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第１回 豊川市観光基本計画策定委員会 

議事録 

 

日時：2014年 7月 7日（月）14:00～ 

場所：豊川市役所本庁舎３階 議会協議会室 

 

1．開会 

（事務局・荒木課長） 

 

2．市長あいさつ 

（山脇市長） 

 

3．委員長・委員長職務代理者選出 

（事務局・荒木課長） 

・委員紹介 

・委員長選出について 

＜委員長の互選＞ 

・木藤委員（ひまわり農協）が森川委員（桜花学園大学）を推薦。 

⇒（異議無し、委員長就任） 

 

（森川委員長） 

・皆さまの推薦をいただき、豊川市観光基本計画策定委員会の委員長を引き受けることになった

桜花学園大学の森川です。よろしくお願いします。 

・ご承知のとおり、平成 18 年 12 月に小泉内閣総理大臣の下で観光立国推進基本法が成立し、平

成 19 年から本格的な観光立国を目指した諸施策が打たれ、着実に計画に沿って進められている。

全国の自治体が観光立国推進基本法に基づき観光振興計画を作り始めている。中部地区におい

ても、各自治体が観光振興計画を作り、それぞれの町の賑わい、交流人口の拡大、それに基づ

いた経済効果の成果を上げつつある。 

・豊川においては、昨年、B-1 グランプリで全国に名前を売り、同時に市民の皆さんが、交流人

口の拡大が町の経済効果に大きくつながることを大きく実感されたと聞いている。その実感が

熱いうちに、この豊川市が観光都市として全国に打ち出せるよう、立派な観光基本計画を皆さ

んと共に作っていきたい。 

 

＜委員長職務代理者選出＞ 

・森川委員長の指名により安福委員（愛知大学）を職務代理者として選出。 

 

4．議事 

（1）豊川市観光基本計画の策定及び豊川市観光基本指針の総括について（資料 1） 

（事務局・鈴木次長） 
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・資料説明 資料１ 

 

（豊川商工会議所・笠原委員） 

・資料を拝見すると、観光入込客数あるいは駐車台数などの数値の結果が出ているが、観光施策

を考えていく上では、経済効果という観点が非常に重要だと思う。いわゆる観光関連の売上、

税収、経済的な数値を示せるものはないだろうか。 

・最終的な売り上げを考えると、人数×客単価になると思う。客単価の向上も、観光施策の質を

上げるために着目すべきところである。そういった関連の資料があるのか、なければ今後算定

する方法があるのかをお伺いしたい。 

 

（事務局・鈴木次長） 

・例えば B-1 グランプリのような単体のイベントについては、経済波及効果等を算出したことが

ある。ただし、年間を通じた観光に関する経済波及効果や税収効果については、数字として把

握できていない。何らかの方法で経済的な数値が示せるものがあれば研究していきたい。 

 

（豊川市観光協会・平賀委員） 

・資料について補足説明をさせていただきたい。 

・P.17 の観光案内所の来訪者数に関して、案内所が狭いため、平成 23 年からパンフレットを案

内所の外に配置するようにしている。案内所の来訪者数は中に入る人だけの数字であり、案内

所の外でパンフレットを受け取る人の数は一切カウントしていない。一見すると減少している

ように見えるが、案内所の外でパンフレットを手に取っている方はかなりいると思う。 

・P.18 のウォーキングイベント参加者数について、平成 21 年度には名鉄ハイキングの大きな企

画（佐奈川のさくらと菜の花ウォーキング）があり、一回のイベントに対し約 8 千人の参加が

あったため、来訪者数が大きく増えている。また、この種のイベントは天候によっても来訪者

数が変動する。市内には 21 の駅があり、これらのウォーキング、ハイキングは市内のいろいろ

な所で開催されている。 

・P.18 の参加者数は、JR と名鉄の合算となっている。それぞれ半々くらいの開催回数である。 

 

（2）アンケート調査結果中間報告について（資料 2） 

（事務局・杉原補佐） 

・資料説明 

⇒質問なし 

 

（3）作業部会結果報告について（資料 3-1、3-2） 

（事務局・杉原補佐） 

・資料説明 

⇒質問なし 

 

（4）豊川市観光基本計画基本方針および施策の方向性（案）について（資料 4） 
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（事務局・荒木課長） 

・資料説明 

⇒質問なし 

 

（5）豊川市観光基本計画骨子（案）について（資料 5） 

（事務局・荒木課長） 

・資料説明 

 

