
予　算　額 決　算　額 予算対比

（Ａ） （Ｂ） （B-A)

612,000 612,000 0 　活動費

206,000 206,000 0 　まちづくり計画活動費

432,000 432,000 0

200,000 180,800 △19,200   単位自治会協力金39件(1世帯30円）

200,000 191,000 △9,000 　福祉部会 127,400

　健康づくり推進部会 63,600

　イベント収入 200,000 525,783 325,783   夏祭り 141,870

　長尾ふれあいフェスタ 51,413

　1日研修参加費(43名） 332,500

124,000 119,000 △5,000   広報紙“ふれあいｺﾐｭﾆﾃｨ長尾”広告料

100,000 86,540 △13,460   印刷機使用料 85,998

　預金利息(定期預金利息含む） 542

700,000 742,530 42,530 　ひろば使用料収入 583,000

　　　　事業収入 　ひろば運営事業 81,400

　コピー機使用料 72,130

　備品貸出収入 6,000

0 105,000 105,000 　走る県民教室補助金（兵庫県） 25,000

　共同募金公募配分助成金（社協） 80,000

1,322,363 1,322,363 0 平成２７年度からの繰越金

　合　　　計 4,096,363 4,523,016 426,653

　前年度繰越金

  長尾ふれあいひろば

　協賛金

　雑収入

　福祉コミュニティ支援事業

平成２８年度　　収支決算報告書

収　入　の　部

　　　　　　　　　　　　　（平成２８年４月1日から平成２９年３月３１日まで）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

　市補助金（まちづくり事業）

　市補助金

　その他の補助金

　　　　費　　目

　自治会協力金

　社会福祉協議会からの助成金

　諸行事収入

備　　　考　　　　



（単位:円）

　費　　　目  予 算 額  決 算 額  予算対比                 備     考
     (A)  (B)     (A-Ｂ)

  事務用消耗品費 100,000 148,397 △48,397 　インク・マスター代・コピー用紙など 69,984
　ウィルスバスターズ 13,540
　ゴム印・事務用品 61,763
　その他の消耗品 3,110

　光熱水費 300,000 269,154 30,846 　電気代 235,782
　水道代 33,372

　通 信 費 100,000 90,868 9,132   電話・ネット・郵券代       83,388
  交通費 7,480

　会 議 費 30,000 62,013 △32,013 　定例総会費              42,240
　その他会議費            19,773

　広 報 費 450,000 474,570 △24,570 　兵田印刷工芸㈱印刷費　　　 466,830
　発送料 1,440
　会議・消耗品費 6,300

　イベント事業費 150,000 510,380 △360,380 　夏祭り 24,663
　長尾ふれあいフェスタ 48,053
　行事保険 5,376
　20周年記念事業費 45,208
　1日研修 357,080
　三者合同事業費 30,000

　部会・委員会費 1,200,000 824,022 375,978 　長尾小地区委員会　　 49,983
　長尾南小地区委員会　 28,645
　丸橋小地区委員会　　　 14,930
　福祉部会　　　      　　　 423,436
　花・緑環境部会　　　 33,218
　青少年部会　　    48,425
　健康づくり推進部会   　　 38,800
　防災・防犯部会 139,532
　ひろば運営事業 47,053

　まちづくり計画 206,000 206,102 △102 　避難所開設運営委員会行動マニュアル３００部

事業費 　避難所開設訓練・研修会・親子防災教室
　整備費 200,000 30,072 169,928 　簡易テント・ホールスイッチ設置工事
　施設消耗品費 40,000 16,596 23,404 　清掃・トイレ洗剤など
　施設管理費 70,000 71,403 △1,403 　コピー機レンタル料 37,543

　JA火災共済 33,860
　事務局経費 100,000 100,000 0 　事務局交通費
　予 　備　 費 650,363 2,000 648,363 　事務局ボランティア保険
維持管理積立金 500,000 0 500,000
次年度繰越金 1,717,439
　合　 計 4,096,363 4,523,016 △426,653     

 

