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令和２年度 事業報告 
 
Ⅰ 総括 
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、飲食、宿泊施設等への支

援施策を加えるほか、事業計画を柔軟に見直しながら各種取組を展開しました。 
また、当法人の活動戦略「短期経営計画２０１８－２０２０」の最終年度であったため、

取組の成果と課題を整理し、コロナ禍からの再起、持続的な観光誘客と観光消費により経
済効果を高める「短期経営計画２０２１－２０２２」を新たに策定いたしました。 
 
 
Ⅱ 事業報告（附属明細書） 

自然、歴史・文化、ものづくり産業など多様な観光資源を生かし、観光産業の発展
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に貢献する
ため、以下の事業に取り組みました。 

 
１ 地域団体等連携事業 
  イベント・催事への誘客や受入体制の強化に向け、地区観光協会、観光関連事業者等
と協議を進めたほか、市内イベント・催事への協賛・後援を行いました。 

 
（１）７地区観光協会事務局長会議の開催 
   情報共有、各種事業の検討を行うため、７地区観光協会と会議を開催しました。 
 
 
 
 
 
 
（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、以下の取組に対し負担金等の支出を行いました。 

ア 負担金及び会費等 
（ア）負担金 

ａ 広域連携観光地域づくり実行委員会 
ｂ 第 12回愛知県観光交流サミット inとよた 

（イ）会費 
     愛知県観光協会 

（ウ）その他、地域・広域観光連携 
    ※観光交流都市である金沢市との交流（金沢百万石まつり出展）は、新型コロナ

ウイルス感染症拡大により中止 

開催日 会  議  名 開催場所 
７月３０日 第１回観光協会長・事務局長会議 豊田市役所 
９月２５日 第２回事務局長会議 小原支所 
３月２９日 第３回事務局長会議 オンライン 
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（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、後援を行いました。 

【実施内容】 
協賛金２件、物品協賛２件、名義後援６件、賞交付１件 

＜内訳＞ 
№ 事業名 開催日 主催者 内容 
１ とよた映像コンテスト

2020 
 ７月 １日～ 
１１月 １日 

（公財）豊田市文化
振興財団 

名義後援 

２ とよたまちさとミライ塾⁺
（プラス） 

１０月 １日～ 
１１月３０日 

（株）こいけやクリ
エイト 

名義後援 

３ とよたエールマラソン 
2020 On the web 

１１月 １日～ 
１１月２２日 

豊田市ほか 協賛金 
物品協賛 

４ Ｕ１５バスケットボール
交換会 in TOYOTA 2020 

１０月１０日～ 
１０月１１日 

豊田ホテル旅館組合 名義後援 

５ 挙母祭り １０月１７日～ 
１０月１８日 

挙母祭り保存会 協賛金 
名義後援 

６ 勘八峡紅葉ウオーキング １１月１５日 豊田市民芸館・民芸
の森 

物品協賛 

７ ふれあい凧揚げ大会  １月１０日 ＮＰＯ法人矢作川と
三河武士フォーラム 

賞交付 
名義後援 

８ スポＧＯＭＩ大会  in 
とよた トライアル 

３月 ６日 スポーツボランティ
アとよた 

名義後援 

   ※松平郷春祭り奉納手筒花火、猿投町芸能大会、裸まつり天下祭については、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、中止又は内容変更のため協賛申請なし。 

 
２ 調査・戦略策定事業 

観光動向に合わせた施策立案や事業効果を検証するため、各種調査を行いました。 
   
（１）観光マーケティング調査 
   短期経営計画２０１８－２０２０で掲げた指標の確認、当法人が行う施策立案のた

め以下の調査を実施しました。また、関係団体に対し調査結果報告会を開催しました。 
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【実施内容】 
＜調査＞ 

調査内容 時期 内容等 
宿泊動向調査集計・
分析 

７月（２回）、 
１０月、１月 

宿泊施設：６１箇所 
内容：市商業観光課が実施する宿泊動向調査 

の入力、集計、分析 
市内観光地来訪者ア
ンケート調査 

８～３月 回答：１，８４８件 
対象：観光地９箇所の来訪者 
内容：交通手段、満足度、消費額等 

インターネット調査 1月 回答：２，２４４件 
対象：愛知県始め７都府県在住者 
内容：認知度、関心度、接触メディア等 

「ウィズコロナ」に
対応するための旅行
動向調査 

７月～８月 回答：５４０件 
対象：東海３県、静岡県在住者 
内容：コロナ禍の観光・レジャー意識 

「ウィズコロナ」に
対応するための宿泊
客消費動向調査 

２月 回答：３０９件 
対象：愛知県内のビジネスマン 
内容：愛知県、市内宿泊の利用経験と意向 

インバウンドに関す
るアンケート調査 

中止 ※新型コロナウイルス感染症の影響により
調査中止 

  ＜調査結果報告会＞ 
開催日 会場 内容等 

１２月１０日 下山支所 三河高原アドベンチャー調査結果 
１２月２１日 小原観光協会 小原四季桜アンケート調査結果 

 
（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】 
調査内容 時期 内容等 

三河高原アドベンチャー １１月 回答：９９件 
内容：来訪状況、接触メディア、観光消費額等 

J１リーグ（名古屋グラ
ンパス×FC東京） 

１１月 回答：２３１件 
内容：来訪状況、接触メディア、観光消費額等 

ラリーイベント（鞍ケ池公
園、岡崎市イオンモール） 

１１月 回答：１１件 
内容：当法人制作のラリー啓発動画の視聴者に

対し、接触メディアや関心度等を調査 
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調査内容 時期 内容等 
御朱印巡り事業（松平・
下山地区） 

