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第３回 豊川市観光基本計画策定委員会 

議事録 

 

日時：2014年 12月 5日（金）10:00～ 

場所：豊川市勤労福祉会館 視聴覚室 

 

1．開会 

（事務局・荒木課長） 

 

2．あいさつ 

（森川委員長） 

 

3． 議事 

（1）豊川市観光基本計画（案）について（資料 1） 

（事務局・杉原補佐） 

・資料説明 資料 1 Ⅰ～Ⅲ章 

 

（事務局・鈴木次長） 

・資料説明 資料 1 Ⅳ章 

 

（市民公募・鈴木委員） 

・観光で定住促進を進めるということだが、豊川市の人口は合併後、18 万人となった。しかし、

東三河全体では、毎年１万人ずつ人口が減っていると聞いている。そのうち、人口減が一番多

いのは蒲郡市で、豊川も少しずつ減ってきている。 

・例えば、人口 20 万人で特例市になれることを考えると、観光で定住を促進するということもあ

るだろうが、移住を考えた方がいい。定住を促進するのであれば、「人口 20 万を目指す豊川市」

とした方がいいのではないか。観光と定住は違うのではと感じている。 

 

（事務局・鈴木次長） 

・観光イコール交流促進がメインになるとは思う。ただ、前回の委員会の中で、観光施策によっ

て住んでいるところの魅力を高めることにより、住む人の満足度を増す。また、魅力があるこ

とにより、豊川に住んでみたい、引き続き住み続けたいという心を産むことが、移住から定住

につながってくるのではないかという意見をいただいたということがある。 

・人口 20 万を目指すことについては、現在、10 年スパンの総合計画を策定中であるが、人口減・

少子化という現在の状況から、なかなか増加の計画が描きにくい。その中で、急激に減らない

様に、少なくとも現状維持ができる魅力を高めていき、住みやすい街を目指していけるような

計画を目指していくことを考えている。 

 

（森川委員長） 
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・納得できる答えではないかもしれないが、日本そのものの人口減少が止められないため、これ

をどう止めていくかは長いスパンで考える問題であると思う。 

・人口減少と観光の関わりについては、まずは交流人口を増やしていこうということがメイン。

人口減少はなかなか止められないが、知恵を絞れば交流人口を増やすことはできる。極端な例

をあげると、岐阜県の白川村はいまだに村である。平成の大合併が進められている時、当時の

村長は、広域合併は悪政だ、企業でいうとリストラだ、わが村は、10 年間、援助を受けなくて

もやっていける財力があるので合併しないと言った。白川村が村として成り立っている背景に

は、村民 1700 人に対して、年間 300 万人以上の観光客が訪れていることがある。それにより、

白川村の中で充分にビジネスチャンスが生まれ、若者が出て行く動機付けを止められる。300 万

人も来れば、民宿をやったり、食事を提供したり、土産物屋を出したり、駐車場経営等々のビ

ジネスチャンスがある。 

・当面、人口を増やすというのはなかなか難しいので、まずは交流人口を増やしていくことを目

標としたい。その中で、観光の分野で言えば、例えば空き家対策については、今、どの自治体、

もかなり頭を抱えている問題である。空き家の活用として、観光分野においては、様々な魅力

をつけ、低価格で空き家を提供する。そこで、定住ではなくても、定期的にそこに来て暮らし

てもらう。場合によっては、そこへ定住してもらう。そういう自治体の施策が、全国で増え始

めている。沖縄では明確に観光施策として打ち出しており、リタイアした人たちを対象に、全

国から呼び集めている。それで賑わいを作ることにより、減少人口を観光人口でカバーし、賑

わいを作っていこうとしている。 

・この計画の背景もそういった考え方がある。 

・32 頁を御覧いただきたい。今日この場でキャッチコピーについて、決めていきたい。基本コン

セプトは決まっているが、キャッチコピーについて、事務局より３つの案が提案された。今か

ら委員の皆さん方にどれがいいかご意見をうかがいたい。基本的には、意見の多い案に集約し

たいと考えている。お１人ずつご意見を出していただきたい。 

 

（JR豊川駅・戸田委員） 

・どれもいいと思うが、私は（案１）がいいと思う。「探検・体験・再発見」とリズムもよく、特

に、「探検」というところがそそる。見た人をワクワクさせ、何かを予感させるようなものを感

じる。「再発見」についても、二度来て、三度来て、また何かを発見できる期待感を抱かせるい

いキャッコピーだと思う。 

 

（豊鉄バス・長縄委員） 

・私も３つともいいと思うがあえて１つ選ぶなら（案２）がいいと思う。観光ということに趣き

を置くのであれば、「ツーリズム」といった言葉が観光をイメージさせる。 

 

