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１　観光事業

１　観光事業

　　 令和３年度の観光事業は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言や、ま

　 ん延防止等重点措置期間等の影響により４月から１０月に予定していた４イベントを中

　 止し、「光の祭典」のみ一部内容を変更して実施した。

Ⅰ　日暮里・舎人ライナーとともに１3年 舎人公園千本桜まつり、あだち花季行 花めぐりバス

１　実施予定日

２　中止決定日 令和３年１月２０日（水） （円）

３　決 算 額

予算額 決算額 予算額 決算額

38,928,000 0 18,750,000 165,000

４　事業収支 1）収入の部

　 事業中止により収入なし

2）支出の部 （円）

令和２年度 令和３年度 増減額

広告宣伝費 0 165,000 165,000

合　計 0 165,000 165,000

※　広告宣伝費－令和４年度「舎人公園春のイベント」用ポスター・パンフレッ

　ト作成委託の契約解除金　　165,000円（契約金額　876,777円）

５　契約解除金 　令和4年1月17日（月）契約、1月21日（金）東京都「まん延防止等重点措置」

適用を受け1月27日（木）イベント中止を決定したことによる解除金。

Ⅱ　しょうぶまつり＆世界の食広場

１　実施予定日

２　中止決定日 令和３年４月５日（月） （円）

３　決 算 額

予算額 決算額 予算額 決算額

10,212,000 1,460,360 12,016,000 0

４　事業収支 事業中止により収支実績なし

Ⅲ　あだち区民まつり　Ａ－Ｆｅｓｔａ２０２１

１　実施予定日

２　中止決定日 令和３年４月２８日（水） （円）

３　決 算 額

予算額 決算額 予算額 決算額

30,935,000 0 43,073,000 5,280

４　事業収支 1）収入の部 （円）

令和２年度 令和３年度 増減額

雑収入 0 280,705 280,705

合　計 0 280,705 280,705

※　雑収入－区民まつり委員会口座解約残金の収入　280,705円

2）支出の部 （円）

令和２年度 令和３年度 増減額

支払手数料 0 5,280 5,280

合　計 0 5,280 5,280

※　支払手数料－区民まつり委員会口座取引明細証明発行手数料　5,280円

令和３年１０月９日（土）、１０日（日）

令和２年度 令和３年度

令和３年４月３日（土）、４日（日）

令和２年度 令和３年度

令和３年６月５日（土）、６日（日）

令和２年度 令和３年度
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１　観光事業

Ⅲ　あだち区民まつり　Ａ－Ｆｅｓｔａ２０２１

５　口座の解約

Ⅳ　第４３回　足立の花火

１　実施予定日

２　中止決定日 令和３年４月２８日（水）
（円）

３　決 算 額

予算額 決算額 予算額 決算額

172,594,000 39,490,092 168,859,000 1,999,800

４　事業収支 1）収入の部

　 事業中止により収入なし

2）支出の部 （円）

令和２年度 令和３年度 増減額

委託費 31,010,217 1,999,800 △ 29,010,417

合　計 31,010,217 1,999,800 △ 29,010,417

※　委託費－花火会場案内看板等修理・作成業務委託　1,999,800円

　花火会場周辺には約750枚の案内看板、交通標識等を設置している。作成から

20年以上経過している看板など、劣化が著しい看板等の更新、廃棄を行った。

〔更新内訳〕

案内看板 車両止め 交通標識 計

新規作成 112 4 15 131

廃棄 77 4 15 96

Ⅴ　光の祭典　２０２１

１　イルミネーション

　　実施期間  令和３年１２月４日（土）～令和４年１月１０日（月）　（計38日間）

　　会　　場 竹ノ塚駅前～けやき大通り（国道４号線まで）の街路樹

　　主　　催 （一財）足立区観光交流協会、足立区

　　イメージ画像

　平成２０年度末、まつりの事業母体「あしたの足立をつくる区民協議会」が解
散、区民まつりは足立区観光交流協会が主催することとなった。その際、区民協
議会事務局が清算すべきだった「区民まつり口座」が残っていることが判明した
ため、区民まつりを継承している現在の協会事務局が解約手続きを行い、残金を
協会口座に受入れた後、令和３年度決算時に区に返還する。

