
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

6,170,000

0

32

6,170,032

＜支出＞ （単位：円）

金　　額

1,512,246

人件費 1,119,500

事務費 392,746

4,657,786

ハード事業 1,553,428

ソフト事業 3,104,358

6,170,032

（単位：円）

0

土沢地域づくり会議

備　　考

預金利息

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

項　　目

運営費

事業費

計

繰越金

備　　考



■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

計 45,000

♢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

鏑町自治会 グレーチング敷設　20ｍ 45,000

土沢地域づくり会議 パッド交換 9,720

実施主体 内　　　　容 金　額

土沢第5行政区 1基 205,200

計 259,200

実施主体 内　　　　容 金　額

土沢第5行政区 灯具　1基 54,000

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

実施主体 内　　　　容 金　額

計 9,720

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

計 ０

六本木自治会 屋根塗装 200,000

計 400,000

実施主体 内　　　　容 金　額

土沢地域づくり会議 地域マップ看板設置事業 183,600

前郷公民館 屋根塗装 200,000

六本木自治会 掲示板設置事業 70,000

計 253,600

実施主体 内　　　　容 金　額



■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

鏑町自治会 灯具交換　２基 60,480

萬八丁通り新栄会 安定器交換　６基 212,000

実施主体 内　　　　容 金　額

鏑町自治会 「ホタルの里」環境保全事業 21,000

計 21,000

実施主体 内　　　　容 金　額

土沢地域づくり会議 22基 76,373

計 76,373

実施主体 内　　　　容 金　額

実施主体 内　　　　容 金　額

計 272,480

実施主体 内　　　　容 金　額

土沢地域づくり会議 備品修理 5,400

計 5,400

実施主体 内　　　　容 金　額

土沢地域づくり会議 防災物品整備 210,655

計 210,655

ハード事業費合計 1,553,428

計 ０



♢ソフト事業内訳

■生涯学習事業

実施主体 内                  容 金  額  （円）

土沢地域づくり会議 文化財巡り 53,011

土沢地域づくり会議 こびる作り講習会 12,589

土沢地域づくり会議 土沢地区高齢者サロン交流会 82,158

土沢地域づくり会議 ニュースポーツ用品整備とクッブ体験会 78,464

土沢地域づくり会議 男の料理教室 39,113

土沢地域づくり会議 今日から役立つエコクッキング教室 3,301

土沢地域づくり会議 ヨガ教室、巡回ヘルスアップ講座 72,250

土沢地域づくり会議 世代間交流事業 47,442

土沢地域づくり会議 土沢地区民ふれあいハイキング 107,911

土沢地域づくり会議 吹き矢大会 28,361

土沢地域づくり会議 土沢地区スポーツ交流会 53,576

土沢地域づくり会議 グラウンドゴルフ大会 15,648

土沢地域づくり会議 生涯学習講座開催 106,994

計 700,818

■団体補助事業費

実施主体 内                  容 金  額  （円）

ちょこっと市実行委員会 ちょこっと市開催支援 240,000

土澤アートクラフトフェア実行委員会 アートクラフトフェア開催支援 300,000

土沢商店街商店会連絡会 七夕飾り共同制作支援 54,000

交通安全協会東和支会土沢分会 交通安全啓発用具整備支援 101,520

花巻市地域婦人団体東和支部 おでってクラブ開催支援 30,000

花巻市地域婦人団体東和支部 子育て支援ぶどう狩り 30,000

自治会 自治会行事支援 319,000

日本将棋連盟東和まほろば支部 青少年将棋教室開催支援 236,000

教育振興運動実践協議会土沢支部 自転車教室等開催支援 61,000

東和学童クラブ運営協議会 絵灯篭画作成講習会支援 45,000

駅上自治会、前郷かやの会 体操用マット整備 46,000

計 1,462,520

実施主体 内                  容 金  額  （円）

土沢地域づくり会議 広報十二鏑発行 474,768

土沢地域づくり会議 携帯型小型無線機10機電波使用料 6,000

土沢地域づくり会議 井戸水等水質検査 76,230

土沢地域づくり会議 会議費 80,191

土沢地域づくり会議 防災訓練開催 33,581

土沢地域づくり会議 高齢者福祉事業 267,100

土沢地域づくり会議 チャレンジ１００参加費 3,150

計 941,020

ソフト事業費合計 3,104,358

■その他事業（広報・行事開催事業等）


