
通番 校区名 事業名及び事業内容 事業区分
事業費
（円）

補助率
補助金交付決定額

（円）

1

九大「波多江塾」パートⅡ
・小学生児童対象「波多江塾」の開催
・留学生との交流
・校区住民対象講演会の開催
・講師謝金、マイクスタンド・パンフレットスタンド・譜面台・サインスタンド等
の購入

実践活動 558,975 90% 500,000

2

波多江校区まちづくり実践活動事業「校区記念事業の拡充」
・校区体育祭（50周年・10月20日開催）及び校区文化祭（30周年・11月10
日開催）の拡充
・出演料、得点板・トランシーバー・紅白幕等の購入

実践活動 567,652 90% 500,000

3

波多江校区まちづくり実践活動事業「校区活性化事業」
・校区の各種団体等の仲間つくりなどの支援
・校区文化祭や高齢者・児童の多世代交流事業の拡充のための設備の充
実
・ポータブルアンプ・ひな段等の購入

実践活動 582,600 90% 500,000

4

波多江校区まちづくり施設等整備事業「安全・安心な校区の新拠点つくり」
・校区施設を災害避難場所、地域の高齢者の憩いの場所、子ども達が安
心して遊べる場所等とするための設備の充実
・ワイヤレスマイク・屋外用イス・屋外用テーブル・クッションフロアマット・防
犯モニター等の購入

施設等整備 624,728 95% 580,000

5

東風校区まちづくり推進事業　健康・福祉　実践活動事業
・ニュースポーツ体験等による健康づくり活動や校区住民の健康のための
校区施設の設備の充実
・グラウンドゴルフ用具・ダーツセット等の購入、ウォームレットの設置

実践活動 458,080 90% 412,000

6

東風校区まちづくり実践活動事業（安全・安心部会）　東風校区危険箇所
点検整備充実事業
・校区内通学道路・生活道路の危険箇所把握と点検調査
・交通安全を呼びかける看板の設置
・交通安全啓発の横断幕の作成と掲示
・東風小学校４年生「東風キッズ見守り隊」による定期的なパトロールの実
施
・児童対象を中心に交通安全教室の実施
・ペンキ・ロール紙・横看板・横断幕・テント生地・子ども用ベスト・指導旗等
の購入

実践活動 507,087 90% 456,000

7

東風校区まちづくり実践活動事業（安全・安心部会）　安全・安心まちづくり
整備充実事業
・校区内通学道路・生活道路の危険箇所の把握と点検調査
・校区内通学路・生活道路の各危険箇所に交通安全啓発看板の設置
・東風公民館出入り口にカーブミラー（２箇所）設置
・東風校区青パト隊による校区内の自主防犯パトロール活動の実施
・ブロック・看板・反射鏡・青色回転灯等の購入

実践活動 541,575 90% 487,000

8

東風校区まちづくり実践活動事業（広報・交流部会）　東風校区多世代交
流スポーツ事業
・地域の幅広い年齢層の住民（幼稚園児から高齢者まで）が集う多世代交
流スポーツ事業の実施（9月22日）
・ブルーシート・ワイヤレスアンプ等放送機器・審判台等の購入

実践活動 565,110 90% 500,000

9

東風校区まちづくり実践活動事業（広報・交流部会）　校区活性化推進事
業
・校区行事（球技大会・多世代スポーツ交流フェス・校区文化祭等）の整備
充実
・屋外用折畳テーブル・餅つきセイロ等の購入

実践活動 547,413 90% 492,000

10

東風校区まちづくり実践活動事業（広報・交流部会）　校区活性化整備充
実事業
・校区行事（球技大会・多世代スポーツフェス・校区文化祭等）の整備充実
・野外移動煮炊き釜・竹馬等の購入

実践活動 526,642 90% 473,000

11

1  東風小学校並びに中央道（埋め戻し）の発掘遺跡の説明看板（サイン
板）の設置と、志登ドルメンの説明板（サイン板）の設置
２　歴史・自然・環境部会業務並びに校区業務用の折り畳み椅子購入
・地頭給遺跡の説明板の設置
・潤古屋敷遺跡、潤大山遺跡、潤番田遺跡の説明板の設置
・各遺跡の位置図作成
・志登ドルメン説明板の設置
・遺跡説明版サイン製作・設置費、折りたたみ椅子の購入

施設等整備 811,726 95% 771,000
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12

