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���……萩 原 清 男

���……吉 田 重 好、　　稲 葉　 静、　　宮 崎 啓 次、　　山 田　 勇

　　　　　相 馬 宏 行、　　土屋粂太郎、　　山 本 和 之

　　　　　中 村　 聰、　　飯 田 正 臣、　　臼井市太郎
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　１月２０日に開かれた第１回臨時会は以下の議案を

可決しました。

������

　河津町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例について

������

　河津町観光施設の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例について

������

　峰温泉大噴湯公園の指定管理者の指定について

������

　平成２０年度峰温泉大噴湯公園整備工事変更請負契

約について

������

　平成２０年度河津町一般会計補正予算（第６号）

������

������
　２月１９日に開かれた第２回臨時会は以下の議案を

可決しました。

������

　平成２０年度河津町一般会計補正予算（第７号）
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圏共同宣伝、町内宿泊施設と

の連携によるマスメディアの

広告宣伝。

○国際交流は、今年６月、パリ

市バガテル公園の国際バラコ

ンクールに合わせ一般町民１０

人を公募し参加。

●�������

○農林関係事業は、県営事業で

の中山間地域整備事業で見高

入谷地区、上佐ヶ野地区の活

性化を図る。

○道路改良事業関係は、町道奥

原１号線拡幅工事国道４１４号か

ら約６２ｍ改良工事で年末完了。

町道荻ノ入２号線改良工事は

初景橋から２７０ｍ区間狭隘箇所

の改良で今年度用地取得、来

年度から本工事予定。

○県営事業で農業関係事業の農

免道路見高稲取４期地区は、

平成２１年度事業費１億３，６６０万

円で５８０ｍを施工、路線延長９７０

ｍ全線開通の予定。治山事業

は、奥原地区寺ノ向の山腹崩

壊復旧事業を４５０万円で施工。

奥地保安林保全緊急対策事業

で梨本地区登尾の本数調整伐、

曲沢、奥ノ入の荒廃山林事業

で１００万円。土木関係は、緊急

地方道道路改築事業で上峰、

沢田、田中地区のバイパス９４８

ｍのうち２３５ｍは完成、来年度

は、橋梁上部工５５．７ｍを除く

道路延長６５７．３ｍ新設。橋梁上

部工は、平成２２年度着工、平

成２３年度末完了計画。新設県

道河津・下田線は、伊豆地域

振興対策道路整備事業で全体

計画延長３，４４０ｍを縄地・下田

落合間で整備中。河川事業は、

河津川の堤防安全管理と水に

親しむ環境づくりのため河津

中学校付近と豊泉園地付近に

階段護岸を新設予定。

◆��������	
 

　一般会計当初予算は、３６億

６，２００万円で、前年比３億５，５００

万円、８．８％減。厳しい財政状況

の中、将来に向けた基盤整備を

図り、合併期日まで着実な事業

執行を図る堅実予算。

　歳入は、町税前年比０．９％の

微減。自主財源全体２億８，２８２

万円１６．８％減。依存財源全体で

は、７，２１８万円、前年比３．１％減。

地方交付税は前年並。県支出金

は観光施設整備事業の増加で前

年比１９．４％増。町債は普通事業

総額の減少で前年比１５．９％減。

　歳 出 は 義 務 的 経 費 ８ ， ６ ６ ６ 万

１，０００円前年比５．８％減。経常経

費 は ４，８１０ 万 ４，０００ 円 前 年 比

１．７％減。投資的経費全体は大

型事業終了で２億１，６２７万円前年

比２７．５％減となる。

　普通建設事業は、（仮称）「観

光交流館」の整備。道路基盤整

備事業は、町道奥原１号線と町

道荻ノ入２号線拡幅改良、継続

的道路不良箇所の補修。消防、

防災基盤整備事業は、消防ポン

プ自動車購入を、国の補正予算

の事業を活用して前倒しし２０年

度補正で対応。福祉関連事業は

利用者の希望に沿ったサービス

の提供で自立と社会参加を支援。

教育施策では、学校と家庭をパ

ソコンと携帯電話等の活用で、

「こども安全連絡網推進事業」

への助成と中学校の給水管の布

設替事業等。

��������	
�
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　平成２０年度退職予定者１１名、

