
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

11,991,307

0

49,895

12,041,202

＜支出＞ （単位：円）

金　　額

2,962,655

人件費 2,633,160

事務費 329,495

9,078,547

ハード事業 5,760,169

ソフト事業 3,318,378

12,041,202

（単位：円）

0

項　　目

運営費

事業費

計

繰越金

生涯学習事業、広報活動等

備　　考

役員報酬、事務局員賃金

通信費、新聞購読料、事務用品等

側溝蓋掛け、防犯灯LED化、公民館改修等

地域づくり交付金

項　　目

繰越金

自主財源等

計

花北地区コミュニティ協議会

備　　考

預金利子、雇用保険料、郷土誌代金

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

♢ハード事業内訳

実施主体 内　　　　容 金　額

四日町一丁目一区自治会 側溝蓋取替え、清掃　170ｍ 199,584

計 ０

実施主体 内　　　　容 金　額

計 384,804

浅沢町内会 側溝蓋掛け　42ｍ 185,220

実施主体 内　　　　容 金　額

計 444,960

１基 129,600

計 159,840

実施主体 内　　　　容 金　額

四日町二丁目自治会

四日町三丁目自治会 １基 30,240

小舟渡自治会 取替え　１基 205,200

星が丘一丁目自治会 新設　２基 239,760

実施主体 内　　　　容 金　額

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

実施主体

実施主体 内　　　　容 金　額

浅沢町内会 建替え　１基 225,000

内　　　　容 金　額

計 ０

計

愛宕町自治会 公民館外壁塗装 150,000

計 373,000

星が丘一丁目自治会 修繕　３基 44,000

桜台自治会 建替え　１基 239,000

坂本町自治会 ゴミステーション取替え　２基 99,000

四日町三丁目自治会 ゴミステーション取替え　２基 104,000

星が丘一丁目自治会 公民館前道路舗装 111,000

一日市自治会 公民館屋根塗装 112,000

711,000



■看板等設置

■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

実施主体 内　　　　容 金　額

計 ０

計 ０

計 211,307

実施主体 内　　　　容 金　額

実施主体 内　　　　容 金　額

花北地区コミュニティ協議会 史跡名所案内板「奥州街道跡」設置 211,307

102基 429,738

計 429,738

実施主体 内　　　　容 金　額

実施主体 内　　　　容 金　額

花北地区コミュニティ協議会

計 624,867

実施主体

星が丘一丁目自治会 既設防犯灯のLED化　４基 171,072

計 1,293,192

浅沢町内会 FFヒーター取替え　２台 122,000

内　　　　容 金　額

浅沢町内会 避難誘導手旗、救助担架、反射ベスト 95,000

計 129,840

実施主体 内　　　　容 金　額

四日町三丁目自治会 液晶テレビ　１台 75,000

桜台自治会 照明器具取替え　12基 97,000

花北地区コミュニティ協議会 プロジェクタースクリーン、ショルダーメガホン、事務用椅子３台他 218,867

桜台自治会 流し台、ガスコンロ台取替え 67,000

四日町一丁目２区自治会 既設防犯灯のLED化　６基 153,360

四日町二丁目自治会 既設防犯灯のLED化　２基 102,600

四日町三丁目自治会 既設防犯灯のLED化　12基 297,000

一日市自治会 街路灯錆び止め塗装　２基 23,760

坂本町自治会 既設防犯灯のLED化　９基 276,480

小舟渡自治会 既設防犯灯のLED化　７基 268,920

坂本町自治会 キャスター付き大型ミラー 45,000

四日町二丁目自治会 石油ストーブ　１台 24,840

四日町三丁目自治会 防災ラジオ　１台 10,000



■その他

ハード事業費合計 5,760,169

計 997,621

実施主体 内　　　　容 金　額

花北地区コミュニティ協議会 振興センター周辺環境整備（花壇整備、公園清掃等） 42,301

星が丘一丁目自治会 防犯用具収納庫整備　プレハブ１棟 103,000

４自治会協働 後川桜並木ライトアップ事業資材収納庫整備　１棟 472,520

四日町二丁目自治会 用排水路土砂除去　24ｍ 199,800

小舟渡自治会 公園河川清掃用具収納庫整備　プレハブ１棟 180,000



♢ソフト事業内訳

■生涯学習事業

実施主体 内                  容 金  額  （円）

花北地区コミュニティ協議会 盆栽教室（年2回） 21,587

花北地区文化祭「作品展示会」 191,303

花北地区文化祭「ステージ発表会」 22,159

花北地区文化講話会 30,322

花北ふれあい学級（高齢者学級　年8回） 51,858

各種生涯学習講座・教室（毎月開催） 309,468

「懐かしの花北(大正～昭和前期)」写真展 10,534

郷土史「花北の歴史を学ぶ」増補版発刊(50冊) 97,200

花北地区ソフトバレーボール大会 35,182

花北地区グラウンドゴルフ大会 37,110

花北地区ソフトボール大会 43,040

花北地区ニュースポーツ大会 44,240

ニュースポーツ用具整備 133,056

花北地区大運動会 303,259

計 1,330,318

■団体補助事業費

実施主体 内                  容 金  額  （円）

４自治会協働 後川桜並木ライトアップ事業（区間661m） 540,038

４自治会協働 「さくら並木ロード」のぼり作製（52本） 204,843

桜台自治会 スポーツ用具整備 39,000

花巻地区自治公民館連絡協議会 公民館連絡協議会事業活動助成 36,000

計 819,881

実施主体 内                  容 金  額  （円）

花北地区コミュニティ協議会 会報「こぶし」定期発行（年3回） 447,400

研修バス旅行（世界文化遺産 中尊寺、毛越寺） 138,511

コミュニティ活動記録保存事業（DVD保存） 113,438

協議会ホームページ作成、更新 252,720

地域活動リーダー研修視察 132,000

防災用携帯無線機保守点検講習会（11地区） 28,512

自主防災組織員研修視察（11地区） 55,598

計 1,168,179

ソフト事業費合計 3,318,378

■その他事業費（広報・行事開催事業等）


