
令和元年度
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令和元年度 事業報告 

Ⅰ 総 括 
  令和元年度は、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、ラグビーワールドカップ 

２０１９™、あいちトリエンナーレ２０１９等の大規模集客イベントや愛知デスティネー 

ションキャンペーンアフターキャンペーン等のチャンスを確実に生かすための取組を展開

しました。 

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ため、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、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）観光協会事務局長会議への参加

市内７つの地区観光協会との情報共有、観光施策の検討等を目的とした「観光協会事

務局長会議」等に参加しました。 

【実施内容】 

開催日 会議名 開催地区 

４月２３日 第１回事務局長・担当者合同会議 豊田地区 

５月２２日 第２回事務局長会議 豊田地区 

６月２５日 第３回事務局長会議 藤岡地区 

８月２７日 第４回事務局長会議 松平地区 

１０月２３日 第５回事務局長会議 旭地区 

１２月１６日 
第６回事務局長会議 

（合同視察研修） 

常滑市ほか 

（中部国際空港、めんたいパーク等） 

２月１８日 第７回事務局長会議 豊田地区 

（２）地域・広域観光連携の推進

地域又は広域での観光振興に向け、市内７つの地区観光協会との合同事業、愛知県観

光協会会費の支出等を行いました。 
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【実施内容】 

ア 負担金及び会費

№ 種 類 内 容 

１ 負担金 
・中日写真協会豊田市観光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７地区観光協会 ・合同視察研修（中部国際空港、めんたいパーク等）

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 
広域連携観光地域づくり

実行委員会 

・インバウンド推進に向けたプロジェクトへの参画

（愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市、中部経済連合会等との連携） 

（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４件、名義後援２０件、賞交付４件 

＜内 訳＞ 

№ 事業名 開催日 主催者 内 容 

１ 
クロスミントン

ＪＡＰＡＮＯＰＥＮ２０１９ 

４月 ５日から 

４月 ７日まで 
日本クロスミントン協会 名義後援 

２ 松平郷春まつり奉納手筒花火 
４月１３日から 

４月１４日まで 

松平手筒保存会及び 

松平自治区 
協賛 

３ 

２０１９年春  

名鉄のハイキング 

電車沿線コース 

４月１４日 名古屋鉄道（株） 物品協賛 

４ 
西三河フォークジャンボリー

２０１９ 
４月２８日 

西三河フォークジャンボリ

ー実行委員会 
名義後援 

５ 
中京テレビ・ブリヂストン 

レディスオープン

５月２４日から 

５月２６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 

６ 

第７回豊田スカイ全国 

オープンラージボール

卓球大会 

５月２５日から 

５月２６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 

７ ふれ愛フェスタ２０１９ ５月２６日 ふれ愛フェスタ実行委員会 名義後援 

８ 
豊田水源ＳＵＰマラソン 

２０１９ 
６月 ２日 

三河スタンドアップパドル

ボート協会 
共催 

９ 
第５１回 

豊田おいでんまつり 

６月 ８日から 

７月２８日まで 

豊田市、中日新聞社及び 

東海テレビ放送（株） 

名義後援 

賞交付 

１０ 
第３１回 

とよたビデオコンテスト 

７月 ２日から 

１１月 ３日まで 

（公財）豊田市文化振興財

団 
名義後援 
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№ 事業名 開催日 主催者 内 容 

１１ 
第２５回ジュニアふれあい 

ハートフェスタ 
８月 ４日 

ＮＰＯ法人矢作川と三河武

士フォーラム 

名義後援 

賞交付 

１２ 

１０周年記念 農村舞台アート

プロジェクト２０１９ 

「アートで蘇るとよたの農村

舞台群」 

８月 ４日から 

８月１８日まで 

（公財）豊田市文化振興財

団 
名義後援 

１３ 旭やまびこ花火大会 ８月１５日 旭やまびこ花火大会 
名義後援 

※中止 

１４ 
とよた産業フェスタ 

２０１９ 

８月２４日から 

８月２５日まで 

とよた産業フェスタ実行委

員会 
名義後援 

１５ 
第４回 

みそひげ写真コンテスト 

９月１０日から 

２月１１日まで 

（株）こいけやクリエイト 

（耕Ｌｉｆｅ） 

名義後援 

賞交付 

１６ 

２０１９年秋 

名鉄のハイキング 

電車沿線コース 

（蔵元 桝塚味噌コース） 

９月２９日 名古屋鉄道（株） 物品協賛 

１７ 猿投町芸能大会 
１０月１２日から 

１０月１３日まで 
猿投自治区 協賛 

１８ 挙母祭り 
１０月１９日から 

１０月２０日まで 
挙母祭り保存会 

協賛 

名義後援 

１９ 

２０１９年秋 

名鉄のハイキング 

電車沿線コース 

（豊田市公設地方卸売市場一

般開放と東海学園大学学園祭

コース） 

１０月２６日 名古屋鉄道（株） 物品協賛 

２０ 小原四季桜まつり 
１１月 １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 

２１ 
笹戸温泉 じねんじょ・もみじ

まつり 

１１月１６日から 

１１月１７日まで 

じねんじょ・もみじまつり

実行委員会 
名義後援 

２２ 
第４０回記念 

豊田マラソン大会 
１１月１７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 

２３ 
社会福祉事業協賛 

ポップサーカス豊田公演 

１１月３０日から 

 ２月 ２日まで 
中日新聞社 名義後援 

２４ 
第１９回 

ふれあい凧揚げ大会 

１月 ５日から 

１月 ６日まで 

ＮＰＯ法人矢作川と三河武

士フォーラム 

名義後援

賞交付 

２５ 第３３回 裸まつり 天下祭 
２月 ８日から 

２月 ９日まで 
天下祭実行委員会 

協賛 

名義後援 

２６ 

２０２０年 

名鉄のハイキング 

電車沿線コース 

（梅香る平芝公園と豊田市美

術館コース） 

３月２１日   名古屋鉄道（株） 物品協賛 

-3-



№ 事業名 開催日 主催者 内 容 

２７ 第２８回水源桜まつり 
３月２７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 

※中止

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

主に当法人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、会員事業

所等を対象とした調査結果報告会を開催しました。 

【実施内容】 

ア 実施調査

№ 調査方法 調査時期 内容等 

１ インターネット調査
１月２４日から 

１月２８日まで 

回収数 ２,２４４件 

愛知県ほか７都府県在住者を対象に 

認知度、関心度、接触メディア等を調査 

２ 
市内観光地来訪者調査 

（対面アンケート調査） 

８月１７日から 

１１月３０日まで 

回収数 １,９８２件 

市内１０観光スポット来訪者を対象に満足

度、観光消費額等を調査 

３ 
宿泊動向調査 

（郵送アンケート調査） 

４月 １日から 

３月３１日まで 

対象宿泊施設 ３０施設 

市内宿泊施設を対象に宿泊者数等を調査 

４ 

市内観光関連事業者 

景気動向調査 

（郵送アンケート調査） 

１２月１３日から 

１２月２７日まで 

回収数 １６１件 

市内観光関連事業者５００件を対象に売上

高、客数等を調査 

５ 
外国人観光客調査 

（対面アンケート調査） 

１１月１７日から 

１１月３０日まで 

回収数 ３０４件 

香嵐渓、四季桜に訪れた外国人観光客を対

象に接触メディア、推奨度、観光消費額等

を調査 

６ 
観光バス調査 

（対面アンケート調査） 

１１月 ９日から 

１１月３０日まで 

回収数 ７１２件 

香嵐渓、四季桜に訪れた観光バスを対象に

旅行会社、出発地等を調査 

７ 

ラグビーワールドカップ

観客・来街者アンケート調査 

（対面アンケート調査） 

９月２３日 

９月２８日 

１０月 ５日 

１０月１３日 

回収数 ９４０件 

ラグビーワールドカップ試合日等に来訪し

た人を対象に宿泊状況、接触メディア、観

光消費額等について調査 

８ 

ラグビーワールドカップ

観客・関係者宿泊動向調査 

（郵送アンケート調査） 

１０月１５日から 

１０月２９日まで 

回収数 ３１件 

市内及び名古屋市内の宿泊施設を対象に、

ラグビーワールドカップ試合日等の宿泊動

向を調査 
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イ 調査結果報告会等

№ 実施日 会 場 内容等 

１ ２月２０日 小原支所 
小原四季桜まつりにおける観光地来訪者調査結果の報告会を

実施。 

２ ３月 ９日 書面にて開催 

令和元年度に実施した観光マーケティング調査結果の報告会

を地区観光協会及びツーリズムとよた会員を対象に実施。 

（新型コロナウイルスの影響で書面送付にて対応） 

３ ３月１６日 豊田市役所 

令和元年度に実施した観光マーケティング調査結果の報告会

を豊田市役所商業観光課、各支所、経営戦略課、未来都市推

進課を対象に実施。 

（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】 

ア 実施調査

№ 調査対象事業 調査時期 備 考 

１ 上中のしだれ桃 4 月 ７日 

回収数 １４７件 

来訪状況、接触メディア、観光消

費額等を調査 

２ 
愛知県緑化センター 

サクラとユキヤナギ
 ４月 ６日 

回収数 １４９件 

来訪状況、接触メディア、観光消

費額等を調査 

３ とよた三河高原アドベンチャー 

１回目  ４月２７日から 

５月 ６日まで 

２回目  ９月２１日から 

  １０月１４日まで 

回収数 １６１件 

来訪状況、接触メディア、観光消

費額等を調査 

４ ＣＯＭＥ ＯＮ ＩＮＡＢＵ 

１回目 １０月 ５日から 

１０月 ６日まで 

２回目 １１月 ８日から 

１１月１０日まで 

回収数 １７７件 

来訪状況、接触メディア、観光消

費額等について調査 

イ 調査結果報告

№ 実施日 会 場 内容等 

１ １１月１９日 腰掛山荘 
とよた三河高原アドベンチャーにおける事業立案・検証調査の結

果を下山地区で開催された次年度事業検討会の中で報告。 

２ ２月２２日 稲武中学校 
シロキヤラリー及びセントラルラリーにおける事業立案・検証調

査の結果を稲武地区で開催されたラリーシンポジウムで報告。 

（３）ＭＩＣＥ及びスポーツ・文化イベント関連調査

ＭＩＣＥ及びスポーツ・文化イベントの効果や活用を検討するとともに、次期事業の

立案に生かしていくため、イベント来訪者等へアンケート調査を実施しました。 
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【実施内容】 

