
【款】　3　民生費

【項】1社会福祉費

2，726，696千円

1，484，143千円

目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

1 社会福祉 �社会福祉ニーズの多様化が進むなか、だれもが安心して暮らすことの 

総　務　費 �できる福祉のまちづくりをめざして障がい者や高齢者など社会的弱者を 

404，107千円 �支援し、福祉の向上に努めた。 

1．池田町福祉センター指定管理事業　　　　　　13，082千円 

地域住民等に対する福祉サービスの効果及び効率を向上させるため、 
民間事業者の能力を活用し、池田町福祉センターの適正かつ円滑な管 
理に努めた。 

2．陣がい福祉事業 

（1）地域生活支援事業　　　　　　　　　　　　5，730千円 

陣がい者及び陣がい児がその有する能力及び適正に応じ、自立した 
日常生活又は社会生活を営むことができるよう相談支援事業や地域活動 
支援センター事業を行った（委託事業）。 

・医療法人　静風会　大垣病院 

・社会福祉法人楽山・杜の会 

・社会福祉法人大垣市社会福祉事業団 

・社会福祉法人あゆみの家 

・社会福祉法人擁童協会 

（2）障害者福祉給付金　　　　　　　　　　12，138千円 

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けている 
者のうち、下記区分に該当する者に対し障害者福祉給付金を支給し、障 
がい者の福祉の増進を図った。 

