
 

令和元年度 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った。 

 

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・実施場所・従事者の人数 

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

今年度は、市内焼肉店をお店からの紹介リレー方式にて調査した。 

実施日 ４月８日 ６月４日 ７月１日 ８月２７日 １０月２日 

実施場所 大盛苑 一本屋 昌徳園 天下 月と蓮 

従事者の人数 １６名 １２名 １２名 ５名 １２名 

    （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や 

観光協会出展のゆるキャラまつり、福祉イベントなどの事業をサポートした。 

実施日 令和２年１月１９日 

実施場所 静岡県磐田市 

従事者の人数    ３名 

（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】 



実施日 内容・依頼者 従事者 

令和元年７月 千葉県千葉市 ２名 

令和２年３月 愛知県名古屋市「いなりん出張訪問」 ５名 

令和２年３月 神奈川県川崎市 ２名 

令和２年３月 愛知県名古屋市 ２名 

 

(イ) 収益      ０円 

(ウ) 費用 １７，１３０円 

旅費交通費     １１，０９０円 

食糧費         ３，８７０円 

ふるさと納税発送料 ２，１７０円 

 

② 青少年教育事業 

（ア）事業内容及び実施日・実施場所・従事者の人数 

ひとづくり事業としてユース隊員、一般市民の隊員拡充を行った。 

大学生への卒業論文作成に対する情報提供を行った 

      ■実施日：令和元年８月１３日(火)    ■学校名：明星大学 

      ■実施人数：教授 1 名、学生 1 名 

 

      ■実施日：令和元年９月２７日(金)、１０月４日(金)    ■学校名：岡崎高校 

      ■実施人数：学生１名 

 

      ■実施日：令和元年１１月８日(金)    ■学校名：愛知大学 

      ■実施人数：学生１名 

 

      ■実施日：令和元年１１月２９日(金)   ■学校名：南山大学 

      ■実施人数：学生１名 

 

（イ）収益  ０円 

（ウ）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を地元紙東愛知新聞社協力のもと、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.９」を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。 

 

実施日・発行日 事業名 配布場所 従事者 受益対象者の 



実施場所 範囲及び人数 

令和元年 

１１月１７日（日） 

「いなりん新聞

VOL.９」の発行 

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 

令和元年 

１２月３１日（月）～ 

令和２年１月３日（木） 

年末年始 

おもてなし活動 
豊川稲荷近郊 １８名 

観光客及び 

東三河住民 

 

（イ）収 益  ５６１，６００円 

いなりん新聞広告収入   ５６１，６００円 

        ＪＡひまわり、豊川信用金庫、豊川稲荷、㈱本宮、㈱ハクヨコーポレーション、トーアス㈱ 

寺部食品㈱、㈱タカギユニフォーム他２０社 

（ウ）費 用  ２８５，０５８円 

印刷費  ２６０，７００円 

食糧費・消耗品費・支払手数料 ２４，３５８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。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。 

実施日 出展イベント 実施場所 従事者 
受益対象者の範囲 

及び人数 

令和元年 

５月２５日（土） 

～２６日（日） 

豊川市民まつり 

おいでん祭 

豊川市総合 

体育館前広場 
７名 

イベントに参加する 

一般市民 

１７万１千人 

令和元年 

8 月 24 日（土） 
豊川手筒まつり 豊川市野球場 ７名 

イベントに参加する 

一般市民 

       ８万７千人 

令和元年 

9 月 14 日（土） 

～15 日（日） 

せとものまつり 愛知県瀬戸市 １３名 

イベントに参加する 

一般市民 

        ３９万人 

令和元年 

１１月９日（土） 

～1０日（日） 

どんぶりサミット

in 田原 
愛知県田原市 １３名 

イベントに参加する 

一般市民 

        ３９万人 

令和２年 

３月１４日（土） 

第６回いなりん 

ピック【中止】 

豊川市総合 

体育館前広場 
 

イベントに参加する 

一般市民 

 

 

（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、市内の保育園及び、市内小学校給食での豊川いなり

寿司提供の働きかけを実施。 

実施日 行事名 実施場所 従事者 

令和元年 

６月２日(日) 

豊川リレーマラソンにて 

豊川いなり寿司教室を開催 
豊川市内 ９名 

令和元年 

９月２３日(月)（祝） 

特別養護老人ホーム「せんりょう万

両」にて豊川いなり寿司教室 
豊川市内 １０名 

令和元年 

１０月６日(日) 

イオンモール岡崎「穂の国東三河

の物産と観光フェア」豊川いなり寿

司教室 

愛知県岡崎市 １０名 

令和元年 

１０月 20 日(日) 

サーラ大感謝祭にて豊川いなり寿

司教室 
豊川市内 １０名 

令和元年 

１１月１２日（火） 

豊川市内小学校で学校給食に豊

川いなり寿司提供。一宮南部小学

校にいなりんサプライズ訪問 

豊川市内 ２名 

令和元年 

１１月１５日（金） 

市内保育園でおやつに豊川いな

り寿司提供。長沢保育園にいなり

んサプライズ訪問 

豊川市内 ２名 

令和元年 

１２月７日（土） 
東三河ふれあい料理教室開催 豊川市内 ８名 

令和２年 

１月２０日(月) 

イオンモール新瑞橋「東三河の物

産と観光フェア」豊川いなり寿司教

室 

愛知県名古屋市 ７名 

令和２年 

３月１４日（土） 

第１１回地産地消創作豊川いなり

寿司コンテスト開催【中止】 

豊川市総合 

体育館前広場 
２７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。 

 令和元年５月１４日：中京テレビ前略大徳さんに髙木隊長出演 

 

