
【款】　3　民生費

【項】1社会福祉費

2，461，461千円

1，279，308千円

目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

1 社会福祉 �社会福祉三一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陣がい者や高齢者など社会的弱者を 

411，780．千円 （P87） �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　　　　　　13，059千円 

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　　　　　　　　　　　　8，337千円 

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　　　　　　　　　　　′12，337千円 

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 554 �　円 18，000 �千円 9，745 

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 �296 �9，000 �2，592 

計 �850 � �12，337 
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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　　　　　　　　　3，792千円 

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　　　9　　　　7　　　　6 ���7　　　　　2　　　　31 

支給額　　596　　1，925　　324 ���799　　148　　3，79写 

．自立支援事業　　　　　　　　　　　　　　　219，094千円 

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 

身体障がい者 　入所 �10 �14，758 �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 �12 �16，743 �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 �4，118 �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 �21 �12，213 �7 �サボ「トいけだ、チェント ロマンマ、と－たす他 

生活介護　＿ �64 �110，262 �、7 �西濃サンホーム、サンビ レッジ新生苑他 

児童発達支援 （児童デイ含む） �79 �26，446 �3 �ことばの教室、キッズアカデ ミーせき園、みやこ園 

短期入所 �12 �1，031 �3 �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 �41 �32，872 �5 �ふれ愛の家、いぶき作業 所、どんぐり村福祉工場 他 

計画相談支援 �23 �651 �4 �プラス、ゆう、九頭竜相談 支援、せせらぎ 
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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　19，116千円 

（1）調査企画事業‾ 

・健康・福祉フェアいけだの開催　　　　　　　　1．1月18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　150部 

（2）総合相談事業 

24年度総合相談事業実施状況 

（3） �相談種別 �件数 �相談日　■ �会 赤 

法律相談 �25件 �偶数月第4火曜日 

結婚相談 �63件 �毎月第2日曜日・第4月曜日 

生活相談 �2件 �毎月第3火曜日 

障害者相談 �3件 �毎月第2火曜日 

訪問相談 �1，440件 �5～9月を中心に 

ボランティア相談 �27件 �施設開館日 

相談業務 �186件 �施設開館日 

計　　　　　　1，746件 �� 

地域福祉推進事業 
・地区福祉連絡牟・福祉懇談会開催 

地区福祉連絡会　6地区毎に年2～3回開催 

地区福祉恕談会6地区毎に年1回実施（7月） 

各地区福祉連絡会ごとにテーマを決め懇談 

参加者数6地区合計　　　330人 

・モデル集落指定事業　　　　　　　　　　　　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　568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（3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　　　　　　　　166人　　　　　延4，178食

ボランティア数　　　　　　　401人

・各種交流事業開催支援

寝たきり認知症予防教室

多世代ふれあい事業

2地区

38地区

ふれあいいきいきサロン（高齢者）　　54カ所（256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　10月28日

（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　　2回
・福祉協力校・協力国指定

・ボランティア連絡協議会との連携

理事会（3回）、研修参加

視察研修実施浜岡原子力発電所・浜岡原子力館　29人

三菱電機中津川製作所　　　　　19人

・介護予防サポーター養成事業　　　　　　延　52人

・ボランティア保険加入援助

活動保険　　　　　　　　　　1，857人

行事保険　　　　　16件　　　1，687人
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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

239件

10件（内新規1件）

411件

88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

利用延人数
・コミュニティ・ママ子育てサポート事業

利用延人数

利用延時間

利用会員　212人

・福祉用具貸与

・タイムケア事業

利用延人数

利用延時間

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

・陣がい者・母子父子家庭支援事業

クリスマス会開催支援

障がい者児クリスマス会

母子父子家庭交流会

（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

24年度償還完了

・ふれ愛ホーム運営

宿泊訓練実施回数

136人

365時間

サポート会員　36人

36件

508人

989．5時間

4回　　延74人

180人参加　　7月6日

94件

0件

1件

利用実人員　　　12人

113回
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目 �主　な　事　業、内　容　と　成　果 

2 老人福祉費 �　　　　　　　　　　　　　　　　ノ 65歳以上の高齢者の人口は、平成25年3月31日現在5，727人で、年々 

88，126千円 （P91） �増加する傾向にあり、高齢化率も22．96％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 ��22年度末 ��23年度末 �24年度末 ��ること こ。 

