
【款】　10　教育費

【項】　1　教育総務費

985，484千円

88，875千円

目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

1 教育委員会費 �・教育委員会会議の開催 

1，633千円 2 教育委員会 �年13回会議を開催し、学校教育及び、社会教育などの教育行政 

全般にわたり審議した。 ・児童生徒の就学に伴う諸事務や県教育委員会からの各種調査報告 

事務局費 62，095千円 3 義務教育 �事務及び学校間の事務処理の連絡調整を図った。 

・私立幼稚園に対して就園奨励費補助金を支出し、幼稚園教育の振 

興を図った。　　　　　　　　　　　　　　　　11，516千円 

《参考》 
コスモ　定員　　　在籍園児（H23．5．1現在）　　クラス数 

幼稚園　350人　　　　　315人　　　　　　　12 

（うち、102人池田町） 

園長　1孝．　保育士　16人　　調理員　3名 

・知、徳、体の調和のとれた人間性豊かな児童生徒を育成するため、 

振興費 15，315千円 4 外国人語学 �教育に関する研究・研修、資料収集、教育相談等の充実に努めた。 

・コンピュータ教育の充実を図るため、機器の整備・更新を図った。 

12，771千円 

・学校、家庭、地域社会連携推進事業　　　　　1，311千円 

学校、家庭、地域社会の連携を図った生徒指導、道徳教育などを 

大切にした豊かな心を育む教育の充実に努めた。 

学校における事件、事故を未然に防ぐためスクールガードリーダ 
ーを1名配置し、学校安全に努めた。 

・英語教育の助手として、外国人語学講師2名を招致し、英語に慣 

講師招致費 �れ親しむとともに、コミュニケーション能力を養うなど、積極的に 
9，832千円 �外国語活動の推進を図った。 
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【款】　10　教育費
【項】　　2　小学校費 250，355千円

目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

1 学校管理費 �・外国語活動推進事業 

241，947千円 �小学校教諭の更なる意識改革や指導力の向上を図るため、町単講 

師（VET）3名を配置し、特色ある英語活動の実践を行った。 

・少人数学級支援事業 

小学校1・2年生の35人学級を30人学級とし、町単講師1名 

を配置し、きめ細かな少人数指導を積極的に行った。 

1．年度別児童数一覧表　　　　　　　　　　　（単位：人） 

2 �年度 ��温知小 ��八幡小 ��宮地小 ��池田小 ��養基小 ��合計 �� � 

平成2年 ��573 ��543 ��135 ��352 ��（358） ��（1，961） 

164 ��1，767 

7年 ��570 ��426 ��145 ��337 ��（313） ��（1，791） 

186 ��1，664 

12年 ��600 ��424 ��146 ��307 ��（293） ��（1，770） 

191 ��1，668 

17年 ��628 ��458 ��145 ��359 ��（320） ��（1，910） 

192 ��1，782 

22年 ��554 ��440 ��119 ��386 ��（288） ��（1，787） 

169 ��1，668 

23年 ��526 ��445 ��119 ��368 ��（286） ��（1，744） 

170 ��1，628 

・各年度5月1日現在 

・養基小の（）内は全校児童数、下段は池田町児童数 

，学年別児童数及び学級数（池田町児童数） 
年度 ���1学年 ��2学年 �3学年 �4学年 ��5学年 ��6学年 ��合計 �� 

児 童 数 �H22年 ��276 ��277 �271 �280 ��274 ��290 ��1，668 

H23年 ��258 ��274 �274 �272 ��276 ��274 ��1，628 

前年との比較 ��△18 ��△　3 �3 �△8 ��2 ��△16 ��△40 

学 級 数 �肥2年 ��11 ��11 �10 �10 ��10 ��10 ��62 

肥3年 ��11 ��11 �10 �9 ��10 ��10 ��61 

前年との比較 ��0 ��0 �0 �△1 ��0 ��0 ��△1 
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主　な　事　業　内　容　と　成　果

