
平成30年度　地域づくり交付金事業の収支内訳

＜収入＞ （単位：円）

金　　額

8,470,000

41,672

4,139

8,515,811

＜支出＞ （単位：円）

金　　額

1,366,840

人件費 240,000

事務費 1,126,840

7,105,740

ハード事業 4,266,194

ソフト事業 2,839,546

8,472,580

（単位：円）

43,231

地域づくり交付金

項　　目

繰越金

自主財源等

計

項　　目

運営費

事業費

計

繰越金

日居城野地区コミュニティ会議

備　　考

会長報酬

自家用車借上代、消耗品、機器リース代、通信費、防火管理者講習等

備　　考

貯金利息、コピー代

追加交付金、返納交付金を含めること



■道路舗装

■道路側溝（ふたかけなど）

■街路灯・防犯灯（※新規設置のみ）

■カーブミラー

■AED

■除雪機整備

■ゴミ集積所設置

■公民館等改修

■看板等設置

■防犯保管庫等整備

■景観等整備

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

♢ハード事業内訳

実施主体 内　　　　容 金　額

松園町四区自治会 側溝清掃　160ｍ 404,000

松園町一区自治会 側溝清掃　30ｍ 226,000

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

実施主体 内　　　　容 金　額

計 630,000

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

実施主体 内　　　　容 金　額

０計

実施主体 内　　　　容 金　額

実施主体 内　　　　容 金　額

松園町二区自治会 塗装工事 217,000

計 217,000

計 ０

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

実施主体 内　　　　容

実施主体 内　　　　容 金　額

松園町一区自治会 外壁工事 211,000

計 336,000

松園町一区自治会 手摺取付工事 125,000

金　額

計 ０



■街路灯等電気料

■街路灯等修繕

■公民館等備品

■防犯用備品

■その他

日居城野地区コミュニティ会議 わかたけ公園用提灯購入 161,794

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

実施主体 内　　　　容 金　額

日居城野地区コミュニティ会議 防犯灯機種変更（100ヶ所） 2,026,400

計 2,266,400

天下田ニュータウン自治会 ポール取替工事（2ヶ所） 240,000

ハード事業費合計 4,266,194

計 324,794

実施主体 内　　　　容 金　額

松園町二区自治会 防災資機材購入（缶詰ガソリン・トランシーバー・電池） 81,000

計 492,000

実施主体 内　　　　容 金　額

計

実施主体 内　　　　容 金　額

０

松園町一区自治会

新田自治会

パソコン・プリンター購入

自警団団員半纏購入

63,000

100,000

天下田ニュータウン自治会 防災資機材（簡易テント・ジェットシューター） 65,000

新田自治会 防災資機材（発電機・石油ストーブ３台） 346,000



♢ソフト事業内訳

■生涯学習事業

実施主体 内                  容 金  額  （円）

日居城野地区コミュニティ会議 旧電車道ウォーキング2018 70,055

日居城野地区コミュニティ会議 世代間交流グラウンドゴルフ大会 96,967

日居城野地区コミュニティ会議 松園ゆうゆう学級全9回 98,383

日居城野地区コミュニティ会議 フラワーアレンジメント教室 6,000

日居城野地区コミュニティ会議 切り絵教室全5回 30,000

日居城野地区コミュニティ会議 自然観察会2回 153

日居城野地区コミュニティ会議 山野草教室3回 28,876

日居城野地区コミュニティ会議 親子おやつクッキング教室 3,000

日居城野地区コミュニティ会議 東和町へ行ってみよう講座2回 162,997

日居城野地区コミュニティ会議 干支のちぎり絵教室 6,000

日居城野地区コミュニティ会議 洋風しめ飾り教室 6,000

日居城野地区コミュニティ会議 冬のこども工作教室 6,390

日居城野地区コミュニティ会議 つるし飾り教室4回 24,000

日居城野地区コミュニティ会議 ぐるっと行ってみよう！ひな祭りツアー 102,157

計 640,978

■団体補助事業費

実施主体 内                  容 金  額  （円）

松園町1区自治会 いきいきサロン助成（楽々サロン） 30,000

松園町2区自治会 いきいきサロン助成（若竹サロン） 30,000

松園町4区自治会 いきいきサロン助成（ひまわり会） 30,000

天下田自治会 いきいきサロン助成（ふく福会） 30,000

天下田ﾆｭｰﾀｳﾝ自治会 いきいきサロン助成（ニュータウン愉しむ会） 30,000

新田自治会 いきいきサロン助成（南新田お花しｸﾗﾌﾞ） 30,000

松園町1区自治会 炊き出し訓練 30,000

松園町1区自治会 三世代交流事業助成 180,000

松園町2区自治会 三世代交流事業助成 180,000

松園町3区自治会 三世代交流事業助成 37,914

松園町4区自治会 三世代交流事業助成 71,118

天下田自治会 三世代交流事業助成 180,000

天下田ﾆｭｰﾀｳﾝ自治会 三世代交流事業助成 90,000

新田自治会 三世代交流事業助成 72,000

計 1,021,032

実施主体 内                  容 金  額  （円）

日居城野地区コミュニティ会議 たよりダイジェスト版発行2回 217,296

日居城野地区コミュニティ会議 コミュニティ会議創立10周年記念誌発行 583,200

日居城野地区コミュニティ会議 便利ファイル作成（3,000枚） 194,400

日居城野地区コミュニティ会議 移動研修（大船渡・陸前高田方面） 130,443

日居城野地区コミュニティ会議 いきいきサロン日居城野 26,710

日居城野地区コミュニティ会議 手打ちそばの会 25,487

計 1,177,536

ソフト事業費合計 2,839,546

■その他事業（広報・行事開催事業等）


