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予 規 模

（単位：千円、△印は減を示す）

区　　　分 �平成25年度 �平　成　24　年　度 ��比　　　　　　較 ����平　　成　　25　　年　　度．財　　源　　内　　訳 
当　初 �現　計 �対　当　初 ��対　現　計 ��特　　　　定　　　　財‘　　源 ����一般財源 

金　額 �増減率 �金　額 �増減率 �国庫支出金 �県支出金 �地　方債 �そ　の　他 

1一　般　会　計 �7，340，000 �6，995，000 �8，096，279 �345，000 �4．9 �△756，279 �△9．3 �773，362 �496，988 �78，600 �422，691 �5，568，359 

国民健康保険 2 特別＿会計 �2，320，000 �2，233，000 �2，314，627 �87，000 �3．9 �5，373 �0．2 �442，035 �109，536 �0 �197，200 �1，571，229 

後期高齢者医療事業 3 特別会計 �215，000 �212，000 �207，317 �3，000 �1．4 �7，683 �3．7 �0 �0 �0 �8，259 �206，741 

北部簡易水道事業 4 特別会計 �76，000 �76，000 �77，422 �0 �0．0 �△1，422 �△，1・8 �0 �0 �0 �71，528 �4，472 

南部簡易水道事業 5 特＿別会計 �72，000 �67，000 �73，024 �5，000 �7．5 �△1，024 �△1．4 �0 �0 �0 �65，850 �6，150 

農業集落排水事業 6 特別会計 �353，000 �362，000 �372，414 �△9，000 �△2．5 �△19，414 �△5．2 �0 �0 �0 �112，491 �240，509 

公共下水道事業 7 特別会計 �757，000 �891，000 �906，821 �△134，000 �△15．0 �△149，821 �△16．5 �136，200 �0 �180，100 �202，511 �238，189 

8　温泉施設特別会計 �295，000 �336，000 �321，342 �△41，000 �△12．2 �△26，342 �△8．2 �0 �0 �0 �‾0 �295，000 

計 �11，428，000 �11，172，000 �12，369，246 �256，000 �2．3 �△941．，246 �△7．6 �1，351，597 �606，524 �258，700 �1，080，530 �8，130，649 

（注）平成24年度現計予算は、平成25年池田町議会第1回定例会提出補正予算（案）を含む。
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平　成　2　5　年　度　池　田　町　一　般　会　計　予　算　性　質　別　調　書
（単位：千円）

項　　　　　　目 �本年度予算額 �前年度予算額 �比　較 �前年度対比 �増　　　　減　　　　の　　　　主　　　　な　　　　理　　　　由 

経 �人　　件　　費 �1，235，079 �1，264，314 �△29，23声 �△2．3 �一般職職員給料　　　　　　　　△11，607　　職員共済組合負担金　　　　　　　△7，080 
職員手当　　　　　　　　　　　　△6，103　外国人語学講師報酬　　　　　　　△2，400 

物　　件　　費 �884，512 �867，310 �17，202 �2．0 �総合行政情報システム機器リース料　14，265　臨時職員貸金（児童福祉総務費）　　　9，668 

常 的 な も の ������総合行政情報システム利用料　　　　　8，755　　光熱水費（道の駅施設管理費）　　△4，766 
維持補修費 �53，044 �53，218 �△174 �△0．3 �修繕料（リサイクル事業費）　　　　△1，868　修繕料（企画費）　　　　　　　　　2，000 

扶　　助　　費 �1，174，310 �1，165，726 �8，584 �0．7 �児童・生徒等町単扶助費　　　　　18，839　　障害者自立支援給付事業給付金　　10，756 
児童手当　　　　　　　　　　　　△16，460　　法人立保育園運営費　　　　　　△15，242 

補　＿助　費　等 �838，256 �844，868 �△6，612 �△0．8 �国体実行委員会補助金　　　　　△29，300　保育所運営費（広域入所分）　　　△3，003 
観光協会等補助金　　　　　　　　　9，620′　養基小学校養基保育所組合負担金　　5，731 

公　　債　　費 �646，823 �643，245 �3，578 �0．6 �普通債償還元金　　　　　　　　　　14，719　　作業療法士専門学校建設資金貸付事業債償還元金　△7，120 

繰　　出　　金 �509，692 �498，123 �11，569 �2．3 �揖斐広域連合負担金（介護保険事業費）　　5，940　　後期高齢者療養給付費負担金　　　　3，657 
国保保険基盤安定繰出金　　　　　　1，279　　後期高齢者医療事業特別会計繰出金　　　675 

予　　備　　費 �35，000 �50，000 �△15，000 �△30．0 � 

小　　　　　　計 �5，376，716 �5，386，804 �△10，088 �△0．2 � 

臨 時 �人　　件　　費 �6，122 �3，590 �2，532 �70．5 �選挙事務従事者時間外手当　　　　　1，605　　調査員報酬（住宅土地統計）　　　　　766 
物　　件　　費 �346，006 �344，806 �1，200 �0．3 �総合行政情報システム導入委託料　18，418　予防接種委託料　　　　　　　　　　7，638 

都市計画基本図修正業務委託料　　　6，500　国体大会会場運営業務委託料　　△21，502 

維持補修費 �1，998 �1，998 �0 �0．0 � 

補　助　費　等 �158，085 �204，463 �△46，378 �△22．7 �上水道事業補助金　　　　　　　△13，511　国体民泊運営事業補助金　　　　　△9，960 
的 ������法人立保育園管理運営補助金　　　△7，852　　バドミントン日本リーグ岐阜県開催実行委鼻会補助金　　3，500 

普通建設事業費 �961，774 �582，054 �379，720 �65．2 �池野駅北整備事業用地購入費　　129，735　　八幡小学校校舎改築工事請負費　　121，006 
な も の ������池野・杉野線交差点改良工事請負費　　80，000　　国体関連施設整備工事請負費　　　△54，408 

災害復旧事業費 �22 �22 �0 �、0．0 � 

積　　立　　金 �2，034 �1，553 �481 �31．0 � 

投資及び出資金・貸付金 �18 �18 �0 �0．0 � 

繰　　出　　金 �487，225 �469，692 �17，533 �3．7 �公共下水道事業特別会計繰出金　　　9，668　　国保財政安定化支援事業繰出金　　　7，972 

小　　　　　計 �1，963，284 �1，608，196 �355，088 �22．1 � 

合　　計 ��7，340，000 �6，995，000 �345，000 �4．9 � 



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

議会事務局1／1

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����・一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

1 議会費 �1 議会費 �「議会だより」発行事業 �年4回定例会毎に発行 A4版10～16貢7，900部 �1，142 � � � � �1，142 

常任委員会等視察事業 �常任委員会研修事業　　　・540 議会広報編集委員会研修事業　　　219 �759 � � � � �■　759 

議会会議録作成事業 �会議録作成委託料 �896 � � � � �896 

－　3　－



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

総務部　総務課1／4

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

2 総務費 �1 綺務管理 費 �庁舎・中央公民館修繕工事 �庁舎屋上及びPH（塔屋）屋根防水改修修7，080 縛工事・ 緊急修繕工事等　　　4，500 �11，580 � � � � �11，580 

医療機関誘致環境整備 事業 �住民の求めていた医療機関の誘致と養老鉄道池野駅 の利用者の駐車場として用地を取得し、造成工事と道 路改良工事を実施する。 事業面積8，649Ⅰぜ 駐車場総数173台 土地取得費等129，919 造成工事費58，382 道路改良工事費33，600 �221，901 �120，000 � � � �101，901 