令和３年１１月６日（土）

令和２年度 令和３年度

メインツリー 隠しオブジェ（5体設置）

※ 令和２年度支

出額は、打上業務

等契約解除金
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１　観光事業

Ⅴ　光の祭典　２０２１

２　デジタルイルミネーション

　　実施期間  令和３年１２月３日（金）～令和４年２月２８日（月）約３か月（88日間）

※　プレゼント企画への応募・写真投稿は令和４年１月３１日（月）まで

　　事業概要 　スマートフォンやタブレットで、ＡＲで作成したイルミネーションオブジェと

の写真撮影や動画視聴、ミニゲームが楽しめるＷｅｂページを作成、公開した。

　　イメージ画像

　　利用実績 利用者実人数　8,069人（２年度：6,356人）

1） ＡＲコンテンツ利用回数　7,502回（２年度：59,485回）

 【プレゼント企画応募者を増やすために令和2年度と変更した項目】

 ※　利用者実人数は増えているので、今後も多くの方が気軽に利用できるコンテ

　ンツを工夫していく。

ＣＧ動画 ミニゲーム

ＡＲコンテンツ

Ｗｅｂページ 元渕江公園をマップ化したデザインのＷｅｂページ

を作成。マップのイラストを選択すると、ＡＲコンテ

ンツや動画視聴などを楽しむことができる。

マップから好きなオブジェを選択すると、スマート

フォンにオブジェが出現。

現実にオブジェがいるかのような写真を撮ることが

できる。

① どのオブジェでもプレゼント企

画に応募可能とした。

② 最初からマップ上に全てのオブ

ジェを配置し、好きなオブジェを

選択して撮影できるようにした。

① プレゼント企画の応募要件として表示

確率が低い「レアオブジェ」と一緒の撮

影が必須であった。

② オブジェがランダムに表示される方式

だったため、レアオブジェが表示される

まで何回も利用する必要があった。

令和２年度 令和３年度
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１　観光事業

Ⅴ　光の祭典　２０２１

2） ＣＧ動画再生回数　2,820回（２年度：3,477回）

3） ミニゲームプレイ回数　6,155回（新規コンテンツ）

　　プレゼント企画 　ＡＲオブジェを撮影した写真を投稿・応募すると、抽選でギフト券等が当たる

プレゼント企画を実施。応募者数155名（区内126名、区外29名）のうち、抽選

で46名に賞品を贈呈した。

[賞品]

Ａコース：ホテルココ・グラン北千住ギフト券　1万5千円分　6名

　　　　　（総額9万円のうち4万5千円分はホテルココ・グランからの協賛）

Ｂコース：友好自治体特産品　5千円相当　30名（10名×3自治体）

Ｃコース：足立区生物園グッズ　3千円相当　10名

　　協　力 ホテルココ・グラン北千住、足立区生物園

　　投稿作品例

（円）

３　決 算 額

予算額 決算額 予算額 決算額

52,350,000 20,297,181 54,929,000 14,827,968

４　事業収支 1）収入の部 （円）

令和２年度 令和３年度 増減額

出展料 0 0 0

合　計 0 0 0

2）支出の部 （円）

令和２年度 令和３年度 増減額

電飾費 12,710,000 12,279,160 △ 430,840

設営費 220,000 286,000 66,000

委託費 6,665,000 1,570,000 △ 5,095,000

広告宣伝費 579,043 680,110 101,067

その他 123,138 12,698 △ 110,440

合　計 20,297,181 14,827,968 △ 5,469,213

令和２年度 令和３年度

光の祭典が大好きな娘。今年は病気で光の祭典を見に
行けなくて悲しんでいました。でもデジタルイルミ
ネーションのおかげで娘のこんなに楽しそうな笑顔を
見ることができてとても嬉しいです。
今年も素敵な企画をありがとうございます(*^^*)