新規採用職員６名で５名削減。

自主運行バスと町営バスは乗車

が極端に少ない部分の見直し。

「寿回数券」の購入該当者証明

書、購入申込書の受付が電話で

可。

●��������	

　戸籍の電算化事業は本年１１月

に現在戸籍関係の稼動、平成２３

年３月除籍関係の稼動を。

●��������	

　介護保険事業計画は、３年ご

との見直しで、平成２１年度を初

年度とし平成２３年度を目標年度

とする「第４期介護保険事業計

画、第５次高齢者保健福祉計画」

の策定最終調整。介護給付費は

今後増加が見込まれるため、介

護予防事業に重点的に取り組む。

　妊婦健康診査は、５回目以降１４

回まで国の財政措置され平成２１

年度より公費負担。

●���������

○漁業関係は、「第５６回静岡県

鮎友釣選手権大会」が河津川

で７月５日開催。

○観光施設整備事業は、３月末

に完了する（仮称）「観光交

流館」の実施設計に基づき整

備。

○観光振興事業は、ウォーキン

グイベントの３大会実施。天

城もみじまつりは、七滝をメ

インで実施予定。観光イベン

ト事業支援補助金は幅広い団

体の積極的活用を。

○観光宣伝事業は、東京都渋谷

区との連携、伊豆南部４市町

共同宣伝事業、伊豆急と首都

（５）
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○水道事業は、簡易水道を上水

道事業に統合で、奥原地区に

調圧槽を兼ねた２５０ｔ配水池を

建築し、川横地区慈眼院上の

配水池約１�間に送水管と配

水管の新設予定。

○温泉事業は施設総合診断の結

果、１億５，０００万円で浜地区３５０

ｔ貯湯槽改修のため３０ｔ仮設

タンクを設置し、給湯しなが

らＦＲＰ製３５０ｔタンクを新設。

第２期温泉供給事業に向け資

金計画を検討。

●��������	

　平成２０年３月幼、小学、中学

の学習指導要領改訂により、音

楽で和楽器使用、小学校の外国

語活動を行う予算計上。

○子供安全連絡網推進事業とし

て、幼、小中学校から保護者

宛にあらかじめ登録した連絡

先に緊急一斉連絡するシステ

ムを導入し、保護者負担分の

２分の１を町が負担。

○国民文化祭は平成２１年静岡県

が会場となる。１１月１日、２日

の２日間、河津バガテル公園

で「フランス民族舞踊と伊豆

の伝統芸能の祭典」を開催。

����
●�����������

　３月４日の１０回目の協議会で

２６項目の協定項目は残り４項目

となる。４月予定の協議会で協

定項目の再確認を行う。協議が

整った時期を見て住民説明会を

開催して理解を得る。

●�������

　４月上旬各世帯申請書類送付、

４月中旬申請受付、給付開始予定。

給付対象者は、８，３１８人給付額１

億３，１０６万４，０００円予定で、 １８才

以下１，２２９人、６５才以上２，６７７人、

１９才～６４才まで４，４１２人。

●������

　「静岡県防災計画」見直しで

「河津町地域防災計画」を現在

修正作業中。

●������

　２月５日消防ポンプ自動車を

１，７７４万５，０００円で�畠山ポンプ

製作所より購入、第４分団へ配

備。消防庁長官定例表彰で河津

町消防団が表彰旗を受章。

●��������	

　国の「生活対策」で、小学校

就学前３年間に属する３才から

５才の児童で、第２子以降の児

童につき一人３万６，０００円を支

給。

●��������	

　園舎の耐震化工事を実施し、

２月１９日に完了検査修了。耐震

化にかかる経費を補助。

●�����

　第三者機関の共立湊病院改革

推進委員会を設置し答申を受け

る。新築移転候補地は旧下田南

高校跡地、婦人科を含め７科目

病床１５０床、平成２３年３月まで

に竣工など。組合としては、感

染症病床を含め１５４床、建設地

旧下田南高校跡地を買収移転新

築予定、設計施工をプロポーザ

ル方式、経営形態は指定管理者

を公募し平成２３年４月１日開院

を目指す。

●���������	
��

　１月７日２，８８０万６，７５０円で�

大塩組が落札契約。床面積１０３．５３

�で見高入谷区が指定管理者。

●��������	
��

　新年度建設を目指す。施設規

模木造二階建７６４� で、観光イ

ンフォメーション機能と地場産

品販売を中心。

●��������	
��

　２月１日オープンし桜まつり

期間１ヶ月の入園者２８，８９５人。

●��������	


　河津桜２７本、河津正月桜６本

を浜１３５号線と笹原地内植栽。

●����������

　第１１回目の大会で初日暴風雨

だが８４４人、２日目晴天で９９８人の

参加で昨年比１８％増。

●��������	


　昨年より１０日以上開花が早い

ため人出が伸び悩む結果。今回

も１００万人突破が見込まれる。

河津桜まつり露天営業管理条例

の改正を検討。河津川における

河津桜維持管理指針を策定し適

正な維持管理に努める。

●����

　プレミアム桜ちゃん商品券利

用は５，５００万円分は１月２０日で完

売。河津町ＰＲ目的の「河津町

ふるさと名刺」発行事業は現在

７９名の申し込み。

●����

　泉奥原簡易水道事業と東海自

動車今井浜分譲地簡易水道事業

が上水道事業に統合され、新規

加入５８戸の増加。農免道路４期

地区農道開設工事に併せ、水道

管布設工事２件の入札を実施し

た。第１工区見高入谷地区で１９０

ｍを７５６万円でヤマト設備工業