養老鉄道支援事業 �沿線市町による養老鉄道存続支援 ・3億円と赤字額から資本費を除いた額の1／2との いずれか少ない方の額をぬ線市町で支援。 ・今年度より鉄道施設維持修繕事業補助金を養老鉄 道に交付予定（県4／10・市町4／10・養老鉄道2ノ 10）。市町の4／10は、3億円の補助金内で調整。 ‾・美濃本郷駅前駐車場借地料等 �37，854 � � � � �37，854 

コミュニティバス運行業務 事業＿ �・交通手段のない住民のため、バス3台を使用して、コ ミュニティバス（巡回線、北・南回り線）、温泉福祉バ ス、役場～市橋線を運行。 ・新たにバス1台を購入し北・南回り線を増便する。 �27，255 �5，500 � � �1 �21，754 



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

総務部　総務課　2／4

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �そゐ他 ‾（千円） 

2 総務費 �1 総務管理 費 �交通安全施設整備事業 �カーブミラー、道路照明灯、回転灯、警戒標識等の 交通安全施設の設置・修繕 �5，301 � � � � �5，301 

広報発行事業 �・毎月1日発行7，940部 PDF（ホームページ掲載）加工． �5，457 � �558 � �144 �4，755 

団体育成振興事業 �ボランティア団体・NPO法人等の育成及び事業活動に 対する支援事業 �300 � � � � �300 

4 選挙費 �参議院議員通常選挙 �参議院議員通常選挙に伴う執行経費 �′　8，697 � �8，600 � � �97 

5 統計調査 費 �統計調査事業 �工業統計調査、住宅土地統計調査、学校基本調査 �1，314 � �1，314 � � � 

9 消防費 �1 消防費 �郡・町消防操法大会 �町ポンプ車換法・小型ポンプ換法 平成25年5月19日予定於：池田公園 郡ポンプ車換法・小型ポンプ換法 平成25年6月16日予定於：池田公園 �5，217 � � � � �5，217 

郡・町総合防災訓練 �非常召集訓練・火災防ぎょ訓練等 平成25年8月18日予定於：養基小学校予定 �744 � � � � �744 
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平　成　2　5、年　度　　主　要　事　業

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �・総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定＿　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

9 消防費 �1 消防費 �年末夜警 �各消防器具庫 平成25年12月25日～30日予定 �■1，065 � � � � �1，065 

消防出初式 �池田町総安全祈廟奈 消防出初式式典・分列．行進・一斉放水 平成26年1月12日予定 於：池野天満宮、中央公民館 �361 � � � � �361 

安定ヨウ素剤購入事業 �町内40歳未満の全住民11，450人分の安定ヨウ素剤 を備蓄 �208 � � � � �208 

防災メール配信事業 �＿登録型や防災メール（避難勧告・避難指示等）を配 信。また、ドコモのエリアメールやソフトバンクの緊急速 報メール等とも連動し、自動的に町内の携帯へ一斉配 信する。併せて、気象庁より池田町で警報が発令され た場合、自動配信する。 �1，374 � � � � �1，374 

自主防災組織資機材整備 事業 �町防災資機材整備費　■ �3，457 � � � � �3，457 

自主防災組織支援事業 �自主防災組織資機材整備費補助金 �2，500 � � � � �2，500 



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

総務部　総務課　4／4

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �一総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円）′＿ �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

2 総務費 �1 総務管理 費 �太陽光発電設備設置事業 �太陽光発電設備殻置事業に係る土地使用料 100，000円／月×10ケ月＝1，000，000円 草深願成寺住宅団地用地6，314Ⅰぜ‾ 南部公園駐車場用地　5，589Ⅰぜ 合計　11，903nf′ �1，000 （歳入のみ） � � � � � 

池田町土地開発公社用地 購入事業 �土地開発公社が先行取得した用坤を買戻しする。 草深顧成寺住宅団地用地の一部 �30，000 � � � � �30，000 

企業誘致推進対策事業 �・企業誘致の積極的な推進 ・医療機関誘致 ・総合的及び重点的な施策の充実 情報の提供、誘致の充実強化、助成、立地環境の 整備、推進体制の整備 ・その他関係法令の許可事務 �300 � � � � �300 
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平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

総務部　情報政策室1／1

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　■　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

2 総務費 �1 総務管理 費 �情報振興事業 �情報化社会の進む中で、情報ネットワークシステム ■は、行政事務や学校教育に欠かせない重要な要素の 1つである。25年度は、総合行政ネットワーク機器の 更新に伴いネットワークの設定変更を行う。 また、昨今問題となっている電子メールのなりすましに よる送信等を防ぐためのセキュリティ強化を図る。 今後、増大する情報伝送量（トラフィック）の”見える 化’’を構築し、町全体のネットワークが安定して稼働す るよう努めていく。 �17，445 � � � �2，123 �15，322 

情報ステイション池田事業 �情報ステイション池田を中心に、NPOへの業務委 託やシニア世代が情報化社会の中で孤立しないよう に、NPO・住民ボランティア・行政の協働体制により地 域情報化のサポートと、情報化社会での新たなコミュ ニティ形成を進めていく。 �2，827 � � � �116 �2，711 

電子計算事業 �住民記録・収納管理や財務会計システムなど、行政 事務の電子化に必要となる電算シ女テムの維持管理 を行う。迅速な窓口サービス対応とセキチリティ対策に 万全を図っていく。 �12，375 � � � �914 �11，461 

新システム構築事業 �岐阜県市町村行政情報センターの“総合行政情報 システム”の導入に向け、揖斐川町、大野町、池田町 の3町でシステムの共同導入を進める。 システム導入に向け業務の見直＿しやシステムの標 準化に重点を置き、住民サービスの円滑化と費用対 効果を考えたシステム運用に努めていく。 �47，202 � � � � �47，202 



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

総務部　税務課1／2

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

2 総務費 �2 徴税費 �町税等賦課事務電算業務 委託事業 �固定資産税、町県民税、軽自動車観、法人町民税 等の賦課事務は、岐阜県行政情報センターに委託 し、迅速、公平正確な処理を行う。 当初納税通知書は、納税者の利便性の向上と納付 の環境整備を目的に、コンビニエンスストアーで納付 （銀行等でも納付可能）ができる通知書にする。 （個人町県民税、固定資産税、軽自動車税） 税目別委託料 町県民税6，957 固定資産税5，054 軽自動車税393 ′収納支援システム353 法人町民税158 住民情報■1，075 �13，990 � � � � �13，990 

固定資産評価システム更新 事業 �固定資産地図システム 地図システム保守　　504 家屋評価システム保守　　331 �835 � � � � �835 

－　9　－



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

総務部　税務課　2／2

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（≠円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

2 総務費 �2 徴税費 �固定資産（土地家屋）現況 調査委託事業 �固定資産（土地家屋）現況調査委託事業 ・地番現況データ修正業務 ・地番現況図分合筆修正 ・家屋現況図修正 ・家屋梗番号付設 ・画地条件、個別補正データ取痔 ・税務地図システムデータ更新 ・税務地図システム画像データ更新他 �4，077 � � � � �4，077 

土地評価業務委託事業 �土地評価業務委託事業 ・路線価格策定・価格検革図作成 ・背景データ差替え・路線図データ編集 ・報告書作成 ・状況図・路線価図作成 ・評価センター提供データ作成等 �3，885 � � � � �3，885 