１１月 回答：４４件 
内容：推奨度、接触メディア、観光消費額等 

香嵐渓オンラインガイ
ドツアー 

１２月 回答：６件 
内容：接触メディア、来訪意向等 

豊田市 Eモニター ２月 回答：１６８件 
内容：市内観光地推奨度、お気に入り場所等 

名鉄 EMOTION！  ３月 回答：２０６件 
内容キャンペーン認知度、接触メディア等 

 
（３）ＳＮＳ分析調査 
   デジタルプロモーションを強化するため、ＳＮＳ上の発言内容や拡散経路等を確認

する調査を行いました。 
 
（４）次期短期経営計画策定事業 
   マーケティング調査結果等を踏まえた当法人の新たな経営計画「一般社団法人ツー

リズムとよた短期経営計画２０２１－２０２２」を策定しました。 
   ※計画の本編は、ツーリズムとよたホームページに掲載 
 
（５）「収益事業」検討 
   他市ＤＭＯ等が実施する収益事業の事例や、収益事業実施に係る課題等を洗い出し、

当法人が取り組むべき収益事業の検討を行いました。 
 
３ 観光資源開発事業 

本市の強みとなる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、「豊田市ならでは」の魅力的な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 
   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 
本市の地の利を活かしたアクティビティ体験資源を魅力的な観光商品とするた

めの支援を行いました。 

（ア）三河高原アドベンチャー事業の支援（下山地区） 
     期間：令和２年１１月１日～１１月２９日 
     主催：豊田市しもやま観光協会 
     協力：一社）ツーリズムとよた 
     内容：雑誌・ＳＮＳ等による情報発信、事業の効果を図る調査・分析 
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【取組結果】 

熱気球 
マウンテ
ンバイク 

エアカヌ
ー 

遊覧 
Ｅボート 

ＳＵＰ 合計 

５９２人 ４４人 ４７人 １０１人 ２４人 ８０８人 
 
（イ）新たなアクティビティ体験資源の発掘と商品化支援 

     ※新型コロナウイルス感染症の影響を受けて取組を中止 
 
イ 大規模集客イベント等活用事業 

    大規模集客イベントの機会を生かし、本市での滞在や消費を促すための情報発信
を行いました。 

【実施内容】 
イベント名 内容 

とよたエールマラソン２０２０ 
ｏｎ ｔｈｅ ＷＥＢ 

当法人ホームページに特集記事掲載 
有料プレスリリース、ＳＮＳによる情報発信 

ＴＧＲラリーチャレンジ ｉｎ
豊田 

当法人ホームページに特集記事掲載 

ジャパンラグビートップリーグ
２０２１ 

当法人ホームページにイベントページ掲載 
※1月１６日の豊田スタジアムでの試合は中止 

    
ウ 体験・交流資源開発事業 

観光客のニーズに合う魅力的な体験商品造成のため、説明文章や掲載写真、販売 
金額などに関するアドバイスを行い、商品作りから販売後のフォローアップまで、 
参画事業者への支援を行いました。 

【取組結果】 
取 組 結 果 

販売期間 令和２年８月３日から１０月７日 

「じゃらん net」による販売 
参画：１９事業者（他電話予約のみ１事業者） 
予約：７８６件 

「じゃらん net」に特集記事掲載 
ﾃｰﾏ：JUNP!CAMP!SMILE!とよ 

た!アクティブ TRIP 

総閲覧数：３，２９３PV 

事業プロモーション  
 ホームページ特集記事掲載 総閲覧数：６，１２５PV（８月３日から１０月７日） 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告出稿 総閲覧数：２０６，６９５PV 

東海じゃらん８月号掲載 掲  載：７事業者※新規参加者を中心に掲載 
※「PV」（ページビュー）：閲覧者が各ページを表示した回数（単位） 
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エ 産業観光資源開発事業 
    産業観光資源の商品化に向け、旅行会社に提案営業を行い、産業観光バスツアー

商品の造成につなげました。 

【取組結果】 
事業者 行程 

名阪近鉄旅行 
松平東照宮＝川口やな＝ブルーベリーのこみち 
＝ほうらいせん吟醸工房 

    
（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、市内外の観光資源を組み合わせた観光商品作りを行いま

した。 
  
ア 地域間周遊観光商品開発事業 

観光協会や関係者と連携し、これまでにない観光周遊ルートやコロナ禍でも参加 
できる観光商品作りを進めました。 

【取組結果】 
タイトル 期間 内容 結果 

徳川家のルーツ 
松平氏でつながる 
松平・下山秋の 
御朱印七社めぐり 

１１月２８日
から２９日 

豊田の木材を使った御朱印帳
（ウッディーラー豊田制作）
を手に、松平・下山地区の寺社
を巡る 

参加者：５９人 

特産品付き香嵐渓 
オンラインツアー 
 
コロナ対策 

１２月５日 特産品販売事業者の支援と新
たな観光商品の試行として、
「香嵐渓オンラインツアー付
き特選ＺiＺi 工房グルメセッ
ト」の商品造成と販売 

販売数：１０個 
※オンライン参加者
１０人 

観光タクシー 
プラン 
 
コロナ対策 

２月から コロナ禍のマイクロツーリズ
ム需要に対応するため、名鉄
観光サービスと連携しタクシ
ーによる商品造成支援 
(行先：ガーデニングミュージアム
花遊庭、おいでん市場ほか） 

