
国民健康保険特別会計

主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

国民健康保険税については、適正かつ公正な課税に努めた。 

徴収にあたっては、滞納者への夜間電話による催促や、段階的に文書による督励を行うと 

ともに、「振替納税制度」の推進を図りつつ税収の確保・税負担の公平性を図り、滞納額の 

縮減に努力した。また、短期保険証を発行し、自主納税を促した。 
一方、医療費の抑制のため各種保健事業を推進し、40歳以上の方を対象に平成20年 

度より特定健康診査・特定保健指導事業を実施しているほか、健康づくりの意識づくりとし 

て、無給付家庭の被保険者117人に記念品を贈呈し、更に広報等で制度改正、納税や適 

正な医療給付等のPRに努めた。 

1．決算状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

2． �区　　分 ��予算現額 ��歳入決算額 ��歳出決算額 ��実質収支 �� 

H23年度 ��2，188，493 ��2，236，297 ��2，172，457 ��63，840 

H24年度 ��2，295，016 ��・2，297，551 ��2，218，379 ��79，172 

H25年度 ��2，339，506 ��2，353，709 ��2，264，390 ��89，319 

前年度対比 ��1．94％ ��2．44％ ��2．07％ ��12．82％ 

H25実質収支－H24実質収支＋基金積立金一基金取崩金＝実質単年度収支額 

89，319千円　－　79，172千円　＋17千円　－　0千円　＝10，164千円 

加入状況 

区分 ���H25年4月1日 ��H26年3月31日 ��年度平均 �� 

世　帯　数 ���3，324世帯 ��3，340世帯 ��3，352世帯 

被保険者数 ���6，269人 ��6，183人 ��6，274人 

一般被保険者 ��5，686人 ��5，668人 ��5，700人 

退職被保険者 ��583人 ��515人 ��574人 

老人被保険者 ��0人 ��0人 ��0人 

介護保険 第2号被保険者 ��2，129人 ��2，007人 ��2，099人 
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主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

3．国民健康保険税賦課割合 

（医療給付費分） 

（ （ 4．国 ��所得割 ��資産割 ��均　等　割 ��平　等　割 ��賦課限度額 �� 

5．20％ ��34．30％ ��26，000円 ��26，000円 ��510，000円 

介護給付金分） 

所得割 ��資産割 ��均　等　割 ��平　等　割 ��賦課限度額 

2．30％ ��2．10％ ��13，000円 ��4，400円 ��120，000円 

後期支援分） 

所得割 ��資産割 ��均　等　割 ��平　等　割 ��賦課限度額 

1．70％ ��1．30％ ��6，800円 ��6，800円 ��140，000円 

民健康保険税収納状況（調定額は、不能欠損後の金額）　　　　　　　　（P188） 

区分 ��調　定　額（千円） ����収　納　額（千円） ���収　納　率 ��� 
現年度分 ��過年度分 ��現年度分 ��過年度分 �現年度分 �過年度∠ 

一　般 ��550，618千円 ��64，973千円 ��533，238千円 ��8，637千円 �96．84％ �13．29％ 

退　職 ��70，297千円 ��3，067千円 ��68，946千円 ��845千円 �98．08％ �27．55％ 

小　計 ��620，915千円 ��68，040千円 ��602，184千円 ��9，482千円 �96．98％ �13．94％ 

合計 ��688，955千円 ����611，666千円 ���88．78％ 

◎現年度分の調定額の状況 

区　　　　　分 ����個別調定額 ��平均調定額 �� 

1人当たり ��（一般） ��96，600円 ��98，966円 

（退職） ��122，469円 

1世帯当たり ��（一般） ��186，020円 ��185，237円 

（退職） ��179，329円 
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主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

5．納税状況 

6． 7． � �納税義務者数 �窓口分 �口座振替分 �口座振替率 � 

H23年度 �3，302人 �870人 �2，432人 �73．65％ 

H24年度 �3，324人 �902人 �2，422人 �72．86％ 

H25年度 �3，340人 �783人 �2，557人 �76．56％ 

療養給付費における月平均保険者負担額及び被保険者数　　　　　　（P197） 

（一‾般） 

月平均負担額 �前年度対比 �人　数 �前年度対比 

H23年度 �100，276千円 �4．9％ �5，720人 �△0．2％ 

H24年度 �100，798千円 �0．5％ �5，717人 �△0．1％ 

H25年度 �101，896千円 �1．1％ �5，700人 �△0．3％ 

（退　職） 

月平均負担額 �前年度対比 �人　数 �前年度対比 

H23年度 �11，741千円 �17．8％ �599人 �5．50％ 

H24年度 �11，539千円 �△1．7％ �581人 �△3．0％ 

H25年度 �9，784千円 �△15．2％ �574人 �△1．2％ 

老人保健拠出金における保険者負担額及び被保険者数　　　　　　　（P199） 

医療費拠出金 �前年度対比 �人　数 �前年度対比 

H23年度 �1千円 �△　99．97 �－ �－ 

H24年度 �0 �－ �－ �－ 

H25年度 �0 �－ �－ �ー 
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主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　＿果 

