
平成２９年度 事業報告書 
 
 

特定非営利活動法人     
みんな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みんなで豊川市をもりあげ隊は、豊川市のさまざまな資源を活用した

観光交流活動、青少年教育活動、おもてなし PR 活動を行うとともに、豊川いなり寿司で豊

川市をもりあげる活動を行い、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項の事業として、地域資源もりあげ事業、 

青少年教育事業、おもてなし PR 事業、「豊川いなり寿司」でもりあげ事業等行い、新規事業として

「豊川うなぎとナギ」プロジェクトを立ち上げ調査研究を実施した。また、豊川市内、愛知県内初のＮ

ＰＯ法人として「豊川いなり寿司」の地域団体商標取得ができた。 

 

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 地域資源まちもりあげ事業 

(ア) 事業内容及び実施日 

   （１）豊川市の地域資源を使ったまちの盛りあげ活動として様々な地域資源を調査研究として 

     豊川うなぎと牛久保のナギの調査プロジェクトを実施した。 

（市内各店にて会議を実施） 

第９弾 H29.5.15 Donmai 京楽軒 第１０弾 H29.6.29 京楽軒 

平成３０年１月１日発行 いなりん新聞 VOL.７（２万部発行）にて紹介 

平成３０年３月１７日 チラシ１万部作成、豊川市観光協会、観光案内所、各イベント等で配布 

   制作協力：（株）ハクヨコーポレーション 

（２）豊川市のシティーセールス及び観光交流を応援する活動として豊川市のシティーセールス

や観光協会の事業などをサポートした。 

  平成２９年４月から平成３０年３月まで 

（３）キャラクター「いなりん」を活用したまちおこし活動としてキャラクター「いなりん」の活用企画、

市内企業への活用推進サプライズ訪問など、「いなりん」の出動とイベントに協力した。 

  また、豊川市のふるさと納税への協力をした。 

  豊川市へのふるさと納税への協力 

平成２９年９月  いなりんグッズ詰合せ １件（愛知県豊川市） 

平成２９年１０月 いなりんグッズ詰合せ２件（静岡県熱海市・東京都練馬区） 

いなりん出張訪問（いなりんグッズ付）１件（愛知県豊川市） 

平成２９年１２月 いなりんグッズ詰合せ １件（静岡県磐田市） 



(イ) 実施場所 

豊川市内及び各地域 

(ウ) 従事者の人数 

運営従事者  １０人～２０人 

(エ) 受益対象者の範囲及び予定人数 

一般市民及び来場者 各回１００人から１０万人（延べ１０万人） 

(オ) 収益     ０円 

(カ) 費用 ７，７３６円 

ふるさと納税発送料及び消耗品 ７，７３６円 

 

② 青少年教育事業 

(ア) 事業内容 

      ひとづくり事業としてユース隊員（現在大学生７名）、一般市民の隊員拡大 

      卒業論文作成協力。 

(イ) 実施日 

平成２９年４月から平成３０年３月まで 

(ウ) 実施場所 

豊川市内及び市外 

(エ) 従事者の人数 

運営従事者  １５名 

(オ) 受益対象者の範囲及び人数  

市内、市外小中学校、高校、大学一般  ２，０００名 

(カ) 収益  ０円 

(キ) 費用  ０円 

 

③ おもてなし PR 事業 

 （ア） 事業内容 

豊川市のシティーセールス事業地元紙東愛知新聞協力のもと、もりあげ隊活動紹介、豊川市

の魅力を紹介する「いなりん新聞 VOL.７」の２万部発行。豊川稲荷での年末年始おもてなし

活動、豊川稲荷東京別院での PR 活動をした。 

 発行日 

実施日 

配布場所 

実施場所 
従事者 

受益対象者の範囲 

及び人数 

「いなりん新聞 VOL.

