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はじめに 

 

社会的に人口減少や高齢化の進行が指摘されるなか、行政も今後安定した運

営が約束されていません。「豊川市シティセールス戦略プラン」にあるように、

各都市間では、定住人口や交流人口を増やすための施策を競い合う地域間競争

に突入しています。 

そのような折に、平成２５年度に本市において「ご当地グルメでまちおこし

の祭典！Ｂ－１グランプリ」（以下「Ｂ－１グランプリ」という。）開催が決定

されました。Ｂ－１グランプリは、各地域で提供している地元の料理を通じて

「地域をＰＲする」ことで、一人でも多くのお客さんに現地に足を運んでもら

おうという、地域活性化を目的とした「まちおこしイベント」と定義されてい

ます。全国的に注目されているＢ－１グランプリの開催により、メディアによ

る本市の知名度の上昇が期待されます。 

一方、懸念事項として、Ｂ－１グランプリを無事に終えることだけが目標と

なる恐れがあります。イベントが全国規模ということもあり、開催前後には相

応な労力と予算が投入され、イベントに関わった方が燃え尽き症候群のように、

全エネルギーを投入してしまい、その後は「まちづくり」への意識が低下して

しまうことが懸念されます。 

そこで、Ｂ－１グランプリのような全国的なイベントを通じて市民が本市に

対する愛着を深め、継続的な「まちづくり」を行うためにどのような仕掛けが

必要なのか、開催前に考察する必要があると考えました。 

地域間競争の中で選択される自治体となって、「第５次豊川市総合計画」に

寄与するために、アフターＢ－１チャレンジ（以下「ＡＢＣ」という。）を立ち

上げ、本市の認知度を上げ地域を活性化させるとともに、定住交流促進を高め

るよう本市全体の取り組む方向性や具体的な取組みを検討しました。 

本研究が活かされ、１０年後も、２０年後も、その先も本市に住む人や本市

に縁があった方々が誇りと笑顔あふれる「まちづくり」を目指していくことを

期待します。 
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第１章 Ｂ－１グランプリとは 

 

本研究の前提として、Ｂ－１グランプリとは何かということを抑えておきま

す。 

 

１ 地域の活性化を目的としたまちおこしイベント 

Ｂ－１グランプリの正式名称は「ご当地グルメの祭典！Ｂ－１グランプリ」

です。ポイントとなるのは、「ご当地グルメ」です。更に大切なのは、グル

メではなく、「ご当地」です。Ｂ－１グランプリは、グルメイベントとして

メディアなどで紹介されるケースも多々ありますが、グルメイベントではな

く、日本全国のご当地自慢の料理を提供し、ご当地料理を通じて「ご当地を」

ＰＲすることで、一人でも多くの方にわがまちを知ってもらい、一人でも多

くの方にわがまちに来ていただけるようにするための、地域活性化を目的と

した「まちおこしイベント」です。 
本市においては、「第８回Ｂ－１グランプリｉｎ豊川」を開催できること

になり、多くの方に本市を訪れていただける千載一遇の機会を得たことにな

ります。 
 

２ まちおこし活動の日本一を競う 

Ｂ－１グランプリの会場では、まちおこし団体が、自慢のご当地グルメを

持ち寄り、まちおこしのお披露目の場として出展します。よって、地域自慢

の料理だけでなく、ご当地の風景パネルを持ち込んだり、ご当地キャラクタ

ーを登場させたりし、全力で来場者

に自慢の地域をＰＲします。総合的

なまちおこし活動の日本一を競うイ

ベントがＢ－１グランプリの定義と

なります。 
 

３ まちおこし団体への表彰 

Ｂ－１グランプリ会場内外でチケ

ット綴りを購入し、出展団体のブー

スにて必要な枚数のチケットとご当

地グルメを交換します。その際、投

票用の箸を受け取ります。この箸を

会場内所定の投票ブースにて投入し、投入された箸の総重量で、その大会で

のグランプリが決定されます。 

【Ｂ－１グランプリｉｎ北九州 閉会式の様子】 
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Ｂ－１グランプリに出展しているのは、店舗などの営利を目的とした団体

