
 平成３０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。地域資源まちも

りあげ事業の一環である「豊川うなぎとナギ」プロジェクトの完結として、地域の繁栄を祈願し、熊野神

社ナギの木前でご祈祷を実施した。また、平成２９年度に取得した「豊川いなり寿司」の地域団体商

標登録を記念して豊川市へ寄付、その他にも地域団体商標に係る事業を行った。 

 

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盛りあげ活動として様々な地域資源を調査研究として 

     平成２８年度から２９年度に実施した「豊川うなぎと牛久保のナギ」の調査プロジェクトの 

完結として、熊野神社境内のゴミ拾い活動をし、ご祈祷を受けた。 

実施日 平成３０年４月２２日 

実施場所 豊川市内 

従事者の人数    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 平成３０年４月から平成３１年３月まで 

実施場所 豊川市内及び各地域 

従事者の人数    ９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 

平成３０年６月 いなりん出張訪問 １件（愛知県豊橋市） 2 名 

平成３０年６月 いなりんグッズ詰合せ １件（愛知県刈谷市） ― 

平成３１年１月 いなりん出張訪問 １件（愛知県豊川市） 4 名 

 

(イ) 収益      ０円 

(ウ) 費用 １５，１８０円 

ご祈祷料、供物代  １３，９２０円 

ふるさと納税発送料  １，２６０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（現在大学生１名、高校生 3 名）、一般市民の 

隊員への拡大を行った。 

愛知大学学生の「豊川いなり寿司による地域活性化」について研究への協力を行った。 

 

実施日 平成３０年４月から平成３１年３月 

実施場所 豊川市内及び市外各地域 

従事者の人数 １０名 

受益対象者の範囲及び人数      ２，０００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.８」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。 

実施日 

発行日 
事業名 

配布場所 

実施場所 
従事者 

受益対象者の 

範囲及び人数 

H３０年１２月３１日（月） 

～H３１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 

H３１年３月１６日（土） 
「いなりん新聞

VOL.８」の発行 

愛知県内及び

イベント参加時 
４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、本宮の湯、豊川稲荷、キリンビール㈱、トーアス㈱ 

      ㈱ハクヨコーポレーション、寺部食品㈱他１９社 

（ウ）費 用  ２７４，７９０円 

印刷費  ２５５，９６０円 

食糧費   １８，８３０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 

Ｈ３０年５月２６日（土）

～２７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 
８名 

イベントに参加する 

一般市民 

１７万５千人 

H３０年８月２６日（土） 豊川手筒まつり 豊川市野球場 ３名 

イベントに参加する 

一般市民 

       ８万５千人 

Ｈ３０年９月８日（土） 

～９日（日） 
せとものまつり 愛知県瀬戸市 １２名 

イベントに参加する 

一般市民 

        ２８万人 

Ｈ３０年９月８日（土) 炎の祭典出展 愛知県豊橋市 ２名 

イベントに参加する 

一般市民 

４万６千人 

Ｈ３０年１２月８日（土） 
第９回豊川いなり

寿司フェスタ 
豊川稲荷境内 ７名 

イベントに参加する 

一般市民 

８千人 

H３１年３月１６日（土） 
第５回いなりん 

ピック 

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 

H３１年 3 月 1７日（日） 
高浜春の鬼みち

まつり 
愛知県高浜市 ８名 

イベントに参加する 

一般市民 

４，５００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、第１０回地産地消創作豊川いなり寿司コンテスト開催 

