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予 算 規 模

（単位：千円、△印は減を示す）

区　　　分 �平成27年度 �平　成　26　年　度 ��比　　　　　　較 ����平　　成　　27　　年　　度　　財　　源　　内　　訳 
当　初 �現　計 �対　当　初 ��対　現　計 ��特　　　　定　　　　財　　　　源 ����一般財源 

金　額 �増減率 �金　額 �増減率 �国庫支出金 �県支出金 �地　方　債 �そ　の　他 

1一　般．会　計 �8，545，000 �7，600，000 �8，359，702 �945，000 �12．4 �185，298 �2．2 �807，269 �538，480 �591，600 �789，653 �5，817，998 

国民健康保険 2 特別会計 �2，740，000 �2，380，000 �2，369，193 �360，000 �15．1 �370，807 �15．7 �443，773 �146，773 �0 �728，550 �1，420，904 

後期高齢者医療事業 3 特別会計 �234，000 �221，000 �224，221 �13，000 �5．9 �9，779 �4．4 �933 �0 �0 �10，339 �222，728 

北部簡易水道事業 4 特別会計 �137，000 �81，000 �86，105 �56，000 �69．1 �50，895 �59．1 �19，262 �0 �37，000 �61，113 �19，625 

南部簡易水道事業 5 特別会計 �99，000 �72，000 �75，704 �27，000 �37．5 �23，296 �30．8 �9，640 �0 �22，000 �60，281 �7，079 

農業集落排水事業 6 特別会計 �365，000 �365，000 �371，987 �0 �0．0 �△6，987 �△1．9 �0 �0 �0 �115，770 �249，230 

公共下水道事業 7 特別会計 �1，074，000 �957，000 �960，000 �117，000 �12．2 �114，000 �11．9 �322，040 �0 �312，300 �174，821 �264，839 

8　温泉施設特別会計 �280，000 �270，000 �265，243 �10，000 �3．7 �14，757 �5．6 �0 �0 �0 �0 �280，000 

計 �13，474，000 �11，946，000 �12，712，155 �1，528，000 �12．8 �761，845 �6．0 �1，602，917 �685，253 �962，900 �1，940，527 �8，282，403 

（注）平成26年度現計予算は、平成27年池田町議会第1回定例会提出補正予算（案）を含む。
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平　成　2　7　年　度　池　田　町　一　般　会　計　予　算　性　質　別　調　書
（単位：千円）

項　　　　　　目 �本年度予算額 �前年度予算額 �比　較 �前年度対比 �増　　　　減　　　　の　　　　主　　　　な　　　　理　　　　由 

経 �人　　件　　費 �1，269，247 �1，226，856 �42，391 �3．5 �職員手当　　　　　　　　　　　　14，377　一般職等給料　　　　　　　　　　　8，523 
職員共済組合負担金　　　　　　　8，395　議員共湊組合負担金　　　　　　　5，242 

物　　件　　費 �902，606 �917，215 �△14，609 �△1．6 �土地評価業務委託料　　　　　　　△4，763　光熱水費（公民館費）　　　　　　△3，774 

常 的 な も の ������住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料　△3，240　　ふるさと納税関連業務委託料　　　　　5，454 
維持補修費 �57，261 �65，684 �△8，423 �△12．8 �修繕料（公民館費）　　　　　　△2，433　修繕料（小学校費）　　　　　　△1，839 

扶　　助　　費 �1，123，966 �1，183，815 �△59，849 �△5．1 �児童・生徒等町単扶助費　　　　　△27，319　重度心身障害者扶助費　　　　　△12，729 
児童手当　　　　　　　　　　　　△9，080　不妊治療助成金　　　　　　　　　1，650 

補　助　費　等 �933，242 �879，294 �53，948 �6．1 �多面的機能支払交付金（資源向上支払、施設の長寿命化）　20，860　　多面的機能支払交付金（農地維持支払）　16，099 
法人立保育園運営費補完費　　　　11，264　　大垣消防組合負担金　　　　　　　　9，987 

公　　債　　費 �664，019 �672，938 �△8，919 �△1．3 �普通債償還利子　　　　　　　　　△7，870　普通債償還元金　　　　　　　　　　△949 

繰　　出　　金 �565，271 �541，521 �23，750 �4．4 �国保保険基盤安定繰出金　　　　　17，930　後期高齢者医療事業特別会計繰出金　　4，115 
後期高齢者療養給付費負担金　　　　3，517　　揖斐広域連合負担金（介護保険事業費）△1，542 

予　　備　　費 �28，000 �38，000 �△10，000 �△26．3 � 

小　　　　　　計 �5，543，612 �5，525，323 �18，289 �0．3 � 

臨 時 �人　　件　　費 �12，260 �10，781 �1，479 �13．7 �国勢調査員報酬　　　　　　　　　　5，017　　農林業センサス調査員報酬　　　　△1，954 
物　　件　　費 �418，713 �342，083 �76，630 �22．4 �総合行政情報システム利用料　　　　25，819　教科書改訂指導書購入費　　　　　　8，758 

固定資産台帳作成業務委託料　　　　8，600　固定資産航空写真撮影委託料　　　　5，714 

維持補修費 �2，702 �2，000 �702 �35．1 �主要幹線町道除雪委託料　　　　　　　702 

補　助　費　等 �203，490 �275，782 �△72，292 �△26．2 �臨時福祉給付金　　　　　　　　△66，600　　子育て世帯臨時特例給付金　　　△19，600 
的 ������工場等設置奨励金　　　　　　　　12，611　防犯灯設置補助金　　　　　　　　　9，119 

普通建設事業費 �1，839，517 �909，559 �929，958 �102．2 �共同学校給食センター建設工事請負費　820，586　　池田′1、学校校舎大規模改修工事請負費　400，000 
な も の ������池田中学校昇降機設置工事請負費　　40，000　　いこいの森池野整備事業用地購入費　△97，913 

災害復旧事業費 �22 �22 �0 �0．0 � 

積　　立　　金 �7，224 �2，162 �5，062 �234．1 �ふるさと支援まちづくり基金積立金　　　4，547　　財政調整基金利子積立金　　　　　　　505 

投資及び出資金・貸付金 �18 �18 �0 �0．0 � 

繰　　出　　金 �517，442 �532，270 �△14，828 �△2．8 �公共下水道事業特別会計繰出金　△13，866　　農業集落排水事業特別会計繰出金　　△574 

小　　　　　計 �3，001，388 �2，074，677 �926，711 �44．7 � 

合　　計 ��8，545，000 �7，600，000 �945，000 �12．4 � 



平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

議会事務局　　1／1

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　棄　内　容 　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

1 議会費 �1 議会費 �「議会だより」発行事業 �年4回定例会毎に発行 A4版10～16頁8，100部 �1，055 � � � � �1，055 

議会視察事業 �議会研修事業　　　　　　1，066 議会広報編集委員会研修事業　　　　232 �1，298 � � � � �1，298 

議会会議録作成事業 �会議録作成委託料 �792 � � � � �792 
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－　4　一

主　要　事　業

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　　　　業　　　　内　　　　容 �総事業費 �財　　　　源　　　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地・方債 �そ　の　他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

2 総務費 �1 総務管理費 �庁舎・中央公民館修繕工事 �庁舎屋根他防水修繕工事　　　　　755 中央公民館屋上電気配線ダクト取替工事等1，629 �2，384 � � � � �2，384 