ではありません。そのため、「出店」と表現するのではなく、「出展」と表現

されます。また、順位を競うものでもないため、「出場」や「参加」という

表現ではなく、「出展」に統一されています。 
昨年、北九州大会において悲願のゴールドグランプリを獲得したのは、青

森県東部にある八戸市の「八戸せんべい汁研究会」でした。このグランプリ

の称号は、提供された料理の「せんべい汁」にではなく、まちおこし団体で

ある「八戸せんべい汁研究会」に贈られています。 
 

４ Ｂ－１グランプリの運営 

運営は、社団法人ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会（通称：愛Ｂ

リーグ）と開催地の地元実行委員会と共同開催で年に１度行われています。 

前回の北九州大会においては、６３団体の出展団体があり、１団体あたり

平均２０名としても１，２００人規模の方が、２日間、北九州市や周辺に滞

在しました。また、来場者についても２日間で６１万人にのぼり、イベント

開催について相当な安全配慮、ひいては円滑な大会運営に多くの力を注ぐこ

とになります。 
 

○Ｂ－１グランプリ開催状況一覧表 
大 会 開 催 地 人 口 開催時期 出展団体数 来場者数 
第１回 八戸市  （青森県） 約２５万人 Ｈ１８. ２ １０団体 １．７万人 
第２回 富士宮市（静岡県） 約１３万人 Ｈ１９. ６ ２１団体 ２５．０万人 
第３回 久留米市（福岡県） 約３０万人 Ｈ２０．１１ ２４団体 ２０．３万人 
第４回 横手市  （秋田県） 約１０万人 Ｈ２１. ９ ２６団体 ２６．７万人 
第５回 厚木市 （神奈川県） 約２２万人 Ｈ２２. ９      ４６団体 ４３．５万人 
第６回 姫路市  （兵庫県） 約５４万人 Ｈ２３．１１ ６３団体 ５１．５万人 
第７回 北九州市（福岡県） 約９７万人 Ｈ２４．１０ ６３団体 ６１．０万人 
第８回 豊川市  （愛知県） 約１８万人 Ｈ２５．１１ ?????団体 ??????人 

 
 
 
 
 
 
 

 

【第４回横手大会ゲート付近の様子】 
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第２章 開催地から見える課題 

 
 本市では、Ｂ－１グランプリ支部大会の経験はあるものの、Ｂ－１グランプ

リの全国大会を開催したことはありません。よって、ＡＢＣでは過去のＢ－１

グランプリ開催地の関係者たちの経験・体験談をもとに、問題点や課題を見い

出し、対応・対策を講ずる必要があると考えました。そこで、開催地へのアン

ケート調査や視察、開催地の関係者による講演会を実施することにより情報収

集を行い、課題を次のとおり見い出しました。 
 
１ Ｂ－１グランプリを通じたまちづくりの効果について 
 
 【開催地の状況】 

１ Ｂ－１グランプリ開催による様々な効果を明確にしている開催地と、

そうでない開催地があります。 

２ 

観光客数は、Ｂ－１グランプリ開催直後にはメディアの影響などで増

加しますが、一旦は落ち込み、その後上昇する傾向にあります。 

グランプリ受賞団体の地元では顕著で、波及効果は継続する傾向にあ

ります。 

３ メディアへの露出度は、Ｂ－１グランプリ開催後の活動状況により増

減します。 

４ 
経済効果は、Ｂ－１グランプリ開催後一定の波及効果が確認できま

す。商品化しやすいコンテンツを持っている場合は、ロイヤリティー

収入などで顕著な効果が出る傾向にあります。 

５ 
一般的な交通量、空き店舗率、税収効果への波及効果の確認は困難で

す。久留米市のように空き店舗率について下げ止め効果を実感してい

る開催地もあります。 

６ メディアへの露出を金額に換算するなど、効果の表し方に工夫が見ら

れます。   
 

 

 【見い出した課題】 

１ 
各メディアの関心を継続するには、新鮮なネタ、仕掛けを提供する必

要があります。 

２ 観光客などの増加傾向に適した取組みを展開する必要があります。 

３ 市民などから見て、効果を明確に把握できる仕組みが必要です。 
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２ Ｂ－１グランプリを通じたまちづくりでの仕掛けについて 