区　　分 �受給者 �給付金額 �支給額 � 

重度障害者 身体障害者手帳1・2級 療育手帳A－1・A－2 精神保健福祉手帳1・2級 �人 552 �円 18，000 �千円 9，650 

中度障害者 身体障害者手帳3級 療育手帳B－1 精神保健福祉手帳3級 �285 �9，000 �2，488 

計 �837 � �12，138 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

（3）身体障害者補装具給付金　　　　　　　　　　5，541千円 

車いす、補聴器等補装具を給付することにより、日常生活の安定を 

図った。 

（単位：千円） 

3 �区分　　車いす　電動車いす　補聴器 ���義肢・装具　その他　　計 

件数　　　5　　　12　　　13 ���9　　　　　7　　　　46 

支給額　　379　　　576　　1，096 ���2，257　　1，233　　5，541 

．自立支援事業　　　　　　　　　　　　　　195，745千円 

地域社会とのかかわりのある暮らしの実現に向けて、陣がい者・陣がい児の 

「日中活動と居住支援」並びに「訪問・通所系サービス」について給付費の 

支給を行った。 

サービス種類 �人数 �支給額（千円） �施設数と主な施設名称 

身体陣がい者 　入所 �11 �24，537 �L ≧4 �三光園、西濃サンホーム、幸 報苑、九頭竜ワークショップ 

知的陣がい者 　入所 �13 �16，181 �7 �西美濃の里、西濃向生 園、ひまわりの丘第三学 園他 

知的陣がい者 　適所 �7 �7，398　　と　5 ��西美濃の里、ハーモニー 大垣、あゆみの家他 

ホームヘルプ �20 �14，602 �∃7 】 �サポートいけだ、チェント ロマンマ、と－たす他 

生活介護 �48 �93，508 �7 �西濃サンホーム、サンビ レッジ新生苑他 

児童デイサービス �93 �18，188 �壷3 l �ことばの教室、キッズアカデ ミーせき園、ひまわり学園 

短期入所 �6 �839 �上 �西美濃の里、サンビレッジ 新生苑、ひまわりの丘第 二学園 

訓練等給付 �28 �20，492 �i5 �ふれ愛の家、いぶき作業 所、どんぐり村福祉工場他 

→　65　－



目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

4．社会福祉協議会の事業　　　町補助金　27，024千円 

（1）調査企画事業 
・健康・福祉フェアいけだの開催　　　　　　　　11月27日 

福祉体験、作品展、もったいない堀出市 
地域福祉活動・福祉教育紹介、介護保険・住宅改修相談 
災害救援、出店、町内福祉施設の紹介等 

・広報活動　　　　　社協いけだ発行　　年6回 

福祉の一行詩発行　100部 

（2）総合相談事業 

23年度総合相談事業実施状況 

（3） �相談種別 �件数 �相談日 �A 石 赤 

法律相談 �32件 �偶数月第4火曜日 

結婚相談 �53件 �毎月第2日曜日・第4月曜日 

生活相談 �0件 �毎月第3火曜日 

障害者相談 �1件 �毎月第2火曜日 

訪問相談 �1，464件 �5～9月を中心に 

ボランティア相談 �13件 �施設開館日 

相談業務 �238件 �施設開館日 

計 �1，801件 � 

地域福祉推進事業 
・地区福祉連絡会・福祉懇談会開催 

地区福祉連絡会　6地区毎に年2回開催 

地区福祉懇談会　6地区毎に年2回実施（7月・8月～2月） 

1回目地域ぐるみの支え合い 

～地域での見守り活動を振り返ろう～ 

参加者数6地区合計　　　319人 

2回目各地区福祉連絡会ごとにテーマを決め懇談 
・ステップアップ事業　　　　　　　　　　　　　　1地区 

・安心見守り隊の活動支援 

各区の安心見守り隊（民生児童委員・福祉委員・老人クラブ・日 

奉仕団等）による訪問見守り活動　　対象者　600人 
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主　な　事　業　内　容　と　成　果

・福祉委員及び福祉委員会活動支援

役員会（4回）、研修会参加（2回）

福祉活動、福祉事業参加協力
・食事サービス事業

食事サービスボランティア団体が7地区で、月2回まごころ弁
当を調理し配食する。

利用者　　　　　　　　167人　　　　　延4，175食

ボランティア数　　　　　　　　414人

・各種交流事業開催支援●

寝たきり認知症予防教室　　　　　　　1地区

多世代ふれあい事業　　　　　　　　　37地区

ふれあいいきいきサロン（高齢者）　　54カ所（248回）

参加延人数
・レクリエーション用具等貸与事業

・子供の遊び場の補修

・災害救援対策事業

災害ボランティアセンター開設訓練　　　8月28日

東日本大震災における災害ボランティア窓口設置　24人

（4）ボランティアセンター事業

・福祉出前講座

八幡小学校　　2回

池田小学校　1回

養基小学校　　2回
・福祉協力校・協力園指定

71人

70人

124人

7校・1園

・ボランティア連絡協議会との連携

理事会（5回）、研修参加

視察研修実施滋賀県草津市ボランティア連絡協議会　15人
・ボランティア派遣　　　　　　　　　　　延464人

・ボランティア保険加入援助

活動保険　　　　　　　　　　　2，383人

行事保険　　　　　22件　　　1，413人



主　な　事　業　内　容　と　成　果

（5）当事者支援関係
・日常生活自立支援事業啓発

相談

契約件数
・バースディサービス

366件

6件（内新規3件）

377件

87歳以上の在宅高齢者の誕生日に花一鉢プレゼント

・病児・病後児保育事業

登録者数　　　　　　　111人

利用延人数　　　　　　　　66人
・コミュニティ・ママ子育てサポート事業

利用延人数　　　　　　156人

利用延時間　　　　　　548時間

利用会員190人　　　　　　サポート会員　44人
・福祉用具貸与　　　　　　　　　　　　　　　　49件

・タイムケア事業

利用延人数　　　　　　　437人

利用延時間　　　　　849．5時間

研修及び啓蒙活動の実施
・おじいちゃんの料理教室への協力　　　　　　　　4回　　延92人

・陣がい者・母子父子家庭支援事業

クリスマス会開催支援

陣がい者児クリスマス会　　　　　　　　1回

母子父子家庭交流会　　　　　　　　1回

（6）その他

・戦没者追悼式

・生活福祉資金貸付等相談援助

相談

新規貸付援助

23年度償還完了

・ふれ愛ホーム運営

宿泊訓練実施回数

175人参加　　6月24日

件
件
件
　
人
　
回

5
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1

　

