
コミュニティバスの利用状況

23年度 �巡回線 ��南回り（火・木） ��北回り（水・金） ��計 
運行数 �利用者数 �運行数 �利用者数 �運行数 �利用者数 �運行数 �利用者数 

24年2月 �21 �544 �7 �99 �9 �91 �37 �734＿ 

24年　3月 �21 �799 �8 �156 �8 �233 �3ナ �1，188 

23年度　計 �42 �1，343 �15 �255 �17 �324 �74 �1，92之 

24年度 �・巡回線 ��南回り（火■木） ��北回り（水・金） ��計 
＿運行数 �利用者数 �運行数 �利用者数 �運行数 �利用者数 �運行数 �利用者数 

24年　4月 �20 �760 �8 �93 �8 �170 �36 �1，023 

24年　5月 �21 �679 �8 �80 �8 �149 �37 �908 

24年　6月 �21 �732 �8 �109 �8 �139 �37 �980 

24年　7月 �21 �775 �8 �112 �8 �100 �37 �987 

24年　8月 �23 �799 �9 �132 �10 �149 �42 �1，080 

24年　9月 �19 �706 �8 �113 �8 �115 �35 �寧34 

24年10月 �皇2 �745 �9 �167 �9 �114 �40 �1，026 

24年11月 �21 �・685 �9 �139 �8 �92 �38 �916．‾ 

24年12月・ �19 �619 �8 �117 �8 �88 �35 �824 

25年　1月 �ノ19 �557 �8 �115 �8 �120 �35 �792 

計 �206 �7，057 �83 �1，177 �83 �1，236 �372 �9，470 

総　　務　　課



コミュニティバスの行き先の割合

－　51一
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一　52　－ 情報政策室

款02総務費

項01総務管理費

目 �主な事業内容 

6 �1．　　　　　　　　17，445千円 

情報管理費 �スマートフォンなどの携帯端末の急速な普及により、情報漏洩や遠隔換作ウイルスが問題となる中、行政ネットワークの安心かつ安定した運用と内部情報の 

79，849千円 �保護は益々重要となっている。今年度は総合行政ネットワーク（LGWAN）の機器更新を行い、霞ヶ関WANや県を含めたネットワークのセキュリティ弓封ヒ 

を図る。また、電子メールによる“なりすまし”への対策や日々増大する情報伝送量（トラフィック）の“見えるイビを構築し、ネットワークの“ボトルネッ 

ク’’の早期発見と機器の監視を行い、町全体のネットワークの安定稼働に努める。 

町ホームページの利便性向上への取り組みでは、職員の意織を高めてアクセスカウントの結果や住民のニーズに沿った内容の充実に取り組んでいく。 

【主な事業】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【主な財源】 
1．総合行政ネットワーク（‾LGWAN）機器更新　　　　　　1．着基組合通信システム管理費負担金　　　　　　　　1，566千円 

2．電子メールサーバの基本ソフト（OS）更新　　　　　　　　2．インターネットメール申請登録料　　　　　　　　　　　　1千円 

3．データ伝送量の“見える化”の構築　　　　　　　　　　3．揖斐郡教育センターインターネット回線等負担金　　　　　96千円 

4．ことばの教室インターネット回線等負担金　　　　　　　　400千円 

5．ホームページバナー広告掲載料　　　　　　　　　　　　　　60千円 

Z．情報ステイション池田事業　　2，827千円 
NPOと行政の協働による情報ステイション池田の運営を通して、近隣の市町村にない池田町独自のサービスとコミュニティの形成に向け努力する。 

また、情報化社会の中で、インターネットの正しい活用方法について親子で学ぶ機会を擾供し、今後ネット社会の中で子供たちが能力を十分発挿できる 

ように指導する環境を提供していく。 
「情報ステイシヨン池田」利用状況 

【主な事業】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年1月31日現在 
1．情報ステイション池田の運営　　　　　　　　　日・回数　利用者人数 【呈這㌫アン常会の開催　　　　　　情報ステイション利用者　209日1・718人 

1．情報ステイション池田電気・電話料　36千円　　　ステイション講座参加者　95回　426人 2・パソコン講習会受講料　　　80千円　　　シニアネットクラブ　206回1，758人 

子どもIT教室参加者　　　　　13回　　　　　55人 

合　計　　　　　　　　　　　3，957人 



款02　総務費

項01総務管理費

主　な　事　業　内　容

3．電子計算事業　　12，375千円

窓口での証明書発行や異動手続き等の業務が停滞しないようにすると共に、各種サーバ機器の管理とデータバックアップなど日々の管理体制を強化し、

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’’導入に伴う住民情報や帳票デ」タの安全な移行のための準備を行っていく。

また、県域WANとして利用している“岐阜情報スーパーハイウェイ”について、県と市町村が費用負担し今後5年間について安定的な運用に協力し

ていく。

【主な事業】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【主な財源】
1∴総合行政情報システム移行に伴う事前準備　　　　　　　　　1．養基組合財務会計システム管理費負担金　　　　　　　　732千円

2．ことばの教室インターネット回線等負担金　　　　　　　　182千円

4．新システム構築事業　　　47，202千円

岐阜県市町不桁政情報センターの“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に向けて作業を

進める。また、帳票やシステム内容について統一可能な部分は、業務の見直しも含めて検討すると共に、システム内容に熟慮し、自己努力によって削減

できる経費については削減し、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。

【総合行政情報ネットワーク導入に向けたスケジュール（予定）】

【平成25年】
4月　　　　総合行政情報システム導入への作業開始

4月～7月　　基幹システム業務部会（揖斐郡3町合同）

7月～8月　　基幹システム操作研修会（揖斐郡3町合同）

8月中旬　　基幹システム仮稼働

9月下旬　　基幹業務システム本稼働

【総合行政情報ネットワーク構築図】

※稼働するシステム艦民記録・税務・福祉・水道・住宅・運勢　　　　－大嬰ケ‾プルテレビ専用削メイン回線）

※内部情報系（財務会計システムは平成26年度導入）　　　　　　　　－…岐阜情報スー′トハイウェイ（バゥクアップ目線）岐阜県庁

但し、人事給与システムは平成26年1月より稼勘　　　　　　　　※災害など長時間の回掛ラブルが起こった場合は自庁のダウンリカバリサーバで業務を行う
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平成25年度　町税収入（当初予算）総括表

（単位：千円）

区　分 �細　目 �本年度 �平成24年度 �比　　　較 ��構成比 
増　減 �対　比 

1．町　民　税 �個　人　分 �1，085．405 �1，085，284 �121 �0．0％ �39．5′％ 法　人　分 �141，958 �135，121 �6．837 �5．1％ �5．2　％ 

計 �1．227，363 �1，220．405 �6．958 �0．6％ �44．7　％ 

2．国定資産税 �土　　地 �497，387 �497，307 �80 �0．0％ �18．1％ 

家　　屋 �581，170 �575．114 �6，056 �1．1％ �21．2　％ 

償却資産 �275．821 �269，720 �6，101 �2．3％ �10．1％ 

計 �1，354，378 �1，342，141 �12．237 �0．9％ �‾49．4　％ 

交付金及び納付金 �4 �4 �0 �0．0％ �0．0　％ 

合　　計 �1，354，382 �1，342，145 �12，237 �0．9％ �49．4　％ 

3．軽自動車税 ��52，829 �50，796 �2，033 �4．0％ �1．9　％ 

4．町たばこ税 ��110，000 �109，688 �312 �0．3％ �■　4．0　％ 

5．鉱　産　税 ��484 �480 �4 �0．8％ �0．0　％ 

計 ��2，745，058 �2，723，514 �21，544 �0．8％ �100．0　％ 

区　分 �細　目 �本年度 �平成24年度 �増　減 �対　比 

滞納繰越分 �町　民　税 �2，600 �2．600 �0 �0．0％ 固定資産税 �2，700 �2，700 �0 �0．0％ 

軽自動車税 �28 �30 �△2 �△6．7％ 

計 ��5，328 �5，330 �△2 �△0．0％ 

区　　　分 �‾本年度 �平成24年度 �増　減 �対　比 

合　　　　計 �2，750，386 �2．728．844 �21．542 �0．8％ 

税　　務　　課



1．町民税
（1）個人町民税

（単位：千円）

区　分 �細　目 �課税基本納税義務音数 �税率 �調定見込額 �収入歩合 （％） �本年度収入 見込額 �平鱒24年度 �比　　　較 
増　減 �対　比 

現年度課税分 �均等割 �11，993人 �3．000円 �35，979 �98．5 �35．439 �35．288 �151 �0．4％ 所得割 � �＿　6％ �1，065，956 �98．5 �1．049．966 �1，049．996 �△30 �△0．0％ 

合　計 � � �1，101．935 �98．5 �1，085．405 �1，085，284 �121 �0．0％ 

・滞納繰越分 �個人町民税 � � �20，000 �12．5 �2．500 �2，500 �0 �0．0％ 

（2）法人町民税
（単位：千円）

甲分 �細　目 �課税基本納税義務者数 �税率 �調定見込額 �収入歩合 （％） �本年度収入、 見込額 �平成24年度 �比　　　較 増　減 �．対　比 

現年度課税分 �均等割1号法人 �301社 �50 �15．050 � � � � � 

均等割2号法人 �5社 �120 �600 

均等割3号法人 �68社 �130 �8，840 

均等割4号法人 �7社 �150 �1，050 

均等割5号法人 �15社 �160 �2，400 

均等郵6号法人 �5社 �400 �2，000 

均等割7号法人 �23社 �410 �9．430 

均等割8号法人 �1社 �1，750 �1．750 

均等割9号法人 �3社 �3，000 �9，000 

計 �428社 � �50．120 �98」5 �4乱368 �50．973 �△1．605 �△3．1％ 

法人税割 � �12．3％ �94，000 �98．5 �92．590 �84，148 �8，442 �10．0％ 

合　計 � ��144．120 � �141，958 �135，121 �6，837 �5．1％ 

滞納繰越分 �法人町民税 � ��400 �25 �100 �100 �0 �0．0％ 
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2．固定資産税

（1）土地・家屋・償却資産

税　　務　　課

（単位：千円）

区　分 �細　目 �地　柵・床 ��面　耕（ポ） ��課　　税　　棟　　準・　額 ����税　率 �調定見込額 �収入歩合 （％） �本年度収入 見込額 �平成24年 �比　較 
本年　度 �平成24年 �増　減 �前年比 �本年度 �成24年 �増　減 �前年比 ������増　減 �対　比 

土　地 �田 �9．074，127 �9．090，396 �△16二269 �△0．2％ �960，241 �959．782 �459 �0．0，i � � � � � � � 

畑 �1，631，779 �1．629．111 �2．668 �0．2％ �75，208 �・69．204 �6，004 �8．7，i 

宅　　地 �4，701．321 �4．692．330 �8．991 �0．2，i �29．911，816 �29．834，124 �77．692 �0，3，i 

山　　林 �4．143，818 �4，220，894 �△77．076 �△1．8％ �63．557 �64，713 �△1，156 �△1．8％ 

そ　の　他 �820，740 �829．312 �△8．572 �△1．0％ �5，057．866 �5．135．121 �△77，255 �△1．5％ 

′　計 �20．371．785 �20，462．043 �△90．258 �△0．4％ �36，068．688 �36，062．944 �5．744 �0．0％ �1．4／100 �504．962 �98．5 �497，387 �497，307 �80 �0．0％ 

家　屋 �家　屋 �2，003，090 �1．997，488 �5．602 �0．3％ �43．389．926 �43．072．391 �317．535 �0．7％ �1．4／100 �軽減（△17，438） 　590．020 �98．5 �581．170 �575，114 �6，056 �1．1％ 

償却資産 �町長決定分 � ����16150，300 �15．832．076 �318．224 �2．0，i �1．4／100 �226．104 �98．5 �222．712 �218．324 �4，388 �2．0％ 配　分 �����3．793，508 �3，671，1（柑 �122．340 �3．3％ �1．4／100 �53．109 �100 �53．109 �51，396 �1，713 �3．3％ 

計 � ����19．943，808 �19，503，244 �440．564 �2．3％ � �27乱213 � �275．821 �269．720 �6，101 �2．3％ 

合　　計 �� ����99．402，422 �98．638，579 �763．843 �0．8％ � �1．374，195 � �1．354．378 �1．342，141 �12，237 �0．9％ 

滞納繰越分 �� ���������30．000 �9 �2．700 �2．700 �0 �0．0％ 

（2）国有資産所在市町村交付金及び納付金
（ ���������位：千円） 

区　　分 � �課　税　棟　準　療 ����税　率 �網走見込頼 �収入歩合 （％） �収入 見込額 
本　年度 �成24年 �．一増　減 �前年比 

県　官　舎 � �305 �322 �△17 �△5．3％ �1．4／100 �4 �100 �4 

合　　　計 � �305 �322 �△17 �△5．3％ � �4 �100 �4 



3．軽自動車税
く単位：千円） 

区　分 ��細　目 �課税基本 台数 �鱒率 （円） �網走見込額 �収入歩合 （％） �本年度収入 見込額 �平成24年度 �比　　　　較 ・増　減 �対　比 

現 年 課 税 分 �原動横付 �50cc以下 �779 �1．000 �779 � � � � � 

90cc以下 �70 �1．200 �84 

125cc以下 �90 �1．600 �144 

ミニカ． �22 �2．500 �55 

小型特殊 �農耕用 �107 �1．600 �171 
リフト �83 �4，700 �390 

軽自動車 �二輪 �230 �2．400 �552 

三輪 �1 �3，100 �3 

四輪貨物 �2，325 �4，000 �9，300 

四輪貨物営業用 �24 �3，000 �72 

四輪乗用 �5，757 �7，200 �41．450 

二輪小型自動車 �＿292 �4，000 �1，168 

ボ「トトレーラー �23 �2，400 �55 

合　計、 ��9，803 � �54．224 

身体障害者等減免分 ���92 � �590 
差引合 ��計 �9，711 � �53，634 �＿98．5 �52，829 �50，796 �2，033 �4．0％ 

