
【国関連予算】

予算
時期

1

2

3 嬉野版DMOを核とした地域ブランドづくり推進事業

広
域

単
独

H30
当初

うれしの温泉観光課
（観光商工課）

うれしの温泉観光課
（観光商工課）

合計

事　業　名 うち交付金額（千円）

5,000

375

12,798

18,173

種別

広
域

担当課

広報・広聴課
（企画政策課）

地域クリエイターと連携した新たな担い手育成及びコ
ンテンツ等開発事業（嬉野デザインウィーク事業）

観光とスポーツを核とした「稼げる観光産業」創出プロ
ジェクト（肥前窯業圏関連事業）

総事業費（千円）

10,000

750

25,596

36,346

平成３０年度地方創生関連一覧（地方創生推進交付金）



（総事業費） （うち交付金額）
10,000,000 5,000,000

　 　

　 　
400,000 200,000
574,000 287,000
366,000 183,000

1,182,000 591,000
378,000 189,000
100,000 50,000

500,000 250,000
3,344,000 1,672,000
1,494,100 747,050
120,000 60,000
702,000 351,000
250,000 125,000
150,000 75,000
439,900 219,950

　 　

10,000,000 5,000,000

※実績報告書の交付対象事業の報告額と一致しているか確認して下さい。

※行が不足する場合は適宜追加して作成して下さい。

0

計 5,000,000

5,000,000 5,000,000

　　・ﾃﾞｻﾞｲﾝｳｨｰｸｸﾞﾙﾒ企画
　　・広告料
　　・ﾂｰﾙ・ﾊﾟﾝﾌ・ｻｲﾝ制作
　　・映像制作
　　・諸費用
　

　　・広告料
　　・WEBｻｲﾄ運営
　○地域ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ業務
　　・ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ進行管理費
　　・ﾃﾞｻﾞｲﾝｱﾜｰﾄﾞ企画
　　・ﾀﾞﾝｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ企画

0

【負担金】（嬉野市⇒嬉野DWｺﾝｿｰｼｱﾑ）
　嬉野ﾃﾞｻﾞｲﾝｳｨｰｸ（地域ｸﾘｴｲﾀｰと連携し
　た新たな担い手育成及びｺﾝﾃﾝﾂ等開発）
　事業を実施するための負担金

　○自治体連携事業業務

嬉野デザインウィーク
コンソーシアム

【地域クリエイターと連携した新たな担い手
育成及びコンテンツ等開発事業（嬉野デザイ
ンウィーク事業）】

・自治体連携事業業務
・地域デザインプロジェクト業務

「人材育成」、「ブランド・コンテンツ開
発」、「積極的な情報発信」という３つの柱
に基づき各事業を実施し、新たな産業の創出
とともに既存の産業の底上げを行い、まちの
持続した成長を目指す。

5,000,000 5,000,000

ソフト事業 ハード事業

　　・ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ進行管理費
　　・地域連携ｽｲｰﾂ開発
　　・地域連携ｱｯﾌﾟﾙﾃｨ開発
　　・ﾃﾞｻﾞｲﾝｳｨｰｸｶﾌｪ開催

過不足額
（Ａ－Ｂ)

0

(単位:円）

事業主体名称 事業名及び内容 交付決定額 実績額 事業経費内訳 過不足額

交付対象事業の名称 地域クリエイターと連携した新たな担い手育成及びコンテンツ等開発事業

総事業費
※交付金以外含

10,000,000
交付決定額
(A)

5,000,000
実績額
（B)

5,000,000

地方創生推進交付金実施主体別事業経費内訳報告書

都道府県名 佐賀県 市町村 嬉野市 自治体コード 41209



（総事業費） （うち交付金額）
750,000 375,000

219,942 109,971
425,414 212,707
104,644 52,322

750,000 375,000

※実績報告書の交付対象事業の報告額と一致しているか確認して下さい。

※行が不足する場合は適宜追加して作成して下さい。

375,000

375,000 375,000 0

　・事務費
0

【負担金】（嬉野市⇒協議会）
○肥前窯業圏の歴史・文化ツーリズム
　創出等を担う協議会への負担金等
　・情報発信事業
　・文化観光創出事業「肥前窯業圏」活性化

推進協議会

【観光とスポーツを核とした「稼げる観光産
業」創出プロジェクト】

・地域間連携による広域周遊観光促進事業
375,000 375,000

ソフト事業 ハード事業

計

過不足額
（Ａ－Ｂ)