8．療養給付費（療養費含まず）の状況　　　　（P197） 

（受診率：100人当たり1年間に入院・入院外、歯科に係る件数） 

（一　般） 

9 �区　分 ��受　　診　　率 �����1人当たり費用額（円） �����1件当たり日数 ������ 

H24 ��H25 ��伸率 （％） �H24 ��H25 ��伸率 （％） �H24 ���H25 �伸率 （％） 

池田町 ��999．0 ��1，032．4 ��3．3 �236，866 ��236，197 ��△0．3 �2．1 ���2．1 �0．0 

県平均 ��1，037．8 ��－ ��－ �244，856 ��－ ��－ �2．0 ���－ �－ 

（退　職） 

区　分 ��受　　診　　率 �����1人当たり費用額（円） �����1件当たり日数 
H24 ��H25 ��伸率 （％） �H24 ��H25 ��伸率 （％） �H24 ���H25 �伸率 （％） 

池田町 ��1，102．9 ��1，114．6 ��1．1 �280，471 ��233，450 ��△16．8 �1．5 ���1．9 �26．7 

県平均 ��1，215．3 ��－ ��－ �309，791 ��－ ��－ �2．0 ���－ �－ 

．高額医療費保険者負担状況　　　　　　　（P197） 

平成24年度 �����平成25年度 ������保険者負担 前年度対比 ��� 

件　数 ��金　額 ���件　数 ��金　額 

一　般 ���2，195件 ��140，945千円 ���2，303件 ��133，686千円 ����△5．2％ 

退　職 ���167件 ��17，821千円 ���136件 ��13，442千円 ����△24．6％ 

［池田町］ ����������（一般） ��58，049円 

平成25年度1件当たり保険者負担額 ����������（退職） ��98，839円 

［参考］ ����������（一般） ��60，967円 

平成24年度県平均1件当たり保険者負担額 ����������（退職） ��101，207円 
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主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

10．特定健康診査、特定保健指導の実施状況　　　　（P201） 

′40歳以上の国保加入者を対象に、生活習慣病に着目した健康診査・保健指導を 

実施した。 

◎特定健康診査　　　　　　実施期間：6月1日　～　7月31日 

1 � �対象者数 ��受診者数 ��受　診　率 ��� 

H23年度 �4，330人 ��1，512人 ��34．9％ 

H24年度 �4，391人 ��1，553人 ��35．4％ 

H25年度 �4，417人 ��1，558人 ��35．3％ 

◎特定保健指導　　　　　　　実施期間：10月8日から6日間 

対象者数 ��実施者数 ���実施率 � 

H23年度 �積極的支援 ��87人 ��35人 ���40．2％ 動機づけ支援 ��176人 ��66人 ���37．5％ 

計 ��263人 ��101人 ���38．4％ 

H24年度 �積極的支援 ��102人 ��34人 ���33．3％ 動機づけ支援 ��174人 ��6、1人 ���35．1％ 

計 ��276人 ��95人 ���34．4％ 

H25年度 �積極的支援 ��61人 ��27人 ���44．3％ 動機づけ支援 ��183人 ��72人 ���39．3％ 

計 ��244人 ��99人 ���40．6％ 

．出産育児一時金、葬祭費の支給状況　　　　（P198、199） 

◎出産育児一時金 

基準額 �件数 ��金　　　額 ���備　　　　　　考 ��� 

H23年度 �420千円 �38件 ��15，960千円 ���基準額以下390千円1件 

H24年度 �420千円 �20件 ��8，400千円 ��� 

H25年度 �420千円 �26件 ��10，890千円 ���基準額以下390千円1件 

◎葬祭費 

基準額 �件数 ��金　　　額 �� 

H23年度 �20千円 �37件 ��740千円 

H24年度 �20千円 �32件 ��640千円 

H25年度 �20千円 �40件 ��800千円 
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後期高齢者医療事業特別会計

主　な　事　業　内　容　と　成　果 

平成20年4月1日から医療制度改革により、これまでの老人保健制度に代わり後期高齢 

者医療制度が創設され、75歳以上の全ての方が対象となった。 

都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が医療給付や保険料の賦課を行 
い、各市町村が届出や申請などの窓口業務等を行っている。 

