第３号議案

令和元年度事業計画について

豊川市観光協会

令和元年度重点事業

＜第２次観光まちづくりビジョン策定６年目＞

◆第一四半期（４月～６月）
①第２次とよかわ観光ビジョン３大プロジェクト会議
②会員拡大 広域的に取り組むために会員拡大キャンペーンの実施
③桜まつり事業（3 月 22～4 月 7 日 豊川市観光物産展の開催）
：MATSURI プロジェクト
④市民まつりおいでん祭 ：BRAND プロジェクト とよかわブランドＰＲ出展、まつりＰＲ
⑤豊川市観光協会総会・プロジェクト発表会（３大プロジェクト事業計画発表）・懇親会市民プラザ
⑥とよかわ夏まつりポスター＆チラシ発行：MATSURI プロジェクト
⑦とよかわ BRAND 発掘調査：BRAND プロジェクト
⑧協会 HP にて、まつり動画ＰＲ（随時更新）
：MATSURI プロジェクト
⑨愛知県下アフターDC(デスティネーションキャンペーン)PR・商談・旅行会社営業事業：スポーツ合宿委託事業
⑩とよかわまつり動画発表会（インバウンド対応 英語）：MATSURI プロジェクト
⑪セミナーもっと知りたい！とよかわ東海道（御油松並木と大橋屋）歴史散策 6 月 27(水)：OMOTENASHI プロジェクト
⑫会員飲食お土産店舗・宿泊施設の情報収集：スポーツ合宿委託事業
⑬スポーツ合宿専用ＨＰ作成開設：スポーツ合宿委託事業
⑭ＰＲ用袋作成：スポーツ合宿委託事業
⑮とよかわＰＲ動画（ＣＭ）作成：スポーツ合宿委託事業
◆第二四半期（７月～９月）
①第２次とよかわ観光ビジョン３大プロジェクト会議
②会員拡大キャンペーンの継続（第一四半期～第二四半期）
：OMOTENASHI プロジェクト
③まつりサミット調査研究：MATSURI プロジェクト
④とよかわ秋まつりポスター＆チラシ発行：MATSURI プロジェクト
⑤「第６回とよかわおもてなし講習会 8 月開催：OMOTENASHI プロジェクト
⑥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魅力散策 8 月 30 日開催：OMOTENASHI プロ
ジェクト

⑦小中学生対象「とよかわ宝物マップ」夏休み期間に募集：OMOTENASHI プロジェクト
⑧令和元年度とよかわ BRAND 認定申請 7 月～受付スタート：BRAND プロジェクト
⑨愛知県下アフターDC(デスティネーションキャンペーン)PR・商談事業
⑩観光まちづくりビジョン効果測定
⑪新たなイベントの調査研究事業
⑫新たな集客施設調査研究事業
⑬会員飲食店舗・市内宿泊施設紹介パンフレット発行事業：スポーツ合宿委託事業
⑭ミールクーポンチケット作成事業：スポーツ合宿委託事業
◆第三四半期（１０月～１２月）
①第２次とよかわ観光ビジョン３大プロジェクト会議

②名鉄ハイキング、JR さわやかウォーキングイベントの支援協力（観光物産展）
：MATSURI プロジェクト
③初詣キャンペーン 浜松駅、名古屋駅、金山駅、東京駅：BRAND プロジェクト
④とよかわ新春まつりポスター＆チラシ発行：MATSURI プロジェクト

⑤セミナーもっと知りたい！日本一のとよかわバラを体感バラ園見学とフラワーアレンジメント教
室 10 月 29 日（火）開催：OMOTENASHI プロジェクト
⑥音羽地区強化対策「宮地山もみじまつり」
：OMOTENASHI プロジェクト
⑦愛知県下アフターDC(デスティネーションキャンペーン)※第２回とよかわ冒険スタンプラリーいなりん探検隊
◆第四四半期（１月～３月）
①第２次とよかわ観光ビジョン３大プロジェクト会議
②名鉄豊川キャンペーン（1 月～4 月 10 日頃まで 豊川稲荷＋豊川稲荷周辺のまち）
：BRAND プロジェクト
③JR 東海豊川キャンペーン（1 月～2 月

同上

）BRAND プロジェクト

④とよかわ春まつりポスター＆チラシ発行：MATSURI プロジェクト
⑤とよかわ検定試験（市と共催）
：OMOTENASHI プロジェクト
⑥とよかわまちおこしフェスタ２０２０「第６回いなりんピック！」：3 月 14 日（土）３大プロジェクト
⑦令和元年度とよかわブランド発表：BRAND プロジェクト
⑧セミナーもっと知りたい！三明寺のシダレサクラと歴史散策 3 月 26 日（木）：OMOTENASHI プロジェクト
◆都市圏プロモーション BRAND プロジェクト
＜スケジュール＞
・二子玉川ライズイベントスペース「ガリレア」愛知県の観光物産展 6 月 15 日・16 日
・クイーンズスクエア横浜愛知県の観光物産展 7 月 13 日・14 日
・東京ドーム都市対抗野球大会での豊川市観光物産展 7 月 13 日～15 日
・東京都庁全国ＰＲコーナー豊川市観光物産展 7 月 17 日～23 日
・大阪豊中せんちゅうパルにて岐阜愛知の観光物産展 11 月

