
【款】　10　教育費

【項】　1　教育総務費

1，413，908千円

86，571千円

主　な　事　業　内　容　と　成　果

1

教育委員会費
1，607千円

（P152）

2

教育委員会
事務　局　費

61，681千円

（P152）

3

義務教育
振　興・費

13，361千円

（P154）

4

外国人語学
講師招致費

9，922千円

（P155）

・教育委員会会議の開催

年14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。　　　　　　　　　　　　　　　　　12，130千円

《参考》
コスモ �定員 �在籍園児（H24．5．1現在） �クラス数 

幼稚園 �350人 �　293人 （うち、97人池田町） �12 

園長　1名　　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、

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。

11，209千円

・学校、家庭、地域社会連携推進事業　　　　　　1，616千円

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

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

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 692，788千円

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 

684，642千円 �小学校教諭や更なる意識改革や指導力の向上を図るため、町単講 

（P156） �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人学級としこ　町単講師1名 

を配置し、きめ細かな少人薮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 

24年 ��530 ���448 ��108 ��356 ���（286） ��（1，728） 

168 ��1，610 

・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 土 星 数 ��H23年 ��258 �274 ��274 ��272 ��276 �274 ��1，628 

H24年 ��251 �257 ��・274 ��277 ��274 �277 ��‾1，610 

前年との比較 ��△7 �△17 ��0 ��5 ��△2 �3 ��△18 

学 級 数 ��H23年 ��11 �Il ��10 ��9 ��10 �10 ��61 

H24年 ��11 �11 ��10 ��10 ��10 �10 ��62 

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

2 教育振興費 � �1㌧　児童就学援助費 

8，146千円 �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 

（P160） �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 �24人 �1，413千円 

／／ �八幡小 �19人 �1，029千円 
J／ �宮地小 �7人 �443千円 
／J �池田小 �15人 �894千円 

特別支援教育就学奨励費 �温知小 �’10人 �253千円 
／／ �八幡小 �2人 �64千円 
／／ �池田小 �12人 �358千円 

、青十 � �89人 �4，454千円 

2．ははえみ相談事業　　　　　　　　　　　1，325千 

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 53，523千円

目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

1 学校管理費 44，‾655千円 （P161） �1．年度別生徒数　　　　　　　　　　　（単位：人ト 

● 2．学 ● 3．委言 ●ヽ ●ヽ 4．■工 ●ヽ 5．備口 ● ● �H2lH7．lH12lH17lH22lH24l 

1，118l8591852l819l89518621 

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 �8千円 
生 徒 数 �H23年1 �281 �308 �284 �873 

H24年 �274 �281 �307 �862 

前年との比 �△　7 �△　27 �23 �△11 

学 級 数 �H23年 �8 �8 �7 �23 
H24年 �8 �7 �8 �23 

前年との比 �0 �△1 �1 �0 

別支援学級生徒数（11人） 

業務関係 

田中防犯システム委託料　　　　　　　　　　37 

田中生徒衛生検査料　、435千円 関係 

田中維持補修工事　　210千円 口購入関係 

校用一般備品購入費　　　　　　　　　　2，563千円 

科書改訂指導書購入費　　　　　　　　　3，695千円 
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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 

8，868千円 �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 

（P164） �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 � 

要保護準要廃護就学援助費 �61人 �6，216千円 

特別支援教育就学奨励費 �9人 �363千円 

計 �70人 �6，年79千円 

心の教室相談事業　　　　　　　　　　　　　1，16・2千円 

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、間琴解決の方 

を図った。 
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【款】　10　教育費

【項】　4　社会教育費 228，653千円

主　な　事　業　内　容　と　成　果

1

社会教育

総　務　費

42，577千円

（P165）

2

公民館費

83，197千円

（P167）

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24年11月25日～12月15日

短歌応募数：小学校353点　中学校228点　一般88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。

－124　－



目 �主　な　事　＿業　内　容・と　成　果 

（1）中央公民館講座 

趣 �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 

味 �■絵、手芸、書道、水墨画、ステンシル、手編み、日本手まり、 

講 �木工、洋画、和布、絵手紙、英会話、着付け、手話、川 ���柳、 

座 �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、よさこいヾリズム体操、他 

（2）地区公民館助成講座 

事業名l碍座数l延回数（回）惨加延人数（人） 

助成講座暮　　30l　86－11　・6，201 

（3）それぞれの地区△民館において、各嘩教室・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r　民　館　名　‾ ��回　数（回） �利用者数（人） � 