2
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

2 老人福祉費 �65歳以上の高齢者の人口は、平成24年3月31日現在5，494人で、年々 

88，542千円 �増加する傾向にあり、高齢化率も22．20％と増加している。 

65歳以上人口の推移 

1．措置 2．長寿 3．敬老 �区　分 ��21年度末【22年度末 ���23年度末 ��ること し・．○ 現在） l t 

人　口　（人） ��24，790！ ��24，745 �24，745 

65歳以上人口（人） ��5，307 ��5，356 �5，494 

高齢化率（％） ��21．41 ��21．64 �22．20 

事業 

65歳以上の方で、経済的な理由等により家庭において生活 

が困難な方に対する保護措置を行い、施設福祉の充実を図っ 

施設種別 ���老人養護施設 ���末日 

施　　設　　数 ���2 

人　数（月平均）（人） ���4 

措置費（月平均）（千円） ���736 

措置費（年額）（千円） ���8，827 

（24年3月 

施設名l　揖斐Jl ���尚和園　l　西濃清風園 

措置人員l　　　3人　　l　　l人 

者褒賞事業 

∠ゝ コ言 地 �区分 �対象者（人） ��褒賞（金） �事業費（千円） 

88歳 �82 ��屏風時計 �325 

90歳 �231 ��膝掛け �347 

95歳 �16 ��1万円相当品 �143 

100歳 �10 ��10万円 �1，000 

サンビ入所者 �31 ��タオル �15 

合　計 �370 �� �■　1β30 

業 公民館等6ヶ所で開催し、演芸等で慰問する。 

l　対象者　l　事業費　l 

l　2，170人l　5，664千円l 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

3 介護保険 �4．老人クラブ助成事業 

44単位クラブ　　　　　　　　　　　助成額　　　2，251千円 

老人クラブ連合会　　　　　　　　　助成額　　　　450千円 

5．在宅福祉ネットワークシステム整備事業 

独居老人、身障者等の緊急連絡を支援するため、要援護者と北部消防署 

を結ぶ緊急通報システムを管理運営した。 

事業費　　　　　　　　　　　　444千円 

23年度未設置済台数　　　　　　　　76台 

23年度中緊急通報回数　2回 1．広域介護保険事業 

事　業　費 �平成12年4月1日から介護保険制度がスタートし、揖斐郡3町は揖斐広域 

498，610千円 �連合で介護保険業務を行っている。 

また、平成18年4月の介護保険法の改正により、介護予防にも重点が置か 

れ、介護予防サービスや地域支援事業が始まった。 

揖斐広域連合町村負担金　　　　　235，277千円 

池田町認定状況　　　　　　　（平成24年3月末現在）（単位：件） 

区　分 �第1号被保険者 ���第2号保険者 �総　数 � 65歳以上 75歳未満 �75歳以上 �小計 

要支援1 �2 �32 �34 �0 �34 

要支援2 �5 �56 �61 �2 �63 

要介護1 �17 �101 �118 �4 �122 

要介護2 �23 �160 �183 �6 �189 

要介護3 �17 �＿122 �139 �6 �145 

要介護4 �12 �104 �116 �2 �118 

要介護5 �17 �96 �113 �5 �118 

計 �93 �671 �764 �25 �789 

※平成18年の介護保険法の改正により、区分が6段階から7段階 
に変わった。 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