温知小学校特別支援学級児童数（11人）
八幡小学校特別支援学級児童数（4人）

池田小学校特別支援学級児童数（15人）

養基小学校特別支援学級児童数 （4人）うち2名池田町

3，委託業務関係
・八幡小校舎改築実施設計委託料

・浄化槽関係維持管理委託料

4．工事関係
・八幡小体育館屋根防水塗装工事

・宮地小トイレ洋式化改修工事

・池田小体育館バドミントンコート改修工事

・池田小トイレ洋式化改修工事

5．公有財産購入関係
・八幡小学校駐車場用地購入費

6．備品購入関係
・教科書改訂指導書購入費

7．養基′J、学校養基保育所組合負担金

40，891千円

3，378千円

9，115千円

4，258千円

2，940千円

3，962千円

10，185千円

10，267千円

53，830千円



目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

2 教育振興費 �1．児童就学援助費 

8，408千円 �要保護・準要保護児童及び特別支援学級児童の保護者に対して 

必要な援助を行い、義務教育の円滑な就学に努めた。 

項　　目 �学校名 �児童数 �金額 �円 の 
要保護準要保護就学援助費 �温知小 �19人 �1，190千円 

／／ �八幡小 �14人 �890千円 
／J �宮地小 �10人 �588千円 
／J �池田小 �18人 �1，048千円 

特別支援教育就学奨励費 �温知小 �11人 �299千円 
／J �八幡小 �3人 �84千円 
／／ �池田／J、 �12人 �341千円 

計 � �87人 �4，440千円 

2．ははえみ相談事業　　　　　　　　　　　　　1，335千 

ほほえみ相談員3名を配置し、いじめや不登校など問題行 

ある児童に対して、児童や保護者の相談に応じ、問題解決の方策 

を図った。 
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【款】　10　教育費

【項】　　3　中学校費 118，844千円

目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

1 学校管理費 111，186千円 �1．年度別生徒数　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 

