
【款】　10　教育費　　　　　　　　　　　　　　　　1，699，631千円

【項】　1　教育総務費　　　　　　　　　　　　　　　85，219千円

主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果

1

教育委員会費

1，626千円

（P150）

2

教育委員会
事務　局費

60，125千円

（P150）

3

義務教育
振　興　費

12，847千円

（P152）

4

外国人語学

講師招致費
10，621千円

（P153）

・教育委員会会議の開催

年16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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13，061千円

《参考》

コスモ幼稚園 �定員 �在籍園児（H25．5．1現在） �クラス数 350人 �　274人 （うち、97人池田町） �11 

園長1名　保育士16人　職員　4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。

10，362千円

・学校、家庭、地域社会連携推進事業　　　　　　　　　　　　1，360千円

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　　　　　　　　　　　　　　　　974，150千円

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 

965，880千円 �小学校教諭の更なる意鱒改革や指導力の向上を図るため、町単講師UALT） 

（P154） �2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 

児童数が1学級30名を超える学年において、町単講師1名を配置し、きめ細か 

な少人数指導を積極的に行った。 

1．年度別児童数一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 

・各 ・養 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 

25年 ��514 ��441 ��102 ��347 ��（287） ��（1，691） 
168 ��1，572 

年度5月1日現在 

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）　（単位：人、学級） 

年度＼、学年 ���1年 �2年 �3年 ��4年 �5年 �6年 ��合計 �� 

児 ＿土 星 数 �H24 ��251 �257 �274 ��277 �274 �277 ��1，610 

H25 ��240 �249 �260 ��275 �277 �271 ��1，572 

前年との差 ��△11 �△8 �△14 ��△2 �3 �△6 ��△38 

学 級 数 �H24 ��1．1 �11 �10 ��10 �10 �10 ��62 

H25 ��11 �11 �11 ��10 �10 �10 ��63 

前年との差 ��0 �0 �1 ��0 �0 �0 ��1 
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主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果

・温知小学校特別支援学級児童数（15人）

・八幡小学校特別支援学級児童数（4人）

・池田小学校特別支援学級児童数（14人）

・養基小学校特別支援学級児童数（4人）うち2名池田町

3．委託業務関係
・八幡小校舎改築実施設計委託料

・温知小学校耐震補強計画及び実施設計委託料

・池田小学校耐震補強計画及び実施設計委託料

・宮地小学校耐震補強計画及び実施設計委託料

4．工事関係
・宮地小学校農機具庫屋根改修工事

・池田小学校特別教室棟外壁塗装工事

・池田小学校トイレ洋式化改修工事

・町立小学校CCTVシステム設置工事

・八幡小学校校舎改築工事

・八幡小学校校舎空調設備配管工事

・八幡小学校外構等付帯工事

・八幡小学校グランド夜間照明改修工事

・八幡小学校プール井戸ポンプ取替工事

5．備品購入関係
・学校用一般備品購入

・八幡小学校校舎改築備品購入

6．養基小学校養基保育所組合負担金

6，029千円

5，145千円

7，608千円

8，190千円

2，573千円

5，336千円

6，458千円

4，922千円

737，326千円

8，085千円

8，721千円

3，570千円

1，228千円

3，028千円

3，817千円

56，297千円
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

2 教育振興費 �1．児童就学援助費 

8，270千円 �・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必要な援助を 

（P159） �行い、義務教育の円滑な就学に努めた。 

2．Ⅰ �項　目 �学校名 �児童数 �金額 �円 

要保護準要保護就学援 助費 �温知小 �20人 �1，233千円 八幡小 �18人 �1，209千円 

宮地小 �7人 �398千円 

池田小 �15人 �911千円 

特別支援教育就学奨励 費 �温知小 �14人 �383千円 
八幡小 �2人 �66千円 

池田小 �10人 �292千円 

計 � �86人 �4，491千円 

まほえみ相談事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，272 

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動のある児童に対 

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　　　　　　　　　　　　　　　　　53，991千円

目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

1 学校管理費 46，257千円 （P159） �1．年度別生徒数　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 