（豊川商工会議所・笠原委員） 

・観光基本計画策定の背景は書いてあるが、策定の目的が明確に書かれていない。観光基本計画

は、豊川市として、誰のためにやるのか、何のためにやるのか、計画の位置づけが必要なので

はないか。豊川市は観光で食べている街でもないし、観光の経済波及効果がどのくらいあるの

かも分からない。豊川市の観光施策ということであれば、市民からの税収を使って行うものと

いう位置づけも必要であり、住んでいる人の生活利便の確保、地域の魅力向上などの観点も必

要である。交流人口の増加による地域の魅力向上ということも入ってくるはず。そのあたりの

観点が抜けているのではないか。逆に、そこをしっかり持つことで、後ろに続く施策について

取捨選択するという視点が出てくると思うので、是非それは言及いただきたい。 

・観光基本計画の推進体制の中で、行政は一体どこまでやるのかという論点もある。観光は、結

果的には、それぞれの事業者の方が様々な形でお金をかけて事業をやってもらわないと成果が

上がらない。どこまで行政がやって、どこを民間に委ねるのかということを明確にした方が進

みやすいと思う。 

・私は観光協会の副会長という立場でもあるが、今回の基本指針の総括の中では、市でやったこ

とと観光協会でやったところが○印と☆印で表記しており、非常に区分けがあいまいである。

観光協会はこれからも豊川市にとって大事な存在であり、事業の担い手としての観光協会の位

置づけも、この基本計画の中に書き込んでいただきたい。 

 

（事務局・荒木課長） 

・計画策定の目的については、笠原委員のご指摘のとおり、あいまいなところがある。今までは、

観光基本指針に基づいて、観光施策を推進してきた。その中で、B-1 グランプリの開催という

大きな目標を掲げていたが、一定の達成が出来たということで、次なる目標を見定めるため、

今回この観光基本計画を策定するところである。今後作業部会等を通じて、計画の目的や目標

を明確にしていきたい。 

・推進体制については、今後、行政、民間、観光協会等の役割分担を決めながら、推進体制を定

める必要があると思っている。これについても、今後作業部会等で検討していきたい。 

 

（森川委員長） 

・以上で、本日の議事は終了した。この後は時間の許す限り、本日ご出席の委員の皆さま方お一

人ずつからご質問、ご意見等を伺いたい。 
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5．意見交換 

（豊鉄バス・長縄委員） 

・この計画を進めるにあたっては、あるべき姿を想定して、そこから逆算をして計画を立ててい

き、アクションプランを作っていくというやり方がよいのではないか。 

 

（市内旅行代理店・菊池委員） 

・これまで市や観光協会がいろいろと実施してきた取組などの結果の中で、やった結果すごく成

果が上がった部分、逆にあまり成果がなかったという部分も、この資料の中に書き込み、参考

にしてはどうか。 

 

（森川委員長） 

・いわゆる着地型の旅行商品については国交省等も盛んに指導しているところであるが、地元の

旅行会社として着地型の商品というものは何かあるか。豊川市の場合、旅行エージェントが共

同で作るとか単独で作るとかそういった動きはあるか。 

 

（市内旅行代理店・菊池委員） 

・全国旅行業協会の中で、着地型商品のいろんなプランのコンテストのようなことをやっている

のだが、なかなか東三河エリアでは提案できていないのが実状。 

 

（森川委員長） 

・愛知県も１件につき 200 万円の予算をつけて、毎年コンペティションをやっている。東三河地

区は、去年から１枠単独で作っている。愛知県全体で 4～5 件くらいなのだが、その中で東三河

だけ１枠単独で予算をつけて、着地型商品を主とした企画提案型の公募をやっている。積極的

に参加し、アピールしていただければと思う。 

・笠原委員からもご発言があったように、着地型とは言え、単独ではなく広域的な連携が必要に

なってくる。そういう意味では、民間レベルで協働して豊川の商品づくりが必要になってくる

と思うので、是非頑張っていただきたい。 

 