市町村業務である保険料の収納事務にあたっては、口座振替の推進を図り臨戸訪問に 

よる徴収を行い収納率の向上に努めた。 

1．被保険者の加入状況　　　　　　　　　　　　　　　　（各年度末現在） 

2． 3． 4． �H23年度　　　　H24年度　　　　H25年度 

被　保　険　者　数　　　　2，693人　　　　2，796人　　　　2，827人 

（上記の内、65歳～74歳）　　　（83人）　　　　（77人）　　　　（72人） 

保険料の収納状況　　　　（P204）　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 

区　　分 ��調　定　額 ���収　納　額 ���不納欠損額 �収納率 �託 

特別徴収（現年度分） ��104，276，300円 ���104，276，300円 ���0円 �100．00％ 

普通徴収（現年度分） ��47，868，400円 ���47，693，300円 ���0円 �99．63％ 

普通徴収（過年度分） ��240，200円 ���159，700円 ���12，900円 �70．26％ 

計 ��152，384，900円 ���152，129，300円 ���12，900円 �99．84％ 

葬祭費、療養費、高額療養費の支給申請受付状況 

葬　祭　費、 ���療養費（補装具） ���高額療養費 ��域連合より 

H23年度 �181件 ���79件 ���233件 

H24年度 �159件 ���102件 ���252件 

H25年度 �197件 ���85件 ���229件 

ぎふ・すこやか健診　　　　（P208） 

生活習慣病を早期に発見することを目的に、岐阜県後期高齢者医療広 

を受けて健康診査を実施した。 

◎健診受診状況 

対象者数　① ��受診者数　② ���受診率　②÷① 

H23年度 �2，644人 ��826人 ���31．24％ 

H24年度 �2，693人 ��799人 ���29．67％ 

H25年度 �2，795人 ��816人 ���29．19％ 
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北部簡易水道事業特別会計
【款】　1　管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　33，407千円

【項】　1　北部管理費　　　　　　　　　　　　　　　33，407千円

目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

1 施設管理費 �水道事業経営の根幹であります水道料金の収納率については、現年度は 

33，407千円 �99．3％となった。 

（P211） �滞納者に対しては、段階的に督促状及び催告状を送付し、先ず自主納入を 

促した。文書催告に応じない滞納者には直接訪問による徴収や給水停止を行 

い収納率の向上に努めた。 水道料金徴収状況 

事　　項 �24年度 �25年度 �比　　較 � 

水道料金（円） �68，251，818 �68，729，267 �477，449 

量水器使用料（円） �2，123，731 �2，132，736 �9，005 

合　計（円） �70，375，549 �70，862，003 �486，454 

収納額（円） �69，986，511 �70，330，861 �344，350 

未収額（円） �389，038 �531，142 �142，104 

収納率（％） �99．4 �99．3 �△0．1 

滞納繰越分 

年　　度 �件　　数 �金額（円） � 

H24以前 �237 �1，034，322 

計 �237 �1，034，322 
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目 �主　　な　　事　　業　　内・容　　と　　成　　果 

平成25年度の年間有収水量率は57．3％であり、前年対比6．4％の減と 

なった。 

年間使用量は、一戸当たり一ケ月当たり23．0Ⅰ正となった。 業務量 

事　　項 �24年度 ��25年度 �比　　較 �� 

年度末給水戸数（戸） �1，436 ��1，441 �5 

年間配水量　（d） �622，794 ��692，986 �70，192 

1日平均配水量（ポ） �1，702 ��1，899 �197 

年間給水量　（ポ） �396，870 ��397，270 �400 

1日平均給水量（ポ） �1，084 ��1，088 �4 

年間有収水量率（％） �63．7 ��57．3 �△6．4 

工事等の概況 

工事名 ��施行内容 ���工事費（円） �� 

北部水源池送水ポン プ整備補修工事 ��多段式遠心ポンプ1基補修 ���1，228，500 

沓井地区仕切弁筐空 気弁筐嵩上げ修繕 ��空気弁筐嵩上げ修繕 ���126，000 

北部第1・第3増圧ボン ��テレメータ用直流電源装置取替工 ���472，500 
プ場テレメータ修繕 ��事 
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【款】　2　　公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　37，889千円

【項】　1　公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　37，889千円

目 ��主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

1 冗　金 ��地方債の償還にかかる元金及び利子 

33，134千円 ��償還元金　　　　　　33，134，366円 

（P212） 2 利子 4，755千円 （P213） ��（25年度末現在未償還元金50，563，892円） 償還利子　4，754，754円 

○北部簡易水道運営状況 　　　　　（単位：千円） 

収　入　総　額　　80，286 ������� 

分担金 ��使用料及 び手数料 �財産収入 �基金繰入金 �繰越金 �諸収入 

2，540 ��70，705 �2 �68 �6，970 �1 

支　出　総　額　　71，296 �������� 

人件費 ��物件費 �普通建設 事業費 �積立金 �公課費 �一般会計 操出金 �公債費 

4，129 ��20，088 �0 �1，002 �2，388 �5，800 �37，889 
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南部簡易水道事業特別会計
【款】　1　管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　39，662千円