2．地域支援事業 

（1）介護予防事業 
・特定高齢者・準特定高齢者適所型介護予防事業 

平成20年より生活機能検査により、二次予防事業対象者を選定し、「いきいき 

元気の会」を実施した。 

23年度通所型介護予防事業実施状況 

〈7回1コース〉 

区分　　実人数 �延人数 �改善 �維持 �悪化 �不詳 � 

特定高齢者　　　34人 �209人 �9 �14 �7 �4 

ぬくも。の里利用　　　3人 �毎週1回 �45 � 

・介護予防手帳の発行…いきいき元気の会通所者に発行した。 

・歯科口腔検診受診者・・・5名 

23年度一般高齢者向け区別介護予防教室 

実施区名 ��教室回数 �出席延人数 �主な内容 

藤代台、下東野、田中 ��延17回 �306人 �介護予防について 
（単発）緑町、井ノ尻、上沓井 ���� 

23年度地域介護予防活動支援及び介護予防啓蒙活動実施状況 

事業運営主体 �事業名等 ���事業回数 �参加延人数 

地域主催事業での 啓蒙活動 �ふれあいいきいきサロン等 ���2回 �55人 

社協以外での他団 体主催事業での啓 蒙活動 �当事者組織のつどい ���0回 �0人 

他団体の研修会等 ���1回 �40人 

他社協主催事業への協力 �ボランティア研修他 ���8回 �531人 

町実施 �広報いけだによる啓蒙 ���6回 �／ 
有線放送による啓蒙 ���24回 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

（2）包括的支援事業 

・総合相談支援・権利擁護業務 

23年度総合相談状況 

3 �介護保険他保健 福祉に関する相談 �高齢者虐待等に 関する相談 ��計 �開催状況 

延409件 �延45件 ��延454周 

23年度包括的支援事業関係各種会議・研修会等 

会議の開催 ��研修会の 開催 �情報提供 

窒蓋ケア【蓋雷雲援 �保健福祉 実務者 会議 ��ケアマネ ジャー かわら版 

21回【　4回 �3回 �1回 �12回 

（3）任意事業 

23年度任意事業実施状況 

事業名　等 ��回　　数 ��人数等 �� 

介護用晶の支給 �� ��2人 

在宅介護者の集い ��12回 ��102人 

認知症サポーター養成講座 ��5回 ��105人 

「食」の自立支援事業 �� ��8，550食 

．介護予防支援業務 

23年度介護予防支援業務実施状況 

予防プラン作成状況 ���実件数 �■延件数 � 

包括支援センターでプラン作成 ���6件 �174件 

居宅介護支援事業所に委託 ���30件 �516件 

計 ���36件 �690件 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

4 福祉医療費 �4．補助金 

・地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金 

○町が岐阜県より介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金 

の交付を受け、施設整備費として町内各事業者へ補助した。 

いずれも補助率は100％の補助。（基準額あり） 

（1）施設整備に対する補助（新設）　　　176，000千円 

地域密着型特別養護老人ホーム　　　1施設 

認知症高齢者グループホーム　　　　2施設 

（2）スプリンクラー等整備に対する補助　　　12，276千円 

認知症高齢者グループホーム　　　　　4施設 

小規模多機能型居宅　　　　　　　　　1施設 

（3）防災改修等整備に対する補助　　　　　11，190千円 

認知症高齢者グループホーム　　　　2施設 

（4）開設準備経費に対する補助　　　　　　　33，600千円 

地域密着型特別養護老人ホーム　　　1施設 

認知症高齢者グループホーム　　　　　2施設 

重度障害者、乳幼児、児童・生徒、母子家庭等の母及び児童、父子 

259，855千円 �家庭の父及び児童に対し医療費の一部助成をすることにより、保健の 

向上と福祉の増進を図った。 

○福祉医療費支給状況 

区　　分 �22年度 ��23年度 ��支給額対比 � 
対象者 �支給額 �対象者！支給額 

人 �千円 �人 �千円 �％ 

重度障害者 �758 �96，154 �753 �】 ∃99，019 �102．98 

乳幼児（県単） �1，428 �54，168 �1，623 �58，867 �108．67 

母　　子 �456 �14，408 �476 �j15，826 �109．84 

父　　子 �35 �1，170 �33 �1，056 �90．26 

児童・生徒（町単） �2，364 �70，829 �2，450 �71，620 �101．12 

計 �5，041 �236，729 �5，335 �246，388 �104．08 
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目 ������主　な　事　業　内　容　と　成　果 

