
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

6,240,000

0

25

6,240,025

＜支出＞ （単位：円）

金　　額

1,963,914

人件費 720,273

事務費 1,243,641

4,276,111

ハード事業 704,062

ソフト事業 3,572,049

6,240,025

（単位：円）

0

太田地区振興会

備　　考

会長報酬、 時間外手当、交通費

事務費、会議費（役員会費、専門部会費）

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

■看板等設置

■防犯保管庫等整備

■景観等整備

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

太田地区振興会 パット更新 8,640

実施主体 内　　　　容 金　額

太田地区振興会 折沼、泉畑　各１基 101,520

計 101,520

実施主体 内　　　　容 金　額

太田地区振興会 上太田　新設１基 108,756

計 108,756

実施主体 内　　　　容 金　額

実施主体 内　　　　容 金　額

実施主体 内　　　　容 金　額

計 8,640

実施主体 内　　　　容 金　額

太田地区振興会 小型除雪機保険 28,400

計 28,400

実施主体 内　　　　容 金　額

計 0

計 0

実施主体 内　　　　容 金　額

計 0

計 0

実施主体 内　　　　容 金　額

計 0



■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

計 0

実施主体 内　　　　容 金　額

ハード事業費合計 704,062

計 0

実施主体 内　　　　容 金　額

計 156,276

実施主体 内　　　　容 金　額

太田地区振興会 山関　災害時井戸水水質調査 8,470

計 8,470

太田地区振興会 折沼　発電機設置１台 156,276

実施主体 内　　　　容 金　額

太田地区振興会 姥宿、泉畑、中央、坂杉、大森　LED器具交換 182,500

太田地区振興会 山関、上太田、柴林　LED器具交換 109,500

計 292,000

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）

太田地区振興会 地域探検隊 100,000

太田地区振興会 三世代交流事業 100,000

太田地区振興会 八方山健康ウオーキング 50,100

太田地区振興会 むらの家イベント交流会 84,055

太田地区振興会 おおた生きがいづくり学校生涯学習講座 120,000

太田地区振興会 子育て支援事業 90,000

太田地区振興会 一人暮らし高齢者等の交流会 70,000

計 614,155

■団体補助事業費

実施主体 内                  容 金  額  （円）

自治公民館連絡協議会 活動支援 40,000

西南地域振興協議会 活動支援 100,000

太田地区環境を守る会 調査費支援 40,000

西南地区教育振興協議会 活動支援 20,000

太田小学校校外活動 活動支援（バス代、金管楽器活動） 150,000

太田地区郷土芸能団体連絡協議会 団体育成補助 180,000

太田地区郷土芸能団体連絡協議会 芸能発表開催補助 106,882

太田地区郷土芸能団体連絡協議会 芸能発表地区外出演団体補助 50,000

太田地区生活支援ボランティア協議会 活動支援 30,000

西南地区茶道教室 活動支援 24,000

太田織物教室 活動支援 24,000

こだま学園 活動支援 50,000

太田婦人会　花巻まつりゆかた用新調補助 花巻まつりゆかた用新調補助 77,760

太田ふるさと会 活動支援 100,000

各地区ふれあいサロン 活動支援 220,000

花巻西南少年スポーツ育成会 活動支援 50,000

太田学童クラブ 除雪費補助 16,800

太田学童クラブ 図書購入補助 20,000

太田小学校少年消防クラブ 活動支援 50,000

太田地区猟友会 活動支援 75,000

太田生きがい倶楽部 活動支援 50,000

計 1,474,442

実施主体 内                  容 金  額  （円）

太田地区振興会 自治（振興会）活動保険 110,380

太田地区振興会 役員視察研修 176,148

太田地区振興会 青年代表、女性代表研修 10,432

太田地区振興会 高村祭催事補助 18,878

太田地区振興会 高村山荘観光地周辺活性化 54,951

太田地区振興会 太田相乗タクシー助成 335,876

太田地区振興会 太田地区除雪活動補助 41,514

太田地区振興会 環境美化花いっぱい運動 339,158

太田地区振興会 自然保護（カタクリ花移植） 21,474

太田地区振興会 食と健康推進事業 100,000

太田地区振興会、交通安全協会太田支部 交通安全啓発「夢灯り」会場除雪、準備補助 23,430

太田地区振興会 担い手集落営農組織強化促進 49,931

太田地区振興会 農産物加工促進普及 72,760

太田地区振興会 加工品開発研究 20,744

太田地区振興会 釜石「かだっぺし」等農畜産物品交流 107,776

計 1,483,452

ソフト事業費合計 3,572,049

■その他事業（広報・行事開催事業等）