【項】　1　南部管理費　　　　　　　　　　　　　　　39，662千円

目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

1 施設管理費 �水道事業経営の根幹であります水道料金の収納率については、現年度は 

39，662千円 �99．5％となった。 

（P216） �滞納者に対しては、段階的に督促状及び催告状を送付し、先ず自主納入を 

促した。文書催告に応じない滞納者には直接訪問による徴収や給水停止を行 

い収納率の向上に努めた。 水道料金徴収状況 

事　　項 �24年度 �25年度 �比　　較 � 

水道料金（円） �59，178，001 �58，459，005 �△718，996 

量水器使用料（円） �1，637，736 �1，642，167 �4，431 

合　計（円） �60，815，737 �60，101，172 �△714，565 

収納額（円） �60，200，683 �59，806，590 �△394，093 

未収額（円） �615，054 �294，582 �△320，472 

収納率（％） �99．0 �99．5 �0．5 

滞納繰越分 

年　　度 �件　　数 �金額（円） � 

H24以前 �265 �1，118，932 

計 �265 �1，118，932 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

平成25年度の年間有収水量率は85．4％であり、前年対比0．5％の減と 

なった。 

年間使用量は、一戸当たり一ケ月当たり25．2ポとなっ考。 業務量 

事　　項 �24年度 ��25年度 �比　　較 �� 

年度末給水戸数（戸） �1，120 ��1，126 �6 

年間配水量　（d） �401，228 ��398，435 �△2，793 

1日平均配水量（ポ） �1，096 ��1，092 �△4 

年間給水量　（d） �344，795 ��340，103 �△4，692 

1日平均給水量（ポ） �942 ��932 �△10 

年間有収水量率（％） �85．9 ��85．4 �△0．5 

工事等の概況 

工事名 ��施行内容 ���工事費（円） �� 

金地谷消化栓移設工 事 ��消化栓 ���325，500 

片山地区空気弁筐嵩 上げ修繕 ��空気弁筐嵩上げ修繕 ���255，150 

八幡地区417号線弁 筐嵩上げ修繕 ��空気弁、仕切弁嵩上げ修繕 ���342，300 
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【款】　2　　公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　28，947千円

【項】　1　公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　28，947千円

目 ��主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

1 冗　金 ��地方債の償還にかかる元金及び利子 

21，186千円 ��償還元金　　　　　　21，186，098円 

（P217） 2 利子 7，761千円 （P218） ��（25年度末現在未償還元金129，685，999円） 償還利子　7，761，110円 

○南部簡易水道運営状況 　　　　　（単位：千円） 

収　入　総　額　　77，211 ������� 

分担金 ��使用料及 び手数料 �財産収入 �金繰入 �繰越金 �諸収入 

2，250 ��60，357 �2 �4，977 �9，624 �1 

支　出　総　額　　68，609 �������� 

人件費 ��物件壷 �普通建設 事業費 �積立金 �公課費 �一般会計 操出金 �公債費 

7，879 ��16，920 �326 �902 �2，135 �11，500 �28，947 
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農業集落排水事業特別会計
【款】　1　管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　173，954千円

【項】　1　農業集落排水管理費　　　　　　　　　　173，954千円

目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

1 中谷地区 施設管理費 20，988千円 （P224） �中谷地区農業集落排水処理施設の維持管理を行い、水質保全に努めた。 

・平成9年4月1日供用開始 1．使用料及び使用状況 

24年度 ��25年度 �� 

使　用　　件　数 ��153　件 ��153　件 

使　用　対　象　人　口 ��1，214　人 ��1，200　人 

使　　用　　料　　金 ��19，326，819　円 ��19，241，386　円 

接続率（水洗化率） ��98．1％ ��98．1％ 

2．維持管理費 

24年度 ��25年度 

保守管理委託料 ��11，925，984　円 ��12，239，220　円 

その他維持管理費 ��9，512，229　円 ��8，749，247　円 

3．使用料徴収状況（現年度分） 

24年度 ��25年度 ��比　　較 �� 

調定額（円） �19，291，200 ��19，202，250 ��△88，950 

収納額（円） �19，235，670 ��19，173，600 ��△62，070 

未収額（円） �55，530 ��28，650 ��△26，880 

収納率（％） �99．7％ ��99．9％ ��0．2％ 

4．使用料徴収状況（滞納繰越分） 

24年度 ��25年度 ��比　　　較 

調定額（円） �103，405 ��67，786 ��△35，619 

収納額（円） �91，149 ��67，786 ��△23，363 

未収額（円） �12，256 ��0 ��△12，256 

収納率（％） �88．1％ ��100．0％ ��11．9％ 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