※Go Toトラベ
ル再開後に本格
販売予定 

 
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、中部広域連合会等で構成される広域連携観
光地域づくり実行委員会に参画し、インバウンドを推進するための動画、記事等を
制作し、ＷＥＢメディア等により情報発信しました。 
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【取組結果】 
  内容 結果 

広告記事及び動画「7 Things to do in and 
around Nagoya」の作成 

広告閲覧数：３，８１３PV 
動画再生数：１９，５６６回 

                                   ※２月２８日現在
※「PV」（ページビュー）：閲覧者が各ページを表示した回数（単位） 

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、適切なターゲット設定や情報媒体の選定を行う

など、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事業 
   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。 
       

ア 国内宣伝事業 
（ア）国・愛知県のコロナ対策事業の活用 
    新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者への支援事業の活用や

アフターコロナを見据え旅行会社への提案営業を実施しました。 

【取組結果】 
  内容 結果 

「ＬＯＶＥあいちキャンペーン」（愛知県）や「Go To
トラベルキャンペーン」（観光庁）の実施に合わせて、
本市観光商品を使った商品造成の提案営業、商品造成
の支援等を実施 コロナ対策 

商品販売数：２３件（１，１９７人）  
例：個人向け商品 

足助城チケットと 
市内宿泊施設セット 

観光モデルコース提案資料やコロナ対策店紹介チラシ
等を旅行会社へメールマガジン配信 コロナ対策 

配信先：２２４社 
配信数：４回 

愛知・名古屋観光誘客協議会主催のオンライン観光商
談会に参加し旅行会社に観光商品を提案 コロナ対策 

７月開催：６社 
１０月開催：１２社 

 
（イ）名鉄ＥＭＯＴＩＯＮ！事業の実施 

     名古屋鉄道株式会社と連携し、名古屋鉄道沿線地域の魅力を発信するキャンペ
ーン「ＥＭＯＴＩＯＮ！豊田篇」を実施しました。 

【実施内容】 
＜プロモーション関連＞ 

内容 結果 
［名鉄連携事業］（期間 1/15～5/31） 
・テレビＣＭ放映 
・名鉄全駅にポスター掲示 
・名鉄全線車内に中吊り広告掲示 

 
・テレビＣＭは名鉄提供番組で放映 
・ポスター    ３００部掲示 
・中吊り広告 ３，０００部設置 
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内容 結果 
［ツーリズムとよた事業］ 
・名鉄名古屋駅・金山総合駅集中告知 
 （期間 3/8～3/21） 
・パンフレットの設置 
 （期間 3/8～5/31） 

 
・ポスター  ２９８部掲示 
 
・パンフレット  ３９，０００部設置 

＜キャンペーンサービス関連＞ 
内容 結果 

名鉄往復切符とランチ券 
（とよたおいでんランチ切符） 

販売数：４枚 

おいでんバス路線限定フリーきっぷ販売 販売数：７枚 
クーポン券 クーポン特典参画施設：１３施設 

  ※３月３１日現在。キャンペーンは５月末まで継続 
 
イ 観光情報収集・発信事業 
（ア）ホームページ及びＳＮＳを活用した情報発信 

ホームページ及びＳＮＳの閲覧者及びファン獲得を図るため、以下の取組を行い
ました。 

ａ ホームページの運用 
     特集記事 ２２件、コラムページ ８件等の情報を追加 

【取組結果】 
発信媒体 結果 

日本語版ホームページ総閲覧数 ２,１５１,４６９PV 
※３月３１日現在

※「PV」（ページビュー）：閲覧者が各ページを表示した回数（単位） 

ｂ ＳＮＳの運用 
  Ｆａｃｅｂｏｏｋ３４０件、ＬＩＮＥ５６件、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ２６６件の
情報発信を実施しました。 

【取組結果】 
発信媒体 結果   

Ｆａｃｅｂｏｏｋ（日本語） 登 録 者 数：６,０１１人 

ＬＩＮＥ 有効登録者数：５,０６５人 

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 登 録 者 数：６,９２７人 
※３月３１日現在 
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  ｃ Ｉｎｓｔａｇｒａｍキャンペーン コロナ対策 
    本市観光資源の魅力の拡散のため、祭りなどの思い出の写真をＩｎｓｔａｇｒａｍ

に投稿してもらうキャンペーンを行いました。 
期 間：令和２年９月１日～１１月３０日 

    投稿数：２，７００件 
 
（イ）ＷＥＢ広告（国内）を活用した当法人ホームページへの誘導等 

  ＷＥＢメディア広告、ＳＮＳ広告等の出稿を行い、当法人ホームページへの閲
覧やＳＮＳへの登録誘導等を行いました。 

【取組結果】 
種類 結果 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告 
リーチ数   ：２,２９６,０４８ 
リアクション数：２０,３２１ 

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ広告 
リーチ数   ：２２３,６５６ 
リアクション数：２,８１４ 

