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　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の変更について

������

　平成２１年度河津町一般会計補正予算（第６号）
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　平成２０年度河津町一般会計補正予算（第８号）

������

��������������������	
�������

������

　平成２１年度河津町一般会計補正予算（第７号）
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　一般会計当初予算、３４

億３，６００万円、前年比２億

２，６００万、６．２％減、２年連続

で減額。国の緊急対策事業

として、きめ細かな臨時交

付金活用で、実効性のある

予算編成を行う。歳入は、

町税前年比６．５％減、自主

財源は１億７，１３５万円、前年

比１２．２％減、交付金は同額

もしくは減額、普通交付税

は増額計上した。国庫支出

金は、子供手当負担金によ

る増、県支出金は、２９．３％

の減、町債は２２．８％の減、

依存財源全体で５，４６４万５千

円、前年比２．４％減となる。歳

出は人件費９．１％削減義務的

経費は、５，７６３万３千円、前

年比４．１％増、経営的経費

は８，１８９万８千円、前年比

２．９％増。投資的経費全体

では３億２，０９８万９千円、前

　退職予定者は７名、新規

採用、３名予定、４名の削減。

公共交通関係は、泉奥原、

大鍋、小鍋、上佐ヶ野で試

験運行予定。地上デジタル

放送設備は見高入谷、長野、

梨本地区対象に整備。河津

駅北口広場は利便性の向上

と活性化を図り整備を検討。

年比５６．２％減となる。普通

建設事業は、道路整備事業、

河津城址復元、南禅寺等の

文化財整備他、福祉事業は、

医療費扶助の拡充、出産助

成等。
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　月額１３，０００円を中学生ま

で支給。医療費も中学校卒

業まで無料化。出産助成金

１０万円支給、保育ママ事業

の拡充や子育て支援、同等

の支援事業の推進、ゴミ不

法投棄物撤去防止事業で３

名の作業員の雇用。

��������	�

　森林整備事業の支援。観

��������

　県単農業農村整備事業、

梨本、大堰地区の用排水路

整備、見高入谷の山地整備

中山間地域整備調査を見高

入谷、上佐ヶ野地区で行う。

道路改良工事は、町道荻ノ

入２号線改良工事、２７０ｍ実

施、県道農免農道４期地区

整備、３，９００万円で完了予定。

県営治山事業は梨本地区山

腹工事保安林、保全工事に

より谷止工２基工事予定。

県営の土木関係工事は、国

道４１４号逆川地区工事予定。

下佐ヶ野谷津線の歩道整備

７９０ｍの測量、用地買収に

入る。田中バイパスは今年、

来年度で橋梁上部工を施工

する。県道河津下田線は、

縄地地区で現道拡幅工事４００

ｍを順次用地買収を行い工

事を実施していく。湯ヶ野、

松崎線は県単事業で大鍋地

区の拡幅工事予定。砂防事

業は、大堰地区桃の木沢の

砂防ダム整備、梨本地区荻

光施設整備事業は、城山公

園山頂整備。田中バイパス

へ河津桜植樹帯整備、首都

圏への観光ＰＲ、観光ボラ

ンティアの充実、新事業で

パークアンドライド推進事

業実施。
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　小学校での外国語活動の

予算計上。学校施設の整備

は、東小学校のヤシの木伐

採、西小学校は、フェンス

の修繕、南小学校は体育館

天窓工事、中学校は給食リ

フトの改修。中学校入口の

町営バス停留所に雨除けの

屋根設置、体協３０周年記念

事業の費用助成、中学校グ

ランドのバックネット修繕

工事他。

�������

　東京電力�と�ユーラス

エナジー東伊豆が計画、保

安林、分収林関係について

も協議が進められている。

見高財産区とも協議中であ

る。財産区有地処分につい

ても、県と協議。

��������	

　平成２２年２月１日オープ

ン、２月１日から２月２８日

までの１ヶ月間売店利用者、

２８，５５７人、飲食コーナーは、

６，２９３人、展示室見学者は、

４，３３９人。
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　臨時交付金でさくら幼稚

園太陽光発電工事を�大塩

組が２，６０４万円で落札、契約。

南小校舎屋上改修工事、設

計、監理を萩原設計と１２６

万円で契約。

�������

　本年度ポンプ車の購入は、

第１１分団、第７分団の２台。

��������	

　行政サービスの向上、迅

速化を図るため、コンピュー

��������	


　１月１２日開院し週２日の

診療、２月末までの受診患者

数１５５人、外来１４５人。平成

２２年度中には、上河津地区

に新たな診療所の整備予定。

����������

　１２回目を迎えた今大会は