2 徳谷地区 施設管理費 17，823千円 （P225） �徳谷地区農業集落排水処理施設の維持管理を行い、水質保全に努めた。 

・平成10年4月1日供用開始 1．使用料及び使用状況 

24年度 ��25年度 �� 

使　　用　　件　　数 ��96　件 ��97　件 

使　用　対　象　人　口 ��774　人 ��778　人 

使　　用‾　料　　金 ��12，555，500　円 ��12，568，475　円 

接続率（水洗化率） ��91．4　％ ��91．4　％ 

2．維持管理費 

24年度 ��25年度 

保守管理委託料 ��10，857，714　円 ��10，277，400　円 

その他維持管理費 ��8，558，991円 ��7，546，015　円 

∫ 3．使用料徴収状況（現年度分） 

24年度 ��25年度 ��比　　較 �� 

調定額（円） �12，634，200 ��12，633，450 ��△750 

収納額（円） �12，520，700 ��12，516，400 ��△4，300 

未収額（円） �113，500 ��117，050 ��3，550 

収納率（％） �99．1％ ��99．1％ ��0．0％ 

4．使用料徴収状況（滞納繰越分） 

24年度 ��25年度 ��比　　較 

調定額（円） �321，450 ��400，150 ��78，700 

収納額（円） �34，800 ��－　52，075 ��17，275 

未収額（円） �286，650 ��348，075 ��61，425 

収納率（％） �10．8％ ��13．0％ ��2．2％ 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

3 大谷地区 施設管理費 19，995千円 （P225） �大谷地区農業集落排水処理施設の維持管理を行い、水質保全に努めた。 

・平成11年4月1日供用開始 1．使用料及び使用状況 

24年度 ��25年度 �� 

使　　用　　件　　数 ��224　件 ��226　件 

使　用　対　象　人　口 ��908　人 ��889　人 

使　　用　　料　　金 ��16，111，475　円 ��15，921，905　円 

接続率（水洗化率） ��89．2　％ ��89．7　％ 

2．維持管理費 

24年度 ��25年度 

保守管理委託料 ��12，969，008　円 ��11，993，978　円 

その他維持管理費 ��8，882，551円 ��8，000，546　円 

3．使用料徴収状況（現年度分） 

24年度 ��25年度 ��比　　較 �� 

調定額（円） �16，121，900 ��16，018，125 ��△103，775 

収納額（円） �15，983，450 ��15，817，555 ��△165，895 

未収額（円） �138，450 ��200，570 ��62，120 

収納率（％） �99．1％ ��98．7％ ��△0．4％ 

4．使用料徴収状況（滞納繰越分） 　　　　　　■ 

24年度 ��25年度 ��比　　較 

調定額（円） �585，890 ��596，315 ��10，425 

収納額（円） �128，025 ��104，350 ��△23，675 

未収額（円） �457，865 ��491，965 ��34，100 

収納率（％） �21．9％ ��17．5％ ��△4．4％ 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

4 大津谷地区 施設管理費 32，180千円 （P226） �大津谷地区農業集落排水処理施設の維持管理を行い、水質保全に努めた。 

・平成12年4月1日供用開始 1．使用料及び使用状況 

24年度 ��25年度 �� 

使　　用　　件　　数 ��314　件 ��317　件 

使　用　対　象　人　口 ��1，434　人 ��1，420　人 

使　　用　　料　　金 ��24，542，625　円 ��24，296，175　円 

接続率（水洗化率） ��90．5　％ ��90．8　％ 

2．維持管理費 

24年度 ��25年度 

保守管理委 �料 �23，751，482　円 ��22，527，350　円 

その他維持管理費 ��12，677，052　円 ��9，652，215　円 

3．使用料徴収状況（現年度分） 

24年度 ��25年度 ��比　　　較 �� 

調定額（円） �24，462，375 ��24，416，175 ��△46，200 

収納額（円） �24，440，175 ��24，273，975 ��△166，200 

未収額（円） �22，200 ��142，200 ��120，000 

収納率（％） �99．9％ ��99．4％ ��△0．5％ 

4．使用料徴収状況（滞納繰越分） 

24年度 ��25年度 ��比　　　較 

調定額（円） �102，450 ��22，200 ��△80，250 

収納額（円） �102，450 ��22，200 ��△80，250 

未収額（円） �0 ��0 ��、0 

収納率（％） �100．0％ ��100．0％ ��0．0％ 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

5 白鳥地区 施設管理費 21，348千円 （P227） �白鳥地区農業集落排水処理施設の維持管理を行い、水質保全に努めた。 

・平成12年4月1日供用開始 1．使用料及び使用状況 

24年度 ��25年度 �� 

使　　用　　件　　数 ��118　件 ��118　件 

使　用　対　象　人　口 ��660　人 ��671人 

使　　用　　料　　金 ��9，122，486　円 ��9，146，607　円 

接続率（水洗化率） ��91．5　％ ��91．5　％ 

2．維持管理費 

24年度 ��25年度 

保守管理委託料 ��13，508，082　円 ��12，712，896　円 

その他維持管理費 ��6，461，134　円 ��8，634，631円 

3．使用料徴収状況（現年度分） 

24年度 ��25年度 ��比　　較 �� 

調定額（円） �9，130，650 ��9，142，050 ��11，400 

収納額（円） �8，908，200 ��8，945，475 ��37，27㌔5 

未収額（円） �222，450 ��196，575 ��△25，875 

収納率（％） �97．6％ ��97．8％ ��0．2％ 

4．使用料徴収状況（滞納繰越分） 

24年度 ��25年度 ��比　　　較 

調定額（円） �1，079，358 ��916，172 ��△163，186 

収納額（円） �214，286 ��201，132 ��△13，154 

未収額（円） �865，072 ��715，040 ��△150，032 

収納率（％） �19．9％ ��22．0％ ��2．1％ 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