滞納繰越分 ��� ��284 �10 �28 �30 �△2 �△6．7％ 

4．町たばこ税
（単位：千円） 

区　分 �売上本数 �平均税率 �調定見込額 �収入歩合 （％） �本年度収入 見込額 �平成24年度 �比　　　較 
増　減 �対　比 

たばこ �24，353千本 �4，517／1．000 �110，000 �100 �110，000 �109，688 �312 �0．3％ 

（単位：千円）・ 

月産算出価格 �課税棟準額 �税　率 �調定見込額 �収入歩合 （％） �本年度収入 見込額 �、平成24年度 �比　　　較 増　減 �対　比 

200万円以下 �39．200 �0．7／100 �274 �100 �274 �168 �106 �63．1％ 

200万円超える �21，000 �1．0／100 �210 �100 �210 �312 �△102 �△32．7％ 

合　計 �60，200 � �484 � �484 �480 �4 �0，8％ 
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戸籍・住民記録関係資料（平成　2　5　年度）

1．世帯数及び人口（各年1月1日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

年 �日　　　本　　　人 ��外　　　国　　　人 ���人　　　　　　　口 ���「世席数 、‾男　l　女 �計 �男 �女 �計 �男 �女 �計 

住　　民　　課

左欄の内 

外国人 

純世帯 

平成20年 �12，121 �12，556 �24，677 �112 �246 �358 �12，233 �12，802 �25，035 �7，505 �270 

平成21年 �12，173 �12，581 �24，754 �127 �253 �380 �12，300 �12，834 �25，134 �7，647 �284 

平成22年 �12，177 �12，560 �24，737 �113 �188 �301 �12，290 �12，748 �25，038 �7，622 �196 

平成23年 �12，167 �12，590 �24，757 �111 �180 �291 �12，278 �12，770 �25，048 �7，671 �185 

平成24年 �12，147 �12，622 �24，769 �99 �179 �278 �12，246 �12，801 �25，047 �7，751 �163 

平成25年 �12，101 �12，551 �24，652 �103 �192 �295 �12，204 �12，743 �24，947 �7，852 �185・ 

外国人登録者数（平成25年1月1日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

韓　国　及、朝鮮 �17 �ベ　ト　ナ　ム �0 �ア　メ　リ　カ �3 �ペ　　ル　　ー �2 

中　　　　　　国 �－171 �パラ　グアイ �5 �イ　ギリ　ス �1 �スリ　ラ　ンカ �1 

フ　イリ　ピ．ン �28 �インドネシア　′ �3 �ウ．ク　ライ　ナ �0 �／レ一一マ　ニ　ア �0 

ブ　ラ　ジ　ル �58 �タ　　　　　イ �5 �ド　　イ・　ツ �1 �ベ　ル　ギ　ー �0 



2．人口動態（各年1月1日～12月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

年． �自　　然　　動　　態 ��社　　会　　動　　態 ��増　　減 
出　生 �死　亡 �転入等 �転出等 

平成20年 �209 �200 �752 �684 �77 

‾平成21年 �190 �204 �720 �723 �△17 

平成22年 �215 �229 �67宰 �638 �20 

平成23年 �203 �234‘ �653 �610 �′12 

平成24年 �188 �226 �954 �738 �178 

※平成23年までは日本人のみであり、平成24年は住民基本台帳法の改正により外 �����国人も住民基本 
台帳に登録されたため、外国人を含む。

3．本籍及び本籍人口数（各年1月1日現在）　（本籍数単位：戸籍　本籍人口単位：人）

年 �平成21年 �平成22年 �平成23年 �平成24年 �平成25年 

本籍数 �9，862 �9，899 �9，947 �10，009 �10，037 

本籍人口 �26，261 �26，279 �26，290 �26，368 �26，340 

4．戸籍届出等事件数（各年1月1日～12月31日） （単位：件）

年 �出　生 �死　亡 �婚　姻 �離　婚 �転　籍 �訂　正 �その他 �計 

平成20年 �277 �・223㌔ �304 �54 �103 �22 �137 �1，120 

平成21年 �325 �242 �310 �72 �118 �23 �146 �1，236 

平成22年r �331 �275 �274 �63 �97 �12 �117 �1，169 

平成23年 �337 �265 �322 �67 �98 �20 �156 �1，265 

平成24年 �313 �272 �323 �63 �84 �25＿ �146・ �1，226 
ー本籍人届出・非本籍人届出及び他市町村が受理し送付されてきた届出の集計－
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5．窓口における謄抄本及び各種証明交付件数（各年の前年11月～当年10月）　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

年 �戸．籍 �住民登録 �印鑑証明 �印鑑登録 �身分証明 �その他証明 �計 �増加率（％） 

平成20年 �6，697 �11，219 �9，633 �880 �273 �26 �28，728 �95‘73 

平成21年 �6，611 �11，040 �9，084 �847 �268 �64 �27，914 �97．17 

平成22年 �6，436 �10，387 �8，332 �801 �276 �91 �26，323 �94．30 

平成23年 �6，318 �10，151 �8，449 �816 �253 �86 �26，073 �99．05 

平成24年 �6，334 �10，128 �8，041 �765 �282 �83 �25，633 �98．31 

ー公用無料交付及び閲覧件数除く－

★平成25年度手数料見込簸

種　別 �件数（件） �手数料 �種　別 �件数（件） �手数料 �種　別 �件数（件） �手数料 

戸　籍 �3，912 �（千円） 3，478 �住民票 �9，426 �（千円） 2，028 �印鑑登録 �764 �（千円） 1，78ノ6 

除　籍 �2，248 ��戸籍附票 �714 ��印鑑証明 �7，928 

戸籍記載事項 �93 ��閲　覧 �0 ��身分証明 �276 

その他証明 �88 

6．広域住民票等相互発行件数（前年11月～当年10月）

種　　別 �池田町受付分 
件　数（件） �手数料（円） 

住民票の写し等 �57 �14，500 

戸琴謄抄本 �382 �171，900 

除籍・改製原戸籍謄抄本 �35 �26，250 

その他（印鑑証明等） �36 �8，900 
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7．本人確認情報処理件数く住民基本台帳ネットワークシステム）

（平成24年1月1日～12月31日）
‘異　動　事　由 �件数（件） 

転　入 �609 

出　生 �188 

職権記載等 �10 

転　出（受理通知含む） �1，351 

死　亡、 �226 

異　動　事　由 �件数（件） 

職権消除等 �4 

転　居 �353＿ 

職権修正等 �169 

住民票コードの変更請求 �0 

住民票コードの職権記載等 �0 

8．住民基本台帳カード発行、住民票の広域交付、転入出の特例件数（住民基本台帳ネットワークシステム）

（平成24年1月1日～12月31日）

業　　　務　　　名 �発行件数（件） 

住民基本台帳カード（写真なし）の発行 �29 

住民基本台帳カード（写真付き）の発行 �膏 

住民票の広域交付（他市町村の住民票を池田町で発行） �2 

住民票の広域交付（池田町の住民票を他市町村で発行） �、2 

転入出の特例 �1 
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清掃事業関係資料（平成25年度）

1．じんかい処理事業の状況

住　　民　　課

一　般　可　燃　物 �一　般　不　燃　物 �資　　源　　ゴ　　、 

直営・委託の別 �■　業者委託・（株）池田環境保全 �業者委託■・（株）池田環境保全 �業者委託・（株）池田環境保全 

収　集　区　域 �全　域 �全■域 �全一　域 

収　集　方　法 �ステーション方式（指定ポリ袋） �ステーション方式 �ステーション方式 

収　集　回　数 �通・年・毎週2回（町内2地区） �＿　月1回（その他不燃物） �月1回 （ガラスぴん・金属」ペットボトル・プラ容器） 

処　理　方　法 �焼　却（西濃環境保全センター） �中間処理（イ叫ステージ（株）長野県小諸市） 埋立処理（（株）アシスト　山形県村山市） �再資源化 

収集手数料 �小サイズ・‥1袋30円（袋代含む） 大サイズ…1袋40円（袋代含む） �無　料 �無　料 

2．ごみ処理委託事業

＼ �粗　　　　　　大　　　　　　ご　　　　　　み ���瓦　　礫　　類 

可燃性粗大ごみ �金属製粗大ごみ �布　団・絨　毯　等 �瓦・コンクリート等 

収集・直接搬入の別 �直接搬入 �直接搬入 �直接搬入 �直接搬入 

処　理　方　法 �ノ焼　却　処　理 �リサイクル処理 �リサイクル処理 �リサイクル処理 

処理手数料 �10kg当たり　50円 �10kg当たり　100円 �1枚当たり　1，000円 �10kg当たり、100円 

3．ゴミ搬出状況等（H23年度）

搬　出　先 �品　　　　　　　　目 �搬　　出　　量 �処　　　理　　　費 

野村興産（株） �廃蛍光管・廃乾電池 �10，240kg �1，249，804円 

イ一・ステージ（株） �不燃物（ガラス・陶磁器等） �78，180kg �5，607，617円 
不　燃　系　粗　大　ゴ　ミ‾ �15，520kg 



4．リサイクルセンター搬入状況（H23年度）

No． �受　　入　　品　　目 �搬　　入　　量 �Ik �受　　入　　昂■　　目 �搬　　入　　量　＿ 

1 �新　聞　紙・チ　ラ　シ �335，690kg　＿ �6 �缶　　　　　　　　　　　類 �18，390kg 

2 �段　　　ボ　　　　　　　ル �224，850kg �7‾ �発　泡　ス　チ　ロ　ー　ル �9，854kg 

3 �雑　　　　　紙　　　　　類 �302，830kg �8 �プラスチック製容器包装 �95，620kg 

4 �繊　　　　維　　　　類 �144，950kg �9 �ガ　　ラ　　ス　　ぴ　　ん �56，724kg． 

5 �－　ペ　ッ　ト　ボ　ト　ル �78，840kg 

5．西濃環境保全センター可燃物搬入状況

平成19年度 �平成20年度 �平成21年度 �平成22年度 �平成23年度 �前年度比 

搬　入　量 �4，624t �4，542t �4，590t �4，604t �4，598t �99．87％ 

6．西濃環境整備組合分賦金（平成25年度）

（1）ゴミ処理関係

平成23年4月～平成24年3月 ��平成22年国勢調査 ��運　営　費　分　賦　金　額　内　訳 

搬　入　量 �搬　入　率 �人　　　口 �人　口　率 �償速金割 �運営費割 �施設整備基金割 �分賦金合計 

池　田　町 �4，598t �8．70％ �24，980人 �9．08％ �23，972千円 �70，690千円 �2，627千円 �97，289千円 

一組合合計 �52，827t �100．00％ �275，207人 �100．00％ �273，763千円 �779，181千円 �30，000千円 �1，082，944千円 

（2）プール関係

搬入量割 �人　口　割 �均　等　割 �分賦金合計 

池　田　町 �1，872千円 �476千円 �34千円 �2，382千円 

組合合計 �28，795千円 �4，742千円 �340千円 �33，877千円 
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7．し尿処理状況

（イ）許可業者

許　可・業．者　名 ��所　　　　在　　　　地 �許可年月日 �許　可　区　域 

浄化槽汚泥 �（有）池田清掃 �池田町田畑304－1 �S38．4．1 �池田町全域 （但、し中央清掃許可区域を除く） 

中央清掃（株） �大垣市高屋町2－3－1 �S40．4．1 �イノアックエラストマー（株） 新生病院・東神電工（株） サンビレッジ新生苑 養老鉄道（株） （北池野駅及び池野駅） 

（ロ）大垣衛生センター投入量（前年11月～当該年10月）

平成22年 ��平成23年 ��平成24年 
（H21年11月～H22年10月） ��（H22年11月～H23年10月） ��（H23年11月～H24年10月） 

投入　量 �前年度比 �投入量 �前年度比 �投入量 �前年度比 

池L　田　町 �18，126kl �102．65％ �17，468kl �96．37％ �17，136kl �98．10％ 

大垣衛生 センター �128，310kl �98．85％ �126，389kl �98．50％ �124，666kl �98．64％ 

（ハ）大垣衛生センタ一分賦金（運営費分賦金）

投　入　量，割 �均　等　割 �合　　　　計 

池　田　町 �103，232千円 �4，391千円 �107，623千円 

大垣衛生 センター �750，781千円 �39，519千円 �790，300千円 
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社　会　福　祉　関　係

（1）生活保護費支給状況

支給 年月 �世帯数 　世帯 �生　活　扶　助 ��住　宅　扶　助 ��教　育　扶　助 ���一時扶助 　円 �合計 　円 
人員 　人 �金額 　円 �人　員 �金額 　円 �人員 　人 �一般分 　円 �給食分 　円 