環境に優しく、生活の安全安心を高めるぬくもりあるまちづくり事業
・見守り巡回パトロールの効果を高めるため、青パト回転灯の大型への切
り替える。
・地域緑化活動の充実を図るため、街頭沿いにある草花を増加させる。
・ぬくもりのあるまちづくりのための、ぬくもりコンサートを実施する。
・前原小児童作成看板設置
・九大留学生との郷土料理を通じての交流
・長尺プリンター・青パト回転灯等の購入

実践活動 556,000 90% 500,000

13

防災を意識したまちづくり事業
・災害時に必要な備品の購入
・防災訓練時の炊き出し材料代の補填
・投光機・ランタン・リヤカー等の購入

実践活動 556,000 90% 500,000

14

青少年の健全育成を図り、軽スポーツや文化・歴史を振興させるまちづく
り事業
・ニュースポーツ器具を購入し、ぬくもり文化祭等で、世代間を超えた交流
を図る。
・歴史講座を開催
・バス賃借料、電子ホイッスル・ダーツセット・グラウンドゴルフセット・ス
ポーツ吹き矢セット等の購入

実践活動 556,000 90% 500,000

15

ぬくもり文化祭の拡充を図る事業
・ぬくもり文化祭を開催（10月26日・27日）
・「高齢者ブース」・「環境ブース」の充実
・文化祭謝金、展示パネル・ディスクカッター等の購入

実践活動 556,000 90% 500,000

16

安全安心に暮らせる施設整備事業
・災害時への対応を図るため、野外煮炊き大釜２台購入
・ぬくもり文化祭の緞帳購入、屋外舞台作成、音響機器増設
・子ども料理教室や保健栄養教室の調理活用のため、ピザ窯を制作
・屋外移動煮炊釜・LPガス発電機・緞帳・スピーカー等の購入、舞台・ピザ
窯材料費（材木・耐火レンガ等）

施設等整備 2,411,000 95% 2,290,000

17

校区事業活性化事業（テント・室内ペタンク用具購入）
・まつり南の設営従事者の労力軽減と、実施の円滑化を図る
・校区室内ペタンク大会の円滑な開催
・テント・室内ペタンクセットの購入

実践活動 549,675 90% 494,000

18

校区事業活性化事業（ひな段・竹馬・運動遊びロープ・新十扇購入）
・校区ふれあい文化祭の活性化
・子ども達に遊びを教える土曜ひろばの活性化
・ひな段・竹馬・運動遊びロープ・新十扇等の購入

実践活動 552,216 90% 496,000

19
伏龍池の親水公園としての整備
・伏龍池の親水公園化のための鳥瞰図を作成し、市に提言要望する
・鳥瞰図作成委託料（模型費用・WS運営費用・パンフレット作成費用等）

実践活動 500,000 90% 450,000

20

校区施設整備事業
・まつり南や校区ふれあい文化祭等の校区事業に使用する備品収納のた
めの倉庫建設
・まつり南に使用する備品の購入
・倉庫工事請負費、テーブル・椅子等の購入

施設等整備 2,020,950 95% 1,919,000

21

校区まちづくり実践活動事業（安全・安心・防災マップづくり事業）
・各行政区単位での防災訓練や危険箇所確認研修会の実施
・防災訓練などで必要な備品の充実
・ブルーシート・メッシュベスト等の購入

実践活動 556,000 90% 500,000

22

校区事業活性化事業
・まつり南や文化祭、餅つき大会など校区行事の設営従事者の労力を軽
減し、円滑な実施や活性化を図る
・テント・テーブル・チェアーの購入

実践活動 562,400 90% 500,000

23
南風校区まちづくり交流・連帯・地域力向上（文化・夏祭り関連）事業
・文化祭・夏祭りの活性化・充実・発展
・展示パネル・プロジェクター・横断幕の購入

実践活動 548,310 90% 493,000

24

南風校区まちづくり安全・安心・生活環境（防災関連）事業
・災害時の拠点への荷物運びや、負傷者、高齢者の移動も行う防災関連
の備品の拡充
・リヤカー等の購入

実践活動 506,822 90% 456,000

25
南風校区まちづくり安全・安心・生活環境（炊き出し関連）事業
・災害時に食事を作るための防災関連の備品の拡充
・野外移動煮炊き釜等の購入

実践活動 480,763 90% 432,000

26
南風校区まちづくり安全・安心・生活環境（防犯関連）事業
・不審者や犯罪の発生を未然に防止するための防犯関連の備品の拡充
・防犯カメラの設置

実践活動 480,376 90% 432,000

南風
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27

健康・福祉活動事業
・宮地嶽登山道の整備と宮地嶽100人ウォーキングの実施
・高齢者の健康づくり促進のための、高齢者グランウンドゴルフ大会の実
施
・健康増進のための校区スポーツ大会の実施（春・夏）
・登山道整備費、スカットボール・ミニボウリング等の購入