実施調査 

№ 調査対象事業 調査時期 内容等 

１ ポップサーカス豊田公演 

１２月１４日 

１２月１５日 

１月１２日 

１月１３日 

回収数 ９３８件 

来訪状況、接触メディア、観光消

費額、観光面での評価等を調査 

２ スパルタンレース １２月２１日 

回収数 ２１０件 

来訪状況、接触メディア、観光消

費額等を調査 

３ 日本ボッチャ選手権大会 １２月２２日 

回収数 １９９件 

来訪状況、接触メディア、観光消

費額等について調査 

４ Ｂ・リーグ Ｕ－１５ 
１月 ６日から 

１月 ７日まで 

回収数 ２６７件 

来訪状況、接触メディア、観光消

費額等について調査 

５ ラグビートップリーグ １月１８日 

回収数 ２４５件 

来訪状況、接触メディア、観光消

費額等について調査 

３ 観光資源開発事業 

 本市の強みとなる個々の観光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アフターキャンペーン、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支援を行いました。 

（ア）新たなアクティビティ体験資源の発掘と商品化支援

  ａ ＣＯＭＥ ＯＮ ＩＮＡＢＵ事業（ウッディアドベンチャー）の支援（稲武地区） 

稲武まちづくり協議会、支所等と連携し、シロキヤラリー及びセントラルラリ

ーに合わせて実施したＣＯＭＥ ＯＮ ＩＮＡＢＵ事業（ウッディアドベンチャ

ー）の実施に向け、プロモーション、負担金等の支援を行いました。 
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【取組結果】 

ＣＯＭＥ ＯＮ ＩＮＡＢＵ事業（ウッディアドベンチャー）参加者数 

№ イベント名 実施日 参加者 

１ シロキヤラリー ｉｎ 豊根・豊田【ＩＮＡＢＵ】
１０月 ５日から 

１０月 ６日まで 
１２７人 

２ セントラルラリー愛知・岐阜２０１９
１１月 ８日から 

１１月１０日まで 
５９人 

ｂ とよた三河高原アドベンチャー事業の支援（下山地区） 

 ゴールデンウィーク及び秋季に実施された「とよた三河高原アドベンチャー」 

に対する助言やプロモーションを実施しました。 

【取組結果】 

とよた三河高原アドベンチャー参加者数 

 種 類 

ＧＷ参加者 

４月２７日から 

５月 ６日まで 

秋季参加者 

９月２１日から 

１０月１４日まで 

熱気球係留体験 ３６４人 ３９５人 

マウンテンバイク １１８人 １５人 

２人ボート ５０人 １６人 

１０人ボート 渇水で中止 ８人 

ＳＵＰ ７０人 ５２人 

小 計 ６０２人 ４８６人 

セットプラン １６０人 ３６人 

スタンプラリー参加者 ７０人 １１０人 

イ 産業観光資源開発事業

愛知デスティネーションキャンペーンアフターキャンペーンの機会を生かし、トヨ

タ自動車等と連携し、注目企画・限定商品の造成を行いました。

【実施内容】

商品名 
催行数 

（造成数） 
料 金 参加者 

通常非公開！トヨタ自動車「レクサスＬＣ５００」

「ＭＩＲＡＩ」元町工場特別確認会 

（名古屋発／日帰り） 

２件 

（２件） 
１４，８００円 ３１人 

豊田市の「ミライのフツー」が体験できるガイド 

ツアー（特典付）
－ － － 
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  ウ 大規模集客イベント等活用事業 

    ラグビーワールドカップ２０１９™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各種取組を行

いました。 

  （ア）ラグビーワールドカップ２０１９™への取組 

     令和元年９月から１１月に開催された「ラグビーワールドカップ２０１９™」に

向け、本市観光情報の発信や大会期間中の来訪者の受入れ等、様々な取組を行い、

本市観光のイメージ向上や消費促進等を図りました。 

    【実施内容】 

№ 取 組 内 容 

１ 雑誌による情報発信 

以下２誌に広告掲載し、旅マエ、旅ナカの観光情報発信を実

施しました。 

・ＲＵＧＢＹ ＷＯＲＤ 

  イギリス全土及びアイルランドで発売される雑誌。ＷＥＢ

サイト及びＳＮＳでも同内容を情報発信 

・ＡＵＴＨＥＮＴＩＣ ＮＩＰＰＯＮ 

  主に訪日外国人等へ配布されるフリーペーパー 

２ 
有料プレスリリースに 

よる情報発信 

ラグビーワールドカップ２０１９™期間中に行われる以下３

つの取組をプレスリリースし、新聞、WEB、SNS 等に取り上げ

られました。 

・ＯＨ！ＭＯＴＥＮＡＳＨＩ  メディア等 １４３件掲載 

・観光タクシープラン     メディア等  ８２件掲載 

・バス１日乗り放題券     メディア等  ８８件掲載 

３ 
空港における 

プロモーション 

・市政発信課と連携して、成田空港、中部国際空港、関西国際

空港で、外国人観光客に対し観光パンフレットを配布しまし

た。 

・中部国際空港ツーリストインフォメーションセンターにおい

て、観光ポスター掲出、パンフレット配布、観光案内等を行

いました。 

４ 
ＷＥＢサイト等を活用し

たプロモーション 

経営戦略課と連携して、ツーリズムとよたホームページ及び

ＳＮＳを戦略的に活用し、ラグビーワールドカップ観戦者を始

めとする訪日予定者及び訪日外国人等へ情報発信を行いまし

た。 

５ 飲食店スタンプラリー 

９月２０日から１０月１３日の間、街中を中心とした飲食店 

１８店舗と連携してスタンプラリーを実施しました。併せてＬ

ＩＮＥクーポンを配信し、回遊と市内消費を促しました。 

＜取組結果＞ 

・スタンプラリー参加者     ４３人 

・ＬＩＮＥクーポン開封者 ２，２１６人 
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№ 取 組 内 容 

