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わがまちの魅力をいっぱい発信します！
「わがまち発信大作戦」
▶ いろいろ発信作戦

工夫をこらした手法で、地域資源や取り組みを積極的に発信します。

▶ よく見える発信作戦　
様々な情報媒体を活用して、情報を受け取る人のニーズに合わせた
よく見える情報発信を行います。

わがまちを好きな人の輪を広げます！
「わがまち大好き大作戦」
▶ わがまち学ぼう作戦
　　市民にわがまちのことを学んでもらう取り組みを行います。

▶ わがまち輪となろう作戦
　　市民の中におもてなしの心を広めたり、市外のファンを増やす取り組みを行います。

わがまちのブランド力を高めます！
「わがまち魅力アップ大作戦」
▶ 魅力掘り起こし作戦

地域資源や取り組みについて見つめ直し、情報収集することで、隠れ
た魅力を引き出します。

▶ 魅力組み合わせ作戦
様々な地域資源や取り組み同士を一体的に捉えて情報発信することで、その魅力を高めます。

▶ 魅力磨き上げ作戦
地域資源や取り組みに工夫・改善を加えて新たな価値を持たせることで、その魅力を磨き上げます。

▶ 魅力際立たせ作戦
地域資源や取り組みがもつ潜在的な特徴を見つけ、強調することで、今まで以上に魅力的に
見せます。

方 針 1

方 針 2

方 針 3

How どうやって売り込むの？

　「きらっと☆」には、豊川市を未来にわたって輝くまちにしたいという思いが込められています。
　「とよかわっ！」には、シティセールスの「輪」を広げ、「わっ！」と驚くような活動を展開していくとい
う思いが込められています。
　このキャッチフレーズのもと、多くの人に住みたい、訪れたいと思われるまちの実現をめざします。

キャッチフレーズは「きらっと☆とよかわっ！」

まちの魅力をアピールして、まちを売り込むことです！

まちを売り込んで、多くの人に住んでもらい、訪れてもらうことで、
まちが元気になるからです。

市民、ＮＰＯ、地域、企業、大学、行政などが、考え方を共有し、一緒になって売り込みます！
みんなで連携すると、効果的に売り込むことができ、
それぞれの立場において様々な効果が期待できます。

まちが元気になれば、豊かに住みよく暮らせます。

活動の機会が拡大し、ネットワークが広がります。

地域に一体感が生まれ、活性化します。

人の交流が増え、ビジネス機会が拡大します。

人材の育成と蓄積された知識の活用が図られます。

安定した行政運営と市民サービスの向上が図られます。
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「シティセールス」とは？

Why なぜ、まちを売り込むの？

Who 誰がまちを売り込むの？
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現在、豊川市では、様々な形でシティセールスを進めています。
その一部を紹介します。

　観光協会と連携して「桜まつり」を開催する他、
桜ヶ丘ミュージアムで桜
に関連する美術作品を
積極的に収集するなど、
「さくら」をキーワードに
したＰＲを行っています。

「さくら」をキーワードにしたＰＲ

　豊川市の魅力を発信し、来訪者を温かく迎える
観光まちづくりボランティアを育成しています。
いなりんピックなどの各種イベントで活躍しても
らっています。

おもてなし意識の醸成

　愛知県観光協会などと連携した東海道キャン
ペーンで、名所・旧跡やグルメスポットをＰＲする
スタンプラリー、ウォーキングイベントなどを開
催しています。

観光の広域連携

　推奨観光ルート
ウォーキングイベント
など、ふるさとの魅力
を再発見するイベン
トを開催しています。

再発見イベント

まちのファンを拡大

　誰もがいつでもス
ポーツに親しむことが
できる環境づくりのた
め、総合型地域スポー
ツクラブの設立・育成
を進めています。

スポーツのパワーアップ

　こだわり農産物を始めと
した豊川産農産物をＰＲす
るため、「とよかわ農業市」
を開催してます。

地産地消、６次産業化による農業振興

　三河国分尼寺跡史跡公園で行われる天平ロマ
ンの夕べにおいて農産物やスイーツの販売を行
うなど、文化・歴史施設に多くの方が訪れ、知って
いただくための取り組みを行っています。

文化・歴史のバリューアップ

　コアブラツツジの紅葉にあわせて開催される宮
路山もみじまつりなど、豊川市の魅力ある環境・自
然を市内外のイベントにおいてＰＲしています。

環境・自然のウェイクアップ

　商店街のにぎわい創出につながる事業に対し
て支援する「やる気満々商店街等事業費補助金」
や、地域経済の活性化を目的とした「チャレンジ
とよかわ活性化事業費補助金」などを創設し、商
業振興に取り組んでいます。

まちづくりと連動した商業振興

まちの魅力をアップ

桜トンネル

推奨観光ルートウォーキング

わすぽ一宮

農業市

　民間などが行うイベントなどを様々な活動でサポートする制度を創設しました。イベント
や視察・会議などの活性化とともに、シティセールスの強化を図っています。詳しくは秘書課
へ、お問い合わせください。