�が、第２工区長野地区は９０ｍ

を２６０万４，０００円で東海建設�が

落札、それぞれ契約。

●����

　給湯収益は大口加入者の減口

と新規加入者の減少で大幅に下

回る見込み。峰２号源泉用地及

び利権の一部４％取得し、合計

８１％の利権を取得。

●��������	


　２月２０日に落成式を行い、３月

２日から新調理方式による調理

員の実習を行っている。３月１３日

小学校、中学校に試食を兼ね給

食を実施。

●��������	
��

　東海建設�が５５２万９，０００円で

契約。

●��������	
��

����������	
�

��

　国の「地域活性化・生活対策

臨時交付金」の対象事業で実施。
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下佐ヶ野３０１の２

稲本徳正（３期目）

生年月日　昭和１７年１１月１７日

������

　��������	
�

谷津１３１の８

板垣光彦（新任）

生年月日　昭和１１年１１月１９日

������
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��

���������	
��

�

　介護従事者処遇改善臨時特

例基金条例の制定

������

��������	
��

��������	


　介護保険年度と額の改正

������

��������	
��

��������	
��

��������	
��

　温泉宅配事業の使用料金を

改正する条例について

�������

��������	
��

��������	
���
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　新給食センターの完成によ

り住所の改正

�������

��������	
��
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期限切れによる３年間の更新

�������

��������	
��

��������	

期限切れによる３年間の更新

�������

��������	
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期限切れによる３年間の更新
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　田方地区交通災害共済組合

及び桃沢少年自然の家の解散

のため

�������

��������	
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���������

　由比町、富士川町、大井川

町、岡部町の合併による数の

減少

�������
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　由比町、富士川町、大井川

町、岡部町の合併による数の

減少

�������
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　町道梨本大ヌタ線の廃止

�������
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��

�

　財政調整基金から９０，０００千

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１９３，１９９千

円追加し、歳入歳出それぞれ

４，４５３，４５９千円とする。
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��������	
���

��������	���

　歳入歳出それぞれ１４千円追

加し、歳入歳出それぞれ５３０

千円とする。
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　歳入歳出それぞれ２４，６４０千

円追加し、歳入歳出それぞれ

１，２８５，１７１千円とする。
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　歳入歳出それぞれ３５，０１４千

円減額し、歳入歳出それぞれ

１０２，２６４千円とする。
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　歳入歳出それぞれ７，７６９千円

追加し、歳入歳出それぞれ

６６９，６９６千円とする。
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　歳入歳出それぞれ９９９千円減

額し、歳入歳出それぞれ８，２８１

千円とする。
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　 ………………… ２４０，６７０千円
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　収益的収入支出７，４００千円補

正予定。資本的収入及び支出

１１，６００千円減額し、支出１６，２６８

千円減額補正予定
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��������	
���
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　収益的収入及び支出の予算