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

民生部　住民課1／3

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　‾源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

2 総務費 �3 戸籍住民 基本台帳 費 �戸籍・住民基本台帳事務 �－1．戸籍届書の審査・受理、記載及び戸籍謄抄本等の 交付 2．住民異動届の受理、住民登録事務、住民票の写し 等の交付 3．印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付 4．住民票等の広域相互発行 5．その他戸籍・住民基本台帳に関する事務 6．上記にかかる電算システムのハード及びソフトの管 理・保守 �13，169 �270 �25 � �7，520 �5，354 

住民基本台帳ネットワーク システム事業 �1，住民票コードの記載と通知 2．県への本人確認情報の提供 3．転入通知 4．住民票の写しの広域交付 5．付記転出 6．住民基本台帳カードの女付 7．上記にかかる電算システムのハード及びソフトの管 ・理・保守 �3，205 � � � � �3，205 
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平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

民生部　住民課　2／3

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �、事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源・ （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

4 衛生費 �1 保健衛生 費 �環境衛生費 �公害測定委託業務1，050 河川12ヶ所の水質検査を2回及び 公害発生源測定 親子クリーン・カン・バック作戦　720 （各区毎7月～8月に清掃奉仕活動） 住宅用太陽光発電システム設置補助金6，000 その他管理費1，724 �9，494 � �1 � �1 �9，492 

リサイクル事業 �リサイクルセンター作業人夫貸1，149 リサイクルセンター業務委託料　3，736 ペットボトル、プラ容器等回収処理委託料9，828 古紙類等運搬委託料　4，788 環境衛生支援業務委託料　500 発砲スチロール減容等業務委託料′2，268 その他管理費　2，713 �24，982 � � � �7，805 �17，177 

斎苑管理業務 �′燃料等維持管理費　3，868 保守管理委託料1，058 土地賃貸料　481 揖斐広域斎場建穀町負担金　23，074 斎苑業務委託料　2，688 施設修繕工事　490 �31，659 � � � �1，463 �30，196 

2 清掃費 �清掃総務費 �公衆便所清掃管理業務委託料　　2，940 町内各所の公衆便所の清掃管理 �2，940 � � � � �2，940 



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

民生部　住民課　3／3

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　＿源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

4 衛生費 �2 清掃費 �じんかい処理費 �可燃物収集袋、不法投棄禁止看板購入等5，336 一般廃棄物収集運搬委託料99，402 水質調査測定等委託料1，122 川渡え土砂処理委覿料1，161 古紙類回収処理垂託料723 西濃環境整備組合分賦金99，671 （内訳）ごみ処理関係（97，289） プール関係（2，3由） 一般家庭用ごみ収集所設置補助金1，000 生ごみ処理器設置事業補助金780 古紙類集団回収事業奨励金750 その他管理費　652 �210，597 � � � �17，800 �192，797 

し尿処理事業 �大垣衛生施設組合し尿処理場使用料　4，130 大垣衛生施設組合分賦金　　107，623 �111，753 � � � � �111，753 

クリーンセンター管理事業 �作業員人夫貸金　2，892 粗大ごみ等運搬・処理委託料1，995 布団・ゾユ「タン類等運搬・処理委託料851 廃乾電池、蛍光灯処分委託料1，589 不燃物ガラ処分委託料4，827 瓦礫類運搬処理委託料169 重機貸借料1，449 コンテナリース料　252 クリーンセンター作業委託料1，310 その他管理費　‾2，339 �17，673 � � � �2，085 �15，588 
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平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

民生部　健康福祉課1／5

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

3 民生費 �1 社会福祉 �池田町福祉センター �法人運営事業　　　　　　　　　　　　　　7，233 �11，743 �143 �2，692 � � �8，908 

費 �指定管理事業 �福祉センター施設管理費、団体助成金等 ・地域福祉推進事業　185 病児・病後児保育事業、コミュニティママ4，325 子育てサポート事業 

町社会福祉協議会 補助事業 �社協運営費補助 法人運営事業 �18，871 � � � � �18，871 

地域福祉計画策定事業 �地域で安心して暮らすことができる福祉のまちづくり 計画を作成する �1，876 � � � � �1，876 

障害者福祉給付金事業 �障害者福祉給付金 1・2級A560人×18，000円10，080 3級B1290人×9，000円　2，610 �12，690 � � � � �12，690 

地域生活支援事業 �相談支援、地域活動支援センター コミュニケーション支援等 日常生活用具給付事業 �16，709 （5，043） （15） （4，000） �5，825 （2，000） �2，912 （1，000） � � �7，972 （5，043） （15） （1，000） 

移動支援事業 �（3，154） �（1，577） �（788） ���（789） 

日中一時支援事業 �（1，412） �（706） �（353） ���（353） 

タイムケア事業 �（2，628） �（1，314） �（657） ���（657） 

社会参加促進事業 �（257） �（128） �（64） ���（65） 

自動車改造等助成事業 �（200） �（100） �（50） ���（50） 



平　成　2　5年　度　　主　要　事　業

民生部　健康福祉課　2／5

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内．容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

3 民生費 �1 社会福祉 費 �自立支援希付事業 �介護給付・訓練等給付・自立支援医療・補装具 �202，158 �101，075 �50，535 � � �50，548 

就労継続支援B型　　　　　　　　　20人 �（18，707） �（9，353） �（4，676） ���（4，678） 

就労継続支援A型　　　　　　　　　　6人 �（7，221） �（3，610） �（1，805） ���（1，806） 

就労移行支援　　　　　　　　　　　1人 �（610） �（305） �（152） ���（153） 

施設入所支援　　　　　　　　　　　22人 �（28，625） �（14，312） �（7，156） ���（7，157） 

共同生活介護　　　　　　　　　　　　3人 �（3，275） �（1，637） �（818） ���（820） 

短期入所　　　　　　　　　　　　　　3人 �（842） �（421） �（210） ���（211） 

生活介護　　　　　　　　　　　　　55人 �（110，865） �（55，432） �（27，716） ���（27，717） 

行動援護　　　　　　　　　　　　　　7人 �（5，507） �（2，753） �（1，376） ���（1，378） 

居宅介護　　　　　　　　　　　　　10人 �（7，085） �（3，542） �（1，771） ���（1，772） 

自立訓練　　　　　　　　　　　　　　2人 �（2，392） �（1，196） �（598） ���（598） 

特別給付費等　　　　　　　　　　　25人 �（5，469） �（2，73号） �（1，367） ���（1，368） 

身体障害者・児補装具給付 �（4，000） �（2，000） �（1，000） ���（1，900） 

自立支援医療給付費（更正・育成医療） �（7，560） �（3，780） �（1，890） ���（1，890） 

障害児通所支援事業 �障害児適所支援 �26，091 �11，984 �5，992 � � �8，115 

児童発達支援等　　　　71人 児童発達支援等利用者負担額軽減事業 �（23，968） （2，123） �（11，984） �（5，992） ���（5，992） （2，123） 

福祉医療扶助事業 �福祉医療扶助事業－ 重度心身障害者扶助　784人 乳幼児扶助1，346人 母子父子家庭等扶助　494人 児童・生徒町単扶助　2，260人 生徒等町単扶助（高校生等）903人 �257，435 （101，238） （53，686） （18，692） （68，819） （15，900） � �84，455 （48，623） （26，530） （9，302） � � �172，980 （52，615） （27，156） （9，390） （68，819） （15，000） 
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平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