YｏｕＴｕｂｅ動画広告 
表示回数   ：２４,２６１ 
リアクション数：３６ 

※３月３１日現在 
※「リーチ数」：Ｆａｃｅｂｏｏｋ等の画面に広告が表示された回数 
※「リアクション数」：閲覧者が「いいね」などの行動を起こした数 

 
（ウ）テイクアウトプロジェクト「豊田エール飯」事業の実施  コロナ対策  

    ４月１７日からテイクアウトを行う飲食店を支援するため、全国で盛り上がる
「エール飯」事業に賛同し、特集記事などを始めとした取組を展開しました。 

【取組結果】 
内容 結果 

ホームぺージの特集記事の掲載 
参画店舗数：２８店舗 
総閲覧数 ：７３,３９８PV 

（３月３１日現在） 

ＬＩＮＥクーポンの配信 
開封数  ：５,０６３件 

（８月３１日終了） 

Ｉｎｓｔａｇｒａｍキャンペーンの実施 
投稿数  ：１,８８２件 

（６月３０日終了） 

豊田市職員向けテイクアウトの斡旋 
参画店舗 ：６店舗 
販売数  ：約４３０食 

※「PV」（ページビュー）：閲覧者が各ページを表示した回数（単位） 

※その他、トヨタ自動車、あいち豊田農業協同組合を始めとする関係企業様に、テ
イクアウトを行う飲食店の情報提供や各種調整など行いました。 
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（エ）「コロナ対策宣言！」事業の実施  コロナ対策  
   とよた元気プロジェクトと連携し、６月１２日から市内全事業者を対象に手指消

毒など５項目の感染防止対策に取り組む店舗を応援するため、「コロナ対策宣言！」
のポスターを配布するとともに、対策宣言店のＰＲを行いました。 
参加事業所：３４４件 

 
（オ）「＃豊田セーフ飯」キャンペーン事業 コロナ対策 
   上記（エ）「コロナ対策宣言！」事業に参画する会員の飲食店を支援するため、

６月１２日から当該キャンペーンとして、次の取組を行いました。 

【取組結果】 
内容 結果 

ホームぺージの特集記事の掲載 
掲載店舗数：２４店舗 
総閲覧数 ：６,４３４ＰＶ 

（３月３１日現在） 

ＬＩＮＥクーポンの配信 
開封数  ：４,３４６件 

（８月３１日現在） 

ＳＮＳキャンペーンの実施 
投稿数  ：１４２件 

（８月３１日現在） 
※「PV」（ページビュー）：閲覧者が各ページを表示した回数（単位） 

 
（カ）観光誘客キャンペーン（愛知県観光誘客地域活動事業）の実施  コロナ対策  
   中小企業の再起を目的とした「愛知県観光誘客地域活動事業」の採択を受け、

当受託事業として、豊田市観光誘客キャンペーン「Ｔｒｙ ｉｔ とよた さいこー
に ちょうどいい とよた」を展開しました。 

【取組結果】 
テーマ 期間 内容等 結果 

涼を求めて
アクティブ
Ｔｒｉｐ！ 

８月３日から
１０月７日 

対象：体験商品販売店 
内容：じゃらんｎｅｔを活

用・販売 

参 画：２０店舗 
誘客数：７８６人 

 
秋のお買い物
Ｔｒｉｐ！ 

９月１日から
１１月３０日 

対象：お土産等販売店 
内容：スマートホンを活用

し た 抽 選 割 引
サービス等 

参 画：１５店舗 
誘客数：６,０１７人 

寒い冬は絶
品 グ ル メ 
Ｔｒｉｐ！ 

１１月１日か
ら１月３１日 

対象：飲食店 
内容：スマートホンを活用

し た 抽 選 割 引
サービス等 

参 画：３１店舗 
誘客数：４,５９０人 
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（キ）ＷＥＢスタンプラリーの実施 
   ※新型コロナウイルス感染症の影響により事業見直し、上記（カ）観光誘客キ

ャンペーンに変更 
 
（ク）誘客宣伝物等の作成及び活用 

   ａ 観光プロモーション素材の撮影・制作 
   （ａ）観光写真・動画の撮影 

観光スポット１３箇所の撮影を行いました。 

  （ｂ）動画の制作・配信 
【取組結果】 
タイトル 期間 内容 結果 
バーチャル
豊田市観光 
コロナ対策 

５月１日から アフターコロナの観
光需要を喚起するた
め、観光の魅力を伝え
る動画を制作・配信 

動画本数：６本 
総再生数：７４,７８３回 

 

ツーリズム
とよた探検隊 
コロナ対策 

５月２２日から ステイホーム中に本
市観光の魅力を知っ
てもらうため施設の
ディープな魅力を伝
える動画を制作・配信 

動画本数：３本 
総再生数：９,８１４回 

初心者でも
わかるRally
の魅力！ 

１１月６日か
ら 

市民に対する機運の
醸成及び観光誘客の
促進を図るため、世界
ラリーの魅力を伝え
る動画を制作・配信 

動画本数：６本 
総再生数：４,５０１回 

   ※３月３１日現在 
ｂ 観光パンフレット、グルメパンフレット等の修正及び増刷 

   （ａ）総合観光パンフレット「とよたび気分」（日本語）   ２,０００部増刷 
   （ｂ）簡易版観光パンフレット「とよたび手帖」（日本語）  ６,０００部増刷 
   （ｃ）グルメパンフレット「グルメガイド」（日本語）   １０,０００部増刷 

ｃ オリジナルノベルティグッズの制作 
   （ａ）フリクションライト   ３,０００個 
   （ｂ）フリクションノック   ３,０００個 
   （ｃ）スタジアムクッション   ,３００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、２２件の観光雑誌や新聞等へ広告掲載を行い、本市観光

スポット、イベント等の情報発信を行いました。 
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【実施内容】 
＜雑誌広告＞ 
№ 媒体名 発行日 内容 
１ 東海じゃらん  ９月号 □７月３１日 涼を求めてアクティブ TRIP! 
２ 東海ウォーカー１０月号 □９月１９日 秋のお買い物 Trip! 