6 深歩谷地区 施設管理費 17，922千円 （P228） �深歩谷地区農業集落排水処理施設の維持管理を行い、水質保全に努めた。 

・平成13年4月1日供用開始 1．使用料及び使用状況 

24年度 ��25年度 �� 

使　　用・　件　　数 ��80　件 ��80　件 

使　用　対　象　人　口 ��396　人 ��392　人 

使　　用　　料　　金 ��5，588，250　円 ��6，115，800　円 

接続率（水洗化率） ��75．5　％ ��75．5　％ 

2．維持管理費 

24年度 ��25年度 

保守管理委 �料 �7，536，142　円 ��8，447，458　円 

その他維持管理費 ��8，749，532　円 ��9，474，862　円 

3．使用料徴収状況（現年度分） 

24年度 ��25年度 ��比　　　較 �� 

調定額（円） �5，572，050 ��6，147，000 ��574，950 

収納額（円） �5，555，850 ��6，110，400 ��554，550 

未収額（円） �16，200 ��36，600 ��20，400 

収納率（％） �99．7％ ��99．4％ ��△0．3％ 

4．使用料徴収状況（滞納繰越分） 

24年度 ��25年度 ��比　　較 

調定額（円） �70，200 ��54，000 ��△16，200 

収納額（円） �32，400 ��5，400 ��△27，000 

未収額（円） �37，800 ��48，600 ��10，800 

収納率（％） �46．2％ ��10．0％ ��△36．2％ 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

7 東光寺谷地区 施設管理費 43，698千円 （P229） �東光寺谷地区農業集落排水処理施設の維持管理を行い、水質保全に努めた。 

・平成14年4月1日供用開始 1．使用料及び使用状況 

24年度 ��25年度 �� 

使　　用　　件　　数 ��334　件 ��336　件 

使　用　対　象　人　口 ��1，509　人 ��1，500＿人 

使　　用　　料　　金 ��25，801，450　円 ��24，848，300　円 

接続率（水洗化率） ��88．1％ ��88．2　％ 

2．維持管理費 

24年度 ��25年度 

保守管理委託料 ��27，286，770　円 ��27，082，104　円 

その他維持管理費 ��10，637，498　円 ��16，616，138　円 

3．使用料徴収状況（現年度分） 

24年度 ��25年度 ��比　　　較 �� 

調定額（円） �24，859，050 ��24，886，350 ��27，300 

収納額（円） �24，789，450 ��、24，802，700 ��13，250 

未収額（円） �69，600 ��83，650 ��14，050 

収納率（％） �99．7％ ��99．7％ ��0．0％ 

4．使用料徴収状況（滞納繰越分） 

24年度 ��25年度 ��比　　較 

調定額（円） �154，500 ��212，100 ��57，600 

収納額（円） �12，000 ��45，600 ��33，600 

未収額（円） �142，500 ��166，500 ��24，000 

収納率（％） �7．8％ ��21．5％ ��13．7％ 

ー156　－



【款】　2　　公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　184，911千円

【項】　1　公債費　　　　　　　　　　　　　　　　184，911千円

主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果

1

元　　　　金

134，046千円

（P230）

2

利　　　　子

50，865千円

（P231）

農業集落排水事業下水道債償還元金の支払いを行った。

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

農業集落排水事業下水道債償還利子の支払いを行った。

・　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
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公共下水道事業特別会計
【款】　1　事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　327，687千円

【項】　1　公共下水道事業費　　　　　　　　　　　　327，687千円

目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

1 管渠施設 事業費 327，687千円 �下水道計画に基づき、管渠施設等の整備を行った。 

・管渠実施設計業務委託等　　　1．0　式 

（P236） �・管渠工事等　　¢150～¢350　L＝5，334m 

区　　分 �平成24年度 �平成25年度 � 

管　渠　実　施　設　計 �1式 �1式 
業　務　委　託　等 �49，910千円 �29，312千円 

管　渠　工　事　等 �池野・六之井・青柳 ・下東野地内 �池野・六之井・青柳 ・下東野 本郷・草深地内 

A＝44．7ha �A＝24．8ha 

L＝11，032m �L＝5，334m 

発注件数13件 �発注件数7件 

539，796千円 �298，375千円 

計 �589，706千円 �327，687千円 
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【款】　2　　管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　127，483千円

