
【款】　　4　衛生費　　　　　　　　　　　　　　682，888千円

【項】　1　保健衛生費　　　　　　　　　261，816千円

主　な　事　業　内　容　と　成　果

1

保健衛生

総　務　費

59，139千円

（PlO6）

2

保健施設費

4，316千円

（PlO8）

3

保健対策

推進事業費

997千円

（PlO9）

少子高齢化が加速する中で、健康で生きがいを持って生活すること

は多くの人の願いであ■る。そのためには、住民の主体的な健康づくり

を支援することが大切であり、健康意識の向上と健康増進のために保

健事業を実施した。

また、地域医療環境の充実を図るため、保健・医療・福祉の関係機

関が連携し、サポート体制を整備していくことは重要である。

職員人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　56，821千円

物件費、その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　643千円

各団体への補助金・休日救急医療負担金等…・　1，675千円

物件費、その他　　　　　　　　　　　　　　　2，364千円

施設清掃・点検委託料　　　　　　　　　　　　　　1，185千円

電子コピー機、印刷機等賃借料　………‥　　　767千円

高齢化の進展に伴って、生活習慣病の増加、寝たきり、認知症等介

護を必要とする人の増加が予測される今日、正しい生活習慣によって

予防と進行をおくらせることが可能といわれている。そのため食生活

改善推進員の活動は重要であり、平成24年度は地域の子どもから高

校生、高齢者に至るまで、幅広く食の普及・啓発が行われた。また、

食生活改善推進員養成のため、栄養教室を開催した。

食事は、生活習慣病と密接な関係があり健康の為には欠かすことが

できないものである。

健康づくり推進対策費（保健カレンダー等）‥・　　549千円

食生活改善栄養教室地域普及委託料……∴　　　448千円
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目 �主　な　r　事　業　内　容　と　成　果 

4 母子保健 �平成24年3月の厚生労働省通知「妊婦健康診査の実施について」 

事　業　費㌧ �の一部改正に基づき、妊婦健康診査受診票の健康診査の内容を増やし、 

27，■008千円 （PlO9） �妊婦健康診査の受診勧奨に努めた。 妊婦健康診査委託料　………19，398千円 

乳幼児健康診査費　　　　　　　　　　　　　　　3，205千円 

乳幼児教室賃金等　　　　　　　　　　　　　　　3，880千円 

フシ素‾・サホライド塗布委託料　525千円 （1）乳幼児健診実施状況 

事　業　名 ��実施数‾ �異常なし：要観察 ���要医療 � 
3～4か月児健診 ��180人 �119人：50人 ���11人 

10か月児健診 ��215人 �162人：　46人 ���7人 

1歳6か月児健診 ��214人 �119人：86人 ���9人 

3　歳児鹿診 ��207人 �141人；61人 ���‾5人 

（2）その他の主な母子保健事業 

No． �事　　　業　　　名 ���回　数 �▼延べ人数 

1 �妊　婦　一　般　健　康　診　査 ���随時 �‘2，234人 

2 �両　　　親　　　学　　　級 ���3回 �54人 

3 �妊婦相談・母子健康手帳交付 ���50回 �179人 

4 �ぴ　よ　ぴ　よ　広　場 ���8回 �124人 

5 �2　　歳　　児　　教　　室 ���10回 �79人 

6 �う　さ　ち　ゃ　ん　ひ　ろ　ば ���．12回 �100人 

7 �園　児　一歯　科　指　導 ���8回 �761人 

8 �そ　の　他　の　健　康　教　育 ���7回 �55人 

9 �乳　　幼　　児　　相　　談 ���100回 �666人 

10 �乳　幼　児　栄　養　相　談 ���50回 �17．7人 

11 �開設外面按・電話相談 ���随時 �394人 

12 �フッ素・サホライド塗布 ���26回 �1，484人 

13 �訪　　　問　　　指　　　導 ���嘩時 �41－1人 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

