
第１号議案  平成２６年度事業報告承認の件  

 

平成２６年度事業報告書  

 

               特定非営利活動法人  

                           豊川いなり寿司で豊川市をもりあげ隊  

 

 

１  事業実施の概略  

特定非営利活動法人豊川いなり寿司で豊川市をもりあげ隊は、豊川市内で製造

し、かつ、販売をしている「豊川いなり寿司」を、全国的な人気を持つ豊

川市のブランドとして普及、発信する事業を行い、交流人口の増加や改善

を図り、まちづくりの推進や地域経済の活性化に寄与することを目的 として、

下記の事業を計画実施した。  

具体的には、本法人の定款第 ５条第 １項第 １号の事業として、「豊川いなり寿司 」に

よる、イベント実施 ・参加事業 、「豊川いなり寿司 」を使った、市民まちづくり意識啓発

事業 、「豊川いなり寿司 」に関する、広報ＰＲ事業及び同条同項第 ２号の事業として、

「豊川いなり寿司 」関連事業者とのタイアップ事業を実施 した。  

 

２  事業の実施に関する事項  

（１） 特定非営利活動に係る事業  

 ①  「豊川いなり寿司 」による、イベント実施 ・参加事業  

ア  豊川いなり寿司フェスタ「いなりんピック」事業  

（ア）事業内容  

「豊川いなり寿司 」のブランド化を普及 、発信するメインイベントとして、豊

川いなり寿司食べ比べ選手権 、ゆるキャラ大集合および物産展などを実

施した。  

（イ）開催日時  

  平成 ２７年 ３月 １４日 （土 ）  

（ウ）会  場  

豊川市総合体育館および体育館前広場  

（エ）従事者の人数  

運営従事者  約７０名  

（オ）受益対象者の範囲及び人数  

東三河を中心とした一般市民、来場者約 2万 3千人  

（カ）費  用  

７８０，２１８円  



 （内訳 ）  

設営 ・警備委託料      ３４８，６６５円  

印刷製本費          １９９，８００円  

消耗品費            １５６，２７７円  

食糧費               ３３，０００円  

会場 ・駐車場使用料      ４２，４７６円  

（キ）収  益  

４０７，６００円  

 （内訳 ）  

運営協力費          ３５７，６００円  

出  展  料            ５０，０００円  

 

イ  Ｂ－１グランプリ出展事業  

（ア）事業内容  

平成 ２６年度に福島県郡山市で開催 された、ご当地グルメでまちおこし

の祭典 「B-1グランプリ本大会 」及び、Ｂ－１グランプリ関連大会に出展し、

料理の提供を通じて豊川市を幅広くPRした。  

（イ）実施日時  

   ①平成 26年 9月 20日 （土 ）～21日 （日 ）「きたかみまるっとフェスタ」  

  ②平成 26年 10月 18日 （土 ）～19日 （日 ）「第 9回Ｂ－１グランプリｉｎ郡山 」  

  ③平成 26年 11月 30日 （日 ）「吉原まるごとフェスタ」  

（ウ）実施場所  

①岩手県北上市駅前周辺  

②福島県郡山市開成山公園、ザ・モール郡山駐車場会場  

③静岡県富士市吉原商店街周辺  

（エ）従事者の人数  

出展従事者  延べ  ６８名  

（オ）受益対象者の範囲及び人数  

①イベント参加する一般市民    ６万 ５千人  

②イベント参加する一般市民   ４５万人  

③イベント参加する一般市民    ３万 ２千人  

（カ）費  用  

  ３，５３７，３７７円  

  （内訳 ）  

旅費 ・交通費      １，５０３，４４２円  

原材料費        １，１１４，３１７円  

運搬費           １９６，７７６円  

出展料 ・負担金      １５６，３８４円  

雑費              ５６６，４５８円  

 



（キ）収  益  

 クーポン精算金    １，３１１，９３０円  

 