町有施設灯LED照明修繕 事業 �町内各施設に設置してある施設灯のLED化 �8，392 � � � � �8，392 

情報振興事業 �システム導入によるホームページの再構築　2，414 インターネット回線冗長化　　　　1，581 �3，995 � � � � �3，995 

情報ステイション池田事業 �情報ステイション池田の運営 教育における情報化サポート事業 �2，592 � � � �112 �2，480 

電子計算事業 �社会保障・税番号制度システム改修　　2，364 中間サーバ構築負担金　　　　　6，536 �8，900 �8，674 � � � �226 

自治会防犯灯LED照明切替 事業 �防犯灯設置補助金 �9，719 � � � � �9，719 

4 選挙費 �岐阜県議会議員選挙 �岐阜県議会議員選挙に伴う執行経費 �6，235 � �5，910 � � �325 

池田町議会議員選挙 �池田町議会議員選挙に伴う執行経費 �6，805 � � � � �6，805 



平　成　2　7　年　度 主　要　事　業

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容－ 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �そ　の　他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

9 消防費’ �1 消防費 �退職団員報償金 �団長25年以上1名779 副団長30年以上1名909 分団長20年以上2名1，026 副分団長5年、20年以上3名906 部長・班長5年、10年、20年以上9名2，307 団員5年以上8名1，600 団員4年10名880 団員3年　24名1，584 �9，991 � � � �7，527 �2，464 

町消防操法大会 �町ポンプ車換法・小型ポンプ操法 平成27年5月17日予定於：池田公園 �2，709 � � � � �2，709 

町総合防災訓練 �非常召集訓練・火災防ぎょ訓練等 平成27年8月30日予定於：池田中学校予定 �805 � � � � �805 

年末夜警 �各消防器具庫 平成27年12月25日～30日予定 �481 � � � � �481 

消防出初式 �池田町総安全祈願祭 消防出初式式典・分列行進・一斉放水 平成28年1月10日予定 於：池野天満宮、中央公民館 �546 � � � � �546 

消防ポンプ自動車整備事業 �消防ポンプ自動車（CD－1）、膳装及び付属品一式 消防団第4分団第2班貸与 �21，150 � � � �15，800 �5，350 
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主　要　事　業

総務部　総務課　　3／3 

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　　　　業　　　　内　　　　容 �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

9 消防費 �1 消防費 �防災行線無線修繕事業 �防災行政無線（同報系）直流電源装置用蓄熱電離交換 　　　　　1，588 防災行政無線操作卓SD化改修　　2，808 �4，396 � � � � �4，396 

自主防災組織資機材整備 事業 �防災備蓄倉庫2基 防災備蓄品 �6，199 � � � � �6，199 

自主防災組織支援事業 �自主防災組織資機材整備費補助金 �2，000 � � � � �2，000 



平　成　2　7　年　度 主　要　事　業

総務部　企画財政課　　1／3 

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

2 総務費 �1 総務管理費 �財政健全化対策事業 �連結財務書類4表の作成1，558 ・貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、 資金収支計算書を連結ベースで作成し、年度間や類似 団体・他町との比較を行い町民に公表。 ・資産、債務の適正な管理、財務書類の分析を通じて行 財政運営の改善を図る。 行財政（事業）評価　52 ・まちづくりを推進するため、試行的に事業評価を実施 し、情報を公表。 ・町民の意見等に基づき、適切に評価を行い予算編成 等へ反映。 �1，610 � � � � �1，610 

コミュニティバス運行事業 �コミュニティバス運行業務 ・交通手段のない住民のために、バス3台を使用して、巡 回線、北回り線、南回り線、役場～市橋線を運行。 ・利用者の増加と利便性の向上を図るため、利用者等の 意見等を踏まえ、■月1回の日曜日運行や町外への乗り 入れの検討及び運行ルート、停留所、時刻表等の再検 討を実施。 ・乗車5万人達成記念セレモニーの開催。 コミュニティバス運行業務委託料15，228 燃料費、消耗品費、修繕料等4，920 �20，148 � � � �1 �20，147 

町勢要覧資料編作成事業 �町勢要覧資料編の作成 ・内容の見直しと修正を行い、2，000部作成。 �270 � � � � �270 
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主　要　事　業

総務部　企画財政課　　2／3 

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　　　　業　　　　内　　　　容 �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

2 総務費 �1 総務管理費 �養老鉄道存続支援事業 �沿線市町と協調した養老鉄道存続補助金による支援 ・赤字額から資本費並びに補助事業に係る国県補助金 及び県・市町負担額を除いた1／2の額で沿線市町が負 担する運営補助金36，838 ・鉄道軌道安全輸送設備等整備事業の車両定期検査 に係る市町協調補助金1，096 ・鉄道軌道安全輸送設備等整備事業の新型ATS車上 装置設置に係る市町協調補助1，622 ・岐阜県鉄道施設維持修繕事業に係る市町協調補助金 　6，323 養老鉄道活性化協議会負担金100 イルミネーション装飾関係経費557 �46，536 � � � �1 �46，535 

企業誘致推進対策事業 �工場等設置奨励金の交付 ・固定資産税額の1／2 企業誘致活動の積極的な推進 総合的及び重点的な施策の充実 ・情報の提供、誘致の充実強化、助成、立地環境 の整備、推進体制の整備 �13，853 � � � � �13，853 

町民くらしづくり活動団体 支援事業 �法人設立事業　　　100 町民くらしづくり活動事業　　　200 �300 � � � � �300 



主　要　事　業

総務部　企画財政課　　3／3 

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �そ　の他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

2 総務費 �1 総務管理費 �地域活性化推進事業 �町マスコットキャラクター「ちゃちやまる」関連事業1，003 ふるさと納税推進事業　　10，016 �11，019 � � � �10，000 �1，019 

交通安全対策事業 �揖斐警察署と連携して交通安全街頭指導や啓発活動を 行い、交通事故の削減。 ・保育園児、小中学生、高齢者向けの交通安全教室の 開催 �3，925 � � � � �3，925 

広報発行事業 �毎月1日発行7，940部 ・PDF（ホームページ掲載）加工 ・「Twitter」の活用 �5，778 � �262 � �144 �5，372 

町制60周年記念事業 �文化祭と同日に、町制60周年記念式典の開催 ・特別功労者表彰、小学生などから作文等の募集と優秀 作品の表彰、ブラスバンドなどによる演奏等 町が主催・共催する事業等で、町民が広く参加でき、冠を 付すにふさわしい事業の展開 �1，174 � � � � �1，174 

5 統計調査費 �統計調査事業 �学校基本調査（H27．5／1） 国勢調査（H27．10／1） �6，996 � �6，996 � � � 
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平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

総務部　税務課　　1／2

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

2 総務費 �2 徴税費 �町税等賦課事務電算業務委 託事業 �同定資産税、町県民税、軽自動車税、法人町民税等 の賦課事務は、岐阜県行政情報センターに委託し、迅 速、公平正確な処理を行う。 当初納税通知書は、納税者の利便性の向上と納付の 環境整備を目的に、コンビニエンスストアーで納付（銀行 等でも納付可能）ができる通知書にする。 （個人町県民税、固定資産税、軽自動車税） 税目別委託料 町県民税　5，253 固定資産税　3，922 軽自動車税　883 社会保障・番号制度5，638 �15，696 �3，758 � � � �11，938 

固定資産評価システム更新 事業 �固定資産地図システム 地図システム保守　　　519 家屋評価システム保守　　　340 �859 � � � � �859 



平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

総務部　税務課　　2／2

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その　他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（≠円） 

2 総務費 �2 徴税費 �固定資産（土地家屋）現況調 査委託事業 �固定資産（土地家屋）現況調査委託事業 地番現況データ修正業務 地番現況図分合筆修正 家屋現況図修正 家屋棟番号付設 画地条件、個別補正データ取得 税務地図システムデータ更新 税務地図システム画像データ更新他 �5，984 � � � � �5，984 