人 

H23．2 �32 �24 �1，400，841 �14 �322，800 �3 �33，010 �0 �94，764 �1，851，415 

H24．2 �28 �・24 �1；425，575 �13 �294，300 �3 �33，090 �0 �86，764 �1，839，729 

H25．2 �29 �25 �1，483，248‾ �13 �317，200 �3 �33，000 �0 �、10，240 �1，843，688 

（2）身体陣がい者・陣がい程度分類

等級 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �計 

人数 �242 �139 �2台2 �18写 �72 �63 �9．20 

（H24．3月末現在） 

（4）精神陣がい者・陣がい程度分類

等級 �1級 �2級 �3級 �計 

人数 �39 �62 �3 �104 

（H24．3月末現在） 

（3）知的陣がい者・陣がい程度分類

等級 �A（Al，A2） �Bl �B2 �計・ 

人数 �74 �57 �38 �169 

（H24．3月末現在） 

（5）池田町障害者福祉給付金　　　　　予算額　　12，690千円（年2回支払）

身体障害者 手帳 �療育手帳． �保健福祉 手帳 �給付金 （年額） �該当者　（人） �25年度見込 

1級、2級 �Al・A2 （A） �1級、2級 �18，000円 �1級－270 12級－200 A－　72 �560　人 

3級 �Bl �3級． �9，000円 �3級－　227． B1－　57 �290　人 
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（6）社会福祉事業

項　　　　　　目 �事　　　　　　業　　　　　　内　　　　　′容 �予算額 　千円 �財源内訳 　　千円 

1福祉センター 指定管理事業 �・法人運営事業 �7，233 �国　　　　　　143 ・地域福祉推進事業 �185 �県　　　　　2，692 

・病児・病後児保育事業、コミュニティママ子育てサポート事業 �4，325 �町　　　　　　8，908 

2社会福祉協議会 助成事業 �高齢者の生きがい、社会的弱者の生活安定と福祉の向上及 �18，871 �町　　　　18，871 
びボランティアの啓蒙を図り、町民総ぐるみでの「心のふれあう 
福祉のまちづくり」を積極的に支援する。 

3地域生活支援 事業 �身体陣がい者・知的陣がい者・精神陣がい者・陣がい児に対 �16，709 �国　　　　　　5，825 
する相談支援・移動支援・日常生活用具の給付・自動車改造 ��県　　　　　2，912 
等を行い福祉の増進を図る。 ��町　　　　　　7，972 

4自立支援給付 ．事業 �身体陣がい者・知的陣がい者・精神陣がい者の障害福祉 �202，158 �国　　　　101，075 
サービス（介護給付、訓練等給付）に対する自立支援給付費の 
決定、支給を行う。 ��県　　　　　50，535 

身体陣がい者の日常生活や社会生活の向上を図るため、そ ��町　　　　　50，548 
の失われた身体機能や損傷のある身体機熊を補うための用具 
（補装具）の交付及び修理を行う。 

5　障害児適所支援 �障害児の日常生活における基本的な動作の指導、知識技能 �26，091 �．国　　　　11，984 
事業 �の付与、集団生活への適応訓練を支援する。 ��県　　5，992 町　　8，115 
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（7）福祉医療費助成事業
単位：千円

重　度　心　身　障　害　者 ��乳　　　　　　幼　　　　　　児 ��児　　童　　　　生　　徒　　等 ��母　　　子　　・　　父　　　子 

対象者 �重度心身障害者（児） ��就学前の児 ��児童・生徒等でかつ18歳未満である者 ��母子・父子家庭等で18歳未満の児童・生 徒等を扶養している父母及びその児童・ 生徒等 県補助対象494名 

①身体障害者手帳の交付を受け1級から ��（県補助） ��（年齢区分） 
3級までの者 ��外来…乳幼児 ��児　童…小学生 

②療育手帳の交付を受けている者で、中 度以上の知的陣がい者 ③精神障害者手帳の交付を受け、1、2 級の者 ④特別項症から第4項症までの戦傷病者 で身体障害者手帳の交付を受け、級 別が4級である者 県補助対象784名 ��入院…乳幼児 県補助対象1，346名 ��生徒…中学生・高校生等 （町単独補助） 外来…小学生・中学生・高校生等 入院…小学生・中学生・高校生等 町単独対象3，163名 

所得制限等 �特別児童扶養手当支給の所得制限額を 準用 ��所得制限無し ��所得制限無し ��児童扶養手当支給の所得制限額を準用 

助成費 �保険診療費のうち自己負担相当額 ��同　　左 ��同　　左 ��同　　左 

助成方法 �現　物　一給　付 　（窓口無料） ��同　　左 ��同　　左 ��同　　左 

助成額 �県補助対象 �101，238 �県補助対象 �53，686 �県補助対象 �－ �県補助対象 �18，692 
町単独 �－ �町単独 �－ �町単独 �83，819 �町単独 �－ 

負担区分 �県1／2 �町1／2 �県1／2 �町1／2 �県 �町 �県1＿／2 �町1／2一 

助成内訳 �48，623 �52，615 �26，530 �27，156 �－ �83，819 �9，302 �9，390 

予算額 �101，238 ��53，686 ��83，819 ��18，692 
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児童福祉関係
（1）子育て支援関連事業
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（2）平成25年度園児数（見込み）

①公立保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）

保育園 �定員 �0才児 �1才児 �2才児 �3才児 �4才児 �5才児 �計 

宮地保育園 �60 �2 �4 �7 �7 �14 �16 �50 

温知保育園 �180 �1 �14 �17 �42 �47 �43 �164 

西保育園 �130 �5 �5 �15 �33 �26 �34 �118 

片山保育園 �100 �2 �11 �8 �28 �25 �24 �98 

計 �470 �10 �34 �47 �110 �112 �117 �430 

養基保育園 �120 �1 �12 �11 �36 �21 �18 �99 

（3）児童クラブ　（平成24年度実績　　平均）　　　　（人）

場　　　　　所 �児　童　数 �指導員数 

宮地小学校 �11 �2 

温知小学校 �48 �3 

八幡小学校 �41 �3 

池甲小学校 �23 �2 

計 �123 �10 

養基小学校 �34 �3 

（4）池田町地域子育て支援センター

②私立保育園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）

保育園 �定員 �0才児 �1才児 �2才児 �3才児 �4才児 �5才児 �計 

池田保育園 �110 �0 �6 �11 �23 �32 �29 �101 

八幡保育園 �60 �1 �3 �6 �10 �12 �20 �52 

市橋保育園 �90 �2 �11 �■7 �16 �21 �29 �86 

計 �260 �3 �20 �24 �49 �65 �78 �239 

○児童クラブ保育料

月額　5，000円（ただし7，8月は下記のとおり）

夏休みを含み利用 �夏休みのみ利用 

7月 �6，000円 �3，000円 

8月 �8，000円 �8，000円 

開　設　日 �月曜日～金曜日　　　午前8時30分～午後5時30分 �土曜日　年4回　　午前8時30分～午前11時30分「おひさま広場」 

内　　　　容 �親子ひろば（かんがる－）（毎週火・木曜日）、子育て講座（月2回）、子育て相談（随時）、サ∵クル活動（毎週金曜日） 
子育てに関する情報提供、池田町発達支援教室「うさちゃんひろば」月1回 

1／2（6か月）バースディ事業、　プレママ保育園（年4回）妊婦、未就園児の保護者対象 

地域支援活動、児童館と合同イベント、ぴよぴよ広場（保健センター）、乳児健診時、両親学級保育指導（保健センタ⊥） 

対　象　‾者 �未就園児の親子 

担当保育士 �2人 

ー　69　－ 健康福祉課
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（5）私立保育園に対する主な助成　　　　　　　　（単位：千円）

区　　　分 �金　　額 

延長保育促進事業費補助金 �9，706 

地　域　活　動　草　葉　補　助　金 �540 

低年齢児年度途中受入促進事業費補助金 �3，927 

法人立保育園運営費、補完費 �30，633 

障害児保育対策費補助金 �13，182 

法人立保育園管理運営補助金 �6，740 

一　時　保　育　事　業　補　助　金 �＿270 

計 �64，998 

（7）児童館　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

場　　　　　　　　　　　所 �館長 �児童厚生貞 

温　　知　　児　　童　　館 �1 �－3 

池　　田　　児　　童　　館 ��4 

八　　幡　　児　　童　　館 ��2 

養　　基　　児　　童　　館 ��2 

計 �1 �11 

（8）障害児通所支援事業

（6）広域入所

健康福祉課

委託・受託市町村 ��保育園名 �園児年齢 

委託 �揖斐川町 �おじま幼児園 �3歳児1名 

委託 �大野町 �豊木保育園 �3歳児1名 

委託 �羽島市 �江吉良保育園 �1歳児1名 

開設　日 �毎週　　火曜日　～　土曜日 

開設時間 �午前9時30分～午後5時 

対象者 �小学生及び保護者が同伴する乳幼児 

池田町ことばの教室 �利用者　　92人 

－（障害児適所支援事業所） �（池田町　70人・揖斐川町22人） 



（1）児童手当支給状況

【趣　旨】
次代の社会を担う子どもの育ちを支援するため、中学校修了前までの児童を対象に児童手当を支給する制度。

【概　要】

○支給対象

中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の3月31日まで）の児童を養育している方

○支給額
3歳未満　一律15，000円／月

3歳以上小学校修了前10，000円／月（第3子以降は15，000円／月）

中学生　一律10，000円／月

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付

として月額一律5，000円を支給します。（所得制限限度額表参照）

※「第3子以降」とは高校卒業まで（18歳の誕生日後の最初の3月31日まで）

の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

○支給時期

毎年6月・10月・2月にそれぞれの前月分までを支給します。

【費用の負担割合】

所得制限限度額表 
扶養親族等の数 �所得制限限度額（万円） �収入額の目安（万円） 

0人 �622．0 �833．3 

1人 �660．0 �875．6 

2人 �鱒8・0 �917．8 

3人 �736．0 �960．0 

4人 �774．0 �、1002．1 

5人 �812．0 �1042．．1 

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。

総対象児童数 �国 �県 �町 

0～3才未満 �被用者 �467　人 �37／45 �4／45 �4／45 
非被用者 �131人 �．4／6 �1／6 �1／6 

3才以上～ 小学校修了前 �第1子・第2子・ �1，818　人 �4／6 �1／6 �1／6　‾ 

第3子以降 �283°人 �4／6 �1／6 �1／6 

中学生 ��742　人 �4／6 �1／6 �1／6 

特例給付（所得制限該当者） ��107　人 �4／6 �1／6 �1／6 

合　計 ��3，548　人 � � � 

公務員 ��所属庁が全額負担 

被用者：厚生年金、共済年金等の加入者
非被用者：厚生年金、共済年金等未加入者 ー　71－ 健康福祉課
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（2）児童扶養手当等の給付状況

区　　　分 �受給資格者数 （H25．2．1現在） �受給額 （H25．2．1現在） �都　　　道　　　府　　　県 

児　童　扶　養　手　当 �196人 1人の場合 2人の場合 3人の場合 �所得に応じて手当額変動 月額41，430円 月額46，430円 月額49，430円 �父又は母と生計を同じくしていない児童が健全 に育成される母子、父子家庭等の生活の安定 と自立の促進のために支給 

特別児童扶養手当 �63人 1級 2級 �1人につき 月額50，400円 月額33，570円 �精神又は身体に陣がいを有する児童（20歳未 満）を監護している者に支給 

特別　障害者手　当 �21人 �1人につき �精神又は身体に著しく重度の陣がいを有する 
月額　26，260円 �20歳以上の者に支給 

障‘育児■福祉手当 �15　人 �1人につき �精神又は身体に重度の障かいを有する児童 
月額　14，280円 �（20歳未満）に支給 

健康福祉課



保健センターの事業

（1）保健対策推進事業

事　業　名 �事　　業　　内　　容　一 �予定 回数 �対象予 定者数 �予算額 （千円） 

健康づくり事業 �広報カレンダー作成（上、下半期） �12 �25，000 �1，190 

食生活改善推進事業‾ �食生清改善地域普及活動、栄養教室開催 �50 �1，500 

（2）母子保健事業

事　業　名 �事　　業　　内　　容 �予定 回数 �対象予 定者数 �予算額 （千円） 

妊婦相談 �相談、母子健康手帳交付、各種制度の説明 �50 �220 �29，289 

妊婦健診 �県内医療機関に委託、母子健康手帳交付時に受診票を14枚発行 �－ �220 

両親学級 �沐浴実習、妊婦体験、お産の藷 �3 �45 

新生児聴覚検査 �新生児聴覚検査にかかる費用を一部助成 �－ �200 

3～4か月児健診 �身体計測、内科的診察、保健相談、離乳食指導、ブックスタート �12 �220 

ぴよぴよ広場 �親子遊び、おやつづくり、身体計測、保健相談 �8 �160 

10か月児健診 �身体計測、内科的診察、歯科指導、離乳食指導、保健相談、栄養相談 �10 �220 

1歳6か月児健診 �身体計測、内科的診察、歯科検診、‾歯科相談、保健相談ヾ栄養相談、フッ素塗布 �9■ �220 

2歳児教室 �ブラッシング指導、親子遊び、身体計測、RDテスト �10 �100 

3歳児健診 �身体計測、一尿検査、内科的診察、歯科検診、歯科相談、保健相談、栄養相談、こと �9 �230 
ばの相談 

虫歯予防処置 �各保育園・保健センターで歯科検診、プラークテスト、フッ素・サホライドを塗布 �12 �1，040 

乳幼児相談 �身体計測、育児相談、栄養相談等 �100 �450 

健康教育（歯科指導） �住民の希望による保健師・栄養士・歯科衛生士の話（保育園児への歯磨き指導） �8 �800 

家庭訪問 �訪問指導・相談、身体計測等 �－ �80 

母子保健推進事業 �母子保健推進員児童館活動、こんにちは赤ちゃん訪問等（推進員24名） �5 �200 

不妊治療費助成事業 �不妊治療のうち、体外受精及び顕微受精（特定不妊治療）に要する費用の一部助 � �10 
成 

養育医療費給付 �養育のため病院に入院することを必要をする未熟児に対し、その養育に必要な医 �ー �4 
廉の給付を行い、またはこれに代えて衰育医療に必要な費用を支給。 
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（3）成人保健事業