2．学 3．委言 ●こ 4．工 ●ヽ ●ヽ ●ヽ 5．備ロ ネ �H2lH7lH12lH17lH22lH231 

1，118l859l852l819l895l8731 

年度5月1日現在 

別生徒数及び学級数　　　　　　　（単位：人） 

年度 ��1学年 �2学年 �3学年 �合計 �3千円 8千円 
生 徒 数 �H22年 �308 �285 �302 �895 

H23年 �281 �308 �284 �873 

前年との比 �△　27 �23 �△18 �△　22 

学 級 数 �H22年 �8 �8 �8 �24 
H23年 �8 �8 �7 �23 

前年との比 �0 �0 �△1 �△1 

別支援学級生徒数（11人） 

業務関係 

田中南舎耐震補強工事監理委託料（繰越分） 

1，26 関係 

田中蓄熱暖房器取替工事　　　　　　　　1，21 

田中非常放送設備改修工事　　　　　　　5，623千円 

田中南舎耐震補強工事（繰越分）62，562千円 ロ購入関係 

校用一般備品購入費　　　　　　　　　　1，183千円 

分普通騒音計、ノートパソコン、図書館管理用ソフト、 

晃力計、ソフトボール用具など 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

2 教育振興費 �1，生徒就学援助費 

7，658千円 �要保護・準要保護生徒及び特別支援学級生徒の保護者に対し 

て、必要な援助を行い、義務教育の円滑な就学に努めた。 

2 �項　　目 �生徒数 �金　　額 � 

要保護準要保護就学援助費 �54人 �4，865千円 

特別支援教育就学奨励費 �9人 �417千円 

計 �63人 �5，282千円 

心の教室相談事業　　　　　　　　　　　　　1，190千円 

心の教室相談員1名を配置し、いじめや不登校など問題行動 

ある生徒に対して、生徒や保護者の相談に応じ、問題解決の方 

を図った。 
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【款】　10　教育費

【項】　4　社会教育費 230，117千円

主　な　事　業　内　容　と　成　果

1

社会教育

総　務　費

39，319千円

2

公民館費

82，560千円

1．社会教育に関する企画・立案・運営等を行い、社会教育の推進

を図った。

2．芸術の連鎖まつり

造形作家の作品を歌人が言語芸術として短歌に表現する。

精力的に活動する造形作家と歌人との出会いの場を提供し、コ

ラボレーション・共同作業を企画した。

会　期：平成23年10月9日～10月29日

短歌応募数：小学校373点　中学校265点　一般72点

1．公民館諸事業の企画・運営管理を行い、効果的な公民館運営を

推進した。

2．地区公民館長・主事会議を開催し、地区公民館と中央公民館と

の連携を密にするため、運営管理などの打ち合わせを行い効果的

な公民館運営を図った。

3．中央公民館、地区公民館の主催で数多くの講座、学級をはじめ

講習会、講演会等の事業を行った。
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

（1）中央公民館講座 

趣 味 講 座 �カラオケ、ききょう太鼓、剣舞、コーラス、詩吟、大正琴、 ���� 童謡、舞踊、ボイストレーニング、ウクレレ、二胡、押し花 

絵、手芸、書道、水墨画、ステンシル、手編み、目本手まり、 

木工、洋画、和布、絵手紙、英会話、着付け、手話、川 ���柳、 

短歌、韓国語、パソコン、薬草、庭木、将棋、親子リズム、 

ステップダンス、ストレッチ、太極拳、フットサル、フイツ 

トネス、ヨーガ、よさこい、リズム体操、他 

（2）地区公民館助成講座 

事業名l講座数l延回数（回）l参加延人数（人） 

助成講座l　29l　　765l　　6，188 

（3）それぞれの地区公民館において、各種教室・講座・文化祭 
・文化発表会・校区民運動会等を開催し、町民の生涯学習に 

対する意識向上を図った。 

（4）公民館利用状況 

公　民　館　名 ��回　数（回） �利用者数（人） � 

中央公民館 ��3，335 �77，589 

宮地公民館 ��807 �9，965 

養基公民館 ��799 �12，41．2 

西　公民館 ��876 �11，985 

中　公民館 ��1，356 �15，304 

東　公民館 ��775 �13，554 

八幡公民館 ��1，136 �19，365 

計 ��9，084 �160，174 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

4．公民館維持管理費及び工事費　　　　　　　29，410千円 

公　民　館　名 �光熱水費（千円） �修繕費（千円） �円 

中央公民館 �12，608 �2，660 

宮地公民館 �1，035 �133 

養基公民館 �1，069 �72 

西　公民館 �773 �247 

中　公民館 �1，576 �150 

東　公民館 �818 �279 

八幡公民館 �1，245 �60 

計 �19，124 �3，601 

主要工事 
・中央公民館鍛帳落下防止金具取付工事　　1，130千 

・八幡公民館屋上防水改修工事　　　　　　　3，099千円 

・宮地公民館事務室エアコン修繕工事　　　　　315千円 

・中央公民館自転車置場設置工事　　　　　　　588千円 

・大ホール楽屋　壁塗装　床貼替え等改修工事　682千円 

・中央公民館大ホール壁タイル修繕工事　　　　871千円 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