固定資産航空写真撮影委託 事業 �固定資産航空写真撮影委託事業 土地、家屋の現況確認用の航空写真 撮影縮尺平地1／10，000山間部1／12，500 レベル1／1，000 38．79KIぜ デジタルオルソ画像作成他 �5，714 � � � � �5，714 
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平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

民生部　住民課　　1／1

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �そ　の他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

2 総務費 �3 戸籍住民 基本台帳 費 �戸籍住民基本台帳事業 �戸籍総合システムソフトの保守 戸籍総合システムソフト使用料 戸籍総合システム機器賃借料 住民票等広域相互発行機貸借料 住民記録システム改修 ※社会保障・税番号制度に伴い平成27年度は、 1青報連携ネットワークに連携する機能の追加する。 その他（事務及び管理など） �11，358 �2，615 �25 � �7，560 �1，158 

住民基本台帳ネットワーク システム事業 �住民基本台帳ネットワークシステム保守 住民基本台帳ネットワークシステム機器貸借料 その他（事務及び管理など） �1，933 � � � � �1，933 



平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

民生部　環境課　　1／2

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

4 衛生費 �1 保健衛生費 �環境衛生事業 �公害測定等委託業務　　962 河川12ヶ所の水質調査 　及び公害発生源測定 親子クリーン・カン・バック作戦補助金　690 （各区毎7月～8月に清掃奉仕活動） �1，652 � �5 � �16 �1，631 

リサイクル事業 �リサイクルセンター業務委託　5，015 ペットボトル・プラ容器等回収処理委託10，109 古紙類等運搬委託　　4，925 環境衛生支援業務委託　　500 発砲スチロール減容等業務委託1，944 �22，493 � � � �13，533 �8，960 

リサイクルセンター建設事業 �地形測量業務委託　　　　　　　　　　　　　3，305 �3，305 � � � � �3，305 

斎苑管理事業 �オイル供給機器・火葬炉内タイル修繕1，450 斎苑業務委託　　　　2，688 揖斐広域斎場負担金　　　26，743 �30，881 � � � �1，500 �29，381 
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平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

民生部　環境課　　2／2

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

4 衛生費 �2 清掃費 �清掃事業 �公衆便所清掃管理業務委託　　　　2，940 町内各所の公衆便所の清掃管理 �2，940 � � � � �2，940 

じんかい処理事業 �可燃物収集袋、不法投棄禁止看板等購入8，266 一般廃棄物収集運搬委託102，242 水質調査測定等委託1，145 川ざらえ土砂処理委託1，475 古紙類回収処理委託　511 西濃環境整備組合分賦金108，485 （内訳）ごみ処理関係（106，092） プール関係（2，393） 一般廃棄物収集所設備補助金　750 古紙類集団回収奨励金　600 �223，474 � � � �16，700 �206，774 

し尿処理事業 �大垣衛生施設組合し尿処理場使用料　　4，150 大垣衛生施設組合分賦金　　　　85，674 �89，824 � � � � �89，824 

クリーンセンター管理事業 �粗大ごみ等運搬・処理委託　　2，046 布団、ジュータン類運搬・処理委託　960 不燃物等運搬・処理委託　　7，245 クリーンセンター業務委託　　2，685 �12，936 � � � �2，685 �10，251 



平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

民生部　健康福祉課　　1／6

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

3 民生費‘ �1 社会福祉費 �池田町福祉センター 指定管理事業 �法人運営事業　　7，080 福祉センター施設管理費、団体助成金等 地域福祉推進事業　　492 病児・病後児保育事業、コミュニティママ　6，489 子育てサポート事業 �14，061 � �3，200 � � �10，861 

町社会福祉協議会補助事業 �社協運営費補助 法人運営事業 �23，135 � � � � �23，135 

人権施策推進指針住民意向 調査事業 �人権施策推進指針に関する住民意向調査の実施 �1，175 � � � � �1，175 

障害者福祉給付金事業 �障害者福祉給付金 1・2級A570人×18，000円　10，260 3級B1300人×9，000円　　2，700 �12，960 � � � � �12，960 

地域生活支援事業 �地域生活支援事業 相談支援、地域活動支援センター4，999 コミュニケーション支援等15 日常生活用具給付事業　4，000 移動支援事業　5，623 日中一時支援事業1，565 タイムケア事業　2，813 社会参加促進事業　314 自動車改造等助成事業　200 手話奉仕員養成事業190 �19，719 �7，246 �3，623 � � �8，850 

－15　－



平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

民生部　健康福祉課　　2／6

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

3 民生費 �1 社会福祉費 �自立支援給付事業 �介護給付・訓練等給付・自立支援医療・補装具 �204，440 �102，220 �51，110 � � �51，110 

居宅介護　　　　　　　　　　　　11人 �（6：183） �（3，091） �（1，545） ���（1，547） 

行動援護　　　　　　　　　　　　　6人 �（6，469） �（3，234） �（1，617） ���（1，618） 

生活介護　　　　　　　　　　　　57人 �（99，114） �（49，557） �（24，778） ���（24，779） 

短期入所　　　　　　　　　　　　　6人 �（3，643） �（1，821） �（910） ���（912） 

施設入所　　　　　　　　　　　　21人 �（29，372） �（14，686） �（7，343） ���（7，343） 

グループホーム　　　　　　　　　　　2人 �（2，593） �（1，296） �（648） ���（649） 

宿泊型自立訓練　　　　　　　　　1人 �（1，109） �（554） �（277） ���（278） 

自立訓練（生活訓練）　　　　　　1人 �（2，161） �（1，080） �（540） ���（541） 

就労移行　　　　　　　　　　　　　3人 �（3，252） �（1，626） �（813） ���（813） 

就労A型　　　　　　　　　　　　10人 �（11，303） �（5，651） �（2，825） ���（2，827） 

就労B型　　　　　　　　　　　　　22人 �（23，411） �（11，706） �（5，853） ���（5，852） 

計画相談事業　　　　　　　　　10人 �（1，740） �（871） �（435） ���（434） 

高額障害福祉サービス費　　　　　　2人 �（77） �（39） �（20） ���（18） 

特別給付費　　　　　　　　　　　22人 �（3，573） �（1，787） �（894） ���（892） 

身体障害者・児補装具給付費 �（4，000） �（2，001） �（1，001） ���（998） 

自立支援医療給付費（更正・育成医療） �（6，440） �（3，220） �（1，611） ���（1，609） 

障害児適所支援給付事業 �障害児福祉サービス �27，358 �12，499 �6，249 � � �8，610 

児童発達支援（ことばの教室）　　　78人 �（22，436） �（11，218） �（5，609） ���（5，609） 

医療型児童発達支援　　　　　　　1人 �＿（246） �（123） �（62） ���（61） 

放課後等デイサービス　　　　　　　2人 �（530） �（265） �（132） ���（133） 

肢体不自由児適所医療費　　　　　1人 �（47） �（23） �（11） ���（13） 

児童相談支援　　10人 児童発達支援等利用者　74人 負担額軽減事業 �（1，740） （2，359） �（870） �（435） ���（435） （2，359） 



平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

民生部　健康福祉課　　3／6

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �そ　の他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

3 民生費 �1 社会福祉費 �臨時福祉給付金 給付事業 �低所得者（非課税者）に対し、消費税引き上げ （5→8％）による影響を緩和するため、一人につき 6千円を支給 給付対象見込み：3，900人 ・事業費　　23，400 ・事務費　　2，375 �25，775 �25，775 � � � � 