保健センター

事　業　名 �事　　業　　内　　容 �予定 回数 �対象予 定者数 �予算額 （千円） 

健康手帳の交付 �40歳以上で健康教育、健康相談、各種検診等を受けた者に交付 �100 �200 �26，075 

健康教育 �特定保健指導に関連する教室、がん検診時や住民の要請による保健師・栄養士の話 �50 �500 

健康相談、栄養相談 �個別相談、血圧測定、検尿、栄養に関する相談等 �100 �300 

健康診査 �生活保護受給者等40歳以上の健診 � �2 

歯周疾患検診 �30，35，40，45，50，55，60歳を対象に歯周疾患検診を実施 �19 �50 

骨粗寿症検診 �30，35，40，45，50，55，60歳の女性を対象に骨粗紫症検診を実施 �1 �90 

肝炎ウイルス検診 �40革及び41歳以上の未受診者を対象にHCV抗体検査、HBs抗原検査を実施 � �・420 

健康診査家族調査 �結核検診、がん検診等の受診希望調査 �1 �7，5100 

胃がん検診 �問診、胃部Ⅹ線透視（検診車による間接撮影） �17 �850 

大腸がん検診 �問診、便潜血反応検査（免疫2日法） �44 �1，660 

子宮がん検診 �問診、内診、細胞診 �25 �950 

乳がん検診 �問診、視触診、超音波検査、マンモグラフイ（30歳代は希望者のみ） �27 �1，070 

前立腺がん検診 �問診、血液検査（由A検査） �6 �200 

肺がん検診 �問診、胸部Ⅹ線間接撮影（二重読影）、必要に応じて啄疾検査 �2 �100 

精神保健相談 �障害者手帳交付申請、精神保健相談 �50 �50 

精神障害者交通費助成　‾ �精神障害者小規模作業所等交通費助成 �240・ �2 

訪問指導 �訪問指導・相談 � �100 

自殺予防対策 �傾聴講座の実施、啓発用グッズの配布による普及啓発 �－ �－ 



（4）感染症予防事業

事　業　名 �事　　業　　内　　容 �予定 回数 �対象予 定者数 �予算額 （千円） 

ポリオ予防接種 �小児麻痔の予防　初回接種3回、追加接種1回 �12 �．600 �56，097 

DPT三種混合予防接種 �ジフテリア・．百日せき・破傷風の三種混合　初回接種3回、追加接種1回 �・12 �400 

DT二種混合予防接種 �医療機関に委託　ジフテリア・破傷風の二種混合　小6を対象 � �250 

麻しん・風しん予防接種 �医療機関に委託1期と2期（年長児）の2回接種 � �450 

4種混合予防接種 �ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオの4種混合初回接種3回、追加接 � �650 
種1回 

BCG接種 �結核予防　生後6か月までに1回直接接種 �12 �200 

日本脳炎予防接種 �医療機関に委託1期3回と2期の4回接種 � �1，700 

ヒブ・子宮頸がん・小児用 �医療機関に委託ヒブと小児用肺炎球菌ワクチンは2か月から5歳未満、子宮頸 � �1，706 

肺炎球菌ワクチン接種 �がんワクチンは中学1年生から高校1年生に相当する年齢の女子を対象 

二次・三次予防接種 �集団等での予防接種不適当者に対して揖斐厚生病院、大垣市民病院、岐阜県・ � �51 総合医療センター、長良医療センター、岐阜市民病院、岐阜大学病院に委託し 
て実施 

高齢者インフルエンザ予 �65歳以上及び60歳以上64歳未満で心臓や腎臓、呼吸器に重い病気（身障手 �73 �2，100 
防接種 �帳1級程度）のある者のうち希望者に1回接種 

水痘・おたふくかぜ・高齢 者肺炎球菌ワクチン接種 �水痘・おたふくかぜ・高齢者肺炎球菌ワクチン接種にかかる費用を一部助成 � �252 

結核住民検診 �65歳以上の住民検診車による胸部X線間接撮影 �6 �1，500 
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（5）健康・福祉フェア

保健センター

事　業　名 �事　　業　　内　　容 �予定 回数 �対象予 定者数 �予算額 （千円） 

食生活改善推進 �生活習慣病予防食の普及・啓発 �1 �800 �912 

母子保健推進 �手作りおもちゃ等 ��140 

薬と健康 �薬の相談、検尿、薬草・民間薬の展示・試飲 ��100 

体脂肪測定 �体脂肪測定 ��160 

健康相談 �個別相談、血圧測定等 ��100 

栄養相談 �栄養に関する相談 ��、50 

健康度測定 �血液サラサラ度、骨密度測定・お肌年齢検査等 ��430 

歯科検診・相談 �揖斐郡歯科医師会による無料歯科検診・相談 ��100 

各種イベント �社会福祉協議会1町内各種団体等によるイベント ��3，000 

（6）健康文化都市事業

事　業　名 �事　　業　　内　　容 �予定 回数 �対象予 定者数 �予算額 （千円） 

30歳代健診 �30歳代の若い人を対象とした嘩診 �2 �■150 �1，263 

30歳代健診結果説明会 �健診の結果、必要と思われる人に、健康わくわくシステムを活用して生活習慣改善指導を �10 �．150 
実施 



（1）老人福祉事業

項　　　　目 �事　　　業　　　申　　　容 �予算額 　千円 �財源内訳 　　　千円 

1長寿者褒賞事業 �長寿者に対し褒賞を行い、敬老の意を表し、あわせて福祉 の増進を図る。 �1，645 �町 �1，645 

2　敬老会事業 �地区公民館等6会場で、77歳以上の高齢者約2，400人を 対象に開催する。 �5，339 �町 �5，339 

3緊急通報装置 設置事業 �在宅の独居高齢者等の急務、事故等の緊急事態に対処す るため緊急通報装置を設置し、日常生活の不安を軽減し、 円滑な救助、援助を行い、もって福祉の増進を図る。 �694 �町 �694 

4　老人クラブ助成 �単位老人クラブ、老人クラブ連合会の活動費として助成し、 �3，088 �県 �1，806 

事業 �地域奉仕や友愛活動など老人福祉の増進を図る。 ��町 �1，282 

5老人保護措置 事業 �老人福祉法第11条の規定により、経済的事由や環境等の 事情により家庭での生活が困難な高齢者を、養護老人ホー ムへ入所措置する。入所者3名 �6，243 �町 本人等 �4，674 1，569 
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（2）介護保険事業

1．地域支援事業

平成25年度の地域支援事業については、生活機能評価に関する事業を除いたすべての事業において、揖斐広域連合から池田町が
受託し、地域包括支援センターにて実施し、または池田町から社会福祉協議会、民間法人へ委託する。

（単位：千円）

事業区分 �事　　業　　名 �委託先 �事業費 

介護予防 事　業 �2次予防事業対象者把握事業 �町（包括） �375 

通所型介護予防事業 �社協・民鱒法人 �1，135 

配食サービス（ハイリスク者） �民間法人 �830 

介護予防普及啓発事業 �町（包括）・社協・民間法人 �4，517 

地域介護予防活動支援事業 �社協 �r1，046 

小　　　　　計 ��7，903 

包括的 支援事業 �介護予防ケアマネジメント事業 �町（包括） �4，986 
総合相敢事業 ��6，913 

権利擁護事業 ��50 

包括的・継続的ケアマネジメント事業 ��7，496 

小　　　　　計 ��19，445 

任意事業 �家族介護支援事業 �町（包括）・社協 �583 
地域自立生活支援事業 �社協・民間法人 �3，617 

成年後見制度利用支援事業 �町（包括） �■　289 

小　　　　　計 ��4，489 

合　　　　　　　　　計 ���31，837 

（包括：池田町地域包括支援センター） 

平成25年1月末現在

区　分 �要支援1 �要支援2 �要介護1 �要介護2 �要介護3㌔ �要介護4 �要介護5 �合　計 

認定者数（人） �32．＿ �63 �140 �182 �167 �118 �1°■17 �819 

割　合　（％） �3．9 �7．7 �17．1・ �22．2 �20．4 �14．4 �14．3 �100．0 

高齢福祉課



国　民　年　金　事　業　の　概　要

1．保険料

平成25年度　　定額保険料　　　月額15，040円（見込）

付加付保険料　　月額15，440円（見込）

2．加入者

（平成24年度14，980円）

（平成24年度15，380円）

平成23，24年　12月末 

第1号被保険者 ��任意加入被保険者 ��第3号被保険者 ��計 

平成23年 �平成24年 �平成23年 �平成24年 �平成23年 �平成24年 �平成23年・ �平成24年 

男 �1，521人 �1，507人 �9人 �9人 �19人 �18人 �1，549人 �1，534人 

女 �1，457人 �1，429人 �17人 �20人 �1，941人 �1，908人 �3，415人 �3，357人 

計 �2，978人 �2，936人 �26人 �29人 �1，960人 �1，926人 �4，964人 �4‾，891人 

○このうち付加付年金（月額15，380円）加入者→104人

○国民年金基金加入者（平成3年5月設立）→　276人（平成24年5月未現在）

○免除者→　839人（内訳　学生免除者321人、法定免除者157人、一般361人）（平成24年12月末現在）
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3．年金受給状況

○　拠出年金（旧法）昭和61年4月1日以前適用

高齢福祉課

平成22，23年　年度末 

種．・別 �受　給　人　員 ��年　　金　　額 ��備　　　　　　　　　考 
平成22年度 �平成23年度－ �平成22年度 �平成23年度 

老1齢　年　金 �（人） 280 �（人） 242 �（千円） 129，369 �（千円） 112，222 �25年以上納めた人 

5　年　年　金 �（人） 2 �（人） 0 �（千円） 819 �（千円） 0 �高齢任意加入の人で5年納めた人． 

通算老齢年金 �（人） 251 �（人） ‾230 �（千円） 48，296 �（千円） 44，016 �＿他の公的年金と合算する人 

障　害　年　金 �（人） �（人） �（千円） �（千円） �1級年金額　990，100円 17 �15 �14，852 �13，017 �年金額　792，100円 

母子（準母子）年金 �（人） 0 �（人） 0 �（千円） 0 �（千円） 0 �792，100円＋子の加算金 

寡　婦　年　金 �（人） 0 �（人） 0 �（千円） 0 �（千円） 0 �夫が受ける年金額×3／4 

遺　児　年　金 �（人） 0 �（人） 0 �（千円） 0 �（千円） 0 �1人目　792，100円 

計 �（人） 550 �（人） 487 �＿（千円） 193，336 �（千円） 169，255 �前年度比較　63人減少 



○　基礎年金　（新法）昭和61年4月1日以降裁定

平成22，23年　年度末 

種　　　別 �受　給　人　員 ��年　　金　　額 ��備　　　　　　　　　考 
平成22年度 �平成23年度 �平成22年度 �平成23年度 

老齢基礎年金 �（人） 4，580 �（人） 4，778 �（千円） 3，102，028 �（千円） 3，240，644 �25年以上納めた人 

障害基礎年金 �（人） �（人） �（千円） �（千円） �1級年金額　990，100円 
249 �253 �221，905 �225，496 �2級年金額　792，100円 

遺族基礎年金 �（人） �（人） �（千円） �（千円） �死亡した人によって生計を維持されていた妻 
2 �0 �1，812 �0 �や子 

計 �（人） 4，831 �（人） 5，031 �（千円） 3，325，745 �（千円） 3，466，140 �前年度比較　200人増加 

4．福祉年金

平成23，24年　12月末

種　　　別 �受　給　人　員 ��年　　金　　額 ��備　　考 
平成23年 �平成24年 �平成23年 �平成24年 

老齢福祉年金 �（人） 2 �（人） 2 �（千円） 811 �（千円） 806 �老齢福祉年金額（最高額）402，900円 
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平成25年度　国民健康保険特別会計予算資料
1．国保加入状況

（1）世帯数

区分 年度 �全世帯数 �国保世帯数 �加入割合 

平成23年度 �7，621世帯 �3，302世帯 �43．3％ 

平成24年度（見込） �7，900世帯 �3，360世帯 �42．5％ 

平成25年度（予恵） �7，950世帯 �3，380世帯 �42．5％ 

（2）被保険者数

区分 年度 �全人自 �被保険者数 �加入割合 

平成23年度 �24，745人 �6，307人 �25．5％ 

平成24年度（見込） �24，900人 �6，330人 �25．4％ 

平成25年度（予定） �25，000人 �6，350人 �25．4％ 

（3）被保険者数の内訳

区分． 年度 �一般被保険者 ��退職被保険者等 
一被保険者数 �割合 �被保険者数 �割合 

平成23年度 �5，728人 �90．8％ �579人 �9．2％ 

平成24年度（見込） �5，735人 �90．6％ �595人 �9．4％ 

平原25年度（予定） �5，780人 �91．0％ �570人 �9．0％ 

高齢福祉課



2．保険給付の状況

（1）給付費及び療養費

年度 �区分 �一般被保険者 ��退職被保険者等 
保険者負担額■ �1人当たり �保険者負担額 �1人当たり 

平成23年度 �療養の給付 �1，203，306千円 �210，074円 �140，889千円 �243，332円 療養　費 �21，975千円 �3，836円 �2，593千円 �4，478円 