3 生涯学習 �1．青少年育成事業　　　　　　　　　　　　　3，826千円 

振　興　費 �・青少年育成町民大会を開催し、秋山邦久氏による演題 

14，321千円 �「子どもからのサインをどう受け取るか」と題した講演会を 

開催した。 
・青少年育成推進員を中心とした青少年育成組織を各地区公民 

館ごとに設置し、青少年育成委員会の開催など地域ぐるみで 

青少年育成活動の推進を図った。 
・少年補導員による街頭補導活動（週1回）及び関係各団体役員 

と夜間パトロールを実施した。 
・親子ふれあい土曜教室 

中央公民館等で小学生の親子を対象に月2～3回教室を開 

催し、スポーツ・料理・工作など親子で触れあう機会の場の 

提供を図った。 
・放課後子ども教室 

各地区児童館等で、月2～3回教室を開催し、放課後の子 

どもの安全な遊び場の提供を図った。 

教　室　名 �回　　数（回） �参加人数（名） � 

親子ふれあい土曜教室 �29 �親　222 子　245 計　467 

放課後子ども教室 �25 �408 

・青少年対象の研修や教室を開催して、体験を重視した学校外 

活動の推進を図り、各青少年団体の活発な活動を支援した。 
・各種団体助成金 

子ども会育成協議会、青年のつどい協議会、ボーイスカウト、 

ガールスカウト、少年団体活動連絡協議会、ヤングフェステ 

イパル 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

2．家庭教育学級事業　　　　　　　　　　　　　　657千円 
・乳幼児学級 

乳幼児を持つ親を対象に、子育てと家庭づくりの学習活動 

を行った。 
・家庭教育学級 

小学生の子を持つ親さんを対象に、子供との接し方及びお 

互いの悩みについて話し合い解決法を兄いだす学習をした。 
・働く親学級 

中学生の子を持つ親さんを対象に親同士が子育てと仕事を 

両立し、お互いに悩みや子育てについて意見交換し、子育て 

の不安を解消する活動を行った。 

保育園家庭教育学級 

学　級　名 �延べ参加者（人） �回数（回） �開講場所 � 

養基乳幼児学級 �159 �5 �養基保育園 

宮地乳幼児学級 �175 �3 �宮地保育園 

温知乳幼児学級 �490 �5 �温知保育園 

温知西乳幼児学級 �70 �4 �西保育園ほか 

池田乳幼児学級 �441 �13 �池田保育園 

八幡乳幼児学級 �723 �11 �八幡公民館ほか 

合　　　計 �2，058 �41 � 

小学校家庭教育学級 

学　級　名 �延べ参加者（人〉 �回数個） �開講場所 

養基家庭教育学級 �82 �4 �養基公民館ほか 

宮地家庭教育学級 �281 �4 �宮地小学校ほか 

温知家庭教育学級 �311 �6 �中公民館ほか 

池田家庭教育学級 �105 �5 �池田小学校ほか 

八幡家庭教育学級 �353 �6 �八幡公民館ほか 

合　　　計 �1，132 �25 � 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

中学校家庭教育学級 

学　級　名 ��延べ参加者（人） ��回数（回） ��開講場所 �� 

養基働く親学級 ��47 ��5 ��養基公民館 

宮地働く親学級 ��78 ��4 ��宮地小学校ほか 

温知働く親学級 ��31 ��3 ��西公民館ほか 

池田働く親学級 ��47 ��3 ��東公民館ほか 

八幡働く親学級 ��104 ��4 ��八幡公民館 

合　　　計 ��307 ��19 �� 

3．生涯学習振興事業　　　　　　　　　　　　　　852千円 

・生涯学習講座 

知識教養を高め、豊かな人間関係と生活の向上を図るため、 

歴史講座をはじめ6つの講座を運営した。 

教 室 講 座 �事　業　名 ��回数（回） ��人数（人） ��延人数（人） 歴史講座 ��7 ��29 ��131 

庭木教室 ��9 ��15 ��76 

二胡教室 ��22 ��8 ��139 

ギター教室 ��20 ��14 ��148 

和裁・リメイク教室 ��24 ��10 ��113 

子ども将棋教室 ��23 ��13 ��144 

計 ��105 ��89 ��751 

・女性学級 

町内有志の女性により、日常生活に即した知識と教養を高 

め、学習を通じて豊かな人間関係と生活の向上を図った。 

学　級　名 ��学級生（人）l回数（回）l開　講　場　所 

女性セミナー ��70l12l中央公民館 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

4．文化祭　　　　　　　　　　　　　　　　　1，620千円 

・文化祭の開催（期日：11月　5日・11月　6日） 

・各種団体助成（840千円） 

池田町文化連盟、池田町音楽に親しむ会、池田町合唱団 

作品展示一覧 

出品部門 �出品点数 �出品部門 �出品点数 � 

日　本画 �28 �盆　　栽 �20 

洋　　画 �9 �生　　花 �56 

書　　道 �50 �文　　芸 �73 

工　　芸 �22 �その他 �122 

手　　芸 �78 �小中学生の部 �1，600 

写　　真 �5 � � 

水墨画 �20 � � 

合　　　　　　計 ���2，083 

5．成人式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　616千円 
・式典、アトラクション、記念写真や恩師を囲む会を行い、 

