
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

11,180,000

0

30,054

11,210,054

＜支出＞ （単位：円）

金　　額

3,819,005

人件費 1,582,400

事務費 2,236,605

7,391,049

ハード事業 4,085,481

ソフト事業 3,305,568

11,210,054

（単位：円）

0

湯口地区コミュニティ会議

備　　考項　　目

運営費

事業費

計

繰越金

備　　考

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



■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

神明行政区 ２基 105,000

中根子行政区 ７基 263,000

八幡行政区 １基 132,000

中村行政区 ２基 88,000

大沢行政区 ３基 93,000

志戸平行政区 ２基 88,000

根岸行政区 ４基 142,000

実施主体 内　　　　容 金　額

下円膝振興会 会館玄関階段補修工事 63,000

計 421,000

下シ沢行政区 簡易水洗トイレ化 218,000

橋本振興会 台所ガラス破損修理 21,000

鍋倉ふれあい振興会 公園ベンチ設置 90,000

中根子古舘行政連絡協議会春祭り防風シート設置工事 29,000

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

湯口地区コミュニティ会議 点検　15台 305,864

計 305,864

内　　　　容 金　額

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

熊野自治会 新設　１基 218,000

計 218,000

♢ハード事業内訳

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

実施主体 内　　　　容 金　額

西晴山行政区 １基 28,000

計 939,000

実施主体



■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

実施主体 内　　　　容 金　額

観音山を守る会 展望地整備・染め滝手すり設置 204,000

計 204,000

古舘振興センター テーブル 40,000

計 801,000

橋本振興会 冷蔵庫・掃除機・ラジカセ 97,000

根岸行政区 エアコン設置 49,000

一本杉公民館 テレビ・カラオケセット・パイプ棚、椅子 83,000

古舘行政区 修繕　１ 34,000

上根子上行政区 修繕　１ 23,000

西晴山地区会 ブルーヒーター設置 29,000

実施主体 内　　　　容 金　額

中根子子供会 半纏50、提灯補修17 300,000

神明振興会 公民館用プリンター設置 15,000

中根子親交会 ガステーブル・瞬間湯沸かし器 38,000

鉛公民館 折り畳み椅子21、テーブル7 77,000

新田公民館 座敷用椅子　20 27,000

上円膝振興会 掃除機・会議用テーブル６　チェアー18 46,000

実施主体 内　　　　容 金　額

志戸平行政区 修繕　５ 109,000

計 531,000

二ツ堰行政区 修繕３、移設1 138,000

中根子行政区 修繕　１ 23,000

鍋倉二区行政区 修繕　３ 70,000

中村行政区 修繕　１ 33,000

鉛行政区 修繕　３ 101,000

実施主体 内　　　　容 金　額

湯口地区コミュニティ会議119基 300,572

計 300,572

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０



■防犯用備品

■その他

花巻消防署第二分団 トランシーバー 140,580

湯口地区教育振興協議会 広報紙印刷代 40,000

実施主体 内　　　　容 金　額

湯口地区コミュニティ会議文化祭諸経費 119,465

ハード事業費合計 4,085,481

計 365,045

湯口地区コミュニティ会議資料用紙代、印刷用紙代 65,000

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０



♢ソフト事業内訳

■生涯学習事業

実施主体 内                  容 金  額  （円）

コミュニティ会議総務部会 映画会・しめ飾り教室・料理教室・グラスアート 51,137
教室・アスリート教室

一本杉公衆衛生組合 中部クリーンセンター等研修会 51,000
南中根子振興会 遠野防災センター等研修会 81,000
まいづる草の会 文化祭での茶会経費 53,993
上根子神楽 円万寺系神楽初舞 35,498

計 272,628

■団体補助事業費

実施主体 内                  容 金  額  （円）

湯口地区教育振興協議会 「命の授業」講演会 100,000

計 100,000

実施主体 内                  容 金  額  （円）

自主防災組織育成事業 防災訓練への補助（11件） 55,000
防災研修 一関への研修（バス代等） 87,548
手と手をつなぐ有償ボランティア 除雪作業補助、保険 103,080
生活安全対策事業 学区安全マップ・地域安全マグネット作成 138,240
人材バンク事業 読み聞かせ・健康教室・茶道等 44,544
文化祭 お茶代 1,477
子育て支援事業（23子ども会への補助） 読み聞かせ・世代間交流事業等 230,000
文庫整備事業 ８教育機関への文庫設置（小中学校・幼稚園等） 329,649
挨拶標語シール作製事業 湯口小学校ptaへの補助 65,900
郷土史講座 花巻電鉄・湯口太神宮・花巻市博物館研修 28,457
児童生徒の交流 震災学習（沿岸地区との交流） 100,000
湯口の温泉と郷土芸能フェスタ 円万寺系神楽（3団体）の出演優・優香苑にて実施 502,640
湯の口クラブ 高齢者の健康増進・12回実施・温泉利用 600,000
軽スポーツによる健康教室 グラウンドゴルフ大会・ニュースポーツ教室 70,000
健康を食べよう教室 減塩料理と健康体操・講演（5地域） 60,476
湯口米を食べよう事業 銀河のしずくおにぎり・餅の提供（文化祭） 39,920
郷土料理教室 8,124
うみ・やま産地間交流事業 釜石復興住宅自治会との交流 88,085
湯口地区文化祭経費 湯口産味噌での豚汁提供 23,293
湯口お宝発見ツアー 地域内のお宝ツアー 48,768
特産品開発講習会 米粉ピザ・味噌作り講習会 53,460
西和賀での研修 農場研修・深沢記念館研修等 92,439
特産品開発・新規事業支援 米粉ピザ・味噌作り・シイタケブレッド開発補助 161,840

計 2,932,940

ソフト事業費合計 3,305,568

■その他事業（広報・行事開催事業等）