中央公民館 ��3，233 �78，608 

宮地公民‾館 ��751 �9，085 

養基公民館 ��809 �12，245 

西　公民館 ��988 �12，859 

中　公民館 ��1，262 �14，22■9 

東　公民館 ��811 �9，264 

八幡公民館 ��1，150 �17，475 

計 ��9，004 �153，765 
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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　　　　　　30，866千円 

公　民　館　名 �光熱水費（千円） �修繕費（千円） �円 

中央公民館 �12，956 �1，393 

宮地公民館 �893 �100 

養基■公民館 �1，015 �72 

西　公民館 �774 �75 

中　公民館 �1，506 �2＿84 

東　公民館 �710 �193 

八幡公民館 �1，131 �424 

計 �18，985 �2，541 

主要工事 
・東公民館空調設備改修工事　　　　　　　　4，701千 

・八幡公民館屋上西側防水改修工事　　　　2，735千円 

・八幡公民館図書室空調機取替工事　　　　　5．46千円 

・八幡公民館非常放送設備改修工事　　　　　　630千円 

・西公民館排水溝改修工事 ��727千円 
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目 �主　な　事　嚢　内　容　と　成　果 

3 生‘涯学習 �1．青少年育成事業　　　　　　　　　　　　　3，574千円 

振　興　費 �・青少年育成町民大会を開催し、西尾真由美氏による演題 

13，710千円 �「思春期の子どもの理解と関わり方」と題した講演会を開催 

（P171） �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年ど地域ぐるみで 

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享を対象に月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 �32 �親　296 子　498 計　794 

放課後子ども教室 �25 �349 

・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　　　　　　　　　　　　　651千円 
・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 
一を行った。 

r・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。 
r・働く親学級 

中学生の子を持っ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っいて意見交換し、一子育て 

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 �116 �／5 �一養基保育園 

宮地乳幼児学級 �240 �3 �宮地保育園 

温知乳幼児学級 �430 �5 �温知保育園 

温知西乳幼児学級 �112 �5 �西公民館ほか 

池田乳幼児学級 �445 �10 �池田保育園 

八幡乳幼児学級 �920 �12 �八幡公民館ほか 

合　　　計 �2，263 �40 � 

小学校家庭教育学級 

学　級　名 �延べ参加者（人） �回数（回） �開講場所 

養基家庭教育学級 �156 �4 �養基公民館ほか 

宮地家庭教育学級 �171 �3 �宮地小学校ほか 

温知家庭教育学級 �225 �′　5 �中公民館ほか 

池田家庭教育学級 �73 �4 �池田小学校 

八幡家庭教育学級 �263 �6 �八幡公民館ほか 

合　　　計 �888 �22 � 
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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 ��30 ��4 ��・養基公民館 

宮地働く親学級 ��62 ��4 ��宮地公民館ほか 

温知働く親学級 ��10．9 ��4 ��西公民館時か 
一池田働く親学級 ��′115 ��4、 ��東公民館ほか 

八幡働く親学級 ��101 ��5 ��八幡公民館 

合　　　計 ��417 ��21 �� 

3．生涯学習振興事業　　　900千円 ・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5つの講座を運営した。 

㌧教 室 ● 講 座 �事　業　名 ��回数‾／（回） ��人数（人） ��延人数（人） 
歴史講座 ��7 ��31 ��143 

二胡教室 ��23 ��1・0 ��132 

ギター教室 ��20 ��14 ��104 

和裁・リメイク教室 ��24 ��11 ��117 

子ども将棋教室 ��24 ��9 ��1‾34 

計 ��98 ��75 ��630 

・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）t　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 

