
１　観光事業 71,900,000　円

あだち区民まつり 開催予定日 事業予算額 23,600,000

Å-Ｆｅｓｔａ2015会　  　　場 (1)会場設営 9,000,000

イ ベ ン ト (2)設営・音響 3,800,000

(3)電気・放送 2,700,000

(4)会場警備 2,300,000

(5)清掃委託 3,200,000

(6)運営委託 1,300,000

(7)印刷経費 300,000

(8)その他 1,000,000

光の祭典 開催予定日 事業予算額 48,300,000

(1)電気工事 37,200,000

会　  　　場 (2)会場設営 5,050,000

イ ベ ン ト (3)会場警備 4,100,000

(4)印刷経費 760,000

(5)清掃委託 340,000

(6)ｽﾃｰｼﾞ経費 250,000

(7)その他 600,000

計画概要

平成２７年度　事業計画

　足立の魅力を広く発信し、区のイメージアップ、地域経済の活性化及び更なるまちの賑わい
を創出するため、足立の風物詩として区内外に定着化している５大イベントをはじめとした次の
事業を実施する。

積算基準等
事業名

２７年度事業・支出予算計画

平成２７年１０月１０日(土)・１１日(日)

荒川河川敷「虹の広場」

こども広場、ステージショー、物産展

平成２７年１１月２８日(土)～

ＰＲ展ほか

１２月２５日(金)

竹ノ塚駅東口広場～元渕江公園

点灯式、ほっとカフェテリア、物産展

ステージショーほか



２　観光資源ネットワーク事業 3,977,000　円

あだちの魅力 開 催 予 定 事業予算額 640,000

　　　 発見ツアー (1)委託経費　 280,000

内      容 (2)その他 360,000

千住まち歩き 開 催 予 定 事業予算額 1,150,000

(1)委託経費　 1,100,000

内      容 (2)他の経費 50,000

スタンプラリー 開 催 予 定 事業予算額 2,187,000

(1)印刷経費 1,887,000

内      容 (2)設備更新 300,000

３　来街者増加促進事業 300,000　円

観光写真 開 催 予 定 事業予算額 300,000

　　　　コンクール (1)賞品・副賞 155,000

内      容 (2)印刷経費 70,000

(3)他の経費 75,000

計画概要

２７年度事業・支出予算計画

積算基準等

参加者、来場者の満足度が高く、何度でも足立区に訪れてみたいと実感してもらえる事業を展
開していくことで、区外からの来訪者を増やし、自らも参加できる機会を拡大するため、次の事
業を実施する。

事業名
２７年度事業・支出予算計画

積算基準等

通年

平成２７年６月からスタートした「大千
住スタンプラリー」を広めるとともに、
区内の観光スポットを地域別に掲載
したガイドマップを作成し、「スタンプ
を集めながら足立を歩いて楽しむ」を
推進していく

計画概要

力点を置く観光資源によって対象年
齢を絞り、目的やニーズに沿ったツ
アーを立案する

４回

平成２７年９月～平成２８年３月

区内に点在する観光資源に多くの人々が訪れ、それぞれの魅力と楽しみを体感できる機会を
提供するため、次の事業を実施する。

事業名

千住地域を中心に、多種多様な区内
観光資源を解説員のガイド付きでめ
ぐるまち歩きツアーを開催する

平成２７年１１月～平成２８年３月

２回

平成２７年度　事業計画

平成２８年１月

「足立の魅力」を多くの方々に知って
もらうため、区内の風景やイベントの
模様を撮影した写真を区内外から広
く募集する



４　友好自治体交流事業 345,000　円

交流体験ツアー 行         先 事業予算額 100,000

開 催 予 定 (1)会員補助 80,000

行         先 (2)家族補助 20,000

開 催 予 定

招待・招致事業 招 待 事 業 事業予算額 245,000

(1)出展料負担 145,000

(2)印刷経費 100,000

５　姉妹都市交流事業 2,550,000　円

ベルモント市 開 催 予 定 事業予算額 2,350,000

使節団受入事業 (1)交流会経費 800,000

内      容 (2)宿泊・旅費 550,000

(3)バス借上げ 650,000

行　　　事 (4)諸経費 350,000

ベルモント公園 内      容 事業予算額 200,000

活用事業 (1)展示品 200,000

維持管理費

平成２７年度　事業計画

国内友好都市との交流、連携を通じて、相互理解を深めるとともに、さらに固い友好・協力関
係を築いていくため、次の事業を実施する。

事業名
２７年度事業・支出予算計画

２７年度事業・支出予算計画

積算基準等

光の祭典２０１５

計画概要

園内の陳列館に、姉妹都市から贈呈
された品々や思い出の写真などを展
示し、一般に公開する。また、公園指
定管理者のイベントと同時開催の事
業を実施する。

姉妹都市とその市民との交流を通じて、良好な国際的関係を築くため、次の事業を実施する。

事業名

平成２７年１１月以降

観光交流物産展

あだち区民まつり

平成２８年１月

ベルモント市から来日する使節団へ
の滞在中のおもてなし

ウェルカムパーティ、雪国体験、フェ
アウェルパーティ　ほか

新潟県魚沼市

計画概要 積算基準等

栃木県鹿沼市

平成２７年１０月



６　観光まちづくり・ＰＲ等事業 12,731,000　円

観光エリア啓発事業 事業予算額 2,260,000

(1)印刷経費 2,260,000

ホームページ 事業予算額 700,000

維持・更新事業 (1)維持・更新　 700,000

観光案内所 事業予算額 3,290,000

　　　　運営事業 (1)運営費 2,960,000

(2)賃借料 330,000

広域集客事業 事業予算額 3,320,000

(1)委託経費 3,320,000

協働観光 事業予算額 3,161,000

促進事業 (1)運営委託費 3,161,000

平成２７年度　事業計画

事業名
２７年度事業・支出予算計画

積算基準等

観光案内機能を充実させ、大小さまざまな足立の観光資源を効果的にＰＲするとともに、そうし
た情報をよりわかりやすく提供していくため、次の事業を実施する。

計画概要

ホームページで足立の旬な情報をタイムリーに
発信する仕組みを構築

東武スカイツリーラインへの広告掲載依頼

東京メトロ発行情報誌への広告掲載依頼

イベントお任せ隊運営委託

千住街の駅のサービス内容の充実と機能的運営

まち歩きマップ等の改訂および印刷

歩こうあだちの一部とスタンプラリーを合併

あだち観光ネットの情報管理及び機能維持



７　観光・交流支援事業 2,518,000　円

観光事業に対する 対象事業 事業予算額 1,750,000

補助金交付事業 (1)事業補助金 1,750,000

賞状・トロフィー 対象事業 事業予算額 28,000

等交付事業 (1)物品購入費 28,000

観光事業に対する 対象事業 事業予算額 0

後援事業

交流団体に対する 対象団体 事業予算額 740,000

補助金交付事業 (1)交流補助金 740,000

山ノ内町との交流事業実施団体

足立区郷土芸能大会

千寿七福神

足立伝統工芸品展

足立ものづくり展

事業名
計画概要

農産物共進会

江北菊花会大輪菊展示会

平成２７年度　事業計画

魚沼市との交流事業実施団体

鹿沼市との交流事業実施団体

２７年度事業・支出予算計画

積算基準等

足立の観光を広く宣伝するとともに、区内観光資源等の保存、開発、区内の観光発展に寄与
する活動、行事を行う団体や、友好都市と積極的に交流する団体を支援するため、次の事業
を実施する。

北足立市場まつり

奉納花畑大鷲神社獅子舞