第８条第１号の職員給与費

７，５３０千円を７，６４９千円に改め

る。
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○�������������

　 …………………… ５７，３００千円

○�������������

����

　 …………………… １６，５００千円

○�������������

������

　 …………………… １６，０００千円

○��������	
��

��������	
��

　 ……………………… ８３３千円

○��������	
��

��

　 …………………… １，５２０千円

○��������	

　 …………………… ２６，７２３千円

○��������	


　 …………………… ３２，５３６千円

○��������	
��

��

　 …………………… ２４，４７５千円

○��������	
��

������

 ……………………… ３，０００千円

○��������	
��

�����

　 …………………… ８０，０００千円

○��������	
��

　 …………………… １０，０００千円

○����������	

　 …………………… ２２，５００千円

○��������	
�

　 …………………… １０，０００千円

○��������

　 ………………… １４５，０００千円

○��������	

　 …………………… ８，７３１千円

○��������	
�

　 ………………… １５１，７７９千円

○��������	
�

　 …………………… ５，５０３千円

○��������	
�

　 …………………… ７５，６４３千円

○��������	
��

�

　 …………………… １９，８９３千円
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��…河津町の基幹産業は観光

に違いないが、地域が健全に発

展して行くには、産業の柱が複

数あった方が安定する。河津町

のこれからについて、観光オン

リーでいくのか、それともＩＴ

関連、ソフト関連などの企業を

誘致する考えがあるか伺う。

��…ＩＴ関連の企業誘致につ

いては、河津町にとっても大変

いい事だと思うが、相手のある

ことなので、今後とも関心を持っ

て環境、土地、インフラ整備な

どを進め、チャンスがあれば取

組んで行きたい。

��…相手があるというが、向

こうから来るのを待っていたの

では、話は進まない。企業誘致

はプロジェクトチームをつくっ

て強力に進めるのがよい。更に

この事業を進めるには、河津会

の皆さんの力を借りるのが良い

と思う。河津会の皆さんも河津

のために何か役に立ちたいと言っ

て下さっている。町の方から積

極的にお願いして、話を進めた

らどうか。

��…この点については、県も

東京に出先機関をおいて、企業

誘致を図っている。県との連絡

を密にして進めていきたい。河

津会との関係は、交流的には大

変良い関係にあるが、企業誘致

など、そういう大きなところま

ではいっていない。今後共、情

報交換などの取組みを図ってい

きたい。

��…新規事業として、観光交

流館の建設があるが、この事業

が成功するかどうかは、地場産

品コーナーがうまく行くかどう

かにかかっている。稲取青果市

場も昨秋からＪＡ伊豆太陽の経

営になった。町と農協が今まで

以上に、連携を強化し、地場産

品の生産に力を入れるべきと思

うが。

��…地産地消の推進は農協が

みんなをリードして行く事が理

想だ。我々も農業経営振興会を

中心に農業政策を進めている。

これからも農協のリードで、そ

れにみんなが協力して、休耕田

の活用など地場産品の生産を進

めていきたい。
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��…全国では子供による、ケ

イタイでのいじめや犯罪が多く

発生しているようだが、その様

な事はないか。又、町内の子供

たちのケイタイの所持率はどれ

ほどか。

���…ケイタイによる犯罪、

もしくはいじめなどは聞いてい

ない。所持率については５～６

年生で６人、中学生では３年生

が７３％、全体で５４％である。

��…ＮＴＴのこども安全連絡

網というの

があって、

連絡網とし

てだけでな

く、安全対

策 面 か ら

も、大変優

れており町

内の各学校

では既にＰ

ＴＡが導入

して、町でも新年度予算で、事

業費の半額を助成するそうだが、

その様な良い事業なら、半額と

いわず全額補助したらどうか。

��…１００％との要望もあった

が、自分の子供に対して、自分

も責任を持つという意識が大事

と思っている。

��…子供の数が年々少なくな

り、複式学級が心配されるが、

見通しはどうか。又、複式学級

は何人以下からか、それはどの

ような内容の学級か。

���…国の決まりでは１６名、

静岡県は１５名を下回った場合、１４

名から複式学級になる。２５年の

東小の２～３年生が１５名で、き

つい状況にある。複式学級とは、

後ろと前に黒板があり、例えば

３年生が後ろ向き、２年生が前

向きで１人の先生が教える。交

替でどちらかの学級が自習をや

るのが一般的である。��������	
��������������
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���…予算の特徴と、地域の

