
国の交付金の活用状況 

 

１．やわた子ども未来プロジェクト＜8,547千円＞ 

 平成 28年度実施事業＜3,547千円＞ 

  ○地方創生推進交付金（補助率 1/2）（3,547千円） 

事業名 交付金額 ＫＰＩ 
絵本読み聞かせ事業 223 千円 

子育て世帯の転出入者 子ども動物園施設整備設計業務委託 1,998 千円 
男山中学校エレベーター等整備工事実施設計委託 1,326 千円 

 

 平成 29年度実施事業＜5,000千円＞ 

  ○地方創生推進交付金（補助率 1/2）（5,000千円） 

事業名 交付金額 ＫＰＩ 
スタディサポート事業 5,000 千円 子育て世帯の転出入者 

 

 

 

平成 30年度申請事業 

    ○地方創生推進交付金（補助率 1/2）（4,950千円） 

事業名 交付金額 ＫＰＩ 
スタディサポート事業 4,500 千円 

子育て世帯の転出入者 八幡市ふれあい交流事業 100 千円 
発達障害児等早期療育支援事業 350 千円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙 

＜参考＞ 



２．やわたスマートウェルネスシティプロジェクト＜26,350 千円＞ 

 平成 28年度実施事業＜15,000千円＞ 

  ○地方創生加速化交付金（補助率 10/10）（15,000千円） 
事業名 交付金額 ＫＰＩ 

やわたスマートウェルネスシティ構想策定委託 10,100 千円 ・産官学連携健幸プログラ

ム開発数 
・産官学と地域連携による

コミュニティ運動教室参加

者数 

健康クラウドシステム分析委託 3,500 千円 

コミュニティ運動教室運営委託 1,400 千円 

 

 平成 29年度実施事業＜11,350千円＞  

  ○地方創生推進交付金（補助率 1/2）（11,350 千円） 

事業名 交付金額 ＫＰＩ 
やわたスマートウェルネスシティ推進協議会運営

費 
6,250 千円 

・産官学と地域連携による

コミュニティ運動教室参加

者数 
・平均寿命と健康寿命の差

（男性・女性） 
・産官学連携健幸づくりプ

ログラム開発数 

健康クラウドシステム分析委託 3,350 千円 
健康アンバサダー養成事業 200 千円 
コミュニティ運動教室運営委託 1,050 千円 

ウォーキング推進事業 500 千円 

 

 

 

 

平成 30年度申請事業 

    ○地方創生推進交付金（補助率 1/2）（5,750千円） 

事業名 交付金額 ＫＰＩ 
やわたスマートウェルネスシティ推進協議会

運営費 
100 千円 

・産官学と地域連携による

コミュニティ運動教室参加

者数 
・平均寿命と健康寿命の差

（男性・女性） 
・産官学連携健幸づくりプ

ログラム開発数 

健康クラウドシステム分析委託 2,950 千円 
健康アンバサダー養成事業 200 千円 
コミュニティ運動教室運営委託 1,000 千円 
ウォーキング推進事業 300 千円 
観光協会事業費補助（広域観光ＰＲ紙（八幡さ

んぽ）作成 
500 千円 

健康フェスタ事業費 500 千円 
健康マイレージ事業費 200 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 



３．やわたチャレンジプロジェクト＜90,743千円＞ 

 平成 28年度実施事業＜57,193千円＞ 

  ①地方創生加速化交付金（補助率 10/10）（38,400千円） 

事業名 交付金額 ＫＰＩ 
観光まちづくり構想策定事業 23,170 千円 

・観光入込客数 
・観光消費額 
・観光意欲度（地域ブラン

ド調査より） 

松花堂庭園茶室改修 2,700 千円 
お茶の京都ＤＭＯ設立経費負担金 2,680 千円 
お茶の京都プレイベント（松花堂での茶会等） 2,600 千円 
おもてなし環境整備（八幡市駅前・石清水八幡宮

