
【款】　4　衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　663，017千円

【項】　1　保健衛生費　　　　　　　　　　　　　　　259，508千円

主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果

1

保健衛生

総　務　費

60，801千円

（PlO5）

2

保健施設費

4，283千円

（PlO7）

3

保健対策

推進事業費

1，148千円

（PlO8）

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

物　件　費、そ　の　他

各団体への補助金・休日救急医療負担金等……

物　件　費　、　そ　の　他

施設清掃・点検委託料

電子コピー機、印刷機等賃借料‥……‥‥

58，623千円

552千円

1，626千円

2，166千円

1，130千円

987千円

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25年度は地域の子どもから高齢者に至るまで、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、健康のため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）

食生活改善栄養教室地域普及委託料　‥

748千円

400千円
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目 �主　　な　　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」の一部 

事　業　費 �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、妊婦健康 

25，153千円 （PlO9） �診査の受診勧奨に努めた。 

妊婦健康診査委託料等　　　　　　　　　18，400千円 

乳　幼　児　健　康　診　査　費　　　　　　　　　　3，435千円 

乳　幼　児　教　室　賃　金　等　　　　　　　　　　1，177千円 

不　妊　治　療　費　助　成　金　　　　　　　　　　1，448千円 

そ　の　他　消　耗　品　費　等　　　　　　　　　　　693千円 

（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カ月児健診 ��191人 �128人 �53人 ��10人 

10カ月児健診 ��196人 �139人 �54人 ��3人 

1歳6カ月児健診 ��199人 �109人 �84人 ��6人 

3歳児健診 ��200人 �124人 �74人 ��2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 ��2，015人 

2 �両　　　　親　　　　学　　　　級 ��3回 ��36人 

3 �妊婦相談・母子健康手帳交付 ��51回 ��186人 

4 �ぴ　　よ　　ぴ　　よ　　広　　場 ��8回 ��107人 

5 �2　　　歳　　　児　　　教　　　室 ��10回 ��88人 

6 �う　　さ　　ち　　ゃ　　ん　　広　　場 ��12回 ��71人 

7 �園　　児　　歯　　科　　指　　導 ��8回 ��828人 

8 �そ　の　他　の　健　康　教　育 ��20回 ��160人 

9 �乳　　　幼　　　児　　　相　　　談 ��102回 ��663人 

10 �乳　幼　児　栄　養　相　談 ��51回 ��171人 

11 �開　設　外　面　接・電　話　相　談 ��随時 ��323人 

12 �フ　ッ　素・サ　ホ　ラ　イド　塗　布 ��24回 ��1，473人 

13 �訪　　　　問　　　　指　　　　導 ��随時 ��342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、休日の検診日を 

事業費 25，149千円 （PlO9） �設け、受診率向上に努めた。 

看　護　師・栄　養　士　賃　金　　　　　　　　3，945千円 

傾　聴　講　座　講　師　謝　礼　　　　　　　　100千円 

が　ん　検　診　委　託　料　　　　　　　15，001千円 

健康増進事業委託料等　　　　　　　　2，782千円 

生活習慣病予防関係費　　　　　　　　3，136千円 

小規模作業所等交通費助成金　185千円 （1）がん検診実施状況 

事業名 �受診者数 �異常認めず ��要注意 �要精検 �要医療 � 

胃 �803人 �733人 ��27人 �38人 �5人 

大腸 �1，649人 �1，512人 ��－ �137人 �－ 

子宮 �920人 �789人 ��76人 �18人 �37人 

乳 �1，016人 �910人 ��26人 �80人 �－ 

前立腺 �262人 �247人 ��－ �15人 �－ 

肺 �52人 �39人 ��8人 �5人 �－ 

合計 �4，702人 �4，230人 ��137人 �293人 �42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 ��183人 