【項】　1　公共下水道事業管理費　　　　　　　　　127，483千円

目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

1 施設管理費 �1．管理総務費 

127，483千円 �下水道認可計画区域内の受益者負担金徴収及び使用料徴収業務 

（P236） �を行った。 

・受益者負担金一括納付報奨金　　　　　　　　　　　8，150千円 

・消耗品、印刷費、郵便料等　　　　　　　　　　　　1，058千円 

使用料および使用状況　　（平成26年3月末日現在） 

区　分 �使用件数 �1，735　件 � 

使用対象人口 �6，030　人 

使用料金 �108，896，750　円 

接続率（水洗化率） �57．0　％ 

受益者負担金及び使用料徴収状況 

24年度　　25年度　　　区　分　　24年度　　25年度 

受益者負担金（円）73，467，170115，966，770　使用料（円）97，501，050108，985，150 

収納額（円）69，963，900・111，792，890　収納額（円）97，469，450108，896，750 

未収額（円）3，553，170　4，173，880　未収額（円）　　31，600　　88，400 

収納率　　　95．23％　　96．40％　　収納率　　　99．97％　　99．92％ 

2．浄化センター管理事業費 

池田浄化センターの維持管理を行い、水質保全に努めた。 
・保守管理委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　78，975千円 

・その他維持管理費　　37，302千円 3．管渠管理事業費 

下水道台帳システムの前年度工事データ更新を行った。 
・業務委託料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，998千円 
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【款】　3　　公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　194，347千円

【項】　1　公債費　　　　　　　　　　　　　　　　194，347千円

主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果

1

元　　　　金

123，099千円

（P238）

2

利　　　　子

71，248千円

（P238）

公共下水道事業下水道債償還元金の支払いを行った。

123，099千円

公共下水道事業下水道債償還利子の支払いを行った。

71，248千円
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温泉施設特別会計
【款】　1　管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　235，458千円

【項】　1　池田温泉管理費　　　　　　　　　　　　235，458千円

目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

1 総務管理費 60，859千円 （P242） �・池田温泉本館入浴者数（年度別） 

年　度　別 �23年度 �24年度 �25年度 � 

営業日数（日） �314 �313 �312 

入浴者数（人） �216，804 �210，088 �197，278 
一日平均（人） �690 �671 �632 

・池田温泉本館入浴者数（月別） 

月　　別 �営業日数 　（日） �入浴者数 （人） �一日平均 （人） 

4　　　　月 �25 �15，804 �632 

5　　　　月 �27 �17，017 �630 

6　　　　月 �26 �14，970 �576 

7　　　　月 �26 �14，958 �575 

8　　　　月 �28 �18，304 �654 

9　　　　月 �25 �15，551 �622 

10　　　月 �27 �16，343 �605 

11　　　月 �26 �16，571 �637 

12　　　月 �25 �14，825 �593 

1　　　月 �27 �20，176 �747 

2　　　　月 �24 �16，131 �672 

3　　　　月 �26 �16，628 �640 

合　　計 �312 �197，278 �632 

・池田温泉本館施設入浴利用料（年度別） 

年　度　別 �23年度 �24年度 �25年度 

営業日数（目） �314 �313 �312 

入浴利用料（円） �77，027，500 �75，703，050 �70，635，450 
一日平均（円） �245，311 �241，863 �226，396 

・池田温泉本館スタンド利用料（年度別） 

年　度　別 �23年度 �24年度 �25年度 

営業日数（日） �314 �313 �312 

利　用　料（円） �■　751，400 �′767，600 �730，300 
一日平均（円） �2，393 �2，452 �2，341 
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目 �主　　な　　事　　業　　内′　容　　と　　成　　果 

・池田温泉新館入浴者数（年度別） 

年　度　別 �23年度 �24年度 �25年度 � 

営業日数（日） �314 �287 �313 

入浴者数（人） �334，477 �316，083 �328，828 
一日平均（人） �1，065′ �1，101 �1，051 

・池田温泉新館入浴者数（月別） 

月　　別 �営業日数 　（日） �入浴者数 （人） �一日平均 （人） 

4　　　　月 �26 �27，740 �1，067 

5　　　　月 �26 �27，437 �1，055 

6　　　　月 �26 �23，923 �920 

7　　　　月 �26 �23，367 �899 

8　　　　月 �28 �30，477 �1，088 

9　　　　月 �26 �27，054 �1，041 

10　　　　月 �26 �25，427 �978 

11　　　月 �26 �27，939 �1，075 

12　　　　月 �25 �25，069 �1，003 

1　　　月 �27 �36，099 �1，337 

2　　　　月 �24 �25，908 �1，080 

3　　　　月 �27 �28，388 �1，051 

合　　計 �313 �328，828 �1，051 

・池田温泉新館施設入浴利用料（年度別） 

年　度　別 �23年度 �24年度 �25年度 

営業日数（日） �314 �287 �313 

入浴利用料（円） �130，554，550 �122，584，100 �129，893，650 
一日平均（円） �415，779 �427，122 �414，996 