（豊川閣妙厳寺・小倉委員） 

・（案３）は漠然としており分かりにくい。（案２）がいいと思う。「きて！みて！感じて！住んで

みて！」という形でもよくないか。 
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（豊川料理旅館組合・波多野委員） 

・キャッチコピーは読みやすく、印象に残り、覚えやすいものがよい。（案１）の「いいね！とよ

かわ」と、（案２）の「きて！みて！感じて！」をつなげると、大体 15 文字くらいになると思

う。ヤフーニュース等でも印象に残る文字は、13～15 文字が頭に中にはいりやすいと言われて

いる。両方を合わせ「いいね！とよかわ きて！みて！感じて」がいいと思う。 

 

（豊川市観光協会・平賀委員） 

・私も波多野さんと同じことを考えていた。３つともいいとは思うが、できればひらがなの多い

方が目につくし、小さなお子様からシニアの方まで、文字が遠くにあっても近くにあっても見

やすいのはやはりひらがなだと思う。短い方がキャッチがいいので、「いいね！とよかわ」はい

いと思ったが、「きて！みて！感じて！」とつなげるともっといい。「探検」や「ツーリズム」も

面白いとは思うが、なるべく短くまとめてはいかがか。 

 

（ひまわり農業協同組合・木藤委員） 

・私は、語呂とかひらがなというところはよく分からないが、３つの中なら（案１）だと思って

いた。豊川市民の方も楽しめる観光のまちづくりといったこともあるので、キャッチコピーの

最初に「きて！」とあると、外から来る人だけがメインに見えてしまう。市民であっても、市

内の知らないところはたくさんあると思う。（案１）は漢字がたくさん並んで、確かに見づらい

部分はあるが、あとはデザインの処理の仕方でなんとかなるのではないか。 

 

（愛知県タクシー協会豊川蒲郡支部・鈴木委員） 

・私も（案１）がいいと思う。先ほど、鈴木委員からも定住促進を考えて…という話があったこ

とを考えると、キャッチコピーの（案２）は交流にはなるが、移住、定住を考え、農家民宿、農

業体験なども行政で面倒をみるという腹づもりがあるのであれば、「体験」という言葉があった

方がいい。 

 

（食品衛生協会豊川支部・原田委員） 

・波多野さんと平賀さんがおっしゃるように、女性から見ると柔らかい感じがいい。（案１+案２）

で「いいね！とよかわ きて！みて！とよかわツーリズム」とすると、現代語もありながら、

柔らかいイメージがあっておすすめである。あえて選ぶのであれば、この中では（案２）がい

いと思う。 

 

（市民公募・鈴木委員） 

・これを見たときに（案１）が一番いいと思ったが、皆さんの話を聞いて、ちょっと変えた方が

いいかなとも思い始めた。もし、これを変えないのであれば、（案１）が一番いい。 

 

（市民公募・埋田委員） 

・キャッチコピーは親しみやすいものがいいと思う。（案１）のいいね！はフェイスブックとかミ

クシィとかで若者を中心に、広く使われている言葉なので、（案１）を推したい。 
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（森川委員長） 

・同票になった時には委員長、副委員長の意見を加えて決めようかと思っていた。あまり私たち

が言うと、場合によっては誘導になってしまうので、できるだけ委員の方の意見で決まればと

思う。 

 

（事務局） 

・笠原委員からは、（案２）がしっくりくるという意見を聞いている。 

 

（森川委員長） 

・多数決をすると、（案１）が５名、（案２）が３名、（案１+案２）が３名。意見の数からいくと、

（案１）が一番多いことになる。（案１+案２）も魅力はあると思うが、多数決で、（案１）とし

たい。いかがか。 

 

（愛知大学・安福委員） 

・「探検」という言葉が適切かどうか気になる。「体験」「再発見」というと、定住にも多少関わる

とは思うが、「探検」は「冒険」「アドベンチャーツーリズム」といったイメージ。こういう場で

は、しかける側の皆さんの合言葉にもなるものが必要であり、しかける側、しかけられる側、

両方共通のキャッチコピーはなかなか難しいと思う。しかける側のやる気を出させ、しかけら

れる方には魅力的なアピールをするということなので、リズムのいいものがいいと思うのだが、

ただ、「探検」という言葉がふさわしいかどうかがわからない。 

 

（事務局・鈴木次長） 

・外に対して、皆さんに対しての共通のキャッチコピーであるし、私どもの合言葉としてのキャ

ッチコピーでもあるので、そうすると主語が違ってくるということですね。「探検」という言葉

はどちらかというと外に対しての言葉ではないかということですが、ただ、私どもも豊川市内

のことを知っているようで知らないことも多いので、自分たちも新たに知るということで、そ

れも探検にあたるのではないかと思っている。一度、事務局でも相談してみたいと思う。 

 