福祉医療扶助事業 �福祉医療扶助事業 �207，585 �地方消費税 129，000千円 に充てる。 �73，246 �（社会保障財 経費である4 �源化分） 事業の財源 �134，339 

重度心身障害者扶助800人 乳幼児扶助1，448人 母子父子家庭等扶助439人 児童・生徒町単扶助3，287人 内訳く小・中学生分〉く2，408人〉 く高校生分〉く879人〉 �（88，819） （44，741） （16，344） （57，681） 〈38，454〉 く19，227〉 ��（42，907） （22，260） （8，079） の引き上げ分 を社会保障く ���（45，912） 【45，912】 （22，481） 【22，481】 （8，265） 【2，926】 （57，681） 【57，681】 〈38，454〉 く19，227〉 

3 民生費 �2 児童福祉費 �給食搬入口新設事業 �給食搬入口新設工事設計委託料 �1，828 � � � � �1，828 

（多子世帯保育料無料化事業） 平成26年度3月補正対応 �最年長子の学年が小学校6年生までの場合、第3子以降 の児童（3歳以上児）に対する保育料無料化 �13，201 �9，509 � � � �3，692 

（すくすく赤ちゃん券支給事業） 平成26年度3月補正対応 �すくすく赤ちゃん券（おむつ・ミルク等購入券） 20，000円／人×200人（年間出生児190人＋転入10人） �4，200 �3，019 � � � �1，181 
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平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

民生部　健康福祉課　　4／6

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �そ　の他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

3 民生費 �2 児童福祉費 �放課後児童クラブ事業 �放課後児童クラブの運営 利用者数 温知60人、池田17人、養基28人 八幡33人、宮地27人、合計165人 ・賃金　15，000 ・運営費　　2，388 ・負担金（養基）1，708 �19，096 � �6，282 � �10，025 �2，789 

児童館事業 �児童館運営事業 遊びを通じた児童の健全育成、子育て家庭の支援 臨時職員貸金　11，379 運営費　　3，547 光熱水費　1，900 �16，826 � � � � �16，826 

子育て支援事業 �子育て支援センター事業 乳幼児の親子活動の支援、子育て講座、子育て相談 　臨時職員賃金 �2，020 （1，402） � �1，156 （1，068） � �62 （62） �802 （334） 

運営費 �（618） ��（88） ���（468） 

児童手当事業 �児童の健やかな育ちを社会全体で支援する事業 総対象児童数3，454人 0～3歳未満．549人＠15，000円／月額 3歳～小学生の 第1子・第2子1，811人＠10，000円／月額 �459，035 （98，805） （217，280） �317，251 （77，830） （144，853） �70，338 （10，486） （36，213） � � �71，446 （10，489） （36，214） 

第3子以降　　　　　271人＠15，000円／月額 �（48，795） �（32，530） �（8，132） ���（8，133） 

中学生　　　　　　　727人＠10，000円／月額 �（87，290） �（58，193） �（14，548） ���（14，549） 

特例給付　　　96人＠5，000円／月額 事務費 �（5，770） （1，095） �（3，845） �（959） ���（966） （1，095） 



平　成　2．7　年　度　　主　要　事　業

民生部　健康福祉課　　5／6

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

3 民生費 �2 児童福祉費 �子育て世帯臨時特例給付金 給付事業 �児童手当の受給者であって、所得が児童手当の制限に 満たない者に対して、対象児童一人につき3千円（1回 限り）支給 給付対象見込み：3，800人 ・事業費　11，400 ・事務費　1，967 �13，367 �13，367 � � � � 

保育園運営委託事業 （施設型給付事業） �私立保育園 池田保育園　　73，049 八幡保育園　　39，952 市橋保育園　　61，216 広域入所分（公立2人、私立4人）5，636 �179，853 �49，406 �24，703 � �40，856 �64，888 

病児・病後児保育事業 �病児・病後児保育を社会福祉協議会が「福祉ふれあい サポートセンター」で運営実施 社会福祉協議会指定管理料 広域利用負担金 �4，194 （4，164） （30） � �2，776 （2，776） � � �1，418 （1，388） （30） 

障害児適所支援事業 �児童発達支援事業所ことばの教室の運営 ■児童発達支援利用者 　池田町　79人 　揖斐川町15人 　合計　94人 �36，079 � � � �29，945 �6，134 
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平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

民生部　健康福祉課　　6／6

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　　　　業　　　　内　　　　容 �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

3 民生費 �2 児童福祉費 �地域活動事業対策費 補助事業 �池田保育園　　　　180 八幡保育園　　　　180 市橋保育園　　　　180 �540 � � � � �540 

法人立保育園運営費 補完事業 �池田保育園　　　　8，487 八幡保育園　　　　27，200 市橋保育園　　　　9，697 �45，384 � � � � �45，384 

障害児保育対策費補助 事業 �池田保育園　　　　2，048 八幡保育園　　　　6，146 市橋保育園　　　　2，048 �10，242 � � � � �10，242 

法人立保育園管理運営 補助事業 �池田保育園　　　　2，922 八幡保育園　　　　2，237 市橋保育園　　　　2，449 �7，608 � � � � �7，608 

延長保育促進事業費補助 事業 �池田保育園　　　　4，891 八幡保育園　　　　4，891 市橋保育園　　　　4，891 �14，673 � �9，780 � � �4，893 

低年齢児年度途中受入 促進事業費補助事業 �池田保育園　　　　2，530 八幡保育園　　　1，265 市橋保育園　　　1，265 �5，060 � �2，529 � � �2，531 



平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

民生部保健センター　　1／2

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　　　　業　　　　内　　　　容 �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

4 衛生費 �1 保健衛生費 �新健康管理システム更新 事業 �導入一時経費 設定費、データ移行費、システム等月額利用料等 �3，987 � � � � �3，987 

保健対策推進事業 �食生活改善普及 （食生活改善推進員による伝達講習会・研修会） 保健カレンダー（上半期・下半期） ゆ－みんぐ送迎等 �1，185 （923） （208） （54） � � � �52 （45） （7） �1，133 （878） （208） （47） 

母子保健事業 �乳幼児健診及び相談 乳幼児健診指導及び乳幼児相談 乳幼児健康教室（ぴよぴよ広場、2歳児教室） 妊婦相談及び指導 こんにちは赤ちゃん訪問 歯科検診指導及びフッ素、サホライド塗布 妊婦健診 妊婦歯科健診 新生児聴覚検査 不妊治療費助成 �31，124 （4，449） （93） （491） （21，451） （120） （570） （3，150） �400 （400） �1，111 （86） （825） � �218 （218） �29，395 （4，449） （7） （273） （21，451） （120） （570） （2，325） 

養育医療費給付 �（800） ��（200） ���（200） 

成人保健事業 �健康増進事業 歯周疾患検診、骨粗寿症検診 肝炎ウイルス検診等 健康増進計画見直し業務 胃、子宮頸、乳房、大腸、前立腺、肺がん検診 健康診査家族調査 健康手帳交付、健康教育・相談、訪問指導 精神保健相談、交通費助成事業 �29，716 （5，064） （20，312） （1，374） （2，364） （338） �1，209 （1，209） �3，101 （2，669） （169） � �3，044 （60） （2，984） �22，362 （2，335） （16，119） （1，374） （2，364） （169） 

自殺予防対策 �（264） ��（263） ���（1） 
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平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