健　　　康　　　教　　　育 ���93回 ��1，505人 

健　　　康　　　相　　　談 ���147回 ��575人 

定　期　健　康　相　談 ���51回 ��22人 

定　期　栄　養　相　談 ���51回 ��5人 

開設外面接・電話相談 ���鱒時 ��115人 

訪　　　問　　　指　　　導 ���随時 ��268人 
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目 �主　　な　　事　‾　業　　内　　容　　と　　成　一果 

6 予防費 �平成25年4月からヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防ワクチンが定期 

47，339千円 �接種に導入され、郡内医療機関での個別接種として実施した。また平成25年 

（PllO） �6月から全国的な風しんの流行を踏まえ、風しん抗体検査及び風しんワクチン 

接種費用を助成している。 

医　師・看　護　師　貸　金　　　　　　　　　　－1，638千円 

予防接種医薬材料費等　　　　　　　　　　3，102千円 

予　防　接　種　委　託　料　　　　　　　　　　39，238千円 

結核住民検診委託料　　　　　　　　　　　719千円 

予防接種協力負担金　　　　　　　　　　　48．0千円 

予　防　接　種　負　担　金　　　　　　　　　　2，162千円 

（1）予防接種実施状況 

予防接種名 �回数 �人数 �二次・三次予防接種等 � 

ポリオ �12回 �327人 �3人 

BCG �12回 �157人 �－ 

DPT三種混合 �12回 �251人 �7人 

日本脳炎 �随時 �960人 �4人 

麻しん・風しん �随時 �425人 �5人 

DT二種混合 �随時 �208人 �2人 

インフルエンザ（高齢者） �随時 �2，322人 �－ 

子宮頸がん予防 �随時 �120人 �－ 

ヒブ �随時 �796人 �9人 

小児用肺炎球菌 �随時 �765人 �10人 

4種混合 �随時 �593人 �11人 

風しん（成人） �随時 �47人 �－ 

水痘 �随時 �138人 �－ 

おたふくかぜ �随時 �123人 �－ 

高齢者肺炎球菌 �随時 �128人 �－ 

（2）結核住民検診実施状況 

受診者数　l　異常認めず　l　要精検者 

1，370人　l　l，285人　l　　　85人 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　′　果 