（愛知大学・安福委員） 

・「探検」というのは、例えばコロンブスの話だと、探検されるということ。探検する側が上で、

探検される側が下だという上下関係があるという差別的な意味も含まれる。今、あまりそうい

う言葉が使われなくなってきているので、そこが気になった。 

 

（森川委員長） 

・またゼロから議論をすることになってしまう。実は、先ほどの（案１＋案２）の「いいね！と

よかわ きて！みて！感じて！」もなかなかリズム感もよく、ほとんどひらがなで捨てがたい。

でもそうすると、また一から作ってもらい、議論をしないといけなくなってくるので、どう扱

うか？ 
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・数としては、（案１）が一番多かったということで、決めさせていただいてよいか？ 

 

（事務局・鈴木部長） 

・事務局として、「探検」という言葉に、安福先生からご説明のあった深い意味を理解した上でつ

けたつもりはなく、今勉強させていただいた。軽い探検という意味で捉えさせていただければ

と思うがいかがか。 

 

（事務局） 

・先生が言われた上下のあるような言葉で世間的に広まっているのか？ 

 

（愛知大学・安福委員） 

・ある時から、色んな意味でこれは差別用語だというような捉え方が出てきている。 

 

（事務局） 

・もし一般的にそうであれば、やはり使いにくいので避けたい。 

 

（愛知大学・安福委員） 

・そのあたりが微妙だと思っている。キャッチというのは誰から見ても、絶対にこれは大丈夫だ

という言葉を、この短い言葉で凝縮するわけなので、そこが気になるようではいけない。もち

ろん、そんな深い意味があって使われているとは誰も思っていないだろうし、そんなつもりで

使っているわけではないが、結果としてそれが差別用語だったということは世間的にもよくあ

ること。 

・特に行政が出されるキャッチフレーズだというのが問題。旅行会社等であれば、先ほどおっし

ゃったようなワクワク感やアドベンチャーといった意味が強くなるので、誰も何も言わないだ

ろう。行政という立場としてどうかということである。行く側としては魅力的な場所を探検す

る！というイメージだろうが、探検される側は、そこが洞窟ならいいだろうが、誰かがそこに

住んでいるのにそこを探検するのは…。ツーリズムというのが非常に差別的で、何か珍しいも

のを見るみたいな視点があってはいけない。深い意味がどうこうというより、行政が使うこと

がいいのかということが気になるということである。 

 

（事務局） 

・我々は豊川市民なので、「探検」という言葉を、外から豊川に探検に来たということで、差別的

な気持ちになるようであれば、この言葉はまずいと思うが、皆さんが、豊川に探検に来たと言

われ、そういう気持ちになるかどうかで判断するのはいかがか。 

 

（事務局・鈴木部長） 

・行政で使っていいかということを先生はおっしゃっているので、安全なところを選ぶのであれ

ば、辞退した方がいいのではと思う。 

・先ほど森川先生が折衷案もなかなかいいということをおっしゃった。ここに例示がしていない
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のであれだが、波多野委員からご意見のあった折衷案でどうかという意見をとっていただいて

もよいか？ 

 

（森川委員） 

・事務局提案が崩れてしまうが、いかがか？委員の皆さんより改めてご意見をうかがうか、一旦

事務局に引き取っていただくか。 

・今、皆さんのご意見をうかがい、（案１）が一番多かったので、（案１）とはするが、安福先生の

ご指摘を受け、「探検」という言葉をどう扱うか、一旦事務局で引き取っていただき、（案１）

を軸に、もう一度ご検討いただく。その時に、折衷案をどう扱うか、それも含めて事務局にお

任せすることにしたい。この場はとりあえず最終決定ではないが（案１）に決めさせていただ

き、事務局に引き取っていただくということでよいか？ 

 

（事務局・鈴木次長） 

・今後の予定だが、この基本計画案を市民の皆さまにパブリックコメントという形で公表し、ご

意見をいただく期間を設けることになっている。日程としては 12 月 24 日から約１ヶ月間、市

民の皆さまからご意見をいただくというような予定をしている。また、12 月 22 日の議会にも

この基本計画案を報告させていただくことを予定しており、それにともなって資料提出が必要

なため、12 月 11 日には基本計画案をまとめあげる必要がある。 

 

（事務局・鈴木部長） 

・それまでに決めていく必要があるため、事務局一任の形で皆さんがよろしければ、そうさせて

いただいた上で、決定内容を各委員にご連絡させていただく形でよいか？ 

 