３ 
道の駅愛知県版  
２０２０年秋号 

１０月□1日 
王滝渓谷、トヨタ会館、道の
駅どんぐりの里いなぶ ほか 

４ 
ぶらり MAP 
２０２０ 秋／冬 

１０月１６日 
松平郷、サクラとユキヤナギ 
トヨタ会館 

５ 東海ウォーカー１１月号 １０月２０日 秋のお買い物 Trip! 
６ ＫＥＬＬＹ １２月号 １０月２３日 三河高原アドベンチャー 
７ ＫＥＬＬＹ ２月号 １２月２３日 寒い冬は絶品グルメ Trip ! 

８ 
道の駅愛知県版 
２０２０年冬号 

１２月２５日 
中馬のおひなさん 
いなぶ旧暦のひな祭り 

９ 
ガルヴィオートキャンプ
場ガイド 2021 

３月１５日 キャンプ場スポット 

１０ 東海ウォーカー ４月号 ３月１９日 アウトドア＆体験 
１１ ＫＥＬＬＹ ５月号 ３月２２日 アウトドア＆グルメ 
１２ Ｃｈｅｅｋ ５月号 ３月２３日 ドライブスポット 

１３ 
おでかけドライブ 
２１－２２ 

３月３１日 ドライブスポット 

＜新聞広告＞ 
№ 媒体名 発行日 内容 
１ 中日新聞 □４月２３日 「中部新時代 2020特集」広告掲載 
２ 矢作新報 □５月□１日 「矢作川アユ漁解禁特集」広告掲載 
３ 新三河タイムス □５月１４日 「あゆ漁解禁」広告掲載 
４ 矢作新報 □７月２５日 「暑中見舞い」広告掲載 
５ 三遠南信見聞録 □１月□１日 「元旦号」広告掲載 
６ 新三河タイムス □１月□１日 「新春特大号」広告掲載 
７ 矢作新報 □１月□１日 「令和 3年正月号」広告掲載 
８ 新三河タイムス □３月□４日 「祝 豊田市政施行７０周年広告掲載」 
９ 矢作新報 □３月□５日 「豊田市制７０周年特集広告」 

 
（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、合計１,４０５件のメ
ディア等に取り上げられました。 

 
 

- 12 -



【取組結果】 
配信記事数  

 
新聞・雑誌 ＷＥＢ/ＳＮＳ 広告換算値 

１５件 ７件 １,３９８件 ８,１９１,８１４円 

＜配信記事の内容＞ 
 ａ 「ツーリズムとよた探検隊」公開 
 ｂ 「コロナ対策宣言！」と「とよたセーフ飯」で市内事業者を応援 
 ｃ 「Ｔｒｙ ｉｔ さいこーに ちょうどいい とよた」観光キャンペーン開催 
 ｄ 公式インスタグラムキャンペーン開催 
 ｅ 「とよたエールマラソン２０２０ ｏｎ ｔｈｅ ｗｅｂ」初開催 
 ｆ 「Ｔｒｙ ｉｔ さいこーに ちょうどいい とよた」第２弾開催 
 ｇ 三河高原アドベンチャー開催 
 ｈ 「寒い冬は絶品グルメＴＲＩＰ！」開催 
 ｉ 香嵐渓・小原四季桜の今年の楽しみ方を紹介 
 ｊ 「初心者でも分かるＲａｌｌｙの魅力！」を公開 
 ｋ 香嵐渓オンラインツアー付きＺｉＺｉ工房特選グルメセットを数量限定で販売 
 ｌ 「第 12 回愛知県観光交流サミット in とよた」オンライン開催 
 ｍ テレワーク利用促進補助金 
 ｎ 名鉄 EMOTION！ 
 ｏ 旧暦のお雛さん、自動運転実証実験 
 
（ウ）その他メディア等 

    豊田市市政記者クラブへのプレスリリースをはじめ、マスメディア及びＷＥＢ
メディアへの情報提供により、多くの観光情報等が取り上げられました。 

【主な掲載】 
＜新聞＞ 
№ 媒体名 発行日 内容 
１ 中日新聞 ４月 ４日 コロナ禍の SNSによる事業者支援 
２ 中部経済新聞 ４月１５日 テイクアウトグルメ特集 
３ 中日新聞 ４月１６日 テイクアウトグルメ特集 
４ 中日新聞 ４月１８日 #豊田エール飯 
５ 中部経済新聞社 ４月２２日 #豊田エール飯 
６ 新三河タイムス ４月２３日 #豊田エール飯 
７ 中部経済新聞 ４月２８日 バーチャル豊田市観光動画 
８ 中日新聞 ４月３０日 バーチャル豊田市観光動画 
９ 矢作新報 ５月 １日 #豊田エール飯 
１０ 朝日新聞 ５月 ４日 バーチャル豊田市観光動画 
１１ 矢作新報 ５月２２日 #豊田エール飯、インスタキャンペーン 
１２ 中日新聞 ５月２６日 ＪＡＦスタンプラリーあいち 
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№ 媒体名 発行日 内容 
１３ 中部経済新聞 ６月１２日 「コロナ対策宣言店」ポスター作成 
１４ 読売新聞 ６月１２日 「コロナ対策宣言店」ポスター作成 
１５ 中日新聞 ６月１８日 コロナ対策宣言店、＃豊田セーフ飯 
１６ 新三河タイムス ６月１８日 ＃豊田セーフ飯 