２日間で１，１５９人参加。昨

年より６８３人減、各種運営

にご協力いただいた皆様に

お礼申し上げます。

�����������

　２月６日から、３月１０日

まで約１ヶ月間の運営につ

いては、ボランティアをは

じめ多くの皆様の協力に感

謝と敬意を申し上げます。

入込み人数は、１００万人に達

する見込みである。

�����

　副町長を団長に５名で国

際交流調査に中国東山鎮を

訪問した。今後の相互の友

��������	
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　臨時交付金事業で町道見

高入谷１号線工事を山内組

が３７５万９千円、町道奥原１

号線工事を世紀東急工業�

が２５２万円で、町道川津筏

場久保田線工事を守屋建設

が４０万９，５００円、準用河川鍛

治沢川工事を�大塩組が３８６

万４千円で、町道逆川下山

前田線工事、田尻川工事を

斉藤土木�が６３万円及び５１２

万４千円で落札し契約した。

普通建設工事は町道浜中耕

地・上川原田線工事は�加

畑組が２１５万２，５００円で落札

契約した。町道上峰線工事

を斉藤土木�が５２３万９，５００

円で、見高２号線工事を山

内組が１２２万８，５００円で落札

し契約、見高入谷１号線舗

装及び町道大堰線舗装工事

を丸三工業が、５６７万円及び

１５１万２千円、縄地線舗装

工事、浜下小路線舗装工事

を世紀東急工業�伊東営業

所が３４１万２，５００円及び４７２

万５千円で落札、契約。

ノ入沢砂防事業は設計測量

実施予定。水道事業は泉奥

原地区に２５０ｔタンク設置と

１�の送水管工事を予定。

� � � �

ターによる業務開始。 好を築くことが重要。
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梨本２８の１

坪井由里子（２期目）

生年月日　昭和３０年３月６日
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河津町特別職の職員で非常

勤の者の報酬及び費用弁償

の一部改正
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契約金額を４，０１２，０５０円増額

変更する
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河津町情報通信施設の設置

及び管理に関する条例の制

定
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河津町地上デジタル放送設

備運営基金条例の制定
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河津町職員の勤務時間・休

暇等に関する条例の一部改

正

������

��������	
��

��������	
��

����

河津町立学校給食センター

建設基金条例廃止
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歳入歳出それぞれ５，９７３千円

減額し歳入歳出それぞれ

１，２７２，０５３千円とする。

�������

���������	
�

���������	
�

������

���������	
�

��������

河津町観光協会と３年間の

更新
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歳入歳出それぞれ３３，３１４千

円を減額し歳入歳出それぞ

れ４，０８６，５１２千円とする。
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河津町社会福祉協議会と３

年間の更新
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契約金額を４，０２４，６５０円減額

変更する
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歳入歳出それぞれ１０，０００千

円減額し歳入歳出それぞれ

１７，３６５千円とする。
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歳入歳出それぞれ３，７３３千円

追加し歳入歳出それぞれ

６８３，６４０千円とする。
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歳入歳出それぞれ１０，０００千
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　 ……………… ３，０００千円
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　 ……………… ４２，５７２千円
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　 ……………… ２７，９７８千円
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　 ……………… ８，０００千円