新成人を祝った。 
・期　　日：1月8日（日） 

・新成人：274人 

内訳（男140人・女134人） 

6．霞間ケ渓さくら会館振興事業　　　　　　　　2，652千円 
・町民の自主的・自発的学習及び研修など、多様な学習機会の 

提供に努めた。 

l21年度l22年度l23年度 

利用許可件数l　49件l　49件l　33件 

利用者人数l613人l590人1534人 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

4 文化財 �7．ゆうごう・ほっと館振興事業　　　　　　　　4，098千円 

・町民の学術及び文化に関する各種の教室・講座を通して、町 

民相互の融合を図った。 

l　　　　　t　21年度l22年度l23年度l 

l利用許可件数l　933件l　876件l　837件l 

l利用者人数l9，895人l7，911人l11，331刃 

1．文化財保護事業　　　　　　　　　　　　　5，989千円 

保　護　費 �・町内文化財の管理（下草刈年3回等、霞間ヶ渓・廟成寺古墳 

6，069千円 �群・本郷城跡）、古文書の調査及び文化財愛護の啓発 
・文化財保護団体助成（328千円） 

ハリヨを守る会、下東野市山、般若おどり、白鳥神楽、 

片山八幡神社市山 
・歴史講座の開催（7回、29人参加） 

・史料室特別展開催（2回） 

「谷汲巡礼街道」展　　　　　　入場者数約220人 

「稲葉一族と池田」展　　　　　入場者数約120人 

2．文化財調査事業　　　　　　　　　　　　　　　　80千円 
・開発に係る埋蔵文化財調査等 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

6 図書館費 �多様化する町民の学習要求に応えられるよう、図書等の幅広 

87，848千円 �い収集・整備を図るとともに、これら資料の積極的な提供に努 

めた。 

1．資料収集状況 

（1）資料購入 

（2 2．禾 �� �購入冊（点）数 ���金　　　額 �� 

図書資料 �9，784冊 ���16，923千円 

AV資料 �217点 ���1，277千円 

逐次刊行物 �143誌・9紙 ���1，933千円 

蔵書点数 

蔵書冊（点）数 ���備　　　考 

図書資料 �201，429冊 ���絵本・紙芝居を含 む 

AV資料 �6，978点 ���CD．VT．LD．CT．DVD 

複製絵画 �116点 ��� 

J用状況 

21年度 �22年度 ��23年度 

（1）開館日数 ���289日 �287日 ��292日 

（2）入館者数 ���132，244人 �127，741人 ��127，705人 

（3）貸出点数 ���252，204点 �244，122点 ��248，867点 

（4）利用者数 ���17，278人 �18，019人 ��18，699人 

（5）新規登録者数 ���775人 �703人 ��727人 

（6）レファレンス件数 ���265件 �190件 ��166件 

（7）予約点数 ���2，432点 �2，762点 ��2，777件 

（8）他館借用冊数 ���68冊 �73冊 ��83冊 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

3．読書振興啓発事業　　　　　　　　　　　　　　346千円 

事　業　名 �内容・講師等 �期　　日 �参加人数 

おはなしの会 �ボランティア・職員によ る来館幼児等へのよみき かせ �毎週土曜日 �平均10人 

人形劇会等 �人形劇団′J、さいお城公演 �7月23日 �94人 

人形劇団ぼけっと公演 �12月10日 �101人 

講演会 �「私のえはんづくりのよ ろこび」 ましませつこさん （絵本作家） �11月12日 �68人 

コンサート �「ジャズコンサート」 久美子＆フレンズ �10月　8日 �62人 

メッセージ 募集・展示 �父の日 �5月中旬～ � 

七夕短冊 �6月中旬～ � 

図書展示 �テーマ展示 �常時4テーマ � 

新着図書展示 �毎週土曜日 � 

広　報 �広報「いけだ」図書館だ より1p �毎月1回 � 

有線放送による新着図書 案内 �毎週土曜・ 日曜 � 
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【款】　10　教育費