実践活動 560,700 90% 500,000

28

子育て・青少年健全育成活動事業
・防犯パトロールの地域住民への参加呼びかけと啓発活動の強化
・防犯パトロール活動をかふりだよりなどに随時掲載
・通学路や生活道路の必要な場所への危険箇所看板設置
・防犯パトロールグッズ（冬季防犯着・ベスト・帽子・腕章）の購入、看板設
置費等

実践活動 559,320 90% 500,000

29

地域コミュニティ活動事業
・校区民のつながり強化を目指すため、加布里ふるさと文化祭実施（10月
最終土曜日・日曜日）
・2月26日の愛の鐘記念日に講演会を実施
・九州大学と連携し、夏休みに子ども達に知的学習を実施
・出演者・講師謝礼、看板設置費等

実践活動 559,350 90% 500,000

30

環境美化活動事業
・かふりんパークに桜の苗木と植樹と保全を行う桜の里づくり事業
・長野川流域の環境美化のため、清掃活動を行う。
・環境美化の運動を広げるため、県道沿いの花壇を中心に花いっぱい運
動を行う。
・ラブアースへの校区民の参加の促進
・桜苗木の購入・保全費、看板設置費等

実践活動 558,730 90% 500,000

31

校区まちづくり施設等整備事業
・加布里公園やかふりんパークなどの整備（桜の苗木の植樹・東屋や雨ど
いの整備など）
・加布里校区ふるさと文化祭拡充のための機材整備
・桜植樹費、東屋整備費、テント・机・音響機器等の購入

施設等整備 1,698,905 95% 1,613,000

32

長糸校区文化活性化施設整備事業
・校区内の若者の関心を高めたり、芸術活動者の掘り起しを進めたりする
などして、文化祭・夏まつり等の校区事業の活性化を図る
・音響整備システム（パワードミキサー・スピーカー・マイク等）・展示パネル
等の購入

施設等整備 566,000 95% 537,000

33

長糸校区安全安心一時避難所整備事業
・公民館・小学校の避難所までの繋ぎとして、一時避難所（校区内６箇所）
の整備を図る。
・発電機・机・椅子・放送器具・テント・投光機等の購入

施設等整備 1,917,408 95% 1,821,000

34

長糸校区地域交流まつり活性化実践活動事業
・２０周年となる「ながいと夏祭り」の企画運営に地域の若者を呼び込み、
活性化させ、更なる発展を目指す。
・出演料、小道具舞台装置（花火・提灯コード・電飾コード）の購入等

実践活動 355,880 90% 320,000

35
長糸校区安全福祉実践活動事業（飲酒運転撲滅・買物支援）
・飲酒運転撲滅と買物支援の取り組みの推進
・看板製作費、調査推進費

実践活動 87,000 90% 78,000

36

長糸校区　地域再発見マップ作成実践活動事業
・校区内の自然・歴史のすばらしさ、ふるさとの再発見など校区紹介のマッ
プ作り
・マップ製作費

実践活動 498,750 90% 448,000

37

長糸校区　地域・団体活動活性化実践活動事業
・校区の行事等に活用する機材等を整備し、役員負担の軽減に繋げ、ス
ムーズで活発な地域活動や団体活動を推進する。
・ポータブル拡声器・ノートパソコン等の購入

実践活動 410,000 90% 369,000

38

雷山校区安全安心まちづくり（災害時対応）事業
・緊急時・災害時危機管理体制の再整備（地域の危険個所及び災害時の
避難ルート問題点の調査・災害時必要備品の整備設置・災害時を想定し
た訓練や備品活用のための研修会などの開催）
・メガホン・防水ライト・ヘルメット・土のう袋等の購入

