
収入の部
予算額 増減

1,398,440 -49,363

99,792 0

1,949,900 0

344,500 0

3,792,632 -49,363

地区助成金 600,000 0
①山中温泉地区町内会連合会 1,100,000 0
②山中地区社会福祉協議会 0 43,500

1,700,000 43,500

雑収入 0 9
③コピー代 170,000 3,706
④男の料理教室参加費 170,000 3,715

141,348 0

5,803,980 -2,148

支出の部
予算額 増減

1,382,600 -49,100

15,840 -263

120,000 -4,360

60,000 -8,228

270,000 -18,777

260,000 -3,542

70,000 11,800

20,000 -15,000

0 92,440

50,000 -3,000

2,248,440 1,970

450,000 -13,491

595,000 -24,863

729,200 110,389

1,678,000 -119,797

103,340 -103,340

0

5,803,980 -2,148

＜ミニローダー維持費＞
金額

320,840

4,500

3

325,343

＜雪害対策基金＞
金額

126,504

10,000

100,000

236,504

　※2019年度ミニローダーを購入予定

236,504

次年度繰越金

合計

支出

支出

自動車税

次年度繰越金

合計

47,000

2,250,410

436,509

570,137

839,589

251,223

256,458

81,800

5,000

92,440

決算額

1,333,500

15,577

115,640

51,772

9

173,706

173,715

141,348

5,801,832

3,743,269

600,000

1,100,000

43,500

1,743,500

決算額

1,349,077

99,792

1,949,900

344,500

 事務局

 総務広報部

 健康福祉部

 環境安全部

その他　※③・④

小計

職員手当

労働保険

会議費

事務備品費

通信費

印刷費

渉外費

慶弔費

公民館保険

雑費

小計

職員費

電話基本料

一般活動費

広報発行費

小計

事務局費・活動費　※①

敬老会支援金　※②

小計

こいこい祭　※①

預金利息

事業費より繰入

利息

合計

収入

昨年度繰越金

昨年度繰越金

保険料解約金

〃

 文化スポーツ部

合計

5,801,832

146,984

0

1,558,203

②　平成３０年度決算

前年度繰越金

　合　計

項目

項目

市補助金

予備費

合計

収入

次年度繰越金

金額

5,900

319,443

325,343

金額

236,504



総務広報部 決算内訳 

① 広報発行費 

毎月１回 広報山中温泉を発行。 

フルカラーの特別等を年度末に発行。 

広報発行費決算（予算 ４３０，０００円） 

・毎月１回 月末発行 1,500部  ・特別号 ４月発行 1,500部 

支出項目 金額 摘要 

広報１２回分 ３４１，５２０ 
28,460×12回 

山中シール印刷 

特別号１回分 ７６，６８０ 山中シール印刷 

合計 ４１８，２００  

 

 

② ホームページ管理 

 URL:yamanakaonsen-machidukuri.com 

ホームページ管理（予算 ５，０００円） 

支出項目 金額 摘要 

ドメイン更新 １，７６０ ムームードメイン 

サーバーﾚﾝﾀﾙ更新 ３，４０２ ロリポップ 

合計 ５，１６２  

 

 

③ 広報作成作業 

毎月発行する広報をカラー印刷し、ラミネート加工して菊の湯男女に掲示。 

広報掲示決算（予算 ５，０００円） 

支出項目 金額 摘要 

部会飲料 １３，１４７ ネスカフェ 

合計 １３，１４７  

 

 

yamanakaonsen-machidukuri.com


健康福祉部 決算内訳 

① ３地区合同敬老会 

西谷・東谷と合同敬老会。 

主催は各地区町内会連合会。 

７月７日（土） 山中温泉文化会館 参加者 ２９９人 

主事務局 西谷地区 

敬老会決算（予算 ２５０，０００円） 

収入 金額 支出 金額 備考 

敬老会支援金 ４３，５００ 分担金 １９６，７５２ 
 

  
社会福祉協議会 

より  
名札 ２，４９８ スタッフ用 

  飲料 ９５０ スタッフ用 

  インク ３６，９３６ ポスター等印刷 

合計 ４３，５００ 合計 ２３７，１３６   

 

 

 