民生部　保健センター　　2／2

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

4 衛生費 �1 保健衛生費 �予防事業 �予防接種 ヒプ、小児用肺炎球菌、BCG ジフテリア・百日せき・破傷風、ポリオ4種混合 ジフテリア・百日せき・破傷風3種混合 ポリオ、日本脳炎 麻しん風しん（1歳児、年長児） 子宮頸がん予防 結核住民検診 高齢者インフルエンザ予防接種・高齢者肺炎球菌 任意予防接種負担金 水痘、おたふく、高齢者肺炎球菌 �53，707 （43，687） （810） （8，480） （730） � � � � �53，707 （43，687） （810） （8，480） （730） 

「健康・福祉フェアいけだ」 イベント事業 �各種イベント委託料等 期日平成27年11月15日（日）予定 �965 � � � �35 �930 

ワールドウオーキングチヤレン 事業 �生活習慣病予防としてウオーキングを推進 目標を決めて達成ごとに池田温泉券をプレゼント �310 � � � � �310 

若い人の健康づくり事業 �30歳代の健康づくり健診事業 �1，276 � � � �150 �1，126 



平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

民生部　保険年金課　　1／4

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

3 民生費 �1 社会福祉費 �長寿者褒賞事業 �長寿者に対する褒賞 88歳　4，000円×102人　408 90歳以上1，500円×363人　545 95歳10，000円×23人　230 100歳100，000円×8人　800 �1，983 � � � � �1，983 

緊急通報装置設置事業 �75歳以上の独居高齢者等に緊急通報装置　704 を設置 �704 � � � � �704 

老人保護措置事業 �養護老人ホームへの入所措置　　　6，737 （揖斐川尚和園3名） �6，737 � � � �1，514 �5，223 

老人クラブ助成事業 �老人クラブへの活動助成 町・郡・県老人クラブ連合会　　829 単位老人クラブ（44クラブ）　2，190 �3，019 � �1，760 � � �1，259 

介護予防プラン作成事業 �新予防給付のケアマネジメント業務を居宅介　2，726 護支援事業所へ委託 �2，726 � � � �2，726 � 

地域支援事業 �介護予防事業　8，720 認知症予防型教室、福祉サポーター養成事業 適所型介護予防事業等 包括的支援事業　21，108 介護予防ケアマネジメント、総合相談、権利擁護 任意事業　4，837 配食サービス、介護用晶の支給、在宅介護 者のつどい、認知症サポーター支援事業等 �34，665 � � � �34，665 � 
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平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

民生部　保険年金課　　2／4

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

3 民生費 �1 社会福祉費 �揖斐広域連合負担金 �揖斐広域連合負担金 保険給付分　　214，024 地域支援事業介護予防分1，320 地域支援事業包括的・任意分　5，146 介護保険事務費等　27，866 その他一般　　32，923 �281，279 � � � � �281，279 

後期高齢者医療費 �後期高齢者医療費 負担金 繰出金 �227，043 （167，137） （59，906） � �32，755 （32，755） � � �194，288 （167，137） （27，151） 

国保特別会計繰出金 �国保特別会計繰出金 �104，878 �7，901 �59，500 � � �37，477 

保険基盤安定繰出金 出産育児一時金 財政安定化支援事業繰出金 一般会計その他繰出金 �（89，870） （7，000） （8，007） （1） �（7，901） �（59，500） ���（22，469） （7，000） （8，007） （1） 

老人保健医療費 �旧老人保健特別会計の診療費 過誤調整及び月遅れ請求分など �61 � � � �30 �31 



平　成　2　7　年　度　（国民健康保険特別会計）　主　要　事　業

民生部　保険年金課　　3／4

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �そ　の他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

1 総務費 �1 総務管理費 �電算委託事業 �委託料 国保データベースシステム年間保守料 国保税業務等電算委託料 レセプト点検委託料 国民健康保険システム改修委託料 �11，894 （270） （6，540） （1，973） （3，111） �1，800 （1，800） � � � �10，094 （270） （6，540） （1，973） （1，311） 

8 保健事業費 �1 保健事業費 �健康づくり総合推進事業 �健康生きがいづくり事業1，274 福祉運動会、ラジオ体操大会、 元旦マラソン、マンデー指導等 高齢者健康増進事業　380 歩け歩け大会、花作り事業 高齢者料理教室 人間ドック補助事業20，000円＊55人1，100 医療費通知事業1，300 無給府家庭表彰事業　360 �4，414 � �4，414 � � � 

2 特定健康診 �特定健康診査等事業 �特定健康診査等事業 �16，489 �3，851 �3，851 � � �8，787 

査等事業費 ��特定健康診査 特定保健指導 ［蓋還冨迄援 その他管理費 �（15，209） （1，280） �（3，851） �（3，851） ���（7，507） （1，280） 
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平　成　2　7　年　度　（後期高齢者医療事業特別会計）　主　要　事　業

民生部　保険年金課　　4／4

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

1 総務費 �1 総務管理費 �一般管理費 �被保険者証発送事務　　950 郵便料 税・社会保障制度対応事務1，604 後期高齢者医療システム改修委託料 その他管理費　130 �2，684 �933 � � � �1，751 

2 徴収費 �徴収費 �保険料徴収事務　　　　599 電算処理委託料 その他管理費　　　　789 �1，388 � � � � �1，388 

2 後期高齢者 �1 後期高齢者 �後期高齢者医療広域連合納 �後期高齢者医療広域連合納付金 �219，005 � � � � �219，005 

医療広域連 合納付金 �医療広域連 合納付金 �付金 �保険料等負担金　　206，472 特別徴収、普通徴収 ・事務費負担金　　9，009 一般会計分、特別会計分 保健事業費負担金　　3，524 

3 保健事業費 �1 健康保持増 �健康診査費 �健康診査事業 �10，472 � � � �10，269 �203 

進事業費 ��ぎふ・すこやか健診事業 健診委託料　8，417 健診に伴う電算委託料　337 受診票・封筒・郵送料等　319 口腔健診事業 健診委託料　1，140 受診票・封筒・郵送料等　259 �（9，073） （1，399） ����（8，958） （1，311） �（115） （88） 



平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

建設部　建設課　　1／6

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　　　　業　　　　内　　　　容 �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その　他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

6 農林水産業 �1 農業費 �農業農村整備事業 �県単土地改良事業測量調査計画設計委託料 農道整備工事及びかんがい排水工事に伴う 路線・用地測量 �8，300 � � � � �8，300 

町単独土地改良事業 農道及び農業用用排水路の維持補修、 改良、安全施設整備等工事 �6，520 � � � � �6，520 

県単独農業農村整備事業 及び県単かんがい排水事業 ①農道舗装 藤代地区L＝280m／W＝2．9m 片山北地区L＝360m／W＝5．0m （∋農道整備 粕ケ原地区L＝240m／W＝6．5m ③県単かんがい排水事業 草深地区L＝100m �67，900 � �27，160 � � �40，740 

県営農業農村整備事業負担金 農村振興整備事業池田地区 農道施設強化対策事業揖斐中部3期 農村環境整備事業小水力発電整備 �62，750 � � � � �62，750 

－　27　－



平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

建設部　建設課　　2／6

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　　　　業　　　　内　　　　容 �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �そ　の他■ 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

6 農林水産業 �2 林業費 �林道事業 �林道維持補修工事　　　　　　5，700 林道草刈工　　　　　　　949 �6，649 � � � � �6，649 

林道池田明神線等開設事業 �測量設計委託料 池田明神線測量設計し＝2．3km 池田明神線開設工事 池田明神線線（開設） 般若畑線（改築） �12，000 23，100 � �6，000 11，550 � � �6，000 11，550 



平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

建設部　建設課　　3／6

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　　　　業　　　　内　　　　容 �総事業費 �財　　　　源　　　　内1　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

