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���������������宮 崎 啓 次

��������総務課、窓口税務課　　

　　　　　　　保健福祉課、議会事務局

��������萩 原 清 男

�������吉 田 重 好

�������宮 崎 啓 次、相 馬 宏 行

　　　　　　　山 本 和 之、臼井市太郎

�������産業振興課、建設課

　　　　　　　教育委員会

�������山 田　 勇

� � � ���稲 葉　 静（欠席）

�������土屋粂太郎、中 村　 聰

　　　　　　　飯 田 正 臣
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　�������������南伊豆地区１市３町合併協議会の設置について
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　�������������平成１９年度河津町一般会計補正予算（第８号）
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　一般会計当初予算は、４０億

１，７００万円で１０．７％増、本年度は

町制施行５０周年を迎え、将来に

向けた基盤整備を実施する。

　歳入については、自主財源は

前年比５９６万３千円の微減、特定

目的基金等の繰入金８，９６５万１千

円増加、町税は前年比７３６万６千

円の減、財産収入も前年比７，６７３

万３千円減、依存財源について

は、地方交付税が３千万円の増、

国庫支出金が２，６７６万４千円の

増、県支出金が７，３１４万９千円の

増、町債が給食センター建設の

２億８，３８０万円の起債等で、２億

６，３６０万円の増、歳出では、人件

費が職員数の減により前年比

２，２２２万５千円の減、物件費の４８０

万７千円の減、維持補修費も２９５

万９千円の減、扶助費は社会保

障関係経費の増で前年比９５６万５

千円増、補助費も後期高齢者医

療負担金等の増で７，８１２万７千円

の増、公債費も３０３万８千円の微

増、また、投資的経費は、観光

施設整備や給食センター整備事

業等で４億７，２４５万２千円の大増

額となる。
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　町民が安心して暮らしていく

ためには、犯罪がない、安心、

安全な町づくりが必要。警察だ

けではなく、関係機関、地域住

民が連携し防犯意識を高める。

��������	
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補助金の予算計上。

��������	
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　合併処理浄化槽の設置の経費

の一部補助の増額で設置替えの

一層の推進を図る。
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　平成１９年度における退職予定

者が６名、新規採用５名。本年

は町制施行５０周年で町勢要覧を

���������	
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　当事業に係る駐車場及び進入

路の用地取得については、県の

認定を受け、地権者の税法上の

問題等の手続きを進める。
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　国民健康保険制度で３点改正

がある。

�後期高齢者医療制度の創設で

７５才以上の方はこの制度に加

入。７４才以下の方は国民健康

保険制度に加入、被保険者数

は約３，２５０人、課税額は７，３００

万円程度減少する見込。

�４０才～７４才までの被保険者の

健康診断が法律で義務づけら

れた。メタボリックシンドロー

ムの健康指導の義務。

�６５才～７４才までの国民健康保

険の被保険者は、当税を年金

から特別徴収となる。合わせ

て介護保険料を特別徴収する。

しかし年金受給額が１８万円未

満の方は、今までどおりの納

付。
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　法律の改正により平成２０年４

月より、老人保健制度から後期

高齢者医療制度に替わる。静岡

県の後期高齢者の被保険者数は、

約３７８，０００人、町内では、被保険

者数は約１，５５０人。国民健康保険

と比べると２人世帯で約１０，０００

円減額。
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　法の一部改正により、平成２０
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　森林環境整備促進。
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　昨年６月オープンの温泉施設