7 健康推進 �「健康で笑顔あふれる　福祉の町」をテーマに健康福祉フェアを平成25年 

事　業　費 �11月17日（目）に開催した。健康緑茶コーナーなどを設け好評であった。 

1，181千円 �各イベント物件費等……………………　1，081千円 

（Plll） 8 健康文化 �展示・健康管理委託料……………………100千円■ 相談コーナー等実施状況 

実施内容 �参加人数 �実施内容 �参加人数 �、とし 

健康相談－ �89人 �歯科相談 �30人 

栄養相談 �47人 �歯科検診 �28人 

体脂肪測定 �142人 �血管年齢測定 �117人 

骨密度測定 �88人 �血液さらさら度 �102人 

薬の相談 �31人 �肌年齢測定 �86人 

尿検査 �121人 �体力測定 �89人 

手軽で身近な運動であるウオーキングを推進し、自身の健康づくりを目 

た「ワールドウオーキングチャレンジ」に40歳代から80歳代の延べ120人の方 

から達成報告があり、温泉券を進呈した。 

また、町民へ健康に関する情報を提供し、健康づくりに役立てていただくこ 

とを目的に「身体が、心が、嬉しくなるウェルねす」を演題に健康づくり講演会 

を開催した。 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、30歳代の男 

都市推進 事業費 1，109千円 ��女を対象とした、30歳代健診を実施した。 30歳代健診賃金等　　271千円 

（Plll） ��30歳代健診委託料　　838千円 30歳代健診実施状況 

受診者数l異常認めずl要注意l要経過観察l要精検l 

133人l　27人1　48人l　38人l　20人l 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

9 狂犬病 �野犬による唆傷事故の未然防止のため、西濃保健所揖斐センターと 

予　防　費 �連係を密にし、野犬の捕獲に努めた。 

266千円 �又、狂犬病の発生を予防するため、公益社団法人岐阜県獣医師会 

（Plll） �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 

・犬の ・集団 �平成23年度 �平成24年度 �平成25年度 � 

6頭 �8頭 �26頭 

登録頭数 

平成23年度 �平成24年度 �平成25年度 

1，803頭 �1，786頭 �1，755頭 

接種頭数 

平成23年度 �平成24年度 �平成25年度 

710頭 �712頭 �670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 

58，654千円 �快適な生活環境の保全と公衆衛生の向上の為、各地区へ煙霧機の 

（P112） l �貸し出しを行い、特に人口密集地域にて、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、適正使用による事故 

防止と安全管理を期した。 

（2）ハエ、蚊等の幼虫駆除のため居住地域を中心に5月～8月の間に 

各区数回の煙霧消毒を実施した。 

〈消毒機利用状況〉 

○ 高 �実施年度 ��消毒機利用区数（∋ ����利用率 （（D／46全区） ����、を 全 ン′ 

平成23年度 ��30区 ����65．22％ 

平成24年度 ��33区 ����71．74％ 

平成25年度 ��19区 ����41．30％ 

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とに関J、 

めてもらうとともに、地域の大人と子供がふれあうことで、青少年の健 

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 
・カン・バック作戦を実施した。 

〈参加人数〉 

○ � �大　人 ��中学生 ��小学生 ���合　計 

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 

平成25年度 �3，281人 ��782人 ��1，445人 ���5，508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 ���同左新築住宅 �� 

平成23年度 �38件 ���（32件） ���（6件） 

平成24年度 �94件 ���（75件） ���（19件） 

平成25年度 �104件 ���（74件） ���（30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Jl ��水については杭瀬 �川5地点、中JI �4地点、東川2地点、深町川1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の5ヶ所で2回、 

山洞・小寺・願成寺の各1ヶ所で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23年度 �平成24年度 �平成25年度 � 

ペットボトル （リサイクルセンター） ��78．84t �74．29t �73．82t 

古　　紙　　類 ��1，141．68t �1，106．13t �1，046．90t 

（リサイクルセンター） �（863．37t） �（869．64t） �（820．50t） 

（持ち寄り回収） �（50．41t） �（48．85t） �（40．59t） 

（集団回収） �（227．90t） �（187．64t） �（185．81t） 

繊　　維　　類 ��169．74t �164．66t �155．30t 

（リサイクルセンター） �（144．95t） �（144．54t） �（138．68t） 

（持ち寄り回収） �（7．59t） �（6．98t） �（6．12t） 

（集団回収） �（17．20t） �（13．14t） �（10．50t） 

プラ製容器包装 （リサイクルセンター） ��95．62t �91．65t �84．92t 

発砲スチロール （リサイクルセンター） ��9．85t �10．56t �12．19t 

ガ　ラ　ス　ぴ　ん ��192．24t �183．84t �180．84t 

（リサイクルセンター） �（56．72t） �（66．45t） �（69．25t） 

合　　　計 ��1，687．97t �1，631．13t �1，553．97t 
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目 �主　　な　　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 ��水質汚濁の進行を防止し、生活痍境の保全を図 

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 � 
H25 

5人槽 �14 �332，000 �4，648，000 

6～7人槽 �11 �414，000 �4，554，000 

8～10人槽 �1 �548，000 �548，000 

11～20人槽 �1 �939，000 �939，000 

21～30人槽 �3 �1，472，000 �4，416，000 

31～50人槽 �1 �2，037，000 �2，037，000 

合　　計 �31 � �17，142，000 

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補助金 

人　槽　区　分 �助　成　基　数 �限度額 　円 �補助金額 　円 
H25 

5人槽 �12 �110，000 �1，320，000 

6～7人槽 �6 �138，000 �828，000 

8～50人槽 �1 �182，000 �182，000 

合　　計 �19 � �2，330，000 

排水設備事業 

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 34，425千円 （P114） �○池田町斎苑管理事業 〈利用状況〉（4月1日～3月31日） 