ウ  まちおこしイベント参加事業  

（ア）事業内容  

市内 、県内および県外の祭礼やイベントに参加し、「豊川いなり寿司 」の

普及、発信を通じて豊川市をPRした。  

（イ）実施日時  

  平成 ２６年 ４月～平成 ２７年 ３月  

（ウ）実施場所  

豊川市内及び愛知県内、県外周辺地域  

（エ）従事者の人数  

運営従事者  ２名～５０名  

（オ）受益対象者の範囲及び人数  

一般市民  約 1000人～３０万人  

（カ）費  用  

 ８８６，５３０円  

  （内訳 ）  

旅費 ・交通費      ２２４，９４９円  

原材料費        ６１６，０００円  

運搬費           １２，６９０円  

雑費               ３２，８９１円  

（キ）収  益  

 豊川いなり寿司販売収益    １，００９，７２５円  

 

エ  毎月１７日  「いいな、豊川いなり寿司 」の日ＰＲ事業  

（ア）事業内容  

市内、県内へ「いなりん」と一緒に参加し、「豊川いなり寿司 」の普及 、発

信を通じて豊川市をPRした。  

（イ）実施日時  

  平成 ２６年 ４月～平成２７年 ３月※毎月 １７日  

（ウ）実施場所  

豊川市内及び愛知県内、県外周辺地域  

（エ）従事者の人数  

運営従事者  ２名～１０名  

（オ）受益対象者の範囲及び人数  

一般市民  約 1000人～３０万人  

（カ）費  用     ０円  

（キ）収  益     ０円    

   



②  「豊川いなり寿司 」を使った、市民まちづくり意識啓発事業  

    ア  「豊川いなり寿司 」マイスター認定事業 「豊川いなり寿司塾Ⅲ」  

（ア）事業内容  

「豊川いなり寿司 」を提供する市内事業者を対象に、保健所講習会、ま

ちおこしセミナーを開催し、趣旨に賛同する事業者を本隊マイスター店 とし

て認定した。  

（イ）実施日時  

  平成 ２６年 ８月 ２８日 （木 ）  

（ウ）実施場所  

豊川市プリオ４F大講義室  

（エ）従事者の人数  

講師等    １人  

（オ）受益対象者の範囲及び人数  

 市内事業者  １６人  

（カ）費  用  ０円      

（キ）収  益  ０円  

 

イ  市内保育園、小中学校での普及事業  

（ア）事業内容  

市内保育園のおやつ、小学校の給食の献立に「豊川いなり寿司 」の採

用を市に要望 、また、小学校の運動会で「豊川いなり寿司 」の販売を委託

し普及を進めた。  

（イ）実施日時  

  平成 ２６年 ９月下旬～１１月中旬  

（ウ）実施場所  

豊川市内保育園、小中学校  

（エ）従事者の人数  

運営従事者  １０名  

（オ）受益対象者の範囲及び人数  

 豊川市内保育園児約 5 ,000人、小学生約 18,000人、中学生約 9 ,000人  

（カ）費  用  ０円   

（キ）収  益  ０円   

 

ウ  地産地消創作豊川いなり寿司コンテスト事業  

（ア）事業内容  

地産地消の「豊川いなり寿司 」開発を目的に、市内小中学校の生徒か

ら地産地消の創作いなり寿司レシピを募集 、優秀作品を表彰した。  

（イ）実施日時  

  平成 ２７年 ３月 １４日 （土 ）  

（ウ）実施場所  



         豊川市民プラザ  

（エ）従事者の人数  

 運営従事者  １０名  

（オ）受益対象者の範囲及び人数  

 豊川市内小中学生  約 200名  

（カ）費  用  ０円   

（キ）収  益  ０円  

   

エ  市内小学校出前授業  

（ア）事業内容  

次世代を担 う、子供たちの郷土愛を育み、まちおこしに関心をもってもら  

うための取り組みとして出前授業を実施した。  

（イ）実施日時  

  平成 ２６年 ４月～平成 ２７年 ３月  

（ウ）実施場所  

市内小学校 ( 20校 )  