（ひまわり農業協同組合・木藤委員） 

・今回の調査分析結果を見てみると、豊川の観光の中でいいところ、弱みなどは出尽くしている

と思う。ただ、これを総花的にまとめようとしても、結局ぼけてしまい、何をやるのかわかり

にくくなってしまうのではないか。笠原委員もご指摘の通り、最終的には、そのうちのどこを

選択するのかということになる。 

・私どもも全国に先駆けて直売所を作った時には、市外、県外から多くの利用者が来た。しかし、

それが全国に広まってくると、飽きられた部分も含め、集客は横ばいであり、いろいろと考え

いかないといけない。 

・計画というのは常に、いろんな利害関係者がすべて納得するような形で出来ていくことが多い

ので、作業部会の中では、最終的にはここだという的の絞り方の精度を上げていった方がいい

と感じている。 



 5 

 

（豊川閣妙厳寺・小倉委員） 

・どうしても豊川稲荷の名前が一人歩きしてしまっており、お寺というイメージがなくなってし

まって、先日 JR のポスターとして作っていただいたのは、「そうだ、お寺だったんだ」という

キャッチコピーのものである。 

・参拝者数も増減はあるものの、大体は頭打ちである。あとは門前駅前通りの方の努力を祈るば

かりである。駅前通りは若干歯抜けになってきている点が課題である。 

・書院が老朽化してきて、立て直しの計画がある。最低でも 10 億円以上の事業になるので我々に

とっては大変大きなことである。今、建設委員会を立ち上げ、これから取り組むところである。 

・私が住んでいるのは、旧一宮町である。私が生まれた頃は、200 戸くらいしかなかったのだが、

今では 1000 世帯くらいになった。観光客を増やすことだけではなく、住む人を増やせば、そ

れだけ税収も入り、そういう視点も大事なではないか。これもインターチェンジのおかげであ

り、交通インフラの影響は大きい。 

 

（豊川商工会議所・笠原委員） 

・観光協会でも基本方針を作り、あるいはシティセールスというものもあり、商工会議所等でも

いろいろと施策を行っている中で、非常に多くの基本方針的内容が出てきている。それらを整

理しながら、観光基本計画を作るべきだと思う。 

・市が作るものはどうしても総花的になるのは否めない。本当に観光で集客を狙うなら、稲荷寿

司だとか、B-1 だとか、キーワードを１つに決めて推進することが最も効果的だと思うのだが、

市の観光基本政策でそこまで言い切ることは無理であろう。そのあたりのことを前半で決めた

上で、この基本計画の位置づけを作った方がよい。具体的な細かい施策は、観光協会や様々な

事業者が市の基本方針を元に作っていけるようなものにしておくとよいのではないか。 

・先ほど委員長が触れられたように、昨年の B-1 グランプリでも東三河という単位で取り組んだ

経緯があり、入込という観点でみれば、豊川市だけではなく東三河という単位で考え、その中

の位置づけということも基本計画の中にあってもよいのではないか。現状では、東三河各地で

引っ張り合うようなことをやっている。それはすごく不毛だと思うので、豊川市として、東三

河の中での位置づけを打ち出すべき。 

・今回策定するものは「観光基本計画」という言葉が適当なのか疑問である。「観光」というと、

観光地に関すること、観光事業者に関することなどと一部の人の話だと捉えられかねない。実

際には、人口が減る中で交流人口を増やすという大きな目的の中で、敢えて「観光」ではなく、

何か別の言葉を立ち上げることで、全体の位置づけが出来ないだろうか。今後、ワーキング会

議などの中で、議論していただければと思う。 

 

（愛知県タクシー協会豊川蒲郡支部・鈴木委員） 

・豊川への来訪者については公共交通機関の利用は少なく、圧倒的に自家用車が多い。豊川稲荷

には非常に多くの方が来られ、特にお正月の期間に集中するのだろうが、それ以外の期間、あ

るいはそれ以外の場所に、自家用車で訪れた時に、駐車場やトイレがどのくらいあるかという

視点が欠けているのではないか。 
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・今後も圧倒的多数の方が自家用車でお見えになるだろう。自家用車で周りたい魅力的な受け入

れ態勢を作る、また、観光事業者がそこでお金が落ちる仕組みを考えないと、たくさん人が来

たけど、少しもお金が落ちないという結果につながってしまう。 

 

（食品衛生協会豊川支部・原田委員） 

・私が暮らす旧一宮町は市になっても何も変わっていない。この委員会では何かイベントを考え

ていくべきではないかと思っている。いろいろな案の検討をお願いしたい。 

 

