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各種アンケート調査結果（総括） 

１．市民アンケート 

①市民まつり「おいでん祭」会場〔調査日：平成 26 年 5 月 24 日（土） 回収数：85〕 

②イオン豊川店〔調査日：平成 26 年 6 月 11 日（水） 回収数：45〕 

③プリオ〔調査日：平成 26 年 7 月 12 日（土） 回収数：41〕 

合計 171 

■豊川市のイメージとして思い浮かぶもの 

・回答者の 88%が「豊川稲荷」と回答。次いで「いなり寿司」（53%）、「B-1グランプリ」（39%）。 

・「寺社仏閣が豊富」は 12%、「歴史が感じられる街」は 10%とイメージが希薄。 

■市内の観光地の来訪頻度 

・「年に数回ある」（37%）と最も多く、次いで「月に 1回くらい」が 22%。月に 2回以上訪れて

いる市民の割合は 15%。 

■市内の観光地・イベントの訪問経験 

・「豊川稲荷」や「豊川稲荷門前商店街」、「砥鹿神社」、「赤塚山公園・ぎょぎょランド」、「桜ト

ンネル・佐奈川（桜・菜の花）」、「おいでん祭」については回答者の 9 割以上が来訪経験あ

り。 

■おすすめしたい観光地・イベント 

・「桜トンネル・佐奈川（桜・菜の花）」が 50%と最も多く、次いで「豊川稲荷」（43%）、「赤塚山

公園・ぎょぎょランド」（36%）となっている。 

・訪問経験率が 9 割以上と高い「豊川稲荷門前商店街」、「砥鹿神社」については、いずれもお

すすめしたい観光資源としての選択率は低い。 

■豊川市に多くの方に来てもらうために必要なこと・もの 

・PR の強化や B-1 グランプリのようなイベントの開催を求める意見が多数。 

・子供が遊べる場所（遊園地等）や若者向けの店、大人がゆっくり楽しめる飲食店や商業施設

などを求める意見が複数。 

・一方、住みやすい町なので今のままでよいとする現状維持を求める意見もみられる。 

【課題】 

 「豊川稲荷」、「いなり寿司」以外のイメージが希薄。観光交流を促す上で、いかに豊川市の

イメージを打ち出すかが課題。 

 大半の市民が訪問経験のある観光地・イベントは豊川稲荷などに限られ、市内の観光地であ

っても訪問経験がなかったり、よく知らないといった状況もある。市民が市内の観光資源に

触れ、理解を深める機会を働きかけていくことも重要。 

 誘客を図る上では、知名度向上に向けた PR、イベントの開催、公共交通の利便性向上など

が課題となっている。 

 子供が遊べる場所を求める意見もみられ、赤塚山公園や東三河ふるさと公園など既存の資源

の認知や利活用といった面で課題がある。 

 豊川市の住みやすさを挙げる意見も多くみられ、いかに PR に活かしていくかが課題。 
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２．来訪者アンケート 