（エ）従事者の人数  

 運営従事者  １０名  

（オ）受益対象者の範囲及び人数  

 豊川市内小学生  約 10,800名  

（カ）費  用  ０円  

（キ）収  益  ０円      

 

③  「豊川いなり寿司 」に関する、広報ＰＲ事業  

 ア  「いなりん新聞 vo l . 4」作成発行事業  

（ア）事業内容  

豊川いなり寿司 イメージキャラクター「いなりん」の名称を使用し、地元紙  

東愛知新聞協力のもと、もりあげ隊の活動紹介、豊川市の紹介 、Ｂ－１グラ

ンプリの紹介をした。  

（イ）発行日  

  平成 ２６年 ８月 ２９日   

（ウ）発行場所  

 愛知県内  

（エ）従事者の人数  

 作成従事者  ８名  

（オ）受益対象者の範囲及び人数  

 観光客及び東三河地域住民  約 ２万人  ※Ｐ４で２万部発行  

（カ）費  用   印刷費      ２６１，９００円  

（キ）収  益   広告収入    ５６６，６７６円  

           豊川信用金庫、 JAひまわり、豊川稲荷、ヤマサちくわ  



          本宮の湯 、門前そば山彦、アサヒビール㈱、  

          ㈱ハクヨプロデュースシステム  他 17社  

       

イ  公認本 「Ｂ-１グランプリ i n豊川の軌跡と奇跡 」作成発行事業  

（ア）事業内容  

平成 ２５年に開催 されたＢ -１グランプリ i n豊川の招致活動から開催実施

までの、もりあげ隊 、実行委員会および市民ボランティアの軌跡をドキュメン

タリータッチで笠原隊長が著し、地域のまちおこし活動を全国に発信した。  

（イ）発行日  

  平成 ２６年 １０月 １７日   

（ウ）発行場所  

 愛知県内  

（エ）従事者の人数  

 著者および協力者 １５名  

（オ）受益対象者の範囲及び人数  

 書籍購入者 （３千部発行 ）  

（カ）費  用            ０円 （未精算 ）  

（キ）収  益    １，４００，０００円 （２６年度暫定収益 ）  

 

ウ  おもてなし活動配布用ノベルティー作成事業  

（ア）事業内容  

豊川稲荷初詣配布用に使い捨てカイロを作成し、来訪者をもてなすとと

もに、豊川市およびもりあげ隊の活動を紹介した。  

（イ）発行日  

  平成 ２６年 １２月 ２０日   

（ウ）発行場所  

 愛知県内  

（エ）従事者の人数  

 作成従事者  ５名   活動従事者  １５名  

（オ）受益対象者の範囲及び人数  

 豊川稲荷参拝者  ２千人  （２千個作成 ）  

（カ）費  用   印刷費     １５１，７４０円  

（キ）収  益   広告収入    ２００，０００円  

         協賛  豊川信用金庫、 JAひまわり、豊川稲荷、  

㈱ハクヨプロデュースシステム  

 

（２） その他の事業  

①   「豊川いなり寿司 」関連事業者とのタイアップ事業  

    ア  「豊川いなり寿司 」イメージキャラクター「いなりん」を用いたまちづくり啓発事業 。  

（ア）事業内容  



「いなりん」グッズの監修及び販売を通じて、まちづくり啓発を進めた。  

（イ）実施日時  

  平成 ２６年 ４月～平成２７年 ３月  

（ウ）実施場所  

豊川市役所売店、豊川市観光案内所他  

（エ）従事者の人数  

延べ  １２人  

（オ）受益対象者の範囲及び人数  

 豊川市民及び来訪者  約２万人  

（カ）費  用  

 関連グッズ仕入高      ８６６，１８６円    

（キ）収  益  

   関連グッズ売上げ     ２，０４６，７３６円   

 

イ  公共交通機関事業者とのタイアップ事業  

（ア）事業内容  

鉄道事業者や観光バス事業者とタイアップして「豊川いなり寿司 」を採 り

入れたキャンペーンを実施した。  

（イ）実施予定日時  

  平成 ２６年 ４月～平成 ２７年 ３月  

（ウ）実施予定場所  

豊川稲荷周辺  

（エ）従事者の人数  

 運営従事者  ７名  

（オ）受益対象者の範囲及び予定人数  

 観光客等  約 5000名  

（カ）費  用   ０円   

（キ）収  益   ０円  

 