Yoho! 光の海へ出発ー！
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１　観光事業

Ⅴ　光の祭典　２０２１

※　電飾費－街路樹等イルミネーション設置費　 　12,279,160円

※　委託費－ＡＲ版デジタルコンテンツ等作成費　　1,570,000円

※　広告宣伝費－ポスター、チラシ作成費　　　　　　407,750円

※　広告宣伝費－プレゼント企画賞品代　　　　　　　272,360円　等

５　 評価・課題 1） 利用者実人数の増加については、２年度のＡＲコンテンツのみを遊べるペー

　ジから、複数コンテンツが利用可能な「イベント会場」を意識したページ構成

　としたことも一因と考えられる。

2） ＣＧ動画やＡＲオブジェは、次回の「光の祭典」の時期に区内外からの来街

　を促すＰＲツールとして積極的に活用するなど、費用対効果をさらに高める取

　り組みを実施していく。

3） 賞品であるギフト券のデザインや生物園グッズのラッピングは職員が手作り

　し、当選者により喜んでもらえるよう工夫した。

Ⅵ　あだち花小旅（新規）

１　概　要 　足立区内の花を観光資源として「あだち花小旅ガイドブック」を作成・配布

し、個人が区内の花スポットや飲食店等を自由に周遊してもらえるように促す

ことで、区内経済の活性化につなげていく。

２　実施期間 令和４年３月１９日（土）～４月１７日（日）

３　配布場所 区役所、千住街の駅、区民事務所、住区センター、図書館、子育てサロン、区

内各駅、足立成和信用金庫区内支店等　全330か所

４　作 成 数 30,000冊（全て配布済み）
（円）

５　決 算 額

予算額 決算額 予算額 決算額

－ － 3,400,000 3,334,868

※　委託費－あだち花小旅ガイドブック作成委託　　3,330,000円

※　消耗品費－飲食店協力依頼用消耗品の購入等　　　　4,868円

６　 評価・課題 1） 個人がそれぞれのスタイルに合わせて区内

　周遊するための一助となるように、区内各ス

　スポット紹介やクーポン付飲食店情報を盛り

　込んだ。

2） 配布場所を増やしたことで多くの方に配る

　ことができ、区の魅力をＰＲすることができ

　た。また、協力店舗からは「個店のＰＲにな

　った」「地域の活性化にもつながった」など

　の意見をいただいた。

令和２年度 令和３年度

Ａコース賞品／ギフト券 Ｃコース賞品／生物園グッズ
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２　ＰＲ事業