(1) ひとの意識や人材育成 

 【開催地の状況】 

１ 自治体職員が「おもてなし」に注力し、その取り組みを継続していま

す。 

２ 自治体職員が大規模イベントで培ったノウハウを活用しています。 

３ ボランティアの活用ノウハウを、その後に活かしています。 

４ まちづくりに係るリーダーへの支援を厚くしています。 

５ 市民の市に対する愛着・誇りが増しています。 

６ 市民のまちづくりに対するボランティア意識が高まります。 

７ 代表的なご当地グルメの事業者のまちづくりに対する意識だけでな

く、他のご当地グルメや他業種への意識醸成にも繋がっています。 

８ 学校教育へ波及しています。 

 

 

 【見い出した課題】 

１ 
人材育成で蓄積したノウハウを活用し、継続していく必要がありま

す。 

２ 市民や事業者の意識の高揚を保持する取組みが必要です。 

３ 次世代の育成に向けた取組みを視野に入れておく必要があります。 

 

(2) 仕組みや制度、事業計画 

 【開催地の状況】 

１ １つのご当地グルメではなく、様々なグルメ、関連産業を含めて、市

全体でバックアップする体制を構築しています。 

２ コンセプトに沿った組織の設置、明確な役割分担を行っています。 

３ Ｂ－１グランプリの趣旨や、やり方を踏襲したイベントを継続的に行

っています。 

４ ご当地グルメに限らず、ブランド化を図っています。 

５ ご当地グルメを通じたまちづくりを計画化しています。 

６ 関連グッズ販売によるロイヤリティー収入で運営を担保しています。 

７ まちづくり団体の強化（体制・資金）を実施しています。 

８ 観光関連商品とのタイアップを拡充しています。 
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 【見い出した課題】 

１ 
Ｂ－１グランプリ開催によって築かれる体制を活かした取組みが必要

です。 

２ 継続的な取組みを進めるための様々な方策が必要となります。 

３ 
ご当地グルメだけでなく、多角的で中長期の視野に立った取組みが必

要となります。 

４ まちづくりの計画や主要な取組みとなる「骨」が必要となります。 

５ 
関連グッズについては、トレンドをおさえた品揃えが必要となりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【厚木市視察にて】 

【Ｂ－１グランプリｉｎ厚木の会場風景】 

【富士宮市視察にて】 
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第３章 姿勢の整理  

    

  課題へ対応する具体的な取り組みを提言するにあたり、取組むための姿勢

を整理する必要があると考えました。 

Ｂ－１グランプリ開催は社会的に大きな効果を生みますが、瞬間的なもので

あることは否めません。単に取組みだけでは、機運の低下と共に継続性も損な

われていくと考えました。 

そこで、まず、開催地での状況や関係者との交流から学び得た取り組み姿勢

を次のとおり提示します。この姿勢を土台にし、具体的な取組みを考えていき

ます。 

 

一つ、「おもてなしの心」を大切にします。 

 

 一つ、全体で盛り上がるために、様々な主体を「巻き込み」ます。 

 

 一つ、市全体として、「全員で」考えます。 

 

 一つ、次に進むために、「継続的な目標」を掲げます。 

 

 一つ、Ｂ－１グランプリで得られる「知名度を最大限に」活かします。 

 

 一つ、業者や団体の「垣根を越えて」、取組みます。 

 

 一つ、自分たちの「できること」から始めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｂ－１グランプリⅰｎ北九州 閉会式にて】 

 



8 

第４章 具体的な取組みの提言 

 

 上述した課題に対応する具体的な取組みを『人』、『物』、『情報』、『イ

ベント』に分類して整理し、Ｂ－１グランプリ開催の前中後に分類し、取組み

のスケジュールを提言していきます。 

 