・朝風呂サービス利用者数状況（年度別） 

年　度　別 �23年度 �24年度 �25年度 

サービス日数（日） �61 �58 �61 

入浴者数（人） �7，059 �7，779 �8，293 
一日平均（人） �116 �134 �136 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　‾　容　　と　　成　　果 

・福祉の湯の利用者数状況（年度別） 

年　度　別 �23年度・ �24年度 �25年度 � 

利用可能数（回） �1，892 �1，734 �1，878 

利用回数（組） �1，206 �1，198 �1，297 

利　用　者（人） �1，278 �1，248 �1，358 

利　用　率（％） �63．74％ �69．09％ �69．06％ 

町内利用者 � � � 

利用回数（組） �213 �171 �220 

利　用　者（人） �224 �173 �226 

利用割合（％） �17．66％ �14．27％ �16．96％ 

県内利用者 � � � 

利用回数（組） �814 �758 �843 

利　用　者（人） �874 �784 �888 

利用割合（％） �67．50％ �63．27％ �65．00％ 

県外利用者 � � � 

利用回数（組） �179 �269 �234 

利　用　者（人） �180 �291 �244 

利用割合（％） �14．84％ �22．46％ �18．04％ 

・家族風呂の利用者数状況（年度別） 

年　度　別l23年度l24年度 ���25年度 

利用可能数（回） �314 �286 �312 

利用回数（組） �82 �79 �57 

利　用　率（％） �26．11％ �27．62％ �18．27％ 

町内利用者 � � � 

利用回数（組） �9 �9 �6 

利　用　者（人） �19 �18 �12 

利用割合（％） �10．98％ �11．39％ �10．53％ 

県内利用者 � � � 

利用回数（組） �39 �42 �35 

利　用　者（人）‡　　　　80 ��85 �64 

利用割合（％）′ �47．56％ �53．17％ �61．40％ 

県外利用者 � � � 

利用回数（組） �34 �28 �16 

利　用　者（人） �69 �57 �33 

利用割合（％） �41．46％ �35．44％ �28．07％ 
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目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と一　成　　果 

2 施設管理費 �・池田温泉新館湯の華宿泊者数状況（年度別） 

年　度　別 �23年度 �24年度 �25年度 � 

営業日数（日） �314 �287 �313 

宿泊可能（日） �264 �238 �260 

宿泊者数（人） �2，661 �2，462 �2，405 
一日平均（人） �10 �10 �9 

・池田温泉新館湯の華宴会者数状況（年度別） 

年　度　別 �23年度 �24年度 �25年度 

営業日数（日） �314 �287 �313 

宴会者数（人） �3，746 �3，883 �3，665 
一日平均（人） �12 �14 �12 

・池田温泉新館宿泊者本館入浴利用者数状況（年度別） 

年　度　別 �23年度 �24年度 �25年度 

営業日数（日） �314 �313 �313 

宿泊者数（人） �2，661 �2，462 �2，405 

入浴利用者（人） �228 �251 �286 

・福祉バス利用者数状況（年度別） 

年　度　別 �23年度 �24年度 �25年度 

月～金（池野駅） �1，443 �1，240 �1，157 

月（北回り） �956 �777 �13 

月（南周り） �485 �389 �34 

月（新ルート） �0 �0 �832 

火曜日 �847 �729 �632 

水曜日 �707 �■　750 �736 

木曜日 �1，468 �1，458 �1，509 

金曜日 �1，277 �1，149 �1，012 

土曜日 �323 �312 �344 

日曜日 �373 �412 �397 

祝日 �91 �107 �86 

総合計 �7，970 �7，323 �6，752 

工事関係 

174，599千円 ��本　　館 

（P243） ��本館源泉用加圧ポンプ更新工事　　　　　　　1，785，000円 

本館敷地進入路際花壇改修工事　　　　　　　1，499，400円 

新　　館 

池田温泉浴槽排水PH中和装置設置工事　　　4，935，000円 
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【款】　2　　基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　165千円

【項】　1　基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　165千円

目 �主　　な　　事　　業　　内　　容　　と　　成　　果 

1 温泉基金 �温泉基金積立金　　　　　　　　　　　0円 

積立金 165千円 （P246） �温泉基金利子積立金　　　　　‘164，912円 

・池田温泉基金積立金の状況（年度別）　　　　（単位：円） 

年　度　別 �23年度 �24年度 �25年度 � 

前年度現在高 �345，634，519 �360，847，550 �281，113，177 

積立額 �15，000，000 �75，000 �0 

取り崩し額 �0 �80，000，000 �0 

利子積立額 �213，031 �190，627 �164，912 

年度末現在高 �36㌔0，847，550 �281，113，177 �281，278，089 
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