２　ＰＲ事業

Ⅰ　ホームページの維持・更新

１　内　　容 　スマートフォンユーザーを意識したサイトデザインに変更するなど利便性向上

を図るため、協会ＨＰ「あだち観光ネット」をリニューアルした。

1）Ｗｅｂデザイン（ＴＯＰページ機能・メニューバーの配置）の利便性向上

2）おすすめ情報、グルメ情報、街イベント情報等の取材、更新

3）多言語翻訳機能維持管理〔英語、韓国語、中国語（簡体字・繁体字）〕
（円）

２　決 算 額

予算額 決算額 予算額 決算額

6,547,000 3,301,276 11,136,000 7,918,972

※　ＨＰリニューアル、Ｗｅｂサイト管理・保守業務委託　5,816,800円

※　飲食店情報ページ原稿作成委託　　　　　　　 　　　 1,397,000円

※　自動翻訳システム使用料等　 　　　　　　　　　　　 　705,172円　

３　更新実績 1）更新回数　　　　　141回　　（２年度実績：135回）

2）アクセス数　　443,123ビュー（２年度実績：393,225ビュー）

４　評価・課題

Ⅱ　足立区街フォトコンテスト

１　募集期間 令和３年１１月１日（月）～令和４年１月３１日（月）

２　主　　　催 （一財）足立区観光交流協会

３　後援・協力 後援／足立区　　　協力／全日本写真連盟、一般社団法人日本写真作家協会

４　応募総数 620作品　223人（令和２年度実績：238作品　94人）

５　審査結果 1）審査員による選定（商品券）

2）サイト閲覧者による投票「いいね！ランキング」（区内共通商品券）

 　１位（1名）1万円、２位（1名）5千円、３位（1名）3千円

3）全応募者の中から抽選（足立区友好自治体の特産品） 　6名　3千円分　　　　

６　入賞作品

令和３年度令和２年度

　トップページに旬のイベント画像等を掲載し、利用者が視覚的に情報が取得
しやすいデザインを取り入れた。また、サイト内のどこからでも興味のある情
報にアクセスできるようにメニューバー表示やタグ機能などを設けた。
　今後は、区内回遊や区外からの来街者増を図るため、様々な団体が実施する
区内イベント情報の発信を増やしていく。

 　グランプリ（1名）3万円、準グランプリ（1名）2万円、 特別賞（4名）1万円

準グランプリ 「絵本の中の世界」

グランプリ 「今日もご苦労様でした」
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２　ＰＲ事業

Ⅱ　足立区街フォトコンテスト

（円）

７　決 算 額

予算額 決算額 予算額 決算額

397,000 219,530 397,000 216,750

※　コンテスト入賞商品（商品券等）経費等

８　評価・課題

Ⅲ　「千住街の駅」運営

１　施 設 名 お休み処「千住街の駅」　足立区千住３－６９　定休日：毎週火曜日と年末

２　来館者数 　　　　　　 10,451人　／令和4年1月21日～3月21日（60日間）臨時休館　

（２年度実績：4,711人 ／ 令和2年4月 1日～6月23日（84日間）臨時休館）

（円）

３　決 算 額

予算額 決算額 予算額 決算額

6,180,000 6,084,738 6,019,000 5,915,723

※　千住街の駅運営業務委託　　5,231,556円

※　千住街の駅賃借料　　　　　　580,800円　等

４　取材対応等 媒体

雑誌

雑誌

テレビ（BS）

WEBコミック

テレビ（CS)

５　評価・課題

Ⅳ　千住街歩き

新型コロナウイルス感染症拡大により中止（全７回）

（円）

１　決 算 額

予算額 決算額 予算額 決算額

1,707,000 80,600 1,707,000 0

２　 評価・課題

令和３年度令和２年度

1） 年間来館者数は１万人を超え、コロナ禍前の来館者数（令和元年度/
　12,020人）に戻りつつある。スタッフの案内に加え、御宿場印販売やマン
　ホールカード配布業務を請け負った効果も大きいと思われる。
2） 「個人や少人数で楽しむまち歩き」を勧める番組や旅行雑誌の取材を受
　けることも多くなり、運営事業者の対応も好評である。引き続き丁寧なお
　もてなしで来館者に満足いただけるよう心掛けていく。

令和３年度令和２年度

　千住の見どころやミステリー要素のあるコース等、実施に向けて内容を検討
していく。また、参加者が安全安心して街歩きができるように検討していく。

地図で歩く東京散歩　北千住

千住宿と草加松原

東京　北千住　宿場町ラン

第５話　北千住

＃64　北千住　タチアタル

　５大イベントの中止または一部実施に伴い、イベントの様子を撮影した作品
は少なかったが、応募総数（620作品）は直近５年間で最も多く、投稿者数
（223人）も２倍以上増加した。これは、当事業のＰＲを協会ホームページに加
えて協会公式インスタグラムにおいても行い、過去の作品を掲載したことが大
きかったと思われる。

令和２年度 令和３年度

備考（テーマ）雑誌・番組名

散歩の達人

旅行読売６月号

ふらっとあの街　旅ラン10キロ

路草「ゆうれい犬と街散歩」

林家正蔵の今日も四時から飲み

　まん延防止等重点措置の適用を受けて臨時休館した期間中、事業者には週２
回の館内清掃、安全点検等の業務に加え、グルメ情報の整理・更新などの作業
を依頼していることを踏まえ、委託契約は開館時と同様に継続した。
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２　ＰＲ事業