は２月末での利用者数は７，８１２

名、本年度は利用拡大をはかり、

コテージを４棟を計画。
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　河津川渓流歩道整備事業は平

成２０年度が終年度、平成１８年度

は吊り橋架け替え、平成１９年度

は下佐ヶ野から筏場までの８００ｍ

の遊歩道整備、平成２０年度は観

光トイレの整備。

��������	
��

　基本方針に基づき、現在設計

作業に入っており、地元区、観

光関連団体等との協議を進めて

いる。地域住民の憩う公園、地

元の活性化を図りたい。
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　渋谷区との連携をさらに進め、

又、伊豆南部４市町及び伊豆急

行と河津町の共同で首都圏への

観光ＰＲの強化推進。

　４つのウォーキングイベント

実施。

　『観光ボランティアガイド事業』

をスタートで予算計上。

　『観光交流館』の建設を平成２１

年度に実施すべく計画。「花と温

泉のまち、河津町」にふさわし

年９月１日より各市町で、パス

ポートの申請受付と交付業務が

出来る。

４，０００部作成し各戸配布予定。

�������
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　収入では給湯量が前年より微

増見込み。営業収益は減額見込

みである。集中管理施設の診断

を実施、第２期の給湯事業に向

け検討を進めて行く。
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　学校給食センター建設に伴う

給水区域の拡張、簡易水道施設

の上水道への統合や、老朽施設

の改修工事の実施、又今後、水

道、温泉の料金滞納者に対し、

停止措置を強力に行う。
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　農免農道整備事業の見高・稲

取線は、平成２０年度は１億５００万

円で６８０ｍ工事予定。
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　峰、沢田、田中地区で（仮称）

新河津川橋工事で、１億５，０００万

円で峰側へ３０ｍのボックスカル

バート工事等を予定。
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　南小学校の児童用パソコン２１

台入替え。また、安全対策とし

て自動体外式除細動器をさくら

幼稚園、東小、西小学校に設置。

　学校給食センターをオール電

化の施設で平成２１年１月完成予

定１日約９００食が出来る施設。

　学校関係では、南小学校給食

配膳室改修工事、社会体育では

生涯スポーツ施設の充実、中学

校夜間照明灯増設工事。

　１市５町の枠組みから、１１月

１９日に東伊豆町と西伊豆町が離

脱を表明したため、１２月に３会

場で説明会を実施、その後１市

３町での合併協議会を設置した

が、松崎町の同意を得られず、

残念の結果となる。
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　東海地震での死者数を半減す

��������	

　静岡地方税滞納整理機構へ平

成２０年４月より１０件を移管する。

税負担の公平性を図る。
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　平成９年１０月一部事務組合が

開院し、社団法人地域医療振興

協会へ管理委託し運営してきた

が、今年３月末で期間が満了と

なることから、更新を協議して

きたが、協会側は、患者数の減

少や医師、看護師の不足で経営

が厳しい状況であり来年３月末

までの１年間限りとし、平成２１

年４月から撤退の意向が示され

た。その後協議がなされ平成２０

年４月から平成２３年３月３１日ま

での３年間、協定を結ぶ。老朽

化した病院の建設、運営形態を

含め新病院構想を早急に作り上

げるべきであると考える。
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　伊豆元気わくわくの森公園整

備事業トイレ棟設置工事は東海

建設�と８４０万円で契約、また誘

導看板等の工事は�富士見園と

４５１万５千円で契約し整備が終了

後、平成２０年５月頃グランドオー

プン予定。
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　初景紅の散策路整備事業は２

月竣工し、もみじの植栽、休憩

施設としてベンチの設置、転落

防止柵設置等改修整備を実施。
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　国道１３５号より町道浜・峰線起

点へ設置した。最近増えている

アジア系の外国人交流客対応の

多言語のＰＲ案内板表示として

整備。さらに、２００９年３月に富

士山静岡空港の開港で外国人観

光客の増加が見込まれる。
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　天候に恵まれ、２日間で１，５６０

人参加。
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　教育委員会と警察が相互に情

報を提供し、児童生徒の非行防

止、犯罪防止を目的とする制度。
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　今年で１０年連続１００万人を突破