要望をどう取り入れたか。

���…町の直接事業赤字と事

業をどう取組むのか。

���…開かれた町づくりのた

め、町出者の各種委員会への委

員の委嘱やＵターン希望者の職

員への採用は。

��…財 政 の 厳 し い 中 、３６ 億

６，２００万円計上した。委員の委

嘱には、町民の意見を聞き事業

を進めている。Ｕターンの職員

採用は考えていない。

����…地域の要望は防犯灯

他、建設関係を含め４，０００万円

を原材料支給で計上した。

��…厳しい財政状況との事だ

が、国、県の補助金が少ないの

では。各種委員会や職員採用は、

幅広い角度の行政が出来るので

はないか。観光交流館の建設地

はアクセス道路が厳しい。建設

は時期が早いのでは。農業振興

も生産出荷計画を誰が中心にな

るのか、又、風土の森売店など

との競合をどうするのか。子育

て支援特別手当の支給対象者へ

の周知は。学校入学時の制服購

入の父兄の負担はどれほどか。

��…国、県の補助の減少は箱

物行政が出来上がっているため

である。観光交流館建設は中止

より町へ金が落ちる事が大事だ。

町の赤字事業は温泉水道事業に

跳ね返り、雇用の拡大にも繋がっ

ている。

������…交流館は地場産

品販売推進委員会を設置する。

�������… 入 学 時 の 制

服 等 の 購 入 費 は 幼 １ ６ ， ０ ０ ０ 円 、

小 １ ９ ， ０ ０ ０ 円、中 ７ ５ ， ０ ０ ０ 円 か ら

８５，０００円である。

������…子育て支援特別

手当は、子供２人以上で３～５

歳の間で１人３６，０００円、８８世帯に

戸別に通知を出す予定である。

��…国の補助事業を県代行で

実施しているとの事だが、財政

厳しい中、補助金を取入れ自主

財源の負担を減らす方策が大切

だ。入学時には無利子の貸付や

補助制度を考えてはどうか。

��…国県の補助事業は積極的

に取入れたい。入学児童の補助

金については義務教育であり、

子供の仕度は個人問題で補助金

は出せない。

��������	
���������	

��������	

��������	
��������

���…経済不況の実態をどう

考えるか、その対策は。

���…桜ちゃん商品券の効果

は。

���…町内にある撤退した企

業の保養所を使い、誘客対策と

合わせ、町出身者への宿泊サー

ビスを低料金で考えてはどうか。

���…桜祭りの反省点と、経

済効果は。正月桜、河津桜、遅

咲き桜とシーズンを長くする工

夫は。葉桜でも駐車料金をとる

のはどうかと思うが。河津川の

空間、湯ヶ野、筏場地域への適

地植栽は。

��…まつりに１００万人訪れて経

済も伊豆半島の活性化になって

いる。遅咲きの開発も進めてい

る。秋の紅葉も大切でもみじを

売り出す拠点作りも必要だ。

������…さくら商品券は

５５．２％換金された。不景気対策

は商工会を通じ１年間イベント

を組むなどの検討をしている。

桜まつり経済効果は平成１２年度

調査で県下３００億円と試算された。

��…河津会には割引があるが、

今後紹介者へのお礼を考える。

��…商品券を補助金で対応し

たが、再度町単独で投資したら

どうか。商業、農業振興にも予

算の増額。子育て支援事業の新

設などをしたらどうか。

��…活性化には交流人口を増

やす事だ。客が来て金が落ち、

地域の商店も１次産業も潤い相

乗効果となって発展してゆく。
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　２月２７日に定例会が開かれた。