Ⅴ　観光マップ等の作成・配布

１　発行物 1）あだちのオハコ 配布数　5,728部（令和２年度：3,248部）　

2）大千住マップ　　 配布数　7,957部（令和２年度：6,559部）　

3）竹の塚マップ　　 配布数　2,631部（令和２年度：1,031部）

4）Tokyo's Adachi City　　 配布数　2,248部（令和２年度：2,580部）　

（円）

２　決算額

予算額 決算額 予算額 決算額

7,535,000 1,232,608 5,995,000 1,451,110

※　大千住マップ増刷、新版制作・印刷委託　1,241,350円

※　竹の塚マップ増刷、インスタチラシ印刷等　209,760円

３　評価・課題

Ⅵ　地域活性化支援

１　支援実績 1) 後援件数　７件（うち１件は新型コロナウイルス感染症の影響により延期）

開催（予定）日 後援内容 備考

6/8
名義使用

賞状
トロフィー

6/26
名義使用

賞状
トロフィー

9/23～10/12 名義使用 　　　

11/3 名義使用

11/23
名義使用

賞状、補助金
トロフィー

1/1～1/7 名義使用

2/24、3/15
名義使用

賞状
延期

（時期未定）

2）「日光街道・日光西街道御宿場印プロジェクト」支援

　　足立成和信用金庫が主催するプロジェクトへの支援。「日光街道初宿　

　千住」として、千住宿の御宿場印作成・販売、印帳販売等に参加している。

　販売開始／御宿場印：令和3年4月24日　御宿場印帳：令和3年9月13日

〔年間販売実績〕

　　御宿場印　（１枚　300円/税込） 　　７３７枚

　　御宿場印帳（１冊2,200円/税込） 　　　８８冊

⑦第61回東京仏壇
　展示コンクール

令和３年度

②第５３回足立区農産物共進
会

2） 大千住マップは、リニューアルにあたりスタンプラリーを廃止し、散策モ
　デルコースを掲載することで地域内の回遊性を高める工夫をした（竹の塚マ
　ップのスタンプラリーは引き続き中止中）。なお、千住地域のスタンプポイ
　ントは速やかに撤去していく。

後援件名

①第５６回足立区夏花品評会

③彩展
～書と花と八人のアーティスト～

④白鳥おどりin北千住

⑤令和３年度一茶まつり全国
　小中学生俳句大会

⑥千住宿　千寿七福神めぐり

令和２年度

1） 区の魅力ある観光スポットをＰＲするために、各鉄道会社や地域団体等と
  連携しＰＲ用の冊子やポスター等を配布した。また、令和３年度はＴＸプラ
　ザ（つくばエクスプレス秋原駅近接の情報発信スポット）や東京女子医科大
　学附属足立医療センター等、ＰＲ冊子の配布場所の拡大を図った。

3） 今後、区の観光ＰＲをより積極的に行っていくために、リニューアルした
　大千住マップ及び既存のＰＲ冊子等を区内外の沿線各駅、北千住マルイ等の
　大型商業施設などで配布できるよう調整していく。
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２　ＰＲ事業