１ 『人』（地域活性化を担う人づくりや体制づくりに関する取組み） 

『人』とは、まちづくりを成功させる最も重要なファクターです。Ｂ－１

グランプリの本大会を運営するためには、多くのボランティアの力が必要で

す。また、食を通じたまちづくりを成功している地域では、いくつも成功事

業を考案するキーパーソンが存在します。まちづくりを円滑に進め、かつ地

域活性化を担う人づくりのため、次のとおり『人』に関する取組みを提案し

ます。 
(1) 継続したボランティア活動の展開 

Ｂ－１グランプリのボランティア参加者を、まちづくりの仲間として囲

い込み、以後のイベントに積極的に参画していただけるきっかけをつくる

ため、次の取組みを展開します。 

① ボランティア参加者への公共施設の利用無料券の配付 

労をねぎらうとともに、本市の魅力を知ってもらうために、参加者に

本宮の湯やジオスペース館など公共施設の利用無料券を配付します。 

② 観光情報などのメール配信 

情報を共有するために、希望者に限って本市の観光情報、ボランティ

ア情報などをメールにて配信します。 

③ イベントなどサポート制度の整備 

市内各地の祭り、イベントなどでも参加できる仕組みを整えます。 

  ④ おもてなしユニットの支援 

   地域活性化を目的として、自発的に形成された少人数のグループをお

もてなしユニットと位置づけ、まちづくり活動を様々な面で支援します。 

 

(2) 豊川ファンクラブの設置 

Ｂ－１グランプリに興味を持っている、または転出してしまったが生ま

れ育った豊川の魅力を伝えたいなどの強い想いがある方を活かすため、豊

川ファンクラブを設置し次の取り組みを展開します。 

① 転入転出者へのアンケートなどの実施 

転入転出者に対し、アンケートやまちづくりに関する情報を提供し、

まちづくりに関心のある方を発掘します。 
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  ② 情報発信サポーターの設置 

互いに本市に関する発信したい情報を持ち寄り、共有することで、本

市への思いを強め、ブログやツイート、口コミで情報発信をします。 

③ 豊川語り場の設置 

Ｂ－１グランプリ来場者・元住民に本市での思い出を語らう場を整備

します。 

④ ＯＦＦ会の開催 

豊川稲荷東京別院での節分追難式後などの市域外で、ＯＦＦ会を実施

し、市域外において本市の思い出を語らう場などの環境を整備します。 

  

(3) 更なる意識の醸成を図る取組み 

Ｂ－１グランプリを通じたまちづくりに寄与できる人材を育成していく

ために、次の取組みを展開します。 

① 伝道師の育成 

Ｂ－１グランプリや、本市に対する基礎知識を伝えることができる人

材を育成します。 

② 企業、小中学校などへの出前講座の実施 

Ｂ－１グランプリやまちづくりに興味のある企業などに伝道師を派遣

し、まちづくりへの関心を持ってもらう方々の裾野を広げます。 

③ おもてなし研修の実施 

人事課が実施している接遇向上推進研修で、Ｂ－１グランプリを意識

したおもてなし研修を継続して実施します。 

 

 (4) フレンドリーシップの実施 

   市内小中学校を出展団体のサポーターとし、出展団体を応援します。ま

た、出展団体からは、まちづくり活動を紹介していただき、まちづくりに

ついて学ぶ機会を創出します。 

 

２ 『物』（本市にある自慢の「物」を活かし、まちづくりにツナゲル取組み） 

『物』とは、本市に関連するグルメ、物産、施設などを指します。全国の

各地においてそれぞれの地域における自慢の物が存在し、その自慢の物を積

極的に活用し、まちづくりを成功させている事例が多くみられます。地域に

おいて自慢の「物」を発掘し、その活用を促すことで効果的にまちづくりを

実現するため、次のとおり「物」に関する取組みを提案します。 
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(1) 地域自慢マルシェ計画 

  活気あるまちを演出するため、豊川稲荷周辺を本市自慢の「物」をＰＲ

する場とし、次の取組みを展開します。 

 ① 開店！豊川自慢 

   豊川稲荷周辺の事業者以外を対象に、空き店舗の活用などにより自慢

の物・サービスを提供できる場を提言します。 

 ② 地域資源を利用した食堂などの設置 

三河地区の食材を市民及び観光客に知ってもらうために、当地域で採

れた食材を料理して提供するグルメアンテナショップを設置します。 

 

(2) 手筒によるまち灯りの設置 

各地の祭事で使用し、不要となった手筒花火を歩道などに展示し、夜に

は常夜灯として風情を演出します。 

 

(3) 書き込みボードの設置 

   主要な駅や会場周辺での書き込みボードを設置します。 

 

(4) Ｂ－１グランプリ関連グッズの展示 

Ｂ－１グランプリ開催後、今後のまちづくり気運の醸成のために、Ｂ－

１グランプリを実施したシンボルとして、市役所にＢ－１グランプリで使

用したのぼり、チラシなどのグッズを常設展示します。 

 