（一同） 

・異議なし 

 

（森川委員長） 

・ではこの場では、（案１）採用とし、付帯事項をつけて、事務局に引きとっていただくので、よ

ろしくお願いしたい。 

 

（事務局・鈴木次長） 

・資料説明 資料 1 Ⅴ～Ⅵ章 

 

（森川委員長） 

・今日の説明を受け、委員の方お１人ずつより、説明の中身、基本計画案以外にもお気づきの点

があれば、ご意見をうかがいたい。 

 

（ひまわり農業協同組合・木藤委員） 

・我々は農協なので、地域の農業を主体に事業や活動を行っている。ところどころに、直売施設
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や観光農業的なものがちりばめられており、農協としても、この観光計画の中に書かれている

内容をピックアップしながら、既に、行われている取組等あるので、もう少し、観光というと

ころに目を向けてやっていきたいと思っている。 

・この内容について特に意見はないが、色々な記載がされているので、豊川市への貢献も含め、

今後も取り組んでいきたいと考えている。 

 

（森川委員長） 

・豊川市域の中には道の駅がない。豊川市として道の駅構想というのはいかがか？と聞いたら、

豊川には、グリーンセンターが何箇所かあり、かなり賑わっているので、道の駅を新たに作る

事が難しいということであった。そうであれば、グリーンセンターを、道の駅のような機能を

持たせた施設にしたらどうかという提案をしたのだが、農協さんの中ではそういう考えはある

か？ 

 

（ひまわり農業協同組合・木藤委員） 

・道の駅というものの機能や役割がどうなのか、ということが１点ある。何を備えれば道の駅に

なるのか。運営の仕方なのか、施設の機能なのかがよく分からない。 

・たまたま、私どもの直売所はＡコープというスーパーに入っているものとは別に、単独で３つ

あり、国道１号線沿い、豊川 IC 北等、それなりにメインの通りにある。 

・今やっているところに、観光目的でおみえになる方はあまりいないのだが、観光のためにはト

イレを沢山作るとか、そのくらいのことはやっている。以前、JTB と連携して観光バスを誘致

していたこともあった。 

・今のところ、直売所は８から９割方、地元の人が地元の農産物を食べていただく施設になって

いる。道の駅をもう少し研究していかないと出来ない。また、併設するような施設が何か必要

だということであれば、農協会の中では、知多が「げんきの郷」という非常に大きな施設をや

っている。そういう例もあるので、行政から要請があれば、一体となってできることがあれば、

もちろんやっていきたいとは思っている。 

 

（愛知県タクシー協会豊川蒲郡支部・鈴木委員） 

・計画の方針としては非常に当たり障りがなく、逆に言うとあまり具体策がみえない。反対のし

ようはないが、是非これは進めてほしいというような部分もない。もう少し、目に見える形で、

どんなことをやるのか見える化をすることが必要ではないか。観光協会との連携が必要なのは

分かるが、どの部分を行政がやり、どの部分を協会がやるのか等、もう少し具体化していただ

きたい。 

・外国人が、日本はものすごく素晴らしい国だと言い、今後も観光客がどんどん増えていく中で、

外国人をどのように豊川に呼び込むかという視点が足りない。案内サイン等の整理についても、

フリーWI-FI の案内も外国で表示するとか、英語、中国、韓国、ポルトガル程度が対応できる

観光案内所も必要である。外国人が増えれば、外国人が情報発信をしてくれて、もっと豊川に

来るようになるかもしれない。それにつれて、他の地域からもあんなにたくさん外国人がいる

のだから、我々も行ってみようかというような誘発効果もあるかもしれない。 
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（食品衛生協会豊川支部・原田委員） 

・道の駅という発想もすばらしい。今後、豊川北から新城につながるバイパスができるので、私

の住む砥鹿神社を通過した元の役場へ続く道が廃道になるのではないか。例えば、今、151号の

通りにあるグリーンセンターを道の駅にはできないか。グリーンセンターと道の駅は、生活用

とレジャー用といった形で、全く役割が違う。是非、あの道に道の駅が出来たら潤いができる

だろうと思う。あのあたりが発展していく何かをお願いしたい。 

・今の話にもあったように、案内看板にも外国語は入れるべき。他市では結構ある。おもてなし

の国にふさわしい整備を豊川市も進めていただきたい。 

 

（市民公募・鈴木委員） 

・前回の会議の議事録を読んでいたら、観光農園をやってほしいとう話が出ていた。ただ、農業

生産者には部会があり、生産者が観光農園をやることは禁じられている。農協を通じて市場へ

出荷するもの以外の物を出してはいけないことになっている。 

・例えば、農協が生産部分の一部を買い取って、それを農園に開放するということはやれば出来

るとは思う。農協がどう考えるかはわからないが。 

・現状、観光農園がないというのはそういうことだと思う。農協が農業生産者から土地の一部を

買い取って、農園として開放すればできるだろう。 

 