 令和元年９月１日：県民総選挙！すごいもの BEST５０収録に参加 

 

 令和２年２月２１日：豊川中ライオンズクラブ例会にて講師として参加 

 

（４）ブランド管理として地域団体商標「豊川いなり寿司」に関する取材対応、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。 

 昨年度申請していた「イナリソ」「いなりコ」の図形商標登録を取得。 



 

 独立行政法人工業所有権情報・研修館・中部経済産業局主催のビジネス×知財フ

ォーラムにて、域団体商標取得産品のノベルティとしていなりん茶を有償提供。 

 

 独立行政法人工業所有権情報・研修館様より、豊川いなり寿司の【地域団体商標

カード】無償にて提供していただき、豊川市観光案内所・イベント出展時に配布。 

 

（５）愛 B リーグ関連活動として愛 B リーグ相談役団体として、愛 B リーグ活動全体や愛Ｂリー

グ団体関連事業へ積極的に参加した。 

今年度は、２年ぶりに本大会「B-1 グランプリ in 明石大会」が開催された。会場である明

石市にて田植えを行った。 

日付 行事名 実施場所 従事者 

令和元年 

５月２５日（土） 

愛Ｂリーグ東海北陸支部総会 

in 名張 
三重県名張市 ２名 

令和元年 

６月１５日（土） 
Ｂ－１明石に向けて田植え 兵庫県明石市 ９名 

令和元年 

９月１５日（日） 
愛Ｂリーグフォーラム in 明石 兵庫県明石市 ２名 

令和元年 

１１月２２日（金） 

～２４日（日） 

B-1 グランプリ in 明石大会 兵庫県明石市 ３９名 

 

（イ）収益  ２，７９４，２１９円 

豊川いなり寿司売上 ２，１４９，６５０円 

認定店のぼり代金 ４，５００円 

豊川いなり寿司教室開催費 ６４０，０６９円 

 

（ウ）費用  ３，８４５，４５１円 

福利厚生費 B-1 明石大会他もりあげ隊懇親会 １６５，０００円 

豊川いなり寿司出展・豊川いなり寿司教室、B-1 明石大

会等材料費 
９６３，９６６円 

豊川いなり寿司出展時いなり寿司仕入 １０６，７５０円 

明石田植え管理委託費 ８１，１５７円 

B‐１明石大会・愛 B リーグフォーラム等懇親会会費 １７２，３６５円 

愛Ｂリーグ年会費・B‐１明石大会他出展料等 ３７１，１９０円 

B-1 明石大会・イベント出展等旅費交通費 １，０２０，９３８円 

B-1 明石大会パック等資材、看板、消耗品 ５９４，１４９円 

印刷代、食糧費、B-1 明石大会運搬費等 １８０，１７２円 



ガス代、保険料、印紙代、振込手数料等 １８９，７６４円 

 

（２）その他の事業 

 

 ①「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 

及びイベント等で販売をした。 

令和元年 5 月 いなりん湯玉新発売 

令和元年 9 月 いなりん・イナリソ・いなりコショルダートート新発売 

(イ) 事業日時 

令和元年４月から令和２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  ２，６６４，０６５円 

関連グッズ売上 １，７６７，５４８円 

公認商品ロイヤリティー収入 ８９６，５１７円 

(カ) 費用  １，６２８，２８０円 

関連グッズ仕入高 １，５８９，２１５円 

振込手数料、消耗品、販売手数料等 ３９，０６５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 

令和元年６月２４日１８：３０～２０：００ 豊川市民プラザ 穂の国 A・B 

（イ） 議題 

① 平成３１年度事業報告の承認について 

② 平成３１年度収支決算の承認について 

③ 令和元年度事業計画の承認について 

④ 令和元年度収支予算案の承認について 

⑤ 役員の任期に係る定款変更承認について 

⑥ 監事の交代について 

 

（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 ４月８日 
ハクヨコーポレーション 

会議室 

平成３１年度（令和元年度）事業計画・もりあ

げ隊１０周年・令和元年度通常総会について 

第２回 ６月４日 豊川市プリオ４階会議室３ 令和元年度通常総会、明石田植えについて 

 

（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 ４月１日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 
令和元年度事業計画（案）について 

もりあげ隊 10 周年事業について 

第２回 ４月１９日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 
通常総会、10 周年祝賀会について 

豊川リレーマラソン出展について 

第３回 ７月２５日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 
豊川手筒まつり出展について 

せとものまつり出展について 

第４回 ８月２７日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 

豊川いなり寿司教室（サーラ大感謝祭）に 

ついて 

イオンモール岡崎出展について 

第５回 ９月１９日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 

豊川いなり寿司教室（せんりょう万両） 

について 

どんぶりサミット in 田原について 

第６回 １０月１１日 豊川市プリオ 4 階会議室３ B-1 グランプリ in 明石について 

第７回 １１月１日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 
どんぶりサミット in 田原について 

B-1 グランプリ in 明石について 

第８回 １１月１９日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 
B-1 グランプリ in 明石最終確認 

B-1 グランプリ in 明石荷物確認 

第９回 １２月１２日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 

第１１回地産地消創作豊川いなり寿司コン

テストについて 

年末年始おもてなし活動について 

第１０回 １月２２日 和食処 松屋 第１１回豊川いなり寿司フェスタについて 

第１１回 ２月１７日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 
第１１回豊川いなり寿司フェスタについて 

 試食会 実施 

 