● 2． 3． 4． 5． �H2lH7lH12lH17lH22lH25l 

1，118l859l852l819－l895　t　828l 

各年度5月1日現在 学年別生徒数及び学級数（単位：人、学級） 

年度　＼　学年 ��1年 �2年 �3年 �合計 �378千円 

児 土 里 数 �H24 �274 �281 �307 �862 

H25 �273 �275 �280 �828 

前年との差 �△1 �△6 �△27 �△34 

学 級 数 �H24 �8 �7 �8 �23 

H25 �8 �7 �7 �22 

前年との差 �0 �0 �△1 �△1 

特別支援学級生徒数（15人） 委託業務関係 

池田中防犯システム委託料 

池田中生徒衛生検査料　　　428千円 工事関係 

池田中学校ダムウェ一夕ー改修工事　　　　　　　　　　　　　2，310千円 

池田中学校剣道場床改修工事　　　　　　　　　　　　　　　4，012千円 

池田中学校高圧受電盤改修工事　　　　　　　　　　　　　　　893千円 

池田中学校CCTVシステム設置工事　1，302千円 備品購入関係 

学校用一般備品購入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　654千円 
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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 

7，734千円 �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て、必要な援 

（P163） �助を行い、義務教育の円滑な就学に努めた。 

項　目　　　　　　　　　生徒数　　　金額 
要保護準要保護就学援助費　　　　　　　　　49人　　4，845千円 

特別支援教育就学奨励費　　　　　　　　　　13人　　　610千円 

計　　　　　　　　　　　　　62人　　5，455千円 

2．心の教室相談事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，112千円 

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のある生徒に対 

して、生徒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】　4　社会教育費　　　　　　　　　　　　　　　290，774千円

目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

1 社会教育 総務費 66，969千円 �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 

（P163） 2 公民館費 99，114千円 （P165） �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25年11月24日～12月14日 

短歌応募数：小学校332首中学校259首一般105首 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。 

（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、 �ヒ発 

舞踊、ボイストレーニング、ウクレレ、二胡、押し花、絵、手芸、 

書道、水墨画、ステンシル、手編み、日本手まり、木工、洋画、 

味 講 �和布、絵手紙、英会話、着付け、手話、川柳、短歌、韓国語、 

座 �パソコン、薬草、山野草、ヨーガ、親子リズム、ステップダンス、 

太極拳、フットサル、フィットネス、将棋、よさこい、リズム体操、 

ほか 

（2）地区公民館助成講座 

事業名l講座数Ⅰ延回数（回）暮参加延人数（人） 
助成講座l　24　l　693　1　4，136 

（3）それぞれの地区公民館において、各種教室・講座・文化祭・文イ 

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。 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

（4）公民館利用状況 

4．ノ �公　民　館　名　■ �・回　数（回） �利用者数（人） �円 千円 

中央公民館 �3，198 �83，821 

宮地公民館 �788 �8，521 

養基公民館 �809 �15，021 

西　公民館 �1，002 �11，998 

中　公民館 �1，334 �14，717 

東　公民館 �820 �9，519 

八幡公民館 �1，070 �11，046 

計 �9，021 �154，643 

＼民館維持管理費及び工事費　　　　　　　　　　　　46，676 

公　民　館　名 �光熱水費（千円） �修繕費（千円） 

中　央公　民館 �14，484 �801 

西　公　民　館 �803 �121 

中　公　民　館 �1，650 �339 

東　公　民　館 �609 �255 

八　幡公　民館 �1，081 �491 

宮　地公　民館 �855 �1，015 
ノ養　基公　民館 �1，011 �914 

計 �20，493 �3，936 

主要工事 
・八幡公民館空調設備改修工事　　　　　　　　　　　10，290 

・八幡公民館玄関庇漏水等補修工事　　　　　　　　　　　367千円 

・中央公民館緑地帯整備工事　　　　　　　　　　　　　2，603千円 

・中央公民館南側駐車場アスファルト舗装工事　　　　　　7，072千円 

・中央公民館正面玄関風除室内外自動ドアエンジン取替工事389千円 

・中央公民館外構修繕工事　　　　　　　　　　　　　　　480千円 

・中央公民館ホール通路屋上部雨漏り修繕工事　　　　　　483千円 

・西公民館ホール音響改修工事　　　　　　　　　　　　　563千円 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

3 生涯学習 �1．青少年育成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　3，490千円 

振　興　費 �・青少年育成町民大会を開催し、森洋子氏による演題「地域で子ども 
18，946千円 �を育てているという誇りを持ち合う」と題した講演会を開催した。 

（P169） �・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な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子を対象に月2～3回教室を開催し、ス 