8 土木費 �1 土木管理費 �土木総務費 �土木事業測量調査設計委託料 町道改良等路線・用地測量設計 �8，800 � � � � �8，800 

土地登記委託料 ①分筆登記　　7筆 ②所有権移転　　5筆 �1，600 � � � � �1，600 

道路台帳補正委託業務 ①道路新設分　L＝1．03km ②道路改良分　L＝2．88km ③路線網図更新1式 �4，413 � � � � �4，413 

木造住宅耐震診断委託料　　14件 �651 �324 �162 � � �165 

木造住宅耐震補強工事費補助金2件 �2，300 �1，100 �600 � � �600 

建築物耐震診断補助金　　　1件 �1，000 �500 �白50 � � �250 

地籍調査事業 �小牛仮・本閲覧（0．24kId） 顧成寺北地籍図・地籍簿（案）作成（0．35kIぜ） 願成寺南地籍図根多角点設置、一筆地調査、 　測量、地積計算（0．32kIぜ） 草深地籍図根三角点、多角点設置 　調査素図、相続調査（0．20kIぜ） �18，251 � �11，628 � �10 �6，613 
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平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

建設部　建設課　　4／6

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　　　　業　　　　内　　　　容 �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

8 土木費 �2 道路橋梁費 �道路維持費 �主要幹線町道除雪委託料 除雪ドーザー100時間 町道維持修繕委託料 点々補修等 �2，702 10，000 � � � � �2，702 10，000 

町道維持補修工事 ①町道維持補修・軽舗装等 ②道路側溝修繕・側溝清掃 �19，762 � � � � �19，762 

ふれあい街道道路維持委託料 ふれあい街道路除草 �4，000 � � � � �4，000 

社会資本整備総合交付金 事業 �測量設計委託 ①測量設計委託1路線 ②橋梁点検業務委託16橋 �13，384 �7，361 � �5，400 � �623 

地域基盤整備工事　2件 ①池野杉野線・道路整備　　55，000 ②小寺池野線・舗装修繕　　7，000 �62，000 �34，100 � �25，100 � �2，800 

道路新設改良費 �町道アスファルト舗装工事 杉野12号、砂畑6号、萩原43．49号、下東野20号、 片山南51号線、本郷40号、北部地区 �14，900 � � � � �14，900 



平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

建設部　建設課　　5／6

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �そ　の他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

8 土木費 �2 道路橋梁費 �道路新設改良費 �道路改良工事 いこいの森栄町地内 池野48号線栄町地内 下東野八幡線上八幡地内 宮地北7号線宮地北地内 萩原8号線萩原地内 小寺池野線上田畑地内 段17号線段地内 下東野26号線下東野地内 �48，000 � � �2，700 � �45，300 

都市再生整備計画事業工事費 舟子1号線　　藤代地内 �20，000 �8，000 � � � �12，000 

県営土木事業負担金 道路改良事業等 �5，760 � � � � �5，760 

橋梁維持費 �橋梁維持修繕 橋梁塗装4基（石渕橋、河原屋敷橋、 　堤東2号橋、大門橋） 高欄修繕1基（大谷橋） 伸縮装置2基（深町橋、八幡橋） �22，200 � � � � �22，200 
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平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

建設部　建設課　　6／6

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　　　　業　　　　内　　　　容 �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �そ　の他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

8 土木費 �3 河川費 �河川総務費 �一級河川草刈委託料（2回刈り） 面積　A＝175，190Ⅰぜ �29，496 � �4，800 � � �24，696 

排水路改良工事 排水路改良工事　山洞地内 �2，000 � � � � �2，000 

排水路維持補修工事 �1，300 � � � � �1，300 

6 都市計画費 �都市計画費 �建築確認申請等データ更新業務委託料 �3，025 � � � � �3，025 

都市計画基礎調査業務委託料 �5，292 � �1，600 � � �3，692 

都市再生整備計画業務委託料 �490 � � � � �490 



平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

建設部　産業課　　1／2

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　　　　業　　　　内　　　　容 �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円）． �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

6 農林水産 業費 �1 農業費 �営農組合等機械導入事業 �製茶機　　　　　288 コンバイン　　　　1，275 乗用型摘採機　　　1，082 �2，645 � � � � �2，645 

関西茶業振興大会 　岐阜県大会推進事業 �出品茶（手摘み茶）に対する支援 �840 � � � � �840 

新規就農者支援事業 �対象者2名 �3，000 � �3，000 � � � 

経営所得安定対策推進事業 �経営所得安定対策推進に係る事務補助 �2，000 � �2，000 � � � 

多面的機能支払交付金事業 �農地維持支払　　　16，099 資源向上支払（施設の長寿命化）　20，860 資源向上支払（共同活動）　　9，609 �46，568 � �34，924 � � �11，644 

2 林業費 �森林病害虫防除事業 �カシノナガキクイムシ予防事業 　　　　V＝80Ⅰぜ �1，642 � �1，231 � � �411 

池田の森広葉樹植栽事業 �広葉樹植栽など森林体験事業等 �、1，282 � �1，282 � � � 

分収造林保育事業 �保育間伐10．99ha �3，682 � � � �3，682 � 
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一　34　－

主　要　事　業

（‾款） �（項） �事　　業　　名 �事　　　　業　　　　内　　　　容 �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

6 農林水産 業費 �2 林業費 �野生生物保護管理事業 �ニホンジカ個体数調整 �1，000 � �1，000 � � � 

有害鳥獣捕獲事業 �有害鳥獣捕獲（ニホンジカ・イノシシ等）1，030 囲い罠購入　　　　　　　2，000 �3，030 � �2，000 � � �1，030 

有害鳥獣捕獲従事職員育成 事業 �有害鳥獣捕獲等に従事する市町村職員 の育成 �500 � �500 � � � 

7 商工費 �1 商工費 �商工会補助事業 �地域振興事業費補助金 �13，000 � � � � �13，000 

観光事業等補助事業 �ふるさと祭り、地区別イベント等補助金 �15，960 � � � � �15，960 

観光施設整備事業 �大津谷登山道整備工事　　　5，000 大津谷公園トイレ改修工事　10，000 山麓修景整備工事　　　4，700 �19，700 �5，880 �5，000 � � �8，820 



平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

建設部　池田温泉　　1／2

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　　　　業　　　　内　　　　容 �総事業費 �財　　　　源　　　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

8 土木費 �2 道路橋梁費 �道の駅施設管理費 �平成27年度においては、道の駅での各種イベントの 実施、メディアへの露出の増加、周辺道の駅との連携よ る道の駅フアンの誘致、道の駅キップマニアを始め、温泉 利用者との相乗効果により、より一層の地域振興施設、 観光の拠点として道の駅利用者増を図り、年間30万人 の利用者を目指します。 道の駅開駅4周年記念 阿波踊り 平成27年7月18日（土）予定 氷の彫刻展 平成27年8月23日（日）予定 盆踊り（郡上おどり） 平成27年9月12日（土）予定 毎月イベント計画実施 工事請負費 テナント棟通路日よけ幕設置工事3，100 足湯及び機械室外壁張替工事700 監視カメラ追加設置工事1，235 施設備品購入費73 （物置き） 施設管理事務費等24，124 �29，232 � � � �15，533 �13，699 
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平　成　2　7　年　度（温泉施設特別会計）主　要　事　業

建設部　池田温泉　　2／2 

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　　　　業　　　　内　　　　容 �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

