
市長定例記者会見資料 

令和４年６月７日（火） 

3つの「まちなか」イベントを巡ってみよう！ 

 

まちなかの賑わい創出のため、地元商店街・地元協議会と連携しながら、初開催のおさん

ぽマルシェをはじめ、道路や公園の公共空間を活用した３つのイベントを同日に開催しま

す！ 

まちなかをゆっくり歩きながら、6 月 12 日（日）はまちなかを 1 日満喫しましょう！ 

 

① ：豊橋まちなか歩行者天国 ・・・・・・・・ 資料１ 

   イベント時間：１１：００～１６：００ 

   （交通規制時間：１０：００～１７：００） 

   場所：広小路一丁目・二丁目、ときわアーケード 

   出店数：35店 

 

② ：おさんぽマルシェ ・・・・・・・・・・・ 資料２ 

   イベント時間：１１：００～１６：００ 

   場所：萱町通り 

   出店数：20店 

 

③ ：公園にキッチンカーがやってくる♪ ・・・ 資料３ 

   イベント時間：１０：００～１６：００ 

   場所：松葉公園 

   出店数：6店 

 

※各イベントの詳細は資料 1～3 をご覧ください。 

 

 
問合先 豊橋市 

資料①・②⇒まちなか活性課 課長補佐：田村 亨 

    0532-55-8101 machinaka@city.toyohashi.lg.jp 

    資料 ③ ⇒公園緑地課   課長補佐：村田 恭一 

    0532-51-2656 koenryokuchi@city.toyohashi.lg.jp 

mailto:machinaka@city.toyohashi.lg.jp
mailto:koenryokuchi@city.toyohashi.lg.jp


資料１ 

令和４年６月７日（火） 

ホコ天限定のスペシャルメニューを楽しもう♪ 

豊橋まちなか歩行者天国「1・2Coinホコ天～Sweets＆Cold フェス～」を開催！ 

夏目前！甘～いスイーツと暑くなる時期に嬉しいひんやり料理が大集合！青空のも

と歩行者天国を楽しもう！  

 

■日 時  令和４年６月１２日（日） 

（イベント時間）１１：００～１６：００ 

      （交通規制）１０：００～１７：００ 

■場 所  広小路通一丁目・二丁目、ときわアーケード 

■内 容  別添チラシをご参照ください 

■その他  雨天中止 

（中止の場合は前日 6 月 11 日（土）18 時に豊橋まちなか情報ｽﾃｰｼｮﾝの HP 及び Instagram に掲載） 

 

ポイント① 1Coin、2Coin で楽しめる！ 

ホコ天のためだけに、まちなかのお店やキッチンカー35 店舗が 1Coin、

2Coin（100円、500円、1,000円）で楽しめるスペシャルメニューを準備

してお出迎え♪また、一部のお店では「Sweets＆Cold フェス」に合わせ

た特別メニューもご用意！お好みに合わせてお楽しみ下さい！ 

 

ポイント② 抽選会も実施！ 

今回も外れ無しの抽選会を実施します！参加方法は以下のとおりです！ 

・1・2Coinホコ天参加店舗にて飲食・購入すると、各店舗にて 500円毎

にシールを 1枚ずつ配布します。 

・シールを貼るための台紙は、検温を兼ねて、案内所（広小路 1 丁目）、

本部（広小路 2丁目）にて配布予定です。 

・シール 2枚（合計 1,000円）を集めると 1回引くことができます。1人

最大 5回まで。 

 

 

 

 

問合先 豊橋市  まちなか活性課 課長補佐：田村 亨 

    0532-55-8101 ／machinaka@city.toyohashi.lg.jp 

【新型コロナウイルス感染症対策について】 

・体調の優れない方は来場をお控えください。 

・こまめな消毒等にご協力ください。 

・案内所（広小路 1丁目）、本部（広小路 2丁目）での検温にご協力ください。 

・「豊橋市新型コロナ通知システム」の QRコードを掲示しますのでご登録ください。 
※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。 

・道路上には、イスやテーブルを配置します。同一グループで同一テーブル 4人以内でご利用

ください。 

・大きな声を発しないようにしてください。 

・会話をする場合は、マスクの着用にご協力ください。 

mailto:／machinaka@city.toyohashi.lg.jp






資料２ 

令和４年６月７日（火） 

萱町通りで「おさんぽマルシェ」を初開催！ 

 

ストリートデザイン事業（※1）で綺麗に整備された萱町通りの歩道上で、マルシェ

を開催します！ 

萱町通りの沿道のお店や歩道に出店したお店を巡り、友人や家族、大切な人とまちな

かを『おさんぽ』してみませんか♪ 

 