し �4・文化祭　　　　　　　　　　　　　　　1，＿624千円 

・文化祭の開催（期日∴：11月　3日・＿11月　4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 �25 �盆　　栽 �23 

洋　　画 �11 �生　　花 �44 

書　　道 �46 �文　　芸 �117 

工　　芸 �23、 �その他 �97 

手　　芸 �81 �小中学生の部 �1，．293 

写　　真 �12 � � 

水墨画 �26 � � 

合　　　　　　計 ���1，798 

5．成人式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　613千円 

・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13■日（日） 

・新成人：253人 

内訳（男130人・女123人） 

6．霞間ヶ渓さくら会館振興事業　　　　　　　2，719千円 
・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。 

22年度　　　23年度　　　24年度 

利用許可件数　　　49件　　　　33件　　　■　42件 

利用者人数　　　590人　　　534人　　　498人 
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目 �主　な　r事　業　内　容　と　成　果 

4 文化財 �7．ゆうごう・ほっ‾と館振興事業　　　　　　　　3，629千円 

・町民の学術及び文化に関する各種の教室・議座を通して、町 

民相互の融合を図った。 

l　　　　l22年度l2・3年度Ⅰ24年度l 

1利用許可件数l　876叫　　837圃　　880呵 

一　利用者人数　卜　7，、911人口1，331人llO，475人l 

1．文化財保護事業　　　　　　　　　　　　　　6，235千円 

保　護　費 �・町内文化財の管理（下草刈年3回等、霞間ヶ渓・願成寺古墳 

6，308千円 �群’・本郷城跡）、古文書の調査及び文化財愛護の啓発 

（P174） �・文化財保護団体助成（478千円） 

ハリヨを守る会、下東野市山、般若おどり．、＿白鳥神楽、 

片山八幡神社市山他 
・歴史講座の開催（7回、31人参加） 

・史料室特別展開催（2回） 

「昭和の戦争と池田」展　　　　入場者数約200人 

「願成寺西墳之越古墳群」展　　入場者数約100人 

2．文化財調査事業　　　　　　　　　　　　　　　　　73千円 
・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 

82，861千円 �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 

（P175） �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 �9，823冊 ���16，964千円 

AV蛮料 �181点 ���1，236千円 

逐次刊行物 �144誌・9紙 ���1，941千円 

蔵書点数 

蔵書冊（点）数 ���備　　　考 

図書資料 �201，545冊 ���絵本・紙芝居を含 む 

AV資料 �7，069点 ���CD．VT．LD．CT．DVD 

複製絵画 �116点 ��� 

J用状況 

22年度 �23年度 ��24年度 

＿（1）開館日数 ���287日 �292日 ��290日 

（2）入館者数 ���127，741人 �127，705人 ��122，107人 

（3）貸出点数 ���244，122点 �248，867点 ��242，902点 

（4）利用者数 ���18，019人 �18，699人 ��19，332人 

（5）新規登録者数 ���703人 �727人 ��674人 

（6）レファレンス件数 ���190件 �166件 ��176件 

（7）予約点数 ���2，762点 �2，777件 ��2，747件 

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

3．読書振興啓発事業　　　　　　　　　　　　　350千円 

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 �劇団小さいお城公演 �7月21日 �104人 

人形劇団ぼけっと公演 �12月1日 �121人 

講演会 �「世界にひとつの絵本を つくろう」 さいとうしのぶ （絵本作家） �12月15日 �76人 

コンサート �「アメリカの歌が聞こえ る」 フォージェネレーションズ �10月27日 �96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 352，373千円

