
令和４年度　事業計画書

〔事業期間：令和４年４月～令和５年３月〕

一般財団法人足立区観光交流協会
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１　協会の目的と事業展開

　　当協会は、区民や来訪者が楽しめる観光事業の振興や、姉妹都市及び友好自治体との相

　互交流を通じ、賑わいのあるまちの創出と区内消費の拡大を図り、区内経済の活性化に寄

　与することを目的として、観光イベント、友好自治体・姉妹都市交流等、足立区を広くＰ

　Ｒする事業を展開している。

２　事業計画

　　区制９０周年を記念して区統一ロゴを使用したフラッグやバナーを製作し、各イベント

　会場で「フラッグガーランド（連貼り）」をイメージした演出を仕掛けるほか、３年ぶり

　の開催となる５大イベントは、新型コロナウイルス感染症対策を施しながらも来場者・参

　加者とともに盛り上がる工夫をしていく。

（１）観光事業

　　　５大イベント＋新規事業「あだち花小旅」を実施することで区内外から多くの来場者

　　を集め、地域の賑わいの創出と区内経済の活性化に寄与する。

　　ア　日暮里・舎人ライナーとともに１４年　舎人公園千本桜まつり

　　イ　しょうぶまつり＆世界の食広場

　　ウ　第４４回足立の花火

　　エ　あだち区民まつり「Ａ－Ｆｅｓｔａ ２０２２」

　　オ　光の祭典２０２２

　　カ　あだち花小旅（新規）　　　

（２）ＰＲ事業

　　ア　協会ＨＰ「あだち観光ネット」のコンテンツ強化

　　イ　お休み処「千住街の駅」運営

　　ウ　インスタグラム「#アダチラブ」によるモノ・コト・場所の情報発信

　　エ　御宿場印、御宿場印帳の販売、千住宿ＰＲキャンペーンの実施

（３）交流事業

　　ア　友好自治体（鹿沼市・魚沼市・山ノ内町）の区内ＰＲ及び連携

　　イ　姉妹都市（ベルモント市）への学生交流ツアー及びベルモント市からの使節団受入

　※　令和４年度に計画している大規模イベント・交流事業などは、今後の新型コロナウイルス感染

　　症の拡大状況により中止・変更する場合があります。

　　　中止・変更する場合は、あだち広報や区及び協会ＨＰにおいて公表します。　

 【経営方針】

　１　魅力あるイベントを企画、開催し、区のイメージアップを図る。

　２　観光資源の活用・発見・創造に努め、来街者の増加を目指す。

　３　一般財団法人として、法令等に基づく適正な法人運営を行う。

令和４年度事業計画・予算編成方針
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３　重点を置いた予算編成

（１）大規模イベントは、「足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン」に沿

　　った対策を施しての開催を視野に、対策に必要な経費を計上した。

（２）区制９０周年を記念し、「足立の花火」は打上数の増、堤北側の演出追加等に係る経

　　費を、他のイベントにおいてはフラッグやバナーによる演出経費を計上した（Ｐ２）。

（３）ウィズコロナ時代の新たな区内巡りを推進するため、「あだち花季行花めぐりバス」　

　　を見直し、桜の開花に合せて自由に区内を楽しめる周遊事業を開始する（Ｐ３）。

Ⅰ　観光事業

　　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さらなるまちの

　賑わいを創出するため、区内外に定着している５大イベントへの集客増を目指す。

　日暮里・舎人ライナーとともに１４年　舎人公園千本桜まつり

１　開催予定日 令和４年４月２日（土）、３日（日）

※　桜ライトアップは桜開花後から開催

　（３月１９日（土）頃）～４月３日（日）

２　会　場 都立舎人公園

３　イベント 物産展、模擬店、ＰＲ展ほか

４　共　催 東京都建設局、東京都交通局、（公財）東京都公園協会

５　予算額 ３３，１９４千円（前年度比　＋１４，４４４千円）

６　主な増減説明 　令和３年度予算は規模縮小開催で計上していたが、例年規模に戻し

たことによる増

　しょうぶまつり＆世界の食広場

１　開催予定日 令和４年６月４日（土）、５日（日）

２　会　場 しょうぶ沼公園～都立東綾瀬公園(「ハト広場」）

３　イベント しょうぶ沼公園会場・・・物産展、即売会、ハナショウブ説明会

ハト広場会場・・・・・食の広場、物産展、模擬店、ＰＲ展ほか

４　予算額 １４，１１９千円（前年度比　＋２，１０３千円）

５　主な増減説明 (1) 食の広場会場設営費の増　 １，４３０千円

(2) ポスターパネル・会場案内板作成費の増 　　　　　　　６７３千円

　第４４回足立の花火

１　開催予定日 令和４年７月２３日（土）

２　会　場 荒川河川敷（西新井橋～東京メトロ千代田線鉄橋間）

３　打ち上げ数 約１５,０００発（区制９０周年記念２，０００発増発）

４　予算額 １８３，５３５千円（前年度比　＋１１，２７６千円）

５　主な増減説明 (1) 花火打上・空間演出経費の増　 ７，７００千円

(2) 会場設営・警備に係る人件費の増　 ３，３０７千円

新型コロナウイルス感染症

の拡大を受け、桜ライトアッ

プを含む本イベントは中止す

る。（令和４年１月２７日理事

会決定）
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　あだち区民まつり「Ａ－Ｆｅｓｔａ ２０２２」

