンサーの招請 
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備 考︓ｆａｃｅｂｏｏｋいいね︕数 ４４１件（３月３１日現在） 
Ｉｎｓｔａｇｒａｍいいね︕数 ６，４９７件（３月３１日現在） 

（ウ）海外向け観光チラシ、雑誌等の発⾏
ａ 繁体字観光チラシの作成

繁体字観光チラシ（Ａ３サイズ両面）を５，０００部作成し、「第４回Ｔｏｕｃ
ｈ Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ」、「ＩＴＦ台北國際旅展」及び「⾹港観光プロモーション
事業」で配布しました。 

ｂ 台湾フリーペーパー「ＶＯＹＡＧＥ」への掲載 
台湾で配布されているフリーペーパー「ＶＯＹＡＧＥ」に本市観光情報を掲載

（無料）しました。（平成３０年９月から１２月まで掲載 4 万部発⾏） 
ｃ ＩＴＦ台北國際旅展配布⽤雑誌「Ｊａｐａｎ Ｗａｌｋｅｒ」への掲載 

ＩＴＦ台北國際旅展等で配布される「Ｊａｐａｎ Ｗａｌｋｅｒ」へ本市観光
情報を掲載しました。（７，０００部発⾏） 

ｄ ラグビーワールドカップ２０１９™に向けた新聞等を活⽤した情報発信 
在日外国⼈の富裕層が購読する新聞等のラグビーワールドカップ２０１９™特

集に合わせ、広告掲載を⾏いました。 
（ａ）「ＪＡＰＡＮ ＴＩＭＥＳ」 ４．５万部発⾏ 
（ｂ）「ＪＡＰＡＮ ＴＩＭＥＳ」ＷＥＢ ２５万ｉｍｐ 
（ｃ）フリーペーパー「ｓｐｏｔｌｉｇｈｔ」 １万部発⾏ 

（エ）海外向け観光提案資料（素材集）の作成
海外の旅⾏会社やメディア向けの観光ＰＲ資料として、３⾔語（英語、簡体字、

繁体字）に対応した観光提案資料（素材集）を作成し、商談会やセールスコール、
招請受入れの際に活⽤しました。 

（３）市⺠観光意識向上プロモーション
市⺠等に向けた観光プロモーションを展開し、市域内交流や地産地消の推進を図り

ました。 

ア 地元ケーブルテレビ及びラジオを活用した情報発信
ケーブルテレビ、ラジオ等を活⽤し、市⺠等に市内のアクティビティ体験資源等

の情報を提供することで、余暇の市内滞在を促しました。 

（ア）ひまわりネットワークへの広告協賛及び番組制作協⼒
当法⼈の知名度向上を図り、ひまわりネットワークへ広告協賛を⾏いました。

また、アウトドアの魅⼒を伝える番組「ハレソラ」（ひまわりネットワーク）の
制作協⼒を⾏い、本市のアクティビティ体験資源のＰＲに繋げました。 
【実施内容】 
＜広告協賛＞ 