　芸術・芸能、スポーツ等のあらゆる分
野で活躍する、本市の出身者やゆかりの
ある方に広報大使を委嘱。その知名度
や影響力を活かし、豊川市の魅力を広く
全国に発信してもらいます。

きらっと☆とよかわっ！イベントサポート制度

とよかわ広報大使

委嘱第1号は映画監督の園子温さん。委嘱式では、「映画を通して
豊川を全世界にアピールしたい」と語ってくれました。

シティセールスの

 

 
連
携

民
　
　
 間

行
　
　
 政

シティセールスの取り組み

　広報・シティセールス活動をサポートする仮想
組織「宣伝部」を設置しています。宣伝部長「い
なりん」をはじめ、３体のゆるキャラが役職に就
き、イベントやメ
ディアに出演する
など、まちのＰＲに
励んでいます。

豊川市宣伝部

　広報紙はフルカラーで見
やすい紙面になり、スマホ専
用アプリを使った新しい情報
発信も開始しました。また、公
式ＳＮＳでは、写真や動画を
使って、まちの魅力をタイム
リーに紹介しています。

多様な広報媒体

　宣伝部長いなりんが、 豊川稲荷東京別院にて
毎年行われる節分会追儺式をはじめ県外の様々
なイベントに参加し、 豊川市の魅力をＰＲしてい
ます。

全国へのＰＲ

　地図情報配信サイト「きらっと☆とよかわっ！ガ
イドマップ」を公開し、観光情報などの充実化を
図っています。

市民公開型GIS

　観光案内表示を充実させ
るため、市内各地の観光ス
ポットに案内標柱などを設
置しています。

観光案内の表示

まちの情報を発信

豊川市宣伝部（豊川稲荷東京別院でのPR）

宮路山の案内標柱

広報とよかわ
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豊川市には、シティセールスにつながる多くの魅力があります。

人が賑わい、楽しめる祭りやイベントがありますお祭り・イベント

人々に感動を与え、親しむことができるスポーツがありますスポーツ

農産物、モノづくり技術、商業施設など
誇るべき産業と都市基盤があります産業・都市基盤

おいでん祭

風まつり 手筒まつり

若葉祭 流鏑馬騎乗式 雨乞いまつり

赤坂の舞台どんき

全国高校駅伝 スポーツ選手ふれあい指導事業 豊川リレーマラソン 三遠ネオフェニックス トヨカワシティマラソン

バラ本宮の湯

JR豊川駅

新幹線車両工場豊川いなり寿司

トマト

あふれる
古くから受け継がれてきた歴史や
人の心を豊かにする文化芸術があります

あふれるまちの魅力
歴史・文化芸術

豊かな山、川、海、花、緑といった人に優しい環境と自然があります環境・自然

進雄神社・綱火 旅籠大橋屋

五社稲荷 御油松並木

赤塚山公園

三明寺・三重塔 伊奈城跡公園

豊川稲荷

財賀寺・仁王像

大恩寺

三河国分尼寺跡史跡公園

大和の大イチョウ

宮路山の紅葉 本宮山と豊川 御津マリーナ コバノミツバツツジ

佐奈川
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Facebook

魅 力 発 信 中
Twitter

まちの身近な話題や出来事などをタイムリーに情報発信しています。
ぜひ、ご覧ください。
※通信料は利用者の負担となります。

右のQRコードからアクセスできます。

Facebook・Twitter豊川市企画部秘書課
〒442－8601　豊川市諏訪１丁目１番地
Ｔ Ｅ Ｌ ●（0533）89－2121
Ｆ Ａ Ｘ ●（0533）89－2124
Ｅメール ●info@city.toyokawa.lg.jp
Ｕ Ｒ Ｌ ●http://www.city.toyokawa.lg.jp/

　豊川市の人口は減少傾向にあり、この人口

減少の抑制や来訪者の増加を図る取り組み

がこれまで以上に求められています。また、地

方分権社会に対応し、地域の特色に合わせた

独立性の高いまちづくりは、行政だけで進め

られるものではありません。

　シティセールスでも、様々な主体が協働し

て、お互いの理解と信頼を深めながら、特色

ある取り組みを進めていく必要があります。

　市民、ＮＰＯ、地域、企業、大学、行政などが

連携し、みんなで豊川市をＰＲしましょう！

オール豊川で
いっしょにやろまい！

豊川市 公式SNS発　行

豊川市
ホームページ

豊川市宣伝部特命課長豊川市宣伝部特命係長 豊川市宣伝部長

Let’
s みんなで豊川市をPR！

ヒトコトモノマルシェ

monooto-picnic
諏訪まちリアルすごろく

縁～en～ いなり楽市

おいでん横
丁


