
【款】　7　　商工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68，384千円

【項】　1　商工費　　　　　　　　　　　　　　　　　68，384千円

主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果

1

商工振興費
15，127千円

（P130）

2

観　光　費

53，257千円

（P131）

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　　　　　　　　　　　　　　　3，714千円

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。
・霞間ケ渓・大津谷公園等維持補修工事　　　　　　　13，456千円

・地区イベント補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　4，960千円

・ミニパーク設置補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　667千円

住民自治組織等に補助金を交付し、自然豊かな花と緑の環境作りを

図った。

申請件数　68件（内新設1件）
・養老鉄道を利用したハイキング

5月11日JR東海「さわやかウオーキング」138名

3月30日　養老鉄道「酒蔵みてある記」

・観光PR活動の実施

・西美濃夢源回廊協議会

「マスメディア、旅行エージェントPR活動（2回）、モニターツアー（2回）、

観光PR・物産販売（JR大垣駅・大垣アピオ、神戸まつり、岐阜県観光展）

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（三重県員弁コミュニティプラザ）、観光宣伝キャラバン

（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ペーン（大阪府豊中市）」
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【款】　8　　土木費　　　　　　　　　　　　　　　　　　682，810千円

【項】　1　土木管理費　　　　　　　　　　　　　　　　83，366千円

主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果

1

土木総務費
83，366千円

（P133）

道路、水路等の公共施設の用地取得に伴う登記処理件数

分　筆　登　記

所有権移転登記

その他登記

計

60件

72件

28件

160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　　　　　　　　　　　　　4，234千円

道路新規分　　　　　　　　　2．1km

道路改良分　　　　　　　　1．0km

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 

町単土木事業 �平板測量・路線測量等 �15，855千円 

測量委託業務等 �8件 

地籍の明確化を図るため、般若畑、宮地北、宮地南、小牛、願成寺（北）地区

において地籍調査事業を実施した。

地籍調査事業

般若畑地区

宮地北地区

宮地南地区

小牛地区

願成寺地区

願成寺北地区

事　業　費

認証請求、法務局送付

仮閲覧、本閲覧等

地籍簿（図）案作成

図根多角測量、一筆地調査等

図根三角測量

現地調査票、調査素図作成

14，041千円

0．21kId

0．18　kI正

0．31kIポ

0．24　krば

0．67　kI正

0．35　krぱ

耐震診断の申請に基づき、岐阜県木造住宅耐震相談士の派遣を依頼した。

（対象：昭和56年5月31日以前着工の一戸建て木造住宅）

建築物耐震診断委託料　　　　　　8件 360千円

耐震診断の結果による耐震補強工事の申請に基づき、補助金を支出した。

木造住宅耐震補強工事補助金　　　2件　　　　　　　1，871千円
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【款】　8　　土木費

【項】　2　道路橋梁費　　　　　　　　　　　　　　　398，192千円

目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

1 道路橋梁 総務費 279千円 �岐阜関ヶ原線、国道417号線、その他の県道の整備促進に努めた。 

岐阜関ヶ原線建設促進期成同盟会負担金　　　　　　　　　50千円 

（P135） 2 道路維持費 �国道417号線改良整備期成同盟会負担金　　　　　　　　125千円 

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　　　25千円 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、安全で円滑な 

158，833千円 （P136） �交通確保と沿道の生活環境の保全を図っち9 

町道維持補修工事　　　　　　25件　　　　　　　　45，624千円 

主な施工箇所 �工　事　概　要 �事業費 � 

緑　町　地内 �施工延長　　　　し＝32m �千円 フェンス設置工　L＝32m 排水構造物工　L＝35m �1，980 

田畑・藤代　地内 �施工延長　し＝234．1m アスファルト舗装A＝822Ⅰぜ �2，415 

上　町　地内 �施工延長　し＝57m 排水構造物工L＝40．1m 舗装工　A＝132Ⅰぜ �1，957 

皆　米　地内 �施工延長　し＝84m 排水構造物工L＝84m 舗装工　A＝113nf �2，621 

全　域　地内 �区画線設置　し＝6，401m ガードレール設置し＝147m 防護柵設置工L＝328．3m �10，453 

ふれあい街道 �除草工　　3回13，000Ⅰ正×3 �3，511 

池田山頂道路 �側溝清掃　3回　L＝600m 
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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