【項】　5　保健体育費 297，293千円

主　な　事　業　内　容　と　成　果

1

保健体育
総　務　費

102，430千円

2

保健体育
施　設　費

111，509千円

1．社会体育全般にわたる企画運営及び社会体育施設の経常経費の一

括管理を行った。
・社会教育職員人件費等（給与・手当・共済費等）　49，297千円

・光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10，451千円

・事務機器賃借料及び事務費等　　　　　　　　　　1，533千円

・郡体育協会負担金等　　　　　　　　　　　　　　　946千円

2．国体推進事業として国体開催に向けた準備、啓発活動を行った。

国体啓発関係費
リハーサル大会委託料

民泊啓発活動補助金

集落公民館小規模修繕事業補助金

国体実行委員会補助金

3，239千円

12，310千円

2，150千円

7，004千円

15，500千円

1．社会体育施設及び設備の補完・整備を実施し、効果的な管理運営

を図ると共に、スポーツ環境の向上を図った。

（1）総合体育館　　　　　　　　　　　　　　　　81，231千円
・草刈り、除草作業及び施設管理業務委託料等　　　8，353千円

・施設維持修繕費

・総合体育館増築設計監理委託料（繰越分）
・トレーニングルーム拡張調査委託料

・総合体育館等改修工事（屋上防水替等）

・総合体育館電気設備工事

・総合体育館増築工事（多目的室内施設増築

・柔道場畳購入（98帖取替）

・農業集落排水使用料及び事務費等

（2）霞間ケ渓スポーツ公園
・除草作業委託料

・農業集落排水使用料及び事務費等

・テニスコート陥没補修工事

（3）青少年研修施設
・施設維持修繕費

・施設管理業務委託料

・農業集落排水使用料及び事務費等

3，944千円

1，365千円

294千円

14，049千円

1，037千円

繰越分）
44，665千円

1，575千円

5，949千円

4，441千円

271千円

1，303千円

2，867千円

2，990千円

226千円

815千円

1，949千円
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

（4）社会体育施設（池田公園、南部公園等）　　　22，847千円 
・草刈り、除草作業及び施設管理業務委託料　　　　7，486千円 

・公共用地借地料　　　　　　　　　　　　　　　　3，344千円 

・施設維持修繕料　　　　　　　　　　　　　　　1，778千円 

・農業集落排水・下水道使用料及び事務費等　　　1，865千円 

・小学校体育館暗幕取替工事　　　　　　　　　　　2，730千円 

・池田公園国旗掲揚塔増設工事　　　　　　　　　　　462千円 

・南部公園常緑樹植栽工事　　　　　　　　　　　　　367千円 

・南部公園グラウンド整備工事　4，815千円 ◎青少年研修施設利用状況 

月 �開館 �1日研修 �1泊研修 �2泊研修 �3泊研修 �計 � 

日　数 �（人） �（人） �（人） �以上（人） �（人） 

4 �26 �0 �144 �20 �0 �164 

5 �26 �32 �85 �79 �0 �196 

6 �26 �127 �69 �63 �0 �259 

7 �28 �53 �237 �0 �0 �290 

8 �26 �40 �286 �0 �0 �326 

9 �27 �0 �0 �0 �0 �0 

10 �28 �214 �86 �0 �0 �300 

11 �26 �110 �17 �0 �0 �127 

12 �24 �7 �61 �0 �0 �68 

1 �25 �257 �17 �0 �0 �274 

2 �25 �0 �0 �0 �0 �0 

3 �27 �137 �0 �0 �0 �137 

計 �314 �977 �1，002 �162 �0 �2，141 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