（5）「Ｂ－１通り（仮称）」の設定 

Ｂ－１グランプリを開催したことを風化させないため、Ｂ－１グランプ

リで歩行者天国となった豊川地区、諏訪地区などの道路に通称名を設定し

ます。 

 

３ 『情報』（情報を効果的に活用した取組み） 

『情報』とは、わがまちをＰＲする大変有効なツールと考えます。まちづ

くりイベントや本市の観光スポットなどを市内外へＰＲすることで、交流人

口を増やすことが可能となります。情報の活用方法によって、事業の成功度

合いが変わるといっても過言ではありません。効果的に情報を活用するため、

次のとおり「情報」に関する取組みを提案します。 
(1) おいでん豊川大作戦 

Ｂ－１グランプリで、本市を訪れようとしている方々に対し、開催前に

次の取組みを展開します。    
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① 「ご当地プラス１ニュース」の提供 

Ｂ－１グランプリを盛り上げつつ、本市の魅力を発信するご当地プラ

ス１ニュースを提供します。 

  ② 「豊川のススメ」の作成 

本市の魅力が詰まったお立ち寄りスポット、お土産情報及び本市の方

言解説などが掲載されたガイドブック「豊川のススメ」を作成し、本市

内外に発信します。 

  ③ ＴＭＮ（トヨカワズ マップ オブ ナイトすぽっと）の作成 

    本市の魅惑のナイトスポット地図を作成します。 

 

(2) みてって豊川大作戦 

Ｂ－１グランプリ開催中に、本市の魅力を伝えるため、次の取組みを展

開します。 

  ① 豊川の車窓から 

シャトルバス内で観光スポットを紹介し、本市の魅力を発信します。 

② ガイドタクシー 

タクシー業者にお願いし、本市の観光スポットなどの魅力を発信しま

す。 

③ バス停プロモーション 

シャトルバスの乗車待ちの方々を対象にガイドブックの配付するなど、

本市の魅力を発信します。 

④ ご当地ＤＥサイクリング 

見てって欲しい本市の名所を集めた奨励サイクリングロードマップを

作成します。桜ヶ丘ミュージアムなどの自転車を無料で貸し出し、名所

への誘導を促します。 

 

(3) またこりん豊川大作戦 

  Ｂ－１グランプリ開催後に、本市のリピーターになっていただくために、

次の取組みを展開します。 

 ① スイングガール＆ボーイズ 

   Ｂ－１グランプリ開催中に、シャトルバスの乗車している方に向けて

手を振り歓迎の意を表現します。豊川市民のおもてなしの心意気を伝え、

再訪へつなげます。 

② 豊川観光チェックリストの配布 

本市の観光スポットに対するチェックリストを作成します。チェック

リスト形式で来訪者は行動をおさらいし、再訪へつなげます。 
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  ③ ディープ豊川 

    通常のガイドマップでは掲載しきれない観光情報（日本一古いポスト

など）を紙やデータで配信し、再訪を促します。 

  ④ Ｂ－１グランプリ思い出駅伝 

    Ｂ－１グランプリの開催会場を振り返る情報を提供し、再訪を促しま

す。 

 

(4) まちづくりに対する意識調査の実施（たまご調査、ひよこ調査、にわと

り調査、巣箱調査） 

今後のまちづくり活動の指標とするために、Ｂ－１グランプリ開催前後

に市民に対し意識調査を実施し、今後のまちづくり活動の指標とします。

学生に対しては「たまご調査」、若者に対して「ひよこ調査」、成人、社

会人に対しては「にわとり調査」、事業者、企業に対しては「巣箱調査」

を実施します。また、年代や立場の違う方々から、独自のまちづくりに関

するアイデア取得する契機とします。 

 

(5) 映画館でＰＲ 

情報の発信基地ともいえる若者たちに本市の情報を知ってもらう機会を

つくるため、映画館において、映画が始まる前に流れるＣＭで、Ｂ－１グ

ランプリや本市のＰＲを行います。 

 