Ⅵ　地域活性化支援

〔御宿場印・御宿場印帳　年間販売収支〕 （円）

金額

売上
   （収入） 

仕入
（支出）

3）「千住地域ＰＲポスター」の制作、設置 　更新　４回

　　ＪＲ北千住駅及び千住地域の団体や大学等と連携し、千住地域の季節ごと

　の見どころポスターを制作、ＰＲしている。

（円）

２　決 算 額

予算額 決算額 予算額 決算額

1,970,000 27,260 2,610,000 1,875,785

３　事業収支 1）収入の部 （円）

令和２年度 令和３年度 増減額

販売収入 0 414,700 414,700

合　計 0 414,700 414,700

※　販売収入－御宿場印・御宿場印帳売上　　414,700円

2）支出の部 （円）

令和２年度 令和３年度 増減額

消耗品費 7,260 31,550 24,290

諸謝金 0 503,024 503,024

渉外費 20,000 20,000 0

広告宣伝費 0 1,286,122 1,286,122

販売手数料 0 35,089 35,089

合　計 27,260 1,875,785 1,848,525

令和３年度

　印帳：　@2,200× 88冊＝193,600円

　　　　　@1,750×200冊×1.10＝385,000円

　印帳：  当初50冊無償提供　 （0円）

　　　　　@1,700× 50冊×1.10＝ 93,500円

414,700

478,500

令和２年度

　印　：　　@300×737枚＝221,100円

　印　：  当初2,000枚無償提供（0円）

備考（内訳・在庫等）

夏／荒川河川敷 新年／千住七福神
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２　ＰＲ事業

Ⅵ　地域活性化支援

※　広告宣伝費－千住地域ＰＲポスター等印刷　　807,622円

※　広告宣伝費－御宿場印帳仕入購入（250冊） 　478,500円

※　諸謝金　　－観光スポット写真撮影謝礼　　　503,024円　等

４　評価・課題

　

Ⅶ　区内お出かけ情報の発信、その他ＰＲ

１　ＰＲ実績 1）Ｗｅｂサイトを活用した観光情報等の発信

（Webサイト） 　ア　おでかけＷｅｂサイト「アウモ」への記事掲載を実施した。

      ※　プレビュー数はいずれも令和3年12月31日までの回数

　イ　協会職員による自主制作動画を６本作成、協会公式YouTubeで配信した。

　荒川土手や千住の路地などで撮影したポスターを４作品制作し、令和２年度
から開始した千住地域のＰＲポスターは全６種類となった。都内でも有数の乗
降客数を誇るＪＲ北千住駅構内に掲載することで、千住地域をＰＲした。

  　【たまにはゆったり下町散策】
　　〔概要〕おひとり様で楽しめる足立区
            観光コースを紹介（右写真）
　　〔公開開始〕　 令和3年11月29日
　　〔プレビュー数〕  　　11,129回
　
　　【家族のおでかけ先を口コミ調査！】
　　〔概要〕足立区在住の子育て中ママさ
            んにおすすめスポットをイン
            タビュー
　　〔公開開始〕　 令和3年11月29日
　　〔プレビュー数〕　  　13,444回

　　【新感覚イルミネーションを体験！】
　　〔概要〕デジタルイルミネーション
　　　　　　「光の祭典」を紹介
　　〔公開開始〕　　令和3年12月3日
　　〔プレビュー数〕　　　12,503回

【タイトル】

夏の終わりの あだちお散歩

日記

【撮影場所】

東京メトロ千代田線北綾瀬駅、

都立東綾瀬公園、レガロフェ

リーチェ

【タイトル】

あだちミステリーハンターが行

く 東武鉄道西新井編

【撮影場所】

線路跡石碑（旧日光街道）、亀

田トレイン公園、西新井駅構

内、大師前駅構内・駅付近
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２　ＰＲ事業

Ⅶ　区内お出かけ情報の発信、その他ＰＲ

１　ＰＲ実績 2）インスタグラムによる情報発信

（インスタグラム） 　①　概要　

　　　コロナ感染症対策をしながら頑張る区内店舗の紹介や、季節ごとの区内

　　見どころスポット情報等を発信した。

　②　期間　

　　　令和３年５月２４日（月）～令和４年３月３１日（木）

　　　週３回（月・水・金曜日）、テーマ別に投稿

　③　内容　

　　　月曜日－区内飲食店の紹介

　　　水曜日－「街フォトコンテスト」投稿作品等を活用した季節の花や景

　　　　　　　色、観光スポットの紹介

　　　金曜日－モノやコト、場所に焦点を当てた話題や出来事の紹介

　　④　実績（令和4年3月31日時点）

　　ア　総投稿数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  152件

　　イ　フォロワー数（アカウントをフォローした実人数）　1,067人

　　ウ　総リーチ数　（投稿を見たユーザー数）　　　　　 33,580人

　　エ　総インプレッション数（投稿が見られた延回数）　150,954回

（円）

２　決 算 額

予算額 決算額 予算額 決算額

1,862,000 839,096 15,820,000 3,337,930

※　Webサイトを活用した観光情報等発信委託　　3,280,000円

※　動画撮影用消耗品等　　　　　　　　　　　　　57,930円　

３　評価・課題

　