本郷1号線舗装修繕

本郷15号線舗装修繕

粕ヶ原4号線舗装修繕

宮地南9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

路面の補修等をし、整備保全に努めた。

アスファルト合材　　　　　206．5ton

5．幹線道路線測量設計委託料

路面調査委託料

94，000千円

22，899千円

27，407千円

24，319千円

19，375千円

0千円

10，672千円

3，092千円

3，092千円

6．原材料費

埋設管、路側等の損傷における車両の通行の危険防止、環境の整備に努

めた。

維持補修用　　砕　石　等　　　　　　12．2　t

常温アスファルト合材　　　2．4　t

凍結防止剤　　　　　　0．5　t

3

道　路新設
改　良　費

204，506千円

（P137）

町民の生活道路について、住民の安全や環境の改善、緊急時の対応等を考

慮し、4．0～5．0mに改良整備した。

1．道路改良工事

改良件数　　20件 工事費　　　　　142，395千円

用地費　　　　　　22，842千円

物件補償費　　　　14，749千円

主な施工箇所 �工　事　概　要 �事業費 

粕ヶ原　地内 �施工延長　し＝100m 幅員　W＝4．5m 側溝工　L＝102．7m 舗装工　A＝90r迂 �千円 7，849 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

2． �主な施工箇所 �工　事　概　要 �事業費 � 

田　畑　地内 �施工延長し＝156．3m 幅員　W＝5．Om L型擁壁工L＝155m 排水路構造物工L＝66m 舗装工　A＝785Ⅰぱ �千円 7，689 

池野駅北整備事業 池野地内 �道路改良工事 施工延長し＝141m 幅員　W＝6．35m 排水路構造物工L＝561m 舗装工　A＝2，357Ⅰぱ �千円 27，232 

池野駅北整備事業 池野地内 �造成工事 駐車場舗装工A＝5，200Ⅰぱ 排水路構造物工・L＝333m 照明設備工1式 自転車置場1式 �千円 56，400 

アスファルト舗装工事 

工事費　　　　　　　8，027千円 

主な施工箇所 �工　事　概　要 �事業費 

般若畑　地　内 �施工延長　し＝104．9m 幅員　W＝3．5m 舗装工　A＝377rぱ �千円 1i890 

山　洞　地　内 �施工延長　し＝124m 幅員　W＝2．6m 舗装工　A＝346Ⅰ正 �千円 1，995 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

5 道の駅事業費 32，373千円 （P138） �道の駅利用者数　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：日・人） 

月別 �営業日数 �JA来店者数 �一日平均 �道の駅利用者数 � 

4 �26 �7，290 �280 �25，500 

5 �26 �7，089 �273 �25，000 

6 �26 �5，922 �228 �21，000 

7 �26 �5，630 �217 �20，000 

8 �28 �6，425 �229 �22，500 

9 �26 �6，377 �245 �22，400 

10 �26 �6，279 �242 �22，000 

11 �26 �7，553 �291 �26，500 

12 �25 �5，062 �202 �17，800 

1 �26 �5，428 �209 �19，000 

2 �23 �4，665 �203 �16，500 

3 �27 �5，580 �207 �19，600 

合計 �311 �73，300 �236 �257，800 

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 ��1，066 �180 �191，880 

キップ入れケース ��36 �1，700 �61，200 

ホルダーシート ��120 �200 �24，000 

スタンプブック ��82 �300 �24，600 

その他道の駅販売料 ��153 � �15，101 

合　　計 ��1，457 � �・316，781 

工事関係 
・道の駅外塀設置工事　　　　　　　　　　　　6，136，200円 

・道の駅子供遊び広場設置工事　　　　　　　　3，711，750円 

・道の駅駅長室新設工事　　　　　　　　　　1，496，250円 

ー107　－



【款】　8　　土木費

【項】　3　河川費　　　　　　　　　　　　　　　　　　29，409千円

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、雨水の早期流出及び排除等の 

29，409千円 �改良を目的として、環境整備を図った。 

（P141） �4ヶ所　　　　　　　　　　　　5，051千円 

主な施工箇所 �工　事概　要 �事業費 � 

上　田　地内 �排水路修繕　　L＝67．2m �　千円 2，730 

六之井　地内 �排水路修繕　　L＝63m �725 

片山南　地内 �排水路修繕　　L＝39m �1，260 

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回刈払い） 

面積　　　　　　　165，590Ⅰぜ 

工事費　　　　　　　22，313千円 
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【款】　8　　土木費