5 国民年金事務費 ■14，089千円 ������1．国民年金 

（1）加入被保険者の新規適用（加入）状況 
（単位：人） 

学生 ����適用漏れ ���20歳到達者 ���公的年金移行 ����その他 ��計 ���� 

平成21年度累計 ��106 ����182 ���85 ���317 ����166 ��856 

平成22年度累計 ��100 ����209 ���94 ���293 ����119 ��815 

平成23機累計 ��112 ����143 ���98 ���293 ����138 ��784 

（2）被保険者の加入及び収納状況 
（単位：人） 

3号被 保険者 ��1号被 保険者 ���任意 加入 �被保険 者総数 ���うち付加 年金加入者 ��免除者 ����不在者 �納付可能 被保険者 ���） 

法定 ��申請 

21年 �2，007 ��3，159 ���26 �5，192 ���76 ��155 ��715 ��9 �3，185 

22年 �1，982 ��3，059 ���27 �5，068 ���92 ��152 ��618 ��9 �3，086 

23年 �1，949 ��2，962 ���27 �4，938 ���101 ��154 ��654 ��8 �2，989 

（3）拠出年金給付状況（昭和61・4・1以前裁定 
（単位：人、千円） 

区　分 ���老　齢 ��五年年金 ��通算老齢 ���障害 ��母子 ��寡婦 ��遺児 ��計 �� 

23年 �受給 権者数 ���242 ��0 ��230 ���15 ��0 ��0 ��0 ��487 

金　額 ���112，222 ��0 ��44，016 ���13，017 ��0 ��0 ��0 ��169，255 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

6 後期高齢者 �（4）基礎年金（昭和61・4・1以降裁定分） 

（単位：人、千円） 

区分 �老　齢 �障害 基礎 （拠出） �障害 基礎 （福祉） �遺族 基礎 （拠出） �遺族 基礎 （福祉） �合　計 

受給 権者数 �4，778 �66 �187 �0 �0 �5，031 

金　額 �3，240，644 �57，344 �168，152 �0 �0 �3，466，140 

（5）老齢福祉年金支給状況 

総　数　　　支給件数　　　支　給　年　金　額 ������旦金を納付し、 

2　人　　　　　2　件　　　　810，530　円 

1．後期高齢者医療事業 

医　療　費 �岐阜県後期高齢者医療広域連合へ療養給付費の負 

198，874千円 7 老人保健 �また特別会計より事務費や保健事業の負担金を納付するため特別 

会計へ繰り出した。 

療養給付費負担金　　　　　　　　　153，090千円 

特別会計への繰出金　　　　　　　　　　45，784千円 

1．老人保健医療事業 

医　療　　費 �平成20年3月をもって廃止された老人保健制度において、過 

11千円 �去の受診に対しての診療報酬の調整などの精算を行った。 

国、県、支払基金への償還金　　　　　　　10千円 

8 介護サービス �審査支払手数料　　　　　　　　　　　　　1千円 

1．24時間対応の定期巡回・随時対応サービス事業 

事　業　費 �新たな訪問サービスの構築に向け宍 �����こ国のモデル事業であり、訪問 

20，055千円 �介護事業者である（株）新生メディカルへ委託。 

事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　295千円 

委託料　　　　　　　　　　　　　　　　18，072千円 

償還金　　　　　　　　　　　　　　　　1，688千円 
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【款】　3　民生費