７」の発行 
H３０年１月１日発行 

愛知県内及び

イベント参加時 
１５名 

観光客及び東三河住

民 

年末年始おもてなし

活動 

H2９年 12 月 31 日 

～H３０年１月３日 
豊川稲荷近郊 ２５名 

観光客及び東三河住

民 

 

 



（イ）収 益  ５６２，２００円 

いなりん新聞広告収入   ５６２，２００円 

      ＪＡひまわり、豊川信用金庫、本宮の湯、豊川稲荷、キリンビール㈱、トーアス㈱ 

      ヤマサちくわ㈱、㈱ハクヨコーポレーション他１９社 

（ウ）費 用  ２８３，６８７円 

印刷費  ２５５，９６０円 

食糧費・手数料 ２７，７２７円 

 

④「豊川いなり寿司」でもりあげ事業 

(ア) 事業内容 

（１）「豊川いなり寿司」によるイベントの実施・参加。B-1 グランプリ関連大会、市内、市外、県

外のイベントに出展し豊川いなり寿司の普及発信を通じて、豊川市を幅広くアピールした。 

出展 実施日 実施場所 従事者 
受益対象者の範囲 

及び人数 

おいでん祭 B-１グラ

ンプリコーナー 

Ｈ２９年５月２７日

（土）～２８日（日） 

豊川市総合 

体育館前広場 
９名 

イベントに参加する 

一般市民 

１７万６千人 

豊川手筒まつり 
H２９年８月２６日

（土） 
豊川市 ５名 

イベントに参加する 

一般市民 

       ８万５千人 

瀬戸物まつり出展 
Ｈ２９年９月９日

（土）～１０日（日） 
愛知県瀬戸市 １７名 

イベントに参加する 

一般市民 

        ３９万人 

豊川稲荷東京別院 

１３０周年記念式典 

豊川いなり寿司提供 

Ｈ２９年１０月２２

日（日) 
東京都赤坂 ２名 

式典に参加される檀家

様 

３００人 

２０１７西日本 B-１グ

ランプリｉｎ明石 

 研修・視察 

Ｈ２９年１１月２５

日（土）～２６日

(日） 

兵庫県明石市 ７名 

イベントに参加する 

一般市民 

１７万３千人 

愛知県庁にて豊川

いなり寿司販売 

Ｈ３０年３月２日

（金） 

愛知県名古屋

市 
６名 

愛知県庁職員

５００人 

第９回豊川いなり寿

司フェスタ食べ比べ

選手権 

H３０年３月１７日

（土） 

豊川市総合 

体育館前広場 
１５名 

イベントに参加する 

一般市民 

３万人 

高浜春の鬼みちま

つり×B-1 グランプリ

出展 

H３０年 3 月 18 日

（日） 
愛知県高浜市 ７名 

イベントに参加する 

一般市民 

１万３千人 

 



（２）「豊川いなり寿司」を用いた市民まちづくり意識啓発活動として隊員が講師の調理体験

「豊川いなり寿司」教室の開催、市内保育園及び、学校給食での豊川いなり寿司提供

の働きかけ、第９回地産地消創作豊川いなり寿司コンテスト開催 

行事名 実施日 実施場所 従事者 

㈱サンショク工場体験及び

豊川いなり寿司教室 
H２９年８月２日（水） 愛知県豊川市 ７名 

東三河ふれあい料理教室 H２９年８月２日（土） 愛知県豊川市 ５名 

学校給食で豊川いなり寿

司 

小坂井西小学校 

H２９年１０月１７日

（木） 
愛知県豊川市 ２名 

豊川稲荷秋季大祭 

親子豊川いなり寿司教室 

H２９年１１月１９日

（日） 
愛知県豊川市 ６名 

地産地消創作豊川いなり

寿司コンテスト 

Ｈ ３ ０年 ３月 １ ７日

（土） 

豊川市総合 

体育館前広場 
１５名 

 

（３）「豊川いなり寿司」に関する広報 PR 活動として公式ホームページの活用、情報発信 

市内事業者へ豊川いなり寿司幟・レジ袋の提供をした。 

（４）ブランド管理として「豊川いなり寿司」地域団体商標登録出願を、知財総合支援窓口の 

協力を得て行った。また、商標管理の研究と「いなりん」「豊川いなり寿司」の文字デザイ

ン管理を行った。 

【地域団体商標登録まで】 

H29.5.23 中部経済産業局知的財産室、特許庁地域団体商標担当

者と出願についてヒアリング 

Ｈ29.5.24 知財総合支援窓口担当者と出願についてヒアリング 

H29.5.30 地域団体商標登録出願 

H29.6.5 豊川市長へ出願を報告 

Ｈ29.7.14 中部経済産業局知的財産室、弁理士、知財総合支援窓

口担当者様と提出資料確認 

Ｈ29.8.18 中部経済産業局知的財産室、弁理士、知財総合支援窓

口担当者様に提出資料確認 

Ｈ29.11.24 知財総合支援窓口担当者様と打合せ 

Ｈ29.12.15 知財総合支援窓口担当者様と打合せ 

H29.1.9 地域団体商標登録決定連絡を受け市長へ報告 

H30.1.26 「豊川いなり寿司」地域団体商標登録 

H30.2.15 地域団体商標登録を愛知県知事を訪問し報告 

 