民生部　健康福祉課　3／5

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

3 民生費 �2 児童福祉 ＿費 �通園バス運行事業 �温知保育園・西保育園の通園園児送迎バス運行 貸金　　　　2，696 バス管理費　　　584 �3，280 � � � �723 �2，557 

放課後児童クラブ事業 �放課後児童クラブの運営 利用者数 ■温知48人、池田23人、養基34人 八幡41人、宮地11人、計157人 ・貸金14，249 ・運営費　2，804 ・負担金（養基）1，221 �18，274 � �6，708 � �8，067 �3，499 

児童館事業 �児童館運営事業 遊びを通じた児童の健全育成、子育て家庭の支援 臨時職員貸金　11，951 運営費　　2，941 光熱水費　1，852 �16，744 � � � � �16，744 

子育て支援事業 �子育て支援センター事業 臨時職員貸金 運営費 �1，663 （1，392） （271） �696 （696） � � �38 （38） �929 （696） （233） 



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

民生部　健康福祉課　4／5

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業．内　容 　　　（千円） �．総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

3 民生費 �2 児童福祉 費 �子ども子育て支援事業計画 策定事業 �ニーズ調査委託料 �2，000 � �2，000 � � � 

児童手当事業 �児童の健やかな育ちを社会全体で応援する支援事業 総対象児童数3，548人 0～3歳未満598人＠15，000円／月額 3歳～小学生の 第1子・第2子1，818人＠10，000円／月額 �473，748 （107，670） （218，220） �331，553 （88，421） （145，480） �70，402 （9，624） （36・，370） � � �71，793 （9，625） （36，370） 

第3子　　　　283人　＠15，000円／月額 �（51，060） �（34，040） �（8，509） ���（8，511） 

中学生　　　　　　742人　＠10，000円／月額 �（89，070） �（59，379） �（14，844） ���（14，847） 

特例給付107人＠5，000円／月額 （所得制限該当者） 事務費， �（6，355） （1，373） �（4，233） �（1，055） ���（1，067） （1，373） 

保育園運営委託事業 �私立保育園 �169，243 �43，975 �21，987 � �43，447 �59，834 

池田保育園 �（63，555） �（16，564） �（8，282） ��（17，790） �（20，919） 

八幡保育園 �（44，651） �（12，374） �（6，187） ��（9，881） �（16，209） 

市橋保育園 �（58，951） �（14，989） �（7，494） ��（15，108） �（21，360） 

広域入所分（公立1人、私立2人） �（2，086） �（48） �（24） ��（668） �（1，346） 

病児・病後児保育事業 �病児・病後児保育を社会福祉協議会が「福祉ふれあ いサポートセンター」で運営実施 社会福祉協議会指定管理料 広域利用負担金 �4，071 （4，03＿8） （33） � �2，692 （2，692） � � �1，379 （1，346） （33） 
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平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

民生部　健康福祉課　5／5

（款） �（項） �事　　　業■　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内、　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

3 民生費 �2 児童福祉 費 �延長保育促進事業 �池田保育園　　　　　4，853 市橋保育園　　　　　4，853 �9，706 � �6，470 � � �3，236 

地域活動事業対策費補助 事業 �池田保育園　　180 八幡保育園　　180 市橋保育園　　180 �540 � � � � �540 

法人立保育園運営費補完 事業 �池田保育園　　　7，102 八幡保育園　　19，961 市橋保育園　　　3，570 �30，633 � � � � �30，633 

障害児保育対策費補助 事業 �池田保育園　　1，883 八幡保育園　　　9，416 市橋保育園　　1，883 �13，182 � � � � �13，182 

法人立保育園管理運営 補助事業 �池田保育園　　　2，542 八幡保育園　　1，839 市橋保育園　　　2，359 �6，740 � � � � �6，740 

低年齢児年度途中受入促 進事業 �池田保育園　　1，309 八幡保育園　　1，309 市橋保育園　　1，309 �3，927 � �1，962 � � �1，965 



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

民生部　保健センター1／2

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総革 琴費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財・　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

4 衛生費 �11 保健センタ �保健対策推進事業 �・食生活改善普及 （食生活改善推進員による伝達講習・研修会） ・保健カレンダー（上半期・下半期） ・ゆ－みんぐ送迎等 �1，190 （898） （207） （85） � � � �53 （45） （8） �1，137 （853） （207） （77） 

母子保健事業 �・乳幼児健診及び相談 3ケ月～3歳児健診指導及び乳幼児相談 乳幼児健康教室（ぴよぴよ広場、3歳児教室） 妊婦相談及び指導 ・歯科検診指導及びフッ素、サホライド塗布 ・妊婦健診 ・新生児聴覚検査 ・不妊治療費助成 ・養育医療費給付 �29，289 （5，372） （593） （20，924） （600） （1，000） （800） �400 （400） �652 （452） （200） � �284 （284） �27，953 （5，372） （309） （20，472） （600） （1，000） （200） 

成人保健事業 �・健康増進事業 歯周疾患健診、骨粗髭症検診 肝炎ウイルス検診 ・胃、子宮、乳房、大腸、前立腺、肺がん検診 ・健康家族調査 ・健康手帳交付、健康教育・相談、訪問指導 ・精神保健相談交通費助成事業 ・自殺予防対策 �26，075 （3，007） （19，090） （1，311） （2，364） （44） （259） �1，051 （1，051） �2，278 （1，997） （22） （259） � �3，401 （45） （3，356） �19，345 （965） （14，683） （1，311） （2，364） （22） 
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平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

民生部　保健センター　2／2

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費‾ （千円） �財　　　　　渡　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

4 衛生費 �1 保健衛生 費 �予防事業 �・予防接種 BCG、ポリオ、日本脳炎 ジフテリア・百目せき・破傷風 ジフテリア・破傷風 麻しん風しん（1歳児、年長児） ジフテリア・百日せき・破傷風 不活化ポリオ4種混合 ・結核住民検診 ・高齢者インフルエンザ予防接種 ・子宮頸がん等ワクチン接種促進事業 子宮頸がん、ヒプ、小児肺炎球菌 ・任意予防接種負担金 水痘、おたふく、高齢者肺炎球菌 �56，097 （30，103） （788） （4，410） （19，926） （870） � � � � �56，097 （30，103） （788） （4，410） （19，926） （870） 

「健康・福祉フェアいけだ」 イベント事業 �・各種イベントコーナー委託料等 期日：平成25年11月17日（日）予定 �912 � � � �40 �872 

ワールドウオーキング チャレンジ事業 �・生活習慣病予防としてウオーキングを推奨 目標を決めて達成ごとに池田温泉券プレゼント �310 � � � � �310 

健康文化都市推進事業 �・30歳代の健康づくり健診事業 �1，263 � � � �150 �1，113 



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

民生部　高齢福祉課1／4

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　∵訳 特　　　　■　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

3 民生費 �1 社会福祉 費 �長寿者褒賞事業 �長寿者に対する褒賞 88歳4，000円×94人　376 90歳以上1，500円×326人　489 95歳10，000円×28人　280 100歳100，000円×5人　500 �1，645 � � � � �1，645 