①東三河ふるさと公園〔調査日：平成 26 年 5 月 31 日（土）、回収数：60〕 

■来訪者属性 

・来訪者の 8割は市民。市外では豊橋市や西尾市など近隣市町。 

・60歳以上が 37%と最多を占め、次いで 50歳代が 22%。 

・来訪者の 40%は家族が占め、次いで友人・グループが 27%、夫婦・カップルのみが 22%。 

・自家用車による来訪が 83%を占めるが、自転車・徒歩が 15%存在。 

・ナンバープレート調査では、豊橋が 8割以上を占め、岡崎及び三河が 5～10%程度を占める。

午後の時間帯には首都圏や岐阜、浜松など県外の割合が若干増えている。 

■来訪目的・来訪頻度 

・当該施設だけを主目的とする人が 81%。他が主目的でついでに立ち寄った人が 13%。 

・来訪頻度は「3回以上」が 85％とリピーターが多い。 

■豊川市のイメージとして思い浮かぶもの 

・「豊川稲荷」が 88%と最も多く、次いで「いなり寿司」（55%）、「B-1グランプリ」（37%）。 

■今回訪れる予定の場所、または訪れた場所 

・「訪問しない」（無回答含む）が 73%と大半。市内の立ち寄り先としては、「ぎょぎょランド」

という回答が複数。 

■豊川市における消費行動 

・今回の来訪による消費額は、買い物、食事、その他いずれも「0 円」という回答が大半。 

■豊川市の観光について（自由意見） 

・食事ができるところがわかりにくい、グルメ情報（冊子）を求める意見がみられる。 

・東三河ふるさと公園や赤塚山公園など施設があるものの、イベントの告知が不足していて情

報がよくわからないといった意見あり。 

・交通の便がよくない、乗り継ぎが悪いといった意見あり。 

【課題】 

 豊川市民の利用が多く、リピート率が高い施設である。豊橋ナンバーの来訪が多い。近隣市

町など市外からの来訪を促し、集客範囲の拡大が課題。 

 当公園のみを目的とした来訪が多く、他施設への立ち寄りなど周遊行動には結びついていな

い。このため、当施設利用者の市内での消費行動はほとんどみられない。 

 当公園の観光情報コーナーの利用率は決して高くないが、当コーナーを活用して、市内の観

光情報、イベント情報など適時適切な情報を発信するなど、当公園から市内への周遊を促す

仕掛けが課題。 
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②豊川リレーマラソン〔調査日：平成 26 年 6 月 1 日（日）、回収数：60〕 

■来訪者属性 

・愛知県内が 95%を占めるが、市民は 4割で、豊橋市や田原市、名古屋市など市外から来訪。 

・20歳代と 30歳代で 68%を占め、友人・グループによるチーム参加が中心となっている。 

・自家用車による来訪が 80%を占めるが、自転車・徒歩が 13%存在。 

■来訪目的・来訪頻度 

・当該施設だけを主目的とする人が 95%。他が主目的でついでに立ち寄った人は 5%。 

・来訪頻度は「はじめて」が 47％と最多であるが、「3回以上」も 28%。 

■豊川市のイメージとして思い浮かぶもの 

・「豊川稲荷」が 88%と最も多く、次いで「いなり寿司」（61%）、「B-1グランプリ」（41%）。 

■今回訪れる予定の場所、または訪れた場所 

・「訪問しない」（無回答含む）が 80%と大半。。 

■豊川市における消費行動 

・今回の来訪による消費額は、買い物、食事、その他いずれも「0 円」という回答が大半である

が、食事では消費額が「1,000～3,000 円」というが多い。 

■豊川市の観光について（自由意見） 

・リレーマラソンの会場に稲荷寿司など豊川グルメのブースの出展や出店の充実を求める意見

が複数みられる。 

・交通の便が悪いといった指摘や公共交通機関の増便を求める意見あり。 

【課題】 

 豊橋市や田原市、名古屋市など市外から 20歳代、30歳代といった若い世代を中心に参加者

を集めているイベントであり、豊川市への来訪を促すきっかけとなっている。リレーマラソ

ンに対する再訪意向では、「ぜひ訪れたい」が 55%と高い。 

 しかしながら、現状ではリレーマラソン大会に出場するだけで、出場後の市内での食事や観

光資源への立ち寄りなど周遊や消費行動に結びついていない。大会に出場するだけでなく、

豊川市の来訪を楽しめる仕掛けや「次回は観光で訪れよう」と思わせる観光 PR が課題。 
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③豊川稲荷〔調査日：平成 26 年 7 月 13 日（日）、回収数：53〕 