№ 番組名 放送日 内容 

１ 
ひまわり１１（地上デジタル１１Ch） 
ハレソラ CM 広告放送１５秒

４月 １日から 
４月３０日まで 

広告３０回放映 
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№ 番組名 放送日 内容 

２ 
ひまわり１１（地上デジタル１１Ch） 
ハレソラ CM 広告放送１５秒

５月 １日から 
５月３１日まで 

広告３４回放映 

３ 
ひまわり１１（地上デジタル１１Ch） 
ハレソラ CM 広告放送１５秒

６月 １日から 
６月３０日まで 

広告３０回放映 

４ 
ひまわり１１（地上デジタル１１Ch） 
ハレソラ CM 広告放送１５秒

７月 １日から 
７月３１日まで 

広告３１回放映 

５ 
ひまわり１１（地上デジタル１１Ch） 
ハレソラ CM 広告放送１５秒

８月 １日から 
８月３１日まで 

広告３２回放映 

６ 
ひまわり１１（地上デジタル１１Ch） 
ハレソラ CM 広告放送１５秒

９月 １日から 
９月３０日まで 

広告２９回放映 

７ 
ひまわり１１（地上デジタル１１Ch） 
ハレソラ CM 広告放送１５秒

１０月 １日から 
１０月３１日まで 

広告３７回放映 

８ 
ひまわり１１（地上デジタル１１Ch） 
ハレソラ CM 広告放送１５秒

１１月 １日から 
１１月３０日 

広告３５回放映 

９ 
ひまわり１１（地上デジタル１１Ch） 
ハレソラ CM 広告放送１５秒

１２月 １日から 
１２月３１日まで 

広告３９回放映 

１０ 
ひまわり１１（地上デジタル１１Ch） 
ハレソラ CM 広告放送１５秒

１月 １日から 
１月３１日まで 

広告３６回放映 

１１ 
ひまわり１１（地上デジタル１１Ch） 
ハレソラ CM 広告放送１５秒

２月 １日から 
２月２８日まで 

広告２５回放映 

１２ 
ひまわり１１（地上デジタル１１Ch） 
ハレソラ CM 広告放送１５秒

３月 １日から 
３月３１日まで 

広告２８回放映 

＜番組（ハレソラ）制作協⼒＞ 
№ タイトル 場所 放送日 放送回数 

１ 
優雅に自然を満喫  
グランピング体験︕ 

豊田スタジアム ４月 ３０回 

２ 
のんびり気ままに自転⾞散歩 
ポタリング 

稲武地区 ５月 ３４回 

３ 
矢作川を水上散歩♪ 
のんびり楽しむＳＵＰ 

水源公園 ６月 ３０回 

４ 
道具ゼロから始める︕ 
夏キャンプ⻁の巻 前編 

三河高原キャンプ村 7 月 ３１回 

５ 
道具ゼロから始める︕ 
夏キャンプ⻁の巻 後編 

三河高原キャンプ村 ８月 ３２回 

６ あこがれのキャンピングカーで⾏こう︕ 
SWEN 豊田店、 
三河湖、腰掛山荘 

９月 ２９回 

７ イナブ マウンテンバイクチャレンジ︕ 面ノ木峠 １０月 ３７回 

８ 
街からすぐソコ︕ 
矢作川の可能性を探る︕ 

川田公園 １１月 ３５回 

９ ４WD で⾛る︕オフロード体験︕︕ 
猿投アドベンチャー
フィールド

１２月 ３９回 

１０ カメラを持ってでかけよう 稲武地区押山 １月 ３６回 
１１ 冬の稲武登山 夏焼城ケ山 ２月 ２５回 
１２ ボルダリングに挑戦︕ 松平地区 ３月 ２８回 
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 （イ）エフエムとよたを活⽤した観光情報の発信 
    当法⼈とエフエムとよたの共同企画として、エフエムとよた番組内で『冬のオ

ススメ! ＷＥ ＬＯＶＥ とよた ツアー!!』を放送しました。ＷＥ ＬＯＶＥ とよ
た サポーターが本市観光モデルコースを取材し、その様子をラジオと当法⼈の
ホームページ及びＦａｃｅｂｏｏｋで発信しました。 
【実施内容】 