5 ．成人保健 �複数の検診を同時に受診できる検診日を増やすとともに、休日の検 

事業費 24，212千円 （PllO） �診日を設け、受診率向上 生活習慣病予防関係 ���に努めた。 、費　　　7，058千円 

がん検診委託料　　　　　　　　　　　　14，632千円 

健康増進事業委託料　　　2，522千円 （1）がん検診実施状況 

■事業名 �受診音数 �異常認めず ��要注意 ��要精検 �要医療 � 

胃 �784人 �718人 ��・21人 ��41人 �4人 

大　腸 �1，5975人 �1，462人 �� ��‾133人 � 

子　宮 �895人 �781人 ��47人 ��24人 �43人 

乳 �993人‾ �863人 ��62人 ��68人 � 

前立腺 �222人 �、203人 �� ��19人 � 

肺 �55人 �50人 ��4人 ��1人 � 

合　計 �4，544人 �4，077人 ��134人 ��286人 �47人 

（2）■その他の主な成人保健事業 

事　　　業　　　名 ���回　数 ��延べ人数 

健　康　手　帳　の　交　付 ���随時 ��191人 

健　　　康　　　教　　　育 ���90回 ��．827人 

健　　康　　相　　　談 ���161回 ��587人 

定　期　健　康　相　談 ���50回 ��32人 

定　期　栄　養　相　談 ���′50回 ��15人 

開設外面接・電話相談 ���随時 ��177人 

訪　　問　　指　　導 ���随時 ��176人 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

6 予防費 �平成24年9月から単抗原不活化ポリオワクチンが定期接轡と導入‾ 

54，638千円 �され、保健センターでの集団接種と‾して実施した。また平成24年1 

（Plll） �1月から、ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオの4種混合 

ワクチンが導入され、一郡内医療機関での個別接種として実施した。結 

核住民検診は65歳以上を対象に、町内各地を巡回して6日間実施し 

た。 医師・看護師貸金　　1，979千円 

予防接種医薬材料費等　　　　　　　　　　　　　　6，339千円 

予防接種委託料　　　　　　　　　　　　　　43，655千円 

結核住民検診委託料　　　　　　　　　　　　　　　684千円． 

予防接種協力負担金　　　　　　　　　　　　　　　480千円 

予防接種負担金等　　1，501千円 （1）予防接種実施状況・ 

予防接種名 �回　数 �人　数・ �二次・三次予闘雑等 � 

ポ　　リ　　オ �13回 �573人 �12人 

B　　　C　　　G �＿16回 �167人 �5人 

DPT三種混合 �12回 �609人 �11人 

日　本　脳　炎 �随時 �1，211人 �6人 

麻しん・風しん �随時 �983人 �7人 
、DT二種混合 �随時 �237人 �1人 

インフルゴンザ（繍者） �随時 �2，086人 �－ 

子宮頸がん予防 �随時 �550人 �－ 

ヒ　ブ �随時 �592人 �10人 

小児用肺炎球菌 �■随時 �640人 �10人 

水　痘 �随時－ �82人 �－ 

おたふくかぜ �随時 �104人 �－ 

高齢者肺炎球菌 �随時 �52人 �－ 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　‾成　果 

7 健康推進 �（2）．結核住民検診実施状況 

l　受診者数　l異常認めずⅠ　要精検者　l 

11，317人　11，257人l　60人　l 

「助け合い共i ��こ轟こう健康と福祉」をテーマに健康福祉フェアを車成 

事　業　費 �24年11月．18日（日）に開催した。健康緑茶コーナーなどを設け好評であ 

912千円 �った。　　　　　　． 

（Pl12） 8 健康文化 �各イベント物件費等　　　　　　　　　　　　　　513千円 

展示・健康管理委託料　　　399千円 相談コーナー等実施状況 

代 �実施内容　：参加人数 ��実施内容 �参加人数 �0歳 

健康相談：　81人 　　　　　t ��歯科相談 �42人 

栄養相談：　3－9人・ ��血管年齢測定 �85人 

体脂肪渕 �定；129人 �血液サラサラ度 �：116人 

骨密度頚 �定‡　78人 �＿お肌年齢測定：　　71人 

薬の相談：　29人 ��体　力■測　定 �84人 

尿　検　査：116人 　　　　l ��－ �－ 

若いうちからの健康意識の向上、生活習慣病予防のために、3 

都市推進 事・業費 914千円 ��の男女を対 30歳 �象とした、30歳代健診を実施した。 代健診貸金等　164千円 

（Pl12） ��30歳代健診委託料　　750千円 30歳代健診実施状況 

受診者数 �異常認めず；要注意；要経過観察 ��要精検l 

119人 �28人：　38人：　33人 　l　　l ��2b人t 

－　84　－



目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

9 狂犬病 �野犬による嘆傷事故の未然防止のため」西濃保健所揖斐セン 

予　防　費 �ターと連係を密にし、野犬の捕獲に努めた。 

247千円 �又、狂犬病の発生を予防するため、社団法人岐阜県獣医師会 
、（P113） �開業部会西濃支部の協力のもと、狂犬病予防注射の集団接種を 

5月中旬に3日間8会場で実施した。 ・野犬捕獲頭数■ 

● ● �平成22年度 �平成23年度 �平成24年度 � 

13頭 �6頭 �8頭 

、の登録頭数 

平成22年度 �平成23年度 �平成24年度 

1，833頭 �1，803頭 �1，786頭1 

団接種頭数 

平成22年度 �平成23年度 �平成24年度 

789頭 �710頭 �712頭 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

10 環境衛生費 �○衛生害虫駆除事業 

55，712千円 �快適な生活環境の保全と公衆衛生の向上の為、各地区へ薬剤 

（P113） �を配布し、特に人口密集地域で煙霧消毒器を使用し、伝染病の 

媒体となるハエや蚊等の衛生害虫の共同駆除に努めた。 

（1）事前に煙霧消毒器の使用講習会を実施し、適正使凧によ 

る事故防止と安全管理を期した。 

（2）ハエ、蚊等の幼虫駆除のため薬剤を配布し、居住均域を 

中心に5月～8月の間に各区数回の煙霧消毒を実施した。 

〈薬剤配布数等〉 

○ に �散布量等 （180月入申） ��平成22年度 ��57年 ��473千円 ��と 

平成23年度 ��65缶 ��539千円 

平成24年度 ��59缶 ��489千円 

池田町親子クリーン・カン・バック作戦事業 

郷土の環境美化と子供たちに快適な生活環境を保全するこ 

関心を高めてもらうとともに、地域の大人と子供がふれあう 
ことにより、青少年の健全なる育成をはかることを目的として 

夏休み期間を中心に、池田町親子クリーン・カン・バック作戦 
を実施した。 

又、ぎふ清流国体開催に伴い、前年度より参加者が増加した。 

〈参加人数〉 

○ � �大　人 ��・中学生 ��小学生 ��合　計 � 

平成22年度 �3，664人 ��822人 ��1，649人 ��6，135人 

平成23年度 �3，322人 ��735人 ��1，554人 ��5，611人 

平成24年度 �3，471人 ��726人 ��1，513人 ��5，710人 

住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付事業′ 

交付件数　同左既設住宅同左鱒築住宅 

平成23年度 �38件　　（32件）　　（6件）■ 

平成24年度 �94件　　（75件）　　（19件） 
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目． �主　な　事　業　内・容　と　成　果、‾ 

○河川水及び地下水の水質検査 

河ノ ��ll水については杭瀬川5地点、中川4地点、＿東川2地点、 

深町ノ ��111地点の計12地点で8月と1月の2回、地下水につい 

ては草深5ヶ所2回、山洞・小寺・願成寺で各1ヶ所1回実施 

し、水質変化の監視に努めた。また、検査結果に異常は見られ 

なかった。 

○リサイクル事業 

リサイクルを推進するため、収集及び直接搬入されたペット 

ボトルについては減容し、委託業者により再生資源化をした。 

新聞・雑誌・段ボールなどの古紙類及び繊維類なども拠点回 

収（持ち寄り回収、集団回収）し、焼却ゴミの減量化に努めた。 

〈回収方式別リサイクル資源回収量〉 

区　　　分、 ��■平成22年度＿ �平成23年度 �平成24年度 � 

ペットボトル （リサイクルセンター） ��83．69t �78．84t �74．29t 

古　　紙　　類 ��1，217．60t �1，141．68t■ �1，106．13t 

（リサイクルセンター） �（880．81t） �（863．37t） �（869．64t） 

（持ち寄り回収） �（64．89t） �（50．41t） �（48．85t） 

（集団回収） �（271．90t） �（227．90t） �（187．64t） 

繊　維・類 ��157．01t �169．74t �164．66t 

（リサイクルセンター）‾ �（131．76t） �（144．95t） �（144．54t） 

（持ち寄り回収） �（8．06t） �（7．59t） �（6．98t） 

（集団回収） �（17．19t） �（17．20t） �（13．14t） 

プラ製容器包装 （リサイクJ沌ンター） ��95．97t �95．62t �91■．65t 

発砲スチロール （リサイクルセンター） ��・8．03t �9．85t �10．56t 

ガラ　スぴん、 ��200．32t �192．24t �183．84t 

（リサイクルセンター） �（53．64t） �（56．72t）＿ �（66．45t） 

合　　　計 ��1，762．62t �1，687．97t �1，631．13t 
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目 �主　寧　事　業　内　容　と　成　果 