（豊川料理旅館組合・波多野委員） 

・当館に泊まりに来ていただいたお客様に「どこに行けばいいの」と尋ねられると、豊川稲荷、

ラグーナ、ぎょぎょランドなどをご紹介・ご案内している。ぎょぎょランドはとても人気があ

り、お年寄り、ご夫婦、子ども、３世代が喜ばれる場所なので、そういった点が人気である。 

・自家用車で来られる方は足回りがあるが、関西方面、関東方面の方は、電車（新幹線）で来ら

れるので、足回りのない方には、そういった場所を案内したり、当館で送ったりしている。 

・豊川市はお寺も多い。お年寄り向きの町で、若い人が目的とするもの、遊べるところがないの

ではないか。愛知こども国まで行くとおっしゃる方も見えるが、結構遠い。また、豊川市で何

かやるといっても、親子連れの方には「一回来たらもう結構」とおっしゃる方も多い。 

・豊川稲荷は B-1 で有名になったが、今後は、もっと“いなりん”を活用して、まちづくりを行

わないと、人は来ないと思う。音楽イベント等もない。今までは、B-1 があったので、いろん

なイベントを行い、メディアの方にも注目してもらえたが、終わった途端に何もないので、も

っとゆるキャラを利用して何か考えられないだろうか。 

・私の出身地である京都は観光地なので、１日周遊するバスが毎日出ている。豊川もお寺が多い

ので、そういったお寺巡りなどで、毎日は運行しなくても土日だけは観光地を巡るバスがある

とよいのではないか。 

 

（豊川市観光協会・平賀委員） 

・平成 20 年の着任から振り返ると、お金をかけずに、皆で知恵を絞って何か一つのことを PR す

るということをやってきたので、B-1 グランプリや豊川稲荷寿司がある程度、市民の方、ある

いは周りの方にも定着したと思う。いろいろな拾い上げをした後、どのように選択して打ち上

げていくかを、プロジェクトチームやグループなどで施策を考えていくことが大事だと考える。

やはり、マスメディアを使い、面白く楽しいことで配信をしていかないといけない。新聞社の

方の論評があって、テレビや雑誌が来る。B-1 や稲荷寿司もそうだが、何もなければ何も起き

なかった。それを、まず１つ取りかかり、PR をしたことで、これまでの成果があったと思う。 

・旅行会社向けに、私が営業している中で心掛けているのは、例えば、東三河の温泉地、蒲郡や

湯谷温泉にいろんな企画プランを提案している。そういった方々からも、日帰りの近隣の観光

地、お得な街歩きプランなどを提案いただいており、そのようなご協力もあって、バスの駐車

場も伸びているという実情がある。 

・なかなか着地型というものの広がりはないが、何も魅力が配信されておらず、ただ豊橋に行っ

て、豊川に行って、新城に行って、蒲郡に行ってというのは、旅行会社からみたら魅力がない。
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マスコミに取り上げられている何かを結びつけられれば、面白い企画になっていくと思う。豊

川もたくさんのお祭りや観光資源もあるので、今後はそういったものをユーモアに楽しく配信

していく仕組みを作ったらいいのではないか。 

 

（市民公募・鈴木委員） 

・7 月 20 日に農務課が主体となり、ぎょぎょランドで「農業市」をやる予定。その時に、“いな

りん”を登場させてはどうかと提案したい。 

・私自身は、豊川市でいうと一番海に近い御津町に住んでいる。農業のボランティアグループを

６人でやっており、私のような農業者３名と新規就農者３名で、遊休農地を使い活動している。

今年もお盆頃に「ひまわり迷路」をやるので、皆さんにも来ていただければと思っている。 

・光輝寮（児童愛護施設）の子どもさん達と豊川市の国際課のこぎつね（外国人の子ども達の面

倒をみる託児所）に、僕らがさつまいもの苗を提供して植えてもらい、草取り等も行ってもら

い、さつまいもが出来たら、芋を掘って、焼き芋をやってもらうという活動を行っている。全

部ボランティアなので、観光業というような“業”はつかないのだが、夏から秋にかけてのメ

インはそういった子どもたちとの活動をしている。そして、冬から春にかけては、キャベツを

遊休農地で作り、活動資金にしている。 

・体験型農業のようなことをやりたいのであれば、私に言っていただければすぐにできる。是非

声をかけていただければと思う。 

 