することが見込まれる。
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　県単独農業農村整備事業は見

高入谷地区中ミヨの用排水路改

修工事７８．６ｍを４１３万７千円で

山内組が落札、また、県単治山

事業は沢田地区の山腹崩壊防止

工事１１．５ｍ、２７７万７，２５０円でさ

くら建設�が落札し契約。
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　見高浜地区の町道田中・見高

線工事６３．３ｍ完了。伊豆急線今

井浜海岸踏切工事１５ｍも完了、

この完了により、田中から、見

高浜、国道１３５号まで１，８３６．５ｍ、

全線が完了。また、町道沢田横

留線工事４８ｍを、６５１万円で東海

建設�が落札し契約。
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　一般会計からの補助金を除い

ても、ほぼ前年並みの利益見込。

企業会計は厳しいが、直営工事

や事務の見直しで、経費節減に

努める。
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　�天城木の家と１月３１日に

９，３９０万円で売買契約を締結した。

ることを目標としたプログラム、

平成２７年度目標年度で、地震対

策の施策体系を定める。

�����

い施設整備を進める。
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　後期高齢者医療制度実施によ

る特別徴収等の改正
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　保険給付と事業の条文改正
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　激変する保険料の緩和
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　期限切れによる２年間の更新
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　期限切れによる２年間の更新

�������

��������	
���

�������

　期限切れによる２年間の更新
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　川根町の合併による条文変更

�������

��������	
���

��������	
���

������

　川根町の合併による数の減少
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　川根町が島田市へ編入による
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　下佐ヶ野冷水２号線の廃止
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��������	
��

　下佐ヶ野冷水線の変更認定
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　財政調整基金から１億８千万

円を一般会計に繰出し、費消す

る。
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　歳入歳出それぞれ３４，８９０千円

を減額し、歳入歳出それぞれ

３，７９２，５３１千円とする。
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　歳入歳出それぞれ１５千円を追

加し、総額を歳入歳出それぞれ

５，０８７千円とする。
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　歳入歳出それぞれ６４千円を追

加し、総額を歳入歳出それぞれ

４１０千円とする。
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　歳入歳出にそれぞれ５５千円を

追加し、総額を歳入歳出それぞ

れ８，５８３千円とする。
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　歳入歳出にそれぞれ１７，９０２千

円を追加し、総額を歳入歳出そ

れぞれ１，３４１，０５７千円とする。
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　町民が安心してくらせる犯罪

のない社会を作るための条例。

そして町民の生活安全施策を効

果的に推進するため、河津町生

活安全協議会を設置する。
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　高齢者の医療の確保に関する

法律、その他法令で定めるもの、

必要な事項を定める。
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　職員の残業時間の単価の改正
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　育児短時間勤務制度の改正と

条文の改正
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　識見を有する監査委員等の報

酬額の改正
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（７）

��������

　歳入歳出にそれぞれ５，２０６千円

を追加し、総額を歳入歳出それ

ぞれ６６３，７８５千円とする。

�������

�������������	


���������

　収益的収入３９０千円、支出２１０

千円補正予定。資本的収入△

１８，９９２千円、支出△１６，０１０千円

補正予定。
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�������������	


　 ……………… ４，０１７，０００千円

�������

�������������	


�������

　 …………………… ５，０２７千円

�������

�������������	


�

　 ……………………… ５１６千円
� ������������������������������������������������������
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�������������	
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�������

�������������	

����� …… １２４，７９０千円

�������

�������������	

����� …… ６５３，０００千円

�������

�������������	

��������

 …………………… ９１，１４７千円

�������

�������������	


��������	
��

 …………………… ８，６２７千円

�������

�������������	

��� ………… ２５３，６８４千円

�������

�������������	

��� ………… １３０，４６７千円

　上記平成２０年度各予算は予算

審査特別委員会で審議、本会議

可決される。

○��������	
��

　 …………………… ２７，０００千円

��������	
�

　 …………………… １４，０００千円

���������	
�

　 …………………… １６，３００千円
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　 …………………… １８，９００千円
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　 …………………… ７，０００千円
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　 …………………… ６，９００千円
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　 …………………… ２，５００千円