■日 時  令和４年６月１２日（日）１１：００～１６：００ 

■場 所  萱町通り（松葉公園南側から駅前大通まで） 

■共 催  萱町通みち・まちづくり協議会、豊橋市都市計画部まちなか活性課 

■内 容  別添チラシをご参照ください 

■その他  雨天中止（中止の場合は前日 6月 11日（土）18時に豊橋まちなか情報ステ 

ーションの HP及び Instagramに掲載） 

ポイント１  

・歩道には、ウッドアクセサリー等のハンドメイド雑貨、花苗の販売や檜の折りたたみテー 

ブルのワークショップ等、２０店舗が出店！ 

ポイント２  

・地元の３つの発展会有志で協議会を設立。協議会が出店者を集め、ついに実現！ 

 

＜新型コロナウイルス感染症対策について＞ 

・体調の優れない方は来場をお控えください。 

・こまめな消毒等にご協力ください。 

・「豊橋市新型コロナ通知システム」の QR コードを掲示しますのでご登録ください。 
※QR コードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。 

・大きな声を発しないようにしてください。 

・会話をする場合は、マスクの着用にご協力ください。 

 

※1…中心市街地における通りの景観や歩く環境を向上させることで、「歩く楽しみ」という新たな魅力を 

加え、来街・居住の促進と回遊性を高めることを目的に実施。 

      【萱町通り】 

 

 

 

 

 

 

問合先 豊橋市 まちなか活性課 課長補佐：田村 亨 

    0532-55-8101 ／machinaka@city.toyohashi.lg.jp 

mailto:／machinaka@city.toyohashi.lg.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



資料３ 

令和４年６月７日（火） 

都市計画部公園緑地課 

まちなかを回遊して楽しもう♪ 
 

公園にキッチンカーがやってくる♪（in松葉公園） 
                                                                                      

6月 12日（日）に、松葉公園にキッチンカーが出店します。初夏の公園でステージを楽

しみながらグルメとスイーツを満喫し、まちなかを散策しましょう！ 

 

■ 日 時  令和 4年 6月 12日（日）10:00～16：00 

■ 場 所  松葉公園（北側ステージ付近） 

■ 内 容  別添チラシをご参照ください 

■ その他  雨天中止 

（中止の場合は 6 月 11 日（土）18 時に豊橋市役所公園緑地課 HP に掲載） 

ポイント 

・ホコ天、おさんぽマルシェと同日開催！まちなかを回遊し、まちなかを美味し 

さで盛り上げます！ 

・バンド演奏等の民間イベントとコラボ！（松葉公園ステージ） 

・市内公園初出店のフルーツサンドや、冷やし焼き芋等 6店舗が出店予定！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<新型コロナウイルス感染症対策について> 

・体調の優れない方はご来場を控えてください。 

・手指の消毒にご協力ください。 

・会話をする場合は、マスクの着用にご協力ください。 

・「豊橋市新型コロナ通知システム」の QR コードを掲示しますのでご登録ください。 

※QR コードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。 

 

 

 

 

<問合先> 都市計画部公園緑地課 課長補佐 村田（電話 51-2656） 



豊橋市役所 公園緑地課
☎ 0532-51-2434

松葉公園にキッチンカーが

やってくる！

とき

ところ

初夏の公園で
美味しいグルメを満喫しよう！

おみせ フルーツサンド、冷やし焼き芋、かき氷、
焼きそば、ロコモコ、カレー（予定）

６月１２日(日) 1０：00〜16：00

松葉公園（北側ステージ付近）

とき ：令和4年6月12日（日）11：00～16：00
ところ：広小路一丁目・二丁目、ときわアーケード（豊橋まちなか歩行者天国）

萱町通り（おさんぽマルシェ）

お問い合わせ先
豊橋まちなか歩行者天国：広小路歩行者天国実行委員会（事務局：豊橋市まちなか活性課内）
おさんぽマルシェ ：豊橋市まちなか活性課

問合せ

ま ち な か で も
イ ベ ン ト 開 催 ！

豊橋まちなか
歩行者天国
(広小路通り)

おさんぽ
マルシェ
(萱町通り)

豊橋まちなか歩行者天国、おさんぽマルシェ同時開催！

キ

ッ

チ

ン

カ

ー

会

場

☎ ０５３２－５５－８１０１

公園ステー
ジでバンド
演奏あり♪



出店者及びメニュー

コク旨！豊橋
チキンカレー
７00円～

みなせん ダイワスーパー

フルーツサンド
380円～

くらや

焼きそば500円

Locos Paina

ロコモコ 700円

芋ひさ

かき氷300円～

食べるわくわくを
世界中に

焼き芋他
芋スイーツ
450円～

・体調の優れない方は来場をお控えください
・会話をする際はマスク着用にご協力ください
・手指の消毒にご協力ください
・「豊橋市新型コロナ通知システム」のQRコードを掲示しますので
ご登録ください。※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。