いなり楽市〔調査日：平成 26 年 6 月 8 日（日）、回収数：65〕 

■来訪者属性 

・愛知県内が 73%を占めるが、三重県や静岡県など他県からの来訪がみられる。 

・60 歳以上が 41%を占め、次いで 40歳代と 50 歳代がともに 19%となっており、30 歳代以下の

世代の割合は低い。 

・家族による来訪が 22%と最も多いが、友人・グループが 20%、団体も 17%を占める。 

・自家用車による来訪が 53%を占めるが、鉄道が 20%、バスが 15%。 

・ナンバープレート調査では、午前中は名古屋と豊川、三河からの車が多く、首都圏のナンバ

ーも見られる。午後になると、県内各地に加え、浜松や岐阜など日帰り圏の隣接県からの車

が多くなる。 

・日帰り客が 85%と大半を占めるが、宿泊客が 15%存在。 

■来訪目的・来訪頻度 

・当該施設だけを主目的とする人が 43%。他が主目的でついでに立ち寄った人は 30%。 

・来訪頻度は「3回以上」が 48％と最多であるが、「はじめて」も 45%と多い。 

■豊川市のイメージとして思い浮かぶもの 

・「豊川稲荷」が 92%と最も多く、次いで「いなり寿司」（67%）、「B-1グランプリ」（22%）。 

■今回訪れる予定の場所、または訪れた場所 

・「訪問しない」（無回答含む）が 48%と大半であるが、市内他所も立ち寄る人が 25%、市外他所

を立ち寄る人が 32%。 

■豊川市における消費行動 

・今回の来訪による消費額は、買い物、食事いずれも「1,000～3,000 円」というが回答が多い。 

■豊川市の観光について（自由意見） 

・豊川稲荷について、「初めて訪れたが意外に立派で驚いた」といった意見や「風情があって良

い」、「ぜひ宣伝を」といったように好評価と情報発信を求める意見が複数みられる。 

・「食事をしたいが、行きたい店を探す手がかりがない」といったグルメ情報を求める意見あり。 

・公共交通網が不便（バスの本数が少ない等）、駐車場の案内が少ないといった意見が複数みら

れる。 

【課題】 

 来訪者の属性をみると、中高年の来訪が多く、若年層の割合は低い。門前町の飲食店や物販

店などが若年層の来訪を促す魅力づくりと発信が課題。 

 大半の人が豊川稲荷以外の市内他所に立ち寄ることなく帰っている。鉄道やバスの利用が比

較的多いということも関係していると考えられるが、圧倒的に多い自家用車利用の来訪者が

周遊せずに帰ってしまっている実態がある。来訪者の市内他所への周遊を促す仕掛けや観光

PR が課題。 
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④赤塚山公園〔調査日：平成 26 年 6 月 14 日（土）、回収数：106〕 

■来訪者属性 

・愛知県内が 89%を占めるが、静岡県からの来訪が 1割弱みられる。豊川市民の割合は 37%。 

・自家用車による来訪が 96%を占め、家族での来訪が 6割を占める。 

・30歳代が 33%と最も多く、次いで 60歳以上が 30%。 

・日帰り客が 97%と大半を占め、宿泊客は 3%とわずか。 

・ナンバープレート調査では、午前、午後ともに豊橋が 7割と圧倒的に多く、浜松から 1割弱、

その他三河、岡崎、名古屋の車が 5%と程度となっている。 

■来訪目的・来訪頻度 

・当該施設だけを主目的とする人が 80%。他が主目的でついでに立ち寄った人は 1 割に満たな

い。 

・来訪頻度は「3 回以上」が 76％と最も多い。再訪意向は「ぜひ訪れたいと思う」が 84%と高

い。 

■豊川市のイメージとして思い浮かぶもの 

・「豊川稲荷」が 93%と最も多く、次いで「いなり寿司」（59%）、「B-1グランプリ」（33%）。 

■今回訪れる予定の場所、または訪れた場所 

・「訪問しない」（無回答含む）が 74%と大半であるが、市内他所も立ち寄る人が 16%、市外他所

を立ち寄る人が 10%。 

■豊川市における消費行動 

・今回の来訪による消費額は、買い物、食事いずれも「0 円」というが回答が多く、次いで「1,000

～3,000 円未満」となっている。 

■豊川市の観光について（自由意見） 

・赤塚公園内に「青空市があってよかった」といった意見が複数あり、土曜日以外の開催を求

める意見もみられる。 

・赤塚山公園は公共交通機関で来るには、バス等の便数が少なく不便という意見あり。 

・遊びに来たついでに買い物できる施設などを求める意見が複数みられる。 

・豊川稲荷以外の目玉がないといった意見がある。 

【課題】 

 浜松や名古屋など遠方からの来訪も一部みられるが、市内及び豊川市など周辺地域からの来

訪が圧倒的に多い。 

 子連れの家族や孫を連れた高齢者などの来訪が多く、リピーターが多いことから、地元では

お出かけ先として定着していると考えられるが、赤塚山公園だけを目的とした来訪が大半を

占めており、市内他所への立ち寄りには結びついていない。 

 小さい子供を抱えるファミリー層に対しては訴求できる施設であることから、これらのファ

ミリー層や祖父母も加えた三世代ファミリーを豊川市に呼び込む上で、他の観光資源と組み

合わせた PR が課題。 
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⑤ヤマサちくわ豊川インター店〔調査日：平成 26 年 6 月 21 日（土）、回収数：59〕 

