
2 
 

 

令和２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。但し、令和２年度は新

型コロナウィルス感染症の影響で、イベントや教室の中止や延期が相次ぎ、計画通りの活動

については、難しいものがあった。しかしながら、アルコール消毒や３密の回避など感染対

策に留意しながら、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）豊川市のふるさと納税（いなりんグッズ詰め合わせ・いなりん出張訪問）への協力をし

た。 

いなりんグッズ詰め合わせ送付 

実施日 内容・依頼者 従事者 

令和２年４月 愛知県名古屋市 ２名 

令和２年１２月 千葉県四街道市・愛知県新城市 ２名 

 

(イ) 収益      ７，６６０円 

いなりんグッズ買取り代金 

(ウ) 費用  ４，１９０円 

ふるさと納税発送料等 ４，１９０円 
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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 学校名 実施人数 

令和２年６月２日（火） 

令和２年７月１３日（月） 
愛知大学 学生１名 

令和 2 年 8 月 7 日(金) 愛知教育大学 学生 1 名 

令和 2 年 10 月 30 日(金) 南山大学 学生１名 

令和 2 年１１月 2 日(月) 中京大学 学生 4 名 教授 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.１０」を２万部発行。豊川稲荷での年末年始おも

てなし活動をした。 

 

実施日 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 

令和２年１２月～ 

令和３年３月 

「いなりん新聞

VOL.１０」の発行 

愛知県内及び 

イベント参加時 
５名 

観光客及び 

東三河住民 

令和２年１２月３１日

～令和３年１月３日 

年末年始 

おもてなし活動 
豊川稲荷近郊 9 名 

観光客及び 

東三河住民 

 

（イ）収 益  ５７２，０００円 

いなりん新聞広告収入   ５７２，０００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１８社 

（ウ）費用  ５６７，４７９円 

業務委託費（豊川市観光協会） ２００，０００円 

制作・印刷費 ２９７，０００円 

食糧費 ２０，３２１円 

消耗品費・通信運搬費 ５０，１５８円 
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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２年 

９月２７日（日） 
カーフリーデイ 

豊橋駅南口駅

前広場 
9 名 

イベントに参加する 

一般市民 1,000 人 

令和３年 

１月１６日（土） 

～１７日（日） 

アウトドア  

ディスカバリー 

Aichi Sky Expo

（愛知県国際

展示場） 

4 名 
イベントに参加する 

一般市民 4,186 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を実施。 

実施日 行事名 実施場所 従事者 

令和２年 

１０月３１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 

１１月１７日（金） 

市内保育園でおやつに豊川いなり

寿司提供 

豊川市立 

小坂井東保育園 
２名 

令和２年 

１１月２５日（水） 

豊川市長沢保育園にて 

豊川いなり寿司教室開催 

豊川市 

長沢保育園 
３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・YouTubeチャン

ネルを開設して情報発信実施 

令和２年１０月 豊川いなり寿司図鑑 Vol.８を２年ぶりに発刊 

令和２年１０月 
豊橋市内の株式会社アイセロ社員食堂にて「豊川いなり寿司」

の提供 

令和３年２月～３月 

もりあげ隊公式 YouTube チャンネルを開設 
隊員が創作豊川いなり寿司の作り方を紹介 
定番五目いなり・キューちゃんいなり・サラダとまぐろいなり・クル

ミ雑穀いなり・エビチリいなり・キーマカレーいなり・スィートポテト

いなり・あぶりチーズしらすいなり等 

 

（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。 
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（イ）収益  ６７４，０５０円 

豊川いなり寿司売上・認定店のぼり販売 ９２，１００円 

豊川いなり寿司図鑑広告協賛金 ２５３，０００円 

豊川いなり寿司教室開催費 ５１，５５０円 

豊川いなり寿司材料販売 ２７７，４００円 

 

（ウ）費用  １，０５６，０５６円 

豊川いなり寿司出展・豊川いなり寿司教室等材料費 ５２４，７８１円 

豊川いなり寿司出展時いなり寿司仕入 ４２，２６４円 

業務委託費（豊川市観光協会） １００，０００円 

作成業務委託費（豊川いなり寿司図鑑） ２９９，２００円 

旅費交通費・食糧費・消耗品費等 ８９，８１１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」や、「いなりんグッズ公認商品」を企画及びイベント等にて販売をした。 

令和２年５月 いなりんポロシャツ・いなりん T シャツ注文受付開始 

令和２年１１月 いなりんフードジップパーカー・ジップジャケット注文受付開始 

令和２年 12 月 いなりんマスク・いなりんタオル・いなりんナイロントートバック・

いなりんタオル新発売 

令和３年３月 いなりん防災リュック１００個限定販売 

 

(イ) 事業日時 

令和２年４月から令和３年３月まで 

(ウ) 実施場所 

市内及び各地 

(エ) 従事者の人数 

１０名 

(オ) 収益  ４，１３８，００３円 

関連グッズ売上 ３，０４４，３７４円 

公認商品ロイヤリティー収入 １，０９３，６２９円 

(カ) 費用  ２，４２９，５３５円 

関連グッズ仕入高 ２，１７６，４９７円 

業務委託費（豊川市観光協会） ２００，０００円 

振込手数料、消耗品、販売手数料等 ５３，０３８円 
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 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２年６月３０日１８：３０～２０：００ 豊川市民プラザ 穂の国 A 

（イ） 議題 

① 令和元年度事業報告の承認について 

② 令和元年度収支決算の承認について 

③ 令和２年度事業計画の承認について 

④ 令和２年度収支予算案の承認について 

⑤ 役員の任期満了に伴う改選、監事の交代について 

⑥ 定款の変更について 

 

（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 ６月１０日 ハクヨコーポレーション会議室 令和２年度総会提出議案について 

 

（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 7 月 13 日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 令和 2 年度事業について 

第２回 8 月 21 日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 令和 2 年度事業について 

第３回 １０月１６日 松屋 
今後やってみたい事業について 

東三河ふれあい教室について 

第４回 １１月２０日 松屋 
年末年始おもてなし活動について 

いなりん新聞について 

第５回 １２月２１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 

いなりん新聞について 

アウトドディスカバリー2021 について 

第６回 １月１９日 豊川市プリオ 4 階会議室３ 
いなりん新聞について 

第 11 回豊川いなり寿司フェスタについて 

第７回 ２月１６日 豊川市プリオ 4 階会議室３ いなりん新聞について 

 