当町相馬議員の議長就任にとも

ない、中村議員の消防組合議員

の紹介と、議席の指定が行われ

た。平成２０年８月１日から平成

２１年１月３１日までの事業報告で

は、火災発生が１２件で下田市４

件、河津町１件、南伊豆町７件、

救急事案発生地区件数は下田市

８０５件、河津町２６９件、南伊豆町

３２４件（内６６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２０件減

の６１件である。議案については、

平成２０年度補正予算（第３号）

は歳入歳出２８，４６０千円を追加し、

総額７２３，８９４千円とする。平成

２１年度予算は歳入歳出それぞれ

８１４，４９２千円とし、前年度より

６６，９４０千円増額となった。

　平成２１年１月２２日から１月２３

日まで福島県三春町立病院、茨

城県常睦大宮市の済生会病院の

研修視察を行った。

　町立三春病院について建設方

式はプロポーザル方式（設計・

施工一括発注）で建設し、坪単

価６０万円は安っぽさを感じるこ

とは全く無かった。また、工期

等が提案による「１年４ヶ月の

短期間」で完成した病院である。

共立湊病院組合は２３年３月を目

標に新病院を建設するという

「答申」や、運営会議・全員協

議会での合意と残された期間を

勘案するとプロポーザル方式に

よる病院建設しか方法は残され

ていないと考える。

　次に常睦大宮済生会病院は建

設について、地域と県を上げて

の取り組みが、済生会と自治医

科大学を動かした。

　茨城県は、人口当たりの医師

数が全国最下位であり、その中

でも病院が建設された県西部は

医療過疎地域であった。

　この地域では、周辺市町村が

　２月２７日平成２１年２月定例議

会が下田市で開かれた。

　行政報告と２つの議案が上程

された。行政報告では、昭和５４

年に建設され３０年程経過した中

で火葬炉の補修を平成１９年より

行い平成２２年までに耐火レンガ

の積かえを行う。又、斎場の耐

震化計画については平成２２年か

ら調査し、平成２７年実施計画と

の報告がされた。

　議案１号で「静岡県総合事務

組合を組織する地方公共団体の

数の減少及び規約変更について」

を承認。議案２号で「平成２１年

度伊豆斎場組合会計予算」歳入

歳出それぞれ、３８，３３１千円を承認

可決した河津町の負担額は４，７１９

千円である。又斎場建設基金の

残高が、２０年度見込で２，６７４千円

と報告された。

　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減

少及び規約変更について、議案

第２号では、平成２０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２１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、原案可決承認した。

　平成２１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６６０，３８７千円、この内管理

費等を除く直接し尿処理にかか

る経費が４１，９５６千円、じん芥処

理にかかる経費が２４７，３８１千円。

河津町の負担額は、し尿処理分

２５，１０２千円、じん芥処理分が

１９８，４０７千円、合計２２３，５０９千円

である。

総合病院誘致期成同盟を結成し

済生会、県、県議会に総合病院

の誘致を働き続けてきた。その

結果、済生会を動かし、県の力

もかりて自治医科大学の支援も

取り付け、高度な手術にも対応

できる病院が建設できた。
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��…法定合併協議会において、

電算システムの調査費の予算に

ついては松崎町議会、南伊豆町

議会において否決された。今回

各市町議会で新年度合併協議会

の事務的予算が審議されるが、

一つの議会でも否決された場合

協議は続けるのか。

��…再議にかけて、５、６月ま

で進める。廃置分合が否決され

ると、合併は出来ない。

��…他市町の公共施設の耐震

化率は。地域自治組織の共通事

業費と、地域事業費の配分額、

割合についてどう考えるか。

��…地域自治組織については

お互いに歩み寄ったとご理解願

いたい。

����…１９年度の耐震化率は

下田市４１．２％、河津町７９．７％、

南伊豆町８１．６％、松崎町５８．１％

となっている。

��…公共施設の耐震化は平成

２７年度までに完了させなければ

ならない。しかし、いくらかか

るのかを含め耐震化の資料が示

されていない。合併すると投資

的経費が耐震化に重点的に執行

されることになるが、配分割合

は担保されるのか。同じ新市の

市民として、配分額で維持出来

ない自治区を助けなければなら

ないと考える。新市の議会で審

議されるのだが。

��…担保される。耐震化は配

分された事業費の枠内でやって

いただきたい。
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��…さくら祭り全体の状況は。

期間中の指定区域内のパトロー

ル、及び露店等の営業届の出店

現場での確認作業はしているか。
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��…平成１９年度決算は経常損