計 �1，225，281千円 �213，910■円 �143，482千円 �247，810円 

平成24年度 （見込） �療養の給付 �1，218，785千円 �212，517円 �146，400千円 �246，050円 療養　費 �22，000千円 �3，836円 �1，900千円・ �3，193円 

計 �1，240，785千円 �216，353．円 �148，300千円 �249，243円 

平成25年度 （予定） �療養の給付 �1，224，000千円 �211，765円 �130，800千円 �229，474円 療養　費 �22，500千円 �3，893円 �1，800千円 �3，158円 

計 �1，246，500千円 �215，658円 �132，600千円 �232，632円 

（2）高額療養費

区分 年度 �一般被保険者 ���退職被保険者等 

件数（件） �支給額 �1件当たり �件数（件） �支給額 �1件当たり 

平成23年度 �2，103 �131，454千円 �62，508円 �153 �18，242千円 �119，229円 

平成24年度（見込） �2，200 �136，800千円 �62，182■円 �1＿50 �19，400千円 �129，333円 

平成25年度（予定） �2，300 �142，800千円 �62，087円 �150 �17，400千円 �116，000円 

（3）出産育児一時金及び葬祭費

区分■ 年度 �出産育児一時金 ���葬祭費 

件数（件） �支給額＿ �1件当たり �件数（件） �支給額 �1件当たり 

平成23年度 �38 �15，930千円 �390　420千円 �37 �740千円 �20千円 

平成24年度（見込） �25 �10，500千円 �420千円 �34 �680千円 �20千円 

平成25年度（予定） �30 �12，600千円 �420千円 �40 �800千円 �20千円 
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後期　高齢者　医療　関係
後期高齢者医療制度

平成20年4月から始まった制度で、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするために老人保健制度に
代わり、新たに後期高齢者医療制度が創設されました。

・被保険者

75歳以上および65歳以上の一定の陣がいがある方

・保険料（平成25年度）

岐阜県内均一で定められ、2年ごとに見直されます。平成25年度は改定はありません。
被保険者均等割（年額） 40，670円

所得割（年額） 基礎控除後の総所得金額等×7．83％

※保険料の限度額は55万円（年額）

・低所得者の軽減

被保険者のうち、同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が下記の金額以下の場合、均等割額が軽減されます。
後期高齢者医療制度の被保険者全員が、年金収入80万円以下の世帯 �9割軽減 
「基礎控除額（33万円）」以下の世帯 �8．5割軽減 
「基礎控除額（33万円）＋24．5万円×世帯の被保険者の数（被保険者で �5割軽減 

ある世帯主を除く）」以下の世帯　…　…・（複数世帯のみ） 
「基礎控除額（33万円）＋35万円不世帯の被保険者の数」以下の世帯 �2割軽減 

所得割の軽減
年金収入153万円から211万円の方について所得割が5割軽減されます。

※公的年金控除を受けた者については、総所
得から15万円を控除して適用する。

項　　目 �事　業　内　容 �予　算　額（千円） 

総務管理費 �一般管理費のうち消耗品、印刷製本、郵便料等 �1，025 
業務委託料として収納システムカスタマイズ委託料 �831 

徴収費 �徴収費のうち消耗品、印刷製本、郵便料、口座振替手数料 �778 
電算処理委託料として収納台帳、保険料決定通知書、納付書等 �685 

後期高齢者医療 広嘩連合納付金 �保険料等の負担金 �191，767 
事務費負担金 �9，148 

保健事業費負担金 �2，120 

健康診査費 �消耗品、印刷製本、郵便料 �298 
健康診査費用委託料 �8，060 

その他 �諸支出金、予備費 �288 



町道（農道・林道）の現況調書
平成25年1月末日現在

〔町　道〕

総　延・長（m） �365，476．70 �路　線　数（本） �1，386 

路面別　延長内訳　（m） 

砂　　　　　利 �防塵（軽舗装） �セ　メ　ント　系 �アスファルト系 

51，542．50 �1，335．20 �1，835．00 �302，135．10 

橋梁延長（m） �2，138．40 �橋梁箇所数（本） �328 

〔農　道〕

総　延　長（m） �舗装実延長（m） �路線本数（本） 

13，765 �13，765 �21 

〔林　道〕

総　延　長（m）・ �舗装実延長（m） �路線本数（本） 

24，572 �11，836 �13 
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住宅等建築状況調
（建築確認申請受付分）（H25．1末現在）

年　度 �新築件数 �増築件数 �計 （件） �（件） �（件） 

平成14年度 �135 �69 �204 

平成15年度 �139 �67 �206 

平成16年度 �131 �52 �183 

平成17年度 �131 �51 �182 

■平成18年度 �142 �43 �185 

平成19年度 �98 �34 �132 

平成20年度 �136 �33 �169 

平成21年度 �114 �21 �135 

平成22年度 �122 �21 �143 

平成23年度 �88 �50 �138 

平成24年度 （平成亭5年1月末） �103 �30 �133 

町営住宅管理状況

建　　設　　課

（H25．1未現在）

団　地　名 �種別 �建設年度 �管理戸数（戸） ��入居戸数（戸） 
種別 �計 �種別 �計 

田　中住宅 �1種 �S32 �2 �4 �2 �3 
2種 �S37 �2 ��1 

萩　原住宅 �1種 �－ �－ �14 �－ �9 
2種 �S37 �14 ��9 

下東野住宅 �1種 �S40 �2 �8 �2 �6 
2種 �S39 �6 ��4 

粕ヶ原住宅 �1種 �S41～42 �5 �14 �5 �12 
2種 �S40～42 �9 ��7 

江漢前住宅 �1種 �S43～44 �6　‾ �17 �6 �17　－ 
2種 �S43～44 �11 ��11 

願成寺住宅 �1種 �S48 �10 �10　° �9 �9 
2種 �－ �－ ��－ 

願成寺住宅 �1種 �H3～5 �53 �72 �53 �72 
2種 �H3～5 �19 ��19 

合　計 �1種 � �78 �139 �77 �128 
2種 ��61 ��51 

総合計 � � �139 �．139 �128 �128 



1．池田町農業の概要

主潮業別農家数　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：戸） 
合計 �主業農家 �準主業農家 �副業的農家 

6　9　4 �4■1 �1　4　0 �5　1　3 

10　0　％ �5．9　％ �2　0．2　％ �7　3．9　％ 

）耕地種類別面積　　　　　　　（単位、：ha） 

耕地面稽 �田 �普通畑 

1，0　4　9 �9　1　0 �1　3　9 

10　0　％ �8　6．7　％ �13．3　％ 

）経営耕地規模別経営体数　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：戸） 
合計 �0．3ha東浦 �－0．3～0．5 �0．5～1．0 �1．0～1．5 �1．5～2．0 �2．0～3．0 �3．0～5．0 �5．0以上 

710 �14 �188　－ �334 �104 �26 �18 �9 �17 

100％ �2・叩 �26．5％ �47．0％ �14．6％ �3．7％ �2．5％ �1．3％ �2．4％ 

＊東海農林水産統計年報よ　り
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2．農業委員会関係
1）農地法関係議案審議計画　　　　　　（平成24年実績） 

区　　　分 �第3条関係 （農地の権利移動） �第4■条関係 �第5条関係 
許　　　　可 �許　　　　可 �許　　　可 

件　　数 �14 �9 �53（一時転用は除く） 

面　　積 �ha �ha �ha 1．7 �0．3 �3．6 

（2）農用地利用権設定計画

農用＿地 利用権 設　定 �3　年　未　満 �3　年～　6　年未満 �6　年～10年未満 �10　年　以　上 
6　件 �48　件－ �191件・ �38　件 
1．3　ha �13．6　ha �50．O　ha �13．2・ha 

※　2　5年1月末現在の利用権設定面積　314．80　ha

（3）農業者年金加入状況

被保険者数
年金受給者

3．水田農業構造改革推進事業（生産調整）の概要

5人）

区　　分 �米の生産 数量目模 �米の作付 面　積 �転　　　　　　　作　　　　　　　等 麦 �大　　豆 �レンゲ �野菜等 �不作付 ′　平成24年 �t �ha �ha �ha �ha �ha �ha 
‾実　　　績 �2，281．242 �415．74 �163．2 �142．4 �50．9 �89．3 �38．8 

平成25年 計　画 �　．t 2，255．572 �489．06 �170．0 �150．0 �6■0．0 �90．0 �35．0 
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4．池田町農業生産組織の状況

NO �生　産　組　織　名 �構成 員数 �取　　組　作　　物 

水 田 耕 種 �■1 �宮地北部営農組合 �3　人 �水稲　　　　　、 
2 �宮地農産組合 �2 �水稲 
3 �皆米営農組合 �10 �小麦 
4 �砂畑営農組合 �9 �水稲 
5 �八幡北営農組合 �26 �水稲 
6 �沓井営農組合 �14 �水稲 
7 �養基機械化営農組合 �7 �水稲 
8 �野畑営農組合 �13 �水稲 
9 �段区営農組合 �22 �水稲　　小麦　　大豆 
10 �市橋機械化営農組合 �37 �水稲 
11 �下八幡推進協議会 �53 �水稲 
12 �農事組合法人温知第二営農組合 �39 �水稲　　小麦＿　大豆 
13 �萩原農業生産組合 �57 �水稲　　小麦　　大豆 
14 �渓北営農組合 �58 �水稲　　小麦　　大豆 
15 �農事組合法人白鳥フア「ム �57 �水稲　　麦　　　大豆 

畜産 �16 �池田町畜産組合 �6 �＿乳用牛　採卵鶏　肉用牛　■フ寸ロイラー 

茶 読 菜 �17 �温知茶生産組合 �11 �茶 18 �美濃いび茶宮地生産組合 �55 �茶 
19 �池田第一茶生産組合 �33 �茶 
20 �美濃西部製茶組合 �4 �茶 
21 �池田町苺生産組合 �9 �いちご 
22 �夏秋な〟す生産組合 �18 �夏秋なす 

そ の 他 �23 �特用林産物生産組合 �4 �特用林産物 
・24 �池田町梅生産組合 �27 �梅 

25 �池田町野菜組合 �19 �野菜 
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池田農業振興地域整備管理（農用地区域からの除外） 
（平成　2　4　年度実績） 

転　　用 �農　　家 �股 �公共用 �商工業 �集合住 �その他 �合　　計－ 
目　　的 �住　　宅 �住　　宅 �施　　設 �用　　地 �宅　　等 

件　　数 �1 �10 �0 �6 �4 �0 �21 

面　積 �Ⅰぜ �3 m �ポ �3 m �Ⅰガ �rぱ �　2 m 136 �3，586．7 �0 �7，258 �3，943 �0 �14，923．7 

池田町率産農家概要　　　　　　　　　　　　　　（平成25年1月現在） 

畜　　　種 �’農　家　数 �飼　　　養　　　頭　　　羽　　　数 ����備　　考 成牛等 �育　成 �子 �合　　計 

乳　用　牛 �　戸 1 �32 �30 �2 �64 � 

肉　用　牛 �2 �7 �0 �3 �10 � 

採　卵　鶏 �2 �14，250 �1，200 �0 �15，450 � 

ブロイ　ラ　ー �1 �0 �0 �0 �0 � 

産 業 課



係ニ玩

人　工　林　率　　51．7　％

区　　　　r分 �平成　31年 
人　　工　　林 �7　9　7　－ha 
天　　然　　二林， �7　4　7　ha 
そ　　の　　他 �1　9　ha 
人　工　林　率 �5・1．0　％ 

（3）造林、保育事業の概要（平成2　5年度予定）

11．9　0

係観　　　光　　　蘭

イ　パル

2　0　1　3

ためミ　ニパーク設置及びガーデニング
帯と　自主活動の推進を図る。

平成2　5年度）

2．「

産　　業　　課
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労
1．池田町勤労者生活安定資金

働　　　　関　　　　ノ隣

池田町内に在住する勤労者に対し、生活に必要な資金が融資できるよ　う、
原資を労働金庫に預託するこ　とによ　り勤労者の生活安定を図る。

勤労者生活安定資金融資状況

2．その■他の資料

1）工　　業 

調査資料 �事　業　所 �従　業　者　数 �製造品出荷額（万円） 

2007工業統計 �9　8 �3，0　7　9 �6，7　3　3，415 

200＿8工業統計 �9　9 �3，15　8 �7，8　2　8，4　7　4 

2009工業統計 �9　8 �3，3　3　9 �8，0　2　5，9　6　0 

2010工業統計 �1　0　2 �3，17　9 �7，4　4　0，13　0 

2011工業統計 �8　9 �2，7　6　8 �5，8　7　2，5　5　5 

2）商　　業 

調査資料 �商　　店　数 �従業者数（人） �商品販売高（百万円） �売場面積（d） 

2007岐阜県統計 �2　3－8 �1，3　2　2■ �2　0，　711 �2　9，5　5　8 

2009岐阜県統計 �2　2　3 �1，2　8　8 �2　0，　6　7　8 �′　3　8，3　5　7 

増　減　率 �△　6．　3　％ �△　2．6　％ �△　0．　2　％ �2　9．8　％ 

産　　業　　課



池　田　町　水　道　事　業　の　概　要

事　業　名 �北部簡易水道・ �南部簡易水道 �上水道 

配　水　能　力　　　　　　（d／日） �1，571 �1，130 �5，160 

導　水　管　延　長　　　　（m） � � �441 

送　水　管　延　長　　　　（m） �1，641 �830 �1，896 

配　水　管　延／長　　　　（m） �55，210 �38，411 �104，790 

′取送水ポンプ設置数　　　　（台） �4 �．4 �6 

浄　水　場‾設　置　数　（台） �1 �1 �1 

配　水　池　設　置　数　　（台） �2 �1 �1 

計画1人1日最大給水量　　（L） �314 �269 �410 

計画1、人1日平均給水量　　（L）‾ �208 �200 �299 

計画1日最大給水量　　　　（正） �1，571 �1，130 �5，160 

計画1日平均給水量　　　　（ポ） �1，042 �838 �3，764 

平成23年度総配水量　　　　（ポ） �531，189 �382，149 �705，061 

平成23年度総有収水量　　　（ポ） �391，900 �338，403 �615，248 

平成23年度有収水量率　　　（％） �73．8 �88．6 �87．3 

平成25年1月現在給水戸数　（戸）－ �1，434 �1，121 �3，841 

検針員　　　　　　　　　（人） �2 �2 �5 

－　93　－

（3水道共通）

加入分担金 
口径 �金額（円） 

13ミリ以下 �170，000 

20ミリ以下 �200，000 

30ミリ以下 �250，000 

50ミリ以下 �400，000 

50ミリ超 �600，000 

＊超過1誠につき136円

水　　道　　課
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浄化槽設置整備事業

水　　道　　課

国庫補助対象事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位‥基） 

設置年度 人槽区分 �H12 �H13 �H14 �H15 �H16 �H17 �H18 �H19 �H20 �H21 �H22 �H23 �H24 見込み �H25 予定 