ボーッ・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。 

2． �教　室　名 �回　数（回） �参加人数（名） �ス 

親子ふれあい土曜教室 �27 �親　204 子　300 計　504 

放課後子ども教室 �25、 �332 

・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 

カウト、少年団体活動連絡協議会、ヤングフェスティバル 

庭教育学級事業　　　　　　　　　　　　　　　　　659千円 
・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を 
行った。 
・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。 

・働く親学級 

中学生の子を持つ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ついて意見交換し、子育ての不安を解 

消する活動を行った。 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

保育園家庭教育学級 

3． �学　級　名 ��延べ参加者（人） ��回数（回） ��開講場所 �� 

養基乳幼児学級 ��226 ��5 ��養基保育園 

宮地乳幼児学級′ ��234 ��3 ��宮地保育園 

温知乳幼児学級 ��563 ��5 ��温知保育園 

温知西乳幼児学級 ��233 ��5 ��西公民館ほか 

池田乳幼児学級 ��535 ��7 ��池田保育園 

八幡乳幼児学級 ��847 ��11 ��八幡公民館ほか 

合　　計 ��2，638 ��36 �� 

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 ��118 ��4 ��養基公民館ほか 

宮地家庭教育学級 ��340 ��4 ��宮地小学校ほか 

温知家庭教育学級 ��205 ��5 ��中公民館ほか 

池田家庭教育学級 ��115 ��5 ��池田小学校 

八幡家庭教育学級 ��298 ��5 ��八幡公民館ほか 

合　　計 ��1，076 ��23 �� 

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 ��54 ��4 ��養基公民館 

宮地働く親学級 ��52 ��4 ��宮地公民館ほか 

温知働く親学級 ��117 ��4 ��西公民館ほか 

池田働く親学級 ��120 ��4 ��東公民館ほか 

八幡働く親学級 ��97 ��5 ��八幡公民館 

合　　計 ��440 ��21 �� 

涯学習振興事業　　　　　　　　　　　　　　　　　898千円 
・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。 

教 室 講 座 �事　業　名 ��回数（回） ��人数（人） ��延人数（人） 
歴史講座 ��7 ��33 ��161 

二胡教室 ��22 ��6 ��100 

ギター教室 ��13 ��20 ��76 

和布を楽しむ会 ��24 ��14 ��130 

子ども将棋教室 ��24 ��13 ��177 

計 ��90 ��86 ��644 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

・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。 

4． 5． 6． �学級名 �学級生（人） �回数l　開講場所　l 

女性セミナー �70 �121　中央公民館　t 

化祭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，615千円 
・文化祭の開催（期日：11月2日・11月3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 �こ。 
日　本　画 �30 �盆　　　栽 �14 

洋　　　画 �13 �生　　　花 �44 

書　　道 �54 �文　　　芸 �90 

工　　　芸 �37 �そ　の　他 �136 

手　　　芸 �109 �小中学性の部 �1，430 

写　　　真 �11 � � 

水　墨　画 �28 � � 

合　計 ���1，996 

、人式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　700千円 

・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 

・期　日：平成26年1月12日（日） 

・新成人：272人 

内訳（男125人・女147人） 

民間ヶ渓さくら会館振興事業　　　　　　　　　　　　2，837千円 
・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。 
23年度 �、24年度I25年度l 

利用許可件数 �33件 �42件　l　40件　l 

利用者人数 �534人 �498人　l　596人　l 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

4 文化財 �7．ゆうごう・ほっと館振興事業　　　　　　　　　　8，747千円 

・町民の学術及び文化に関する各種の教室・講座を通して、町民 

相互の融合を図った。 

l　　　　　l23年度l24年度l25年度l 

l利用許可件数l　837件　t　880件　l　919件　l‾ 

t　利用者人数　l11，331人llO，475人l－9，185人　t 

主要事業 

ゆうごう・ほっと館駐車場整備工事　　　　　　　5，832千円 

（工事請負費・用地購入費・登記委託料ほか） 1．文化財保護事業　　　27，985千円 

保　護　費 �・町内文化財の管理（下草刈年3回等、霞間ヶ渓・頗成寺古墳群・本郷 
28，493千円 �城跡）、古文書の調査及び文化財愛護の啓発 

（P173） 5 男女共同 参画社会 推進費 135千円 （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、33人参加） 