緊急通報装置設置事業 �75歳以上の独居高齢者等に緊急通報装置を設置 �694 � � � � �694 

老人保護措置事業 �養護老人ホームへ入所措置 揖斐川尚和園3名 �6，243 � � � �1，569 �4，674 

老人クラブ助成事業 �老人クラブへの活動助成 町・郡・県老人クラブ連合会　　828 単位老人クラブ（44クラブ）　2，260 �3，088 � �1，806 � � �1，282 

介護予防プラン作成委託料 �新予防給付のケアマネジメント業務を居宅介護支援 事業所へ委託 �2，246 � � � �2，246 � 

地域支援事業 �介護予防事業　7，903 （介護予防教室等） 包括的支援事業19，445 （総合相談、権利擁護等） 任意事業　4，亜9 （配食サービス、介護用品の支給等） �31，837 � � � �31，837 � 
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平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

民生部　高齢福祉課　2／4

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千由） �その他 （千円） 

3 民生費 �1 社会福祉 費 �揖斐広域連合負担金 �揖斐広域連合負担金■ 保険給付分　202，795 地域支援事業介護予防分1，216 地域支援事業包括的・任意分　4，801 介護保険事務費等　22，749 その他一般　30，546 �262，107 � � � � �262，107 

後期高齢者医療費 �後期高齢者医療費 負担金　　161，409 準出金　　　51・520 �212，929 � �27，450 � � �185，479 

国保特別会計繰出金 �国保特別会計繰出金 �81，574 �6，333 �42，567 � � �32，674 

保険基盤安定繰出金 出産育児一時金 財政安定化支援事業繰出金 一般会計その他繰出金 �（65，200） （8，400） ■（7，973） （1） �（6，333） �（42，567） ���（16，300） （8，400） （7，973） （1） 

老人保健医療費 �旧老人保健特別会計の診療費 過誤調整及び月遅れ請求分など �85 � � � � �85 



平　成　2　5　年　度（国民健康保険特別会計）主　要　事　業

民生部　高齢福祉課　3／4

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

1 総務費 �1 総務管理 費 �電算委託事業 �委託料 共同電算処理システム保守管理料　690 国保データシステムソフト年間保守料210 国保税業務等電算委託料　5，999 レセプト点検委託料等1，918 �8，817 � �3，304 � � �5，513 

8 保健事業 費 �1 保健事業 費 �健康づくり総合推進事業 �健康生きがいづくり事業1，345 高齢者健康増準事業　228 人間ドッグ補助事業　900 医療費通知事業　1，186 無給付家庭表彰　360 �4，019 � �4，019 � � � 

2‾ 特定健康 審査等事 業費 �特定健康診査等事業 �特定健康診査等事業 特定健康診査 特定保健指導 、〔蓋霊芝整 �16，029 �3，592 �3，592 � � �8，845 

ー　23　－



平　成　2　5　年　度（後期高齢者医療事業特別会計）主　要　事　業

民生部　高齢福祉課　4／4

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内＿　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

1 総務費 �1 総務管理 費 �管理委託業務 �収納管理システムカスタマイズ委託料 システム保守料　　　　　831 �831 � � � � �831 

2 後期高齢 �1 後期高齢 �後期高齢者医療広域連合 �後期高齢者医療広域連合納付金 �203，035 � � � � �203，035 

者医療広 域連合納 付金 �者医療広 域連合納 付金 �納付金 �保険料等負担金　191，767 事務費負担金　　　9，148 r保健事業費負担金　　2，120 

3 保健事業 費 �1 健康保持 増進事業 費 �健康診査事業 �健康診査費用委託料 すこやか健診委託料　7，747 すこやか健診に伴う電算委託料　313 受診票・封筒・郵送料等　298 �8，358 � � � �8，259 �99 



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

建設部　建設課1／5

（款） �（項） �事＿　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業斉 （千円） �財　　　　　源　　　．内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千由） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

6 農林水産業 費 �1 農業費 �農稟農村整備事業 �町単独土地改良事業 農道及び農業用用排水路の維持補修、 改良、安全施設整備等工事 �4，200 � � � � �4，200 

県単独農業農村整備事業 （∋農道舗装 草深地区L＝380．0m／W＝3．0m 片山南1地区L＝380．0m／W＝5．5m 片山南2地区L＝210．0m／W＝3．5m 市橋地区L＝225．0m／W＝6．0m 般若畑地区L＝715．0m／W＝3．0m 萩原地区L＝385．0m／W＝3．0m 宮地地区L＝398．0m／W＝3．0m �46，011 � �18，404 � � �27，607 

②かんがい排水 市橋地区　L＝210．0m �16，800 � �6，720 � � �10，080 

県営農道施設強化事業． 更田橋耐震補強工事負担金 車道幅員W＝6．00m路肩W＝0．50m Ⅰ桁橋耐震補強 �5，000 � � � � �5，000 
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平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

建設部　建設課　2／5

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金． （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

6 農林水産業 費 �1， 農業費 �農地・水・環境保全向上対策 事業 �共同活動支援 農振農用地水田：442．64ha 　畑地：41．69ha 向上活動支援 農振農用地水田：388．76ha ．畑地：41．24ha �8，407 � �50 � � �8，357 

2 林業費 �林道事業 �林道維持補修工事　　　　5，757 林道草刈工事　　　　　809 �6，566 � � � � �6，566 

林道池田明神線等開設事業 �池田明神線開設工事L＝235m／W＝5．0m 池田明神線測量設計し＝2．2km �42，423 � �15，，000 � � �27，423 

8 土木費 �1 土木管理費 �土木総務費 �土木事業測量調査設計委託料 町道改良等路線・用地測量設計 �5，880 � � � � �5，880 

土地登記委託料 ①分筆登記7筆 ②所有権移転4筆 �1，500 � � � � �1，500 

道路台帳補正委託業務 ①道路新設分L＝0．8km ②道路改良分L＝1．9km ③脛永万石分L＝2．4km �4，380 � � � � �4，380 



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

建設部　建設課　3／5

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �い事　業　内　容 　　・（千円） �総事 業費 （千円） �、財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 
国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

8 土木費 �1 土木管理費 �土木総務費 �木造住宅耐震診断委託料　　　　　　20件 �900 �450 �225 � � �225 

木造住宅耐震補強工事費補助金　　　2件 �1，680 � �1，080 � � �600 

建築物耐震診断補助金　　　　　　　1件 �1，000 �500 �250 � � �250 

住宅バリアフリーリフォーム助成金　　10件 �1，000 � � � � �1，000 

地籍調査事業 �宮地北本閲覧（0．18k血f） 宮地南仮閲覧　′（0．31kIぜ） 小牛一筆地調査、図根多角（0．27kIぜ） 　測量 �15，215 � �9，000 � �10 �6，205 

2 道路橋梁費 �道路維持費 �主要幹線町道除雪委託料 除雪時間H＝135時間分 �1，998 � � � � �1，998 

町道維持修繕委託料 点々補修等 �10，000 � � � � �10，000 

町道維持補修工事 ①町道維持補修・軽舗装等 ②道路側溝修繕・側溝清掃 �30，000 � � � � �30，000 
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平　成　2　5　年　度　主　要　事　業

建設部　建設課　4／5

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

8 土木費 �2 道路橋梁費 �ふれあい街道療境整備事業 �ふれあい街道路側改良モデル事業 �6，000 � � � � �6，000 

社会資本整備総合 交付金事業 �地域基盤整備工事 ①本郷1号線舗装修繕工事　22，000 ②本郷15号線舗装修繕工事　30，000 �52，000 �28，600 � �21，000 � �2，400 

