
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

9,210,000

0

39

9,210,039

＜支出＞ （単位：円）

金　　額

2,031,020

人件費 615,360

事務費 1,415,660

7,179,019

ハード事業 3,587,282

ソフト事業 3,591,737

9,210,039

（単位：円）

0

宮野目コミュニティ会議

備　　考

利息

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

会長手当等

コピー代、トナー代等

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

■除雪機整備

■ゴミ集積所設置

■公民館等改修

■看板等設置

西宮野目第四行政区 改修 216,000

計 216,000

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

下似内行政区 １基 187,920

計 845,440

西宮野目第一行政区 ２基 110,000

西宮野目第二行政区 １基 70,000

西宮野目第三行政区 １基 129,600

西宮野目第四行政区 ２基 119,880

田力行政区 １基 73,440

計 ０

♢ハード事業内訳

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

西宮野目第三行政区 鏡面追加 69,120

葛第一行政区 １基 48,600

葛第二行政区 ２基 106,000

西宮野目第二行政区 新設　１基 150,000

実施主体 内　　　　容 金　額

宮野目コミュニティ会議 新設　１基 123,120

西宮野目第一行政区 新設　１基 149,040

下似内行政区 新設　１基 147,420

実施主体 内　　　　容 金　額

計 638,700

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額



■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

ハード事業費合計 3,587,282

東宮野目行政区 発電機・投光器・懐中電灯 89,960

田力行政区 懐中電灯・投光器 100,000

上似内行政区 投光器 95,040

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

計 300,240

実施主体 内　　　　容 金　額

計 477,002

西宮野目第三行政区 無線機 64,152

西宮野目第四行政区 無線機 127,850

実施主体 内　　　　容 金　額

宮野目コミュニティ会議 パネル・足 300,240

田力行政区 LED交換　４基 96,660

葛第一行政区 LED交換　３基 135,000

上似内行政区 LED交換　７基 234,000

計 1,109,900

葛第二行政区 LED交換２基・ポール交換 175,800

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

西宮野目第一行政区 LED交換　１基 45,000

西宮野目第二行政区 LED交換　３基 130,000

本館行政区 LED交換　２基 170,000

西宮野目第四行政区 LED交換２基・ポール交換 123,440

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

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）

宮野目コミュニティ会議 健康づくり事業（ウォークラリー等、女性の集い） 39,378

宮野目コミュニティ会議 教室事業（男の料理教室） 18,377

宮野目コミュニティ会議 宮野目地区郷土芸能鑑賞会 55,287

宮野目コミュニティ会議 子ども踊り教室事業 34,077

宮野目コミュニティ会議 文化祭事業 144,201

宮野目コミュニティ会議 教養講演会開催事業 50,000

宮野目コミュニティ会議 未来の宮野目コンクール事業 52,350

宮野目コミュニティ会議 生涯学習事業（あやめ学級等） 198,233

宮野目コミュニティ会議 地産地消展開準備事業 25,496

計 617,399

■団体補助事業費

実施主体 内                  容 金  額  （円）

西宮野目第二行政区（他４行政区） 環境整備事業 153,091

西宮野目第二行政区（他５行政区） 防災訓練事業 97,288

防犯協会・本館行政区 防犯活動事業 142,040

交通安全協会・交通安全母の会他 交通安全活動助成事業 136,564

下似内行政区・葛第一行政区 健康づくり事業 49,469

西宮野目第二行政区（他５行政区） 教室事業 102,793

婦人会（他４行政区） 備品・用品等整備事業 251,519

西宮野目第一行政区（他１０行政区） 絆づくり地域交流事業 417,352

新山神楽（他８団体） 芸術・芸能団体伝承活動助成事業 308,547

葛第二行政区 教養講演会開催事業 28,867

計 1,687,530

実施主体 内                  容 金  額  （円）

宮野目コミュニティ会議 自治会活動の保険事業 255,720

宮野目コミュニティ会議 クリーン大作戦事業 213,244

宮野目コミュニティ会議 花いっぱい運動事業 44,844

宮野目コミュニティ会議 担い手育成事業 9,126

宮野目コミュニティ会議 花一鉢運動事業 471,392

宮野目コミュニティ会議 史跡・文化財等の確認事業 64,800

宮野目コミュニティ会議 宮野目コミュニティ会議だより 192,682

宮野目コミュニティ会議 褒章制度事業 35,000

計 1,286,808

ソフト事業費合計 3,591,737

■その他事業（広報・行事開催事業等）