６ 観光タクシープラン 

ラグビーワールドカップ２０１９™に合わせて、６つの市内

タクシー会社に対して、市内観光地等を巡る７つの観光タクシ

ープランの造成支援を行い、９月２１日から販売しました。 

また、愛知県が実施する多言語コールセンターの活用やＫＤ

ＤＩのタクシー専用翻訳機の試験導入等を行い、外国人観光客

も円滑に利用できる仕組みづくりを行いました。 

７ 駅前インフォメーション 

商業観光課と連携して、名鉄豊田市駅東口まちなか広場で、

臨時のインフォメーションを設置し、来訪者に向け、観光案内

等を行いました。 

８ 
ファンゾーン 

地域ＰＲブース 

 商業観光課及び豊田市国際交流協会と連携して、ファンゾ

ーンに地域ＰＲブースを設置し、観光ＰＲ、和紙のしおりづ

くり体験の提供等を行いました。 

９ 

ラグビーワールドカップ

２０１９™観光事業者及

び地区観光協会向け説明

会 

 ７月２３日に会員事業者や地区観光協会等に対して、ラグビ

ーワールドカップ２０１９™に関する説明会を開催し、大会当

日の流れ、まちなかおもてなしの取組等を説明しました。（参加

者 ５０名） 

１０ 
名古屋市宿泊施設コン 

シェルジュ等への説明会 

名古屋市宿泊施設のコンシェルジュ等に対し、ラグビーワー

ルドカップ２０１９™期間中の豊田市の取組、観光情報等を共

有するための説明会を開催しました。 

１１ 
多言語パンフレットの作

成・配布 

ラグビーワールドカップ２０１９™に合わせて、多言語の観

光パンフレットを作成しました。また、来訪者の目に留まりや

すいよう名古屋市、常滑市、豊田市の宿泊施設等約３００個所

にパンフレットを設置しました。 

１２ 
各種調査の実施 

（再掲） 

・ファンゾーン及び駅前インフォメーションにおいて対面アン

ケート調査を実施しました。 

・豊田市及び名古屋市の宿泊施設を対象にラグビーワールドカ

ップ２０１９™の効果等を確認するためのアンケート調査を

行いました。 

・豊田市都市交通研究所が収集した Wi-Fi データを活用し、

ラグビーワールドカップ２０１９™開催日等の来訪者の動態

を分析しました。 

  （イ）あいちトリエンナーレ２０１９及びクリムト展への取組 

     ８月から１０月に開催された「あいちトリエンナーレ２０１９」及び７月から 

１０月に開催された「クリムト展」を活用して、更なる誘客促進、観光消費等を図

り、ＷＥＢによるプロモーション、旅行商品化に向けた提案営業等を行いました。 

    【実施内容】 

№ 取 組 内 容 

１ 
ＷＥＢサイト等を活用

したプロモーション 

ツーリズムとよたホームページ内に、あいちトリエンナーレ 

２０１９の特設ページを作成し、ＳＮＳを戦略的に活用しながら

情報発信を行いました。 
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№ 取 組 内 容 

２ 
モデルコース案の作成

と提案営業 

あいちトリエンナーレ２０１９、クリムト展等を活用したモデ

ルコースを作成し、旅行会社に対し提案営業等を行いました。 

（ウ）その他、大規模集客イベントを活用した情報発信等の取組 

   市内で開催される大規模集客イベントの主催者等と連携し、当法人ホームページ

にイベント参加者向け特設ページを作成する等、イベント参加予定者に本市の観光

スポット、飲食店等の情報を伝えるため、様々な取組を行いました。 

 【実施内容】 

№ イベント名 実施内容 

１ 
ＷＥ ＬＯＶＥ とよた 

サッカーゲームス 

・主催者、スポーツ課と連携し、大会参加者へ当法人

ホームページのＱＲコードをメールで配信 

・参加者及び観客に観光パンフレットを配布 

２ 
ジャパンラグビートップリーグ

２０１８－２０１９ 
イベント情報を当法人ホームページへ掲載 

３ 
２０１９－２０  

Ｖ．ＬＥＡＧＵＥ 豊田大会 
イベント情報を当法人ホームページへ掲載 

４ 
第４０回記念 

豊田マラソン大会 
イベント情報を当法人ホームページへ掲載 

５ ポップサーカス豊田公演 

・イベント情報を当法人ホームページへ掲載 

・イベント主催者（サーカス出演者）を市内観光地へ

案内し、本市観光地をＰＲ 

・イベント主催者と会員事業所との交流機会を調整 

（ＦＵＮＮＹ ＢＯＮＥ、お好み焼き「えん」） 

６ 豊田国際体操競技大会 

・イベント情報を当法人ホームページへ掲載 

・とよたにおいでんキャンペーンの特典として、豊田

国際体操の非公開公式練習の見学を提供 

７ スパルタンレース 
・イベント情報を当法人ホームページへ掲載 

・イベント公式ホームページと相互リンク 

８ 
ジャパンラグビー 

トップリーグ２０２０ 

・イベント情報を当法人ホームページへ掲載 

・大会当日の観光ＰＲ出展 

・大会当日の土産品等の販売 

９ 

Ｂ・ＬＥＡＧＵＥ  

２０１９－２０  

シーホース三河ホームゲーム 

・イベント情報を当法人ホームページへ掲載 

・観客に観光パンフレットを配布 

１０ 名古屋グランパスホームゲーム イベント情報を当法人ホームページへ掲載 

  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販売するための支

援を行いました。 

  （ア）体験・交流商品造成に向けた支援 

    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、協力団体会議に参加しました。 

    ｂ 体験・交流商品造成支援に向けた説明会開催と個別支援 
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体験・交流商品の造成やＷＥＢ販売を促すため、８月５日に株式会社リクル

ートライフスタイルと説明会を開催し、９事業者が参加しました。  

また、ＷＥＢ販売を行う１５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）民間ＷＥＢサイトを活用した販売及び販売促進支援

じゃらんｎｅｔ「遊び体験」を活用し、１５事業者が体験・交流商品の販売を行

いました。（継続販売１１件、新規販売４件） 

また、各体験・交流商品の販売促進を図り、様々な取組を行った結果、昨年の

３５７%の予約件数を獲得することができました。 

【実施内容】 

№ 取 組 結 果 

１ 
じゃらんｎｅｔ「遊び体験」内に 

豊田市特集ページ及びバナーの設置 

夏季特集ページ １，０２４ビュー獲得 

秋季特集ページ   ８１２ビュー獲得 

２ ターゲットメルマガ配信 １０万人へ配信し、２２８人が特集ページへ流入 

３ クーポン配信
クーポン取得件数 ４，０２１件

（内クーポン利用件数 １２９件） 

４ 東海じゃらん１１月号掲載 １０事業者を掲載し、３．６万部発行 

５ 東海じゃらん１２月号掲載 １０事業者を掲載し、３．６万部発行 

６ 
当法人ホームページに特設ページ 

作成 

３１８ビュー獲得（７月１日から１２月３１日） 

７ 当法人ＳＮＳによるＰＲ 

２７回情報発信 

（ＬＩＮＥ ６回、Ｆａｃｅｂｏｏｋ １３回、 

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ ８回） 

（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

市内及び市外の観光資源を組み合わせ、観光客のニーズに合わせた観光ルートを開

発する等、魅力ある観光商品作りを行いました。 

（ア）観光モデルコース等の提案

季節やイベントに合わせたモデルコースを作る等して、国内外の旅行会社担当者

３６６人に対しメールマガジンの配信、訪問営業等を行いました。また、過去にモ

ニターツアーとして造成したモデルコースの提案営業等も行いました。
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    【実施内容】 

     造成された主な観光モデルコース 

№ モデルコースの内容 備考 

１ 
あいちトリエンナーレ２０１９、 

クリムト展 
クラブツーリズム始め５社が８本のツアー造成 

２ 矢作ダム、ダムカレー、五平餅 クラブツーリズムが１本のツアー造成 

３ 挙母祭り 三交旅行が１本のツアー造成 

４ 
中馬のおひなさん、足祭り、 

足助城、足助のグルメ 
クラブツーリズムが１本のツアー造成 

５ 
香嵐渓のカタクリ、 

百年草のランチ 
ＳＢＳツアーズが１本のツアー造成 

６ 
愛知緑化センター 

サクラとユキヤナギ 
クラブツーリズム始め２社が３本のツアー造成 

７ 上中のしだれ桃 クラブツーリズムが２本のツアー造成 

８ 足助の町並み クラブツーリズムが２本のツアー造成 

９ 松平郷 クラブツーリズム始め２社が２本のツアー造成 

１０ 王滝渓谷の紅葉 クラブツーリズムが１本のツアー造成 

 （イ）観光タクシープランの造成支援（再掲） 

    ラグビーワールドカップ２０１９™に向け、６つの市内タクシー会社に対し、市

内観光地等を巡る７つの観光タクシープランの造成支援を行いました。また、外国

人利用に対応するためＫＤＤＩが展開する翻訳機も試験導入しました。（観光タク

シープラン利用実績なし） 

   【観光タクシープラン内容】 

№ プラン名 備考 

１ 豊田市の歴史満喫プラン 豊田市駅＝松平郷＝足助の町並み・三州足助屋敷＝豊田市駅 

２ 豊田市の産業学習プラン 
豊田市駅＝とよたエコフルタウン＝トヨタ会館＝ 

トヨタ鞍ケ池記念館＝豊田市駅 

３ 豊田市芸術鑑賞お気軽プラン 豊田市駅＝豊田市美術館＝松平郷＝豊田市駅 

４ 
豊田市の Back to the future 

プラン 
豊田市駅＝とよたエコフルタウン＝足助の町並み＝豊田市駅 

５ 
豊田市美術館~ 

トヨタ博物館コース 
豊田市駅＝豊田市美術館＝トヨタ博物館＝名古屋駅 

６ トヨタ博物館~名古屋城コース 豊田市駅＝トヨタ博物館＝名古屋城＝名古屋駅 

７ 
トヨタ産業技術記念館～ 

名古屋城コース 
豊田市駅＝トヨタ産業技術記念館＝名古屋城＝名古屋駅 
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（ウ）とよたびスタンプラリーの実施 

   ａ まちなか飲食店と連携したスタンプラリー（※再掲） 

     ９月２０日から１０月１３日の間、ラグビーワールドカップ２０１９™観戦者

等をターゲットに、まちなか飲食店１８店舗と連携して、スタンプラリーと  

ＬＩＮＥ割引クーポンの配信を行いました。 

  （参加者 ４３人、ＬＩＮＥクーポン開封者 ２，２１６人） 

   ｂ 市内全域でのスタンプラリー 

     １１月２３日から２月２９日の間、市内全域にわたる６８施設（会員店舗、観

光施設、公共施設等）と連携して、スタンプラリーとＬＩＮＥ割引クーポンの配

信を行いました。（参加者 １７９人、ＬＩＮＥクーポン開封者 ８３６人） 

イ 広域周遊観光商品開発事業 

  愛知県、長野県、静岡県、名古屋市、中部経済連合会等で構成される広域連携プロ

ジェクトに参画して、インバウンドを推進するためのモデルルートの動画や記事を制

作し、ＷＥＢやＳＮＳを活用し情報発信しました。 

   【実施内容（２月２３日現在）】 

№ 取 組 結 果 

１ 動画（豊田・奥三河コース）制作 Ｆａｃｅｂｏｏｋ動画  １６０，００４ビュー 

２ ＷＥＢメディアへの記事掲載 
ＪａｐａｎＴｏｄａｙ   １１，３２９ビュー 

ＧａｉｊｉｎＰｏｔ     ８，７３７ビュー 

３ Ｆａｃｅｂｏｏｋ投稿 
ＪａｐａｎＴｏｄａｙ  １２９，４６３リーチ 

ＧａｉｊｉｎＰｏｔ   ３２７，２３７リーチ 

 

 

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）国内誘客プロモーション                         

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、秋に実施された愛知デスティネーションキャンペーンアフ

ターキャンペーンにおいては、愛知県と連携し、積極的にプロモーションを行いまし

た。 

ア 国内宣伝事業 

（ア）愛知デスティネーションキャンペーンアフター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アフター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。 