主　な　事　業　内　容　と　成　果

1

保健体育
総　務　費

226，728千円

（P178）

2

保健体育
施　設　費

42，150千円

（P181）

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）　53，866千円

・光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10，988千円

・事務機器賃借料及び事務費等　　　　　　　　　　1，475千円

・郡体育協会負担金等　　　　　　　　　　　　　　　　755千円

2．ぎふ清流国体バドミントン競技の開催を万全に期するための施設

整備実施と国体開催によりスポーツ振興の向上と民泊の実施により

地域の連帯を強めることができた。
・総合体育館トレーニング室増築工事設計監理委託料1，155千円

・国体関連施設整備工事請負費　　　　　　　　　　66，040千円

・国体推進事業費　　　　　　　　　　　　　　　　45，595千円

・民泊運営事業補助金等　　　　　　　　　　　　10，904千円

・集落公民館小規模修繕事業補助金　　　　　　　　　6，650千円

・国体実行委員会補助金　　　　　　　　　　　　　29，300千円

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
・草刈り、除草作業及び施設管理業務委託料等

・施設維持修繕費

・農業集落排水使用料及び事務費等

（2）霞間ヶ渓スポーツ公園
・除草作業等委託料

・農業集落排水使用料及び事務費等

・テニスコート人工芝取替修繕工事

（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

17，345千円

8，695千円

2，711千円

5，939千円

3，644千円

289千円

1，780千円

1，575千円

2，833千円

98千円

751千円

1，984千円
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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）　　18，328千円 
・草刈り、除草作業■及び施設管理業務委託料　　　7，623千円 

・公共用地借地料　　　　　　　　　　　　　　　　3，344千円 

・施設維持修顔料　　　　　　　　　　　　　2，454千円 

・農業集落排水・下水道使用料及び事務費等　　　1，216千円 

・池田公園ソフトボール場放送機器取替工 ������事　－　　　　819千円 

・池田公園野球場遮光ネット張替工事　　　　　　1，906千円　－ 

・八幡小学校体育館暗幕取替工事　966千円 ◎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′ �42 �76 �0 �0 �118 

5 �27 �0‾ �69 �0 �0 �69 

6 �26 �16 �．56 �0 �0 �72 

7 �白7 �35 �241 �0 �0 �276 

8 �27 �63 �234 �51 �0 �348 

9 �27 �38 �0 �0 �0 �38 

10 �27 �19 �0 �0 �0 �19 

11 �26 �ノ40 �106 �0 �0 �146 

12 �25 �b �64 �0 �0 �64 

1 �25 �372 �0 �0 �0 �－372 

2 �25 �60 �0 �0 �0 �60 

3 �27 �158 �0 �0 �0 �158 

計 �315 �843 �846 �51 �0 �1，740 
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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 ��区分 ��許可件数 �利用者数 � 

施設名 ��（回） �（人） ��施設名 ��（回） �（人） 

池田公園野．球場 ��76 �4，216 ��池田小体育館 ��424 �7，228 

池田公園テニス場 ��117 �2，819 ��池田小グランド ��107 �4，617 

池田公園ソパ場 ��58 �2，379 ��宮地小ナイター ��50 �1，468 

池田公園ナイター ��86 �1，870 ��宮地小体育牒 ��161 �2，■528 

池田公園テニスナイター ��96 �2，203 ��宮地小グランド ��′125 �5，564 

南部公園テ土ス ��19 �66 ��温知小ナイター ��151 �‾　5，795 

南部公園グランド ��156 �4，058 ��温知小体育館 ��532 �9，527 

広域クやランド ��103 �10，649 ��温知小グランド ��208 �8，157 

北部多目的広場 ��78 �314 ��八幡小ナイター ��28 �850 

中地区ゲートホ中一ル場 ��229 �1，378 ��八幡小体育館 ��373 �8，652 

東地区ケ～－トホ寸－ル場 ��70 �836 ��八幡小グランド ��74 �4，996 

八幡地区ゲーげ－ル場 ��66 �665 ��養基小ナイター ��10 �164 

池田北地区多目的広場‾ ��61 �374 ��養基小体育館 ��275 �4，758 

池田中体育館 ��1，060■ �18，632 ��養射、グ寸ランド ��125 �3，329 

弛田中ナイター ��－188 �5，523 �� �� � 

池田小ナイター ��71 �5，216 ��合　　計 ��5，177 �128，831 

※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 合 体 表 l弓 館 �施　設　名　称 ���許　可　件　数（回） ��利用者数（人） ア　リ　ー　ナ ���1，662 ��83，828 