1 管理費 �1 池田温泉 管理費 �総務事業 �池田温泉の入浴利用者総数900万人の早期達成と、 年間入浴利用者総数55万人を目標とし、温泉施設内・ 敷地内及び道の駅イベント広場等を利用した月例・年間 イベントなど、サービスの充実に努める。 900万人達成記念5月中旬～下旬予定566 本館19周年11月15日（日）予定10 新館13周年2月28日（目）予定10 温泉イベント企画運営費（本館）94 温泉イベント企画運営費（新館）115 事務費等　68，296 �　0 69，064 � � � � �69，064 

1 管理費 �1 池田温泉 管理費 �施設事業 �池田温泉の入浴利用者総数900万人の早期達成と、 年間入浴利用者総数55万人を目標とし、温泉施設にお けるお客様サービスの低下をすることなく、最大限のコス ト削減に努め、施設の整備・点検・お客様サービスの充 実を図り温泉経営を進める。 工事請負費 本館源泉ポンプ入替工事4，121 本館浄化槽制御盤周り改修工事2，225 本館駐車場照明改修工事680 新館1・3階空調機更新工事28，296 新館内湯浴槽洗い場排水溝改修工事570 備品購入費 本館（草刈機・洗濯機）139 新館（ベビーベット・扇風機）92 施設管理事務費169，633 �205，756 � � � � �205，756 



平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

水道部　水道課　　1／8

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　　　　業　　　　内　　　　容 �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

4 衛生費 �1 保健衛生費 �高度処理型合併浄化槽設置 整備事業 �高度処理型合併浄化槽設置整備事業補助金 　（35基分） 人槽基準額基数 5人（855千円）12基10，260 6人～7人（936千円）19基17，784 8人～10人（1，109千円）1基1，109 11人～20人（2，102千円）1基2，102 21人～30人（3，581千円）1基3，581 31人～50人（4，805千円）1基4，805 �39，641 �6，862 �6，862 � � �25，917 

町単独浄化槽設置整備事業 �町単独浄化槽設置整備事業補助金 　（20基分） 人槽　基準額基数 5人（148千円）5基740 6人～7人（162千円）8基1，296 8人～50人（192千円）7基1，344 �3，380 � � � � �3，380 

3 上水道費 �上水道事業補助金 �上水道事業補助金 �14 � � � � �14 
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平　成　2　7　年　度　（北部簡易水道事業特別会計）　主　要　事　業

水道部　水道課　　3／8

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

1 管理費 �1 北部管理費 �施設等修繕事業 �施設・配水管漏水修繕　　3，850 量水器修繕及び取替　　2，440 北部水源地薬液タンク洗浄　177 北部水源地内管理棟防水塗装修繕　2，372 �8，839 � � � �8，839 � 

施設維持管理委託料 �機械・電機計装設備保守点検委託料及び　2，994 水源地電機保守点検委託料 水源地等電気料　　　　7，194 �10，188 � � � �10，188 � 

維持補修及び配水管布設事 業 �配水管維持補修工事　　500 消化栓新設工事　　　6，000 維持補修工事　　　500 簡易水道統合整備事業工事　77，156 �84，156 �19，262 � �37，000 �27，894 � 
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平　成　2　7　年　度　（南部簡易水道事業特別会計）　主　要　事　業

水道部　水道課　　4／8

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �そ　の　他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

1 管理費 �1 南部管理費 �施設等修繕事業 �施設・配水管漏水修繕　　　　　2，000 南部水源地薬液タンク洗浄　　　　178 �2，178 � � � �2，178 � 

施設維持管理委託料 �機械・電機計装設備保守点検委託料及び 水源地電機保守点検委託料　　2，057 水源地等電気料　　　　4，008 �6，065 � � � �6，065 � 

維持補修及び配水管布設事 業 �配水管施設等維持補修工事　　500 維持補修工事　　　　500 簡易水道統合整備事業工事　　38，655 �39，655 �9，640 � �22，000 �8，015 � 



平　成　2　7　年　度　（上水道事業会計）　主　要　事　業

水道部　水道課　　5／8

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �そ　の他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

収益的支出 �営業費用 �施設修繕・維持管理委託業 務事業 �水源地等施設修繕 配水管漏水修繕 配水池等施設修繕 公共下水道関連工事 機嘩・電機計装設備保守点検委託料 水源地電気保守管理料 漏水調査委託料 上水道統合事業実施設計委託料 池田町水道事業ビジョン策定業務委託料 �54，856 （3，258） （2，500） （2，000） （34，000） （2，099） （284） （1，556） （3，186） （5，973） � � � �54，856 （3，258） （2，500） （2，000） （34，000） （2，099） （284） （1，556） （3，186） （5，973） � 

減価償却費 �有形固定資産減価償却費 �68，566 � � � �68，566 � 

営業外費用 �企業債償還利息 �借入元金1，870，800，000円に対する償還利息 �34，028 � � � �34，015 �13 

資本的支出 �建設改良費 �新規加入工事 �新規加入工事　　　　2，000 消火栓・仕切弁設置工事　　1，820 遠隔監視システム整備事業工事　　53，558 �57，378 �5，311 � � �52，067 � 

企業債償還 金 �企業債償還金 �借入元金1，870，800，000円に対する償還元金・ �91，616 � � � �91，616 � 

有価証券購 入費 �国債購入 �国債購入 �200，000 � � � �200，000 � 
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平　成　2　7　年　度　（農業集落排水事業特別会計）　主　要　事　業

水道部　水道課　　6／8

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

1 管理費 �1 農業集落排 �中谷地区農業集落排水施設 �処理施設維持管理 �22，409 � � � �19，769 �2，640 

水管理費 �管理事業 �施設、機器保守点検業務委託 余剰汚泥引抜及び清掃業務委託 施設電気料等 その他施設管理費 

徳谷地区農業集落排水施設 管理事業 �処理施設維持管理 施設、機器保守点検業務委託 余剰汚泥引抜及び清掃業務委託 施設電気料等 その他施設管理費 �18，188 � � � �13，168 �5，020 

大谷地区農業集落排水施設 管理事業 �処理施設維持管理 施設、機器保守点検業務委託 余剰汚泥引抜及び清掃業務委託 施設電気料等 その他施設管理費 �21，820 � � � �16，314 �5，506 



平　成　2　7　年　度　（農業集落排水事業特別会計）　主　要　事　業

水道部　水道課　　7／8

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

1 管理費 �1 農業集落排 �大津谷地区農業集落排水施 �処理施設維持管理 �36，631 � � � �25，017 �11，614 

水管理費 �設管理事業 �施設、機器保守点検業務委託 余剰汚泥引抜及び清掃業務委託 施設電気料等 その他施設管理費 

白鳥地区農業集落排水施設 管理事業 �処理施設維持管理 施設、機器保守点検業務委託 余剰汚泥引抜及び清掃業務委託 施設電気料等 その他施設管理費 �19，792 � � � �9，470 �10，322 

深歩谷地区農業集落排水施 設管理事業 �処理施設維持管理 施設、機器保守点検業務委託 余剰汚泥引抜及び清掃業務委託 施設電気料等 その他施設管理費 �19，585 � � � �6，537 �13，048 

東光寺谷地区農業集落排水 施設管理事業 �処理施設維持管理 施設、機器保守点検業務委託 余剰汚泥引抜及び清掃業務委託 施設電気料等 その他施設管理費 �41，663 � � � �25，495 �16，168 

－　43　－



平　成　2　7　年　度（公共下水道事業特別会計）　主　要　事　業

水道部　水道課　　8／8

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �そ　の他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