��������	

　 …………………… ２，５００千円

��������	
��

　 …………………… ９８，０７７千円

���������	
��

�� ……………… ４０，０７６千円

��������	
�

　 …………………… ９，５１９千円

��������	
��

�������

　 …………………… １，８０１千円

��������	

������

　 …………………… １，４００千円

��������	
��

　 ………………… ４５２，９２８千円

��������

���������	
��

　 …………………… １，３８６千円

����������	
��


������ ……… １，９４１千円

�����������	
�

���� …………… ２，２６８千円

��������	
���

�� ………………… ６６，８６９千円

�������������

　 ……………………… ５２５千円

��������	


�������

　 …………………… ６，３００千円

��������	
���

���� …………… ８，１９０千円

��������	
���

　 ……………………… ５００千円

��������������	

　 …………………… ４，０８６千円

���������	
��

�� ………………… １，８００千円

��������	


��������

　 …………………… ７，０２６千円

���������	
���

���� ……………… ８００千円

��������	
���

��������	
�

　 …………………… １，４３１千円
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��…先月２７日に臨時会が各市

町で行われ、合併協議会設置に

ついて議案上程され審議された

あと当町と下田市、南伊豆町は

賛成多数で可決されたが、松崎

町議会が否決し合併議論は振り

出しに戻った。１市３町合併を

推進するためには、今後松崎町

の動向が争点になるが。

��…仮に松崎町が離脱したと

きに、残る１市２町を推進する

考えか。

��…投資的経費が前年比１５１．１

％の約７億８，５００万円にのぼり２０

年度予算総額の１９．６％を占める。

事業の工事発注を地元企業にと

願うがどうか。

��…給食センターが約４億５

千万円。峰の大噴湯が約１億円。

見高の高原コテージ等実施予定。

厳しい経済環境なので積極的に

地元と考えるが、決まった入札

方法でやっていきたい。

��…地域医療振興協会が同病

院から運営撤退する意向を示し

たが、移動場所と新病院構想を

条件に運営継続することで合意

したが、いつどの様な事態にな

るか不安をもつがどうか。

��…１８年度決算においては町

税の滞納繰越額が約２億４，３００万

��…１市３町が南伊豆地域の

核となって、平成２２年３月まで

にできるだけいろいろな諸条件

を法定協でよく検討していただ

き、合併に対する大きな支援策

を得て、最後のチャンスになる

と思っている。

��…１市３町はどこまでも強

く、松崎の町長さんも臨んでい

ると思っている。

��…従来から河津町長として

主張してきた地域自治組織の考

え、基準財政需要額における財

政配分についての考えを法定協

が立ちあがった後主張していく

のか。

��…１市３町の首長さん間で

合意している。自治組織に対し

て予算的にやってほしいと強く

要望していく。

��������	���
������������
��������

������…新年度１０件を滞

納整理機構へ移管する。移管に

並行して町のほうでも調査及び

その差し押え等をして対応する。

������…町税の滞納額は

２億３，０００万円位に、国保は１

億７００万円位になる。徴収率は

町税全体で９０．３％位。国保税は

８９％、固定資産税の徴収率が前

年比３％位の減になる。

円。国保税も、約１億２，５００万

円にのぼる。税収納対策は予算

を執行する上で重要な課題であ

るが町税収納への取りくみは。

