
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

12,020,000

834

222,734

12,243,568

＜支出＞ （単位：円）

金　　額

1,719,236

人件費 1,191,000

事務費 528,236

10,524,332

ハード事業 8,411,014

ソフト事業 2,113,318

12,243,568

（単位：円）

0

湯本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

実施主体 内　　　　容 金　額

二枚橋町自治会 建替工事 300,000

計 375,617

計 297,800

実施主体 内　　　　容 金　額

計 150,984

実施主体 内　　　　容 金　額

湯本地区コミュニティ会議定期点検他　15台 124,330

計 124,330

花巻温泉行政区 建替工事 75,617

椚ノ目行政区 １基 70,200

金矢行政区 新設　１基 145,800

上湯本一自治会 新設　１基 152,000

計 986,000

実施主体 内　　　　容 金　額

大畑行政区 側溝蓋設置　42ｍ 356,400

♢ハード事業内訳

実施主体 内　　　　容 金　額

二枚橋行政区 舗装工業　23ｍ・３ｍ 486,000

小瀬川自治会 舗装工事　280㎡・３ｍ 500,000

計 356,400

湯本地区コミュニティ会議パット他　更新 150,984

実施主体 内　　　　容 金　額

北湯口二行政区 １基 100,000

計 170,200

実施主体 内　　　　容 金　額



■公民館等改修

■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

湯本地区コミュニティ会議修理保守 65,912

花巻温泉行政区 器具更新　15基 289,829

小瀬川自治会 器具更新　２基 86,400

二枚橋町自治会 LED球交換12基（商店街灯） 200,000

上湯本二自治会 器具更新　７基 149,688

下湯本行政区 器具更新　９基 199,260

椚ノ目行政区 器具更新　２基 85,800

実施主体 内　　　　容 金　額

計 0

実施主体 内　　　　容 金　額

糠塚行政区 器具更新　５基 199,800

計 1,911,649

北湯口一行政区 器具更新　５基 118,800

大畑行政区 器具更新　２基 56,160

二枚橋町自治会 器具更新　７基 180,000

二枚橋行政区 器具更新　６基 150,000

上湯本一自治会 器具更新　３基 130,000

計 295,920

実施主体 内　　　　容 金　額

計 0

狼沢行政区 屋根塗装（福祉館） 102,000

計 2,912,480

実施主体 内　　　　容 金　額

上湯本一自治会 格納庫 90,000

大畑行政区 格納庫 225,000

小瀬川自治会 遺跡案内板 295,920

椚ノ目行政区 屋根塗装（集落センター） 338,000

宇津野行政区 駐車場舗装 994,100

北湯口二 屋根塗装 300,000

金矢行政区 畳替え　18畳 135,000

糠塚行政区 外壁工事 500,000

上湯本二行政区 照明交換工事 111,780

下湯本行政区 トイレ配管修理 116,600

実施主体 内　　　　容 金　額

実施主体 内　　　　容 金　額

計 0



■公民館等備品

■防犯用備品

■その他

狼沢行政区 暖房機１台　掃除機１台　 43,000

糠塚行政区 椅子　30脚 64,800

二枚橋町内会 盆灯機材　一式 125,000

湯本地区コミュニティ会議プロジェクター　１台 124,740

湯本地区コミュニティ会議投光器　メガホン 20,230

金矢神楽社中 神楽衣装　翁兜 54,000

上湯本一自治会 テント　一式 100,000

二枚橋町内会 掃除機　１台 20,000

金矢行政区 音響機器　一式 50,000

北湯口一行政区 テレビ　１台 50,000

下湯本行政区 椅子20　テーブル10 50,000

ハード事業費合計 8,411,014

計 502,540

実施主体 内　　　　容 金　額

上湯本一自治会 投光器　ストーブ 25,864

計 46,094

実施主体 内　　　　容 金　額

二枚橋駅前神楽社中 神楽衣装　袴 102,000

計 281,000

実施主体 内　　　　容 金　額



♢ソフト事業内訳

■生涯学習事業

実施主体 内                  容 金  額  （円）

文化祭実行委員会 作品展示、芸能発表、体験交流他 100,000

地区体育協会 体育大会支援景品 34,700

各自治会16 世代間交流行事　21回 864,369

コミュニティ会議 高齢者学級　(寿大学　睦大学) 49,201

コミュニティ会議 こども教室（書道教室　夏冬休み子供教室） 43,797

コミュニティ会議 各種講座  (クラフト講座他) 30,000

コミュニティ会議 児童生徒体験交流（農作業） 100,000

コミュニティ会議 地域施設との連携事業（広域公園　わたぼうし園) 135,272

計 1,357,339

■団体補助事業費

実施主体 内                  容 金  額  （円）

公民館連絡協議会 68,000

教育振興協議会 40,000

計 108,000

実施主体 内                  容 金  額  （円）

コミュニティ会議 会報誌　特集号発行 101,898

コミュニティ会議 湯本人物伝「長坂俊雄物語」発行 367,200

コミュニティ会議 課題研修他　(未来会議、研修視察　調査費) 128,881

二枚橋町内会 河川清掃美化活動(油沢川) 50,000

計 647,979

ソフト事業費合計 2,113,318

■その他事業（広報・行事開催事業等）