◎社会体育施設利用状況 

区分 ��許可件数 �利用者数 ��忘か竺 ��許可件数 �利用者数 � 
施設名 ��（回） �（人） ����（回） �（人） 

池田公園野球場 ��99 �5，478 ��池田小体育館 ��399 �7，019 

池田公園テニス場 ��186 �3，303 ��池田小グランド ��152 �6，916 

池田公園〃ト場 ��96 �3，731 ��宮地小ナイター ��66 �1，509 

池田公園ナイター ��84 �1，815 ��宮地小体育館 ��225 �3，535 

酎公開テニスナイター ��94 �2，076 ��宮地小グランド ��166 �6，954 

南部公園テニス ��43 �144 ��温知小ナイター ��179 �4，739 

南部公園グラバ ��159 �3，621 ��温知小体育館 ��528 �8，888 

広域ク寸ランド ��104 �12，584 ��温知小グランド ��198 �5，405 

北部多目的広場 ��83 �365 ��八幡小ナイター ��18 �301 

中地区ゲートホ～－鳩 ��250 �1，545 ��八幡小体育館 ��399 �9，047 

東地区ケ～－トホ～－ル場 ��71 �884 ��八幡小グランド ��153 �4，927 

八尉枢デートポープ噌 ��75 �717 ��養基小ナイター ��16 �258 

舶北地区多目的摘 ��67 �432 ��養基小体育館 ��161 �3，740 

池田中体育館 ��1，036 �18，192 ��養基小ク寸ランド ��92 �3，074 

池田中ナイター ��201 �7，074 �� �� � 

池田小ナイター ��73 �5，078 ��合　　計 ��5，473 �133，351 

※回数は、午前、午後、夜間を一回とする。 

霞間　ヶ　渓ス　ポーツ公園利用状況 

総 ∠ゝ 口 体 コ』こ 日 館 �施　設　名　称 ���許　可　件　数（回） ��利用者数（人） ア　リ　ー　ナ ���1，721 ��74，580 

柔　　道　　場 ���511 ��21，691 

剣　　道　　場 ���625 ��16，023 

各会議室等 ���403 ��7，297 
トレーニンクやルーム ���－ ��10，792 

小　計 ���3，260 ��130，383 

ス ポ l ツ 公 園 �芝　生　広　場 ���－ ��12，066 

テ　ニ　ス　場 ���－ ��4，761 

多　目　的広場 ���－ ��8，786 
－ �� 

小　計 ���－ ��25，613 

合　　　計 ����3，260 ��155，996 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

3 保健休育 �1．一般町民を対象にスポーツ教室・スポーツ大会・指導者講習会を 

振興費 12，205千円 �開催し、生涯スポーツの普及振興を図ってきた。 

［開催状況］ 

名　　　称 �回数 �参加者 �開　催　場　所 �開催月　日 � 

リズムフィット ネス教室 �4 �52 �総合体育館 �H23．9／2～ H23．9／30 

ちびっ子元気 �4 �118 �総合体育館 �H23．8／8～ 

教室 ���スポーツ公園 �H23．8／29 

グラウンドゴル フ大会 �1 �218 �霞間ケ渓 スポーツ公園 �H23．5／22 

町民ペタンク 大会 �1 �57 �霞間ヶ渓 スポーツ公園 �H23．7／3 

親子与れあい ラジオ体操大会 �6 �3，356 �各　校　区 �H23．8／21 宮地校区 Ⅰゼ3．8／27 八幡校区 H23．8／28 養基、中、 西、東校区 