1 事業費 �1 公共下水道 �公共下水道事業管渠施設事 �補助事業 �302，000 �149，900 � �135，900 �16，200 � 

事業費 �業 �管渠布設工事費等 幹線管渠¢250　L≒110m 面整備管渠¢150　L≒5，220m 

非補助事業 管渠布設工事費等 面整備管渠¢150　L≒1，080m �43，300 � � �41，100 �2，200 � 

単独事業 上水道移設工事負担金　　34，000 附帯工事費（共同水道移設等）16，000 �50，000 � � � �10，132 �39，868 

公共下水道事業処理施設事 業 �業務委託料 浄化センター第3期増設工事 �323，700 �172，140 � �135，300 �16，260 � 

2 管理費 �1 公共下水道 �公共下水道事業管渠施設事 �公共下水道事業管理費 �142，750 � � � �130，029 �12，721 

事業管理費 �業 �処理施設維持管理 施設機器保守点検業務委託 余剰汚泥引抜、処分及び清掃業務委託 その他維持管理 管渠施設 下水道台帳更新 



平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

教育委員会　学校教育課　　1／3

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　　内　　　　　訳　＿ 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �そ　の他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

10 教育費 �1 教育総務費 �義務教育支援事業 �教育センター活性化推進・学校課題解決1，896 各種研究事業の推進 「魅力ある学校づくり」推進事業1，395 各小中学校の特色ある活動推進 �3，291 � � � � �3，291 

外国語活動推進事業 �中高生海外派遣事業にて中学生10名　2，900 高校生5名・海外（ニュージーランド）派遣（ホームステイ） 小中連携外国語活動推進事業13，715 ALT2名及び町単講師2名を配置 �16，615 � � � � �16，615 

2 小学校費 �特別支援学級支援事業 �特別支援学級の設置校で、対象児童の支援11，089 配置校温知小4名八幡小1名池田′J、2名 通常学級在籍で支援が必要な児童に対応9，826 特別支援教育アシスタント配置校温知小3名 八幡小2名宮地小2名池田小2名 �20，915 � � � � �20，915 

少人数学級（指導）支援事業 �一定数以上（30名以上）になる学級対象 少人数指導講師 対象校温知小1名八幡小4名池田小2名 �10，255 � � � � �10，255 
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平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

教育委員会　学校教育課　　2／3

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　　．業　　　　内　　　　容 �総事業費 �財　　　　源・　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �そ　の　他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

10 教育費 �2 小学校費 �学校維持補修事業 �温知小廊下・階段床パッキン取替修繕他　367 八幡小グランド表面改修等各種修繕　746 宮地小校舎南雨樋修繕他　　859 池田小ガス調整器取替　120 �2，092 � � � � �2，092 

学校大規模改修事業 �池田小学校校舎大規模改修工事 �400，000 �82，634 � �238，000 � �79，366 

3 中学校費 �教育支援事業 �特別支援学級の生徒への指導助手　3，792 自立支援・不登校対応指導助手 外国語活動支援英語講師　1，343 �5，135 � � � � �5，135 

学校維持修繕事業 �北舎2階中央トイレ配管修繕　　188 第1会議室エアコン取替　　　490 体育用具修繕費用等　　　332 �1，010 � � � � �1，010 

昇降機設置事業 �実施設計委託業務及び工事監理委託業務　2，135 昇降機設置工事　　　　　　40，000 �42，135 � � �31，600 � �10，535 





平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

教育委員会　社会教育課　　1／2

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �そ　の他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

10 教育費 �4 社会教育費 �公民館等設備改修事業 �西公民館増築工事　　3，000 八幡公民館駐車場ライン整備　　203 東公民館南門扉改修　194 中公民館駐車場街灯LED化　　85 �3，482 � � � � �3，482 

青少年育成事業 �少年補導員による街頭補導（月4回）及び　680 月例会の開催 子ども会活動等青少年団体助成　1，264 �1，944 � � � � �1，944 

生涯学習振興事業 �中央公民館・地区公民館を活動拠点とした各 種講座・教室の開催 成人教育講座（3講座）こども講座（1講座）180 青少年教育（合唱団）教室　324 池田っ子チャレンジ教室（休日コース）102 池田っ子チャレンジ教室（平日コース）60 地区公民館各種教室、講座（28講座）792 女性セミナー　55 �1，513 � � � � �1，513 

家庭教育事業 �家庭教育学級を開催し、子どもの健全な成長 を活動と学習を通じて学ぶ。 保育園8学級、小学校5学級、中学校1学級 �641 � � � � �641 



平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

教育委員会　社会教育課　　2／2

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

10 教育費 �4 社会教育費 �文化振興事業 �文化祭 町民各層の文化活動振興と発展を図る。793 期日：平成27年10月31日・11月1日（予定） 文化連盟等文化団体助成　　840 �1，633 � � � � �1，633 

成人式事業 �成人式の開催対象者320人 期日：平成28年1月10日（日）（予定） �808 � � � � �808 

文化財保護事業 �出土遺物整理、古文書の調査整理等2，740 霞間ケ渓、願成寺古墳群、本郷城跡 下草刈等1，430 霞間ケ渓サクラ育成治療等委託1，233 文化財保護団体助成　478 �5，881 � � � � �5，881 
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平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

教育委員会　総合体育館　　1／1

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　内　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

10 教育費 �5 保健体育費 �各種体育団体助成金 �体育協会　1，160 スポーツ少年団　　960 レクリェーション協会　480 池田町ふれあい元旦マラソン実行委員会800 池田町スポーツ奨励金　500 法政大学バドミントン部強化合宿費　200 �4，100 � � � � �4，100 

スポーツ団体全国大会出場 助成金及び激励金 �スポーツ少年団等　　　1，300 一般個人、団体　　　　200 �1，500 � � � � �1，500 

池田南部公園管理事業 �管理業務、除草業務 �2，564 � � � �7 �2，557 

総合型地域スポーツクラブ推 進事業 �総合型地域スポーツクラブ支援 総合型地域スポーツクラブ事務 �3，540 � � � � �3，540 

バドミントン日本リーグ池田大 会事業 �日本1部リーグに所属するチームを招碑することにより、 スポーツを核とした町づくりを進め、健康で活力に満ちた 生涯スポーツ社会の実現を図る。 �5，347 � � � �100 �5，247 



平　成　2　7　年　度　　主　要　事　業

教育委員会　図書館　　1／1

（款） �（項） �事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　　　（千円） �総事業費 �財　　　　源　　　　　内　　　　　訳 
特　　　定　　　財　　　源 ����一般財源 （千円） 

国庫支出金 �県支出金 �地方債 �その　他 
（千円） �（千円） �（千円） �（千円） �（千円） 

10 教育費 �4 社会教育費 �読書振興・啓発事業 �読書講演会1回100 童話会・人形劇　2回120 おはなしの会毎週土曜　72 ミニコンサート1回　90 ライブコンサート　2回　40 絵本であい教室年12回 �422 � � � � �422 

図書館資料整備事業 �図書購入　　　8，500冊　　14，994 AV資料購入　125点　　　930 �15，924 � � � �43 �15，881 

雑誌等逐次刊行物整備事業 �新聞　　10紙　　421 雑誌　150誌　1，440 官報等　　　　　77 �1，938 � � � � �1，938 

書誌データ作成・資料装備 事業 �図書データ作成　8，500冊735 既存図書装備・データ作成100冊　97 AV資料装備・データ作成125点182 マーク保守　　　216 �1，230 � � � � �1，230 

園児送迎バス運行事業 �公立保育園4・5歳児の来館送迎 �510 � � � � �510 

音訳機器デジタル化事業 �視覚陣がい者に「広報いけだ」、「しあわせ福祉」等を音 訳する設備のデジタル化 デジタル録音機　2機 再生機　8機 編集用パソコン1機 CD／DVDコピー機1機 �794 � � � � �794 
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