
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

11,720,000

940

1,057

11,721,997

＜支出＞ （単位：円）

金　　額

3,068,834

人件費 1,592,140

事務費 1,476,694

8,652,471

ハード事業 6,412,898

ソフト事業 2,239,573

11,721,305

（単位：円）

692

花南地区コミュニティ会議

備　　考

預金利息57円、寄付金1,000円

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

♢ハード事業内訳

実施主体 内　　　　容 金　額

南城親睦会 道路塗装　79ｍ・2.5ｍ～3.3ｍ 1,490,000

計 702,000

計 2,537,000

実施主体 内　　　　容 金　額

桜町一丁目親交会 側溝改修舗装復旧　20ｍ 702,000

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

大谷地町内会 ５基 235,000

計 670,000

実施主体 内　　　　容 金　額

花南地区コミュニティ会議バッテリー交換 34,884

計 34,884

実施主体 内　　　　容 金　額

花南地区コミュニティ会議除雪機点検、保管 102,014

計 102,014

実施主体 内　　　　容 金　額

桜町一丁目親交会 新設１棟、修繕１棟 785,000

計 964,000

実施主体 内　　　　容 金　額

十二丁目自治会 内装張替え（沖公民館） 103,000

計 187,000

山の神行政区会 道路塗装　5ｍ・3ｍ、5ｍ・4.5ｍ 1,047,000

十二丁目自治会 ３基 240,000

山の神行政区会 ３基 195,000

桜町四丁目振興会 修繕　１棟 179,000

十二丁目自治会 凍結防止水道修繕（中村公民館） 84,000



■看板等設置

■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

実施主体 内　　　　容 金　額

桜町四丁目振興会 掲示板新設 153,000

計 153,000

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

桜町四丁目振興会 照明器具交換　４灯 154,000

計 605,000

山の神行政区会 照明器具交換　2灯 84,000

大谷地町内会 照明器具交換　6灯 253,000

実施主体 内　　　　容 金　額

諏訪協和会 卓球台　１台 48,000

計 458,000

桜町一丁目親交会 会議用机４台、折りたたみイス　10脚 142,000

桜町四丁目振興会 テレビ１台、ブルーレイレコーダー１台 69,000

南城親睦会 掃除機　１台 21,000

十二丁目自治会 エアコン２台、ストーブ２台 178,000

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

ハード事業費合計 6,412,898

南城親睦会 照明器具交換　2灯 76,000

成田自治会 照明器具交換　1灯 38,000



♢ソフト事業内訳

■生涯学習事業

実施主体 内                  容 金  額  （円）

総務企画部会 まちづくり研修会 53,824

　　〃 新花巻発見探訪ツアー 58,862

　　〃 人材育成事業 60,537

　　〃 国際交流事業（富士大留学生と南城中生徒） 57,502

　　〃 花南寄席 197,709

　　〃 南城中学校教育講演会（講師：三ヶ田礼一氏） 57,257

生活環境部会 救命講習会 23,661

保健福祉部会 世代間交流事業 88,139

　　〃 親子料理教室 4,320

　　〃 介護・認知症予防講演会 10,000

教育文化部会 スポーツ交流事業（グラウンドゴルフ大会） 51,541

　　〃 児童生徒の部屋開設（自主学習支援） 4,685

　　〃 親子工作教室（木の実工作、七宝焼き） 35,200

　　〃 花南地区文化祭 151,294

　　〃 地区民ふれあい登山 66,798

　　〃 自然観察会（万寿山、犬倉山） 12,760

　　〃 花南高齢者学級・かなん女性学級 126,122

　　〃 書道教室 28,247

　　〃 賢治さんゆかりの地を歩く 56,070

計 1,144,528

■団体補助事業費

実施主体 内                  容 金  額  （円）

花南地区自治公民館連絡協議会 活動支援 52,000

花南教育振興協議会 活動支援 40,000

南城小学校PTA 教育講演会支援 30,000

山の神行政区会 防災研修会 60,000

花南地区体育協会 50周年記念誌発行支援 221,000

花南地区交通安全母の会 活動支援 41,000

計 444,000

実施主体 内                  容 金  額  （円）

総務企画部会 広聴・広報活動 304,324

富士大学紫陵祭（学園祭ブース出店） 14,180

豊沢橋完成記念事業支援 100,000

生活環境部会 防犯・防災推進事業 29,721

保健福祉部会 こどもひろば支援 20,467

シニア井戸端ひろば 2,947

産業振興部会 地域振興講演会 3,240

景勝地管理 76,971

賢治文学散歩道プランター花壇設置 99,195

計 651,045

ソフト事業費合計 2,239,573

■その他事業（広報・行事開催事業等）