周辺観光客用等トイレ整備） 
7,250 千円 

  ②地方創生推進交付金（補助率 1/2）（18,793 千円） 

事業名 交付金額 ＫＰＩ 
市街地整備計画策業務委託 4,514 千円 

・子育て世帯の転出入者 
・転出入者数 
・観光消費額 
・観光入込客数 
・まちの魅力度（地域ブラ

ンド調査より） 

記念クリアファイル増刷 118 千円 
やわた流れ橋交流プラザ浴室等改修工事委託 3,756 千円 
やわた流れ橋交流プラザ施設備品購入 621 千円 
松花堂庭園・美術館への立礼席設置 927 千円 
やわた市民文化事業団主催事業助成（特別展分） 600 千円 
お茶の京都博オープニングイベント開催負担金 2,500 千円 
市役所西側観光案内板更新 147 千円 
観光協会活動助成（体制強化） 3,007 千円 
福祉センター２階ホール床改修工事 479 千円 
地域生活支援拠点事業運営委託 2,124 千円 

 

 平成 29年度実施事業＜33,550千円＞ 

  ○地方創生推進交付金（補助率 1/2）（33,550 千円） 

事業名 交付金額 ＫＰＩ 
背割堤パンフレット作成業務委託 150 千円 

・子育て世帯の転出入者 
・転出入者数 
・観光消費額 
・観光入込客数 
・まちの魅力度（地域ブラ

ンド調査より） 

徒然草エッセイ大賞 4,450 千円 
名勝松花堂・書院庭園保存活用計画策定 2,150 千円 
梅隠屋根葺き替え、修繕及び松隠水屋改修 4,200 千円 
お茶の京都ＤＭＯ負担金 2,900 千円 
観光協会補助金（社寺観光事業分） 200 千円 
Ｃｈａｚｚ ｉｎ 石清水八幡宮開催 2,750 千円 
お茶の京都博開催負担金・一坪茶室作成委託 2,850 千円 
淀川三川ふれあい交流事業 2,950 千円 
歴史文化物語コンテンツ作成・啓発事業委託 3,000 千円 
お茶の京都博シンポジウム 650 千円 
お茶の京都 in 松花堂、四季彩館開催事業 2,000 千円 
「お茶の京都」交流拠点づくり推進事業 500 千円 
さくらであい館の直売所運営助成 500 千円 
男山地域再生事業 1,850 千円 
民生委員 100 周年記念事業 200 千円 
朔日の会初度調弁費 1,900 千円 
茶事体験事業 350 千円 



 

 

平成 30年度申請事業 

    ○地方創生推進交付金（補助率 1/2）（24,767千円） 

事業名 交付金額 ＫＰＩ 
観光基本計画策定委託 2,000 千円 

・子育て世帯の転出入者 
・転出入者数 
・観光消費額 
・観光入込客数 
・まちの魅力度（地域ブラ

ンド調査より） 

徒然草エッセイ大賞 4,400 千円 
名勝松花堂・書院庭園保存活用計画策定 1,750 千円 
閑雲軒エアコン設置、食の交流棟改修 1,900 千円 
やわた流れ橋交流プラザ改修（食彩棟テラス改

修） 
1,350 千円 

お茶の京都ＤＭＯ負担金 2,717 千円 
観光協会補助金（社寺観光事業分） 200 千円 
Ｃｈａｚｚ ｉｎ ＹＡＷＡＴＡ開催 2,800 千円 
歴史文化物語コンテンツＰＲ広告作成委託 600 千円 
お茶の京都 in 松花堂、四季彩館開催事業 1,500 千円 
観光協会ホームページ改訂 600 千円 
インバウンド対応情報発信業務委託 125 千円 
男山四十八坊等観光案内冊子、英文作成委託 125 千円 
「お茶の京都」交流拠点づくり推進事業 300 千円 
さくらであい館の直売所運営助成 450 千円 
男山地域再生事業 2,300 千円 
地域福祉推進計画事業費 50 千円 
ふれあい福祉センター運営委託 450 千円 
手をつなぐ親の会活動助成 200 千円 
ハートフル・フラワー事業 250 千円 
新・空中茶室イベント事業 700 千円 

 

＜参考＞ 