実施日 行事名 実施場所 従事者 

H３０年１１月３日（木） 
愛知県商工会議所青年部大会にて

豊川いなり寿司教室開催 
豊川市内 4 名 

H３０年１１月１３日（火） 

豊川市内小学校で学校給食に豊川

いなり寿司提供。小坂井東小学校に

いなりんサプライズ訪問 

豊川市内 ２名 

H３０年１１月１６日（木） 

市内保育園でおやつに豊川いなり寿

司提供。八幡保育園にいなりんサプ

ライズ訪問 

豊川市内 4 名 

H３０年１１月７日（土） 東三河ふれあい料理教室開催 豊川市内 ５名 

H３０年１１月１８日（日） 
豊川稲荷秋季大祭にて豊川いなり寿

司教室開催 
豊川市内 ６名 

Ｈ３０年１２月８日（土） 
第１０回地産地消創作豊川いなり寿

司コンテスト開催（応募２７作品） 
豊川稲荷境内 ２７名 

Ｈ３１年３月２日（土） 
イズモ葬祭豊川感謝祭にて豊川いな

り寿司教室開催 
豊川市内 ７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地域団体商標「豊川いなり寿司」に関する取材対応、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。 

「イナリソ」「いなりコ」も図形商標登録を新たに申請した。 

「豊川いなり寿司」地域団体商標登録を記念して豊川市へ５５１，７００円を寄付した。 

地域ブランドマッチング調査で、福岡県宗像市へ視察交流事業を新たに実施。 

日にち 内     容 実施場所 従事者 

Ｈ３０年７月３日（火） 
地域団体商標登録を記念して 

豊川市へ寄付 

豊川市役所 
３名 

H３０年８月７日（火） 

地域ブランド総選挙取材対応 

（豊川いなり寿司担当：名古屋大学学

生） 

豊川市内 
２名 

 

H３０年１０月２５日（木） 
地域ブランド総選挙取材対応 

（豊川いなり寿司食べ歩き） 

豊川市門前町 
３名 

Ｈ３０年１１月２０日（火） 地域団体商標ガイドブック取材対応 豊川市内 １名 



H３０年１２月４日（火） 

地域ブランドマッチング「むなコレ」交

流事業（豊川いなり寿食べ歩き・ヒアリ

ング） 

豊川市門前町他 

４名 

H３０年１２月１３日（木） 
特許庁審査業務部長意見交換会（於

松屋にて豊川いなり寿司食べ比べ） 

豊川市門前町 
３名 

H３１年１月２７日（日） 

～２８日（月） 

地域ブランドマッチング 福岡県宗像

市視察 

福岡県宗像市 

 
３名 

Ｈ３１年２月１８日（月） 
地域ブランドマッチング 「むなコレ」

交流事業 サンプル試飲会 

豊川市内 
４名 

Ｈ３１年３月１５日（金） 地域ブランドマッチング報告会 愛知県名古屋市 １名 

 

（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、「愛Ｂリーグ東海・北陸支部総会 in豊川」を開催、総会前のエクスカーション

では、豊川平和公園見学、ボーリング大会、狐お面の絵付け体験など行った。 

   また、懇親会では賛助隊員の企業様より、商品を提供していただき、参加団体の皆様と 

楽しく交流することができた。 

日付 行事名 実施場所 従事者 

H３０年４月２１日（土） 愛Ｂリーグ東海北陸支部総会 in袋井 静岡県袋井市 ２名 

H３０年 9 月 1 日（土） 愛Ｂリーグ東海北陸支部総会 in豊川 愛知県豊川市 １０名 

H３１年２月２３日（土） 愛Ｂリーグフォーラム inひたちなか市 茨木県ひたちなか市 ４名 

 

（イ）収益  ２，０１１，７６１円 

豊川いなり寿司売上 １，３６０，４００ 

豊川いなり寿司フェスタ協力費 １５０，０００ 

認定店のぼり代金 ３，０００ 

豊川いなり寿司図鑑広告掲載料 ２４８，４００ 

豊川いなり寿司教室材料費 ２４９，９６１ 

 