１７ 矢作新報 ６月１９日 
「飲食業支援のため宅配サービス開始」 
豊栄交通と連携 

１８ 矢作新報 ６月２６日 「コロナ対策宣言店」ポスター作成 
１９ 中日新聞 ７月 １日 ツーリズムとよた探検隊 
２０ 矢作新報 ７月１０日 総会開催・今後の事業方針の発表 
２１ 新三河タイムス ７月１６日 ＃豊田セーフ飯 

２２ 中日新聞 ８月 ７日 
Try it！さいこーにちょうどいいとよたキャンペーン 
涼を求めてアクティブＴｒｉｐ！ 

２３ 中部経済新聞社 ８月２８日 インスタグラムキャンペーン 

２４ 中部経済新聞社 ９月 ３日 
Try it！さいこーにちょうどいいとよたキャンペーン 
秋のお買い物Ｔｒｉｐ！ 

２５ 矢作新報 ９月 ４日 
Try it！さいこーにちょうどいいとよたキャンペーン 
秋のお買い物Ｔｒｉｐ！ 

２６ 新三河タイムス ９月１０日 
Try it！さいこーにちょうどいいとよたキャンペーン 
秋のお買い物Ｔｒｉｐ！ 

２７ 中日新聞 ９月１１日 
Try it！さいこーにちょうどいいとよたキャンペーン 
秋のお買い物Ｔｒｉｐ！ 

２８ 新三河タイムス １０月１日 コロナ禍の行楽について（事務局長談話） 
２９ 中日新聞 １０月２７日 三河高原アドベンチャー 

３０ 矢作新報 １２月 ４日 
世界ラリー選手権を活かして観光客を呼
び込む等、ツーリズムとよたを通じて宿
泊向けサービスを検討 

３１ 中部経済新聞  ３月 ８日 ＧｏＴｏ 豊田コンサート 

 

＜雑誌＞ 
№ 媒体名 発行日 内容 

１ 豊田法人会だより １月２９日 
旭高原元気村、湧水広場の氷瀑、 
夏焼温泉郷、どんぐりの湯 

＜ラジオ＞ 
№ 媒体名 放送日 内容 

１ エフエムとよた ９月１１日 
Try it！さいこーにちょうどいいとよたキャンペーン 
秋のお買い物Ｔｒｉｐ！ 
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№ 媒体名 放送日 内容 
２ エフエムとよた １１月１０日 香嵐渓・小原四季桜 

３ エフエムとよた １１月２４日 
Try it！さいこーにちょうどいいとよたキャンペーン 
寒い冬は絶品グルメ Ｔｒｉｐ！ 

＜テレビ＞ 
№ 媒体名 放送日 内容 
１ とよた NOW ４月１７日 情報発信で会員事業者を応援 

２ 
ＣＯＮＴＡＣＴ 
ＡＲＴ 

４月２０日 
「原田マハと名画を訪ねて」 
高香園 お茶畑の紹介 

３ とよた NOW ４月２２日 
#豊田エール飯でインスタグラムキャン
ペーン 

４ とよた NOW ４月２３日 
お持ち帰り ｏｒ 宅配ＯＫ！ 
お家で楽しめるグルメ特集！ 

５ とよたＮＯＷ ５月１８日 ＃豊田エール飯 
６ とよた NOW ５月２７日 ツーリズムとよた探検隊 動画公開 

７ とよた NOW ６月１６日 
とよた元気プロジェクト×ツーリズムとよた連携 
「コロナ対策宣言店」ＰＲ事業 

８ キャッチ ６月２３日 足助城 
９ とよたＮＯＷ ７月１７日 ラリー動画ＷＥＢ公開 

１０ とよたＮＯＷ ９月１０日 
Try it！さいこーにちょうどいいとよたキャンペーン 
秋のお買い物Ｔｒｉｐ！ 

１１ あさイチ １０月１５日 
「みんなでシェア旅 愛知県」 
四季桜・香嵐渓の紹介 

 
（２）海外誘客プロモーション事業 
   新型コロナウイルス感染症の影響で海外からの渡航が困難な状況の中、アフター

コロナを見据え、事業内容を精査しながらプロモーションを進めました。 
 

ア 海外宣伝事業 
（ア）海外における観光プロモーション 

     ターゲット国（台湾、タイ、ベトナム等）に向け、ＷＥＢメディア、現地雑
誌、メール配信等を行いました。 
※当初予定していた営業代行による観光プロモーションは、新型コロナウイル
ス感染症の影響により事業を中止 
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【取組結果】      
№ 国 内容 結果 
１ 台湾 旅行作家・張維中による三河高原ア

