
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

11,600,000

146,447

478,247

12,224,694

＜支出＞ （単位：円）

金　　額

2,169,137

人件費 1,512,000

事務費 657,137

9,814,239

ハード事業 5,919,898

ソフト事業 3,894,341

11,983,376

（単位：円）

241,318

矢沢地域振興会

備　　考

雑費82,602円を含む

項　　目

運営費

事業費

計

繰越金

備　　考

前年度残額

会費、各種団体事務手数料、雑収入

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

■看板等設置

矢沢地域振興会 大広間カーペット取替 499,932

計 ０

計 ０

♢ハード事業内訳

実施主体 内　　　　容 金　額

矢沢地域振興会 簡易舗装　95ｍ・2.3ｍ 939,600

計 939,600

実施主体 内　　　　容 金　額

実施主体 内　　　　容 金　額

矢沢地域振興会 高松第二　２基 110,000

計 433,200

実施主体 内　　　　容 金　額

矢沢地域振興会 矢沢　１基 55,000

矢沢地域振興会 高松第一　１基 90,000

矢沢地域振興会 東十二丁目　３基 178,200

矢沢地域振興会 高松第一　新設１基 280,800

計 280,800

実施主体 内　　　　容 金　額

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

上組自治会 トイレ洋式化 12,000

計 1,270,932

実施主体 内　　　　容 金　額

母衣輪公民館 屋根塗装用ペンキ購入 22,000

古舘自治会 トイレ修理 27,000

小袋自治会 敷地内土留め工事 333,000

島南管理組合 屋根修理 26,000

長根自治会 玄関階段及び手摺取工事・トイレ洋式化 351,000



■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

幸田公民館 簡易テント購入 6,000

幸田公民館 カーテン取替え 55,000

高木団地自治会 エアコン設置 120,000

内高松公民館 テーブル・椅子購入 50,000

安野公民館 エアコン設置 108,000

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

矢沢自治会 グランドゴルフ用品購入 66,000

実施主体 内　　　　容 金　額

矢沢地域振興会 189基　 624,366

計 624,366

実施主体 内　　　　容 金　額

矢沢地域振興会 高松第三・移設、LED化 161,000

矢沢地域振興会 高松第三・柱の更新、LED化 75,000

堰袋自治会 LED化 266,000

計 993,600

長根公民館 緊急用発電機 139,000

矢沢地域振興会 矢沢・LED化 45,000

計 833,400

実施主体 内　　　　容 金　額

高木団地自治会 LED化 208,000

矢沢地域振興会 矢沢・修繕 33,400

矢沢地域振興会 幸田・LED化 45,000

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

ハード事業費合計 5,919,898

計 399,000

実施主体 内　　　　容 金　額

計 145,000

実施主体 内　　　　容 金　額

矢沢地域振興会 ガードレール設置　２か所 993,600



♢ソフト事業内訳

■生涯学習事業

実施主体 内                  容 金  額  （円）

矢沢地域振興会 自然探訪 42,467
矢沢地域振興会 明老大学 39,960
矢沢地域振興会 夏休みこども講座 11,500
矢沢地域振興会 歴史探訪 55,984
矢沢地域振興会 文化祭 32,790
矢沢地域振興会 冬休みこども講座 27,894
矢沢地域振興会 人件費等（事務手当、切手購入、お茶等） 324,548

計 535,143

実施主体 内                  容 金  額  （円）

矢沢地区自治公民館連絡協議会 運営補助事業 170,000
矢沢地域民俗芸能保存団体協議会 運営補助事業 40,000
矢沢地域民俗芸能保存団体協議会 運営補助事業 480,000
交通安全協会矢沢分会 運営補助事業 192,672
老人クラブ 運営補助事業 50,000
矢沢婦人会 運営補助事業 30,000
矢沢自然を考える会 運営補助事業 100,000
ふるさと観光振興事業 運営補助事業 30,000
胡四王蘇民祭保存会 運営補助事業 50,000
矢沢体育協会 矢沢屋外スポーツ施設管理助成 100,000
矢沢地区自主防災会連絡協議会 運営補助事業 149,080

計 1,391,752

実施主体 内                  容 金  額  （円）

矢沢地域振興会 高齢者対策事業 411,480
矢沢地域振興会 子育て支援事業（こども広場・矢沢の宝誕生祝） 580,544
矢沢地域振興会 伝統芸能振興事業 272,558
矢沢地域振興会 ニュースポーツ推進事業 91,300
矢沢地域振興会 地域情報事業 591,564
矢沢地域振興会 スポーツ振興助成他 20,000

計 1,967,446

ソフト事業費合計 3,894,341

■団体補助事業費

■その他事業費（コミュニティ会議主催）