　自宅にいながら家族や友達などとともに楽しめるまち歩き動画を配信した。
1） 区内の観光スポット動画では、西新井大師や都立東綾瀬公園などのスポッ
　トを紹介した。また、東武鉄道株式会社の協力により、千住から西新井地域
　の魅力を鉄道に関する情報と絡めて紹介した。
2） インスタグラムは運用開始から１０か月が経過し、フォロワー数も1,000
　人を超えた。今後も週３回の投稿を継続し、区の魅力を発信する他のインス
　タグラムユーザーとの繋がりを増やすなど、さらなる区のイメージアップに
　取り組んでいく。

令和３年度令和２年度

インスタグラム画面 最も「いいね！」がついた投稿（153人）
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３　交流事業

３　交流事業

Ⅰ　友好自治体交流

１　観光交流物産展「ＫＹＵ+Ａ」（キュア）

新型コロナウイルス感染症拡大により中止

　　今後の方針 　令和３年度のＫＹＵ＋Ａは開催できなかったが、年間２回（９月、２月を

予定）の実施に向けて各友好自治体と実施方法も含めて検討していく。

　また、実施にあたっては、協会ホームページやＳＮＳ等を通じて情報発信

していく。

２　５大イベントへの観光物産展出店招致

　イベント中止のため観光物産展出店招致はできなかった。

　山ノ内町では、例年「光の祭典」出店時に友好自治体提携３０周年記念植

樹のりんごを収穫し来場者に配布していたが、令和２年度に引き続きりんご

を寄贈いただき、区内児童養護施設等に配付した。

　　日　時 収 穫 日：令和３年１１月１２日（金）

寄 贈 日：令和３年１１月１６日（火）から１８日（木）

　　場　所 収穫場所：山ノ内町役場

寄 贈 先：区内児童養護施設（７施設）、子ども食堂（３施設）、学習支援

　　　　　事業施設（４施設）、里親家庭（９件）

（円）

　　決 算 額

予算額 決算額 予算額 決算額

966,000 48,188 966,000 70,086

※　職員出張旅費（山ノ内町）、りんご梱包材等　

　　今後の方針 　各友好自治体による５大イベントへの出店を目指し、自治体間の連絡調整

を行っていく。

令和３年度令和２年度

リンゴ収穫の様子（山ノ内町の園児たち）
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３　交流事業

Ⅱ　姉妹都市交流

１　ベルモント市交流体験ツアー

新型コロナウイルス感染症拡大により中止

（円）

　　決 算 額

予算額 決算額 予算額 決算額

6,132,000 14,509 6,132,000 28,600

※　諸謝金－友好都市交流委員会委員謝礼　　28,600円

〔内訳〕 第１回（ 7月 2日）　@2,200×9人＝19,800円

第２回（11月30日）　@2,200×4人＝ 8,800円

　友好都市交流委員会では、姉妹都市や友好自治体との交流やＰＲについて

検討や調整を行っている。令和３年度は２回開催、友好自治体との周年行事

ＰＲについて検討を行った。

　　今後の方針 　令和４年度の交流体験ツアーは感染症の影響により中止となった。令和５

年度の実施に向けて、ベルモント市と調整していく。

　また、学生間のオンライン交流について、ベルモント市と連絡・調整して

いく。

２　ベルモント市使節団受入

新型コロナウイルス感染症拡大により中止

（円）

　　決 算 額

予算額 決算額 予算額 決算額

4,700,000 1,602,460 4,700,000 1,707,600

※　委託費－通訳・翻訳業務人材派遣委託　　1,707,600円

　　〔内訳〕 @2,080×6H/日×120日（年間）×1.10＝1,647,360円

　@502×120日＝60,240円（交通費）

　　今後の方針 　令和４年度の実施に向けて、感染症の状況を見極めつつベルモント市と連

絡を取り検討していく。

令和３年度令和２年度

令和３年度令和２年度
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