ドベンチャー、小原四季桜等の現地
取材及び紹介動画の制作 

２本の動画を制作 
動画再生数：２９，９３３回 

WEBメディア「歩歩日本」に記事 
掲載 

４本の新規記事を掲載 
（他に２本の既存記事を再掲） 
記事閲覧数：５，０５７PV 

旅行会社へのメールマガジン配信 ・メールマガジン計４回配信 
・香嵐渓・四季桜等の情報提供  
約３５０社 

オンライン商談会開催 
 

台湾の旅行会社１０社に対し香
嵐渓・四季桜等の情報を提供 

２ タイ Youtuber「Japanmase」(日本在住タイ人)
による足助屋敷、トヨタ会館等の現
地取材及び紹介動画制作 

２本の動画を制作 
動画再生数：２２，２２２回 

WEBメディア「Chill Chill Japan」
に記事掲載 

４本の新規記事を掲載 
（他に２本の既存記事を再掲） 
記事閲覧数：７，９８２PV 

旅行会社へのメールマガジン配信 ・メールマガジン計４回配信 
・香嵐渓・四季桜等の情報提供 
約２１１社 

３ ベトナム WEBメディア「Kilala」に記事掲載 
 

２本の新規記事を掲載 
記事閲覧数：１５，５７２PV 

旅行会社へのメールマガジン配信 ・メールマガジン計４回配信 
・香嵐渓・四季桜等の情報提供約２０社 

オンライン商談会開催 ベトナムの１５社に対し香嵐
渓・四季桜等の情報を提供 

※３月１５日現在 
※「PV」（ページビュー）：閲覧者が各ページを表示した回数（単位） 

【ＷＥＢアンケート結果】 
訪日旅行に関心を持つ方を対象に、観光スポットにおける認知度及び来訪意欲をイ

ンターネットで調査し、以下の結果となりました。 
台湾 タイ ベトナム 

回答数：６０４件 
香嵐渓認知度：36.7％ 

来訪意欲：48.3％ 
四季桜認知度：45.4％ 

来訪意欲：58.1％ 

回答数：２４３件 
香嵐渓認知度：32.5％ 

来訪意欲：52.3％ 
四季桜認知度：39.9％ 

来訪意欲：63.4％ 

回答数：３４９件 
香嵐渓認知度：34.1％ 

来訪意欲：47.3％ 
四季桜認知度：61.9％ 

来訪意欲：75.6％ 
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（イ）愛知県等主催の海外誘客事業への参加 
    ａ 海外旅行会社との商談等への参加 
      ※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業見直しにより中止 

ｂ 海外旅行会社、海外メディア等の招請受入れ 
      愛知県が行うプロモーションアドバイザー派遣事業として、株式会社行楽

ジャパンの袁静氏を受入れました。小原四季桜、和紙のふるさと、小原庵を
訪問し、外国人観光客を誘致する際のアドバイスをいただきました。 

    ｃ 東海地区外国人観光客誘致促進協議会事業への参加 
      愛知・名古屋観光誘客協議会が作成する旅行会社向け素材集、及び愛知県

が作成しているムスリム旅行者向けツーリストマップの更新のための情報を
提供しました。 

 
（ウ）海外旅行会社へのメールマガジン配信 

     旅行会社（１６１件）にイベント情報、観光モデルコースを提案した資料を
提供（計４回）しました。 

 
イ 外国人向け観光情報発信事業 
（ア）多言語版ホームページ及びＳＮＳの運用 

ａ 多言語版ホームページの充実 
    （ａ）掲載言語の拡充 
       ベトナム語を追加し、計８言語で観光情報を発信しました。 
       （掲載言語：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、【新】ベトナム語）  

（ｂ）タイ語ページに特集やコラム２件、スポットページ５件の情報を追加 

【取組結果】 
媒体 結果 

多言語版ホームぺージ総閲覧数 4７,２８２PV 
※３月３１日現在 

※「PV」（ページビュー）：閲覧者が各ページを表示した回数（単位） 

    ｂ 多言語版ＳＮＳによる情報配信 
Ｆａｃｅｂｏｏｋ３３５件、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ２６６件の情報発信を実施

しました。 

【取組結果】 
媒体 結果 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ（英語） 登録者数：２１４,９２０人 
Ｆａｃｅｂｏｏｋ（繁体字） 登録者数：１６,３７２人 
Ｉｎｓｔａｇｒａｍ（英語・繁体字） 
※日本語版と同じアカウント 

登録者数：６,９２７人 

※３月３１日現在 
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（イ）ＷＥＢ広告の配信による多言語版ホームページへの誘導 
Ｆａｃｅｂｏｏｋに広告を出稿し、当法人ホームページへの閲覧誘導、及び 

ＳＮＳへの登録者の誘導を図りました。 

【取組結果】 
種類 結果 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ（英語） リーチ数   ：８００,８２１ 
リアクション数：２５,１８５ 

Ｆａｃｅｂｏｏｋ（繁体字） リーチ数   ：２１５,６９４ 
リアクション数：４,４２１ 

※３月３１日現在 
※「リーチ数」：Ｆａｃｅｂｏｏｋ画面に広告が表示された回数 

※「リアクション数」：広告を閲覧者が「いいね」などの行動を起こした数 
 

ウ 海外誘客宣伝物作成事業 
   ※新型コロナウイルス感染症拡大による事業見直しを行い、多言語版観光パンフ

レットの増刷は中止 
 
（３）市民観光意識向上プロモーション事業 

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を活用した市内観光イベント、飲食店の情報発信 
（ア）ＬＩＮＥを活用した情報発信とクーポン配信 

県内登録者の多いＬＩＮＥを活用し、週末イベント情報を配信（週１回以上 
合計５６回）しました。また、飲食店等で使える各飲食店等提供のＬＩＮＥ 
クーポンを配信し、各店舗への誘客につなげる取組を進めました。 

 
（イ）市民向け宿泊半額キャンペーンの実施  コロナ対策  

     「豊田エール飯」の取組に併せて、市内７つの宿泊施設と、宿泊料が半額に
なる市民限定のキャンペーンを実施し宿泊者の利用を促進しました。 

ホームぺージ特集記事閲覧数：４,６６０PV（８月２０日から１１月３０日） 
※「PV」（ページビュー）：閲覧者が各ページを表示した回数（単位） 

 
イ 会員向け会報誌の発行 
  ツーリズムとよた通信 2020夏（7月号）№8 発行日：8月４日 
   内容：「コロナ対策宣言」、「ツーリズムとよた探検隊」、ＨＰ閲覧順位ほか 
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５ 受入環境整備事業 
会員事業者へのスキルアップ支援の機会を提供する等、観光客の受入体制の充実を