＼人　口　（人） ��■24，745 ��24，745 �24，939 

65歳以上人口（人） ��5，356 ��5，494 �5，727 

高齢化率＿（％） ��21．64 ��22．20 �22．96 

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 ��� 

施　　設　　数 ���2 

人　数（月平均）（人） ���3．5 

措置費（月平均）（千円） ���622 

措置費（年額）（千円） ���7，46写 

（25年3月末日現在） 

l施設名l　揖斐川尚和国　l 

1措置人員1　　3人　　l 

者褒賞事業 

会 地 �区分 �対象者（人） ��褒賞（金） �事業費（千円） 

88歳 �102 ��犀風時計 �405 

90歳 �256 ��枕 �384 

95歳 �18 ��1万円相当品 �161 

100歳 �4 ��10万円 �400 

サンビ入所者 �32 ��タオル �16 

合計 �412 �� �1，366 

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 

1　2，262人l　5，878千円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　　　2，234千円 

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　　　　　　　　　　　　384千円 

24年度未設置済台数‾　　　　　　　73台 

24年度中緊急通報回数　3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 

303，115千円 �連合で介護保険業務を行っている。 

（P93） �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行われている。 

揖斐広域連合町村負担金　　　　　255，524千円 

池田町認定状況　　　　　　　（平成25年3月未現在ト（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 �7 �27 �34 �0 �34 

要支援2 �5 �59 �64 �1 �65 

要介護1 �13 �126 �139 �5 �144 

要介護2 �15 �151 �166 �7 �173 

要介護3 �21 �143 �164 �5 �‾169 

要介護4 �13 �107 �120 �3 �123 

要介護5 �18 �98 �116 �4 �120 

計 �92 �711 �′　803 �25 �828 

※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 
・2次予防事業対象者適所型介護予防事業 

平成24年より生活機能検査を廃止し、基本チェックリストのみで対象者の選定を 

行い、3つの教室をおこなった。 

24年度通所型介護予防事業実施状況　′ 

〈7回シリーズー3コース〉 

区分 �実人数 �延人数 �改善 �維持 �悪化 �不詳 �ヾ、 ヽ 

2次予防事業対象者 �49人 �308人 �15人 �19人 �7人 �8人 

ぬくもりの里 新生会利用 �3人 �毎週1回 �116人 � 

・介護予防手帳の発行…介護予防教室参加者に発行した。 

・歯科口腔換診受診者…100名 

・自立のデイサービスを委託していた社会福祉協議会ぬくもりの里デイサービス 

9月で廃業となったため、急遽10月から社会福祉法人新生会に委託した。 

24年度一次予防事業対象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 

白鳥、下東野、東町、栄町、 ���延6回 �191人 �介護予防について 
天神町、藤代台 �����（運動、栄養、認知症、音楽療法等） 

介護予防運動機能向上事業 ���14回派遣 ��椅子ピックス等 

24年度地域介護予防痕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 ���5回 �118人 

社協以外での他団体主 催事業での啓蒙活動 ��他団体の研修会等 ���1回 �22人 

他社協事業への協力 ��ボランティア研修他 ���8回 �・520人 
介護予防サポーター養成事業 ���4回 �52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　一果 

（2）包括的支援事業 

・総合相談支援・権利擁護業務 

24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　441件 �延　32件 ��延　473イ 

24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 

地域ケア釜駕援 会議　連絡会 �保健福祉 実務者 会議 ��ケアマネ ジャー かわら版 

23回　　　4回 �2回 �1回 �12回 

（3）任意事業 

24年度任意事業実施状況 

事業名　等・ ��回　・数 ��人数等 �� 

在宅介護者の集い ��12回 ��104人 

認知症サポーター養成講座 ��5回 ��106人 

・「食」の自立支援事業 �� ��8，815食 

．介護予防支援業務 

24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 ���2件 �155件 

居宅介革支援事業所に委託 ���36件 �537件 

計 ���38件 �692件 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

4 福祉医療費 257，912千円 （P95） �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 �23年度 ��24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 �753 �99，019 �782 �101，882 �102．89 