5人槽 �22 �21 �20 �22 �24 �23 �20 �22 �27 �10 �10 �19 �22 �9 

6～7人槽 �57 �42 �47 �44 �51 �43 �55 �38 �39 �18 �19 �15 �16 �15 

8～10人槽 �7 �8 �7 �4 �4 �2 �－ �5 �2 �2 �2 �1 �1 �2 

11～20人槽 �2 �2 �4 �3 �3 �3 �4 �－ �1 �－ �－ �2 �1 �2 

21～30人槽 �2 �2 �3 �3 �1 �2 �1 �4 �3 �1 �－ �1 �2 �1 

31～50人槽 �3 �2 �2 �2 �1 �－ �－ �1 �2 �－ �2 �2 �－ �1 

合　　　計 �93 �77 �83 �78 �84 �73 �60 �70 �74 �31 �33 �40 �42 �30 

町単独事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：基） 

設置年度 人槽区分 �H12 �H13 �H14 �H15 �H16 �H17 �H18 �H19 �H20 �H21 �H22 �H23 �H24 見込み �H25 予定 

5人槽 �1 �2 �－ �6 �4 �1 �1 �－ �－ �6 �6 �11 �5 �8 

6～7人槽 �7 �7 �1■ �8 �5 �7 �1 �3 �2 �8 �7 �7 �8 �7 

8～50人槽 �・1 �1 �－ �2 �2 �1 �3 �2 �1 �1 �2 �2 �－ �5 

合　　　計 �9 �10 �1 �16 �11 �9 �5 �5 �3 �15 �15 �20 �13 �20 



池　田　町下水道事業

農業集落排水事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成25年1月現在）

処理区 �計画人口（人） �計画面積（ha） �供用開始 �加入件数（件） �接続件数（件） �接続率 

中谷 �1，210 �24 �平成9年4月 �156 �153 �98．1％ 

徳谷 �850 �23 �平成10年4月 �105 �96 �91．4％ 

大谷 �1，写40 �40 �平成11年4月 �250 �224 �89・＿6％ 

大津谷 �1，440 �131 �平成12年4月 �347 �314 �90．5％ 

白鳥 �840 �19 �平成12年4月 �129 �118 �91．5％ 

深歩谷 �650 �78 �平成13年4月 �106 �78 �75．6％ 

東光寺谷 �2，250 �113 �平成14年4月 �378 �334 �88．4％ 

公共下水道事業　池田処理区

都市計画決定

下水道法事業認可

都市計画法事業認可

事業実施計画年度

事業認可区域面積

事業認可年度

一部供用開始年度

平成25年1月現在接続状況

（最終）平成16年7月　7日

（当初）平成10年1月16日

（最終）平成21年11月18日

（当初）平成10年1月16日

（最終）平成22年3月19日

平成9年度～38年度　予定

451　ha

平成9年度～27年度

平成15年度

整備済面積（ha） �加入件数 �接続件数 �接続率（％） 

331 �2，674 �1，536 �57．4 
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年度別小中学校児童生徒数一覧表

顔各年度5月1日現在の数　　ただし、H25年度は2月1日現在の見込み数

※養基小の（）内は池田町の児童数

小学校

学校教育課

学校名 �H　7 �H12 �H17 �H19 �H20 �H21 �H22 �H23 �H24 �H25 

温知小 �563 �598 �628　‾ �588 �576 �555 �548 �526 �530 �513 

八幡小 �425 �418 �458 �458 �453 �439 �439 �445 �448 �443 

宮地小 �145 �146 �145 �135 �128 �130 �119 �117 �108 �102 

池田小 �336 �307 �359 �363 �375 �364 �384 �368 �356 �349 

養基小 �（182） �（187） �（192） �（196） �（187） �（188） �（171） �（170） �（168） �（167） 
312 �291 �320 �313 �300 �304 �289 �286 �286 �284 

池田中 �H　7 �H12 �H17 �H19 �H20． �H21 �H22 �H23 �H24 �H25 
852 �852 �819 �884 �904 �879 �890 �873 �862 �830 

H22 �H23 �ロ24 �H25 

コスモ幼稚園 �104（334） �102（315） �103（318） �9．0（272） 

揖斐幼稚園 �40 �36 �44 �37 

こぼと西幼稚園 �1 �1 �1 �0 

清流みずほ幼稚園 �3 �4 �2 �2 

クローバー幼稚園 � � �1 �2 

※コスモ幼稚園の（　）は全園児数



平成25年度児童生徒数学級編成見込み
小学校・中学校

学校卒 �1年 �‾2年 �3年 �4年 �5年 �6年 �合計 

温知小 �（チ1．シて1） �（シ’3） �（チ3．ゾ1） �（ゾ3） �（チ2） �（シ■寸1） �（チ6．ゾ9） 
76 �83 �89 �91 �92 �82 �513 

八幡小▼ �（チ1） � �（ゾ1） �（チ1．シ寸1） � � �（チ2．シや2） 
77 �71 �77 �78 �70 �70 �443 

宮地小 �8 �16 �17 �22 �18 �21 �102 

池田小 �（チ1） �（チ2，シヾ2） �（チ2） �（チ2．ゾ1） �（チ2） �（シ寸2） �（チ9．シや5） 
54 �55 �44 �62 �63 �71 �34・9 

養基小 � � �（チ2） � �（チ1） �（チ1） �（チ4） 
42 �44 �47 �46 �58 �47 �284 

池田中 �（チ4．シ÷1） �（チ4） �（チ5．ゾ2） � � � �（チ13．シ寸3） 
273 �276 �281 � � � �830 

小学校

※（）内は特別支援学級の児童生徒で内数

チ……知的陣がい

ジ……情緒陣がい

要保護・準要保護児童生徒数（就学援助費対象者）
中学校

学　年 �H23 �H24 �H25 

1年生 �8 �10 �10 

2年生 �9・ �8 �7 

3年生 �10 �2 �8 

4年生 �13 �8 �11 

5年生 �11 �13 �8 

6年生 �12 �11 �14 

計 �63 �52 �58 

学　年 �H23 �H24 �H．25 

1年生 �15 �20 �20 

2年生 �24 �15 �19 

3年生 �15 �23 �二16 

計 �54 �＿58 �55 
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小学校

特別支援学級児童生徒数（就学奨励費対象者）
中学校

学　年 �H23 �H24 �H25 

1年生 �6 �3 �3 

2年生 �9 �8 �ゝ5 

3年生 �3 �8 �7 

4年生 �2 �4 �7 

5年生 �4 �4 �5 

6年生 �2 �4 �4 

計 �26 �31 �31 

学校給食
施　設　名 �配　食　数 �給食　日　数 

温知小学校 �551 �200日 

八幡小学校 �474 �／／ 

宮地小学校 �120 �／／ 

池田小学校 �380 �／／ 

池田中学校 �885 �／／ 

計 �2，410 � 

1食当たりの食品構成価格

学　年 �H23 �H24 �H25 

1年生 �6 �3 �6 

2年生 �1 �7 �3 

3年生 �2 �1 �7 

計 �9 �11 �16 

◇給食の内容
・パン等給食　　週　1．6回

・米飯給食　　　週　3．4回

◇給食費（月額）
・小学校　　　4，100円

・中学校　　　4，900円

◇1食当たりの単価
・小学校　　　　　228円

・中学校　　　　　272円

主　　食 �、牛　　乳 �副　　食 

小学校 �30円97銭 �47円85銭 �149円18銭 

中学校 �37円　8銭 �47円85銭 �187円　7銭 

学校教育課



平成25年度

社会教育・文化振興の方針と重点施策

方 �針 

【社会教育】
家庭・学校・地域社会がそれぞれの果たす役割を十分認識しながら、互いに連携・協力しあい、自
律的で心豊かな人づくりを推進する。

【文化振興】
豊かな心と創造性をはぐくむために、読書活動の推進、文化芸術活動の振興、伝統芸能等の保存と活
用、町民に親しまれる社会教育施設の運営に務める。

重 �．点 �施∴ �策 

＜社会教育ニー

□　自主的・自発的学習を支援する生涯学習講座・教室の充実と機能的な推進体制の確立
（1）町民の多様な学習ニーズに対応するための講座・教室の充実と指導者の養成・確保に努め、自主的・自発的学習を推進

する。
（2）公民館を拠点とした学習活動や地域活動等を推進し、町民の主体的な地域づくりを支援する。
（3）生涯学習施設の整備と充実を図り、効果的な活用を推進する。
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口家庭教育に関わる学習機会の充実と子育て支援の推進
（1）「家庭の日」の普及と実践に努め、家庭の教育力を高めるとともに家庭教育学級の活性化を図り、心豊かな明るい家庭づ

くりを地域ぐるみで推進する。
（2）親子ふれあい土曜教室や放課後子ども教室を地区公民館及び各児童館で定期的に開講し、親子の交流や健全な遊びの場

の提供を推進する。

口差別や偏見をなくし、人権を尊重する温かい人間関係の醸成
（1）人権に関わる学習・講演会を行うなど、効果的な教育・啓発に努める。
（2）人権意識の高揚と同和問題の正しい認識・理解を深める。

口家庭・学校・地域社会が一体となり、児童生徒の健全育成の推進強化
（1）家庭・学校・地域社会が連携し、青少年の規範意識や地域で心豊かな青少年を育てる機運の高揚を図る。
（2）青少年育成推進員・育成委員が核となり、地域の青少年健全育成に取り組み、青少年が地域活動に積極的に参加するよ

う推進する。

＜文イヒ振興＞

□文化活動団体を支援し、自主的かつ積極的な文化活動の推進
（1）多くの町民が参加できる芸術文化活動を奨励するとともに、発表する場として文化奈や、中央公民館ロビー展示等を行

い、様々な芸術に親しむ機会の提供に努める。
（2）心豊かな子どもの育成を図るために、幼児から青年に至るまで、それぞれの発達段階に応じた文化芸術活動を支援推進

する。

□文化財や伝統芸能の保存・伝承・活用を支援推進し、適切な維持管理の実施
（1）歴史的風土や生活の中で培われた文化財や伝統芸能はかけがえのない財産であり、その保存・伝承・活用を通じて文化

の向上を図る。また、関係機関等と連携し維持管理に努める。
（2）文化財めぐりや歴史講座を通じ、郷土の歴史遺産を広く町民に周知し、郷土愛の醸成に努める。



社会教育施設の管理、運営及び使用許可に関する件数　（実績） 

平　成　23　年　度 ��平　成　24　年　度 
（実　　績） ��（平成25年1月未現在） 

施　設　名 �許　可　件　数 �利　用　者　数 �許　可　件　数　■ �利　用　者　数 

中　央公　民館 �件 �人 �件 �人 3，3　3　5 �7　7，5　8　9 �2，614 �5　8，505 

宮　地公　民館 �8　0　7 �9，96　5 �616 �7，29　3 

養　基公　民館 �7　9　9 �12，412 �6　7　3 �10，309 

西　　公民館 �8　7　6 �11，98　5 �815 �9，748 

中　　公民館 �1，3　5　6 �15，304 �1，036 �11，06　9 

東　　公民館 �7　7　5 �13，5　54 �6　7　2 �7，099 

八　幡公　民館 �1，13　6 �19，3　6　5 �9　4　9 �14，113 

ゆうごうほらと館 �8　3　7 �11，3　31 �7　2　3 �9，116 

さ　く　ら　会館 �3　3 �5　3　4 �3　5 �4　0　6 

合　　　計 �9，9　54 �17　2，0　3　9 �8，13　3 �12　7，6　58 
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事　業　名 ��事　業　の　概　要 �実　施　月 �対象　者 �実施回数 �定　員 

1 生 涯 学 習 学 級 講 座 �成 人 学 級 �和布を楽しむ会 �手持ちの和布を生か したりリメイクする �　月 4～3 �一　般 �　回 24 �　人 10 