○浄化槽設置整備事業 

生活排水による河川の水質汚濁の準行を防止し、生活環境の保全 

を図るため合併処理浄化槽設置者に対し、補助金交付を行った。 

浄化槽設置整備事業補助金 

○ �人槽区分 �助　　成　　基　　数 �限度額 　円 �補助金額 　　円 � 

H′24 

5人槽 �．21 �332，000 �6，972，000 

6～7人槽 �15 �414，000 �6，210，000 

8～10人槽 �1 �548，000 �548，000 

11～20人槽 �1 �939，000 �939，000 

21～30人槽 �2 �1，472，000 �2，944，000 

31～50人槽 �0 �2，037，000 �0 

合　　計 �40 � �117，613，000 

財源負担区分　国1／3：県1／3：町1／3 町単独浄化槽設置整備事業神助金 

人槽区分 �助　　成　　基　　数 �限度額 　円 �補助金額 　　円 
H24 

5人槽 �5 �110，000 �550，000 

6～7人槽 �8 �138，000 �1，104，000 

8～50人槽 �0 �182，000 �0 

合　　計 �13 � �1，654，000 

排永設備事業 

水洗便所等改善資金利子補給金●交付金　　　　　　0円 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

11 斎苑費 33，721千円 （Pl15） �○池由町斎苑管理事業 

〈利用状況〉　（4月1日～3月31日） 

○揖 �区　　分 �平成22年度 �平成23年度 �平成24年度 � 

大　　　人 �140体 �146体 �148体 

小　　　　人 �0年 �0体 �1体 

死産児 （身体の一部含む） �2体 �1体 �2体 

計 �142体 �147体 �151体 

使　用　料 �1，405千円 �1，462千円 �1，487千円 

利用率 �63．7％ �63．6％ �ノ64．8％ 

※利用率：池田町斎苑火葬件数　÷　全火葬許可件数 

斐広域斎場事業 

平成17年4月1日より業務を開始した揖斐広域斎場について 

は認知度も高まり、平成2・1年度より利用率がほぼ一定してき た。 〈利用状況〉（4月1日～3月31日） 

区　分 �平成22年度 �平成23年度 �平成24年度 

大　　　人 �71体 �84体 �81体 

利用率 �31．8％ �36．4％ �34．8％ 

※利用率：揖斐広域斎場火葬件数　÷　全火葬件数 

〈負担金納付状況〉 

平成22年度l平成23年度l平成24年度′ 

23，092千可　21，881千可　22，615千円 
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【款】　　4　衛生費

【項】　　2　清掃費 343，170千円

目 �主．な‾　事　業　内　容　と　成　果 

1 清掃総務費 �○町内公衆便所等の清掃業務を池田町シルバー人材セyター 

2，940千円 （P116） 2 ′＿じんかい �に委託し、利用者の利便性と公衆衛生の向上に努めた。・ ○一般廃棄物収集事業 

処　理　費 �町内の各家庭から排出される廃棄物を廃棄物処理実施計画に′ 

207，299千円 �基づき、（株）池田環境保全への業務委託により収集した。 

（Pl17） �また、分別収集やリサイクル資源の回収に町民の理解と協力を 

いただき、ゴミの減量化と適正処理に努めた。 

①可燃物　　　週2回　　　　②ガラスぴん（3色）：月1回 

③金属類　　　月1回　　　　④ペットボトル　　：月1回 

⑤プラ容器　　　月1回　r　　　⑥その他可燃物　：月1回 

⑦その他不燃物：月1回 

○西濃環境整備組合関係 

〈搬入量〉（4月1日～3月31日） 

区　　　分 �平成22年度． �平成23年度 �平成24年度 � 

一　収　集　車　計 �3，348．59t＿ �3，349．26t �3，388．13t 

巨内可燃物） �（2，901．21t） �（2，934．64t） �（3，005．21t） 

：（内可燃性粗大ゴミ） l �（447．38t） �（414．62t） �（3由2．92t） 

持　　　　　込 �1，255．08t �1，248．12仁 �1，091．39t 

合　　　計 �4，603．67t �4，597．38t �4，479．52t 

1人1日当たり排出量 �510g �509g �492g 

生碍系（収集車計）は1．2％増、事業系（持込）は12．6％減であった。 

〈負担金納付状況〉 

区・　分 �平成22年度 �平成23年度 �平成24年度 

全　　　体 �102，169千円 �93，223千円 �97，973千円 
l ：（内温水プール関係） l �（1，976千円） �（1，991千円） �（2，105千円） 

ゴミ1t当たり処理料 �22千円 �20千円 �22千円 
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月 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