乳幼児（県単） �1，623‾ �58，867 �．．1，537 �55，682　‾ �94．59 

母　　子 �476 �15，826 �465 �17，237 �108．92 

父　　子 �33 �1，056 �39 �84由 �80．30 

児童・生徒（町単） �2，450 �71，620 �2，304 �73，082 �102．04 

計 �5，335 �246，388 �5，127 �248，731 �100．95 
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目 ������主　な　事　業　内　容　と　成　果 

5 国民年金事務費 12，767千円 （P96） ������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22年度累計 ��100 ����209 ���94 ����293 �����119 ���815 

平成23年度累計 ��112 ����143 ���98 ����293． �����138 ���784 

平成24機累計 ��120 ����222 ���102 ����295 �����134 ���873 

（2）被保険者の加入及び収納状況 
（単位：人） 

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

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 

24年 �1，919 ��2，972 ���33 �4，924 ���107 ��157 ���744 ��14 ���3，005 

（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 �� 

24年 �受給 権者数 ���216 ��0 ��202 ���14 ���0 ��0 ���0 ���432 

金　額 ���101，200 ��0 ��38，968 ���12，387 ���0 ��0 ���0 ���152，555 
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目 �主‾　な　事　業　内　容　と　成一　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 �5，027 �70 �191 �0‾′ �0‾ �5，288 

金　額 �3，421，876 �60，059 �171，377 �0 �0 �3，653，312 

（5）老齢福祉年金支給状況 

総　数　　支給件数　　　支　給　年■金　額 ������＿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 

205，149千円 ��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 

（P97） 7 老人保健 ��会計へ繰り出した。 

療養給付費負担金　　　　　　　　　157，734千円 

特別会計への繰出金　　　　　　　　　　47，415千円 

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 

26千円 ��去の受診に対しての診療報酬の調撃などの精算を行った。 

（P97） 8 介護サービス ��国、県、支払基金への償還金　　　　　　　25千円 

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 ��平成23年度に実施した国のモデル事業であり、翌年度実績に 

433千円 ��基づき精算し、補助金を国へ返還した。 

（P97） ��償還金　　　　　　　　　　　　　　　　　433千円 
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【款】　3　民生費

【項】2　児童福祉費 1，182，153千円

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 369，985千円 （円8） �（広域入所除く） 

保育園名 ��定員 �月平均 入園人員 �クラス数 � 

宮地保育園 �H22 �60人 �38人 �3クラス H23 �60人 �39人 �3クラス 

H24 �60人 �42人 �3クラス 

温知保育園 �H22 �180人 �175人 �8クラス H23 �180人 �175人 �8クラス 

H24 �18d人 �168人 �8クラス 

西保育園 �H22 �130人 �105人 �6クラス1 H23 �130人 �106人 �6クラス 

H24 �130人 �111人 �7クラス 

片山保育園 �H22 �90人 �72人 �5クラス H23 �90人 �82人 �4クラス 

H24 �100人 �92人 �4クラス 

計 �H22・ �460人 �390人 �22クラス．＼ H23 �460人 �402人 �21クラス 

H24 �470人 �413人 �22クラス 

〈H24年度〉　園長4人　保育士43人　調理員9人 

参　考 

養基保育園 �H22 �120人 �108人（うち町内　62） �6クラス H23 �120人 �101人（うち町内　56） �6クラス 

H24 �120人、 �99人（うち町内　62） �6クラス 

〈H24年度〉．園長1人　保育士12人　調理員2人 

（2）工事関係 

事業名 ��事業費（千円） �備　考 ��� 

】 芸空墓園駐車場舗書／2，006 　【 ���駐車場舗装面積　A＝2，240Ⅰぜ 
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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） ��� 
H22 �H23 �H24 �H22 �H23 �H24 