１　開催予定日 令和４年１０月８日（土）、９日（日）

２　会　場 荒川河川敷「虹の広場」

３　イベント ステージショー、物産展、ＰＲ展、こども広場ほか

４　予算額 ４４，７０７千円（前年度比　＋１，６３４千円）

５　主な増減説明 会場設営費（統一ロゴフラッグ設置費）の増　　　１，３２０千円　

　光の祭典２０２２

１　開催予定日 令和４年１２月３日（土）～１２月２５日（日）

※　竹の塚けやき大通りは、令和５年１月９日（月）まで

２　会　場 竹ノ塚駅東口広場～元渕江公園

３　イベント 点灯式、ステージショー、物産展、ほっとカフェテリア

４　予算額 ６０，７９５千円（前年度比　＋５，８６６千円）

５　主な増減説明 (1) イルミネーション実施に係る電球経費等の増　４，７３０千円

(2) 会場設営費（統一ロゴフラッグ設置費）の増　　　３３０千円　

　あだち花小旅（新規）

　春の区内周遊を促す新たな事業「あだち花小旅」（あだちの花をめぐ

る小さな旅の略）を展開する。

１　周遊ガイド発行

 (1) 内　容 　区内の春イベント・桜の見どころスポットやおススメ周遊コースの

紹介、区内協力店のクーポン等を掲載し、１日かけて「あだちの春」

を満喫していただけるガイドブックを作成する。

 (2) 予算額 ４，８９５千円（新規／皆増）

２　スタンプラリーセット（仮称）の販売

 (1) 内　容 　周遊を楽しむための「スタンプラリーセット（仮称）」

（ガイドブック、東武バス一日フリーパス、ノベルティ

ーグッズ等のセット）を販売し、区内めぐりをＰＲする。

（2）開催予定期間 令和４年３月中旬～４月上旬（桜開花に合せて）

 (3) 予算額 ６，５５３千円（新規／皆増）

３　 区制９０周年記念ツアーで行く桜めぐり

 (1) 内　容 　桜花亭、都市農業公園、葛西用水＆郷土博物館など、区内の春イべ

ント開催地域を巡る日帰り観光バスツアーを旅行会社に提案、ＰＲ・

協賛品等でコラボしていく。事前申込制（有料）

（2）開催予定日 令和４年４月２日（土）、３日（日）

 (3) 予算額 １，０６８千円（新規／皆増）

新型コロナウ

イルス感染

症の拡大を

受け、周遊ガ

イドのみ発行、

他のイベント

は中止する。

（令和４年１

月２７日理事

会決定）
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Ⅱ　ＰＲ事業

　　足立の魅力を広く効果的にＰＲすることで、来街者増につなげる。フォトコンテスト

　優秀作品を広くＰＲに活用することで、投稿作品の増につなげる。

　ホームページの維持・更新

１　内　容 　協会ＨＰ「あだち観光ネット」による情報発信と維持管理。スマ

ホユーザーを意識し、グルメ情報や地域イベント情報をタイムリー

に発信するほか、インスタグラム「#アダチラブ」による情報発信を

継続していく。

２　予算額 ８，４８３千円（前年度比　△２，６５３千円）

３　主な増減説明 (1) ＨＰリニューアル終了による減 　△４，６３３千円

(2) セキュリティソフト新規導入による増 　１，９８０千円

　足立区街フォトコンテスト

１　内　容 　区内の観光スポットや区民生活の日常風景写真を「あだち観光ネッ

２　募集期間 令和４年１１月１日（火）～令和５年１月３１日（火）

３　後　援 足立区

４　協　力 全日本写真連盟、一般社団法人日本写真作家協会

５　各　賞 (1)　審査員による選定

　　 グランプリ（１名）、準グランプリ（１名）、特別賞（４名）

(2)  サイト閲覧者による投票「いいね！ランキング」

　　 １位（１名）、２位（１名）、３位（１名）

６　予算額 ３９７千円（前年度比　±０円）

　お休み処「千住街の駅」運営

１　施設概要 お休み処「千住街の駅」　　足立区千住三丁目６９番地　

１階店舗部分（約５坪）　　　定休日：火曜日

(1) 観光案内所を兼ねた街歩きのお休み処であり、来街者や学生等と

　街をつなぐコミュニケーションポイントとしての機能を発揮するこ

  とを目的として、運営業務を委託する。

(2) 御宿場印・印帳の販売、東京都が実施しているマンホールカード

　の配布等も継続していく。

２　予算額 ６，０２９千円（前年度比　+１０千円）

３　主な増減説明 広告掲載料の増（千住七福神マップ） 　１０千円

千住街歩き

１　内　容 　千住地域を中心に、多種多様な観光資源を解説員のガイド付きでめ

ぐる街歩きツアーを開催する。

２　開催予定日 令和４年５月～令和５年３月　　年７回

３　予算額 １,７０７千円（前年度比　±０円）

ト」上の特設サイトから投稿できる写真コンテストを開催する。
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観光マップ等の作成・配布