3 し尿処理費 �○一般家庭用ゴミ収集所設備事業補助金 

平成22年度 ���平成23年度 ����平成24年度 ��� 

叫　219千円 ���3件 ��1，525千円 ��呵　208千円 

○生ゴミ処理機補助金 

平成22年度 ���平成23年度 ����平成24年度 
‾148画　387千円 ���167件 ��399千円 ��28呵　2bo千円 

（上記の内訳） 
平成22年度 �����平成23年度　　　　平成24年度 

コンポスト等　　134件 ���155千円 ��153件 �145千円　2呵　42千円 

電動生ゴミ処理機　14件 ���232千円 ��14件 �254千円　8件ll粥千円 

○一般廃棄物家庭用ゴミ収集運搬委託料 

平成22年度l平成23年度 ������平成24年度1 

98，393千円l98，393千円 ������99，772千円l 

○し尿処理事業 
－114，073千円 （P117） ��〈大垣衛生施設組合負担金納付状況〉 

＼ �平成22年度 ��平成23年度 ����平成24年度 �ヽ 

使用料 �4，246千円 ��4，016千円 ����3，912千円　′ 

分賦金 �104，253千円 ��110，658千円 ����110，161千両 

浄化槽については、保守点検・清掃・法定検査を実施してもらうため 

啓発及び指導に努めた。 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

4 クリーンセンター �○池田町クリーンセンター管理事業 

管　理‾　費 �池田町クリーンセンターでは、可燃性粗大ごみ、金属性粗大ごみ、 

18，858千円 �布団・じゅうたん類、瓦礫類（瓦・コンクリート等）の受け入れを継続－ 

（P118） �し、ゴミ処理の適正化、利用者の利便性とリサイクルの推進に努め 

た。 

また、その他不燃物についてはイ一・ステージ．（株）、廃乾電池と 

廃蛍光灯については野村興産（株）へ処理を委託した。 

＿〈池田町クリーンセンターへの搬入量等〉 

平成22年度 �平成23年度 �平成24年度 � 

金　属　性 粗大ゴミ �56．21t �61．15t �47．24t 

可　燃　性 粗大ゴミ �54．10t �52．28t �39．27t 

布団・絨毯類 �7．18t �6．91t �10．．71t 

瓦　礫　類 �21．75t �15．95t �16．22t 

その他不燃物 （ガラス・陶磁器類） �88．99t �93．70t �96．56t 

廃　乾′電　池 �4．96t �7．79ト �8．79t 

廃　蛍　光　灯 �■3．33t �2．45t �3．19t 

ゴミ総搬入量 �236．52t �240．23t �221．98t 

ゴミ1t当り処理料 �78千円 �80千円　－ �85千円 
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【款】　　4　衛生費

【項】　　3　上水道費 77，902千円
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【款】　　6　農林水産業費

【項】　1農業費

536，577千円

453，644千円

目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

1 農業委員会費 �農業委員会総会（平成24年度実療12回）を開催し、農地法等 

3，867千円 �に基づく法令事務、農業振興施策に関する協議、農業振興地域整備 

（Pl軍0） 2 農業総務費 �計画の審議を行った。また、農地利用状況調査（農地パトロー 

ル）を実施するなど、農地に関する課題解消等に取り組んだ。‾ 

1．農地法関係審議案件（平成24年度） 

2 �区分 �第3条関係 �第4条関係 �第5条関係 �） 

件数 �17件 �11件 �71件 

面積 �20，260Hf �■3，816nf �84，837Ⅰぱ （内一時転用 34，980d） 

＿．農業者年金加入状況　■ 

被保険者数・・・6人 年金受給者・・・76人 

（経営移譲年金60人老齢年金及び特例老齢年金16 資格喪失者3人 職員8名 

50，330千円 （P121） ��給料、職員手当、共済費、、事務費奪 

ー　94　－



目 �主　な、事　業　内　容　と　成　果 

3 農業振興費 �1．農業機械導入事業 

22，888千円 �高性能機械の導入や施設整備によづて、労働力の削減や品質の向 

（P122） �上を図った。また、環境に配慮した農業（ぎふクリーン農業）へ 

の取り組みにより、安全・安心な農産物生産の体制を整えた。 ◎平成24年度飛騨・美濃じまん農産物育成支援事業（県単事業） 

事業者名 �機械名等 �事業費（円） �補助金額（円） � 

渓北営農組合 �コンバイン �7，770，000 �2，466，000 

◎平成24年度集落営農等機械導入事業 

事業者名 �機械名等・ �事業費（円） �補助金額（円） 

（株）ファーム八幡 �色彩選別機 �2，530，000 �・361，000 

◎平成24年度元気な園芸特産産地育成対策事業（県単事業） 

事業者名 �機械名等 �事業費（円） �補助金額（円） 

いび川農業協同組合・ �ハ○げハウス4棟 �4，032，000 �960，000 

2．新規就農総合支援事業 

新規就農者の農業経営が軌道に乗るまでの間の所得を確保する 

ため、給付金の交付を行った。 

◎平成24年度青年就農給付金 

区　　分 �対象者 �補助金額（円） 

経営開始型 �2名‾ �3，000，000l 

3．農地集穣協力金交付事業． 

地域の中心となる経営体人の農地集積に協力する農家に対して協 

力金の交付を行った。 

◎平成24年度農地集積協力金 

事業内容l対象面積（a）l対象農家数l交付額（円）1 

経営転換協力金ll，377l35戸l12，300，000ト 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

