
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

4,870,000

17

4,870,017

＜支出＞ （単位：円）

金　　額

994,822

人件費 611,265

事務費 383,557

3,875,195

ハード事業 1,798,449

ソフト事業 2,076,746

4,870,017

（単位：円）

0

成島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

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



■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

♢ハード事業内訳

実施主体 内　　　　容 金　額

成島地区コミュニティ会議 側溝蓋始敷設　34ｍ（椚山線） 149,520

成島地区コミュニティ会議 側溝蓋始敷設　12ｍ（一反田線） 51,360

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

成島地区コミュニティ会議 側溝蓋始敷設　26ｍ（本町１号線） 113,780

実施主体 内　　　　容 金　額

成島地区コミュニティ会議 ２基（安俵自治会） 94,576

計 500,200

成島地区コミュニティ会議 側溝蓋始敷設　35ｍ（狼洞線） 149,800

成島地区コミュニティ会議 側溝蓋始敷設　８ｍ（本町根岸線） 35,740

計 283,728

実施主体 内　　　　容 金　額

成島地区コミュニティ会議 ３基（北成島自治会） 141,864

成島地区コミュニティ会議 １基（落合自治会） 47,288

計 ０

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

落合公民館 照明器具交換 105,000

計 105,000

実施主体 内　　　　容 金　額

安俵自治会 安俵根岸地区２か所掲示板更新 77,000

南成島自治会 北成島表班掲示板更新 38,000

落合自治会 落合地区掲示板更新 38,000

計 153,000



■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

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

成島地区コミュニティ会議 市で設置している街路灯の形体変更４ヶ所 288,672

実施主体 内　　　　容 金　額

小通自治会 どうだんの里づくり管理 27,000

計 349,500

実施主体 内　　　　容 金　額

南成島自治会 猿ヶ石川左岸遊歩道沿いの刈払い整備 52,500

長洞林道愛護会 毘沙門橋下流の刈払い整備 66,000

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

小通自治会 小通農村公園の環境整備 65,000

成島地区コミュニティ会議 ６基 13,373

計 13,373

北成島自治会 中田母衣輪線の刈払い整備 50,000

南成島自治会 小倉山地内大師森石碑の基礎整備 40,000

安俵自治会 沢目公団線の刈払い整備 49,000

ハード事業費合計 1,798,449

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

実施主体 内　　　　容 金　額

計 288,672

実施主体 内　　　　容 金　額

成島地区コミュニティ会議 会議用パイプ椅子10脚 104,976

計 104,976



♢ソフト事業内訳

■生涯学習事業

実施主体 内                  容 金  額  （円）

成島地区コミュニティ会議 成島地区コミュニティ祭りの開催 161,506

成島地区コミュニティ会議 成島地区スポーツ交流大会の開催 125,640

成島地区コミュニティ会議 成島いきいきサロンの開催(12回) 280,000

成島地区コミュニティ会議 元気でまっせ体操 11,068

成島地区コミュニティ会議 公民館いきいきサロン支援(17回) 148,343

成島地区コミュニティ会議 倉沢人形歌舞伎の鑑賞 70,680

成島地区コミュニティ会議 生涯学習事業の実施 85,290

成島地区コミュニティ会議 ふるさと再発見探検ツアー 54,797

成島地区コミュニティ会議 講談寄席鑑賞会 50,000

成島地区コミュニティ会議 読書活動の推進（大活字本の購入） 62,175

成島地区コミュニティ会議 介護・生活支援事業担当者スキルアップ研修 144,946

計 1,194,445

■団体補助事業費

実施主体 内                  容 金  額  （円）

安俵自治会 地域づくり研修視察 120,000

北成島自治会 地域づくり研修視察 120,000

安俵自治会 地域づくり講演会 5,400

成島保育園保護者会 子育て支援の連携、推進 17,324

安俵子供会育成会 子ども会活動支援事業 25,000

北成島子供会育成会 子ども会活動支援事業 15,000

南成島子供会育成会 子ども会活動支援事業 20,000

落合小通子供会育成会 子ども会活動支援事業 20,324

小通自治会 ミニグラウンドゴルフ大会開催支援 10,000

計 353,048

実施主体 内                  容 金  額  （円）

成島地区コミュニティ会議 振興センター活用事業 149,024

成島地区コミュニティ会議 防災訓練 18,830

成島地区コミュニティ会議 春、秋の火災予防チラシの配布 8,991

成島地区コミュニティ会議 井戸水等水質検査支援 4,000

成島地区コミュニティ会議 次世代担い手育成事業 300

成島地区コミュニティ会議 コミュニティだより発行 129,168

成島地区コミュニティ会議 傷害保険加入事業 64,180

成島地区コミュニティ会議 在宅介護負担の軽減(おむつ支給) 150,000

成島地区コミュニティ会議 世代間交流事業 4,760

計 529,253

ソフト事業費合計 2,076,746

■その他事業（広報・行事開催事業等）