（市民公募・埋田委員） 

・B-1 でまちづくりゼミナールに参加させていただき、中高大学生の若い力をすごく感じた。資

料を拝見させていただいた中で、東海道のボランティアが１名しかいないということだが、例

えば、杉森八幡社に保育園の遠足で行ったり、小学校で地元のことを調べたり、どこの地域で

も地域密着型の勉強をしていると思う。そういう若い人の力を使ったら、お金をかけずにマス

メディアにも取り上げてもらえるのではないか。 

・今後、ボランティアの研修が始まるということだが、若い人を育て、観光のボランティアの力

をつけることも必要ではないか。音羽だと、雨乞い祭りというお祭り（御姫様の衣装を着て練

り歩く）があるのだが、若い子にかわいい衣装を着せて、ボランティアとして観光の PR をす

れば、新聞社やテレビなども取り上げてくれるのではないか。うちの娘も中学生でずっとボラ

ンティアに参加させていただいているが、気持はあるものの、言われたことしかできないとい

う感じである。大人から呼びかけがあれば、やりたい子は集まるのではないか。 

 

（愛知大学・安福委員） 

・いろいろと聞かせていただき、資料も拝見すると、この中にはものすごくいろんなことが入っ

ていると感じるが、総花的というか独自性がないという印象を受けた。 

・私のように外部から来た人間という立場からすると、何を観光地にしたいのか、何をやりたい

のかということがはっきりしていないと感じる。いわゆる「観光地」づくりをやりたいのか、

あるいは「観光まちづくり」をやりたいのか。どのように 5 年、10 年先を考えているのか。 

・豊川市では、観光の取組が行われており、いなりの盛り上げについてはよく存じ上げている。
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しかし、地域ではどのような取組が行われているのか。例えば、先ほど商店街が衰退している

という話も出たが、地域によっては商店街の結束が非常に強く、商店街なりの考え方を持って

いるところもある。住民の方をどのような形で観光に結びつけていきたいのか。 

・例えば、豊橋だとシティプロモーションという考え方の中で観光はその中の取組の一つだ、豊

橋は観光地ではないというアピールをしており、それははっきりとしていて分かり易いのだが、

今回の計画策定ではそういうところが分からない。 

・資料を拝見する中では、観光防災、危機管理という考え方が全く見受けられなかった。観光に

よって経済効果が出ている産業が、防災という観点からしっかりと見直しをしていかなければ

いけない。3.11 以降、安心して観光地に行けるという環境が非常に求められている中、観光客

にやさしい観光整備という最たるものは、災害があった時に、その地域を訪れた人を地域がど

うやって守るのかということをしっかり考えることである。 

 

（豊川料理旅館組合・波多野委員） 

・豊川にはこれだけ立派なお寺がたくさんあるし、豊川稲荷さんも建て替え工事をされると伺っ

た。京都では、今まで見られなかったものが見られるということがあると、たくさんの方がい

らっしゃる。どこかのお寺で、普段は見れないけど、こういったものがあるということを PR

し人を呼ぶのもよいと思う。 

・御津町の大恩寺では、NHK に出演して著名な鯉沼先生が「竹笛の会」という会を開かれている。

ろうそくをつけて、その中で笛を吹くのだが、初回は 100 人を集めるのに、とても時間がかか

ったが、6 回目になると、毎年決まって開催しているからということで、すごい人が集まった

と聞く。毎年決まったことをやるとか、人が呼べるような有名人を呼ぶとか、そういったこと

も必要ではないか。 

・京都の修学旅行生が、普通のホテルに泊まるのではなく、九州の民家に 4～5 人に分かれて泊ま

ったということを聞いて驚いた。先ほどグリーンツーリズムの話もあったが、豊川には農家が

多いので、修学旅行生を受け入れるような事業であれば、市がやってもよいのではないか。 

 

（森川委員長） 

・冒頭で申し上げたが、国が今進めている施策は、“住んでよし訪れてよしの国づくり”というフ

レーズで、観光立国を目指している。置き換えて言えば、“住んでよし、訪れてよしの町づくり”

といえる。要するに、ふるさと豊川が素晴らしいところだと住んでいる人が思わないと、来た

人も素晴らしいところだとは思ってくれない。まずは、住んでいる人たちが、素晴らしい町と

思えるようなまちづくりを目指す、そのことにより訪れる人たちに素晴らしいところだと感じ

てもらう、そういった大きな目標を持って、計画づくりをやっていきたいと思う。 

 

（事務局・荒木課長） 

・次回の策定委員会は、9/29（月）午後を予定。次回は、計画の素案をお示しし、アクションプ

ランについてご意見を賜りたい。 

 

6．閉会 
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以上 