4．。産地づくり事業 

新たな品計による特産品づくりに向けて、果樹類の栽培に取り組 

む農業者に対して苗の購入助成を行い、・地域の活性化を図った。 

l品目名　匝象者l本数l面積届）1－補助金額（円）l 

lブルーベリー11名巨46本11，7001183，380　l 

5．農業生産集団活動事業 

農業生産集団に助成することによって、各組織の育成強化を図 

り、栽培技術や生産性の向上を促進した。 

集　団　名 �組合員数 �補助金（千円） � 

いび川夏秋なす生産組合 �20　人 �72 

池田町苺生産組合 �9　人 �72 

美濃いび茶宮地生産組合 �5㌔5　人 �48 

温知　茶　生産組合 �11人 �48 

美濃西部製茶組合 �4　人 �48 

池田町梅生産組合 �27　人 �40 

池田町農業婦人クラブ �46■　人 �196 

池周町営農連絡協議会 �16　組合 �128． 

池田町野菜生産組合 �18　人 �28 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

4 水田農業構 �6．茶生産振興事業 

消費者ニーズに即した安全・安心な茶の栽培に取り組む必要から 

茶園改植に対し支援することで茶業の振興を図った。 

改植本数　7，000本（温知100本・宮地2，900本・西部4，000本） 

補助金117，625円（温知1，‾225再・宮地35，525円・西部80，875円） 

受益地＿35a（温知1a・宮地14a・、西酪20a） 7・池田農業振興地域整備計画の変更 

池田農業振興地域塵備計画は、優良農地の集団的な確保によって 

農作業効率を向上させ、継続的に農業振興を図る事を目・的に策定さ－ 

れているが、社会情勢の変化などにより計画の変更が必要となった 

ため、関係する．機関に意見を求め、池田町農業振興地域整備計画協 

議会に対し諮問し、県の同意を得ることにより、整備計画の変更を 

行った。 

◎農用地区域内農地から除外等をした土地　　　　　（単位：ha） 

転用 �農家 �一般 �公共用 �商工業 �集合住 �その他 ��用途区 �合計 �� 
目　的 �住宅 �住宅 �施　設 �用　地 �宅　等 ���分変更 

件数 �1 �9． �0 �7 �4 �0 ��r3 �24 

面積 �0．014 �0．282 �0 �0．802 �0．394 �0 ��0．035 �1．527 

1．農業者戸別所得補償制度 

造改革推進 ��池田町農業再生協議会が主体となって米の生産調整に取り組み、 

事　業　費 ��麦・大豆・野菜・れんげ等の生産（栽培）及び販売をすることによ 

4，3号さ吉男 ��って、食料自給率の向上を図った。 

事　　業　　内　　容 �������補助金額（円） ��� 

米の生産調整並びに農業者戸別所得補償制度を �������1，805，336 

円滑に推進するため、会議の開催、転作作物の現 

地確認及び農地情報の地図化などを実施した。 
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目 �主　■な　事　業　内　容　と　成　果 

／ 5 畜産業費 �◎平成24年度における水田の作付実績 

作　付　け　状　況　（b） ����� 

大　豆 
水稲　　麦　謝　れんげ　野菜等不作付 

415．7　　　170．4、　142．6　　　52．9　　　88．2′　　38．8 

■対象農家数1，592戸（営農計画書提出者蓼） 2．地域営農推進事業（地区調整会議） 

地域の水田農業推進協議会の生産調整会議等を支援することに 

り、需要に応じた米づくりを推進した。 

地区調整会議補助金　580，260円 3．麦・大豆作付補助事業 

食料自給率を向上させる必要から、麦・大豆栽培の取り組みを 

進するため、その種子購入費の一部を助成した。 

対象面積 �単位数量 �事業費 �補助金額 �� 

（ポ） �（短／10a） �（円） �（円） 

麦 ��1，218，260 �7．0 �2，348，389 �335，481 

大豆 ��1，428，020 �3．5 �▲　2，399，070． �342，720 

1．畜産振興事業 

126千円 ��畜産農家の生産性の向上と効率的な畜産経営を推進するため、技 

（P125） ��．術改善等の現地指導をおこなった。 

2．農業集団育成助成事業 

畜産の団体に対し助成を行い、畜産の振興を図り経営の改善等を 

図った。 

池田町畜産組合補助金　　　　　　　　　　120千円 

ー　98　－



目 �主　な　事　業　内　容■　と　成　果－ 

6 農地費 �農業生産向上を図るため、町単独事業で農業用用排水路、農道の改 

136，692千円 �良及び維持補修事業を実施した。 

（P125） �4件　　　　4，094千円 

農産物流通合理化及び農業生産のための大型機械の走行性向上と併 
せて農業環境の改善に資するため農道舗装を、県単独農業農村整備事 
業にて実施した。 

農道舗装事業　7地区、34，、175千円 （事業費は工事費・工事雑費・事務費を含む） 

主　な 施工箇所 �工　事　概　要 �事業費 �■　財　　源　　内　　訳 ���や 

県補助金 �分担金 �一般財源 
千円 �千円 �千円 �千円 

舟子 他6地区 �農道舗装 L＝2，415m W＝2．5～5．5m 舗装工A＝7，483Ⅰぱ �34，175 �13，467 �0 �20，708 

農村集落における居住者の日常的な健康増進のため多目的に利用 
る施設整備事業を実施した。 

公園施設修繕　　　　　　　　　　　　　　　12千円 
公園施設管理　　　　　　　　　　　　　　　44千円 
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主　な　事　業　内　容　と　成　果

全町農業農村整備事業施行に伴う補助金を交付した。

揖西地区農業農村整備事業
農基総小牛農業集落排水整備事業
八幡地区土地改良総合整備事業
上八幡地区小規模排水対策特別事業
県営池田南部地区基幹排水対策特別事業

農道、橋梁等の改良並びに舗装事業に伴う農林漁業金融公庫資金
の借入償還金及び利息を補助した。

事　業　件　数　　　　　　　　　　　　　　　39件
補助金合計　　　　　　　　　　　26，508千円

農地・水・環境保全向上対策事業に負担金を助成した。

共同活動支援　　　8地区　　　　　　　3，871千円
向上活動支援　　　6地区　　　　　　　　3，323千円

7

農業集落排水
事　業　費
235，350千円

（P128）

全町下水道化構想に基づき、中谷地区、徳谷地区、大谷地区、大
津谷地区、白鳥地区、深歩谷地区、東光寺谷地区の施設の適正なる
維持管理費と、全地区の下水道債の償還のため、農業集落排水事業
特別会計へ町費負担分　235，327千円を繰り出した。

特別会計施設管理繰出金
下水道債償還繰出金

計 235，326，906円
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【款】　　6　農林水産業費

【項】　　2　林業費 82，933千円

目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

1 林業振興費 �1．山林の状況 

11，597千円 �山林面積　　1，581ha 

（P129） �生産森林組合　　　　6組合　　組合員　622名． 

人工林面積　　　　768ha 

人工林率　48．6％ 2．造林・育林の状況 

事　　業　　名 �事　業　内　容 �事　業　概　要 �摘要 

（榔森欄舗究所森林農地餓セ �保育（除伐Ⅱ） �12．22ha � 

ンクー岐阜畑林整備事噺 分収造林事業 �森椴中部1269号宮地神林 

保安林整備事業 （保育事業） �本棚整伐（宮地字橋ヶ谷） �2．95ha � 

腐林環境保全直接 支援事業 �除伐Ⅰ、（片山字稚谷） �4．45ha � 

森林整備地域活動 �森林経営計画作成促進 �4．21ha � 

支援交付金 �作業路網の改良活動 �83．90ha 

3．林菓体験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　975千円 

・広葉樹植裁体験 

ナラなどが、、カシノナガキクイムシの被害に遭い、その跡地 

に実のなる広葉樹のコナラやクリ20－0本を森林再生に向け中 

学生、高校生、林業関係者等の参加によって植裁を実施した。 
・－しいたけの菌打ち体験・間伐体験 

町内の小学校・一般参加募集による、しいたけ菌打ち体験を 

実施し、また中学生を対象に間伐体験を実施して、森林林業に 

関心と理解を深めた。 
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主　な　事　業　内　容　と　成　果