柔　　道　　場 ���529 ��21，497 

剣■　道　　場 ���567 ��14，571 

多目的ホール ���167 ��1，975 

各会議室等 ���523 ��9，244 
・トレーニンクやルーム ���－ ��10，540 

小　計‾ ���3，448 ��141，655 

ス ポ l ツ 公 園 �芝　生　広　場 ���－ ��12，156 

テ　ニ　ス　場 ���－ ��5，802 

多　目　的広場 ���－ ��9，545 
－ �� 

小′　計 ���－ ��27，503 

合　　　計 ����．3，448 ��16■9，158 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

3 保健体育こ �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、 15，302千円 （P183） �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 � 

グラウンドゴル フ大会 �1 �147 �霞間ケ渓 スポーツ公園 �H24．5／27 

町民ペタンク 大会 �＿1 �30 �霞間ケ渓 スポーツ公園 �H24．7／8 

親子ふれあい ラジオ体操大会 �5 �2，867 �各　校　区 �H24．8／26 宮地、養基 中、東、八 幡校区 西校区は中 止 

町民スポー「ツ・ フェスティバル �1 �122 �総合体育館 スポーツ公園 �H25．1／27 

池田山登山 �1 �65 �池田山 �H24．11／4 

道の駅を巡るウ オーキング �1 �62 �池田町内 �H24．6／17 

バラエティスポ ーツ教室 �4 �26 �総合体育館 �H25．3／5－Y H25．3／26 
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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 

町民がいつでも、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こ　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25年1月27日 

参加者数　　122名 

開催場所　　総合体育館∴スポーツ公園 

参加種目内訳 

・スボ �種　　　　　目 �参　加　人　数 �5千円 動の促進 

グ　ラ　ウ　ンド　ゴル　フー �104人 

ディスクゴルフ体験 �10人 

シ　ャ　ッ　フ　ルボード �‾8人 

合　　　　　計 �122人 

－ツ推進委員会（15人）月例会開催　1，6 

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 

・スポーツ国体等助成金　　　　　　　　　　5，709千円 

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　　　　　　　2，290千円 

レクリエーション大会補助金　　　　　　　　　400千円 

スポーツ推進委員研修等負担金　　　　　　　　219千円 

・デモスポ行事運営補助金　　　　　。　　　　373千円 

・備品購入　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，488千円 

トレッドミル1台、クロストレーナ1台、 
ベルトバイブレーター2台 

・総合型地域スポーツクラブ推進事業　　　　　5，057千円 

．総合型地域スポーツクラブ委託料　　　　　　3，666千円 

ジュニアスポーツ講師謝礼　　　　　　　　　1，283千円 

その他事業執行に伴う事務費等　　　　　　　　108千円 
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目 �主　な　事　業　内　容　と　成　果 

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

68，193千円 （p185） �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 

温知小学校 ��556人 ��195日 

八幡小学校 ��475人 ��192日 

宮地小学校 ��122人 ��194日 

池田小学校 ��・379人 ��194日 

池田中学校 ��910人 ��195日 

給食内容 

米飯給食は週3．・4回の炊飯方式で、また、パン等甲給 

回で両方併合して給食を行ってい早。 

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 �30．．97 �47．86 ��149．17 �4，100 

中学校 �272 �37．08 �47．86 ��187．06 �4，900 

給食用備品購入事業 
・球根皮剥器、検食用冷凍庫、放射性物質測定静 

1，742千円 

厨房機器修繕事業 
・食器、食缶洗浄機、ボイラー等修繕　　2，740千円 
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【款】　12　公債費

【項】　1　公債費

69′4，079千円

694，079千円

目 �主　な　事　業　内　容　と二　成　果 

1 元　金 �1．各種事業に充当した地方債に嘩る元利償還金 

599，655千円 �・地方債元金償還金　　　599，655千円 

（P189） 2 利子 �・地方債利子償還金94，424千円 2．地方債現在高の状況 

94，424千円 （P189） �（単位：千円） 

平等雷末l平悪憲度農芸年芋元等警額】平篭諾末 

l6，463，2241　769，7801599，655194，424　暮　6，633，3491 

（元金599，655千円のうち56，326千円繰上償還） 
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