【項】2　児童福祉費 1，242，553千円

目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

1 児童福祉 �（1）公立保育園の入園状況 

総務費 345，141千円 �（広域入所除く） 

保育園名 ��定員 �月平均 入園人員 �クラス数 �1 2妄 ＿＿＿j 

宮地保育園 �H21 �60人 �45人 �4クラス H22 �60人 �38人 �3クラス 

H23 �60人 �39人 �3クラス 

温知保育園 �H21 �170人 �165人 �8クラス H22 �180人 �175人 �8クラス 

H23 �180人 �175人 �8クラス 

西保育園 �H21 �130人 �圭喜…芸昌妻≡萎 H22 �130人 

H23 �130人 

片山保育園 �H21 �90人 �75人 �4クラス H22 �90人 �72人 �5クラス 

H23 �90人1　　82人 ��4クラス 

計 �H21 �450人 �1　　395人 �23クラス H22 �460人 �390人 �1　22クラス 

H23 �460人 �402人　～　　21クラス 

〈H23年度〉　園　長4人　　保育士40人　調理員9人 

参　考 

養基保育園 �H21 �120人　∃112人（うち町内64）1　　6クラス H22 �120人．．．さ08人（うち町内62） i■強大■笹論議…諒 ��6クラス 

H23 ���6クラス 

くH23年度〉　園　長1人　　保育士10人　調理員2人 

（2）工事関係 

「…‥専業名　l事業費（モ亘 ���・　　備　考 十一一1－－－－－－－－－－－－－－－－－【一一一一一一一一－．一・一1 

！西保育園駐車場造 琴成工事 ��　6，999 l �≡駐車場造成面積　A＝2，300 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

（3）放課後児童クラブの状況 

児童クラブ名 �����月平均児童数（人） ���指導員数（人） 
H21F　H22 ��H23 �H21 �H22 �H23 

温知児童クラブ �����43　　41 ��39 �4 �3 �3 

八幡児童クラブ �����35 �39 �34 �3 �3 �3 

宮地児童クラブ �����14 �17 �16 �2 �2 �2 

池田児童クラブ �����28 �21 �21 �2 �2 �2 

計 �����120 �118 �110 �11 �10 �10 

参　考 

養基児童クラブ �����27 �29 �34 �2 �2 �3 

○開設日数　250日（うち長期休暇中の開設日数　　40日） 

（4）児童館の状況 

○各児童館別利用者数（平成23年4月～24年3月）（単位：人） 

児童館名 ��乳幼児l保護者 ��小学生 �合計 �H22 �H21 �（単位：人） 

温知児童館！3，374…2，546 ����4，622 �10，542 �9，812 �9，842 

池田児童館 ��1，281 �1，003 �3，538 �5，822 �7，439 �6，930 

八幡児童館 ��1，025 �756 �293 �2，074 �2，696 �2，073 

養基児童館 ��莞巨岩 ��1，195 �13，771 �2，319 �3，488 

合計 ����9，648 �22，209 �22，266 �22，333 

○乳幼児年齢別利用者数 

年齢【0歳1歳！2歳 ����3歳 �4歳 �5歳 �合計 �H22 �H21 

温知 �288 �936　　858 ��567 �319 �406 �3，374 �3，931 �3，618 

池町109 ��397 �331 �179 �136 �129 �1，281 �2，234 �2，063 

八吋183；323r　301 ����141 �1　48 �29 �1，025 �1，332ト　935 

養基　161；353■　417 ����73　　180 ��214 �1，398 �637 �1，202 

計l741 ��2，009　1，907 ��960 �683 �778 �7，078 �8，134 �7，818 

○学年別利用者数　　　　　　　　　　　　　　　（単位＝人） 

学年1年生2年生毒3年生 ����4年生 �5年生と6年生 ��合計 �H22 �；H21 

温知 �879 �1，352 �585 �770 �667 �369 �4，622 �2，958■3・361 

池田 �671 �539 �991 �782 �．458j　97 ��3，538 �3，631 �：3，406 

八幡 �84 �84 �14 �75 �36 �0 �293 �338 �278 

養基 �1　200 �344 �104 �241 �180 �126 �1，195 �1，156 �一ト一一一一一 ；1，292 

計 �1，834 �2，319 �1，694 �1，868 �1，341 �592 �9，648 �8，083 �8，337 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