2

林道事業費
2，502千円

（P131）

4

公　共　林　道

開設事業費
38，164千円

（P132）

林業施業向上を図るため、町単独事業で林道の維持修繕事業を実
施した。

3件　　1，890千円

林道池田～明神線の林業施業の向上、又一般車両の通行安全の確
保のため、林道1級規格とする開硬工事を県単事業にて実施した。

林道池田・明神線開設工事（L＝259．3m／W＝5．0m）
29，946千円

・土　工　　1式　　　　・法面保護工　　　A＝112．0Ⅰぜ

・デロック積工　A＝337．5Ⅰ正　・交通安全施設工　L＝307．5m

・排水路工　　L＝279．5m　・木柵工　　　　　L＝203．0m

・舗装工　　　A＝1，674Ⅰぜ

林道池田山平成線の新規開設事業を公共林道開設にて事業を行う
ために、環境調査及び全体計画調査を実施した。

林道池田山平成線環境調査委託　1式
1，050千円

林道池田山平成線開設工事（L＝88m／W＝4．0m）

・土　工

・補強土壁工
・デロック積工

・木伏工
・舗装工

1式
A＝528．0Ⅰ撼

A＝79．8Ⅰ正

し＝68．5m

A＝948．9Ⅰ正

36，561千円

・法面保護工　A＝1，050．7Ⅰぜ

・排水路工　　L＝104．5m

・防護施設工　L＝162．0m
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【款】　　7　商工費

【項】　1　商工費

59，113千円

59，113千円

主　な　事　業　内　容　と　成　果

1

商工振興費
14，279千円

（P133）

2

観　光　費

44，834千円

（p134）

商工会に商工振興補助金を交付し、町内商工業者の育成と商工

振興に努めた。
・商工振興補助金　　　　　　　　　　　　13，000千円

・公園等清掃管理委託費　　　　　　　　　　　3，718千円

霞間ヶ渓公園等の観光施設の草刈り、ゴミ清掃等を実施した。
・霞間ヶ渓・大津谷公園等維持補修工事　　12，082千円

・地区イベント補助金　　　　　　　　　　　　5，140千円

・ミニパーク設置補助金　　　　　　　　　　　　　695千円

住民自治組織等に補助金を交付し、自然性豊かな花と緑の

環境作りを図った。　申請件数　72件　（内新設2件）
・養老鉄道を利用したハイキング

4月29日　養老鉄道農業体験「美濃いび茶」手摘み体験

24名

2月24日　養老鉄道「酒蔵みてある記」　　　　259名

5月　5日　JR東海「さわやかウオーキング」1，100名

・観光PR活動の実施

・西美濃夢源回廊協議会

「マスメディア、旅行エーゾェントPR活動（3回）、モニタづアー（2回）、

観光PR・物産販売（道の駅池田温泉・カラフルタウン・旅まつり名古

屋）、ぎふプレゼンテーションin名古屋、

県内マスコミPR活動　桜キャラバン、紅葉キャラバン」
・西美濃北伊勢観光サミット

「特産品バザール（道の駅池田温泉）、観光宣伝キャラハやン（金山

総合駅（2回）」
・西美濃広域観光推進協議会

「観光客誘致促進キャンヘ〇一ン（大坂府豊中市）」
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【款】　　8　土木費　　　　　　　　　　　　　　621，243千円

【項】　1　土木管理費　　　　　　　　　　　81，342千円

目 �主　な　事1業　内　容　と　成　果 

1 土木総務費 �道路、水路等の公共施設の用地取得に伴う登記処理件数 

81，342千円 �分筆登記　　　　　　　　4件 

（P136） �所有権移転　　　　　　　10件 

その他登記　　　　　　　11件 

計　　　　　　　　　25件 

‾道路舗装・道路新設改良工事に伴い、道路台帳の補正委託業務 

を行った。 

道路台帳作成委託料　　　　　　　　3，465千円 

道路新規分　　　　　　2．4km 

道路改良分　2．2km 道路新設改良及び排水対策に伴う測量委託業務を実施し、事業 

の推進を図った。 

主な委託業務名 �事　　業　　内　　容 �業務費（千円） � 

町単土木事業測量 �平板測量・路線測量等 �14，805 
委託業務等 �7件 

地籍の明確化を図るため、舟子・段、般若畑、宮地北、宮地南 

地区において地籍調査事業を実施した。 

地籍調査事業　　　　　事　業　費　　　10，758千円 

舟子・段地区　　認証請求、法務局送付　　　　0．29kI撼 

般若畑地区　　　仮閲覧、本閲覧等　　　　　　0．21kIぜ 

宮地北地区　　　地籍簿（図）案作成　　　　　0．18kI正 

宮地南地区　　　図根測量、一筆調査　　　　　0．31kI正 
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土木費

【項】　　2、道路橋梁費′　　　　　　　　26‾7，242千円

目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

1 道路橋梁 �岐阜関ヶ原線、国道417号線、その他の県道の整備促進に努 

総　務　費 �めた。 
154千円 �‾　岐阜関ケ原線建設促進期成同盟会負担金　　　　－　50千円 

（P138） 2 道路維持費 �東海環状自動車道建設促進岐阜県西部協議会　　18千円 

岐阜県国道協会負担金　　畠5千円 1．町民の生活に密着した生活道路及び側溝等の整備を行い、 

145，607千円 �安全で円滑な交通確保と沿道の生活環境の保全を図った。 

（P138） �町道維持補修工事　47件　　工事費　72，431千円 

主な施工箇所 �工　　事．概　　要 �事業費（千円） � 

六之井地内 �施工延長1L＝414m アスファルト舗装A＝1450Ⅰぱ 区画線設置工L＝933m �5，151 

舟子地内 �．集水桝工　N＝2基 管水路工　L＝8m �2，576 

粕ヶ原地内 �施工延長　し＝210．3m 排水構造物上し＝33m 舗装工　A＝755Ⅰぜ �＼3，237 

小寺地内 �施工延長工L＝213m 排水構造物工L＝212m 舗装工　A＝89ポ �4，626 

全1域地内 �区画線設置し＝23，964．5m が－ドレール設置し＝57．8m 防護柵設置工L＝281．5m �17，511 

ふれあい街道 �除草工　　　3回　A＝13，000r淫×3 �3，085 

池田山頂道路 �側溝清掃　　3回　L＝590m 
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主　な　事　業　内　容　と　成　果