（ひまわり農業協同組合・木藤委員） 

・鈴木さんはうちの農協の役員さんでもある。 

・農家の方が観光農園を出来ないということではない。農家の方はいわゆる個人経営者なのでや

ろうと思えばできる。ただ、農家の方が皆さん、バラならバラ、イチゴならイチゴと同じもの

を作っており、そういう方が集まって同じところで部会を作るのだが、出来るだけ多くまとめ

て市場に出す方が有利な販売に繋がるということで、あまりこそこそと地元の第一青果とかに

出さないでねというお願いをしているという暗黙の了解があるということ。 

・現実としては農園をやってもいいのだが、やるとなるとあまりそちらに力を入れるなという話

にはなるとは思う。明確にやるなというルールになっているわけではないが…。 

・鈴木さんが言われるみたいに、農協からの意思かけを生産者にしているわけではないので、そ

ういう意味では、地域の観光も含めた農業の振興や、研究ができればよいし、今後はやってい

けたらと思っている。 

 

（市民公募・鈴木委員） 

・農協から市への依頼は毎年予算を決める前にやっていると思うが、市から農協に要望できない

のか。 

・例えば、市側から農協へグリーンセンターに、イートインコーナーを作る等の要望はできない

のか。 

・先日、岐阜の「ちこり村」へ行ってきたのだが、イートインコーナーで 1500円くらいのバイキ

ングを出しており、狭い場所にも拘わらずすごく賑わっていた。出されている料理はたいした
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ことがないというか、野菜料理ばかりで、魚は全くなく、お肉も一口チキンカツくらいしかな

くて、これで 1500円も出してみんなよく食べに来るなと思った。でも、今の若い人たちはダイ

エットブームじゃないが、常に痩せることを考えているからああいうところも流行るのかなと

思う。ちょうどその日は雨で、外には誰も人がいないのだが、バイキングだけはいっぱいでび

っくりした。 

・そうであれば、農協の中にイートインコーナーを作ることが、道の駅にしていく一歩ではない

か。渥美半島の方にあるサンテパルクもバイキングですごく流行っていて、11時くらいから並

んでいる。12時頃に行くと、もう売り切れましたと言われたりもする。そうであれば、農協で

野菜を用意してやればすぐにできるのではないかと思う。そういったことについて、市側が農

協と互いに提案しあうとか、交流をしたらどうか。そうすれば、道の駅らしきものが何箇所か

作っていける気がする。 

・毎週月曜 19時からやっている番組でやっていたのだが、豊川のアンケートでは、桜はあまり観

光に役立たないとなっていたが、あの番組を見てみたら、県や市がユーチューブで桜前線情報

を流していて、桜前線に合わせて旅行に来る外国人がたくさんいるということをやっていた。

まず、豊川市内でも桜の名所をアンケート調査すればどこの桜がいいとかいうのが分かるはず。

今は、佐奈川が有名のようだが、我々御津町の人間からみたら、御津町にも桜の名所はある。

例えばそういったことをアンケートし、ユーチューブに桜前線が出る頃に流すとか、そういう

ことをしたら、外国人が少しは来てくれるのではないか。 

 