2 児童福祉 事業費 42，563千円 �○開館目数　火曜日～土曜日　243日 

○主な内容 
・子育て家庭の支援・・・にこちゃんタイム、食育講座、親子教室、子育て情報提供 

・子どもの健全育成…わくわくタイム、子どもの安全な遊び場、遊びの指導 

・地域の子育て環境づくサ・・地域、関係機関の連携・協力によるイベント開催 

多世代、異年齢児交流、中学生とのふれあい 

（5）子育て支援センターの状況 

○担当保育士　2名　　　○開設日数　239日 

○利用者数l年齢 　　L込翠 ��0歳 �1歳 �2歳 �3歳 �計　麻護者合計（人） �� 

507 �1，291 �405 �174 �2，377l2，617 �4，994 

事　業　名 �参刀口人数　　　開催 ����内　　容 
大人 �子ども �計 �日数 

親子ひろぽかんがる－ �1，243 �1，243 �2，486 �88 �毎週火・木の午前中 

子育て講座 �308 �346 �654 �28 �毎月2～3回 

〝　（ぴよぴよ広場） �36 �36 �72 �2 �保健センター 

サークル活動　5組 �298 �366 �664 �57 �毎週金曜日 

プレママ保育園 �45 �　／ �45 �4 �妊産婦・親子 

うさちゃん広場 �77 �77 �154 �12 �支援の必要な未就園児 

l　おひさま広場 �25 �17 �42 �4 �土曜日の開設 

1　子育て相談 �111 �　／ �111 �　／ �金曜日を中心に随時 

（6）地域子育て創生事業（安心こども基金）関係 

事業名 ��事業費 （千円） �事業名　　警告 

安心子ども基金文庫拡充事業 ��4，339窓如対応、トイレ整胤ガイドプッ，作成事業L　529 

園庭芝生化事業 ��899 �タイムケア充実事業　　　　　　　698 

・子育て指導員配置、イベント開催事業 ��2，192 �タイムケア出迎えワゴン車購入事業i2，741 

病児保育感性症予防対策事業 ��601 �陣がい児家庭支援事業　　∃　315 
l ■キッズコーナー整備事業 ��1，269 �　　　　　　　　】 虐待防止対策緊急強化事業　∃2，558 

放課後子どもプラン連携促進事業 ��435 �交通見守り隊、親子スポーツ推進事業】　416 

子ども手当システム改修事業 ��504 �合計（うち補助金額）17，496（17，389） 

○公立保育園事業（給食賄い材料費、備品購入費等） 

l保育国名 �金額（千円） ��保育園名 ��金額（千円） � 

厚地保育園 �4，237 ��西保育園 ��9，086 

i温知保育園 �14，890 ��片山保育園二二コ画 
○公立保育園光熱水費等　6，924　千円 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