2．社会資本整備総合交付金事業

幹線道路舗装修繕

上田48号線舗装修繕

本郷1号線舗装修繕

本郷15号線舗装修繕
3．主要幹線町道除雪委託料

4．町道維持修繕委託料

56，023千円

22，780千円

13，020千円

7，308千円

1，767千円

11，526千円

路面の補修等をし、整備保全に努めた。

アスファルト合材　　　　　282．9t

5．本郷1号線測量設計委託料

本郷15号線測量設計委託料
6．原材料費

3，465千円

5，250千円

1，366千円

埋設管、路側溝の損傷における車両の通行の危険防止及び

環境の整備に努めた。

1）維持補修用　砕　石　等　　2．6　t

常温合材　　4．9　t

凍結防止剤　　1．3　t

3

道路新設
改　良　費

96，046千円

（P140）

町民の生活道路を交通の緩和等を考慮し、緊急時でも対応でき

るよう4．0m～5．5mに改良整備した。

1．道路改良工事

改良件数　　3件　　　工事費　　　　55，236千円

用地費　　　　　3，609千円

物件補償費　　　4，689千円

主な施工箇所 �工　　事　　概　　要 �事業費（千円） 

六之井地内 �施工延長し＝107．7m　幅員W＝6．・5m �31，607 舗装工　A＝653Ⅰぱ 

側溝工　L＝262m 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　■果 

主な施工箇所 ��工　　事　　概　　要 ��事琴費（千円） � 

六　之　井　地　内 ��施工延長し＝150m．幅員W＝4．1m 側溝工L＝98m 管水路工L＝55m 舗装工●A＝378m ��11，340 

池　野　地　内 ��施工延長し〒336m幅員W＝6・5m L型擁壁工　L＝40m ��12，000 

排水路構造物工L＝4叫5m 舗装工　A＝2，392Ⅰぜ ��（前払金） 

．アスファルト舗装工事 

工事費　　　　　9，943千円 

主な施工箇所 ��工　　事　　概　　要 ��事業費（千円） ��� 

本郷地内 ��施工延長一L＝461m 幅員　W＝4．0m 舗装工　A＝2，000Ⅰ正 区画線工一式 ��5，880 

六之井地内 ��施工延長　し＝105m 幅員　W＝2．3m 舗装工　A＝259Ⅰゼ ��756 

3．県営事業負担金　　　　　　　　　　　　　22，461千円 

県道池田神戸線県単道路改良工事　　　2，580千円 

通常砂防　金地谷改修主事　　　　1＿9，881千円 
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主　な　事　業　内　容　と　成　果

4．東幹線拡幅用地先行取得費の公社より買替までの利息

取得期間　　　　S52．7～S5－8．3

取得筆数　　　　杉野字北出63番2　外151筆

平成24年度末面積　　　　　15，677．72rぱ

平成24年度末簿価　　　12，001，299円

利　息　額　　　　　　　　　　108，012円

4

橋梁維持費
2，646千円

（P141）

橋梁の維持補修のため塗装工事を実施した。

八幡橋塗装工事

向田橋塗装工事

桁・高欄　1式　2，646千円
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目 �主　な　事　業．内　容　と　成　果 

5 道の駅事業費 22，789千円 （P141） �道の駅利用者数　　　　　　　　　　　　　　　（単位：日・人） 

月別 �嘗業日数 �JA来店者数 �一日平均 �道の駅利用者数 � 

4 �26 �8，372 �322－ �30，000 

5 �27 �8，344 �309 �30，000 

6 �26 �6，269 �241 �22，000 

7 �27 �－6，161 �228 �21，500 

8 �27 �6，400 �237 �22，400 

9 �26 �5，868 �226 �20，500 

10 �27 �6，770 �251 �23，700 

11 �26 �6，948 �‾　267 �24，500 

12 �25 �4，168 �167 �14，600 

1 �■26 �4，796 �184 �16，800 

2 �24 �5，065 �211 �17，800 

3 �27 �6，001 �222 �21，000 

合計 �314 �75，162 �－239 �264，800 

道の駅駅長室販売品売上状況　　　　　　　　（単位：枚・冊・円） 

販売品名 ��販売数 �単価 �販売金額 
道の駅記念キップ ��348 �160 �55，680 

道の駅記念キップ ��844 �180 �151，920 

キップ入れケース ��20 �1，500 �30，000、 

キップ入れケース ��42 �1，700 �71，400 

ホルダーシート ��235 �200 �47，000 

スタンプブック ��82 �300 �24，600 

その他道の駅販売料 ��281 � �79，750 

合　　計 ��1，852 � �460，350 

工事関係 
・道の駅看板設置工事　　　　　　　　　　　1，155，000円 

・道の駅転落防止柵新設工事　　　　　　　　　436，800円 

・道の駅駐輪場設置工事　　　　　　　　　　　　462，000円 

・道の駅テナント及び歩道照明増疲工事　　　　357，000円 

・道の駅足湯監視カメラ増設工事　　　　　　　　449，820円 
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【款】　　8　土木費

【項】　　3　河川費　　　　　　　　　　　　　28，340千円

目 �主　な　事　業、内　容　と　成　果 

1 河川総務費 �土羽水路、既設排水路の改良、かん水防除、雨水の早期流出及 

28，340千円 �び排除等の改良を目的と＿し、10カ所　8，094千円を実施し、 

（P143） �環境整備を図った。 

主な施工箇所 �工　　事　　概　　要 �事業費（千円） � 

市　橋　地　内 �排水路修繕 　　　L＝284．8m �1，150 

八　幡　地内 �排水路修繕 　　　L＝130．0m �1，150． 

願成寺地内 �排水路修繕 　　　L＝55．5m �1，363 

1級河川の草刈工事を実施し、河川の環境整備に努めた。 

1級河川草刈工事（2回） 

面　積　　　　165，590Ⅰぜ 

工事費　　　　　19，367千円 
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【款】　　8　土木費