支　　出　　の　　部



平成２８年度 長尾ふれあいひろば維持管理特別会計報告書
(平成２８年４月1日から平成２９年３月３１日まで）

項　　　　目 　金　額
維持管理積立金 2,500,000 ＪＡバンク宝塚長尾支店定期預金

合　　　　計 2,500,000

　　　　　　　　平成２８年度 AGL助成金特別会計収支決算報告書
　(平成２８年４月1日から平成２９年３月３１日まで）

　　項　　目   　決　算　
２８年度助成金 336,000 大阪空港事務局から
　　合　計 336,000

支出の部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:円）
　項　　目 　　決　算
協議会協力金 31,396
ふれあいｺﾝｻｰﾄ経費 40,000
あそぼう会支援経費 2,000
地域人権協力経費 2,200
ふるさと祭り経費 103,087
地域総合防災訓練経費 53,651
地域安全対策支援経費 103,666
　　合　計 336,000

防犯等経費

適      用

適      用
夏祭り

花壇肥料

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:円）

消耗費など

　（単位:円）

適      用

スタッフ等協力費

人権講師謝金など
もちつき経費など



平成２９年度 長尾地区まちづくり協議会収支予算書 

収入の部                                 （単位:円） 

項  目 金    額 適   用 

市補助金 ６１２，０００ 活動補助金 

市補助金(まちづくり計画) ２０６，０００ まちづくり計画地域事業補助金 

社会福祉協議会助成金 ２９０，０００ 福祉ｺﾐｭﾆﾃｲ支援事業助成金 

自治会協力金 ２００，０００ 単位自治会協力金 

諸行事収入 １００，０００ 参加費・行事収入 

イベント収入 ４００，０００ 長尾ふれあいﾌｪｽﾀ・夏祭り物販・1 日研修 

協賛金 １２４，０００ 広告料 

雑収入 １００，０００ 印刷収入 

ふれあいひろば事業収入 ７００，０００ 使用料・備品貸出・事業収入 

前年度繰越金 １，７１７，４３９  

合     計 ４，４４９，４３９  

支出の部                                 （単位:円） 

項  目 金    額 適   用 

事務用消耗品費 １００，０００ 事務消耗用品 

光熱水費 ３００，０００ 電気・水道代 

通信費  １００，０００ 通信費 

会議費 ３０，０００ 総会・役員会 

広報費 ４５０，０００ 年４回発行 

イベント事業費 ４５０，０００ 夏祭り・フェスタ活動・1 日研修 

部会・委員会活動費 ６２６，０００ 長尾小地区委員会  50,000 

長尾南小地区委員会  50,000 
丸橋小地区委員会  15,000 

福 祉 部 会  241,000 
花 緑 環 境 部 会  50,000 
青 少 年 部 会  60,000 
健康づくり推進部会  50,000 
防 災 防 犯 部 会  60,000 

ひろばふれあい部会  50,000 

地域活動費 １０２，０００ ネットワーク会議、合同行事 他 

まちづくり計画事業費 ２０６，０００ 防災活動 

整備費 ２００，０００ 修繕費・施設備品購入 

施設消耗品費 ４０，０００ 維持管理消耗品 

施設管理費 ７０，０００ レンタル料・火災共済 

事務局経費 ２００，０００ 事務局運営 

予 備 費 １，０７５，４３９    

維持管理積立金 ５００，０００ JA バンク定期預金 

合      計 ４，４４９，４３９  

※ただし、項目間の流用は認めるものとする。 

 

 

 



平成２９年度 長尾ふれあいひろば維持管理積立金予算書 

 
                               （単位:円） 

項  目 金    額 適   用 

定期預金 ２，５００，０００ JA ひょうご六甲長尾支店 

２９年度積立金 ５００，０００ 一般会計より 

合     計 ３，０００，０００  

 

 

 

 

平成２９年度 ＡＧＬ特別会計予算書 
 

収入の部                                （単位:円） 

                             

支出の部                                 （単位:円） 

※ただし、項目間の流用は認めるものとする。 

 

 

 

 

 

項  目 金    額 適   用 

２９年度助成金 ３３６，０００ 大阪空港事務局より 

合     計 ３３６，０００  

項  目 金    額 適   用 

協議会協力金 ３７，０００ 夏祭り 

長尾ふれあいコンサート経費 ４０，０００ 運搬費、謝礼など 

あそぼう会支援経費 ４，０００ 花壇肥料 

地域総合防災訓練経費 ２５，０００ 消耗品費など 

地域人権協力経費 ８０，０００ 消耗費など 

丸橋小ふるさと祭り経費 ７０，０００ 餅つき経費 

地域安全対策支援経費 ８０，０００ 防犯等経費 

合      計 ３３６，０００  