図りました。 

【実施内容】 
開催日 テーマ 講師 結果 

１２月１５日 観光関連事
業者の感染
症対策につ
いて 

（一社）観光品質認証協会 
北村剛史氏 

参加者：４３名 
現 地：１９名 

□オンライン：２４名 

 
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。 

 
（１）総会、理事会等の開催 

ア 総会 
会議名 開催日 内容 結果 

定時総会 ６月２３日 

第１号議案 令和元年度決算について 
第２号議案 役員の改選について 
報告事項１ 令和元年度事業報告について 
報告事項２ 令和２年度事業計画及び収支

予算について 

承認 
承認 

 
イ 理事会 

会議名 
開催日 

（提案日） 
内容 結果 

第１回理事会 
（通常） 

書面 
（５月７日） 

提案事項１ 令和２年度 定時総会の開
催及び召集の決議について 

提案事項２ 令和元年度 事業報告及び
決算の承認について 

提案事項３ 役員の改選による理事及び
監事候補者の決定について 

提案事項４ 理事との取引の承認について 
提案事項５ 新規会員加入の承認について 
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回理事会
（臨時） 

書面 
（6月２３日） 

提案事項１ 会長の選定について 
提案事項２・３ 副会長の選定について 
提案事項３ 専務理事の選定について 

承認 
承認 
承認 
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会議名 
開催日 

（提案日） 
内容 結果 

第３回理事会 
（通常） 

９月２３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

よた給与規則等の一部改正
について 

報告事項  職務の執行状況の報告 

承認 
承認 

第４回理事会 
（臨時） 

書面 
（１１月２６日） 

提案事項１ 一般社団法人ツーリズムと
よた給与規則及び一般社団
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 

承認 

第５回理事会 
（通常） 

１２月１５日 
第１号議案 新規会員加入の承認について 
報告事項  理事との取引に関する報告 

承認 

第６回理事会 
（通常） 

３月１５日 

第１号議案 令和２年度収支予算の変更 
（案）の承認について 

第２号議案 新規会員加入の承認について 
第３号議案 一般社団法人ツーリズムとよ

た就業規則及び一般社団法人
ツーリズムとよた契約職員就
業規則の改正について 

第４号議案 一般社団法人ツーリズムと
よた再雇用職員就業規則等
の一部改正について 

第５号議案 出向協定の締結について 
第６号議案 理事との取引の承認について

（令和３年度補助金） 
第７号議案 一般社団法人ツーリズムと

よた短期経営計画２０２１
―２０２２（案）の承認に
ついて 

第８号議案 令和３年度事業計画及び収支
予算（案）の承認について 

報告事項  職務の執行状況の報告 

承認 
 
承認 
承認 
 
 
 
承認 
 
 
承認 
承認 
 
承認 
 
 
 
承認 
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ウ 監事会 
会議名 開催日 内容 

監事会 ５月７日 
報告事項１ 令和元年度事業報告について 
報告事項２ 令和元年度決算報告について 

 
（２）人材育成及び人材確保 

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、１４件のセミナー等
へ参加しました。 

  【参加内容】 
№ セミナー名 開催日 職員数 
１ 新型コロナウイルス感染症対策セミナー □６月２６日 ２名 

２ 
「Go Toトラベル事業」における「地域共通クー
ポン取扱店舗」地域説明会 

□７月１４日 １名 

３ 「第２回 Go Toトラベル事業説明会」 □７月２５日 １名 

４ 公益法人・一般法人会計セミナー「基礎編」 
□８月１７日 
□８月１８日 

１名 

５ 
Go To トラベル 地域共通クーポン取扱店向け
説明会 

□８月１８日 １名 

６ 第１回新型コロナウイルス感染症対策セミナー □９月２５日 ２名 
７ 「冷やし旅」に係る市町村個別ミーティング １１月１２日 ２名 
８ キャリアアップ研修「情報力強化研修」 １２月□１日 １名 

９ 
公益法人・一般法人会計セミナー 
「決算編」（前編） 

□１月２５日 １名 

１０ 
公益法人・一般法人会計セミナー 
「決算編」（後編） 

□１月２６日 １名 

１１ 
「あいち観光戦略２０２１－２０２３」策定記念
フォーラム 

□１月２８日 １名 

１２ 
愛知県街道観光推進事業 
「東海道シンポジウム」 

□２月□１日 １名 

１３ 
愛知県西三河県民事務所 
『まだ間に合う「同一労働同一賃金」セミナー』 

□２月２２日 ２名 

１４ 
気仙沼観光推進機構 
「DMO（持続可能な地域全体のしくみ構築を学
ぶ）」 

□３月２２日 １名 

 
（３）正規職員の採用 
   契約職員１名を正規職員に採用しました。 
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（４）組織の強化 
   会員サービスの充実、勧誘活動等により、会員の獲得に努めました。 

【取組実績（３月３１日現在）】 
種類 会員数 増減数 

正会員 法人 １５６ +２７ 
個人 １６ +２ 

賛助会員 法人 １５ －３ 
個人 １ ０ 

特別会員 ７ ０ 
合  計 １９５ +２６ 
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