温知児童クラブ ����41 �39 �48 �r■3 �3 �3 

八幡児童クラブ ����39 �34 �41 �3 �3 �3 

宮地児童クラブ ����17 �16 �12 �2 �2 �2 

池 �田児童クラブ ���21 �21 �22 �2 �2 �2 

計 ����118 �110 �123 �10 �1q �10 

参　考 

養基児童クラブ ����29 �34 �34 �2 �3 �3 

0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24年4月～25年3月）（単位：人） 

児童館名 ��乳幼児 �保護者 �小学生 �合計 �H23 �H22 �（単位：人） 

温知．タ �巳童館 �2，981 �2，391 �3，915 �9，287 �10，542 �9，812 

池田児童館 ��1，695 �1，232 �2，308 �5，235 �5，822 �7，439 

八幡児童館 ��786 �592 �306 �1，684 �2，074 �2，696 

養基づ �巳童館 �1，749 �1，253 �1，932 �4，934 �3，771 �2，319 

合計 ��7，211 �5，468 �8，461 �21，140 �22，209 �22，266 

○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 �H23－ �H22－ 

温知 �215 �746 �794 �637 �285 �305 �2，982 �3，374 �3，931 

池田 �156 �450 �322 �334 �133 �300 �1，695 �1，281 �2，234 

八幡 �103 �304 �197 �98 �52 �32 �786 �1，025 �1，332 

養基 �213 �327 �280 �500 �93 �335 �1，748 �1，398 �637 

計 �687 �1，827 �1，593 �1，569 �563 �972 �7，211 �7，078 �8，134 

○学年別利用者数　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 

学年 �1年生・ �2年生－ �3年生 �4年生 �5年生 �6年生 �合計 �H23 �H22 

温知 �784 �752 �733 �466 �692 �488 �3，915 �4，622 �2，958 

池田 �257 �380 �22P �610 �563 �279 �2，309 �3，538 �3，631 

八幡 �33 �85 �59 �37 �90 �1 �305 �293 �338 

養基 �181 �－　495 �577 �173 �122 �384 �1，932 �1，195 �－1，156 

計　1，255 ��1，712 �1，589 �1，286 �1，467 �1，152 �8，461． �9，648 �8，083 
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自 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

2 児童福祉 事業費 43，172千円 （PlO2） �○開館日数　火曜日～土曜日．243日 

○主な内容 
・子育て家庭の支援…笹こちやんタイム、食育講座、親子教室、子青で情報提供 

・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り…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 

．0担当保育士　2名　　　○開設日数‾242日 

○利用軍数】年齢 　l人数 ��0歳 �1歳 �2歳 �3歳 �計　塵護者 �合計（人） � 

662 �1，883 �879 �309 �3，733l3，501 �7，234 

事　業　名 �参加人数 ���開催 日数 �内　　容 
大人 �子ども �計 

親子ひろぽかんがる－ �1，080 �1，080 �2，160 �88 �毎週火・木の午前中 

子育て講座 �299 �317 �616 �‾24 �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　4組 �319 �317 �636 �46 �毎週金曜日 

プレママ保育園 �42 �　／ �42 �4 �妊産婦・親子 

うさちゃん広場 �95 �100 �195 �12 �支援の必要な未就園児 

おひさま広場 �41 �29 �70 �4 �土曜日の開設 

子育て相談 �141 �　／ �141 �　／ �金曜日を中心に随時 

（6）安心子ども基金事業（児童虐待防止対策緊急強化・地域子育て創生）関係 

事業名 �� �事業名 ���事業費 （千円） 
．（千円） 

児童虐待に対する啓発講演会事業 ��210 �保健センター体制強化環境改善事業 ���1，185 

福祉イベント児童虐待防止広報事 ��221 �相談体制強化相談室改善事業 ���649 

郵便封筒児童虐待防止広報事業 ��183 �育児相談室開設児童虐待防止事業 ���71 

虐待防止啓発グッズ配布啓発事業 ��219 �児童手当法改正に伴うシステム改修事業 ���893 

（7）温知児童館駐車場整備事業費 ���合計（うち補助金額）　3，631（3，619） 23，508千円 

（土地購入費20，182千円、舗装工事費3，326千円） 

○公立保育園事業（給食賄い材料費、備品購入費等） 

保育園名 �金額（千円） ��保育園名 ��金額（千円） � 

宮地保育園 �4，262 ��西保育園． ��9，244 

温知保育園 �14，765・ ��片山保育園 ��8，089 

○公立保育園光熱水費等　6，812　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 737，977千円 （PlO3） �（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 ��H22 �110人 �111人 ��5クラス ��75，519千円 H23 �110人 �111人 ��5クラス ��76，470　円 
■H24 �110人 �112人 ��5クラス ��73，569千円 