ａ 愛知デスティネーションキャンペーンアフターキャンペーンのプロモーション

活動への参加 

 

-13-



（ａ）商談会、観光展等への参加 

 ５件の商談会、観光展等へ参加し、本市観光のＰＲを行いました。 

【実施内容】 

№ 事業名（場所） 日付 内容 

１ 
あいちの観光商談会 

（大阪市北区） 
４月２４日 旅行会社９社と商談 

２ 
あいちの観光商談会 

（東京都千代田区） 
４月２５日 旅行会社８社と商談 

３ 
愛知ＤＣ観光展 

（広島県広島市（広島駅）） 
１０月１７日 観光パンフレット配布 

４ 
愛知ＤＣ観光展 

（岡山県岡山市（岡山駅）） 
１０月１８日 観光パンフレット配布 

５ 

愛知ＤＣ観光展 

（大阪府大阪市（新大阪駅及び天

王寺駅）） 

１０月２４日から 

１０月２５日まで 
観光パンフレット配布 

（ｂ）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の２０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１０万部

配架） 

（ｃ）公式ＷＥＢサイトへの掲載 

本市観光スポットを愛知県が運営する公式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アフター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｣に参画しました。(９事業者が参加し、

９件の利用) 

（ｅ）オンライン・トラベル・エージェント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  

ＷＥＢサイト（愛知デスティネーションキャンペーンアフターキャンペーンペ

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３３コースの内、４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 

LEADER たちの息吹に触れる！ 

トヨタ創業期試作工場から国産

自動車開発の歴史を辿る旅 

トヨタ鞍ケ池記念館 １０月１４日 ３３人 
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№ コース名 観光スポット 催行日 参加者 

２ 

愛知の穴場紅葉巡りと中馬街道・稲武宿散

策、新酒の試飲体験付き！ 

（１１/２ 豊橋発着、１１/９ 名古屋発着） 

タカドヤ湿地、ほうらい

せん吟醸工房、道の駅ど

んぐりの里いなぶ、大井

平公園 

１１月 ２日 １３人 

１１月 ９日 ３５人 

３ 
カメラ必携！天空の山城と四季桜・紅葉を

巡る、絶景の三河路 
四季桜、香嵐渓 

１１月１７日 ４１人 

１１月２４日 ４２人 

４ 
家康公のルーツを辿る！松平から徳川へ、

地元ガイドと巡る興隆の歴史 
松平郷 １２月 ７日 ４２人 

 （ｇ）アフターキャンペーン特設ページ作成 

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アフターキ 

ャンペーン ｉｎ ＴＯＹＯＴＡ」ページを設置し、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１１事業者が参加する割引ク

ーポンを発行し、３３件の利用がありました。 

    （ｈ）テレビアニメにおける香嵐渓の紹介 

       テレビアニメ「サザエさん」のオープニングで紹介される観光スポットの一

つに香嵐渓が選定され、１０月から１２月の間放映されました。 

    （ｉ）旅番組における紹介 

       １１月９日放送のテレビ朝日『朝だ！生です旅サラダ』で、四季桜及び香嵐

渓を取り上げてもらえるよう調整し、放映されました。 

ｂ 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アフターキャンペーン注目企画・限定

商品の企画及び造成を行い、旅行会社や個人旅行者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 
美術工芸小原和紙で作る！世界に一つだけの御朱印帳づくり 

（豊田市和紙のふるさと／団体及び個人向け商品） 
－ 

2 
豊田市の「ミライのフツー」が体験できるガイドツアー（特典付） 

（とよたエコフルタウン／団体向け商品） 
－ 

３ 
松平家のルーツを祀る松平東照宮正式参拝と天井画拝観＆高月院「花月一

窓」特別公開（松平郷／団体向け商品） 
２１人 

４ 
地元ガイドと行く！おもてなしまち歩きツアー 

（どんぐり工房／団体向け商品） 
－ 

５ 稲武の竹でヒンメリ制作体験（どんぐり工房／団体及び個人向け商品） － 

６ 
最先端技術で育てた奇跡のトマトもぎ取り＆しぼりたてジュース試飲体験！ 

（大橋園芸／団体向け商品） 
－ 

７ 
超小型電気自動車で秋に咲く奇跡の桜「四季桜」を見よう！ 

（小原支所／個人向け商品） 
－ 
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№ 商品名 参加者数 

８ 
通常非公開！トヨタ自動車「レクサス LC５００」「MIRAI」特別確認会 

（トヨタ自動車株式会社／団体向け商品） 
３１人 

９ 
絶品「ブルーベリーフィナンシェ」「ブルーベリーゼリー」プレゼント 

（ブルーベリーのこみち／団体向け商品） 
－ 

１０ 特別メニュー「豚しゃぶ弁当」（かごの屋豊田店／団体向け商品） － 

（ｂ）旅行会社への提案営業 

   愛知県、愛知県観光協会等と旅行会社５９社に対し、観光商品のセールスを

行い、本市への秋の旅行商品（２４７種７２５本以上）の企画・造成につなげ

ました。 

【実施内容】 

№ 事業名（行先） 実施日 内容 

１ 愛知ＤＣ個別セールス（東京） 
５月１３日から 

５月１５日まで 
旅行会社 １２社訪問 

２ 愛知ＤＣ個別セールス（三重） ５月１４日 旅行会社 ４社訪問 

３ 愛知ＤＣ個別セールス（静岡） 
５月２３日から 

５月２４日まで 
旅行会社 ８社訪問 

４ 愛知ＤＣ個別セールス（大阪・兵庫） 
５月２８日から 

５月３０日まで 
旅行会社 １３社訪問 

５ 愛知ＤＣ個別セールス（京都・奈良） 
６月 ５日から 

６月 ６日まで 
旅行会社 ８社訪問 

６ 愛知ＤＣ個別セールス（滋賀） ６月１４日 旅行会社 ４社訪問 

７ 愛知ＤＣ個別セールス（福井・石川） 
６月２０日から 

６月２１日まで 
旅行会社 １０社訪問 

    

（イ）観光商談会、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。 

ａ 市外で開催された観光商談会及びイベント等への参加 

    市外で開催された３件の商談会及びイベントにおいて、本市観光ＰＲ等を行い 

ました。 

【実施内容】 

№ 事業名（場所） 実施日 内容 

１ 
第６８回金沢百万石まつり（石川県金沢市） 

※再掲 

６月 １日から 

６月 ２日まで 
観光ＰＲブース出展 

２ 
ＫＮＴ－ＣＴ 東海キャンペーン商談会 

（名古屋市） 
８月１９日 商談会 

３ 第１３４回杜の賑い愛知（常滑市） ９月２１日 観光ＰＲブース出展 

ｂ 市内イベント等への参加 

    市内で開催された４件のイベントにおいて、本市観光ＰＲ、ＳＮＳ登録勧誘等 

を行いました。 
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【実施内容】 

№ 事業名（場所） 実施日 内容 

１ 
東名全通５０周年記念祭 

（上郷サービスエリア） 

５月２５日から 

５月２６日まで 

観光ＰＲブース出展 

ＳＮＳ登録勧誘 

２ 
とよた産業フェスタ２０１９ 

（豊田スタジアム） 

 ８月２４日から 

８月２５日まで 

観光ＰＲブース出展 

ＳＮＳ登録勧誘 

３ 

ラグビーワールドカップ２０１９™ 

ファンゾーン地域ＰＲブース 

（スカイホール豊田）※再掲 

９月２０日 

９月２３日 

９月２８日 

１０月 ５日 

１０月１２日 

１０月１３日 

観光ＰＲブース出展 

ＳＮＳ登録勧誘 

和紙のしおり作り体験 

４ 
ラグビートップリーグ２０１９－２０ 

（豊田スタジアム） 
１月１８日 

観光ＰＲブース出展 

ＳＮＳ登録勧誘 

（ウ）名鉄地域観光キャンペーン事業の実施 

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

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 利用者 

１ 乗り放題とランチ切符（とよたおいでんランチきっぷ） １４６枚 

２ （ランチ）名鉄トヨタホテル シーズナルキッチン ル・ボナール ５８人 

３ （ランチ）名鉄トヨタホテル 日本料理 御河 １２人 

４ （ランチ）名鉄トヨタホテル 中国料理 万陽華 １５人 

５ （ランチ）まめあん 駅前店 ５人 

６ （ランチ）ホテルトヨタキャッスル オールデイダイニング・ウインザー １５人 

７ （ランチ）ホテルトヨタキャッスル 中国料理 桃園 ７人 

８ （ランチ）杜若 ２４人 

９ （ランチ）とよた Ecoful Town ホガラカ ０人 

１０ （ランチ）豊田スタジアム レストラン「ヴェルデロッソ」 ７人 

１１ （クーポン）豊田市美術館 ３人 

１２ （クーポン）豊田市美術館内ル・ミュゼ ３人 

１３ （クーポン）松坂屋飲食店 ０人 

１４ （クーポン）松坂屋土産店 １人 

１５ （クーポン）Ha:mo RIDE ４人 

１６ （クーポン）GAZA 内一福 １人 

１７ （クーポン）GAZA 内 Hanasei ５人 

１８ （クーポン）GAZA 内香希 １人 

１９ （クーポン）松南園 ３人 

２０ （クーポン）Ecoful Town ７人 

２１ （クーポン）豊田国際体操非公開練習見学会 １２人 

２２ （クーポン）豊田スタジアム見学 ２人 
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№ 主な取組内容 利用者 