② 栄養講座 

食生活改善委員の皆さんを講師に男の料理教室を開催。 

日 時 １２月８日（土） 場 所 山中児童センター 参加費 ３００円 

参加者 １８人 （小学生以下は無料） 

献 立 かりかりチキンソテー・野菜スープ・柿と大根なます・みかん 

栄養講座決算（予算 ３５，０００円） 

収入 金額 支出 金額 備考 

参加費 ３，０００ 材料費 １７，００４ はまだ 

  ３００×１０人  講師御礼 ４，０００ 
商工会商品券 

1000×4人 

  備品 ５，６５７ 
ハンドソープ等を児

童センターへ寄付 

合計 ３，０００ 合計 ２６，６６１   

 

 

 

 

 

 



③ 健康コンサート 

春のコンサート in 山中温泉 

日 時 ２月１７日（日）１３時００分開演 場所 山中座 

参加費 無料  演奏者 オーケストラ・アンサンブル金沢 

参加者 １６５人 

オーケストラ・アンサンブル金沢に依頼。今年は、弦楽四重奏ヴァイオリン２名・チェ

ロ・ヴィオラの構成。素晴らしい演奏。 

春の健康コンサート決算（予算 ２５０，０００円） 

 

支出項目 金額 摘要 

謝礼 １４０，０００ 
オーケストラ・アンサン

ブル金沢 

振り込み手数料 ５４０  

演奏者食事 １０，０００ 魚心 

演奏者軽食・飲料 ４，７００ ルイドール 

演奏者花束（４ヶ） １２，９６０  

施設利用料 ２１，２０４ 山中座 

部員軽食 ５，４００ ルイドール 

ポスター掲示 ２，０００ ゆーゆー館 

切手・はがき ３，４５６ 案内 

部会飲料 ７，２００ 辻酒販 

備品 ３８，８８０ 
カラープリンタートナー

さくらい 

合計 ２４６，３４０  

 

④ その他 

 

支出項目 金額 摘要 

特定健診受診促進事業 ３０，０００ 
保健推進員協議会への活

動助成 

婦人教室 ３０，０００ 
山中地区婦人会への活動

助成 

合計 ６０，０００  



環境安全部 決算内訳 
① 防災訓練 

７月８日（日） 山中温泉地区自主防災訓練実施  ８０名参加 

担当団 東団（本町二・本町一・東町二・東町一） 

※防災訓練では、一時避難場所に集合し班長が避難者数を確認し、町内会長に

報告。研修会場に移動し非常食訓練を学ぶ。 

※消防団へのグローブやシューズ、練習時の飲料等の助成を行う 

防災訓練決算（予算 ２００，０００円） 

支出項目 金額 摘要 

消防団備品 ７９，８４６ グローブ・シューズ・飲料 

部会飲料 ９，００１  

訓練備品 ２７，６６４  

平バール ８０，０００ １８町内へ 

備品 ４９，７５０ プロジェクター 

合計 ２４６，２６１  

 

② 緑化運動 

５月２５日（金） 第１・第２宝寿会の花壇（塚谷交差点･白山神社前） 

作成手伝い（花壇設置費用･花苗費用も補助）  ４５名参加 

・文化会館･図書館･児童センターなどにも花苗を配布 

・秋ごろチューリップの球根を小学校や部員に配布 

緑化運動決算（予算 ２２０，０００円） 

支出項目 金額 摘要 

宝寿会花壇作成費用 １６０，０００ 花苗代含む 

花苗 １０，０００ 文化会館など配布用 

チューリップ球根 ３６，０６８ １，４００個配布 

切手･はがき ８，０６０ 球根配布部員案内 

合計 ２１４，１２８  

 

 

 

 

 



③ 雪害対策 

ミニローダー免許取得費用１６，０００のうち半額（８，０００円）を補助。 

残金は雪害対策基金へ 

雪害対策決算（予算 ５０，０００円） 

支出項目 金額 摘要 

ミニローダー免許取得助成 ４０，０００ ５人 

雪害対策基金へ １０，０００ 積み立て 

〃 １００，０００ 
次年度ミニローダーを 

購入予定 

合計 １５０，０００  

 