池野杉野線交差点改良事業 �池野杉野線交差点改良工事費80，000 　　　用地費36，190 　　　補償費1，000 �117，190 �44，000 � �32，400 � �40，790 

道路新設改良費 �町道アスファルト舗装工事 六之井25号線 道路改良工事 上田48号線 小寺池野線 市橋38号線 �19，210 � � � � �19，210 

県営土木事業負担金 道路改良事業等 �2，119 � � � � �2，119 

橋梁維持費 �橋梁維持修繕 修繕工事2基（大津橋・床板橋） �5，500 � � � � �5，500 



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

建設部　建設課　5／5

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円■） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財・　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

8 土木費 �3 河川費 �河川総務費 �一級河川草刈り（2回刈り） 面積－　A＝166，900Ⅰぜ �22，000 � �3，446 � � �18，554 

排水路改良工事 上田地区排水路改良工事 �3，200 � � � � �3，200 

排水路維持補修工事 �3，000 � � � � �3，000 

6 都市計画費 �都市計画費 �建築確認申請等データ更新業務委託料 �2，830 � � � � �2，830 

都市計画基本図修正業務委託料 �6，500 � � � � �6，500 

池田町景観計画策定業務委託料 �1，575 � � � � �1，575 

－　29　一



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

建設部　産業課1／2

（哀） �（項） �事　　　業　　　名‾ �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

■6 農林水産 業費 �1 農業費 �元気な農業産地構造改革 支援事業 �乗用管理機　　　　　　　　　　　　　　　2，231 �2，231 � �2，231 � � � 

営農組合等機械導入事業 �デジタル台秤　　　　　　41享 トラクター　　　　　　　307 �721 � � � � �721 

新規就農総合支援事業 �就農直後の所得確保に対する給付金交　4，500 付事業 �4，500 � �4，500 � � � 

経営所得安定対策推進 事業 �／経営所得安定対策推進に係る事務補助　　2，000 �2，000 � �2，000 � � � 

鳥獣被害防止総合支援 ノ事業 �鳥獣被害の解消に向けた事嚢の推進と被5，250 害防止施設（柵）の設置 事業主体：池田町有害鳥獣被害 　　対策協蔑会 �5，250 �5，250 � � � � 

2 林業費 �森林病害虫防除事業 �カシノナガキクイムシ予防事業　　li580 　　　　Ⅴ＝80rd �1，580 �790 �395 � � �395 



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

建設部　産業課　a／2

（款■） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

6 農林水産 業費 �2 林業費 �森林・林業体験事業 �広葉樹植栽など森林体験事業等　　　　　1，660 �1，660 � � � � �1，660 

分収造林保育事業 �保育間伐　11．90㌶　　　　　　　　　1，629 �1，629 � � � �1，629 � 

作業道補修事業 �法面保護工等　　　　　　　　　　　　　　2，000 �2，000 � � � � �2，000 

揖斐緑と水のまつり事業 �第63回揖斐緑と水のまつり　　　900 開催予定4月27日（土） �900 � � � �770 �130 

7 商工費 �1 商工費 �商工会補助事業 �地域振興事業費補助金　　　　　　　　13，000 �13，000 � � � � �13，000 

観光施設整備事業 �登山道新設調査設計委託業務　　　　　　5，350 �5，350 � � � � �5，350 

観光事業等補助事業 �ふるさと祭り、地区別イベント等補助金　　13，260 �13，260 � � � � �13，260 

観光施設維持補修事業 �池田山避難小屋修繕事業　　　　　　　1，200 �1，200 � � � � �1，200 

ー　31－



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

水道部　水道課1／8

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内■容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

4 衛生費 �1 保健衛生 費 �浄化槽設置整備事業 �浄化槽設置整備事業補助金（30基分）． 人格（基準額）基数 5人（332千円）9基2，988 6人～7人（414千円）15基6，．210 8人～10人（548千円）2基1，096 11人～20人（939千円）2基1，878 21人～30人（1，472千円）1基1，472 31人～50人（2，037千円）1基2，037 �15，681 �4，121 �5，227 � � �6，333 

町単独浄化槽設置整備 事業 �町単独浄化槽設置整備事業補助金（20基分） 人槽（基準額）基数 5人（110千円）8基880 6人～7人（138千円）7基966 8人～50人（182千円）5基910 �2，756 � � � � �2，756 

3 上水道費 �上水道事業補助金 �上水道事業補助金 �14，920 � � � � �14，920 



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

水道部　水道課　2／8

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

6 農林水産 �1 農業費 �農業集落排水事業特別 �施設管理繰出金 �55，593 � � � � �55，593 

業費 ��会計繰出金 �中谷地区　2，540 一徳谷地区　5，613 大谷地区　3，820 大津谷地区　9，326 白鳥地区　9，792 深歩谷地区10，074 東光寺谷地区　■14，428 

下水道債鱒還繰出金 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 �184，912 � � � � �184，912 

8 土木費 �5 下水道費 �公共下水道事業特別会計 繰出金 �管理総務費繰出金　9，149 浄化センター管理費繰出金16，169 下水道債償遼元金繰出金　■123，079 1こ水道債償還利子繰出金　71，990 一時借入金利子繰出金　200 管理事業費繰出金　2，177 管渠施設事業費繰出金　7，561 �230，325 � � � � �230，325 
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平　成　2　5　年　度（北部簡易水道事業特別会計）主　要　事　業

水道部　水道課　3／8

（款） �（＿項‾） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　‘内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地■方債 （千円） �その他 （千円） 

1 管理費 �1 北部管理 費 �施設等修繕事業 �施設・配水管漏水修繕　　3，850 量水器修繕及び取替　　　67 水源地送水ポンプ整備修繕　、1，454 �5，371 � � � �5，371 � 

施設維持管理委託料 �機械、電気計装設備保守点検委託料及び 水源地電気保守点検委寵料　　2，881 水源地等電気料　　　7，966 �10，847 � � � �10，847 � 

維持補修及び配水管布設 事業 �配水管維持補修工事　　　1，000 ■維持補修工事　　　　　1，000 �2，000 � � � �2，000 � 



平　成　2　5　年　度（南部簡易水道事業特別会計）主　要　事　業

水道部　水道課　4／8

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳■ 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

1 管理費 �1 南部管理 費 �施設等修繕事業 �施設・配水管漏水修繕　　　　3，000 量水器修繕及び取替　　　　4，819 �7，819 � � � �7，819 � 

施設維持管理委託料 �機械、電気計装設備保守点検委託料及び 水源地電気保守点検委託料　　豆，112 水源地等電気料　　　3，495 �5，607 � � � �5，607 � 

維持補修及び配水管布設 事業 �配水管施設等維持補修工事　　1，000 新規加入工事　　　　　1，000 �2，000 � � � �2，000 � 
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平　成　2　5　年　度（上水道事業会計）主　要　事　業

水道部　水道課　5／8

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

・収益的支 �営業費用 �施設修繕・維持管理委託 �水源地等施設修繕　　　　　　　　　　　　4，299 �100，763 � � � �100，763 � 

出 ��業務事業 �配水管漏水修繕　2，500 配水池等施設修繕　2，000 公共下水道関連工事　84，000 機械・電気計装設備保守点検委託料1，943 水源地電気保守管理料　292 漏水調査委託料1，313 経営シミュレーション業務委託料4，416 