№ 番組名 放送日 内 容 

１ ラジオラヴィート「あい♡らぶ」 １月 ８日 フォレスタヒルズ 

２ ラジオラヴィート「あい♡らぶ」 １月１５日 うなぎの三河 

３ ラジオラヴィート「あい♡らぶ」 １月２２日 手づくり⼯房 山遊⾥ 

４ ラジオラヴィート「あい♡らぶ」 １月２８日 うめこう 

５ ラジオラヴィート「あい♡らぶ」 ２月 ４日 さなげアドベンチャーフィールド 

６ ラジオラヴィート「あい♡らぶ」 ２月１１日 レクラ・ド・リール 

７ ラジオラヴィート「あい♡らぶ」 ２月１５日 ⾜助城 

８ ラジオラヴィート「あい♡らぶ」 ２月２２日 
湧水広場の氷瀑 
稲武温泉どんぐりの湯 

９ ラジオラヴィート「あい♡らぶ」 ３月 １日 ブルーベリーのこみち 

１０ ラジオラヴィート「あい♡らぶ」 ３月 ５日 豊田市和紙のふるさと 和紙⼯芸館 

１１ ラジオラヴィート「あい♡らぶ」 ３月１２日 豊田市高齢者温泉休養施設 寿楽荘 

１２ ラジオラヴィート「あい♡らぶ」 ３月１９日 ケーキハウス アンジュ 

 
イ グルメや温泉等の情報発信 
  ホームページ、ＳＮＳ等を活⽤し、市内のグルメ、温泉等の魅⼒を伝え、誘客と

消費を促しました。特に市⺠登録者の多い、ＬＩＮＥ＠を活⽤し、市⺠へ積極的に
観光情報を発信しました。 

 （ア）ホームページ及びＳＮＳを活⽤したグルメ、温泉等の情報発信 
   ａ 当法⼈ホームページにグルメ、温泉等を紹介する特集ページ、コラム等を掲

載し、魅⼒や楽しみ方を紹介しました。 
  ｂ 当法⼈のＦａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、ＬＩＮＥを活⽤し、グル

メ、温泉等の情報を配信しました。 

（イ）ＬＩＮＥ＠を活⽤した市内温泉及びグルメの割引クーポン発⾏ 
   ａ 猿投温泉、笹⼾温泉（紫翠閣とうふや）、稲武温泉（どんぐりの湯）の割引

クーポンを配信し、誘客促進につなげました。 
   ｂ 多国籍料理をテーマに市内飲食店５店舗の割引クーポンを配信し、市内での

飲食を促しました。 

（ウ）温泉ソムリエの活⽤ 
    「高齢者温泉保養施設 寿楽荘（平畑温泉）」が主催する温泉ソムリエセミナ

ーの開催支援を⾏いました。 
 

- 27 -



 
 

５ 受入環境整備事業 
会員事業者等のスキルアップを支援することで、観光客の受入体制の充実を図りまし

た。 
 
（１）観光関連事業者セミナー等の開催 
   株式会社スノーピークと連携し、豊田市職員及び会員事業者向けに講演会を開催しま

した。また、講演会終了後には、会員同士で意⾒交換ができるよう交流会を開催しまし
た。 

   日 付︓３月１９日（午前︓豊田市職員、午後︓会員事業者） 
   場 所︓産業文化センター 多目的ホール 
   テーマ︓アウトドアで創る豊田市のミライ 
   内 容︓「スノーピークが考える地方創生」 
       講師 株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング 

代表取締役 後藤健市氏 
「スノーピークと地方創生~各地域の事例紹介~」 

       講師 株式会社スノーピーク地方創生コンサルティング 
専務取締役 ⻄野 将氏 

   参加者︓５９⼈ 
 
 
 
 
 
 
 
（２）観光商談会等への参加機会の提供 
   会員事業者等へ当法⼈が参加するイベント、商談会等への参加を促し、会員事業者の

ＰＲ機会を提供しました。 

ア 第４回Ｔｏｕｃｈ Ｔｈｅ Ｊａｐａｎ 
    ８月２４日から２７日に台湾台北市で開催された「第４回Ｔｏｕｃｈ Ｔｈｅ Ｊａ

ｐａｎ」において、市内事業者（１事業者）と出展し、本市観光のＰＲ等を⾏いまし
た。 

 イ アジア大商談会 
会員事業者に対し、１１月２２日に開催された「アジア大商談会」への参加機会を

提供しました。 
 
 
６ 法⼈運営及び組織⼒強化 

信頼性及び透明性の高い組織を目指し、適切な法⼈運営を⾏いました。また、法⼈の専
門性を高めるため、職員の能⼒育成に努めました。 
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（１）総会、理事会等の開催
ア 総 会

名称 開催日 内容 結果 

定時総会 ６月２０日 

第１号議案 定款の⼀部変更について 
第２号議案 平成２９年度収支決算について 
第３号議案 新規監事の選任について 
第４号議案 役員の⼀部改選について 
第５号議案 常勤役員報酬の決定について 
報告事項１ 平成２９年度事業報告について 