・史料室特別展開催（2回） 

「願成寺西墳之越古墳群」展　入場者数約100人 

「盛柵騒動」展　　　　　　　入場者数約200人 
・本郷城跡史跡公園用地購入（19，502千円） 

・本郷城跡雑木伐採工事（1，512千円） 

・民俗資料収蔵庫設置工事（494千円） 

2．文化財調査事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　508千円 
・開発に係る埋蔵文化財調査等 1．池田町男女共同参画プランダイジェスト改訂版作成126千円 
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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、図書等の幅広い収集・整備 

77，117千円 （P174） �を図るとともに、これら資料の積極的な提供に努めた。 1．資料収集状況 

（1）資料購入 

（2） 2．利用 �� �購入冊（点）数 ��金　　額 �� 

図書資料 �9，296冊 ��15，867千円 

AV資料 �131点 ��1，081千円 

逐次刊行物 �144誌・10紙 ��1，941千円 

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 �7，126点 ��CD．VT．LD．CT．DVD 

複製絵画 �116点 ��〔 

状況 

23年度 �24年度 ��25年度 

（1）開館日数 ��292日 �290日 ��289日 

（2）入館者数 ��127，705人 �122，107人 ��119，371人 

（3）貸出点数 ��248，867点 �242，902点 ��232，570点 

（4）利用者数 ��18，699人 �19，332人 ��19，963人 

（5）新規登録者数 ��727人 �674人 ��546人 

（6）レフア．レンス件数 ��166件 �176件 ��144件 

（7）予約点数 ��2，777件 �2，747件 ��2，364件 

（8）他館借用冊数 ��83冊 �73冊 ��101冊 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

3．読書振興啓発事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　348千円 

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 �「ふしぎのくにのアリス」 劇団小さいお城公演 �7月20日 �121人 

「したきりすずめ」 人形劇団ぼけっと公演 �12月14日 �141人 

講演会 �「恐竜博士になろう」 親子で楽しむお話会 黒川みつひろ （絵本作家） �11月23日 �75人 

コンサート �「ジャズコンサート」 Kumico＆フレンズ �10月26日 �70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 ・日曜日 � 
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【款】　10　教育費

【項】　5　保健体育費　　　　　　　　　　　　　　　295，497千円

主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果

1

保健体育

総　務　費

42，982千円

（P177）

2

保健体育

施　設　費

166，582千円

（P178）

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）　　　　29，867千円

・光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10，502千円

・事務機器賃借料及び事務費等　　　　　　　　　　　　1，622千円

・郡体育協会負担金等　　　　　　　　　　　　　　　　　　991千円

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

（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

（4）社会体育施設（池田公園、南部公園等）
・草刈り、除草作業及び施設管理業務委託料

・公共用地借地料

・施設維持修繕料

・農業集落排水・下水道使用料及び事務費等

・備品購入費（AED2台、卓球台5台購入）

・南部公園植栽工事

・南部公園藤棚設置工事

・池田北地区多目的広場用地購入費工事

16，611千円

8，682千円

1，918千円

6，011千円

1，477千円

291千円

1，186千円

3，572千円

442千円

851千円

2，279千円

144，922千円

7，606千円

3，344千円

1，177千円

1，438千円

1，123千円

578千円

889千円

128，767千円
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

◎青少年研修施設利用状況 

月 �開館日数 �1日研修 �1泊研修 �2泊研修 �3泊研修以上 ��計 � 
（人） �（人） �（人） �（人） ��（人） 

4 �26 �16 �61 �0 �0 ��77 

5 �28 �36 �18 �0 �0 ��54 

6 �26 �48 �107 �0 �0 ��155 

7 �27 �98 �118 �0 �0 ��216 

8 �27 �92 �125 �2 �58 ��277 

9 �27 �30 �27 �0 �0 ��57 

10 �28 �0 �0 �0 �0 ��0 

11 �27 �72 �0 �30 �0 ��102 

12 �25 �0 �45 �0 �0 ��45 

1 �25 �429 �0 �0 �0 ��429 

2 �24 �60 �82 �0 �0 ��142 

3 �26 �102 �16 �0 �0 ��118 

計 �316 �983 �599 �32 �58 ��1，672 

◎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 ��105 �7，061 �池田小体育館 ��480 �8，528 