２３ （クーポン）ポップサーカス ２人 

２４ （クーポン）豊田市民芸館 ６人 

＜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 ５０，０００部 

２ 名鉄全駅におけるポスター設置 ３００部 

３ 名鉄全線における車内中吊り広告設置 ３，０００部 

イ 観光情報収集・発信事業

（ア）公式ホームページ及びＳＮＳを活用した情報発信

当法人ホームページ及び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 １，３９５，５９７ビュー／３月 

３１日現在） 

  ａ ホームページの運用及び充実化 

  （ａ）特集ページ１７件、コラムページ１５件等の情報を追加 

  （ｂ）愛知デスティネーションキャンペーンアフターキャンペーン特設ページの新

設（※再掲） 

  （ｃ）国内旅行会社向け特設ページの新設 

  ｂ ＳＮＳの運用 

  （ａ）Ｆａｃｅｂｏｏｋを活用した情報発信 

フォロワー数 ４，４５４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 ５，９７４人（３月３１日現在） 

（ｃ）Ｉｎｓｔａｇｒａｍを活用した情報発信 

・フォロワー数 ３，４４２人（３月３１日現在）

・インスタキャンペーンの実施（１，６０７件投稿）

金賞 １件、銀賞 ５件、銅賞 ５件を選定

（イ）ＷＥＢ広告（国内）によるホームページ等への誘導

Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｇｏｏｇｌｅ等の広告出稿を行い、当法人ホームページへの

閲覧誘導、ＳＮＳ登録誘導等を行いました。 

【実施内容】 

内 容 リーチ数
リアクション数

（いいね、クリック） 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告 １，５６８，５１０ ２８，３７８ 

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ広告 １８７，５６０ １，１２０ 

Ｇｏｏｇｌｅキーワード広告 ８５，６２９ ３，１１９ 

３月３１日現在 

（ウ）宣材用観光写真及び動画の撮影

各種ＰＲに活用するための観光スポット、観光イベント等の写真撮影及び動画撮

影を行いました。 
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ａ 写真撮影 １１スポット（主な内容：さなげアドベンチャーフィールド、ラリ

ーイベント等） 

ｂ 動画撮影 １３本（主な内容：挙母祭り、香嵐渓・小原四季桜をめぐる秋の１

泊２日モデルコース等） 

（エ）誘客宣伝物の作成

ａ 観光ポスターの作成（４種） 

 豊田市の観光ブランディング推進及び観光プロモーションに向けた観光ポスタ

ーを作成しました。 

（ａ）とよた三河高原アドベンチャーポスター ５０枚 

（ｂ）和紙工芸館紙漉き体験ポスター ５０枚 

（ｃ）豊田市美術館とＨａ：ｍｏ ＲＩＤＥポスター ５０枚 

（ｄ）香嵐渓と四季桜ポスター ８０枚 

ｂ 観光パンフレット、グルメパンフレット等の作成及び増刷 

 以下のパンフレット、チラシ等の作成及び増刷を行い、１８２個所へ配架の依

頼をしました。 

（ａ）総合観光パンフレット「とよたび気分」（日本語） １６，０００部増刷 

（ｂ）簡易観光パンフレット「とよたび手帳」（日本語） １７，０００部増刷 

（ｃ）グルメパンフレット「グルメガイド」（日本語）  １８，０００部増刷 

（ｄ）小原四季桜・香嵐渓パンフレット「とよたび手帳小原・足助編」（日本語） 

  １６，３００部新規作成 

（ｅ）宿泊施設紹介チラシ（日本語） ５，０００部新規作成 
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    ｃ オリジナルノベルティグッズ等の作成 

      以下のオリジナルノベルティグッズ等を作成し、イベント出展等におけるＰＲ

媒体として活用しました。 

    （ａ）付箋（新デザイン） ５，０００個 

    （ｂ）フリクションライト ８，８００個 

    （ｃ）ビックリーナー（画面クリーナー） ２，２００個 

    （ｄ）ボールペン １，７００個 

    （ｅ）カレンダー（２０２０年） ２，８００個 

    （ｆ）メモ帳 ２，０００個 

    （ｈ）グライダー ５００個 

    （ｉ）手提げ袋 ５００個 

    （ｊ）スタジアムクッション ５００個 

    （Ｋ）ボトルカバー ５００個 

    （ｌ）温感カップ ４０個 

ウ メディア活用事業   

（ア）観光雑誌等への掲載 

     ターゲットに合わせ、１９件の観光雑誌、新聞等へ広告掲載等を行い、本市観光

スポット等の情報発信を行いました。 

【実施内容】 

 ａ 雑誌広告 

№ 媒体名 発行日 内容 

１ 夏ぴあ 東海版 ６月３０日 当法人ホームページの紹介 

２ 
あんふぁん東海版２０１９ 

夏休み号 
  ７月 １日 

夏旅ＬＩＮＥクーポン紹介 

旭及び稲武地区の観光スポット 

紹介 

３ 東海じゃらん １１月号（※再掲） １０月 １日 とよた遊び体験紹介 

４ 
東海じゃらん １２月号／１月号 

（※再掲） 
１１月 １日 とよた遊び体験紹介 

５ 冬ぴあ 東海版 １１月３０日 
猿投温泉、夏焼温泉、笹戸温泉及び  

平畑温泉紹介 

６ 
ＪＴＢのＭＯＯＫ 

お得に可愛く週末女子旅 
  １月 １日 当法人Ｉｎｓｔａｇｒａｍ紹介 

７ 
ぴあ東海版ＭＯＯＫ 

ぶらりさんぽ旅 
２月２６日 

足助及び稲武地区の観光スポット

紹介 

８ 

流行発信ＭＯＯＫ 

おでかけドライブ 

２０２０－２０２１ 

3 月３１日 
小原、藤岡、下山及び松平地区の観

光スポット紹介 

     ｂ 新聞広告 

№ 媒体名 発行日 内容 

１ 矢作新報 4 月 ５日 「桜まつり」広告掲載 

２ 中日新聞 4 月１７日 
「ＧＷは豊田で遊ぼう！ Ｔｒｙ 

ｉｔ！ Ｔｏｙｏｔａ」広告掲載 
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№ 媒体名 発行日 内容 

３ 新三河タイムス 5 月 ９日 
「矢作川 巴川 あゆ漁解禁」広告掲

載 

４ 矢作新報 5 月１０日 「矢作川アユ解禁」広告掲載 

５ 新三河タイムス 6 月１３日 「豊田市環境美化の日」広告掲載 

６ 産経新聞 6 月２９日 
「夏に行きたい！涼を感じる豊田

市」広告掲載 

７ 矢作新報 7 月２６日 「暑中見舞い」広告 

８ 新三河タイムス １０月１０日 「祝 猿投祭り」広告掲載 

９ 新三河タイムス １０月１７日 「祝 拳母祭り」広告掲載 

１０ 矢作新報 1 月 １日 「年賀」広告 

１１ 新三河タイムス 1 月 1 日 「年賀」広告 

（イ）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、合計３，４７３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 