 

 



（５）愛Bリーグ関連活動として愛Bリーグ副会長団体としての、愛Bリーグ活動全体への協力  

その他愛Ｂリーグ団体関連事業への積極的参加した。 

日付 行事名 参加人数 場所 

H29.6.24 愛Ｂリーグ評議員会 ２名 東京神田 

H29.7.15 愛Ｂリーグ東海北陸支部総会 １０名 愛知県瀬戸市 

H29.9.2 愛Ｂリーグ評議員会 ２名 東京神田 

H29.11.18 愛Ｂリーグ東海北陸支部総会 ２名 三重県亀山市 

H29.12.9 愛Ｂリーグ評議員会 ２名 東京神田 

Ｈ30.1.27 愛Ｂリーグ評議員会 ２名 東京神田 

H30.2.24 愛Ｂリーグフォーラム in 四日市 ５名 三重県四日市市 

 

（イ）収益 １，５２３，３５９円 

豊川いなり寿司売上 １，０８６，９５０円 

食べ比べ選手権出展協力費 １３３，７００円 

もりあげ隊公認本売上金、 

認定店のぼり代金 
１３，５００円 

セミナー、講演謝金及び交通費 １００，０００円 

豊川いなり寿司教室材料費 １５１，４４９円 

寿司パック、材料等販売 ３７，７６０円 

 

（ウ）費用 ２，１６１，４３７円 

福利厚生費 ２５，０００円 

材料費 ３７６，３４２円 

商品仕入高 ４０８，５９４円 

接待交際費   ９７，０００円 

旅費交通費 ３７７，４３０円 

印刷製本費 ５６，８４８円 

資材・消耗品費 １６８，４０３円 

負担金 ３５０，０００円 

食糧費、雑費、手数料等 ３０１，８２０円 

 

（２）その他の事業 

 ア 「豊川いなり寿司」、「いなりん」関連商品の企画タイアップ事業 

(ア) 事業内容 

「豊川いなり寿司」関連商品や、「いなりん」グッズの公認商品を企画販売する。 

(イ) 事業日時 

平成２９年４月から平成３０年３月まで 

 



(ウ) 実施場所 

市内及び各地 

(エ) 従事者の人数 

３０名 

(オ) 収益 ４，１４４，５８５円 

関連グッズ売上 ３，０７７，５９６円 

公認商品ロイヤリティー収入 １，０６６，９８９円 

(カ) 費用 １，７９３，９９６円 

関連グッズ仕入高 １，７７３，１２５円 

グッズ販売用消耗品他 ２０，８７１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 2９年６月１４日 18：30～20：00 豊川市民プラザ 

（イ） 議題 

① 平成２８年度事業報告の承認について 

② 平成２８年度収支決算の承認について 

③ 役員変更の承認及び、新体制について 

④ 平成２９年度事業計画の承認について 

⑤ 平成２９年度収支予算案の承認について 

 

（２） 理事会 

開催日、場所及び主な内容 

 日時 場所 会議内容 

第１回 ６月５日 ハクヨコーポレーション会議室 平成２９年度通常総会について 

第２回 ２月５日 ハクヨコーポレーション会議室 地域団体商標今後の取り組みについて 

第３回 ２月２６日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 地域団体商標今後の取り組みについて 

 

（３） 隊員会議 

開催日、場所及び主な内容 

 日時 場   所 会議内容 

第１回 ５月１０日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 
平成２９年度事業計画と 

おいでん祭出展について 

第２回 ９月１４日 豊川市プリオ 4 階会議室１ 
B－グランプリ西日本大会視察 

今後の予定について 



第３回 １１月２日 豊川市プリオ 4 階視聴覚室 親子豊川いなり寿司教室について 

第４回 １２月１３日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 
年末年始おもてなし活動、豊川いなり寿司フ

ェスタについて 

第５回 ２月２日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 豊川いなり寿司フェスタについて 

第６回 ３月７日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 

豊川いなり寿司フェスタについて 

うなぎとナギプロジェクト完結について 

高浜鬼みちまつり出展について 

 

（４）もりあげ隊役員会 

開催日、場所及び主な内容 

 日時 場   所 会議内容 

第１回 ８月３１日 豊川市観光協会事務局 地域団体商標について 

 