■来訪者属性 

・愛知県内が 54%であるが、三重県（27%）、岐阜県（12%）など他県からの来訪がみられる。 

・団体客が 41%と最も多く、次いで家族が 25%、夫婦・カップルのみが 15%。 

・60歳以上が 37%、50歳代が 35%と 50歳以上が全体の 7割強を占めている。 

・日帰り客が 90%と大半を占め、宿泊客は 1割にとどまる。 

・ナンバープレート調査では、豊橋が多いが、名古屋、一宮、岐阜や首都圏の車も見られる。 

■来訪目的・来訪頻度 

・当該施設だけを主目的とする人は 21%にとどまり、他が主目的でついでに立ち寄った人が 60%

と最も多い。 

・来訪頻度は「3 回以上」が 64％と最も多く、再訪意向についても「ぜひ訪れたいと思う」が

59%と比較的高い。 

■豊川市のイメージとして思い浮かぶもの 

・「豊川稲荷」が 100%と最も多く、次いで「いなり寿司」（66%）、「B-1グランプリ」（28%）。 

■今回訪れる予定の場所、または訪れた場所 

・市外他所を立ち寄る人が 64%と最も多く、次いで「訪問しない」（無回答含む）が 29%となっ

ており、市内他所を立ち寄る人は 24%、 

■豊川市における消費行動 

・今回の来訪による消費額は、買い物では「1,000～3,000 円未満」というが回答が多く、次い

で「5,000 円以上」となっている。食事については、「0 円」と「1,000～3,000 円未満」が同

数。 

■豊川市の観光について（自由意見） 

・豊川稲荷に行ったが、どこで食事をしたらよいかわからない。グルメマップがあるとよいと

いった意見あり。 

・「道がわかりにくい」、「以前、鉄道で豊川稲荷に来たことがあるが、わかりにくかった。案内

がほしい」といった意見あり。 

・高速に入る前に立ち寄っただけなので、豊川はここしかわからないといった意見あり。 

【課題】 

 豊川インターに近接している立地により、高速道路に乗る前の立ち寄りスポットとなってお

り、渥美半島方面などからの帰りの観光バスの立ち寄りがみられ、団体客が多い。 

 買い物による消費額が高いが、食事は必ずしも伴わないようである。 

 市外客、特に高速道路を利用する遠方からの来訪者が立ち寄るスポットであることから、当

施設での土産物販売に加え、観光情報の発信、市内への誘客をいかに図るかが課題。 
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⑥香月堂アウトレット〔調査日：平成 26 年 6 月 21 日（土）、回収数：59〕 