（市民公募・埋田委員） 

・今、道の駅の話題が出たが、私は、音羽蒲郡 ICの近くに住んでいる。藤川の道の駅に行く時間

と、ここへ来る時間とはほぼ一緒である。今は藤川の道の駅を利用しており、あちらでも野菜

を売っているが、ＪＡひまわりさんの方がずっと魅力的で素晴らしいものがそろっているよう

に思う。残念なのは、豊川市内で土産物が買えるところが、色んなところに点々としていると

いう部分で弱いと感じている。藤川の道の駅ではミニストップ（コンビニ）の中に岡崎土産が

たくさんそろっており、ミニストップの隣の市がやっているショップにも、おかざえもんグッ

ズがたくさん置いてあり品揃えが豊富。着るもの、食べるもの、ストラップ等たくさんのもの

がある。岡崎市内のちょっとしたところにも、おかざえもんグッズがあって、岡崎市民はおか

ざえもんを愛しているのだな、市民の端々に浸透しているのだなという印象を受ける。 

・豊川もいなりんがラインスタンプになり、私も購入したいと思っているのだが、そういった豊

川市民が手を出したくなるようなものが、色んな種類があるといいと思うし、近くのちょっと

したコンビニで買えるような気軽さがあるといいのではないか。見ると親しみがわくため、よ

く中高生が通うコンビニにいなりんグッズがあると、小さいお子さんからいなりんファンが育

って来るのではないか。マクドナルドのハッピーセットなど、小さい時からマクドナルドを教

えこむある意味すごい策略。豊川も、幼稚園や保育園にいなりんが来てくれるが、小さい時か

らいなりんをしっかり見せて、いなりん愛を育てていけば素敵だと思う。 

・B-１グランプリについて、２日間という短い日程だったが、アンケートを見ると、B-1の印象が

すごく強いことが分かる。やった意味がとてもあったと、関わらせていただいたことはとても

ありがたかった。今後も、色んな豊川の行事に参加させていただき、多くの方に豊川市の良さ
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を知っていただけたらと思う。 

 

（豊川市観光協会・平賀委員） 

・P54の観光インフォメーションセンターの整備の欄、青文字がないのは今後入っていくのか？ 

 

（事務局・荒木課長） 

・具体例がまだ決まっていないので、今後詰めていく予定である。 

 

（豊川市観光協会・平賀委員） 

・了解した。 

・観光協会で、第二次豊川まちづくりビジョンを１年前に発表した関係で、市の観光基本計画に

も密接につなげていくと言っていただいている。また、商工会議所さんにも継続していただい

ているので、色んなところで関連、連携をして進めていきたい。27年度から、地道にコツコツ

実践していくべきだと思っているので、そのように気持ちを熱くしている。 

・アンケートを見て感じたのは、もちろん市民の皆さん自身が、まだまだ市内の光あるものを知

らない方が大変多いということ。今までも、お祭をちらしやポスターなどでまとめさせていた

だき、年４回発行させていただいたり、ＨＰのメールマガジンの会員数もある程度伸びてはい

るが、市民皆が会員になっていただけるくらい、27年度は気合を入れて増やしていきたいと思

っている。テレビに紹介されること、お祭、いなりんの登場、細かく、色々と市の行事を入れ

ているメールマガジンについて、是非委員の方もご登録いただけるとありがたい。 

・また、アンケートでは、ハードの建物よりも、もっとイベントを増やしてほしいという意見が

多かった。3月 14日に豊川まちおこしフェスタいなりんピックの運動会、キャラクターが集ま

り運動会をメインに開催させていただくのだが、今、いなりんが宣伝部長になっている。今年

度、羽生（埼玉）で行われたゆるキャラが集まるイベントは、市民の皆さんが実行委員になり、

市民の皆さんが司会を務め、不慣れな中のイベントだったのだが、大変温かみを感じた。B-1グ

ランプリも、多くのボランティアの方に大活躍していただき、おもてなしの向上があったと思

う。おもてなしが広がり、大変いい印象を与えた。キャラクターについては、自治体も含め、

全国で頑張っているので、豊川市にゆるキャラをたくさん呼んで、市民の皆さんに楽しんでい

ただけるものにしていきたい。 

・先ほどのグリーンセンターについては、全国のグリーンセンターを見ても、豊川はとにかく品

揃えが豊富なので、直売所という元々のスタイルを崩さずにやっているのはすごいと思う。観

光協会とも連携しており、一部コーナーを、観光情報のスペースとして、ポスターを貼ってい

ただく協力をしていただいている。今後は、パンフレットラックなども持込みさせていただき、

さらに充実を図っていきたい。よろしくお願いしたい。 

 

（豊川料理旅館組合・波多野委員） 

・森川先生がおっしゃっていた白川村だがそこにたくさん人が集まる理由は何か？ 

 

（森川委員長） 
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・１つは世界遺産であろう。世界遺産という魅力的なブランドがついたことが大きい。細かくい

えば、白山スーパー林道という石川県から岐阜県に抜けるその出口が白川村であること。また、

白川村のどぶろく祭は、かなり古くからそれをめがけていく人たちがたくさんいる。また、白

山近くには、御岳講がたくさんあり、そういう人たちがどぶろく祭りをめがけていく。お酒が

たくさんただで飲めるので。 

・色々あるが、やはり一番は世界遺産であろう。 

 

（豊川料理旅館組合・波多野委員） 

・やはり何か特徴が必要だということか。旅館をやっているのだが、お客様の目的は、食べるこ

と、見ることが大きい。豊川は、豊川稲荷が目的であったり、また、ここは農産物が豊富な土

地なので、いちじくでもこんなに有名だったのか？とおっしゃる方がたくさんいる。いちじく

狩り、いちご狩り、バラなど、観光バスが出るのも、「○○狩り」というのは目的の１つとなる

ので、鈴木さんがおっしゃったようにやっていくべきだと思う。あとは、皆さんの意見と同じ。 

 