ウ  「豊川いなり寿司 」関連商品の企画 、タイアップ事業  

（ア）事業内容  

「豊 川 市いなり寿司 」ブランドの普及 、拡大 を目的に「豊川いなり寿司 」

関連商品や、ゆるキャラ「いなりん」グッズの公認商品を企画開発した。  

（イ）実施日時  

  平成 ２６年 ４月～平成２７年 ３月  

（ウ）実施場所  

豊川市内及び愛知県内  

（エ）従事者の人数  

 運営従事者  5名  

（オ）受益対象者の範囲及び人数  



 豊川市民及び観光客等  約 2000名  

（カ）費  用                      ０円   

（キ）収  益   ロイヤリティー収入   ９６１，３９５円  

 

 

 

３  会議の開催に関する事項  

（１） 総会  

ア  通常総会  

（ア）開催日時及び場所  

平成２６年 ６月 ２６日  18：30～20：00 豊川市催事場  

（イ）議第  

  ①平成２５年度事業報告の承認について  

  ②平成２５年度収支決算の承認について  

       ③平成２６年度事業計画案の承認について  

       ④平成２６年度収支予算案の承認について  

 

 （２）理事会  

ア  第 １回理事会  

（ア）開催日時及び場所  

平成２６年 ６月 ２３日  18：00～19：00 豊川市観光協会事務局  

（イ）議題  

       ①特定非営利活動法人の運営方針について  

        

イ  第２回理事会  

（ア）開催日時及び場所  

平成２７年 １月 ２９日  18：00～20：00 豊川市観光協会事務局  

（イ）議題  

①消費税申告について  

 

 

（３）隊員会議  

    開催日時、場所及び主な内容  

第１回 ：５月 ２９日 （木 ）  豊川市プリオ大講義室  B-1郡山大会取り組み内容に

ついて  

第 ２回 ：７月 ２９日 （火 ）  豊川市プリオ大講義室  B-1郡山大会整列ゾーンで行

うPRについて  

第３回 ：８月 ２９日 （金 ）  豊川市プリオ大講義室  ありがとうメッセージについて  

第 ４回 ：９月 ２日 （火 ）   豊川市プリオ大講義室  B-1郡山大会豊川 PRについ

て                     



第 ５回 ：９月 ９日 （火 ）   豊川市プリオ大講義室  B－１郡山大会参加行程につ

いて  

第６回 ：１０月 １日 （水 ）  豊川市プリオ大講義室  B-1郡山大会打ち合わせ  

第７回 ：１０月 ７日 （火 ）  豊川市プリオ大講義室  B-1郡山大会打ち合わせ  

第８回 ：１１月 ５日 （水 ）  豊川市プリオ大講義室  B-1郡山大会報告  

第９回 ：１月 ２９日 （木 ）  豊川市プリオ大講義室  年末年始おもてなし活動報告  

第 １０回 ：３月 １０日 （火 ）  豊川市プリオ大講義室  豊川いなり寿司フェスタにつ

いて  

 

 （４）正副隊長 リーダー会議  

第１回 ：４月 ２１日 （月 ）  豊川市プリオ  体制について  

第２回 ：６月 ５日 （木 ）   豊川市プリオ  ありがとうメッセージについて  

第 ３回 ：６月 ２０日 （金 ）  ハクヨプロデュースシステム会議室  新役員、事業計画

について  

第４回 ：７月 １６日 （水 ）  豊川市プリオ  B-1郡山大会方針について  

第５回 ：８月 ２６日 （火 ）  豊川市プリオ  B-1郡山大会につて   

第６回 ：９月 ２日 （火 ）  豊川市プリオ  B-1郡山大会につて  

第７回 ：１０月 ３０日 （木 ）  豊川市プリオ  まちおこしについて  