雑誌 

ＷＥＢ 

ＳＮＳ 
広告換算値（円） 

１ 小渡夢かけ風鈴等 ６月 ５日 ２件 ４２件 １，２４０，５７０円 

２ 第５１回豊田おいでんまつり  ７月１９日 １件 ２０３件 ３，７５１，０６２円 

３ 
とよた三河高原アドベンチャー

（ＧＷ） 
８月１９日 ２件 １５２件 １，１８２，５８０円 

４ 
ＥＮＪＯＹとよたパス・ 

とよた１ＤＡＹバス 
  ８月３０日 １件 ８７件 ２，３０４，３７６円 

５ ＯＨ！ＭＯＴＥＮＡＳＨＩ   ９月１７日 ０件 １４３件 ２，３２２，７９６円 

６ とよたび観光タクシー ９月１７日 １件 ８１件 ３５８，６６５円 

７ とよたまちさとミライ塾 ９月１９日 0 件 ６６件 ２９０，０８２円 

８ ＣＯＭＥ ＯＮ！ ＩＮＡＢＵ ９月２７日 ０件 １５１件 ８３２，９３７円 

９ じゃらん遊び体験 １０月 ４日 0 件 １０９件 ２９７，３２１円 

１０ 
とよた三河高原アドベンチャー

（秋） 
１０月 ４日 0 件 １０５件 ３１３，８９８円 

１１ とよたにおいでんキャンペーン １０月２１日 １件 ７８件 ３２７，３５５円 

１２ 
セントラルラリー同時開催イベ

ント（稲武） 
１１月 ８日 ０件 ７６件 ２８８，９６４円 

１３ 
小原四季桜まつり及び香嵐渓も

みじまつり 
１１月１１日 ２件 １,３２６件 １，２９２，１３９円 

１４ 
ポップサーカス、豊田国際体

操、スパルタンレース 
１１月２９日 ７６件 ８３件 １，３３４，８４３円 

１５ とよたびスタンプラリー １月１３日 ０件 ７８件 ３２９，２０５円 

１６ 春の花の名所特集 ３月１３日 ０件 ６０７件 ３３４，９３２円 

合 計 ８６件 ３，３８７件 １６，８０１，７２５円 

３月 3１日現在 
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 （ウ）インフルエンサー等の活用 

  愛知県が招請したインフルエンサーの受入を行い、本市観光及びグルメ情報を発信 

しました。また、名古屋市において人気の高いＩｎｓｔａｇｒａｍへ本市観光及びグ

ルメ情報を掲載することで、本市の認知向上と誘客促進につなげました。 

  【実施内容】   

№ 事業名 実施日 内 容 

１ 
あいち観光資源ブランド力

強化事業 
１１月１６日 

フードアナリストｉｋｕｋｏ（Ｉｎｓｔａｇ

ｒａｍフォロワー１．１万）を招請受入し、

トヨタ会館、松平郷、香嵐渓等を案内 

２ 

インスタグラムメディア 

アカウントを活用した 

プロモーション 

１１月 ８日 

ナゴレコ（Ｉｎｓｔａｇｒａｍフォロワー  

１４．６万）に稲武及び小原地区の観光、グ

ルメ情報を掲載 

（エ）その他メディア等 

豊田市記者クラブへのプレスリリース及びマスメディア、ＷＥＢメディア等への 

情報提供により、多くの本市観光情報等が取り上げられました。 

【実施内容】 

 主な掲載（新聞） 

№ 媒体名 発行日等 内 容 

１ 新三河タイムス  ４月 ４日 専務理事の交代・新ロゴとキャッチコピー決定 

２ 中日新聞  ４月 ６日 豊田観光サイトを統合 

３ 中日新聞  ４月２０日 とよた三河高原アドベンチャー 

４ 中日新聞  ４月２７日 観光ガイドブック「とよたび気分」発行 

５ 旬刊旅行新聞  ６月２１日 下期向けの魅力ＰＲ 愛知県宣伝隊 

６ 中日新聞  ７月２３日 「とよたいけん」撮ろう インスタキャンペーン 

７ 矢作新報  ８月 ２日 
ラグビーW 杯 準備状況を説明 

ツーリズムとよたと豊田市 

８ 中部経済新聞  ９月１９日 多言語音声翻訳システム搭載タクシー実証実験 

９ 中日新聞  ９月１９日 多言語音声翻訳システム搭載タクシー実証実験 

１０ 中日新聞 １２月１１日 サーカスの外国人 豊田の観光を満喫 

１１ 中日新聞社 2 月２１日 招請及び商談会事業 

１２ 矢作新報社 3 月１３日 松華堂の牛乳消費キャンペーン 

１３ 中日新聞社 3 月１８日 松華堂の牛乳消費キャンペーン 

主な掲載（雑誌） 

№ 媒体名 発行等 内 容 

１ ぶらりん ５月号 ４月２５日 
ふじまつり、香嵐渓のゴールデンウィー

ク 

２ ぶらりん 6 月号 5 月３０日 とよた科学体験館 

３ 旬感観光あいち 夏号 6 月 1 日 第５１回おいでんまつり花火大会 

４ そう ６３号 6 月１０日 
小渡夢かけ風鈴まつり、たんころりんの

夕涼み等各地区イベント 

５ ぶらりん 7 月号 6 月２８日 
第５１回おいでんまつり、小渡夢かけ風

鈴まつり 
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№ 媒体名 発行等 内 容 

６ 東海じゃらん ８月号 7 月 １日 第５１回豊田おいでんまつり花火大会 

７ ぶらりん 8 月号 7 月２９日 とよた産業フェスタ、小渡天王祭等 

８ ぶらりん 9 月号 ８月３０日 
とよた三河高原アドベンチャー、小原地

区の杉田久女 

９ 愛知の引力  ９月 １日 小原四季桜 

１０ 
道の駅旅案内中部版 

２０１９ 秋冬号 
 ９月 １日 天下祭 

１１ 旬感観光あいち 秋号 ９月 １日 
６月から１１月のイベント情報 

（猿投祭り、棒の手警固祭り、挙母祭り） 

１２ そう ６４号 ９月１０日 足助祭り、猿投祭り等各地区のイベント 

１３ ぶらりん １０月号 ９月３０日 挙母祭り 

１４ そう ６５号 １２月１０日 
カンゾシキ、中馬のおひなさん、いなぶ旧

暦のひな祭り等各地区のイベント 

１５ 
Ｔｏｋａｉ Ｗａｌｋｅｒ 

1 月号 
１２月２０日 湧水広場の氷瀑の記事 

１６ 日本全国祭りと行事大図鑑 １２月３１日 挙母まつり 

１７ ぶらりん ２月号 １月３１日 
天下祭、蚕霊神社の祭礼、温泉特集（巻頭 

ページ） 

１８ 
名古屋 東海 北陸  

絶景さんぽ ２０２１年版 
２月 ６日 香嵐渓、四季桜、水源緑地、押山 

１９ 
月刊Ｃｈｅｅｋ 

２０２０年 ４月号 
２月２３日 水源桜まつり 

２０ 
道の駅旅案内中部版 

２０２０ 春夏号 
2 月２９日 小渡夢かけ風鈴 

２１ 旬感観光あいち 春号 3 月 1 日 
3 月から 5 月のイベント情報 

（平芝公園梅まつり、観桃会） 

２２ 東海のハイキング２０２０ 3 月 ５日 猿投山 

２３ そう ６６号 3 月１０日 
松平春まつり、足助春祭り、上中のしだれ

桃まつり等各地区のイベント 

主な掲載（ラジオ） 

№ 媒体名 放送日等 内 容 

１ 

ＦＭとよた 

ホットニュースとよた 

イブニング 

 ４月 ８日 
総合観光パンフレット「とよたび気分」に

ついて 

２ 

ＦＭとよた 

ホットニュースとよた 

イブニング 

 ４月２４日 
サイクリングマップ（下山・松平コース）

について 

３ 

ＦＭとよた 

ホットニュースとよた 

イブニング 

 ７月２３日 
ツーリズムとよた公式インスタグラムキ

ャンペーン開催について 

４ 

ＦＭとよた 

ホットニュースとよた 

イブニング 

１０月２１日 名鉄地域観光キャンペーンについて 

-23-



 

№ 媒体名 放送日等 内 容 

５ 

ＦＭとよた 

ホットニュースとよた 

イブニング 

１２月１８日 
とよたびスタンプラリー&ＬＩＮＥクー

ポンの開催について 

６ 
FM とよた 

ゆう♡らぶ 
 2 月２５日 豊田市の視察・商談会の開催について 

主な掲載（テレビ） 

№ 媒体名 放送日等 内 容 

１ ニュース One  ４月１２日 上中のしだれ桃 

２ じもサタ。  ５月２５日 東名全通５０周年イベント 

３ サンデージャーナル  ８月１１日 
愛知で楽しむ‼日帰り山歩き事情 

（猿投山） 

４ デルサタ １０月 ５日 
おいでんバスの旅（豊田地区、藤岡地区、

小原地区） 

５ キャッチ １０月 ８日 
ラグビーワールドカップ２０１９™、 

ニンジャマンション 

６ 旅サラダ １１月 ９日 小原四季桜まつり、香嵐渓もみじまつり 

７ 帰れマンデーみっけ隊!! １２月 ２日 小原四季桜等 

８ まるっと！ １２月１０日 三州しし森社中 

９ 前略、大徳さん １２月２２日 猿投神社、花園八幡宮 

１０ 
とよたＮＯＷ 

いこまいとよた 
１月 ６日 

日帰り温泉特集（石畳ふれあい広場、笹戸

温泉、どんぐりの湯） 

１１ とよたＮＯＷ 特集  １月２０日 
「観光をとよたのチカラに」ツーリズム

とよた 

１２ とよたＮＯＷ ニュース ２月２０日 旅行会社・メディアに観光をＰＲ 

 

（２）海外誘客プロモーション 

東アジア、東南アジア、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 

業にも積極的に参加しました。 

ア 海外宣伝事業 

（ア）海外における観光プロモーション事業 

   ターゲット国におけるセールスコール、観光説明会の実施、ＷＥＢによる情報発

信等を行い、豊田市への誘客につなげることができました。 
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  【実施内容】   