3 児童福祉 �（1）私立保育園の入園状況 

運営費 822，248千円 �（広域入所除く） 

保育園名 ���定員 �月平均 入園人員 ��クラス数 ��運営費 �� 

池田保育園 ��H21 �110人 �113人 ��5クラス ��71，349千円 H22 �110人 �111人 ��5クラス ��75，519　円 

H23 �110人 �111人 ��5クラス ��76，470　円 

八幡保育園 ��H21 �80人 �78人　　　5クラス ����56，808千円 H22 �70人 �77　　　　5クラス ����67，800　円 

H23 �70人 �71人 ��5クラス ��54，533　円 

市橋保育園 ��H21 �80人 �82人 ��4クラス ��60，879千円 H22 �90人 �94人 ��4クラス ��67，865 

H23 �90人 �95 ��5クラス ��67，274 

計 ��H21 �270人 �273人 ��14クラス ��189，036千円 H22 �270人 �282人 ��】14クラス ��2 �11，184　円 

H23 �270人 �277人　】15クラス ����198，277千円 

（2）私立保育園に対する主な助成 

補助　金種別 �����補助額（千円） 
H21l　H22 ����H23 

地域活動事業対策費補助金 �����1，155 ��1，155 ��1，155 

法人立保育園運営費補完費 �����22，806 ��13，745 ��20，628 

障害児保育対策費補助金 �����14，577 ��9，581 ��9，347 

法人立保育園管理運営補助金 �����7，537 ��8，407 ��13，035 
一時保育事業費補助金 �����270 ��270 ��270 

延長保育促進事業費補助金 �����3，683 ��9，349 ��9，706 

低年齢児年度途中受入促進事業費補助金 �����1，3叫　　2，618 ����3，927 

保育所緊急整備事業費補助金 �����－ ��62，871 ��10，788 

計 �����51，337 ��107，996 ��68，856 

（3）広域入所（委託）の状況 

委託市町村 ��保育所名 �児童年齢 ��■　委託期間 ��委託料（千円） 

揖斐川町 ��おじま幼児園 �1・2　2人 ��9ケ月 ��1，739 

揖斐川町 ��くぜ幼児園 �1　1人 ��8ケ月 ��1，004 

揖斐川町 ��やまと幼児園 �1　1人 ��2ケ月 ��194 

白ノ �l町 �白川保育園 �4・2　2人 ��2六軒 ��343 

大垣市 ��はだしっこ保育園 �4　1人■　1年間 ����746 

大垣市 ��みそぎ保育園 �3・5　2人　　9ケ月 ����由宮▼【 

大垣市 ��ながさわ保育園 �2　1人…　7ケ月 ����635 

大野町 ��豊木保育園 �1　了天‾‾ ��1年間 ��1，072 

合計 ���11人 ����6，431 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

4 児童デイサービス �（4）町費負担額状況　　　　　　　　　（単位：千円） 

区　分 ��総費用 �国庫負担金 ��県負担金弓　保育料 ��その他収入 ��町負担金 � 

公 立 �H21 �281，296　　　　0 ���0 �72，746 �5，272 ��203，278 
H22 �275，392 �0 ��0 �74，025 �8 �395 �192，972 

H23 �287，756 �0 ��0 �76，390 �8 �643 �202，723 

私 立 �H21 �263，633 �45，087 ��22，543 �48，662 � �834 �146，507 
H22 �322，655 �58 �454 �29，227　　50，944 ��44 �，991 �139，039 

H23 �270，286 �57 �460 �28，729 �48，539 �15 �624 �119，934 

（5）子ども手当（つなぎ法）平成23年2月～平成23年9月（8カ月分） 

区　分 ��受給者数 ��受給者数 ��；受給者数 ��支給額 （0歳から3歳） �� ��（中学生） 

人 ��人 ��人 ��千円 

被用　者 ��421 ��1，124 ��583 ��298，766 

非被用者 ��123 ��331 ��169 ��82，303 

l計 ��544 ��1，455 ��752 ��381，069 

○中学校修了前まで　手当の月額一律　13，000円 

（6）子ども手当（特措法）平成23年10月～平成24年1月（4カ月分） 

1 区分 ��受給者数 ��受給者数 ��受給者数 ��支給額 
（0歳から3歳） �� ��（中学生） 

人 ��人 ��人 ��千円 

被　用　者 ��431≡　　1，167 ����576 ��129，405 

非被用者 ��115 ��347 ��177 ��37，020 
r　計 ��546 ��1，514 ��753 ��166，425 

00－3歳未満手当の月額一律　15，000円 

03歳以上小学許諾で警の譜。。。。　支給額合計 

第3子目以降　→　15，000円　　　　　　　千円 

○中学生手当の月額一律　　10，000円　　　547，494 

ことばの教室利用状況 

事　業　費 �（単位：人、回、件） 
32，601千円 � � ��年間 ����月平均 

】池田町周斐川町　　　■‾‾‾画面面‾T面要所珂 

痢原著薮【【■‾▼‾鵡8　　80！　28 �������ラ1　　51≡　　20 

両用回数　3，930　2，748il，182・332…　236 　　　　　　　　　　　1 ����������1　　96 

廃談件数　　305　　268 �����1　　　37 �率 �＿」＿＿＿M 
蔽和肩者面両面も含む。‾」▲‾‾‾‾－‾‾‾　‾‾‾‾‾ 
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