歴　史　講　座 �池田町の歴史を学ぶ 初心者向け �5～3 �一　般 �7 �2　0 

ギ一夕一教室 �フォークギターで 楽しく弾こう �4～3 �一　般 �2　4 �2　0 

少 年 学 級 �少年少女合唱団 �歌う楽しさを通して 豊かな人作りを目指 す �4～3 �小学生 1年～6年 �4ノ8 �－ ・親子ふれあい 土曜教室 �みんなで参加しよう �5′～3 �親子 小学生 1年～6年 �3　3 �－ 

・放課後子ども 教室、 �みんなで参加しよう �5～11，3 �小学生 1年～6年 �2　5 �ー 

子ども将棋教室 �楽しく将棋しよう �4～3 �小学生 1年～6年 �2　4 �2　0 

社会教育課



地 区 公 民 館 学 級 革 座 �　館名 講座名 �宮地公民館 ���養基公民館 ���西　公　民　館 
教室 �延回数 �予　算 �教室 �延回数 �予　算 �教室 �延由数 �予　算 

成人教育 �2 �回 �千円 �4 �回 �千円 �6 �回 �千円 2　4 �5　4 ��81 �15　3 ��19　2 �14　5 

青少年教育 �1 �4　8 �3　6 �ー �ー �－ �ー �－ �－ 

高齢者教育 �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ 

各大会参加賞 �－ �－ �12　0 �－ �－ �8‾5 �－ �－ �13　0 

計 �3 �7　2 �210 �4 �81 �2　3　8 �6 �19　2 �2　75 

館名 講座名 �中　公　民　館 ���東　公　民　館 ���八幡公民館 

教室 �延回数 �予　算 �教室 �∵延回数 �予　算 �教室 �延回数 �予　算 

成人教育 �4 �回 �千円 �5 �．回 �千円 �6 �回 �千円 8　8、 �15　4 ��12　0 �18　0 ��13　2 �2　2　8 

青少年教育 �－ �－ �－ �ー �－ �－ �－ �－ �－ 

高齢者教育 �－ �ー �－ �－ �－ �ー �－ �－ �－ 

各大会参力償 �－ �－ �2　3　0 �－ �－ �7　5 �－ �－ �16　8 

計 �4 �8　8 �3　8　4 �5 �12　0 �2　5　5 �6 �13　2 �3　9　6 

ー103　－ 社会教育課



－104－

事　業　名 �事　業　の　概　要 �実　施　月 �対　象　者 �回数 �備　考 

2 �ヤング �青年の企画による各種イ �9 �般 �回 1 � 
青 少 年‾ 育 成 事 業 �フェスティバル �ベント 

池田っ子まつり �町内少年団体の協力によ る子どもたちのまつり �11 �小学生 �1 � 

家庭づくり �家庭の日ポスター、作文 �8・1 �小学生 �2 � 
推進事業 �募集 ��中学生 

非行防止 　活動事業 �補導活動の実施 �4～3 �小学生 中学生 �50 � 

青少年育成地域 ．活動推進事業 �町民会議・育成会議・夜 間パトロールの実施 �4～3 �般 �随時、 � 

3 家 庭 教 育 事 業 �乳幼　児　学級 �乳幼児の育成について考 える �4～3 �乳幼児の母親 �40 � 

家庭教育学級 �子供の成長と親の役割に ついて考える �4～3 �小学生の親 �30 � 

働　く．親学級 �中学生の親の役割につい て考える �4～3 �中学生の親 �30 � 

4 生 涯 学 習 振 興 事 一業 �女性セミナー �女性のための学習と情報 交換の場 �4～3 �女　　性 �12 � 

高　齢者学級 �生きがいと健康づくりを 目標に、講演会等の実施 �10 ～ 12 �高　齢　者 �3 � 

社会教育課



事　業　名． �事　業　の　概　要 �実　施　月 �対　象　者 �回数 �備　考 

5 文 化 財 保 護 調 事 業 �文化財保護事業 �国、県、町指定文化財の 維持管理 出土遺物・古文書整理 文化財審議会開催 各文化財保護団体への 助成‘ �・4～3 � � � 

文化財調査事業 �各種開発に係る埋蔵文化 財の試掘等調査 �4～3 � � � 

6 文 化 事 業 �文　　化　　祭 �文化祭の開催 一般の作品展示 小・中学生の作品展示 �11 �小学生以上 �1 �出品者 成人 700人 小・中学生 230軋人 

芸術の連鎖乗り （短歌大会） �文化の向上を図る �10 �′J、・中・一般 �1 � 

7 成 人 式 事 業 �成　　人　　式 �新成人を祝福する式典の 開催 開催予定日 平成26年1月（予定） �1 �新　成　人 �1 �2　90人 

8 男 �町民の意識改革の為、 �町民の意識改革を図るた �4～3 �般 �随時 � 

女 共 同 参 画 事 業 �啓蒙・普及・推進事業 �め、研修会等を開催し啓 蒙・普及・推進に務める。 
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社会体育振興計画

1．スポーツ振興に関する長期展望

総合体育館

スポーツは、人々の心身の健全な発達を促し、明るく豊かで活力に満ちた生き甲斐のある人生を送るために重要な役割を果たしている。

本町としても「生涯スポーツの基本理念」に基づき、町民一人一人が自己の年齢や体力に応じて、スポーツ活動が展開できるようにするため

の長期展望を下記のとおりまとめた。

（1）多様化する住民ニーズに応えられるよう、イベント・スポーツ教室等の開催を図る。

（2）スポーツ活動の初心者に対する相談、スポーツプログラムの策定及び推進を図る。

（3）スポーツは自己のために行うという認識のもとに、日常生活の中でスポーツを実践していく気運を醸成する。

（4）自己の年齢や体力に応じたスポーツ活動の促進を図る。

（5）スポーツを楽しむことを通して人間性を高め、生き甲斐づくりができる自主的なクラブづくりを援助し、地域スポーツの振興を図る。

（6）「いつでも、どこでも、だれでも」スポーツ活動ができるように拠点施設の整備、スポーツプログラムの充実を図る。

（7）スポーツを楽しく、安全に行うための指導者の育成と指導体制の充実を図る。

（8）指導者の確保と資質向上を図るため、研修会等の実施に努める。

（9）総合型地域スポーツクラブの育成と活動の推進を図る。

（10）体育施設の有効活用と安全管理、施設や設備の整備を推進する。

2．スポーツ振興計画

年　　度 �基　　本　　的　　な　　考　　え　　方 

平成25年度 �・誰もが気軽に参加できるイべシト・スポーツ教室の開催。 ・総合型地域スポーツクラブの効率的な運営を図る。 

・バドミントン日本リーグ2013開催に伴うスポーツ環境作り。 



3．平成25年度スポーツ振興計画

（1）基本的な考え方

・スポーツ推進委員ならびに地区スポーツ普及員を中心としたコミュニティのスポーツ振興と体育協会を中心とした各種目（競技）

活動の推進、レクリエーション協会を中心としたレク活動、軽スポーツの普及とバドミントン日本リーグを開催することにより地域スポ
ーツの振興に努める。

・総合型地域スポーツクラブの育成と活動の支援を図る。

（2）事業計画

（∋各種大会

②スポーツ指導者講習会

③スポーツ指導者等研修会

スポーツ少年
ス　ポ　ー　ツ

総　合　型　地　域

④その他

総合型地域スポーツクラブ活動の支援
ス　ポ　ー　ツ　少　年　団　入　団　式
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4．社会体育施設の管理、運営及び使用許可に関する件数（実績）

総合体育館

施　　設　　名 ��平成23年度（宰績） ��平成24年度（平成25年1月末現在） 
許可件数（数） �利用者数（人） �許可件数（数） �利用者数（人） 

総 A ロ 体 育 館 �ア　　リ　　　　　　　ナ �1，721 �74，580 �1，373 �72，316 
柔　　　道　　　場 �511 �21，691 �444 �18，019 

剣　　　道　　　場 �625 �・16，023 �486 �12，647 

会　　議　　室　　等 �403 �7，297 �386 �7，672 

多　目　的　ホ　ー　ル � � �平成24年10月より使用開始　　　87 �1，477 

ト　レ　ー　ニ　ン　グ　ル　ー　ム � �10，792 � �8，402 

小　　　　計 �3，260 �130，383 �2，776 �120，533 

ス ポ l ツ 公 蘭 �芝　　生　　広　　場 � �12，066 � �10，202 

テ　　　　　　　ス　　　場 � �4，761 � �4，989 

多　　目　　的　広　場 � �8，786 � �8，728 

小　　　　計 � �25，613 � �23，919 

合　　　　　計 ��3，260 �155，996 �2，776 �144，452 

そ の 他 社 ∠ゝ �青　少　年　研　修　施　設 �45 �2，141 �32 �1，522 

池　田　公　園　野　球　場 �99 �5，478 �60 �3，581 

池田公園野球場ナイター �84 �1，815 �86 �1，870 

池　田　公　園　テ　ニ　ス　場 �186 �3，303 �99 �2，387 

池田公園テニス場ナイター �94 �2，076 �96 �2，203 

池田公園ソフトボール場 �96 �3，731 �46 �2，116 

南　部　公　園　テ　ニ　ス　場 �43 �144 �18 �65 
耳 体 育 施 設 �南部公園多　目　的広場 �159 �3，621 �113 �3，065 

広　域　グ　ラ　ン　ド �104 �12，584 �87 �8，874 

北　部　多　目　的　広　場 �83 �365 �65 �262 

中地区ゲートボール場 �250 �1，545 �191 �1，148 

東地区ゲートボール場 �71 �884 �58 �697 

八幡地区ゲートボール場 �75 �717 �55 �554 

北　地　区　多　目　的　広　場 �67 �432 �51 �312 

合　　　　　計 ��1，456 �38，836 �1，057 �28，656 



施　　設　　名 ��平成　23年　度（実績） ��平成24年度（平成25年1月未現在） 
許可件数（数） �利用者数（人） �許可件数（数） �利用者数（人） 

小 ● 中 学 校 施 設 開 放 関 係 �池　田　中　ナ　イ　タ　ー �201 �7，074 �1．58 �4，734 

池　田　中　体　育　館 �1，036 �18，192 �743 �13，279 

池　田　中　グ　ラ　ン　ド �0 �0 �0 �0 

池　田　小　ナ　イ　タ　ー �73 �5，078 �71 �5，216 

池　田　小　体　育’館 �399 �7，019 �325 �5，639・ 

．池、田　小　グ　ラ　ン　ド �152 �6，916 �91 �3，＿957 

宮　地　小　ナ　イ　タ　ー �66 �1，509 �46 �1，280 

宮　地　小　体　育　館 �225 �3，535 �136 �1，549 

宮　地　小　グ　ラ　ン　ド �166 �6，954 �113 �5，076 

温　知　小　ナ　イ　タ　ー �179 �4，739 �143 �5，595 

温　知　小　体．育　館 �528 �8，888 �452 �8，132 

温　知　小　グ　ラ　ンド �198 �5，405 �169 �7，477 

八一　幡　小　ナ　イ　タ　ー �18 �301 �28 �850 

八　幡　小　体　育　館 �399 �9，047 �255 �5，541 

八　幡　」、グ　ラ　ン　ド �153 �4，927 �74 �4，996 

養　基　小　ナ　イ　タ　ー �16 �258 �10 �164 

養　基　小　体　育　館 �161 �3，740 �193 �3，305 

養　畢　小　グ　ラ　ンド �92 �3，074 �89 �2，449 

合　　　　　　　計 ��4，062 �96，656 �3，096 �79，239 
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図　書　館　活　動　の　概　要

図　　書　　館

1　図書館運営方針
町民一人一人の自発的な、そして自由な生涯学習活動を資料的に支援する情報提供センターとして、幼児からお年寄りまでの多様な学習要求

に応えられるよう資料の収集・整備を図り、貸し出しを中心とした資料提供により、生活に密着した「暮らしに役立つ図書館」を目指した運営
を行う。

（1）多様化する町民の学習要求に応えられるよう、図書等の図書館資料の幅広い収集に努める。
（2）町民の求める図書館資料の積極的な提供に努める。
（3）町民の調査・研究活動を支援するためレファレンスサービスの充実に努める。
（4）幼児・児童期における読書の重要性から、児童サービスを積極的に行う。

2　重点目標
（1）幅広い学習要求に応えられるよう図書館資料の充実を図る。
（2）予約・リクエストなど積極的な資料提供に努める。
（3）県図書館等との相互協力の充実を図る。
（4）おはなしの会開催など幼児・児童の読書推進に努める。
（5）幼児・児童読書の推進のため関係機関との連携を図る。
（6）図書館利用の拡大・促進を図るため、講演会等を企画・開催する。
（7）視覚障害者の読書を支援する。
（8）学校図書館との連携を図る。
（9）絵本であい教室（池田町版ブックスタート）を開催する。



3　主な事業計画

目（単位：千円） �事　　窓・　内　　容 �事業費（単位‥千円） 

図書館費　44，152 図書館総務費 �1図書館資料の充実・整備 �18，922 1，211 

（1）資料収集 
・図書資料　　購入　　8，500冊／寄贈　100冊 

・AV資料　　　　　　　　140点 

22，375 �・逐次刊行物　新聞　9紙／雑誌150誌／官報等 

図書館活動費 �（2）書誌データ（マーク）作成・’装備 
21，777 �・図書資料　　　　　　　8，600冊 

・AV資料　　　　　　　　140点 

2．図書館利用の促進・啓発事業の開催。特に幼児・児童の読書推進を図る。 �400 
・おはなし会の開催／毎週土曜日　　　・童話会・人形劇／年2回 
・読書講演会／年1回　　　　　　　　　・ミニコンサート／年1回 
・絵本であい教室（0歳児）／年12回 