町民スポーツ フェスティバル �1 �185 �総合体育館 スポーツ公園 �H23．10／10 

池田山ファミリ ー登山（中止） �1 �73 （申込者 数） �池田山 �H23．6／19 

道の駅を巡るウ オーキング �1 �76 �池田町内 �H23．11／6 

ディスクゴルフ 大会 �1 �38 �霞間ケ渓 スポーツ公園 �H24．1／29 

バラエティスポ ーツ教室 �4 �49 �総合体育館 �H23．4／9～ H23．4／30 

キッズスポーツ �5 �61 �総合体育館 �H23．7／27～ 

教室 ���スポーツ公園 �H23．8／24 

春期ちびっ子元 �3． �141 �総合体育館 �H24．3／27～ 

気教室 ���スポーツ公園 �H24．3／29 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

・町民スポーツフェスティバル 

町民がいっでも、どこでも、誰もが手軽にスポーツを楽しむこ 

とにより、地域の世代間の交流と親睦を図り、もって地域の活性 

化、体力の向上及び生涯スポーツの普及を図った。 

開催日　　　平成23年10月10日 

参加者数　　185名 

開催場所　　　総合体育館 
参加種目内訳 

・スポ �種　　　　　目 �参　加　人　数 �9千円 動の促進 

グ　ラ　ウ　ンド　ゴルフ �126人 

ディスクゴルウ体験 �35人 

シャ　ッ　フルボード �24人 

合　　　　　計 �185人 

－ツ推進委員会（15人）月例会開催　　1，5 

指導の力点 

（1）スポーツ振興課題の設定と課題を踏まえた指導・ 

（2）スポーツ振興協議会（推進委員を含む）を始めスポーツ関係 

団体との機能的連携と活発化 

・スポーツ団体等助成金　　　　　　　　　　　　5，533千円 

体育協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，360千円 

スポーツ少年団　　　　　　　　　　　　　　　　960千円 

レクリェーション協会　　　　　　　　　　　　　480千円 

全国大会出場助成金及び激励金　　　　　　　2，171千円 

レクリェーション大会補助金　　　　　　　　　400千円 

スポーツ推進委員研修負担金　　　　　　　　　162千円 

・スポーツ教室講師謝礼　　　　　　　　　　　　　108千円 

・総合型地域スポーツクラブ推進事業　　　　　4，965千円 

総合型地域スポーツクラブ委託料　　　　　　3，665千円 

ジュニアスポーツ講師謝礼　　　　　　　　　1，177千円 

その他事業執行に伴う事務費等　　　　　　　　123千円 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

4 学校給食費 �安全で安心な学校給食を進めると共に、学校給食センター内の 

71，149千円 �衛生管理に努めた。 

1．学校別給食人員及び日数 

2 3 4 5 �学　校　名 ��児童生徒数 ��給食日数 ���は週1．6 

温知′J、学校 ��562人 ��194日 

八幡小学校 ��469人 ��191日 

宮地小学校 ��131人 ��192日 

池田小学校 ��390人 ��190日 

池田中学校 ��924人 ��193日 

給食内容 

米飯給食は過3．4回の炊飯方式で、また、パン等の給 

回で両方併合して給食を行っている。 

給食費1食当たりの食費内訳 

学　校 �1食当り �給食費の保護者負担額 ����月　　額 �� 主　　食 �牛　　乳 ��副　　食 

小学校 �円 �円 �円 ��円 �円 228 �32．54 �47．55 ��147．91 �4，100 

中学校 �272 �42．85 �47．55 ��181．60 �4，900 

給食用備品購入事業 
・食器（皿）・水切り台車　　　　　　　　2，775千円 

厨房機器修繕事業 
・食器、食缶洗浄機等修繕　　　　　　　　6，089千円 
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【款】　12　公債費

【項】　1　公債費

635，804千円

635，804千円

目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

1 刀二　金 �1．各種事業に充当した地方債に係る元利償還金 

536，890千円 2 利子 �・地方債元金償還金　　　536，890千円 
・地方債利子償還金98，914千円 1．地方債現在高の状況 

98，914千円 �（単位：千円） 

平成22年度末 現在高 �平成23年度 借入額 �平成23年度元利償還額 ��t平等欝末l 

元金 �利子 
6，502，998 �497，116 �536，890 �98，914 �6，463，2241 

【款】　13　諸支出金

【項】　1　諸費

目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

1 国県支出金 返納金 0千円 �1．返納金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0千円 
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