承認 
承認 
承認 
承認 
承認 

臨時総会 ３月２２日 第１号議案 新規理事の選任について 承認 

イ 理事会
名称 開催日 内容 結果 

第１回 
通常理事会 

５月２３日 

第１号議案 平成３０年度 定時総会の開催及び招集

の決議について 

第２号議案 平成２９年度 事業報告の承認について 

第３号議案 平成２９年度 決算の承認について 

第４号議案 新規会員加入の承認について 

第５号議案 新規監事候補者の決定について 

第６号議案 任期満了に伴う役員の⼀部改選について 

第７号議案 常勤役員報酬の決定について 

第８号議案 定款の⼀部変更についての承認 

報告事項１ 理事との取引に関する報告 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

承認 

第２回 
臨時理事会 

（書面決議） 
６月２０日 

提案事項１ 会⻑の選定について 

提案事項２・３ 副会⻑の選定について 

提案事項４ 専務理事の選定について 

承認 

承認 

承認 

第３回 
通常理事会 

９月１９日 
第１号議案 新規会員加入の承認について 
報告事項１ 職務執⾏状況の報告 
報告事業２ 契約職員の新規採⽤についての報告 

承認 

第４回 
通常理事会 

１２月１８日 

第１号議案 新規会員加入の承認について 
第２号議案 個⼈情報保護規則の⼀部を改正する規則

の承認について 
第３号議案 情報公開規則の⼀部を改正する規則の承

認について 
報告事項１ 職務執⾏状況の報告 

承認 
承認 

承認 

第５回 
臨時理事会 

（書面決議） 
３月 ４日 

提案事項１ 臨時総会の招集について 
提案事項２ 出向協定書の締結について 

承認 
承認 
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名称 開催日 内容 結果 

第６回 
通常理事会 

３月１５日 

第１号議案 平成３１年度事業計画及び収支予算書の
承認について 

第２号議案 理事との取引の承認について（補助⾦） 
第３号議案 ⼀般社団法⼈ツーリズムとよた給与規則

の⼀部改正について 
第４号議案 ⼀般社団法⼈ツーリズムとよた契約職員

給与規則の⼀部改正について 
第５号議案 ⼀般社団法⼈ツーリズムとよた契約職員

就業規則の⼀部改正について 
報告事項１ 職務執⾏状況の報告 

承認 
 

承認 
承認 

 
承認 

 
承認 

第７回 
通常理事会 

（書面決議） 
３月２２日 

提案事項１ 専務理事の選定について 

提案事項２ 事務局⻑の任命について 

承認 

承認 

 
 ウ 監事会 

名称 開催日 内容 

監事会 ５月 ８日 
平成２９年度事業報告について 
平成２９年度決算報告について 

 
（２）⼈材育成及び⼈材確保                                     

ア 職員の能⼒育成 
観光事業、会計及び法⼈運営に関する職員の能⼒育成を図り、２７件のセミナー等

へ参加しました。 
   【実施内容】 

№ セミナー名等（会場） 参加日 参加⼈数 
１ 全国公益法⼈協会の個別相談（名古屋市） ４月 3 日 １⼈ 
２ ベトナム・ホーチミン観光セミナー（名古屋市） ４月 6 日 １⼈ 
３ 公益法⼈協会セミナー（大阪府大阪市） ５月１７日 １⼈ 
４ （公財）日本観光振興協会事業説明会（名古屋市） ５月２４日 ２⼈ 
５ 観光まちづくり実践セミナー（名古屋市） ５月３０日 ２⼈ 
６ インバウンド観光実践セミナー（名古屋市） ５月３１日 ２⼈ 

７ 
公益法⼈・⼀般法⼈会計セミナー（入門編) 
（大阪府大阪市） 

６月１１日から 
６月１２日まで 

１⼈ 

８ 
白馬ライオンアドベンチャー事業視察 
（⻑野県北安曇野郡白馬村） 

６月１５日 １⼈ 

９ 公益法⼈協会セミナー（名古屋市） ７月 ６日 １⼈ 

１０ 
KNT-CT ホールディングスグループ観光振興セミナー 
（東京都江東区） 

７月１２日 ２⼈ 

１１ 公益法⼈協会セミナー（名古屋市） ７月１３日 １⼈ 
１２ インバウンド向けキャッシュレスセミナー（常滑市） ８月３１日 １⼈ 

１３ 
全国公益法⼈協会定例講座「税務調査の最新傾向とその対策」
（東京都中央区) 