■来訪者属性 

・愛知県内が 71%であるが、静岡県（24%）など他県からの来訪がみられる。 

・友人・グループとの来訪が 36%と最も多く、次いで夫婦・カップルのみが 25%、家族が 22%。 

・日帰り客が 98%と大半を占め、宿泊客はみられなかった。 

・ナンバープレートでは、最多の豊橋（27%）と並び浜松（26%）も多い。次いで、岡崎が 12%、

三河が 11%、名古屋が 8%。 

■来訪目的・来訪頻度 

・当該施設だけを主目的とする人が 73%と最も多く、複数が主目的で当該施設も主目的のひと

つと回答した人が 19%。 

・来訪頻度は「3回以上」が 59％と最も多く、再訪意向も「ぜひ訪れたいと思う」が 61%と比較

的高い。 

■豊川市のイメージとして思い浮かぶもの 

・「豊川稲荷」が 88%と最も多く、次いで「いなり寿司」（58%）、「B-1グランプリ」（27%）。 

■今回訪れる予定の場所、または訪れた場所 

・「訪問しない」（無回答含む）が 59%と最も多く、次いで市内他所を立ち寄る人が 27%、市外他

所を立ち寄る人は 17%となっている。 

■豊川市における消費行動 

・今回の来訪による消費額は、買い物では「1,000～3,000 円未満」というが回答が多く、次い

で「5,000 円以上」となっている。食事については「1,000～3,000 円未満」が最も多い。 

■豊川市の観光について（自由意見） 

・香月堂アウトレットについては、待ち時間が長いので開店時間を早めてほしいといった意見

が複数みられる。 

・市内の飲食店の案内などグルメ情報を求める意見が多数みられる。 

・買い物ができる場所（ショッピングモール、アウトレットモール、道の駅等）を求める意見

が複数みられる。 

・香月堂アウトレットにしか来たことがなくて、豊川についてよく知らないといった意見あり。 

【課題】 

 当該施設だけを主目的として来訪する人が大半であり、市内他所への立ち寄りが少ない。一

方で、来訪者からは市内のグルメ情報（飲食店の案内）や観光情報を求める声がある。 

 来店者に対する効果的な情報発信など市内への誘導方策が課題。 
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⑦ウォーキングセンター〔調査日：平成 26 年 6 月 22 日（日）、回収数：24〕 

■来訪者属性 

・愛知県内が 88%であるが、静岡県からの来訪が 8%みられる。 

・60歳以上が 64%と最も多く、次いで 50歳代が 23%。30歳代以下は皆無であった。 

・日帰り客が 96%で、宿泊客は 4%。 

・ナンバープレート調査では、午前中は豊橋が 5～6割、三河が 15%前後、名古屋が 1割程度と

なっている。午後になると、豊橋の割合が増す傾向がみられる。 

■来訪目的・来訪頻度 

・当該施設だけを主目的とする人が 71%と最も多く、他が主目的でついでに立ち寄ったと回答

した人は 13%にとどまる。 

・回答者全員が来訪頻度は「3回以上」と回答。 

■豊川市のイメージとして思い浮かぶもの 

・「豊川稲荷」が 92%と最も多く、次いで「いなり寿司」（50%）、「B-1グランプリ」（33%）。 

■今回訪れる予定の場所、または訪れた場所 

・「訪問しない」（無回答含む）が 58%と最も多く、次いで市内他所を立ち寄る人が 33%、市外他

所を立ち寄る人が 13%となっている。 

■豊川市における消費行動 

・今回の来訪による消費額は、買い物、食事いずれも「0 円」というが回答が多い。 

■豊川市の観光について（自由意見） 

・本宮山に何度も登っているという回答が複数あり、愛好家に支持されている様子がうかがえ

る。 

・土日において駐車場が不足しがちであり、駐車場の拡大を求める意見が複数みられる。 

・本宮山までのバスの増便を求める意見あり。 

・今ある施設を有効活用する工夫（本宮山を舞台にしたサイクルイベントや臨海公園のキャン

プ場、バーベキュー場としての有効活用等）を求める意見あり。 

・豊川市内は案内が少なくて道に迷う事が多いといった意見あり。 

【課題】 

 地元を中心に県内から山歩き愛好家が何度も訪れている場所となっているが、週末など混み

合う際の駐車場不足が課題となっている。 

 ウォーキングセンター近くまでバスの便があることなど評価されている一方、便数などの面

で不便が指摘されている。 

 本宮山の山登りの後に本宮の湯を利用するケースも一部みられるものの、市内他所に立ち寄

らずに帰宅する人が多数を占める状況となっている。 
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⑧本宮の湯〔調査日：平成 26 年 6 月 22 日（日）、回収数：50〕 