１　内　容 　 区内ＰＲ冊子を増刷・配布する（リニューアル版大千住マップ、竹

の塚マップ、あだちのオハコ、Tokyo's Adachi City シリーズ）。

　大千住マップは、リニューアルキャンペーンを予定する。

２　配布場所 　千住街の駅、ＪＲ北千住駅情報コーナー、区内のホテル、都庁観光

情報センター等

３　予算額 ７，５３５千円（前年度比　±０円）

　地域活性化支援

１　目　的 　区内観光資源等の保存、開発や区内の観光発展に寄与する活動、行

事を行う団体を支援する（年間支援予定数：２０件）。

２　内　容 (1) 事業・イベントへの後援、賞状、トロフィーの交付

(2) 日光街道御宿場印プロジェクトへの支援

(3) 千住地域資源ＰＲの支援（ＰＲポスター設置）

３　予算額 １，７４２千円（前年度比　＋６７２千円）

４　主な増減説明 御宿場印・印帳印刷経費、販売委託費の増 　６７２千円

　その他ＰＲ

１　内　容 (1) ＰＲ用素材動画撮影・編集

(2) 観光案内板等の維持管理(定期補修・内容更新)

２　予算額 ３，８３０千円（前年度比　±０円）

Ⅲ　交流事業

　　国内友好自治体との交流、連携を通じて相互理解を深めるとともに、さらに強固な友

　好・協力関係を築いていく。令和４年度は、足立区との友好自治体提携後、長野県山ノ

　内町４０周年、新潟県魚沼市４０周年、栃木県鹿沼市３０周年を迎えるため、例年の交

　流に加えて、区と連携しながら各自治体との記念事業を実施していく。

　　また、国外姉妹都市である西オーストラリア州ベルモント市とは、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。　

　友好自治体交流

１　観光交流物産展（ＫＹＵ＋Ａ）

 (1) 内　容 　友好自治体である鹿沼市（Ｋ)、山ノ内町（Ｙ)、魚沼市（Ｕ）と協

力し、足立区（Ａ）内で観光ＰＲ物産展「ＫＹＵ＋Ａ」を開催する。

 (2) 実施時期 ア　第１回　　令和４年９月中旬（予定）

イ　第２回　　令和５年２月中旬（予定）

 (3) 予算額 ５５２千円（前年度比　±０円）
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２　交流予定事業

 (1) 参　加 ア　令和４年　５月　　　栃木県鹿沼市・さつきまつり

イ　令和４年　７月　　　長野県山ノ内町・森の音楽会

ウ　令和４年　８月　　　新潟県魚沼市・小出まつり

エ　令和４年１０月　　　栃木県鹿沼市・秋祭り

 (2) 招待・招致 ア　令和４年　４月　　　舎人公園千本桜まつり

イ　令和４年　６月　　　しょうぶまつり＆世界の食広場

ウ　令和４年　７月　　　足立の花火

エ　令和４年１０月　　　あだち区民まつり

オ　令和４年１２月　　　光の祭典

 (3) 予算額 ４１４千円（前年度比　±０円）

３　周年記念交流ツアー（新規）

 (1) 概　要 　友好３自治体への「祝周年記念交流ツアー」を実施する。

　旅行代理店と協定を締結し、旅行代理店が企画・実施する３自治体

への交流ツアー参加費の一部を協会が負担する。

　参加者１人あたりの負担金はツアー代金の１/２（上限１５，０００

円）とし、最大年間２７０人を上限とする。

 (2) 対　象 足立区民及び協会会員

 (3) 予算額 ４，０５０千円（新規／皆増）

　姉妹都市交流

１　交流体験ツアー

 (1) 内　容 　区内在住・在学の中学生、高校生を対象に、ベルモント市でのホー

ームステイ型ツアーを企画し、募集する。

 (2) 実施予定日 令和４年７月下旬

 (3) 予算額 ５，８６２千円（前年度比　±０円）

２　使節団受入

 (1) 内　容 　ベルモント市から来日する学生使節団に対して、日本滞在中のおも

てなしとしてウェルカム・フェアウェルパーティや友好自治体での雪

国体験ツアー等を企画・実施する。

 (2) 実施予定日 令和５年１月中旬

 (3) 予算額 ３，６１０千円（前年度比　±０円）

３　その他経費

 (1) 内　容 ア　人材派遣（通訳業務）委託（6H×80日/１人）　１，２００千円

イ　友好都市交流委員会委員費用弁償　　　　　　　　 １６０千円

 (2) 予算額 １，３６０千円（前年度比　±０円）
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