実践活動 556,000 90% 500,000

39
平原王墓まつり活性化事業
・平原王墓まつり（10月19日開催）を充実させ、校区交流を促進する
・ゲスト謝礼、ポータブルアンプセット・舞台床用パネル等の購入

実践活動 556,000 90% 500,000

長糸

加布里

雷山
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40 雷山

雷山校区歴史・環境のまちづくり事業
・校区の文化・環境への認識を深め、地域の郷土愛を高める校区の歴史
冊子の制作
・印刷費・通信費

実践活動 556,000 90% 500,000

41

怡土校区文化祭施設等整備事業
・怡土ふるさと文化祭（11月10日開催）の展示作品の増加と作業軽減を図
る
・パネル・ポール・フック等の購入

施設等整備 777,105 95% 738,000

42
怡土校区　安全・安心のまちづくり充実・拡大事業
・あいさつ運動・子どもの見守り活動の輪を校区全体に広げる
・反射電柱幕・ベスト・コート・帽子等の購入

実践活動 481,150 90% 433,000

43
怡土校区まちづくり施設等整備事業「怡土校区事務機器等整備事業」
・文化祭や里まつり等の校区事業の効率化・活性化を図る
・大判プリンター・ノートパソコン等の購入

施設等整備 647,272 95% 614,000

44

怡土校区と小学校との連携・交流事業
・ウォークラリーや文化祭で、地域住民と小学校児童との交流の拡大・充
実を図る
・看板作製費・借り上げ料・謝金・防犯ブザーの購入

実践活動 301,500 90% 271,000

45

怡土校区　多世代交流の拠点づくり支援事業
・乳幼児から高齢者までが楽しく集い、交流等ができる居場所づくりの拠
点として、「怡土よりどころ」を開設する。
・スポーツ・ゲーム用品等の購入

実践活動 481,870 90% 433,000

46

怡土校区まちづくり実践活動事業「怡土ふるさとマップ」作成事業
・怡土校区の自然豊かな環境や、郷土の歴史、地域資源の紹介を校区内
外へ広め、次世代に引き継ぐための「怡土ふるさとマップ」の作成
・マップ作成委託料（撮影・制作・印刷製本一式）

実践活動 488,250 90% 439,000

47

自主運行バス事業
・移動が不自由な高齢者等の買い物や通院などの支援のため、自主運行
バス事業を行い、地域活動の活性化を目指す
・費用弁償（運転・事務スタッフ）、ジャンパー・ベスト等の購入

実践活動 612,200 90% 500,000

48

一貴山校区盆踊り大会・文化祭事業(拡充）
・一貴山校区盆踊り大会（8月18日）・一貴山校区文化祭事業（11月4日）の
イベントを充実させ、参加者増を目指す
・チラシ・ポスター作製費、参加賞・交通安全報償費、カラオケレンタル料、
テーブルの購入等

実践活動 598,600 90% 500,000

49

倉庫改修事業
・校区事業備品等を保管している倉庫が老朽化しているため、改修し、防
災用備品等も収納できるようにする。
・倉庫改修費（屋根・外壁・木工工事）

施設等整備 2,037,263 95% 1,935,000

50

一貴山校区健康づくり事業
・ウォーキング大会やストレッチ体操の実施し、校区住民の心と体の健康
づくりを行う
・歩数計・体脂肪計・ペタンク・椅子等の購入

実践活動 559,295 90% 500,000

51

安全安心のまちづくり事業
・一斉避難訓練・防災講演会（9月11日）の実施
・見守り活動の統一行動日（年3回）の実施
・講師謝金、横断幕作成費、簡易トイレ・トイレ用テント・ベスト等の購入

実践活動 557,420 90% 500,000

52

一貴山校区イベント・災害用備品整備事業
・ウォーキング大会や文化祭等の校区行事や避難訓練時に必要な備品を
整備し、事業の円滑実施を図る
・炊飯器・テント・テーブル等の購入

施設等整備 988,905 95% 939,000

53

深江校区盆踊り用備品整備事業
・櫓の更新・太鼓・三味線・笛の新調・看板の制作により、夏祭り・体育祭・
文化祭等校区行事の活性化を図る。
・櫓製作費、和太鼓・三味線等の購入

施設等整備 1,338,810 95% 1,271,000

54

深江の自然と環境を守る会の推進事業
・深江の松原の清掃活動を実施
・ラブアースへの参加の呼びかけ
・花いっぱい運動を実施
・ポイ捨て禁止の啓発活動
・清掃活動の写真等を校区文化祭に展示
・軽トラ使用料、地引網費用、マナー標語入りテイッシュペーパー作成費、
プランター購入費、看板製作費等