■来訪者属性 

・愛知県内が 86%であるが、静岡県からの来訪も 14%みられる。 

・夫婦・カップルのみが 63%と最も多く、次いで家族が 16%。 

・日帰り客が 100%で、宿泊客はみられなかった。 

・ナンバープレート調査では、午前は豊橋が 63%、次いで岡崎 12%、浜松 10%、三河 8%となって

いる。午後は豊橋が 76%とさらに割合が高まり、浜松 9%、三河、岡崎がともに 6%。 

■来訪目的・来訪頻度 

・当該施設だけを主目的とする人が 92%と最も多く、他が主目的でついでに立ち寄ったと回答

した人は 6%にとどまる。 

・来訪頻度は「3回以上」が 98％。再訪意向も「ぜひ訪れたいと思う」が 80%と高い。 

■豊川市のイメージとして思い浮かぶもの 

・「豊川稲荷」が 92%と最も多く、次いで「いなり寿司」（38%）、「B-1グランプリ」（25%）。 

■今回訪れる予定の場所、または訪れた場所 

・市外他所を立ち寄る人が 76%と最も多く、次いで「訪問しない」（無回答含む）が 34%、市内

他所を立ち寄る人は 28%となっている。 

■豊川市における消費行動 

・今回の来訪による消費額は、買い物では「1,000～3,000 円未満」というが回答が多い。食事

については「1,000～3,000 円未満」が最も多い。 

■豊川市の観光について（自由意見） 

・山登りした後に温泉に入れるのがよいといった意見あり。 

・直売所に買い物に来たついでに入浴していくといった意見あり。 

・観光案内はあるが場所などがわかりにくいといった意見あり。 

・道の駅を求める意見あり。 

・市内のお奨めスポット（本宮の湯の直売所、手取山公園、ハイキングコース等）の PR を求

める意見がみられる。 

【課題】 

 本宮の湯だけを主目的として来訪する人が大半であり、市内他施設との立ち寄りは少数にと

どまっている。市内他所よりも市外の施設等への立ち寄りの方が多い傾向にある。 

 観光案内はあるが場所がわかりにくいといった案内誘導表示の問題やバスの便が悪く接続

が悪いといった公共交通網の問題など市内の周遊を促す環境整備の面で課題がある。 
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３．インターネットアンケート 

〔調査期間：2014 年 6 月 6 日（金）～9 日（月）、回収数：60〕 

県名 回収数 分析対象エリア 

岐阜県 210 全域 

静岡県 210 中・西部 

愛知県 415 全域（豊川市を除く） 

三重県 210 全域 

※各年代均等になるようにサンプル抽出 

■回答者属性 

・既婚者が 68%、子供のいる回答者が 62%。 

・観光に対する嗜好は、「食事・グルメ」が最多。次いで「温泉」（52%）、「癒やし」（51%）、「町

並みめぐり」（43%）。 

■豊川市のイメージとして思い浮かぶもの 

・「豊川稲荷」が 85%と最も多く、次いで「いなり寿司」（50%）、「B-1グランプリ」（31%）。 

■豊川市の来訪経験 

・「訪れたことがない」が 41%と最多、次いで「数年に 1回程度以下」の頻度が 28%。 

■市内の観光地・イベントの訪問経験 

・「豊川稲荷」は訪問経験ありが 42%、訪問経験の有無を問わず豊川稲荷を知っている人は 82%。 

・「豊川稲荷門前商店街」は訪問経験ありが 34%、訪問経験の有無を問わず門前商店街を知って

いる人は 59%。 

・「手筒花火」の訪問経験は 6%にとどまるが、手筒花火を知っている人は 36%。 

■市内におけるおすすめの観光地・イベント 

・「豊川稲荷」が 66%と最も多く、次いで「豊川稲荷門前商店街」（25%）と豊川稲荷以外はいず

れも低調で、「特にない」が 18%となっている。 

■豊川市周辺のお気に入りの観光地 

・浜松市が 26%と最も多く、次いで蒲郡市（23%）、岡崎市（15%）となっている。 

・浜松市を選択した理由としては、「浜名湖」や「うなぎ」を挙げる人が多い。 

・蒲郡市を選択した理由としては「ラグーナ蒲郡」、「温泉」を挙げる人が多い。 

【課題】 

 豊川市のイメージとしては、「豊川稲荷」、「いなり寿司」以外のイメージは希薄であり、対外

的な PR において豊川の多様な資源や魅力をいかに発信するかが課題。 

 豊川市内への来訪経験率では 4 割の人が豊川を訪れたことがないと回答。豊川稲荷と門前商

店街以外の観光資源は軒並み訪問率が低い。上述の通り、豊川の観光イメージとともに、観

光資源の認知をいかに高め、誘客に結びつけるかが課題。 

 