○揖 �区　　分 �平成23年度 �平成24年度 �平成25年度 � 

大　　　　人 �146体 �148体 �150体 

小　　　　人 �0体 �1体 �0体 

死　産　児 �1体 �2体 �8体 

計 �147体 �151体 �158体 

使　用　料 �1，462千円 �1，487千円 �1，514千円 

利　用　率 �63．6％ �64．8％ �60．8％ 

※　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21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23年度 �平成24年度 �平成25年度 

大　　　　人 �84体 �81体 �95体 

利　用　率 �36．4％ �34．8％ �36．5％ 

※利用率：揖斐広域斎場火葬件数÷全火葬許可件数 〈負担金納付状況〉 

平成23年度　　　　平成24年度　　　　平成25年度 

21，881千円　　　　22，615千円　　　　23，074千円 
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【款】　4　　衛生費

【項】　2　清掃費　　　　　　　　　　　　　　　　339，848千円

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ンターに委託 

2，940千円 （P115） 2 じんかい �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基づき、 

208，569千円 �（株）池田環境保全への業務委託により収集した。 

（P115） �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得て、 

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　　　　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23年度 �平成24年度 �平成25年度 � 

収　集　車　計 �3，349．26t �3，388．13t �3，470．10t 

l ：（内可燃物） �（2，934．64t） �（3，005．21t） �（3，075．16t） 

…（内可燃性粗大ゴミ） l �（414．62t） �（382．92t） �（394．94t） 

持‘　　　　込 �1，248．12t �1，091．39t �1，011．19t 

合　　　計 �4，597．38t �4，479．52t �4，481．29t 

1人1日当たり排出量 �509g �492g �495g 

生活系（収集車計）は2．4％増、事業系（持込）は7．3％減であった。 

〈負担金納付状況〉 

区　　　　分 �平成23年度 �平成24年度 �平成25年度 

全　　　体 �93，223千円 �97，973千円 �99，671千円 

l 巨内温水プール関係） l �（1，991千円） �（2，105千円） �（2，382千円） 

ゴミ1t当たり処理料 �20千円 �21千円 �22千円 
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目 �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23年度 ���平成24年度 ���平成25年度 ��� 

3件…1，525千円 ���画　208千円 ���2件喜　246千円 

○生ゴミ処理機補助金 

平成23年度 ���平成24年度 ���平成25年度 

167画　399千円 ���28画　200千円 ���112画　213千円 

（上記の内訳） 
平成23年度　　　平成24年度　　　平成25年度 

コンポスト等　153件 ���145千円　20件 ��42千円107件い19千円 

電動生ゴミ処理機　14件 ���254千円　　8件 ��158千円　5画　94千円 

○一般廃棄物家庭用ゴミ収集運搬委託料 

平成23年度l平成24年度 �����平成25年度　t 

98，393千円l　99，772千円 �����99，401千円l 

○し尿処理事業 

111，565千円 （P116） ��〈大垣衛生施設組合負担金納付状況〉 

＼ �平成23年度 ��平成24年度 ���平成25年度 �ヽ 

使用料 �4，016千円 ��3，912千円 ���3，942千円 

分賦金 �110，658千円 ��110，161千円 ���107，623千円 

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、 

16，774千円 �布団・じゅうたん類、瓦礫類（瓦・コンクリート等）の受け入れを行い、 

（P116） �ゴミ処理の適正化、利用者の利便性の確保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23年度 �平成24年度 �平成25年度 � 

金　属　性 粗大ゴミ �61．15t �47．24t �70．21t 

可　燃　性 粗大ゴミ �52．28t �39．27t �43．28t 

布団・絨毯類 �6．91t �10．71t �8．40t 

瓦　礫　類 �15．95t �16．22t �9．42t 

その他不燃物 （ガラス・陶磁器類） �93．70t �96．56t �109．45t 

廃　乾　電　池 �7．79t �8．79t �7．76t 

廃　蛍　光　灯 �2．45t �3．19t �2．82t 

ゴミ総搬入量 �240．23t �．221．98t �251．34t 

ゴミ■1t当り処理料 �80千円 �85千円 �67千円 
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【款】　4　　衛生費