0

(単位:円）

事業主体名称 事業名及び内容 交付決定額 実績額 事業経費内訳 過不足額

交付対象事業の名称 観光とスポーツを核とした「稼げる観光産業」創出プロジェクト

総事業費
※交付金以外含

750,000
交付決定額
(A)

375,000
実績額
（B)

375,000

地方創生推進交付金実施主体別事業経費内訳報告書

都道府県名 佐賀県 市町村 嬉野市 自治体コード 41209



　
（総事業費）
12,000,000

　
　

4,976,000
3,024,000
3,348,000
652,000

12,000,000

　
（総事業費）
13,596,913

　
　

7,792,872

○嬉野温泉商店街組合
1,804,041

○肥前吉田焼窯元組合
2,000,000

2,000,000
　発掘調査事業費等

※実績報告書の交付対象事業の報告額と一致しているか確認して下さい。

※行が不足する場合は適宜追加して作成して下さい。

13,000,000 12,798,000 202,000

計 6,798,000

・ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ・販路拡大促進事業費等 1,000,000
○九州忍者保存協会
・忍者活用ｲﾍﾞﾝﾄ開催・PR、忍者ｺﾝﾃﾝﾂ 1,000,000

13,596,913 6,798,456

・観光魅力発信ｲﾍﾞﾝﾄ・交流型ｲﾍﾞﾝﾄ開催、 3,896,436
　新ｺﾝﾃﾝﾂ開発事業費等

・空き店舗活用促進事業費等　 902,020
202,000

【補助金】（嬉野市⇒事業実施団体） （うち交付金額）
　地域産業団体の魅力ｱｯﾌﾟﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業 6,798,000
　及びﾛｰｶﾙﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ促進事業を実施す （端数切捨て）
　る事業費補助　

○嬉野温泉旅館組合

6,000,000

計 6,000,000

地域産業4団体
（嬉野温泉旅館組合）
（嬉野温泉商店街協同組
合）
（肥前吉田焼窯元協同組
合）
（NPO九州忍者保存協会）

【嬉野版DMOを核とした地域ブランドづくり推
進事業】

・地域魅力アップ・地域ブランドづくり事業

地域産業団体の「稼ぐ力」を引き出す魅力
アッププロジェクト事業及びローカルブラン
ディング促進事業を実施する事業費補助を行
う。

7,000,000 6,798,000

ソフト事業 ハード事業

1,674,000
・消耗品・通信運搬費等経費 326,000

0

【補助金】（嬉野市⇒嬉野温泉観光協会） （うち交付金額）
　地域活性化の中核を担う地域DMO本格 6,000,000
　運営に向けた事業費補助
　
・嬉野ﾌﾞﾗﾝﾄﾞづくり事業等

一般社団法人
嬉野温泉観光協会

【嬉野版DMOを核とした地域ブランドづくり推
進事業】

・地域DMO運営支援事業

地域活性化の中核を担う地域DMO本格運営に向
けた事業費補助を行う。

6,000,000 6,000,000

ソフト事業 ハード事業

2,488,000
・専門ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ費等 1,512,000
・観光等情報発信運営費等

過不足額
（Ａ－Ｂ)

202,000

(単位:円）

事業主体名称 事業名及び内容 交付決定額 実績額 事業経費内訳 過不足額

交付対象事業の名称 嬉野版DMOを核とした地域ブランドづくり推進事業

総事業費
※交付金以外含

25,596,913
交付決定額
(A)

13,000,000
実績額
（B)

12,798,000

地方創生推進交付金実施主体別事業経費内訳報告書

都道府県名 佐賀県 市町村 嬉野市 自治体コード 41209