減価償却費 �有形固定資産減価償却費　　　　　　　　66，002 �66，002 � � � �66，002 � 

営業外費 用 �企業債償遺利息 �借入元金1，870，800，000円に対する償還利息 �41，666 � � � �26，747 �14，919 

資本的支 出 �建設改良 費 �新規加入工事 �新規加入工事　　　2，000 水源地取水ポンプ更新工事、　4，140 消火栓・仕切弁設置工事　1，820 �7，960 � � � �7，960 � 

企業債償 還金 �企業債償還金 �借入元金1，870，800，000円に対する償還元金 �83，979 � � � �83，979 � 

有価証券 購入費 �国債購入 �国債購入　　　　　　　　　　　　　　　　200，000 �200，000 � � � �200，000 � 



平　成　2　5　年　度（農業集落排水事業特別会計）主　要　事　業

水道部　水道課　6／8

（款） �（項） �′事　　業　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 ‾、業費 （千円） �財　　　　　源＿　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

1 管理費 �1 農業集落 �中谷地区農業集落排水 �処理施設維持管理 �21，872 � � � �19，328 �2，544 

排水管理 費 �施設管理事業 �・施設・機器保守点検業務委託 ・余剰汚泥引抜及び清掃業務委託 ・施設電気料等 ・その他施設管理費 

徳谷地区農業集落排水 施設管理事業 �処理施設維持管理 ・施設・機器保守点検業務委託 ・余剰汚泥引抜及び清掃業務委託 ・施設電気料等 ・その他施設管理費 �18，426 � � � �12，813 �5，613 

大谷地区農業集落排水 施設管理事業 �処理施設維持管理 ・施設・機器保守点検業務委託 ・余剰汚泥引抜及び清掃業務委託 ・施設電気料等 ・その他施設管理費 �20，083 � � � �16，263 �3，820 

－　37　－



平　成　2　5　年　度（農業集落排水事業特別会計）主　要　事　業

水道部　水道課　7／8

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　申　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 
．国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

1 管理費 �1 農業集落 �大津谷地区農業集落排水 �処理施設維持管理 �33，745 � � � �24，419 �9，326 

排水管理 費 �施設管理事業 �・施設・機器保守点検業務委託 ・余剰汚泥引抜及び清掃業務委託 ・施設電気料等 ・その他施設管理費 

白鳥地区農業集落排水 施設管理事業 �処理施設維持管理 ・施設・機器保守点検業務委託 ・余剰汚泥引抜及び清掃業務委託 ・施設電気料等 ・その他施設管理費 �18，703 � � � �8，911 �9，792 

深歩谷地区農業集落排水 施設管理事業 �処理施設維持管理 ・施設・機器保守点検業務委託 ・余剰汚泥引抜及び清掃業務委託 ・施設電気料等 ・その他施設管理費′ �16，104 � � � �6，030 �10，074 

東光寺谷地区農業集落 排水施設管理事業 �処理施設維持管理 ・施設・機器保守点検業務委託 ・余剰汚泥引抜及び清掃業務委託 ・施設電気料等 ・その他施設管理費 �39，155 � � � �24，727 �14，428 



平　成　2　5　年　度（公共下水道事業特別会計）主　要　事　業

水道部　水道課　8／8

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 ■（千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

1 事業費 �1 公共下水 �公共下水道事業管渠施設 �補助事業 �274，000 �136，200 � �124，100 �13，700 � 

道事業費 �事業 �・管渠布設工事費等　　274，000 幹線管渠¢300～350L≒550m 面整備管渠¢150　L≒4，190m 

非補助事業 ・管渠布設工事費等　　59，000 面整備管渠¢150　L≒1，160m �59，000 � � �56，000 �3，000 � 

単独事業 ・上水道移設工事負担金　　84，000 ・附帯工事費（共同水道移設等）14，000 �98，000 � � � �82，615 �15，385 

計 �431，000 �136，200 � �180，100 �99，315 �15，385 

合　　　　計 � �431，000 �136，200 � �180，100 �99，315 �15，385 

2 管理費 �2 公共下水 �公共下水道事業施設管理 �公共下水道事業管理費 �130，691 � � � �103，196 �27，495 

道事業管 理費 �事業 �・処理施設維持管理 ・施設機器保守点検業務委託 ・余剰汚泥引抜、処分及び清掃業務委託 ・その他維持管理 管渠管理 ・下水道台帳更新 

計 �130，691 � � � �103，196 �27，495 

合　　　　計 � �130，691 � � � �103，196 �27，495 
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平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

教育委員会　学校教育課1／3

‾（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業㌧費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

10 教育費 �2 小学校費 �特別支援学級支援事業 �○支援員 ・特別支援学級の設置校で、対象児童が集団生活に なじむよう身辺の自立援助や対話を行い、指導助手と して学級運営の一翼を担い、児童の学校生活全般を サポートする。 配置校：温知小5名1八幡小1名池田小2名 ○アシスタント ・通常学級在籍で支援が必要な児童に対し、担任教 諭と連携し、学ぶ楽しさ、学校生活の楽しさを知る手助 けを行い、学力・体力、基本的生活習慣の定着を目指 す。 配置校：温知小1名宮地小1名池田小1名 �16，830 � � � � �16，830 

少人数学級（指導）支援 事秦 �・小学校1学年から3学年までの学級で、一定数以上 （30名以上）になる学級を対象に、町単講師を配置 し、学習集団を1学級増やして、よりきめ細かな少人数 指導を行う。 対象校：八幡小3名池田小2名 �8，967 � � � � �8，967 

外国語活動推進事業 �・小学校1学年から4学年までの授業時数を増やし、全 学年を対象として英語活動に取り組み、町統一の年間 指導計画により、小中の緊密な連携と各小学校間で 共通の内容による指導を行う。担任が一人で進められ るよう指導力の向上と学習環境の整備等を図るため、 ALTの2名以外に町単講師（VET）3名を配置して特色 のある英語活動の授業実践を行う。 �3，793 � � � � �3，793 



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

教育委員会　学校教育課　2／3

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　漉 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

10 教育費 �2 小学校費 �学校維持補修事業 �・耐震補強が必要な温知小の特別教室棟、宮地小の 校舎、池田小の中高学年棟及び給食棟の補強計画 及び実施設計を行う。 �26，000 � � � � �26，000 

学校維持補修事業 �・宮地小器具庫屋根改修工事　2，900 ・池田小特別教室棟外壁塗装工事　8，090 　雨漏り補修工事　　3，150 �14，140 � � � � �14，140 

八幡小学校校舎改築事業 �・工事監理委託料（契約金額の9．8％）988 ・建築工事（契約金額の9．5％）94，682 ・電気設備工事（契約金額の10．0％）11，384 ・機械設備工事（契約金額の11．5％）14，940 ・補償補填有線放送設備移転・2，217 ・備品、事務費等　7，060 �131，271 �59，862 �30，000 �23，800 � �17，609 

－　41－



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

教育委員会　学校教育課　3／3

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　　　業　　　内　　　容 �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

10 教育費 �3 中学校費 �特別支援学級支援事業 �○支援貞 ・特別支援学級の生徒で、集団生活になじむよう身辺 の自立援助や対話を行い、指導助手として学鱒運営 の一翼を担い、生徒の学校生活全般をサポートする。 配置：2名 �3，809 � � � � �3，809 