【項】　3　上水道費　　　　　　　　　　　　　　　　63，661千円
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【款】　6　　農林水産業費　　　　　　　　　　　　　　　565，206千円

【項】　1　農業費　　　　　　　　　　　　　　　　495，424千円

目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

1 農業委員会費 3，890千円 �農業委員会総会（平成25年度実績13回）を開催し、農地法等に基づく 

（Pl19） 2 農業総務費 �法令事務、農業振興施策に関する協議、農業振興地域整備計画の審議 

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25年度） 

2．農 職 �区　分 �第3条関係 �第4条関係 �第5条関係 �5人） 

件　数 �23件 �15件 �63件 

面　積 �59，189Ⅰぱ �4，135d �122，351Id （内一時転用 92，017Ⅰぜ） 

業者年金加入状況 

被保険者数　　　　　　　　　　　5人 

年金受給者数　　　　・・・　68人 

（経営移譲年金　53人、老齢年金及び特例老齢年金 

資格喪失者　9人 員8名 

51，361千円 （P120） ��給料、職員手当、共済費、事務費等 
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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 

17，751千円 �高性能機械の導入や施設整備によって、労働力の削減や品質の向上を 

（P120） �図った。 

◎平成25年度集落営農等機械導入事業 

2． 3． 4． �事業者名 �機械名等 �事業費（円） �補助金額（円） �、給 金の 業者 

皆米営農組合 �トラクター �2，150，000 �307，000 

美濃いび茶宮地生産組合 �デジタル台秤 �2，898，000 �414，000 

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 

付金の交付を行った。 

◎平成25年度青年就農給付金 

区分 �，対象者 �補助金額（円）t 

経営開始型 �3名 �3，750，000l 

農地集積協力金交付事業 

地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農家に対して協力 

交付を行った。 

◎平成25年度農地集積協力金 

事業内容 �対象面積（a） �対象農家数 �交付額（円） 

経営転換協力金 �1，823 �30戸 �9，400，000 

産地づくり事業 

新たな品目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 

に対して苗の購入助成を行い、地域の活性化を図った。 

品目名l対象者l本数l面積届） ���補助金額（円） 

ブルーベリーll名l124本l600 ���49，600 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

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。 

6． 7． �集団名 ����組合員数 ���補助金（千円） ���土 

いび川夏秋なす生産組合 ����17人 ���72 

池田町いちご生産組合 ����6　人 ���72 

美濃いび茶宮地生産組合 ����55人 ���48 

温知茶生産組合 ����11人 ���48 

美濃西部製茶組合 ����3　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 

池田町営農連絡協議会 ����15組合 ���120 

池田町野菜生産組合 ����18人 ���28 

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 

に対し支援することで茶業の振興を図った。 

改植本数　　　3，500本　（宮地0本温知2，200本　西部1，300本） 

補助金　　　49，375円　（宮地0円温知21，450円　西部27，925円） 

受益地　　　18a　　　（宮地　Oa　温知11a　　　西部　7a） 

池田農業振興地域整備計画の変更 

池田農業振興地域整備計画は、優良農地の集団的な確保によって農作 

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、 

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、関係する機関に一 

兄を求め、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 

得ることにより、整備計画の変更を行った。 

◎農用地区域内農埠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 �その他 ��用途区 �合計 

目的 �住宅 �住宅 �施設 �用地 �住宅等 ���分変更 

件数 �1 �7 �0 �4 �2 �3 ��0 �17 

面積 �0．03 �0．278 �0 �0．608 �0．219 �0．23 ��0 �1．365 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