№ 国 名 内 容 結 果 

１ 台湾 

現地旅行会社への訪問セールス 
・旅行会社 １０社へ訪問 

・４３本のツアー造成 

ＦＩＴ向け豊田市観光説明会 
訪日旅行に興味を持つ台湾人 ７５人が

参加 

台湾旅行会社へのメール配信 

・香嵐渓及び四季桜の情報提供 約３５０

社 

・カタクリ、上中のしだれ桃、愛知県緑化

センターの情報提供 約３５０社 

「歩歩日本」を活用した情報発信 

・作家 張維中氏を招き、豊田市の観光記

事をＷＥＢサイトに掲載 

・歩歩日本ｆａｃｅｂｏｏｋ及び張維中

氏のｆａｃｅｂｏｏｋで豊田市の観光

情報等を配信 

・計２０．２万ビューの閲覧 

２ タイ 

現地旅行会社への訪問セールス 
・旅行会社 １０社へ訪問 

・２８本のツアー造成 

第２６回ＴＩＴＦへのＰＲ出展 
・観光パンフレット ５，４００部配布 

・アンケート １，０１５部回収 

タイ旅行会社へのメール配信 

・香嵐渓、四季桜、足助の町並み、温泉の

情報提供 約２００社 

・上中のしだれ桃、愛知県緑化センター、

小渡夢かけ風鈴まつり、たんころりん

の夕涼みの情報提供 約２００社 

「Ｃｈｉｌｌ Ｃｈｉｌｌ ＪＡＰＡ

Ｎ」を活用した情報発信 

・タイ人ライターを招き、豊田市の観光記

事をＷＥＢサイトに掲載 

・Ｃｈｉｌｌ Ｃｈｉｌｌ ＪＡＰＡＮの

ｆａｃｅｂｏｏｋで豊田市の観光情報

配信 

・計２９．８万ビューの閲覧 

Ｐａｎｔｉｐ 
・タイ最大のコミュニティサイトに四季

桜の記事を掲載 
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№ 国 名 内 容 結 果 

３ ベトナム 

旅行会社への訪問セールス 
・旅行会社 １０社へ訪問 

・３社のツアー造成を確約 

旅行会社向け豊田市観光説明会 

・旅行会社 １０社、メディア ７社、その

他２団体計３３名を集め、豊田市観光

説明会を開催 

・セミナー後、メディア３社の記事掲載 

雑誌「Ｋｉｌａｌａ」記事掲載 

・香嵐渓、四季桜、小渡夢かけ風鈴まつり、

挙母まつりの情報掲載 

・発行部数 ５万部 

ＷＥＢメディア「Ｋｉｌａｌａ」 

「ＬＯＣＯＢＥＥ」記事掲載 

・トヨタ会館、香嵐渓、三州足助屋敷、足

助の町並み、四季桜、和紙のふるさとの

情報掲載 

・Ｋｉｌａｌａ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ含む）

７．３万ビュー 

・ＬＯＣＯＢＥＥ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ含

む） ３．５万ビュー 

（イ）愛知県等の海外誘客事業への参加 

  ａ 中央日本観光総合機構実施の招請事業 

    中央日本観光総合機構が実施する「Ｃｅｎｔｒａｌ Ｊａｐａｎ Ｆａｍ Ｔｒｉｐ 

２０１９」事業で招請した旅行会社及びレップの受入を行いました。 

   【実施内容】 

日付 事業名 招請者 内 容 

 ７月２５日 
Ｃｅｎｔｒａｌ Ｊａｐａｎ 

Ｆａｍ Ｔｒｉｐ ２０１９ 

旅行会社 ３名 

レップ（欧米豪） ３名 

通訳及び請負事業 ３名 

足助の町並み、豊田

スタジアムを案内 

  ｂ 愛知県観光協会実施のセールスコール 

    愛知県観光協会が実施する台北プロモーション事業に参加し、現地旅行会社へ

の訪問セールスを行いました。 

   【実施内容】 

日付 事業名 内 容 

１０月２４日から 

１０月２６日まで 
台北プロモーション 愛知県観光協会と現地旅行会社 ８社へ訪問 

  ｃ 東海地区外国人観光客誘致促進協議会実施の各種事業への参加 

    東海地区外国人観光客誘致促進協議会が実施する「中国セールス事業」及び

「ＶＩＳＩＴ ＪＡＰＡＮ Ｔｒａｖｅｌ Ｍａｒｔ２０１９」に参加し、主にア

ジア諸国への観光プロモーションを実施しました。 

   【実施内容】 

日 付 事業名 内 容 

１２月 ３日から 

１２月 ６日まで 

中国セールス事業 

（中国・上海及び南京） 

・ＪＮＴＯ上海、Ｃｔｒｉｐ訪問 

・上海現地観光セミナー及び商談会（商談７社） 

・南京現地観光セミナー及び商談会（商談６社） 
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日 付 事業名 内 容 

１１月２７日から 

１１月２８日まで 

ＶＩＳＩＴ ＪＡＰＡＮ 

Ｔｒａｖｅｌ Ｍａｒｔ 

２０１９ 

（常滑市・愛知国際展示場） 

タイ旅行会社 ８社、インドネシア旅行会社 

４社、ベトナム旅行会社 ５社、マレーシア旅

行会社 １社と商談 

イ 外国人向け観光情報発信事業 

（ア）外国人観光客向けパンフレット等の設置 

   ラグビーワールドカップ２０１９™及び秋の観光シーズンに向け、外国人観光客

が訪れる施設へ観光パンフレットを設置しました。 

  ａ 市政発信課と連携し、成田空港、中部国際空港、関西国際空港で観光パンフレ

ット（英語） ４，０００部を配布しました（※再掲） 

  ｂ 中部国際空港のセントラルジャパントラベルセンターにて、観光ポスターの掲

出及び観光パンフレット（英語、繁体字、簡体字、タイ語）１，８００部を配布

しました。また、同センターにおいて、本市への観光案内、ヒアリング等を行い

ました。（※再掲） 

  ｃ 名古屋市、常滑市、豊田市の宿泊施設、観光施設等約３００個所に観光パンフ

レットを設置しました。（※再掲） 

（イ）多言語版の公式ホームページ及びＳＮＳの運用、充実化等 

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 １３９，７６３ビュー

／３月３１日現在） 

ａ 多言語版の公式ホームページの運用及び充実化 

（ａ）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）観光スポットページ １０７件（英語 ４３件、繁体字 ３２件、簡体字 ３２

件）、特集ページ １６件（英語 ６件、繁体字 ５件、簡体字 ５件）、コラムペ

ージ １０件（英語 ４件、繁体字 １件、簡体字 １件、韓国語 １件、タイ語

１件、グルジア語 １件、イタリア語 １件）の情報を追加 

  （ｃ）ラグビーワールドカップ２０１９™特設ページの新設（※再掲） 

  （ｄ）ＯＨ！ＭＯＴＥＮＡＳＨＩ特設ページの新設（※再掲） 

ｂ 多言語版のＳＮＳの運用 

  （ａ）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 １９７，６３６人（３月３１日現在） 

    ・繁体字 フォロワー数  １２，００４人（３月３１日現在） 

  （ｂ）Ｉｎｓｔａｇｒａｍの多言語化（英語） 

    ・令和元年５月から外国人の嗜好に合う投稿については、日本語及び英語併記

で情報発信を行いました。
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ｃ ＷＥＢ広告（国外）によるホームページ等への誘導 

（ａ）ターゲット国に向けたＷＥＢ広告 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告出稿を行い、当法人ホームページへの閲覧誘導，ＳＮＳ

登録誘導を行いました。 

【実施内容】 

内 容 リーチ数
リアクション数

(いいね、クリック数) 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告 ４，９３５，９０９ ４３７，７９５ 

タイ向け訪日旅行情報 Web サイト広告掲載

(Ｃｈｉｌｌ Ｃｈｉｌｌ ＪＡＰＡＮ) 
３００，０００ ６８８ 

３月３１日現在 

（ｂ）ラグビーワールドカップ２０１９™に向けたＷＥＢ広告（※再掲） 

経営戦略課と連携し、ラグビーワールドカップ２０１９™観戦者等に向け、

Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告等を戦略的に活用し、当法人ホームページ「ＯＨ！ＭＯ

ＴＥＮＡＳＨＩ特設ページ」等への閲覧誘導を行いました。 

  【取組結果】 

ラグビー特集Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告結果（７月から１０月）

内 容 リーチ数 クリック数 いいね数 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告結果 ３，２１０，１４１ ５２，０４６ ５３，８２９ 