【項】　4　住宅費　　　　　　　　　　　　　　　　　14，139千円

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、住宅の維持修繕は最小限度にとどめ、適切な住 

14，139千円 （P142） �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） �� 

田中住宅 �1 �S32 ��2 �4 ���3 
2 �S37 ��2 

萩原住宅 �1 �－ ��－ �10 ���■8 
2 �・S37 ��10 

下東野住宅 �1 �S40 ��2 �6 ���6 
2 �S39・ ��4 

粕ヶ原住宅 �1 �S41～42 ��4 �12 ���12 
2 �S40～42 ��8 

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 � ��76 �l131 ���127 
2 � ��55 

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 �27，667，600 ��27，479，800 ���0 ���99．32 

滞納繰越分 �2，635，850 ��120，800 ���0 ���4．58 

合　計 �30，303，450 ��27，600，600 ���0 ���91．08 

3．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 ����2，708，206 

町営住宅取り壊し工事 ���粕ヶ原・萩原 ����1，890，000 

合　計 ��� ����4，598，206 
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【款】　8　　土木費

【項】　5　下水道費　　　　　　　　　　　　　　　146，327千円
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【款】　8　　土木費

【項】　6　都市計画費　　　　　　　　　　　　　　　11，377千円

主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果

1

都市計画費
9，494千円

（P144）

2

公園管理費

1，883千円

（P145）

1．建築確認申請等データ更新業務委託料

2．都市計画基本図修正業務委託料

3．池田町景観計画策定業務委託料

公園管理事業

・清掃等人夫賃

・需　用　費

・委　託　料

・使　用　料

・そ　の　他

2，310千円

5，460千円

1，505千円

1，883千円

292千円

313千円

847千円

431千円

0千円
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【款】　9　　消防費　　　　　　　　　　　　　　　　　　306，445千円

【項】　1　消防費　　　　　　　　　　　　　　　　　306，445千円

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。 

478千円 （P145） 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 

30，293千円 �本町消防団は、本部、5分団及び本部班をもって組織され、町内の火災 

（P146） �などの災害予防及び軽減に寄与している。 

団員数（平成25年4年1日現在）　　報酬 

分団名　　　団員数（人）　　　　階級　　金額（円／年） 

本　部　　　　　　15　　　　団　長　　　　　50，000 

第1分団　　　　　　23　　　　副団長　　　　　39，000 

第2分団　　　　　　　20　　　　分団長　　　　　29，000 

第3分団　　　　　　　36　　　副分団長　　　　26，000 

第4分団　　　　　　　26　　　　班　長　　　　　20，000 

第5分団　　　　　　　26　　　　団　員　　　　　20，000 

本部班　　　　　　13 

計　159・報酬　3，378千円 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　　　　　　602 

警戒訓練会議等　　　　8，680 

整備手当　　　　　　246 

計　　　　　　　9，528 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

3 消防施設費 256，972千円 （P148） 4 防災費 18，598千円 （P148） �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員に支給した。 

30人　　　　　3，104千円． 

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　　　　　　　　　　　　　　1，785千円 

・消防自動車燃料費　　　　　　　　　　　　　　　408千円 

・消防車庫光熱水費　　　　　　　　　　　　　　1，101千円 

・消防関係式典等食糧費　　　　　　　　　　　　　701千円 

1．消防活動用機械器具の整備 

整備概要　　　　　事業費（千円）　　　備　考 

ホース等消防備品購入　　　　　　　1■，885　ホース30本他 

小型動力ポンプ整備事業　　　　　　1，754　第3分団第1班 

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 

251，204千円（負担率12．17％）を納入した。 

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）保守点検委託料　　　　　　　3，833千円 

2．自主防災組織資機材整備費　　　　　　　　　　　　3，370千円 

毛布・カーペット（各220枚）＿ 

安定ヨウ素材及び付属資器材 

3．防災ヘリコプター連絡協議会負担金　　　　　　　　　　512千円 

4．自主防災組織資機材整備補助金　　　　　　　　　1，310千円 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　■成　　果 

5 水防費 104千円 （P149） �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 

2．音、 3．＼ �施設（消防ポンプ）の充足率 

基準数 �現有数 �充足率（％） 

19口 �19口 �100 

防水利の現況 
・防火水槽（40Ⅰ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　　　　　　　　　　1，222基 

′成25年消防指標（平成25年1月～12月） 

火　災 

火　災　件　数 ��損害額 （千円） 7，004 

建物t林野 �車両lその他 

4件lo件 �呵　0件 

救急 l出動件数l搬送人員 l．777件l753人 
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