4 水田農業構 �1．経営所得安定対策 

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、麦・大豆 

事　業　費 �・野菜・れんげ等の生産（栽培）及び販売をすることによって、食料自給率の 

4，814千円 （P122） 5 畜産業費 �向上を図った。 

2． 3． 1 2 �事　業　内　容 ��補助金額（円） �0 

米の生産調整並びに経営所得安定対策を円滑 ��1，999，258 

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。 

◎平成25年度における水田の作付実績 

作付状況（ha） 

水稲 �　大豆 麦（麦あと大‾れんげ 　を含む） �野菜等　　不作付 

413．2 �160．4　　　139．6　　　　38．3 �90．0　　　　37．0 

対象農家数　1，568戸　（営農計画書提出者数） 

地域営農推進事業（地域調整会議） 

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より、需 

に応じたじた米づくりを推進した。 

地区調整会議補助金　　　623，610円 

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推進するた 

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 

（d）（kg／10a）　　　（円）　　　（円） 

麦 �1，210，990　　　　7．0　　　　2，371，044　　　338，717 

大豆ノ �1，396，830　　　　3．5　　　　2，346，672　　　335，235 

畜産振興事業 

123千円 ��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、技術改 

（P123） ��等の現地指導を行った。 

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 
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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、農道の改良及び 

181，974千円 �維持補修事業を実施した。 

（P123） �3件　■　　　　　　　　3，555千円 

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 

」○ 

農道舗装事業　　　　　8地区　　　　　　　　51，108千円 

かんがい排水事業　　　　3地区　　　　　　　　　38，128千円 

（事業費は工事費のみ） 

設 �主な 施工箇所 �工　事　概　要 �事　業　費 �財　源　内　訳　‾ ��� 

県補助金 �分担金 �一般財源 

草深 他7地区 市橋 他2地区 �農道舗装 L＝2，791m W＝3．0～6．5m 舗装工A＝10，011r淫 かんがい排水 L＝307m �千円 51，108 38，128 �千円 20，444 15，251 �千円 0 0 �千円 30，664 22，877 

農村集落における居住者の日常的な健康増進のため、多目的に利用できる 

整備事業を実施した。 

公園施設修繕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82千円 

公園施設管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32千円 

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　　　　　　　　　　　　2，270千円 

農基総小牛農業集落排水整備事業　　　　　　　　　16千円 

八幡地区土地改良総合整備事業　　　　　　　　　1，845千円 

県営池田南部地区基幹排水対策特別事業　　　　　127千円 
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【款】　6　　農林水産業費

【項】　2　林業費　　　　　　　　　　　　　　　　　69，782千円

目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

1 林業振興費 �1．山林の状況 

31，588千円 �山林面積　　　　　1，581ha 

（P127） �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 

3． 4． 5． 6． �事業名 �事業内容 �事業概要 �広 

（独）森林総合研 �保育（除伐Ⅱ） �9．55ha 

究所森林農地 整備センター岐 �森林契中部984号藤代字大谷山 

保育（除伐Ⅱ） �12．74ha 

阜水源林整備事 務所 分収造林事業 �森林契中部950号　宮地字萩ヶ谷南 

保育（間伐） 森林契中部937号宮地字六郎瀬谷 �26．10ha 

保育（間伐） 森林契中部966号宮地字戊刻谷 �31．61ha 

保育（間伐） 森林契中部1102号宮地字揚洞 �6．45ha 

林業体験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　165千円 
・広葉樹植栽体験 

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200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栽を実施した。 

・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・高校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。 

森林病害虫駆除等事業　　　　　　　　　　　　　1，155千円 

カシノナガキクイムシによるナラ類の樹木被害を防ぐため予防事業を実 

施した。 

分収造林保育事業　　　　　　　　　　　　　　　24，503千円 

成長不良木、形質不良木などを伐倒し、保育事業を実施した。 

作業道補修工事請負費　　　　　　　　　　　　　　620千円 

崩落土砂の撤去や法面保護などの補修を行い、作業道の整備をした。 
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