・日本橋イベントスペース 豊川市観光物産展 11 月 5 日～6 日
・有楽町駅前広場愛知県の観光物産展 11 月 16 日～17 日
・サンシャインシティー池袋にて愛知県観光物産展 2 月 15 日～16 日
・JR 名古屋駅・名鉄名古屋駅・JR 金山駅・JR 浜松駅でのＰＲ
・豊川稲荷東京別院大祭（秋季大祭 9 月 21 日～22 日・節分祭 2 月 2 日～3 日、初午祭 2 月 8 日～9 日
豊川市観光物産展）
◆年間企画

・会員紹介チラシ発行
・とよかわブランド PR ツール発行
・各団体との連携強化
・豊川市観光協会創立７０周年記念事業
・インバウンド、DMO、法人化の調査研究
・旅行会社、バス会社への営業強化
・情報配信の強化（HP、SNS、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等）

◇予算項目別事業計画◇
１．催事開催費

（予算額 5,095 千円 財源内訳 協会 2,238 千円

市補助 2,857 千円）

（１）桜まつり・夜間照明工事、警備・清掃委託、共催補助金
（２）とよかわまちおこしフェスタ２０１９「いなりんピック！」開催設営委託料等
（３）第２次とよかわ観光まちづくりビジョンプロジェクト企画
（４）事務費
２．宣伝事業費 （予算額 10,331 千円

財源内訳 協会 4,781 千円 市補助 3,744 千円 市スポーツ合

宿委託事業 1,806 千円）
（１）イベント、キャンペーン、商談会等の旅費、ガソリン代、出展料等
（２）新聞広告、県観光協会 HP 等広告料
（３）ホームページ運営委託料等
（４）観光ポスター、チラシ、パンフレット作成料
（５）会員紹介チラシ
（６）ブランドエンブレム PR ツール
（７）スポーツ合宿用ホームページ及びＰＲ動画作成委託料、宿泊・団体食事プランチラシ作成料等
1,857 千円 財源内訳

３．観光案内所運営費 （予算額

協会 0 円

市補助 1,857 千円）

（１）土地、建物賃借料
（２）維持管理費
（３）観光情報提供機器購入
※スタッフ人件費は総務費で計上。
４．観光一般事業費 （予算額

1,300 千円

財源内訳 協会 1,300 千円 市補助 0 円）

（１）協賛行事会長賞、供物料等
（２）観光ボランティアガイド用需用費
（３）フラワーツーリズム事業（駅東駐車場）
（４）諸団体負担金等（各団体との連携強化）
（５）旅行会社、バス会社への営業ツール
５．観光業費調査研究及び観光ビジョン事業費
（予算額 1,750 千円 財源内訳

協会 1,750 千円 市補助 0 円）

（１）新規イベント企画研究事業費
（２）新たな集客施設の調査研究事業費
（３）まちづくりビジョン効果測定事業費
（４）来訪者増の他事例の手法研究調査費（成功事例のヒアリング）
（５）調査研究結果の提言
６．総務費 （予算額 36,367 千円 財源内訳 協会 400 千円
託事業 2,194 千円）

市補助 33,773 千円 市スポーツ合宿委

（１）人件費
※事務局長、職員 3 名、臨時職員 7 名分 賃金および共済費
（２）事務費（旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、車両維持費等）
（３）事務局使用料等（プリオ共益費、床借上料）
（４）着ぐるみ修繕料
７．都市圏プロモーション活動事業費 （予算額 1,200 千円 財源内訳 協会 0 円 市補助 1,200 千円）
（１）キャンペーン旅費
（２）キャンペーン用ポスター、チラシ作成料及び消耗品
（３）壁面広告作成委託料
※活動期間・場所（予定＝JR 東京駅、豊川稲荷東京別院、その他）
８．アフター愛知ディスティネーションキャンペーン事業費

（予算額 500 千円

財源内訳 協会 0 円

市補助 500 千円）
（１）キャンペーン・商談会旅費
（２）キャンペーン用チラシ作成料及び提供品
９．インバウンド対策事業費

（予算額 1,500 千円

財源内訳

協会 0 円

市補助 1,500 千円）

（１）動画多言語化作成委託料
１０．スポーツ合宿都市圏プロモーション事業費 （予算額
1,000 千円）
（１）スポーツ合宿キャンペーン・商談会旅費
（２）スポーツ合宿ＰＲ出展料

1,000 千円 財源内訳

協会 0 円 市補助