失４，０１１万円弱、累積による繰

越損失額６，５１６万円弱と非常に

厳しい状況にあるが、２０年度の

状況はどうか。今後も継続して

施設使用料を減免しなければ経

営が成り立たないのか。

��…平成２０年度は施設使用料

２，２００万円を免除していただき、

１，０００万円の黒字にできるかと

思う。２１年度は５、６月が天候に

恵まれればいい方向に立ち上が

ると思う。

��…昨年９月議会でゼネラル

マネージャーを関連企業と相談

しながら進めたいとの答弁だが、

副町長は本来の行政の仕事があ

る。人選は進んでいるか。

��…今後、取締役会等で伊豆

急、東海バス、色々意見を総合

した中で対応を考える。

��…露店営業管理条例を刑事

課と協議しながら、速やかに改

正出来ないか。この大きなイベ

ントのある町、健全なまちづく

りの為、暴力追放運動を積極的

にやる気持ちはあるか。

��…管理条例は警察と連絡を

とりあって、健全な露店条例を

つくっていく。

������…駐車場の利用に

ついては収入が昨年対比８１．７５％

程度、５８０万円程度の減少、決算

で４，６００万円程度になる。後半

葉桜になり峰の大噴湯公園やカー

ネーション見本園、七滝に誘導

している。パトロールは初日に

出店部会を中心に回り、指定の

出店の看板等の確認をしている

が、おおむね良好。苦情がある

と現地に行って指導している。
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　３月２７日、第１１回の１市３町法定合併協議会が開かれた。松崎町、

南伊豆町共に合併に厳しい状況である。平成の合併を検証した結果、

総務省、地方制度調査会、全国町村会でも合併推進は取り止めにすべ

きとの方向である。我々も知恵を絞り単独のまちづくりを念頭におか

なければならない。 （宮崎）
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�����������　伊豆急河津駅前で交通

安全街頭広報に参加

�����������　南伊豆地区１市３町合併推

進委員会小委員会（下田市）

富士山静岡空港就航

促進協議会臨時総会

（静岡市）副議長出席

�����������　河津町議会　１市３

町合併打ち合わせ会

����������������　南伊豆地区１市３町

合併協議会（下田市）

�����

����　河津町消防団出初式

南小グランドで議員と共に

����　第２４回国民文化祭河

津町実行委員会（役

場会議室）

�������　河津町成人式（中学

校体育館）

　　　　　議員と共に出席

�������　議会広報編集会議

�������　南伊豆地区１市３町

合併協議会小委員会

（下田市）

�������　河津町産業経済活性

化連絡協議会賀詞交

歓会、議員と共に（今

井浜東急リゾート）

�������　伊豆市議会議長・副

議長来町

河津町議会第１回臨時会

議会全員協議会

河津町合併推進委員会

�������　南伊豆地区１市３町合

併協議会（南伊豆町）

�������　郡議長会（下田市）

�������　東伊豆町議会と議員交流会

議員と共に出席（河津町）

����　峰温泉大噴湯公園オー

プニングイベント

議員と共に出席

����　岐阜県本巣市議会来町

����　山形県中山町議会来町

����　賀茂地域防災局長来町

����　河津桜まつりオープ

ニングイベント

議員と共に出席

����　神奈川県三浦市議会来町

�������　河津町合併推進委員会

�������　南伊豆地区１市３町

合併協議会（河津町）

�������　静岡県町村議会議長

会総会（静岡市）

�������　河津町議会第２回臨時会

�������　河津町学校給食セン

ター落成式

議員と共に出席

�������　南伊豆地区１市３町

市町長及び議長によ

る調整会議、副議長

と出席（河津町）

�������　河津町公共施設整備

計画推進委員会

第一・第二委員長と出席

�������　河津駅前広場運営協

議会、副議長と出席

����　河津町合併推進委員会

����　南伊豆地区１市３町

合併協議会（松崎町）

����　議会運営委員会

　昨年暮れに近い頃、慕う従兄

を送り終え、かたづけの席上あ

る先輩が約２００年前の見高若者

中御錠目のメモを紹介した。文

化財、見高にないなら俺が刻字、

額を作ってくると酒の勢いで言っ

てしまった。（後、静岡県史記

載判明）その後が大変、刻字作

家酒仙先生に指導を受け１時間

２５字刻み、千を越す字数、失敗

を重ねて１ヶ月余りやっと完成、

年明仏前に報告、在住の方々の

協力で残すことが出来た。

　男子１５歳若い衆組に入る儀式

の祈りの憲法、行動規範取り決

め事が「御錠目」である。村の秩

序、防犯災害防止、催事等、自

主防衛組織で仲間入り寝泊り合

宿制でした。（５０年前組織解散）世

知辛い近年ですが今に通じる「御

錠目」組織と行動規範は貴重な

文化であると思われます。過去

現在、時が代り進んでも人の心

変わらず、科学の進歩で豊かさ

の勘違いはなかろうか。心の豊

かな文化、環境と経済、そんな

未来を創造したいものです。

　出産に帰り来し娘が重そうに

どっこいしょと立ちふふと笑う。

こんなほほえましい、平和な背

景が何処にでも見られる街であ

るといいですね。
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