��…１９年末における滞納額及

び徴収率の見込みはどうか。

��…湊病院の経営も厳しい状

況にあるが、協会に指定管理を

お願いしている。平成２７年度ま

でには今の施設は耐震補強しな

ければならず、移転建設を含め

検討している。

��…静岡県議会の中でも質問

があり、県知事が対応について

答弁しているが、私のみる限り、

現時点での県の支援は考えられ

ないと見受けるが。

��…共立湊病院の移転場所が

決まれば県は全面的にこの病院

建設に支援するという方向で向

かっている。
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��…都市計画区域は都市計画

税を徴収しているが、都市計画

事業がなされぬ区域もあり、そ

の代替事業として、道路整備や

住環境整備、生活の利便性事業

などその集落にあった投資をす

べきではないか。又、この区域

を見直し事業実施できる区域を

都市計画区域と定め課税すべき

ではないか。

��…事業をやらないから徴収

しないのではなく、都市計画事

業をした中でもそういう集落に

は投資されているのかである。

ゴミ処理施設の実施は、区域外

の町民も恩恵を受けているわけ

で、納税者に不公平さが生じる

のではないか。これに見合う投

資を集落にすべきだ。

��…都市計画税は浜、笹原区

画整理事業、道路５路線、東河

環境センターなどを実施した。

固定資産税１．４％と０．２％の都市

計画税を徴収したが、現在は事

業が終了したので徴収していな

い。

��…２，５００haの区域から徴収し

て浜、笹原の事業をやっている。

０．２％は区域外から徴収してい

ないので問題ない。

��…国からの譲与税は道路整

備財源措置であるが、町の道路

整備費は、それぞれの集落で狭

い道路整備の拡幅要望があり事

業投資すべきではないか。
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��…荒れた山林や荒廃地が町

内各所に見受けられるがこれら

対策は。荒廃地の調査、貸し手

借り手の調査は。又、町民対象

の畑作栽培講習会の実施などで

労力不足対策や、畑作応援団の

育成指導は。又、町の中心部と

周辺地域の生活利便性に差があ

りすぎる。住環境整備や地域開

発で住みよい集落作りは。

���������
���������

��…つくし学園へ通所するこ

とになると親の負担は増えるの

か、指導員はどうなるのか。

��…類別路線を認定し、町の

投資割合が定められているので、

現物支給の方法で取組んでいる。

��…類別路線の見直しは、地

域により住宅地として建物が建

ち状況が変化している地区もあ

り重要道路として整備する必要

もあるのでは。

��…類別路線の見直しは検討

していない。

��…農業者の厳しい環境は単

価的な問題が大きい。地域の方々

と農業政策は篤と検討すべき課

題と考えている。皆さんの知恵

を聞いて農業政策に積極的に取

組んで行く。

������…荒廃農地は青地

だけで８４．３５haである。体験農業

��…荒廃農地対策は集落へ積

極的に働きかけ、どう対策を立

てるかであり、有害鳥獣の棲家

や病虫害の発生源にもなる。そ

の対策を誰がどうやるかである。

町内には農業をやってみたいと

いう方も居られるのでは。講演

会などにより農業者づくり、農

業の楽しさを教える事も必要で

は。又、峰の大噴湯の温泉熱を

利用したハウス栽培による亜熱

帯植物の栽培研究などは。

��…農業政策については地域

の皆さんのやる気が一番大切と

思う。よいプランとやる気があ

れば積極的に今後検討課題にな

る。

��…６月まではいづみで運営

し、以降はつくし学園へ通所す

るが、親の負担が少なくなるよ

うに緩和措置として、予算化し

てある。勤務者は定年を迎えて

いる人もいるが、つくし学園へ

雇用延長できるよう働きかけて

いる。

��������	
����
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は受入れ農家が見つからない状