ｄ 外国人向け観光雑誌等の活用 

（ａ）ラグビ－ワールドカップ２０１９™に向けた観光雑誌の活用（※再掲） 

・ＲＵＧＢＹ ＷＯＲＤ（９月号／７月１６日発売／カラー１ページ）

イギリス全土及びアイルランドで発売される雑誌で、足助の町並み、トヨ

タ会館、浦野酒造、和紙のふるさと等、市内観光資源８つを掲載しました。ま

た、雑誌掲載のほかに、ＲＵＧＢＹ ＷＯＲＤのＷＥＢサイト、Ｆａｃｅｂｏ

ｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒでも同内容を情報発信しました。

・ＡＵＴＨＥＮＴＩＣ ＮＩＰＰＯＮ（９月１３日発売／カラー１ページ）

主に西日本のラグビーワールドカップ開催地周辺の観光施設、宿泊施設等

に配布されるフリーペーパーで、足助の町並み、香嵐渓、三州足助屋敷を掲載

しました。

（ｂ）ベトナムプロモーションに向けた観光雑誌の活用（※再掲） 

ベトナムの観光雑誌Ｋｉｌａｌａ（Ｖｏｌ４１／２月１０日発売）に香嵐

渓、小原四季桜、小渡夢かけ風鈴まつり、挙母祭りの４つの市内観光資源を掲

載しました。 

ｅ 訪日外国人旅行者向け情報提供サイトの活用 

  訪日外国人旅行者向け情報提供サイト「ＪＡＰＡＮＫＵＲＵ」に本市観光記事

を７言語（英語、繁体字、簡体字、タイ語、ベトナム語、韓国語、フランス語）

で掲載し、合わせてＰＲ動画の製作と掲載を行いました。（動画の主な内容は、

小原四季桜、香嵐渓、松平郷、浦野酒造、寿楽荘、五平餅） 

また、「ＪＡＰＡＮＫＵＲＵ」のＳＮＳ等で、取材時のリアルタイム配信によ

る情報発信も行いました。
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【取組結果】 

媒 体 リーチ数

Facebook（５配信） １,８５８,３４２ 

Facebook Taiwan（３配信） １３,９１６ 

Instagram（３配信） ４,８７０ 

Instagram Story（１７配信） ５,８１４ 

３月１３日現在 

ウ 海外誘客宣伝物作成事業

（ア）多言語パンフレットの増刷及び作成

ラグビーワールドカップ２０１９™及び海外プロモーションに向け、以下のとお

り観光パンフレットの増刷を行いました。 

ａ 総合観光パンフレット「とよたび気分」 

  英語 ６，０００部、簡体字 ３，０００部、繁体字 ３，０００部を増刷 

ｂ 簡易観光パンフレット「とよたび手帳」 

英語 ３，０００部、簡体字 ２，０００部、繁体字 ２，０００部を増刷 

ｃ グルメパンフレット「グルメガイド」 

英語 ６，０００部、簡体字 ３，０００部、繁体字 ３，０００部を増刷 

ｄ 小原四季桜・香嵐渓パンフレット「とよたび手帳 小原・足助編」 

英語 ９，０００部、簡体字 ５，０００部、繁体字 ５，０００部を増刷 

（イ）多言語パンフレットの対応言語追加

ａ 総合観光パンフレット「とよたび気分」 

タイ語、ベトナム語追加 各３，０００部

ｂ グルメパンフレット「グルメガイド」  

タイ語、ベトナム語追加 各３，０００部

（ウ）観光提案資料の対応言語追加

観光提案資料のタイ語及びベトナム語を追加し、

セールスコール等で活用。

（３）市民観光意識向上プロモーション

市民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 ＳＮＳ等を活用した市内イベント、飲食店の情報発信

愛知県内に登録者の多いＬＩＮＥを活用し、週末のイベント情報を配信しました。

また、飲食店情報に合わせてＬＩＮＥクーポンの配信等も行いました。（週１回以上 

の配信） 
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イ 市内イベントにおける市民向け観光ＰＲ

市内で開催される大規模集客イベントにおいて、市民に向けて本市観光ＰＲを行い

ました。 

  【実施内容】 

№ イベント名 日 付 内 容 

１ 
東名全通５０周年記念祭 

（上郷サービスエリア）（※再掲） 

５月２５日から 

５月２６日まで 

・観光ＰＲ

・ＳＮＳ勧誘

２ 
とよた産業フェスタ 

（豊田スタジアム）（※再掲） 

８月２４日から 

８月２５日まで 

・観光ＰＲ

・ＳＮＳ勧誘

３ 
ジャパンラグビートップリーグ２０２０ 

（豊田スタジアム）（※再掲） 
１月１８日 

・観光ＰＲ

・ＳＮＳ勧誘

ウ 会員向け会報誌の発行

当法人の会員及び関係者に対し、当法人の取組を伝える会報「ツーリズムとよた通

信」を発行しました。（４月、７月、１０月、１月の年４回発行） 

エ 地元ケーブルテレビを活用した情報発信

ひまわりネットワークを活用し、市民等に対し、本市観光のプロモーションや当法

人のＰＲを展開しました。 

（ア）特番「Ｃｅｎｔｒａｌ Ｒａｌｌｙ」への協賛

特番「Ｃｅｎｔｒａｌ Ｒａｌｌｙ」へ協賛することで、番組ポスター及びスタ

ジオバックボードに当法人ロゴを掲出し、ＰＲを行いました。また、番組ＣＭに観

光動画を放映することで、市民等に向けた本市観光ＰＲを行いました。 

（イ）とよたＮＯＷ特集の制作と放映

a  市政発信課と連携し、とよたＮＯＷ特集番組「観光をとよたの力に」を制作

し、１月２０日から１週間放映することで、当法人の取組紹介等を行いました。 

b  とよた NOW 番組内で 2 月１８日実施の商談会の様子を 2 月２０日から１週

間放映し、旅行会社から見た本市の魅力等をＰＲしました。 

５ 受入環境整備事業 

会員事業者等のスキルアップの支援、新たな事業機会の提供等をすることで、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

７月２３日に会員事業者及び地区観光協会を対象に、「ラグビーワールドカップ

２０１９™観光事業者及び地区観光協会向け説明会」を開催し、大会当日の観戦者の流 

れやおもてなしの取組、当法人の取組等の説明を行いました。（※再掲） 
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（２）観光商談会等への参加機会の提供 

   会員事業者及び地区観光協会等を対象に、当法人が開催及び参加する商談会、イベン 

ト等への参加機会を提供し、スキルアップやビジネスチャンスにつなげられるようにしました。 

ア 旅行会社及びメディア招請及び商談会の実施 

国内旅行会社 １２社、国内メディア ６社を本市へ招請し、市内現地視察、会員事 

業者との商談会及び交流会を実施しました。 

   【実施内容】    

№ 日付 内容 

１ ２月１８日 
・旅行会社及びメディア現地視察 

  松平郷、トヨタ会館、豊田おいでんまつり等の現地視察 

２  ２月１８日 

・商談会及び交流会（豊田スタジアム） 

  商談会参加者 会員事業者等 ５４人 

交流会参加者 会員事業者等 ４７人 

３  ２月１９日 

・旅行会社現地視察 

  三州足助屋敷、香嵐渓、足助の町並み、井筒亀、和紙のふるさと、川見

四季桜の里、小原ふれあい公園等の現地視察 

・メディア現地視察 

  どんぐり工房、いなぶ旧暦のひな祭り、ほうらいせん吟醸工房、 

  足助の町並み、足助城、一の谷、豊田市美術館等の現地視察 

  イ 大規模集客イベントにおける出店機会の提供 

１月１８日に豊田スタジアムで開催された「ジャパンラグビートップリーグ２０２

０」において、会員事業者を対象に飲食及び土産品販売ができる機会を提供し、１２

事業者が出店しました。（※再掲） 

 

 

６ 観光案内所管理運営事業 

  来訪者が本市での滞在を円滑に楽しめるよう観光案内等を行いました。 

 

簡易観光案内所の管理運営（※再掲） 

  ラグビーワールドカップ２０１９™の試合が豊田スタジアムで行われる日に、来訪者に 

観光及び交通の案内等が行えるよう簡易の観光案内所を開設し、その管理と運営を行いま 

した。 

  【取組結果】 

日 付 内 容 

９月２３日 観光パンフレット２００部配布 

９月２８日 観光パンフレット４００部配布 

１０月 ５日 観光パンフレット４００部配布 

１０月１２日 台風により中止 
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７ 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。 

 

（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１８日 

第１号議案 平成３０年度決算について 

第２号議案 定款の一部変更について 

第３号議案 役員の一部改選について 

報告事項１ 平成３０年度事業報告について 

報告事項２ 平成３１年度（２０１９年度）事業計画及 

び収支予算について 

承認 

承認 

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２４日 

第１号議案 令和元年度 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３０年度 事業報告及び決算の承認

について 

第３号議案 定款の一部変更について 

第４号議案 役員の一部改選について 

第５号議案 新規会員の承認について 

報告事項  理事との取引に関する報告 

承認 

 

承認 

 

承認 

承認 

承認 

 

第２回 

臨時理事会 
６月１８日 第１号議案 専務理事の選定について 承認 

第３回 

通常理事会 
９月１７日 

第１号議案 新規会員加入の承認について 

報告事項  職務執行状況の報告 

承認 

第４回 

通常理事会 
１２月１７日 

第１号議案 新規会員加入の承認について 

第２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 

報告事項１ 理事 浅井 恒和氏の退会について 

報告事項２ 職務の執行状況について 

承認 

承認 
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名称 開催日 内容 結果 

第５回 

通常理事会 
 ３月 ９日 

第１号議案 新規会員加入の承認について 

第２号議案 令和２年度事業計画及び収支予算書の承

認について 

第３号議案 理事との取引について（補助金） 

第４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５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 6 号議案 一般社団法人ツーリズムとよた臨時職員

の雇用に関する要綱の一部改正について 

報告事項  職務執行状況の報告 

承認 

承認 

 

承認 

承認 

 

承認 

 

承認 

 

 ウ 監事会 

名称 開催日 内容 

監事会 ５月 ８日 
平成３０年度事業報告について 

平成３０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、１６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 東海地区定例講座 

役員等の改選に伴う「変更登記」完了までの道のり「前編」 
４月１６日 １人 

２ 
全国公益法人協会 東海地区定例講座 

役員等の改選に伴う「変更登記」完了までの道のり「後編」 
５月 ９日 １人 

３ 観光事業者向け「インバウンド受入れセミナー」 ６月１１日 １人 

４ （公社）日本観光振興協会事業説明会 ７月 ２日 １人 

５ 暴力団排除講習 ７月 ４日 １人 

６ リクルート主催「観光振興セミナー２０１９」 ７月２４日 １人 

７ 愛知・名古屋 MICE セミナー ９月 ９日 ２人 

８ 愛知県主催「インバウンド中国市場セミナー」 ９月１３日 １人 

９ 
愛知県・愛知県観光協会主催 

「ＤＭＯ観光マーケティング基礎セミナー」 
１１月２０日 １人 

１０ 
全国公益法人協会講習 

公益・一般法人の理事会に係る初任者特別講座 
１１月２６日 １人 

１１ 愛知県・愛知県観光協会主催「DMO 着地型観光セミナー」 １１月２９日 １人 

１２ 
全国公益法人協会 東海地区定例講座 

令和２年度における社会保険の手続きと留意点 
１月２１日 １人 

１３ スポーツツーリズムセミナー １月２８日 ２人 

１４ 
全国公益法人協会 関西地区定例講座 

職員の定着化と働き方改革への対応 
１月３０日 １人 
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№ セミナー名等（会場） 参加日 参加人数 

１５ 

全国公益法人協会 東海地区定例講座 

公益・一般法人の「予算承認理事会（社員総会／評議員会）」開催入

門 

２月１４日 １人 

１６ 令和元年度 旅行業務取扱管理者定期研修 ２月２１日 １人 

（３）組織拡大及び組織力強化

新規会員を獲得するための勧誘活動を行いました。また、既存会員の継続加入に向

け、会員向けサービスの充実化を図りました。 

【取組結果】 

種類 会員数 増減数 

正会員 
法人 １２９ ＋１７ 

個人 １４ ０ 

賛助会員 
法人 １８ ＋７ 

個人 １ ０ 

特別会員 ７ ０ 

合  計 １６９ ＋２４ 

※平成３１年４月１日から令和２年３月３１日
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