八幡保育園 ��H22 �70人 �77人＿ ��5クラス ��67，800千円 H23 �70人 �71人 ��5クラス ��54，533　円 

H24 �60人 �58人 ��5クラス ��46，297千円 

市橋保育園 ��H22 �90人で �94人 ��4クラス ��67，865千円 H23 �90人 �95人 ��5クラス ��、67，274千円 

H24 �90人 �91人 ��6クラス ��65，653千円■ 

計 ��H22 �・270人 �282人 ��14クラス ��211，184千円 H23 �270人 �277人 ��15クラス ��198，277　円 

H24 �260人 �261人・ ��16クラス ��185，519千円 

（2）私立保育園に対する主な助成 

補助　金種別 �����補助額（千円） 
H22 ��H23 ��H24 

一　地域活動事業対策費補助金 �����1，155 ��1，155 ��540 

法人立保育園運営費補完費▼ �����13，745 ��20，628 ��26，298 

障害児保育対策費補助金 �����9，581 ��9，347 ��7，292 

法人立保育園管理運営補助金 �����8，407 ��13，035 ��14，906 
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 �����9，349 ��9，706 ��9，706 

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

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

計 �����107，996 ��68，856 ��62，939 

（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 �2　1人 ��1年間 ��1，164 

大野町 ��南保育園 �1　1人 ��8ケ月 ��720 

大野町 ��豊木喋育園 �2　1人 ��1年間 ��1，059 

大垣市 ��はだしっこ保育園 �5　1人 ��1年間 ��743 

羽島市 ��江吉良保育園 �0　1人 ��5ケ月 ��787 

合計 ���5人 �� ��4，473 
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目 �主　な　事　業　内　容　と■　成　果 

4 障害児適所支援 �（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 �保育料 �その他収入 ��町負担金 � 

公室 立≡ �H22 �275，392 �0 ��0 �74，025 �8，395 ��192，972 
H23 �287，756 �0 ��0 �76，390 �8 �643 �202，723 

H24 �302，276 �0 ��0 �78，553 �5 �993 �217，730 

私■ 立 �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 

H24 �251，064 �49 �590 �24，295 �46，494 �8 �，432 �122，253 

（5）子ども手当（子どものための手当）・ 
平成24年2月～平成24年3月（2カ月分） 

区　分 ��受給者数 ��受給者数 ��受給者数 ��支給額 0　から3 ��（3歳から小学校修了前） ��（中学生） 

人 ��人 ��人 ��千円 
被・用　者 ��431 ��1，168 ��576 ��65，7．35 
非被用者 ��115 ��349 ��176 ��18，830 

計 ��546 ��1，517、 ��752 ��84，565 

（6）児童手当（子どものための手当） 
平成24年4月～平成25年1月（10カ月分） 

区　分 ��・受給者数 ��受給者数■－ ��受給者数 ��支給額 　千円 0　か　3 ��（3歳から小学校修了前） ��（中学生） 

入 ��人 ��人 
被　用　者 ��398 ��1，101 ��532 ��305，230 

非被用者 ��125 ��316 ��168 ��87，830 
特例給付 ��11 ��57㌔ ��39 ��4，150 
計 ��534 ��1，474 ��739 ��397，210 

【児童手当】 
00－3歳未満手当の月額一律　15，qO0円 

03歳以上小学校修了前まで手当の月額 

第1・2子目　　→　10，000円 

第3子目以降　→15，000円　支給額合計 

○中学生手当の月額一律　　　10，000円　　　　　　千円 

既習讐警し律5，。。。。481，775 ことばの教室利用状況 

事業費 31，019千円 （PlO4） ��（単位：人、回、‘件） 

＼ ��年間 ����月平均 池田町 ��揖斐川町 � �池田町 ��揖斐川町 
利用者数 ��106 �75 ��31 �90 �65 ��25 

利用回数 ��5，672 �．4，051 ��1，621 �473 �338 ��135 

相談件数 ��302 �283 ��19 �26 �24 ��2 

※利用者の相談も含む。 
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