（ウ）費用  ３，８７３，１５２円 

福利厚生費 ６６，０００ 

豊川市へ寄付 ５５１，７００ 

豊川いなり寿司出展、いなり寿司教室材料費 

創作豊川いなり寿司コンテスト材料費 
４４６，４０３ 

豊川いなり寿司フェスタ会場設営費 ７６６，６７１ 

豊川いなり寿司出展時いなり寿司仕入れ ５８０，８９０ 

支部総会等懇親会・交流会費用   １６９，３１１ 



イベント出展、視察等旅費交通費 １６７，８１６ 

豊川いなり寿司図鑑・フェスタチラシ、ポスター ４５９，５８８ 

もりあげ隊看板・その他消耗品購入 ３２５，５０８ 

愛Ｂリーグ年会費・出展料 ６０，０００ 

いなりんピック出展プログラム広告宣伝費 １００，０００ 

食糧費、雑費、手数料等 １７９，２６５ 

 

 

（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 

及びイベント等で販売をした。 

Ｈ３０年１０月 いなりんスタジアムジャンパー注文受付開始 

Ｈ３０年１２月 いなりんぬいぐるみ新発売 

Ｈ３１年 ２月 「イナリソ海苔」新規公認 

Ｈ３１年 ２月 「いなりん」どらやき新規公認 

H３１年 ３月 いなりんポロシャツ２０１９注文受付開始 

 

(イ) 事業日時 

平成３０年４月から平成３１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  ４，７２２，９０３円 

関連グッズ売上 ３，８５４，９８５ 

公認商品ロイヤリティー収入 ８６７，９１８ 

(カ) 費用  ２，７８５，１０２円 

関連グッズ仕入高 ２，７５６，２５９円 

グッズ販売用消耗品他 ２８，８４３ 

  

 

 

 

 

 



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３０年６月１８日 18：30～20：00 豊川商工会議所 ２F 会議室 

（イ） 議題 

① 平成３０年度事業報告の承認について 

② 平成３０年度収支決算の承認について 

③ 豊川市への寄付承認について 

④ 令和元年度事業計画の承認について 

⑤ 令和元年度収支予算案の承認について 

⑥ 貸借対照表の広告に係る定款変更について 

⑦ 役員の任期満了に伴う改選、新規就任、変更について 

 

（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 ５月２１日 ハクヨコーポレーション会議室 平成３０年度通常総会について 

第２回 ３月２６日 ハクヨコーポレーション会議室 平成３１年度事業計画について 

 

（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１１日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 
平成３０年度通常総会及び事業計画 

おいでん祭出展について 

第２回 ７月３日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 
第１０回豊川いなり寿司フェスタ及び 

愛 B リーグ東海北陸支部総会 in 豊川について 

第３回 ７月２３日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 愛 B リーグ東海北陸支部総会 in 豊川について 

第４回 ８月２１日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 愛 B リーグ東海北陸支部総会 in 豊川について 

第５回 ９月１０日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 
第１０回豊川いなり寿司フェスタについて 

いなりん新聞第８号制作について 

第６回 １０月５日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 第１０回豊川いなり寿司フェスタについて 

第７回 １１月１日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 

愛知県商工会議所青年部大会豊川いなり寿司教

室について 

東三河ふれあい料理教室について 

豊川稲荷秋季大祭豊川いなり寿司教室について 



第８回 １１月２６日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 

第１０回豊川いなり寿司フェスタについて 

「第１０回地産地消創作豊川いなり寿司コンテス

ト」・「第１回 We Love いなりんコンテスト」選考会、

マスコミ発表 

第９回 １２月１７日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 

年末年始おもてなし活動について 

イズモ葬祭豊川いなり寿司教室について 

第５回いなりんピックについて 

第１０回 １月１８日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 

第５回いなりんピック 第１０回豊川いなり寿司食べ

比べ選手権について 

イズモ葬祭豊川いなり寿司教室について 

第１１回 ２月７日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 
第１０回豊川いなり寿司食べ比べ選手権について 

高浜鬼みちまつり出展について 

第１２回 ３月７日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 
第１０回豊川いなり寿司食べ比べ選手権について 

高浜鬼みちまつり出展について 

 