況で農業関係者と荒廃農地の防

止などをやって行きたい。
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��…これから観光行政をどの

ように進めて行くか？

��������	
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��…町長になってから現在ま

での施策の成果は？

��…河津桜まつり開催中の笹

原公園の足湯は不衛生極まりな

いが、管理と対策は？

��…花のまちと温泉のまちと

川端文学の踊り子の里、この３

つをキーワードに取り組んでき

た。花のまちについては、地元

の農家の皆さんが本気になって

取り組んで頂いた結果である。

��…城山公園の桜植栽の現状

と、片瀬山の遊歩道の現状は？

������…平成４年に植栽

されたが、傾斜地で管理が行き

届かず放置状態で現在に至って

いる。今後については、山頂や

管理のしやすい場所に植栽を考

えたい。歩道については、崩壊

により迂回路も危険な状態であ

る。現段階では見通しが付かな

い。

������…桜まつり期間中

は桜まつり実行委員会で管理し

ている。汚れについては今後の

検討課題とさせて頂きたい。

��…平成２０年度の主な観光予

算と内容は？

������…峰の大噴湯公園

計画整備９，８００万円は２分の１が

県の補助金で残りは起債と町の

一般財源。地元との調整を図り、

大方、公園としての内容につい

ては、調整が付いた。観光交流

館建設事業実施設計など業務委

託７００万円については、笹原土

地区画整理地内のサークルＫの

横。面積は町有地約５７７平米、

民有地４７３平米。建物は２階建

てで、延べ床は８００平米。運営

は指定管理者制度で行い、来年

度建設予定。伊豆見高入谷高原

温泉宿泊棟整備４，０００万円は、

コテージ式のもの４棟と給水施

��…運営は指定管理者制度を

使う。

��…まちづくりは観光をキー

ワードに進めて行く。旅行形態

の変化から伊豆全体が非常に厳

しくなっている。今後は道路網

の充実、静岡空港の開港に伴い、

外国人観光客の誘客にも全力を

挙げていかなければならない。

��…少子高齢化が加速してい

る今、箱物行政ではなく、定住

人口を増やす政策を図るべきで

はないか。

��…笹原の区画整理事業他、

ＮＴＴ跡地、下佐ヶ野営林署跡

地を住宅地として活用していき

たい。中学校跡地については、

現在いろいろと模索中である。

設と案内看板。県の観光整備事

業補助金１，２６０万円と残りは町の

一般財源で、地元負担金は考え

ていない。

（１１）
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　２月２９日に定例会が開かれた。

副議長選挙において南伊豆町議

会の長田美喜彦議員が選出され、

監査委員の選任については宮崎

啓次議員が同意された。

　平成１９年８月１日から平成２０

年１月３１日までの事業報告では、

火災発生が１８件で下田市１０件、

河津町５件、南伊豆町３件、救

急事案発生地区件数は下田市が

８５６件、河津町２７４件、南伊豆町

３３２件（内７３件は共立湊病院か

ら転院搬送）、ドクターヘリの

運航状況は前年同期と比べ１３件

増の８５件である。議案について

は、平成１９年度補正予算（第４

号）は歳入歳出２，３５３千円を減

額し、総額７０１，１６５千円とする。平

成２０年度会計予算は歳入歳出そ

れぞれ７４７，５５２千円とし、前年

度より２４，７８１千円増額となった。

　共立湊病院組合２月定例会

　管理者である南伊豆町長、鈴

木史鶴哉氏の病院事業報告の後

一般質問山田直志議員、横嶋隆

二議員の、地域医療振興協会の

撤退について、病院運営の課題

について、共立湊病院の実情に

ついて、次期指定管理の選定の

あり方と組合の姿勢についての

質問があった。その後、議案第

１号、静岡県市町総合事務組合

規約の一部を変更する規約制定

について、議案第２号、共立湊

病院の指定管理者の指定につい

て、議案第３号、介護老人保健

施設なぎさ園の指定管理者の指

定について、議案第４号、補正

予算第１号について、議案第５

号、２０年度予算について、議案第

６号、２０年度介護老人保健特別

会計予算について、発議第１号、

湊病院将来構想調査特別委員会

の設置についての７議案を原案

通り可決した。指定管理者の管

理に関する協定期間は平成２３年

３月３１日までとし医療振興協会

　２月２０日、東河環境センター

議会が開かれた。議案第１号で

は静岡県市町総合事務組合を組

織する地方公共団体の数の増減

及び規約変更について、議案第

２号では、平成１９年度東河環境

センター会計補正予算（第２号）

について、議案第３号では、平

成２０年度東河環境センター会計

予算について、それぞれ審議し、

原案通り可決承認した。

　平成２０年度東河環境センター

会計予算については、歳入歳出

とも６６４，６９８千円。この内、管

理費等を除く直接、し尿処理に