９月１２日 １⼈ 
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№ セミナー名等（会場） 参加日 参加⼈数 
１４ ツーリズム・プロフェッショナル・セミナー（東京都江東区） ９月２１日 １⼈ 
１５ インバウンドビジネスセミナー（集客編）（市内） ９月２８日 １⼈ 
１６ デジタルサイネージセミナー（名古屋市） １０月１２日 １⼈ 
１７ 第５４回 OKB グリーンセミナー（岐阜県岐阜市） １０月２３日 １⼈ 
１８ SNS を活⽤した観光情報発信セミナー（名古屋市） １０月３０日 ２⼈ 
１９ 温泉ソムリエセミナー（名古屋市） １１月１７日 １⼈ 
２０ 中部経済連合会ワークショップ（名古屋市） １１月２７日 １⼈ 

２１ 
公益認定申請及び公益法⼈の運営に関する相談会 
（大阪府大阪市） 

１２月 ６日 １⼈ 

２２ 第１回「インバウンド観光研究会」（名古屋市） １２月１４日 １⼈ 

２３ 公益法⼈・⼀般法⼈ 会員セミナー決算編（名古屋市） 
２月 ４日から 
２月 ５日まで 

２⼈ 

２４ あいちユニバーサルツーリズム推進セミナー（蒲郡市） ２月１３日 １⼈ 
２５ 産業観光フォーラム（名古屋市） ３月 ６日 １⼈ 
２６ あいち観光まちづくりフォーラム（名古屋市） ３月１４日 １⼈ 
２７ ２０１９年国際大会開催に伴うインバウンドセミナー（市内） ３月２６日 １⼈ 

 
イ 専門家等との関係性構築 

観光業の専門家等と本法⼈事業に関する意⾒交換等を⾏い、事業⽴案の参考としま
した。 

  （ア）クラブツーリズム株式会社 
     旅⾏者の動向やニーズに関するヒアリング、本市観光資源のツアー商品化に関す

る助⾔等 

（イ）株式会社ポップ（白馬ライオンアドベンチャー） 
   白馬村におけるアクティビティ体験商品の先進事例等に関するヒアリング、本市

地形を活⽤したアクティビティ体験商品造成に関する助⾔等 
（ウ）株式会社ネイキッド 
   映像を活⽤した先進事例のヒアリング、本市観光資源を活⽤した事業に関する意

⾒交換等 

（エ）株式会社スノーピーク 
     本市におけるアウトドア事業に関する意⾒交換等 

  （オ）株式会社ＶＩＳ 
     ＰＤＣＡ手法に関する助⾔、マーケティング及び統計に関する意⾒交換等 
 
（３）組織拡大及び組織⼒強化 

新規会員の獲得と、既存会員の継続加入を図り、会員向けサービスの充実化及び会員
勧誘活を⾏いました。 

                                      
ア 会員サービスの拡大 
  会員向けサービスとして、当法⼈のホームページ、ＳＮＳ、パンフレット等への掲
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載並びに旅⾏会社、メディア等に対する会員事業者の紹介及び斡旋を⾏いました。 

（ア）当法⼈ホームページへの会員情報掲載

（イ）当法⼈ＳＮＳを活⽤した会員情報の配信

（ウ）観光パンフレット、グルメパンフレットへの会員事業者掲載

（エ）雑誌への会員事業者掲載

（オ）インフルエンサー招請受入れにおける会員施設の利⽤

（カ）当法⼈主催事業（モニターツアー等）における会員施設の利⽤

（キ）旅⾏会社、メディア等からの問い合わせに対する会員施設の紹介

（ク）商談会、営業活動等における会員事業者の紹介及び斡旋

（ケ）会員事業者への商談会等の参加機会提供

イ 新規会員の獲得
当法⼈の活動を支える会員を拡大し、組織⼒を強化するため、積極的に新規会員の

勧誘を⾏いました。 
＜内 訳＞ 

種類 会員数 増減数 

正会員 
法⼈ １１２ ＋４９ 

個⼈ １４ ＋１ 

賛助会員 
法⼈ １１ ＋１ 

個⼈ １ ０ 

特別会員 ７ ０ 

合  計 １４５ ＋５１ 

※平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日
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