3　園児送迎バスの運行 �507 

保育園児の定期来館送迎バス運行 

4　録音図書作成事業 �0 

広報『いけだ』を中心とした音訳事業 

－111－ 図　　書　　館
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4　平成24年度利用状況（平成25年1月未現在）

図　　書　　館

開館日数（日） ��入館者数（人） ��貸出点数（点） ��登録者数（人） ��AV館内視聴件数（件） ��レフルンス件数（件） ��予約件数（件） ��他館借用件数（件） 

扁＼－、垂 �H24 �H23 �H24 �H23 �H24 �‾H23 �H24 �H23 �H24 �H23 �H24 �H23 �H24 �H23， �H24 �H23 

4 �25 �26 �9，219 �10，216 �18，370 �19，784 �101＼ �155 �153 �182 �9 �10 �286 �243 �0 �9 

5 �24 �24 �9，217 �10，313 �18，337 �20，781 �53 �76 �161 �190 �12 �9 �169 �211 �5 �9 

6 �26 �25 �10，875 �10，925 �21，356 �20，588 �44 �41 �134 �181 �9 �21 �233 �199 �14 �11 

7 �24 �27 �11，135 �13，338 �21，647 �24，899 �47 �60 �207 �290 �24 �22 �268 �310 �8 �13 

8 �26 �24 �13，323 �12，728 �23，444 �22，023 �55 �50 �272 �254 �25 �28 �275 �203 �8 �4 

9 �26 �25 �10，576 �10，059 �20，631 �18，799 �39 �32 �196 �142 �12 �16 �210 �213 �2 �3 

10 �23 �25 �9，088 �10，407 �17，787 �20，621 �19 �42 �159 �154 �19 �9 �205 �221 �7 �7 

11 �25 �24 �10，116 �10，220 �19，511 �19，639 �32 �36 �115 �178 �8 �10 �239 �251 �6 �9 

12 �23 �23 �9，014 �9，018 �20，580 �19，580 �32 �20 �97 �132 �13 �13 �203 �209 �2 �6 

1 �22 �22 �9，304 �9，593 �19，628 �19，836 �42 �55 �144 �110 �14 �10 �212 �21‾5 �5 �5 

2 �（19） �20 � �9，684 � �20，923 � �51 � �130 � �10 � �225 � �0 

3 �（27） �27 � �11，204 � �21，394 � �109 � �193 � �8 � �277 � �7 

合　計 �244 �292 �101，867 �127，705 �201，291 �248，867 �464 �727 �1，638 �2，136 �145 �166 �2，300 �2，777 �57 �83 

日平均 �　　／ �　　／ �417 �437 �825 �852 �1．9 �2．5 �6．7 �7．3 �0．6 �0．6 �9．4 �9．5 �0．2 �0．3 

同月比 �△1 ��△4，950 ��△5，259 ��△103 ��△175 ��△3 ��25 ��△19 

5　蔵書統計（平成25年1月末現在）

区分 �図書資料 ����AV資料 �����他資料 
種別 �一般書 �児童書 �絵本 �紙芝居 �VHS �DVD �LD　＿ �CD �CT �複製絵画 

冊・点数 �151．220 �32．476 �24．333 �1，440 �1．975 �1，178 �386 �3．262 �177 �116 

合計 �209，469 ����6，978 �����116 総資料数　216，563点



6　平成24年度催事等

事　業　名 �内　容　・　講　師　等 �期　　日 �備　　考 

おはなしの会 �ボランティア・職員による来館幼児等への読み聞かせ �毎週土曜日 �参加人数　平均10名 

人形劇会等 �人形劇　劇団『小さいお城』公演 �7月21日（土） �参加人数　　104名 

人形劇　劇団『ぼけっと』公演 �12月1日（土） �参加人数　　121名 

読書講準会 �「子どもの心を育てる読書」 　講師：さいとうしのぶ先生（絵本作家） �12月15日（土） �参加人数　　　76名 

ミニコンサート �「アメリカの歌が聞こえる」 　演奏：フォージェネレ」ションズ �10月27日（土） �参加人数　　　96名 

メッセージ募集・展示 �七夕短冊 �6月下旬～ � 

図書展示 �テーマ展示 �通年 �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lp（新着案内・行事案内・お知らせ） �月1回 � 

有線放送による新着図書案内等 �毎週土・日曜日放送 � 
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道の駅関係

道の駅施設管理費　　49，570千円

道の駅年間イベント予定

池　田　温　泉

月 �日 �曜日 �内．　　　　　容 
4 �27、 �土 �1．茶摘み体験 

5 �19 �日 �2－．ダンロツナ　ッーリングステーション加13 

5 �26 �日 �3．ミニ新幹線体験 

7 �2lor28 �日 �4．道の駅、2周年記念　　サンバフェスティバル 

8 �未定 � �5．氷彫刻　大会 

9 �1■4 �土 �6．郡上おどり大会 

10 �未定 � �7．ピエロがいっぱい大道芸ショー 

11 �文化の日 � �8．伝統芸能披蕗会 

11 �下旬 � �9．道の駅　イルミネーション　（3月末まで） 

12 � � �10．スタンプラリー 

1 �未定 � �11．お正月イベント　餅つき等 

2 �毎週土曜日 �土 �12．冬のあったか晶サービス 

毎月第3土曜日 ��土 �13．梅干タネ飛ばし大会 



池田温泉施設特別会計
（1）池田温泉本館入浴者数 �（年度別） 

平成22年度 �平成23年度 �平成24年度（25．1夫現在） �備　　考 

営　業　日　数（日） �308 �314 �305 � 
入　浴　音　数　（人） �201．393 �216．804 �176．825 � 

1　日　平　均　（人） �654 �690 �580 � 

（2）池田温泉本館入浴者数（券種別）（年度別）
平成22年度 �平成23年度 �平成24年度（25．1夫現在） �備　　考 

大　　　　　　　　　　　人 �89，250 �94，067 �78，703 � 

小　　　　　　　　　　　人、 �12，277 �＿13，640 �11，338 � 

回　数　券　大　人 �53，223 �56，275 �42，981 � 

回　数　券　小　人 �2，066 �2，271 �1，823 � 

優　　　■　待　　　　券 �113 �1，232 �1，106 � 

老　　　　　　　　　　　人 �1，108 �906 �1，001 � 

高　齢　者　割　弓 �12，6－14 �12，917 �10，929 � 

特　　別　　割　　弓 �5，681 �6，351■ �5，382 � 

贈　　　　答　　　　券 �4，219 �3，100 �2，140 � 

広　報　無　料　券 �10，276 �13．747 �11，565 � 

ス・タ　ン　プ　カ　ー　ド �10．566 �12．298 �9．857 � 

合　　　　　　　　　　　　計 �201．393 �216，804 �176，825 � 

（3）池田温泉本館入浴者数（平成24年度）
月　　別 �営業日数（日） �入浴者数（人） �一日平均（人） �備　　考 

24年　4月 �・26 �16，999 �654 � 

5月 �25 �21，831 �873 � 

6月 �28 �20，216 �722 � 

＿　7月 �26 �15．288 �588 � 

8月 �＿28 �18，638 �666 � 

9月 �26 �16．524 �636 � 

10月 �‾26 �、17，113 �658 � 

11月 �26 �16，374 �630 � 

12月 �25 �14，442 �578 � 

25年1月 �26 �19．400 �746 � 

合　計 �262 �176．825 �675 � 
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（4）池田温泉本館温泉スタンド利用料（年度別） 
平成22年度 �平成23年・度 �平成24年度（25．1夫現在） �備　　考 

営　業　‾日　数　（　日　） �308 �314 �305 � 

利　用　料　　　（　円　） �805．800 �751．400 �640．900 � 

1　日　平　均　（　円　） �2，616 �2，393 �2．101 � 

（5）池田温泉本館温泉スタン �ド利用金額（平成24年度） 
月　　別 �日数（日） �スタンド（円＿） �一日平均（円） �備　　考 

24年　4月 �26 �71，700 �2，758 � 

5月 �25 �68，500 �2，740 � 

6月 �28 �69，900 �2，496 � 

7月 �26 �61，800 �2，377 � 

8月 �28 �63，100 �2，254 � 

9月 �26 �54，900 �2，112 � 

10月 �26 �56，800 �2，185 � 

11月 �26 �69，800 �2，685 � 

12月 �25 �62，300 �2，492 � 

25年1月 �26 �62．100 �2．388 � 

合　計 �262 �640．900 �2，446 � 

（6）池田温泉新館入浴者数（年度別） 
平成22年‾度 ��平成23年度 �平成24年度（25．1末現在） �備　　考 

営　業　日　数（　日　） �305 � �314 �279 � 
入　浴　者‾数（人） �300．474 � �334．477 �258．662 � 

1　日　平　均　（人） �985 � �1．065 �927 � 

（7）池田温泉新館入浴者数（券種別）（年度別）
平成22年度 �平成23年度 �平成24年度（25．1末現在） �備　　考 

大　　　　　　　　　　　人 �149，632 �164，499 �126，477 � 

小　　　　　　　　　　　人 �21，488 �23，484 �18．748 � 

回　数　券　大　人 �65，173 �70，409 �51，373 � 

回　数　券　小　人 �3，030 �2，941 �2，327 � 

優　　　　待　　　　券 �152 �956 �775 � 

老　　　　　　　　　　　人 �1，645 �1，940 �1．554 � 

高　一齢　者　割　弓 �11，955 �13，520 �10，357 � 

特　　別　　割　　弓 �8，500 �10，276 �8．736 � 

贈　　　　答　　　　券 �9，986 �‘8，934 �6，523 � 

広　報　無　料　券 �15，675 �21，655 �19，485 � 
ス　タ　ン　プ　カ　ー　ド �13．238 �15．863 �12．307 � 

合　　　　　　　　　　　計 �300．474 �334．477 �258，662 � 



（8）池由温泉新館入浴者数（平成24年度）
月　　別 �営業日数（日） �入浴者数（人） �一日平均（人） �備　　考 

24年　4月 �26 �27，703 �1，066 � 

5月■ �13 �16．199 �．1，246 � 

6月 �13 �14，270 �1．098 � 

7月 �27 �27，628 �1，023 � 

8月 �27 �30，765 �1，139 � 

9月 �26 �26，751 �1，029 � 

10月 �27 �29，111 �1，078 � 

11月 �26 �28．106 �1，081 � 

12月 �25 �23，549 �942 � 

25年1月 �26 �‾　34．580 �1．330 � 

合　計 �236 �258．662 �1．096 � 

（9）池田温泉新館湯の華宴会者数（平成24年度）
月　　別 �営業日数（日）1 �宴会者数（人） �一日平均（人） �備　　考 

24年　4月 �26 �427 �16 � 

5月 �13 �103 �8 � 

6月 �13 �276 �21 � 

7月 �27 �368 �14 � 

8月 �27 �248 �9 � 

9月 �26 �186 �7 � 

10月 �27 �238 �9 � 

11月 �26 �522 �20 � 

12月 �25 �368 �15 � 

25年1月 �26 �630 �24 � 

合　計 �236 �3．▲366 �14 � 

（10）池田温泉湯の華宿泊者数（平成24年度）
月　　別 �営業日数（日） �宿泊者数（人） �一日平均（人） �備　　考 

24年　4月 �22 �250 �11 � 

5月 �9 �117 �13 � 

6月 �11 �124 �11 � 

7月 �22 �217 �10 � 

8月 �24 �201 �8 � 

9月 �22 �194 �9 � 

10月 �21 �411 �20 � 

11月 �22 �305 �14 � 

12月 �20 �151 �8 � 

25年1月 �22 �174 �8 � 

合　計 �195 �2．144 �11 � 
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（11）福祉バス利用者数状況（年度別） 
年　度　別 �22年度 �23年度 �平成24年度（25．1末現在） �備　　考 

月　～　金（池＿野　駅） �1，612 �1，443 �1，020 � 

月　（　北　回　り　） �762 �956 �648 � 

月　＿（　南　周　り　） �334 �485 �322 � 

火　　　　　曜　　　　　日 �1，037 �847 �595 � 

水　　　　　曜　　　　　日 �697 �707 �627 � 

木　　　　　曜　　　　　日 �1，322 �1，468 �1，213 � 

金　　　　曜　　　　　日 �1，518 �1，277 �945 � 

土　　　　　曜　　　　　日 �47 �323 �262 � 

日　　　　　曜　　　　　日 �64 �373 �321 � 

祝　　　　　　　　　　　日． �22 �91 �80 � 

合　計 �7，415 �7．970 �6，033 � 

（12）福祉バス利用者数（平 �成24年度）． 
月　　別 �運行日数（日） �利用者数（人） �一日平均（人） �備　　考 

24年　4月 �30 �680 �23 �週1回町内、各駅等送迎 コミュニティバス（H21．10～） 

5月 �29 �522 �18 

6月 �30 �605 �20 �週4回町内送迎及び 週4回池野駅送迎コース 

7月 �31 �637 �21 

8月 �31 �579 �19 �土・日・祝池野駅 送迎コース（H23．1～） 

9月 �30 �551 �18 

10月 �31 �691 �22 � 

11月 �30 �629 �21 � 

12月 �29 �527 �18 � 

25年1月 �30 �612 �20 � 

合　計 �301 �6．033 �20・ � 