【項】　　4　住宅費 18，778千円

目 �主　な　事■　業　内　容　と　成　果 

1 住宅管理費 �公営住宅の整備方針に沿い、住軍の維持修繕は、最小限度に 

18，778千円 （P144） �留め適切な住宅管理に努めた。 

1．町営住宅の管理状況 

団　地　名 �種別 �建設年度 ��戸　数 �管理戸数（戸） ��入居戸数 （戸） �� 

由　中住宅 �1 �S32 ��2 �4 ��＿3 

2 �S37 ��2 

萩　原住宅 �1 �－ ��－ �12 ��8 

2 �S37 ��12 

下東野住宅 �1 �S40 ��2 �6 ��6 

2 �S39 ��4 

粕ケ原住宅 �1 �S41～42 ��5 �14 ��12 

2 �S40～42 ��・9 

江渡前住宅 �1 �S43～44 ��5 �17 ��17 

2 �S43～44 ��12 

願成寺住宅 �・1 �S48 ��10 �■10 ��9 

2 �－ ��－ 

願成寺住宅 �1 �H3～5 ��53 �72 ��72 

2 �H3～．5 ��19 

合　計 �1 �　＼ ��77 �135 ��127 
2 ���58 

2．町営住宅使用料の収入状況 
■使用料 �調定額（円）　収入済額（円）不能欠損額（円）収納（％） 

現年度分 �28，841，400　　　28，598，300　　　　　　　0　　　　99．16 

滞納繰越分 �3，580，950　　　　　293，810　　　894，390　　　10．94 

合　計 �32，422，350　　　28，892，110　　　894，390　　　　91．64 

．町営住宅維持等の内訳 

工　事　内　容 ���工事箇所 ���工事費（円） �� 

各町営住宅修理修繕 ���各町営住宅 ���1，537，710 

町営住宅取壊し工事 ���粕ケ原・萩原・下東野 ���2，458，050 

テレビ共聴設備復 ��日工事 �願成寺 ���3，297，000 

合計 ��� ���7，292，760 
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【款】　8　土木費

【項】　5　下水道費 220，911千円
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【款】　　8　土木費

【項】　　6　t都市計画費 4，630千円
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【款】 9　消防費　　　　　　　　　　　　　301，486千円

【項】　1　消防費　　　　　　　　　　　301，486千円

一　目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

1 消防総務費 �1．消防行政の円滑な運営に努めた。 

510千円 （P148） 2 非常備消防費 �・女性防火クラブ運営補助金　384千円 1．町消防団員の現況 

29，419千円 �本町消防団は、本部、5分団及び本部班をもって組織され、 

（P148） �町内の火災などの災害予防及び軽減に寄与して＿いる。 

団員数、　（平成24年4年1日雛） 

分団名　　　団員数（人） 
本　　部　　　　16 

第1分団　　　　　23 

第2分団　　　　　20 

第3分団　　　　　36 

第4分団　　　　　26 

第5分団　　　　　26 

本部班′　　　　13 

計　　　　　160 

報　酬 

階　級　　　金額（円／年） 
団　長　　　　50，000 

副団長　　　　39，000 

分団長　　　　29，000 

副分団長　　　　26，000 

班　長　　　　20，000 

団　員　　　　20，000． 

・報　酬　　　　　　　　　　　　　　3，371千円 

2．各種費用弁償の支出 
消防団員には、火災等の災害及び訓練水利点検等の消防業 

務に′従事した場合、その費用を弁償することになっており、 
次のとおり支出した。 

区　　分 �支出金額（千円） � 
水火災出動 �405 

警戒訓練会議等・ �9，78‾1 
整備手当 �246 

計 �10，432 
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目 �主　な　事　業　内　容　′と　成　果 

3 消防施設費 255，45．2千円 （P150） 4 防災費 15，996千円 （P150） �3．非常勤消防団員退職報償金 

非常勤消防団員として3年以上勤務し退職した団負に支 
、給した。 

25人　　　1，491千円 

4．各種需用費の支出 
消防団員が消防作業に従事する際、着用する被服や消防自 

動車の燃料費等に支出した。 
・消防関係消耗品費　　　　　　　　　1，625千円 
・消防自動車燃料費　　　　　　　　　　　355千円 
・消防車庫光熱水費　　　　　　　　　1，071千円 
・消防関係式典等食糧費　7．00千円 1．消防活動用機械器具の整備 

t　　　整備概＿要　　l事業費（千円）l　備　考　】 

lホース等消防備品購入　l　l，476　lホース30本他l 

l防火水槽修繕工事　　l　l，575　1宮地北・南 

2．大垣消防組合負担金 
消防本部及び署所の運営及び消防施設の維持管理経費とし 

て、負担金250，580千円（負担率12．18％）を納入 
した云 

大垣消防組合は、池田町のほか1市3町で組織し管内に3 
署3分署を有し、消防力・機動力の強化・応急体制・救急の 
整備などに万全を期した。 1．防災行政無線（同報系）保守点検垂託料3，675千円・ 

2．自主防災組織資機材整備費　　　　　　　　　5，627千円 

防災倉庫（2基） 
リヤカー（9台） 

仮設トイレ（4台） 
折りたたみテント（2張）他 

3．防災ヘリコプター連絡協議会負担金‘　　　　507千円 

4．自主防災組織資機材整備補助金　　　　　　1，368千円 
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目 �主　■　な　事、業　内　容　と　成　果 

5 水防■費 109千円 （P151） �1．揖斐川水防事務組合負担金　59千円 〔参考〕 

1．消防力の基準 

l　　　施設（消防ポンプ）の充足率－　　1 
l　基準数　l現有数l充足率（％）l 
1　19口　ll‾9．口　l　lOO．O　l 

2．消防水利の現況 
・防火水槽（40f正以上）－　　173基 

うち耐震性防火水槽　　　　　18基 
・井戸　　　　　　　　　　　　　　　4基 
・プール　　　　　　　　　　　　　　6基 
・消火栓　1，228基 3．平成24年消防指標（平成24年1月～12月） 

火　災 

l　　　　∴火　災　件　数　　　　　l　損害額 

l計l建物l林野l車両1その他l（千円） 

l3l　2l■・Ololll5，449l 

、救　急 

1出動件数　t　搬送人員l 
1820件l789人・l 
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