実践活動 590,931 90% 500,000

一貴山

深江

怡土
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55

青少年健全育成の推進活動事業
・ニュースポーツの体験とニュースポーツ大会の実施
・通学合宿の研修と実施
・通学合宿関係費（洗濯機、寝具、畳リース、保険代、謝金等）、スポーツ
大会費（スポーツ用具、参加賞）、研修・視察謝礼等

実践活動 560,000 90% 500,000

56

安全安心のまちづくり事業
・空き巣・火災・交通安全など事件事故の被害防止のための看板作成
・公民館敷地の大看板を安全・安心のまちづくりの協力の呼びかけの看板
とする。
・防犯パトロールや交通安全の誘導の実施
・防災・防犯の講演会の実施
・看板製作費、交通安全誘導小旗の購入等

実践活動 542,995 90% 488,000

57

深江校区伝統文化継承発展事業
・史跡・遺跡・伝説等を精選し、「郷土誌深江」を発行し、校区全世帯・小中
学校・深江公民館に配布する。
・「郷土誌深江」の学習講座と史跡探訪の実施
・「郷土誌深江」の読書感想文の募集
・郷土誌印刷費、賞状・賞品代等

実践活動 556,000 90% 500,000

58

深江校区まちづくり施設整備等事業（物置の設置）
・校区の行事に必要な道具類を保管する物置の設置し、二丈交流体験広
場を拠点にした活動をさらに増大させる
・物置・ブロック等の購入、組立工事費等

施設等整備 359,000 95% 341,000

59
深江校区まちづくり施設整備等事業（防災用品の備蓄拡充）
・防災対策の一環として、防災用品の備蓄拡充を図る
・かまどセット・リヤカー・発電機・簡易トイレキット等の購入

施設等整備 802,830 95% 762,000

60

福吉校区自主運行バス事業
・校区住民の生活交通手段の確保、特に車に乗れない高齢者・一人暮ら
しの高齢者の交通の利便性・福祉の充実を目的とした、自主運行バス事
業を行う
・費用弁償（運転手・助手）、保険料等

実践活動 566,000 90% 500,000

61

福吉校区自然環境等整備事業
・古木、銘木、松林等における土壌の酸性度の測定
・森林等の環境整備のための下草刈り
・酸性度の高い土壌への木粉炭・竹粉炭等の散布等による酸性土壌の改
善
・土壌改良材費（竹粉炭・木粉炭等）、酸性度測定費（計測器等）、散布作
業費（動力噴霧器・草刈り機借り上げ代等）、参考書・テープ等の購入

実践活動 566,000 90% 500,000

62

福吉校区まちづくり実践活動事業　「校区活性化活動事業　その１」
・「福吉むかし語り」の座談会
・「福吉むかし語り」を整理した「福吉歴史記」の作成と全戸への配布
・講演代、冊子作成費、ＤＶＤ製作費等

実践活動 556,000 90% 500,000

63

福吉校区まちづくり実践活動事業　「校区活性化活動事業　その２」
・福吉北広場に心を癒すイルミネーションを設置
・夏祭り、敬老会、懇談会等の催しの円滑実施のための放送機器購入
・電源工事費、ＬＥＤ電球・アンプ等の購入

実践活動 606,750 90% 500,000

64

福吉校区まちづくり施設整備事業　「自主運行バス及び青パト車庫設置事
業」
・塩害やいたずら防止のための、自主運行バスと青パトの車庫と備品を収
納する倉庫の設置
・車庫及び倉庫建設費

施設等整備 3,050,000 95% 2,897,000

65

そば栽培普及促進事業
・休耕地にそばを栽培し、そばを可也校区の特産品とするとともに、そばの
花観賞会を実施し、観光資源としても活用する。
・そば畑の周辺に彼岸花を植栽し、景観をさらに向上させる。
・豊後高田市に先進地視察を行う。
・借地料、作業代、調理員謝礼、そば加工代、視察研修費等

実践活動 345,000 90% 310,000

66

自然を大切にし、環境に優しいまちづくり事業
・環境整備（志摩中央公園円形花壇の整備・初川中堤防の除草作業とツ
ツジ並木の管理作業）
・ホタルの舞う里づくり（ホタルの飼育活動の支援）
・校区花いっぱい運動（花苗や花の種等の配布による、校区内の花いっぱ
い運動の支援）
・つつじ苗代、肥料代、花いっぱい活動支援費、管理機借上げ料、ホタル
飼育関係器材費等