学校維持補修事業 �・剣道場床改修工事　　　　4，599 ・ダムウェ一夕ー改修工事　　　2，570 �7，169 � � � � �7，169 

5 保健体育 費 �給食センター機器修繕事業 �・厨房重機械維持修繕 食缶洗浄機、連続炊飯器等修繕 �4，260 � � � � �4，260 



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

教育委員会　社会教育課1／2

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金． （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

10 教育費 �4 社会教育 費 �公民館等設備改修事業 �・八幡公民館空調設備改修工事11，500 ・中央公民館緑地帯整備工事　2，580 ・西公民館ホール音響改修工事　670 ．・宮地公民館大会議室等床力一ペット張替修670 緬 ・養基公民館大ホール床カニペット張替修繕590 �16，010 � � � � �16，010 

青少年育成事業 �・少年補導員による街頭補導（月4回）及び月例会の 開催　　　　624 ・子ども会活動等青少年団体助成■1，780 �2，404 � � � � �2，404 

生涯学習振興事業 �中央公民館・地区公民館を活動拠点とした各種講座・ 教室の開催 ・成人教育講座（4講座）226 ・青少年教育（合唱団等）教室（2講座）396 ・親子ふれあい土曜教室　99 ・放課後子ども教室　75 ・各教室、講座（地区公民館）（33講座）950 �1，746 � �96 � � �1，650 

家庭教育事業 �・家庭教育学級を開催し、子どもの健全な成長を活動 と学習を通じて学ぶ。 乳幼児8学級、家庭教育5学級、働く親5学級 �747 � � � � �747 

一　43　－



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

教育委員会　社会教育課　2／2

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

10 教育費 �4 社会教育 費 �文化振興事業 �・文化祭 町民各層の文化活動振興と発展を図る。784 期日：平成25年11月2日・3日（予定） ・文化連盟等文化団体助成　840 �1，624 � � � � �1，624 

成人式事業 �・成人式の開催　対象者290人 期日：平成26年1月12日（予定） �717 � � � � �717 

文化財保護事業 �・出土遺物整理、町内の古文書の2，656 調査整理等 ・霞間ケ渓、願成寺古墳群、1，407 本郷城跡下草刈 ・本郷城跡雑木伐採工事1，680 ・民俗資料収蔵庫設置工事500 ・文化財保護団体等助成478 ・ふれあい街道道路改良発掘調査7，303 �14，024 � � � � �14，024 



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

教育委員会　総合体育館1／1

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

10 教育費 �5 保健体育 費 �体育施設改修事業 �・車間ケ渓スポーツ公園売店解体工事　　　1，127 �1，127 � � � � �1，127 

各種体育団体助成金 �・体育協会　　　1，360 ・スポーツ少年団　　　960 ・レクリェーション協会　　　480 �2，800 � � � � �2，800 

スポ⊥ッ団体全国大会出場 助成金及び激励金 �・スポーツ少年団　　　　1，300 ・一般個人・団体　　　　　200 �1，500 � � � � �1，500 

池田南部公園管理事業 �・管理業務、除草業務 �2，300 � � � �40 �2，260 

国体1周年記念イベント事業 �バドミントン日本リーグ岐阜県開催実行委員会補助金 ・国体1周年記念イベントとして総合体育館にて日本リ ーグを開催する。 �3，500 � �1，500 � � �2，000 

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支援 ・総合型スポーツクラブ事務　　3，334 ・車間ケ渓スポーツ公園管理　1，833 �5，167 � � � � �5，167 

－　45　－



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

教育委員会　図書館1／1

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 巣費 （千円ト �財　　　　顔　　　　内　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

10 教育費 �4 社会教育 費 �読書振興・啓発事業 �読書講演会1回102 、童話会・人形劇　2回124 おはなしの会毎週土曜　72 ミニコンサート1回102 絵本であい教室年12回 �400 � � � � �400 

図書館資料整備事業 �図書購入　　8，500冊　16，000 AV資料購入　140点　　950 �16，950 � � � � �16，950 

雑誌等逐次刊行物整備 事業 �新聞　　9紙　438 雑誌　150誌1，458 官報等　　　　76 �1，972 � � � � �1，972 

書誌データ作成・資料装備 事業 �′図書データ作成　8，500冊714 既存図書装備・データ作成100冊94 AV資料装備・データ作成140点193 マーク保守　　　210 �1，211 � � � � �1，211 

園児送迎バス運行事業 �公立保育園4・5歳児の来館送嘩 �507 � � � � �507 



平　成　2　5　年　度　　主　要　事　業

建設部　池田温泉1／3

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源′ ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 ‾（千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

8 土木費 �2 道路橋梁 費 �道の駅施設管理費 �平成25年度においては、道の駅マニアを始め、温 泉との相乗効果により、より一層の地域振興施設として 道の駅利用者増を目指す。 ・道の駅開駅2周年記念 （サンバ） 平成25年7月21日（日）予定 ・盆おどり（郡上おどり） 平成24年9月14日（土）予定 ・毎月イベント計画実施 ・工事請負費22，006 道め駅子供遊び広場設置工事3，806 道の駅駅長室新設工事1，700 道の駅外塀設置工事15，000 道の駅パーゴラ設置工事1，500 ・施設備品購入費2，999 （屋外用テーブル、パラソルヒーター、 パラソルクーラー、足湯のれん、夏祭り提灯等） �49，570 � � � �37，318 �12，252 

－　47　－



平　成　2　5　年　度（温泉施設特別会計）主　要　事　業

建設部　池田温泉　2／3

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

1 管理費 �1 池田温泉 管理費 �総務事業 �池田温泉の年間入浴利用者総数60万人を目標と し目指し、温泉施設内・敷地内及び道の駅イベント広． 場等を利用した月例・年間イベントなど、サービスの充 実に努める。 ・800万人達成記念6月上旬～6月中旬予定 700 ・道の駅開駅2周年記念7月21日（日）予定 （サンバ、告知うちわ）685 ・道の駅盆おどり9月14日（土）予定 （郡上おどり）296 ・本館17周年11月18日（日）予定 400 ・新館11周年3月3日（日）予定 410 ・温泉イベント企画運営費（本館）1，300 ・温泉イベント企画運営費（新館）1，800 ・道の駅イベント企画運営費（新館）5，400 �74，628 � � � � �74，628 



平　成　2　5　年　度（温泉施設特別会計）主　要　事　業

建設部　池田温泉　3／3

（款） �（項） �事　　　業　　　名 �事　業　内　容 　　　（千円） �総事 業費 （千円） �財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳 特　　　　　定　　　　　財　　　　　源 ����一般 財源 （千円） 

国庫補助金 （千円） �県補助金 （千円） �地方債 （千円） �その他 （千円） 

1 管理費 �1 池田温泉 管理費 �施設事業 �池田温泉の年間入浴利用者総数60万人を目標と し目指し、温泉施設におけるお客様サービスの低下を することなく、最大限のコスト削減に努め、施設の整備 ・点検・お客様サービスの充実を図り温泉経営を進め る。 工事請負費9，216 ・本館源泉用（本館）2，016 加圧ポンプ更新工事 ・本館敷地進入口際（本館）1，500 花壇改修事事 ・浴槽排水pH（新館）5，700 中和装置設置工事 備品購入費5，557 ・本館施設備品購入費513 （フロント監視カメラ録画用機器等） ・新館施設備品購入費2，178 （フロント監視カメラ録画用機器、 鍵付き脱衣ロッカー等） ・道の駅子供広場備品購入費2，866 （有料遊具4台） �177，919 � � � � �177，919 

ー　49　－