（森川委員長） 

・「○○狩り」というのだが、田原市で三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングが仕掛けたキャベ

ツ狩りがすごくうけたという話もある。 

 

（豊川料理旅館組合・波多野委員） 

・宿泊される方は、関東でも関西でも、野菜や果物にはすごく興味がある。お寺等は京都に行け

ばたくさんあるが、ここは豊川稲荷しか印象がないようなので、野菜は自慢するべきだと思う。

そういった豊川のブランドに力を入れるとよいと思う。 

 

（豊川閣妙厳寺・小倉委員） 

・豊川稲荷について言うと、一番多いのはやはり参拝客の方である。全国から来ていただいてい

る。 

・信者は祈祷を受けられる方になるが、これも全国からと考えていいと思う。静岡も多いし、東

京からもいる。 

・そしてお寺の檀家さん、この３本柱である。 

・観光でいくと、１番、２番がメインとなる。まず、お寺に来られてからどこへ行くかというと、

以前は温泉のあるところによく行かれていたと聞く。ただ、市内は旅館も少なく、豊川市外に

泊まることが多い。市内のビジネスホテルは盛んだが、これはどちらかというと産業でつかわ

れている部分が多いと思う。 

・お寺の本殿が昭和 5 年完成なのだが、教育委員会の方から、文化財は新旧に関係ないというの

で、なるべく早くそちらの方向に持っていきたいと思っている。あれだけのものは全国探して

もないと思う。総ケヤキづくりで、１本柱である。その柱がすごいのは、４本を１本の木から

取っているということである。それが現実として証明できるのが、今の法堂の脇に置いてある

ケヤキの板は人間の背丈くらいあり、長さは２～３間くらいある。 

・お寺からのお願いとしては、ペット、喫煙の問題がある。喫煙はだいぶよくなったが、ペット
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（犬猫）について、まず犬の散歩はご遠慮くださいと出した。糞尿の問題がある。特に、小の

方は、木の部分にされると跡が残ってしまう。 

・将来色んなことについてやられるとのことだが、是非、マナーについても、もう少し考慮して

いただけるとありがたい。また、車で走っていて気になるのは、自分の車は汚したくないが、

道路は灰皿だという人が多いこと。それも対処いただきたい。観光協会に関連するかどうかわ

からないが、これも１つの問題点だと思う。 

・お寺は、これから法堂の建て替えを行う。2月 12日からの解体が決まっており、総合受付兼着

殿ができ、将来的に法堂は奥の方に新設される。それに伴い、また色んな行事を行うと思うの

で、その時は皆さんにご協力いただきたい。 

 

（豊鉄バス・長縄委員） 

・豊川ブランドの確立が重点課題だと思う。魅力ある商品が豊川いなり寿司だと思うが、これに

続く新たな物と書いてあるが、なかなか簡単なことではないだろう。やはり、豊川いなり寿司

を中心に PR、イベントを多くやっていただき、交流人口を増やしていければと思う。 

・観光ルートも名古屋地区等から来るとなると、丸１日くらい遊べるようなルートがないと難し

いのではないか。豊川稲荷を中心に、電車で来てバスでまわれるようなルートづくり、観光地

とセットで PR できるようなものを作ってはどうか。豊川市だけでは少ないということであれ

ば、豊橋、蒲郡の施設とタイアップするようなルートを考えていただくといいのではないか。 

 

（JR豊川駅・戸田委員） 

・取組の中に弊社のさわやかウォーキングをいれていただき感謝する。引き続き、春、秋、冬と

それぞれの豊川のよさをウォーキングを通して、お客様に訴えていきたい。あさってもウォー

キングを行い、１月、２月も開催予定である。是非皆さまのご協力をお願いしたい。 

・また、いなりんに出てきていただけると、非常に場が盛り上がるという実績がある。弊社のウ

ォーキングキャラクターで「あゆむくん」という緑の亀がいるのだが、春にやった時、社員を

中に入れてやったところ、お子様たちに非常に評判がよかった。キャラクターの威力は非常に

大きなものがあるので、是非、宣伝部長のいなりんにご参加いただければと思う。 

・先ほどペットの話が出たが、豊川駅の玄関の自由通路にハトが多くて、いわゆるフン害がひど

い。清掃会社の方が掃除はしてくれるが、毎日その繰り返しである。ハトも非常に慣れていて、

飛ぶというよりも、地面を歩いている。改札を出入りするハトもいて、面白いと言えば面白い

が、そうも言っていられない。弊社も薬を撒いたり対処しているが、自由通路の居心地がよさ

そうで、たくさん来てしまう。あまり、いじめてもよく言われないので、なるべく目立たない

様におっぱらったりしているが、何か、いいハトの対策があれば、教えていただきたい。 

 