④ その他  

支出項目 金額 摘要 

消防団活動 １１５，２００ 
左義長･放水競技･出初式

への助成 

交通安全啓発活動 ５０，０００ 
交通安全協会山中支部へ

の助成 

防犯交通活動 ３２，０００ 防犯交通推進隊への助成 

青少年健全育成活動 ３２，０００ 
山中温泉青少年健全育成

連絡会への助成 

合計 ２２９，２００  

 

 



文化スポーツ部 決算内訳 

公民館事業 

① 文化講座（予算 １００，０００円） 

・おきらく講座 

６月２０日 防犯講座（ゆざや）  ４３人 

９月２０日 太極拳から学ぶ健康法（ゆざや） ４０人  

１月１２日 旗源平とあったか鍋（児童センター） ４１人 

・にこにこ子育てひろば 

６月１３日 アロマ講座（児童センター） １３人 

３月 ６日 ひなまつり茶会（児童センター） ３０人 

・交流事業 

８月１・２日 能都町うかわっことの交流事業 （河南地区会館） ３２人 

・その他 

８月 １日 星空観察会（児童センター主催行事） ２６０人 

支出項目 金額 摘要 

防犯講座 講師御礼 ３，２４０ 娘娘饅頭 

太極拳から学ぶ 

健康法 

御車代 ３，０００ 講師 下出典子 

参加者飲料 ６０４  

会場費 １，０００ ゆざや 

ハンコ ３，３００ かもんくん 

旗源平とあったか

鍋 

食材 ３，９８９ 宮下食料品店 

備品 ８３４ 丼・紙コップ 

飲料 ２９８  

アロマ講座 材料費 ３，６００  

ひなまつり茶会 
抹茶 ２，７００ 辻茶店 

お茶菓子 ４，５００ 山海堂 

星空観察会 ５，０００  

インクトナー ５５，４０４ 丸菱 

コピー用紙 １，３６０  

合計 ８８，８２９  

 



② ４地区公民館合同文化祭 

４地区公民館合同文化祭。１１月３・４日 山中温泉文化会館大ホールで展示。 

４３９人来場。設営・撤収は文化班が手伝い。東谷地区が主事務局。 

文化祭決算（予算 ５０，０００円）  

文化祭分担金 ３５，２３０円 

 

③ 公民館交流事業 

８月１・２日 河南地区会館  

８月２１・２２日 能登少年自然の家 山中・河南小学校児童 １３人 参加 

河南公民館と合同事業。能登の鵜川公民館の子どもたちと山中小・河南小学校

の子どもたちとの交流事業。 

 

 

 

 

 

 

 

文化スポーツ部 

① 山中温泉こいこい祭（文化班） 

こいこい祭輪踊りの企画・参加者募集・参加者説明会・当日進行を町内会連合

会 祭典部を中心に行う。２２日の一日のみ 

こいこい祭決算（予算 １，１５０，０００円） 

支出項目 金額 摘要 

分担金 １，１００，０００ こいこい祭実行委員会 

説明会飲料 ６，７３９ 辻酒販 

備品 ５３５ 電池 

飲料 １９，０００ 獅子舞練習 

合計 １，１２６，２７４  

 

 

 



② ４地区合同運動会（スポーツ班） 

４地区合同の運動会 １０月１４日 山中小学校グラウンド 

主事務局は温泉地区  約８００人 参加 

運動会決算（予算 ２７０，０００円） 

支出項目 金額 摘要 

運動会分担金 ２０８，５２２  

部会飲料 ３，３６０ 辻酒販 

備品 ４，５８８ アスクル 

合計 ２１６，４７０  

 

③ レクリエーション 

５月１２日 健民体育館にて正しい歩き方教室 

帰りにおにぎり・飲料を配布。参加者 ３４人 

レクリエーション決算（予算 ５０，０００円） 

支出項目 金額 摘要 

おにぎり １２，５００ 川根商店 

飲料 １２，５００ 辻酒販 

謝礼 １５，０００ 講師 羽深勇基 

ポスター １，０００ ゆーゆー館 

合計 ４１，０００  

④ その他 

・子ども会活動補助として４８，０００円を子ども会へ助成 

・市民スポーツ大会参加援助としてまちづくりグラウンドゴルフ大会の出場者

８人に３００円づつ、計２，４００円補助 

 