３ 『イベント』（イベントを通じた効果的な取組み） 

『イベント』とは、効果的に、分かりやすく、まちづくりを実施するため

の重要な手段と考えます。先進地の事例においても、Ｂ－１グランプリを契

機としたイベントを継続的に実施することで、地域に根付き、無くてはなら

ないイベントとなっていくことがあります。また、他の分野と関連したイベ

ントを実施することで相乗効果として来訪者を増加させるなどの成功してい

るイベントが存在しています。 
上述した「人」「物」「情報」のすべてを集約・活用できる「イベント」と

いう手段により、効果的にまちづくりを成功させるため、次のとおり「イベ

ント」に関する取組みを提案します。 
(1) 豊川まんぷクエスト 

本市の魅力に触れ、楽しくお腹を満たしていただくために、お題となる

写真の添付台紙を配り、豊川いなり寿司専門店や観光スポットの写真を撮

ってきてもらい、宝探し気分で、隠された情報集める市内探検イベントを

開催します。隠された情報を全て集めた方に記念品を贈呈します。 
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(2) たすき制度の導入 

リピート効果を促進するために、Ｂ－１グランプリ来場者に「たすき」

を配布します。駅伝のまち豊川をＰＲすると共に、再び本市に来たことの

証しとします。Ｂ－１グランプリ開催後も継続的に利用できる「たすき」

をかけて市内を観光すると記念品が得られるイベントを開催し、本市への

リピート効果を促進します。 

  

(3) Ｂ－１グランプリ継承イベント実施 

既存のイベントをＢ－１グランプリ継承イベントとして位置づけ、Ｂ－

１グランプリ開催を風化させないために、次のように提案します。 

① おいでん祭の拡充 

おいでん祭をＢ－１グランプリ継承イベントの一つととらえ、おいで

ん祭のグルメコーナーに、市内の地域の活性化を図るご当地グルメコー

ナーを増設します。 

② 豊川いなり寿司フェスタの拡大 

Ｂ－１グランプリ後に開催する豊川いなり寿司フェスタが５周年であ

ることを記念し、豊川いなり寿司フェスタの規模を拡大します。 

  ③ 本市主催以外のイベントに併設開催 

    本市主催以外のものが開催するイベントに、Ｂ－１グランプリの継承

するイベントを併設開催します。 

 

 

 

 

【豊川いなり寿司フェスタの様子】 
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第５章 まとめ    

 
今回、ＡＢＣでは、Ｂ‐1 グランプリの開催を通じて市民が愛着をもって住み

続け、市外から訪れたくなるまちづくりを行うために、様々な取組みの提言を

させていただきました。 
最終提言として、次の提言をさせていただきます。 
「食のまち、豊川」の宣言 
Ｂ－１グランプリ開催で上昇した知名度を継承します。スポーツだけでな

く、食のコンテンツも加え、市内外に発信するともに本市の姿勢を伝え他自

治体との差別化を図ります。うまいものを食べたければ、豊川へという構図

を創り出し、内外の方を豊川市へ誘引します。 
 
「食のまちづくり課」の創設 
上記施策の担い手として経済部内にまちづくり気運の醸成を継続するため

に、新組織を立ち上げます。食に関連してまちづくりに寄与するセクション

を対象として、横断的に調整を図ります。 
  
「全国規模のイベント」の開催 
１０年後以内の８０周年に全国規模の食をテーマとしたイベントの開催を

行います。Ｂ－１グランプリ開催による全国的な知名度の上昇を風化させる

ことなく、継承していきます。  
 

上記でいくつもの取り組みを実現できたとしても、まちづくりの成功には定

義はなく、その効果を表すのは、難しいものです。何をもって成功するかにつ

いては、永遠の議論のテーマかもしれません。ＡＢＣでは、一人でも多くの市

民が、「豊川が好き」と言っていただけるまちづくりを成功の指標であると考え

ます。本市に住む方はもとより、縁があった方も含め、特に次世代を担う子ど

も達には、本市に誇りを持ってもらえるように、魅力あるまちをつくっていき

たいと強く感じています。 
そのため、今回の政策研究の提案及び収集した資料が、本市の魅力向上に繋

がる一助となれば幸いです。 
なお、今回提案しました事業は、行政組織において横断的に実施する取組み

も多く、また、まちづくりの主体の一つである行政が責任をもって活動できる

ように、提案した事業を実施する行政組織の弾力的な体制づくりを実施してい

ただくことを切に願います。 
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資料 
アンケート資料、視察資料は別紙掲載 
 
出典資料 
 愛ＢリーグＨＰ及び資料参照 
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