池田公園テニス場 ��140 �4，095 �池田小グラウンド ��103 �3，527 

池田公園ソフト場 ��101 �4，792 �宮地小ナイター ��45 �1，265 

池田公園ナイター ��64 �1，130 �宮地小体育館 ��142 �3，042 

池田公園テニスナィター ��96 �2，067 �宮地小グラウンド ��97 �3，253 

南部公園テニス ��14 �46 �温知小ナイター ��125 �4，516 

南部公園グラウンド ��168 �4，171 �温知小体育館 ��605 �11，381 

広域グラウンド ��101 �10，442 �温知小グラウンド ��205 �5，077 

北部多目的広場 ��80 �322 �八幡小ナイター ��49 �1，960 

中地区ゲートボール場 ��228 �1，384 �八幡小体育館 ��361 �8，226 

東地区ゲートボール場 ��72 �860 �八幡小グラウンド ��165 �7，150 

八幡地区ゲートボール場 ��68 �685 �養基小ナイター ��24 �480 

池田北地区多目的広場 ��63 �386 �養基小体育館 ��299 �7，547 

池田中体育館 ��901 �15，931 �養基小グラウンド ��148 �3，567 

池田中ナイター ��208 �4，473 � �� � 

池田小ナイター ��79 �4，710 �合計 ��5，336 �132，074 

※回数は、午前、午後、夜間を一回とする。 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

3 保健体育 � 

霞間ケ渓スポーツ公園利用状況 ����� 

総 合 体 太 目 館 �施　設　名　称 ��許　可　件　数（回） ��利用者数（人） 
ア　　リ　　　　　　　ナ ��1，796 ��72，831 

柔　　　　道　　　　場 ��489 ��16，576 

剣　　　　道　　　　場 ��551 ��12，884 

多　目　的　ホ　ー　ル ��640 ��4，689 

各　会　議　室　等 ��621 ��8，182 

トレーニ．ングルーム �� ��11，732 

小　　計 ��4，097 ��126，894 

ス ポ 1 ツ 公 園 �芝　　生　　広　　場 �� ��12，081 

テ　　　　　　　ス　　　場 �� ��6，582 

多　　目　　的　広　場 �� ��7，552 

小　計 �� ��26，215 

合　　計 ���4，097 ��153，109 

一般町民を対象にスポーツ大会・指導者講習会を開催し、生涯スポーツの 

振興費 16，642千円 （P181） ��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 

春の池田山登山 ��1 �79人 �池田山 �H25．4．28 

グラウンドゴルフ大会 ��1 �162人 �霞間ヶ渓 スポーツ公園 �H25．5．26 

町民ペタンク ��1 �14チーム �霞間ヶ渓 �H25．7．7 

大会 ���42人 �スポーツ公園 

AED講習会 （心肺蘇生方法と自 動体外式除細動器の 取扱方法） ��1 �45人 �総合体育館 �H25．8．3 

親子ふれあい ラジオ体操大会 ��6・ �2，605人 �各地区 �H25．8／25 宮地．養基． 西．中．東． 八幡校区 

町民スポーツ フェスティバル ��1 �146人 �総合体育館 スポーツ公園 �H25．10．14 

秋のウオーキング大会 ��1 �申込者数 62人 �池田町内 �H25．11／10 雨天中止 
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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、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10月14日 

参加者数　146名 

開催場所　総合体育館、スポーツ公園 

【参加種目内訳】 

・スポーツ �種　　　　目 �参加人数 �円 ヽ 円 

グラウンドゴルフ �86人 

ディスクゴルフ �50人 

シャフルボード �10人 

合　　　　計 �146人 

推進委員会（15人）月例会開催　　　　　　　1，302 

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・活動の促 

（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 

団体との機能的連携と活発化 ・スポーツ団体等助成金　　　5，149千 

体育協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，460千円 

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　　　　　　　　　　1，721千円 

レクリェ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　　　　　　　　　　　128千円 
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主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果