（愛知大学・安福委員） 

・観光基本計画全体については、色々な面での記述があるので、あとは、それが具体的にどのよ

うに実行されていくのかが重要である。ここでは話に出ていないが、リニア新幹線ができる、

新東名ができることにより、そこから外れる地域が非常に危機感をもって取り組んでいると聞

いている。かなり深刻になっているところも実際にあるので、そういう意味では３４頁の観光
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マーケットターゲットが変わって来る。豊川には新幹線駅はなく、豊橋での利用になるが、豊

橋の役所の方はかなりの危機感を持っているようだ。今後、豊川も豊橋と連動していくことを

視野にいれていくことが必要である。 

・先ほど白川村の例が出たが、白川郷も世界遺産で一時かなりブームになって儲かった！という

話を聞くが、今はかなり難しくなってきているようだ。今は、観光の取組を全国色んなところ

でやっており、パイの取り合いになってきている。高山の方から言わせると、白川にはブラン

ドがないという。それが１つのウイークポイントであるということ。そこから考えると、豊川

ブランドの確立が非常に重要であると思う。 

・大きな大動脈に人々の関心が行く中、それを補うのは細かいサービスであり、それでリピート

してもらうしかない。より良いサービスがどれだけ提供できるか。例えば、観光タクシーがあ

ってもいいのではないか。豊川は観光地が限られているが、広く色々な観光資源を持っている

ため、その移動に対する付随サービスをどのようにつけていくかが非常に重要である。 

・１つの例として、私の学生がボランティアガイドのプログラムの中で豊川市にお世話になった

時に書かせたレポートの中に、東名赤塚 PAからシャトルバスを出して、もっと違うところへ行

き、帰ってもらう…等という意見があった。これは豊田市の鞍ケ池 PAをイメージしているのだ

と思うが、車で来て東名で降りた人だけではなく、そこから名古屋方面に向かう人もターゲッ

トにしたりなど、移動に付随するサービスも入れながら、少しずつ色々定着させていくことが

必要ではないか。 

・また、体験プログラム（農園等）の話も出たが、私は現在、三遠南信にバスを走らせて交流を

図る研究をしている。その時に色々調べると、やはり、遠州にはある、南信州にもある、しか

し、東三河は本当にそういうところが少ない。NPOなど小さな団体が行っている場合が多いが、

その数自体が少ない。交流により人が動き、観光活動が成立するので、人を動かせるというこ

とを考えると、南信州あたりで展開されていることと同じことをやっていたのでは、新東名開

通もあるし、三遠南信道路もできて、向こうへ行ってしまうということある。やはり、ここで

ないと！というブランドや、サービスもある、山もある、海もあるというようなことで、ユニ

ーク性を対抗する意味でも出していかないといけない。 

・それぞれの作業部会で色んなご意見が出ているとは思うが、それらを実行していくための仕組

みづくりがこの基本計画を元にされていくといいと思う。 

 

（森川委員長） 

・委員の皆さんから豊川市の観光基本計画策定に当たっての色んなご意見をいただいた。日本の

観光のベースは、「住んでよし訪れてよしの国づくり」であり、自治体に置き換えれば「住んで

よし訪れてよしのまちづくり」である。この豊川市観光計画が、ここに住んでいる市民の皆さ

ま方にとっても素晴らしいまちであり、ここを訪ねてきてくれる人たちにとっても素晴らしい

ところになるように、その第一歩がこの基本計画であってほしい。その計画づくりを皆さんと

ともにやっていきたいと思う。 

 

（事務局・荒木課長） 

・長時間にわたりありがとうございました。今後の観光基本計画策定のスケジュールだが、12月
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22 日の市議会への報告を経て、12 月 24 日から翌年の 1 月 22 日までの 30 日間パブリックコメ

ントを実施する。その後、いたたいだ意見を反映させた最終案を取りまとめたうえで、次回の

策定委員会で報告したい。 

・本日宿題をいただいたキャッチコピーを早急に事務局の方でまとめ、皆さんに通知をしたい。 

・第 4回の策定委員会は、2月 10日午前 10時 30分より市役所本庁舎 3階で予定している。 

 

4．閉会 

 

5.キャッチコピー作成の経過報告 

・キャッチコピーについて、会議後、森川委員長と事務局でキャッチコピー作成の方向性を検討 

し、折衷案を基に事務局案を作成しました。平成 26年 12月 12日付けで各委員に事務局案を報 

告し、了承を得ました。 

キャッチコピー 

「 きて みて 感じて いいね！ とよかわ」 

以上 

 