実践活動 481,300 90% 433,000

67

コミュニティー活性化事業　施設等整備事業（ふれあい文化委員会）
・校区の文化・芸能祭・育成活動等の校区行事のための備品を購入し、活
性化を図る
・記録用カメラ（デジタルカメラ）・催事用備品（投影機・屋外テント等）・音響
設備（プロジェクター・スピーカー等）の購入等

施設等整備 1,940,000 95% 1,843,000

福吉

深江

可也
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68

コミュニティー活性化事業　ふれあい文化委員会
・夏祭り・盆踊り・子ども会活動・高齢者交流活動を今以上に活性化を図る
ための催事用備品の購入
・バーベキュー台・素麺流し台の制作費、餅つき道具・発電機の購入等

実践活動 550,000 90% 495,000

69

校区自主防災活動　非常時用発電機購入
・自主防災組織の実践活動と災害時のライフライン確保のための装備品
等の充実
・発電機・ガソリン携行缶等の購入

施設等整備 1,850,000 95% 1,699,000

70

桜野校区文化祭事業（拡充）
・桜野校区文化祭を開催（11月3日・4日）
・文化祭の内容を拡充し、今まで参加していなかった校区住民の理解と協
力に繋げる
・プロジェクター・スクリーン・ホームシアターシステム・紅白幕を購入等

実践活動 385,640 90% 347,000

71

地域の健康づくりと福祉支援事業
・健康増進を目的とした器具や用具等の購入し、サロン事業等で積極的に
使用してもらう。
・サロン事業サポーター養成事業の実施
・ステップ運動用器具・ヨガマット・バランスボールの購入等

実践活動 330,000 90% 297,000

72
桜野校区事務機器整備事業
・大判プリンター等の備品を購入し、校区の様々なイベントの充実を図る
・大判プリンターの購入等

施設等整備 500,745 95% 475,000

73

桜野校区「梅林憩いの場」整備事業
・梅林内の既存の道路、階段、青空広場の修復
・散策できる遊歩道として再整備
・津波等災害時の避難場所として、遊歩道の先に新規広場を整備
・委託費（歩道造成・移植・残材処理等）、ワイヤレスマイクの購入等

施設等整備 1,604,054 95% 1,523,000

74

自然環境整備活動事業
・花いっぱい運動（芥屋大門公園付近・岐志海岸横他校区内要所に菜の
花などを充実させる。）
・環境整備活動（看板新規設置場所等の検討、水質検査の実施、松枯れ
対策の実践と広報活動）
・環境保全の教育普及活動（引津校区の海岸清掃、講演会の開催）
・調査委託費、看板作成・設置委託費、講師謝金、バス借上料等

実践活動 570,000 90% 500,000

75

引津校区健康と福祉のまちづくり事業
・子育て世代の地域応援（知的玩具の購入・あかちゃん広場の充実）
・高齢者の生きがいづくり（サロン活動の活性化）
・多世代交流による仲間づくり（ピラティス講座の開催などによるネットワー
クづくり）
・住民の健康づくりの推進と健康の為の場所の提供（ニュースポーツの普
及と推進による健康づくり）
・障がい者が社会参加する上での施設等の問題点調査（身障者トイレ、車
いすの設置箇所などについての調査）
・講師謝金、特大カルタ・学習会用ＤＶＤ・子ども用プール・おままごとセット
の購入等

実践活動 570,000 90% 500,000

76

引津安全あんしんのまちづくり事業
・交通安全施設整備（交通安全意識高揚のため横断歩道等模擬道路標示
の整備）
・安全安心ステッカーの作成（自動車へ添付掲示可能な引津独自のステッ
カーの作成及び配布）
・安全安心啓発看板作成（校区内に安全あんしんの啓発看板を設置）
・危険個所記載用地図整備（危険個所を記載した安全安心マップの作成）
・道路標示工事費、ステッカー費、看板製作費、地図整備費等

実践活動 566,700 90% 500,000

77

引津校区三世代ふれあい祭り事業
・１０月２０日（日）開催
・子どもと遊ぼう（三世代でいっしょに遊ぶ）・グランドゴルフ大会・カラオケ
祭り・花火大会
・花火打上げ費、講師謝金、船舶借上げ費等

実践活動 570,000 90% 500,000

56,013,728 51,302,000合計

桜野

引津

可也