2．バドミントン日本リーグ2013池田大会（国体1周年記念イベント事業）

の開催

平成24年度にぎふ清流国体バドミントン競技大会を開催したこ

とにより池田町民のスポーツ（特にバドミントン）に対する熱意が

大いに高まった為、この盛り上がりを一過性で終わらせることのな

いよう日本リーグ1部リーグ（男子4チーム、女子2チーム）を招致

して試合を行った。このことによりスポーツに対する理解を更に

深めることができた。

開催日11月3日　　入場者数1，340人

対戦カード

丸杉　対　金沢学院クラブ

岐阜トリッキーパンダース　対　広島ガス

トナミ運輸　対トリッキーパンダース

大会事業費

業務委託料（会場設営備品運搬等）

旅費（大会運営委員、審判員）

歓迎装飾花、のぼり旗、大会消耗品費等

日本リーグ開催負担金

3．総合型地域スポーツクラブ推進事業

総合型地域スポーツクラブ委託料

その他事業執行に伴う事務費等

4，945千円

2，301千円

289千円

1，855千円

500千円

5，246千円

5，166千円

80千円
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

4 学校給食費 �安全で安心な学校給食を進めると共に、学校給食センター内の衛生管理に努 

69，291千円 （P182） �めた。 

1．学校別給食人員及び日数 

2．系 ヽ して 3．° 4．° 5． ● �学校名 ��児童生徒数 ��給食日数 ��回で両方併合 

＿　温知小学校 ��550人 ��196日 

八幡小学校 ��471人 ��194日 

宮地小学校 ��115人 ��195日 

池田小学校 ��376人 ��194日 

池田中学校 ��879人 ��196日 

合食内容 

飯給食は週3．4回の炊飯方式で、また、パン等の給食は週1．6 

給食を行っている。 合食費1食当たりの食費内訳 

学校 �1食あたり �給食費の保護者負担額 ���月　額 ��419千円 ，644千円 
主　　食 �牛　　乳 �副　　食 

小学校 �円 �円 �円 �円 �円 
228 �31．80 �47．89 �148．31 �4，100 

中学校 �272 �38．19 �47．89 �185．92 �4，900 

合食用備品購入事業 

水切り移動台車・エスタートレイ 厨房機器修繕事業 

食器、食缶洗浄機、ロースター等修繕 　　　　　　　　　　　　5 
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【款】　11　災害復旧費　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，051千円

【項】　1　農林水産業施設災害復旧費　　　　　　　　　1，880千円

目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

1 農業用施設 �9月16日の台風18号により、農業用用排水路に流入した土砂の除去と農村 

災害復旧費 �公園内の倒木処理、また看板修繕及び鳥獣防護柵購入を行い、施設の機能回 
1，481千円 �復を図った。 

（P185） 3 林道 �土砂の除去、農村公園内の倒木処理　　4ヶ所　　　　　　1，318千円 
美濃いび茶振興看板修繕（大津谷公園）1基　　　　　　　100千円 
鳥獣防護柵購入（願成寺地区）L＝60m　63千円 ．9月16日の台風18号により、大津谷林道上に倒伏木や土砂堆積があったた 

災害復旧費 �め、除去を行い、施設の機能由復を図った。 
399千円 （P185） �399千円 

【項】　2　公共土木施設災害復旧費　　　　　　　　　　1，220千円

目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

1 公共土木施設 �9月16日の台風18号により、排水路に流入した土砂の除去や河川の倒木処 

災害復旧費 �理を行い、施設の機能回復を図った。 
1，220千円 （P186） �4ヶ所　　　　　　1，220千円 

【項】　3　文教施設災害復旧費　　　　　　　　　　　　1，536千円

目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

1 社会教育施設 �9月16日の台風18号により、総合体育館駐車場内樹木倒壊、大津谷公園 

災害復旧費 �テニスコートフェンス倒壊等に於ける復旧を行い、施設の機能回復を図った。 
1，536千円 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　831千円 

（P186） �保健体育施設災害復旧委託料　　　　　　　　　　　　　　　525千円 

保健体育施設災害復旧原材料費　　　　　　　　　　　　　180千円 

【項】　5　交通安全施設災害復旧費　　　　　　　　　　　　415千円

目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

1 交通安全施設 �9月16日の台風18号により、町内7箇所のカーブミラー倒壊等に於ける復旧 

災害復旧費 �を行い、施設の機能回復を図った。 
415千円 （P187） �・修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　415千円 
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【款】　12　公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　636，994千円

【項】　1　公債費　　　　　　　　　　　　　　　　636，994千円

主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果

1

刃　　　　金

550，809千円

（P187）

2

利　　　　子

86，185千円

（P187）

1．各種事業に充当した地方債に係る元利償還金

・地方債元金償還金　　　550，809千円

・地方債利子償還金　　　　86，185千円

2．地方債現在高の状況 （単位：千円）

平成24年度末 �平成25年度 �平成25年度元利償還額 ��平成25年度末 

現在高 �借入額 �元金 �利子 �現在高 

6，633，349 �1，076，396 �550，809 �86，185 �7，158，936 
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