かかる経費が、４２，２６３千円、塵

芥処理にかかる経費は２４９，１３８千

円。

　河津町の負担額は、し尿処理

分が２３，３８７千円、塵芥処理分が

１９９，０３７千円、合わせて２２２，４２４

千円である。

　２月２９日平成２０年度２月定例

議会が行われた。当町池田議員

の議員辞職により、山本議員の

斎場組合議員の紹介と、議席の

指定が行われた。

　議案１号として市町総合事務

組合を組織する地方公共団体の

数の増減及び規約変更可決。

　議案２号として組合火葬場の

設置管理及び使用料の一部を改

正する条例制定を承認可決。

　議案３号として平成１９年度会

計補正１８０万円の減額を可決。

　議案４号として平成２０年度予

算の歳入歳出それぞれ３８，１１５千

円を承認可決した。

　平成１９年度の斎場使用料は、

減少しているとの報告があった。

は組合に対し湊病院にかかる減

価償却費相当額の一部として年

間３，０００万円を負担する。

���������������	
��
�������������	
������������	
����������	
��
���������������	

����
�����

�　�
�　��　�

���������
����

������
���

�����
�����

�����
���������

����������������
��������	
�

�����������������

����� �　��　����
���

��������	�
���������������

���

��������	
����������	
��

��������	
��������������	
������

�

��������

��������	
 ��������	

��������	




（１２）

� �� � � �

��������������������������－��������������	����－�����������������

� � � � � � � �

２月１５日　県町議会議長会臨時

会、静岡市

２月１８日　河津町議会月例会

２月２２日　１月分出納検査結果報

告を受ける

２月２７日　平成２０年第１回臨時

会（市町合併問題）

２月２８日　モンゴル国国会議長

来訪

３月２日　道路財源確保静岡県

緊急大会、静岡市

３月６日　議会運営委員会

�����

１２月１７日　伊豆急駅前で交通安

全街頭広報に参加

１２月１９日　公共施設整備推進委

員会、役場会議室

１２月２１日　１１月分出納検査結果

報告を受ける

�����

１月５日　河津町消防団出初式

議員と共に、南小グ

ランド

１月１３日　河津町成人式、 中学校

体育館、議員と共に

１月１５日　議会広報委員会

１月１６日　町議会全員協議会

　〃　〃　　産業経済活性化連絡

協議会賀詞交歓会、

議員と共に、バガテ

ル公園

１月１８日　賀茂地域支援局長来

町、対応

１月２１日　（社）伊豆つくし会起

工式、下田市

１月２３日　１２月分出納検査結果

報告を受ける

１月２４日　郡議長会、下田市

１月３０日　地域バス対策協議会、

役場会議室

２月５日　駅前広場運営委員会

２月８日　河津町議会全員協議

会

２月９日　河津桜まつりオープ

ニングイベント
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　一部事務組合とは、行政の能

率化、効率化を図るため特定の

事務を、関係する市町で共同で

処理する方式である。議決機関

として、議会が設置されるがそ

の議員は関係市町の議員の中か

ら、その一部事務組合の規約に

基づいて選出される。

　現在、河津町に関係する一部

事務組合議会には、伊豆斎場組

合議会、共立湊病院組合議会、

下田地区消防組合議会、東河環

境センター議会がある。

　伊豆元気わくわくの森公園

（鉢の山）の道案内看板が下佐ヶ

野国道地先をはじめ、鉢の山へ

上る上佐ヶ野道路の要所々に建

てられ、いよいよ森林セラピー

ロードの活用に向けた動きが始

まった。

　森林は、心とからだの健康づ

くりに役立つ元気わくわく空間
� � � � � � � �

であることが科学的に明らかに

なり、２１世紀に主役となる健康

づくりの場として注目され始め

ている。

　セラピーロードが整備された

鉢の山の周辺には、町有林、国

有林、財産区有林等合わせて千

ヘクタールもの山林が手付かず

の自然豊かな空間として保存さ

れていて、セラピーロードとし

ての活用を出発点として、この

広大な山林空間を例えば、山林

を育てる学習に、山登り昆虫捕

り山菜採りなどの山遊びに、清

流のせせらぎ遊びにといった幅

広い活用に向けた整備に大きな

期待が寄せられている。

　そして、豊富に湧き出る温泉

資源、海水浴場、 七滝景勝地、バ

ガテル公園などとリンクさせて、

何処にも見られない伊豆唯一の

誘客拠点として発展させたい。
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