
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

11,460,000

66,777

11,526,777

＜支出＞ （単位：円）

金　　額

1,706,255

人件費 668,035

事務費 1,038,220

9,820,522

ハード事業 7,855,607

ソフト事業 1,964,915

11,526,777

（単位：円）

0

花西地区まちづくり協議会

備　　考

利子、印刷機等利用料

地域づくり交付金

項　　目

繰越金

自主財源等

計

追加交付金、返納交付金を含めること

備　　考項　　目

運営費

事業費

計

繰越金



■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

計 77,760

実施主体 内　　　　容 金　額

西大通り振興会 調理室ガス台交換他 54,810

計 108,810

藤沢町振興会 駐車場穴開き補修 54,000

西大通り振興会 掲示板整備　３ヵ所 77,760

実施主体 内　　　　容 金　額

実施主体 内　　　　容 金　額

石神町親和会 修繕 137,916

計 343,780

北万丁目自治会 修繕 205,864

計 132,455

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

北万丁目自治会 修繕　２台 30,648

南万丁目親和会 修繕　３台 49,103

実施主体 内　　　　容 金　額

若葉町親交会 新設　1面 43,200

計 433,740

石神町親和会 修繕　２台 52,704

南万丁目親和会 新設　1面　移設１面 390,540

金　額

花西地区まちづくり協議会 37基 2,194,884

計 2,194,884

実施主体 内　　　　容 金　額

♢ハード事業内訳

実施主体 内　　　　容 金　額

計 28,080

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

石神町親和会 蓋取り換え　3枚 28,080

実施主体 内　　　　容



■防犯保管庫等整備

■景観等整備

■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

藤沢町自主防災会 一輪車　４台 7,732

花西地区まちづくり協議会 書庫　１台 86,486

ハード事業費合計 7,855,607

計 90,888

石神町親和会 用水路車止め設置 68,040

若葉町振興会 テレビ・イス・机他 270,972

石神町親和会 イス・机 230,000

材木町親和会 スピーカー・スタンド 21,654

材木町自主防災会 小型無線機・投光器他 255,474

実施主体 内　　　　容 金　額

材木町親和会 草刈り機修繕　３台 22,848

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

花西地区まちづくり協議会 電子ピアノ一式・譜面台　２０個 365,607

計 1,280,527

北万丁目自治会 ワイヤレスアンプ一式 114,264

南万丁目親和会 名入りテントほか 191,544

実施主体 内　　　　容 金　額

花西地区まちづくり協議会 電球交換 2,488,860

計 2,488,860

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

若葉町自主防災会 小型無線機 99,360

計 622,423

南万丁目自主防災会 ヘルメット　３０個 21,400

石神町自主防災会 発電機・投光器他 238,457

計 53,400

実施主体 内　　　　容 金　額

石神町親和会 プランター・培養土整備 53,400



♢ソフト事業内訳

■生涯学習事業

実施主体 内                  容 金  額  （円）

保健福祉部会 ラフターヨガ教室 10,277

保健福祉部会 健康料理教室 3,135

文化教育振興部会 ぎんどろ児童合唱団活動 84,086

文化教育振興部会 第8回みんなが参加できる文化祭演芸発表会 543,075

スポーツ振興部会 第11回花西地区100人綱引き大会 254,599

総務企画部会 花西地区写真コンテスト 40,643

事務局（実行委員会） ファミリー映画会 114,039

計 1,049,854

■団体補助事業費

実施主体 内                  容 金  額  （円）

花巻地区自治公民館連絡協議会 活動費助成 24,000

自主サークル(花西歌声ひろば) 活動費助成 20,000

自主サークル(ヨガサークル) 活動費助成 20,000

西大通り振興会 祭り用提灯整備費用助成 30,000

若葉町親交会 祭り用提灯整備費用助成 30,000

石神町親和会 ボランティア活動保険料助成 4,550

藤沢町振興会 ボランティア活動保険料助成 2,100

北万丁目自治会 ボランティア活動保険料助成 10,848

計 141,498

実施主体 内                  容 金  額  （円）

地域安全振興部会 各地区備蓄用非常食（アルファ米）整備 225,059

地域安全振興部会 交通安全コンクール「チャレンジ100」参加料 18,900

地域安全振興部会 花西防災連協ベスト・帽子整備 114,984

保健福祉部会 「体組成計」7台整備 45,206

保健福祉部会 健康増進啓発文入りボールペン200本 25,920

総務企画部会 年3回広報発行 270,702

総務企画部会 複数町内会意見交換会 35,000

事務局 創立10周年記念祝賀会 37,792

計 773,563

ソフト事業費合計 1,964,915

■その他事業（広報・行事開催事業等）