��������	

　 …………… １２２，２００千円
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　 ……………… ５，２５０千円
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　 ……………… ７０，０００千円
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　 ……………… ９，８５０千円
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歳入歳出それぞれ２千円を

追加し歳入歳出それぞれ

１０，８２５千円とする。
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円減額し歳入歳出それぞれ

８５，４４１千円とする。
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　 ……………… ４，０００千円
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　 ……………… １９，５８３千円
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　 ……………… ３３，５００千円
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　 ……………… ７，６３０千円
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　 ……………… １６，０００千円

��������	
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　 …………… １４４，５００千円
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　 …………… ２２４，３８０千円
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��…共立湊病院建設の現

在の進捗状況は。

��…平成２３年３月末で地

域医療振興協会の管理委託

期限が切れる。新たに医療

法人聖勝会が決ったが、そ

の後辞退された。私は協会

が委託先と思っていたが、

市町長の運営委員会を開き

内容を聞いた。振興協会へ

新病院ができるまで引き続

き診療するよう要請してい

る。

��…組合が一つになり建

設を進めるよう申し上げて

きたが町民の命を守るには

高度医療を充実させないと

できない、地域医療振興協

会も委託管理申請すべきで

ある。

��…私は河津が適地だと

思う。協会と話合い河津へ

の病院建設に取組む。

��…県が災害拠点病院に

指定した下田市へ共立病院

が建設されてもやるのか。

��…河津町は災害拠点病

院ではない。協会の理事長

とベッド数を確保できた時

点で発表する。

��…下田へ病院が出来て

も出来なくてもやるのか。

河津町も一部事務組合の一

員である。私立病院を開設

するのか公立か、議会に諮

るべきではないか。病院組

合を離脱して進めるべきで

順序がある。

��…場所も決らぬうちに

病院開設の協議はできない。
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��…産業経済活性化連絡

協議会の活動内容は

����…協議活動はふれ

あいまつり他事業の協力や

江東区、渋谷区広場への参

加や賀詞交歓会等である。

��…この協議会は異業種

で産業振興に努める事でス

タートしたが、後継者育成

が必要ではないか。又、賀

詞交歓会ではどの団体も不

景気と悩んでいたこの対策

は

��…経済不況は全国的な

ものだ。伊豆は一つになり

活性化に取組むべきで、道

路網の整備や観光圏構想を

期待したい。

����…事務局どうし話

し合いしているが後継者育

成は必要である。

��…東京へ特産物販売の

拠点を設立し、東京の河津

会へ協力要請したらどうか。

��…東伊豆町で実施して

いる。効果あるか調査した

い。

��������	
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��…行政連絡員の職務は。

����…町政の連絡周知、

町事業を円滑に進めるため

の協力、回覧の配布等であ

る。

��…規則では厳正に公平

公正で知り得た秘密を漏ら

してはならないとあるが、

町長選には有権者への投票

要請しているようだ。町の

指導は各種委員会も圧力を

かけてはいけないが。

���…事務取扱い要請に

沿って行っている。

��…任命者に内容知らせ

文書での指導すべきだ。

���…連絡員の職務に

沿って行動していると思う

が委嘱時に注意している。

�������
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��…昨年９月、国の補正

予算による経済危機対策と

して１億４，５００万円余りが配

分され、幼稚園の太陽光発

電、第７分団の消防ポンプ

車更新、地デジ対応テレビ

の更新、児童公園の遊具の

更新、公用車の更新等全額

国から配分の事業だが、新

年度予算の特徴は。

��…健康づくり、環境対

策、観光面の対策、自然資

源を利用した町の活性化に

取り組む。１５歳までの通院、

入院費を全額町で負担。出

産祝い金制度である。

��…選挙戦を控えて、色々

おいしい事業が組まれてい

るような気がする。南禅寺

はもっと以前に整備すべき、

笹原城址復元整備の内容は。

��…谷津区の皆さんが積

極的な意向であれば、もっ

と積極的に予算化する。

������…今設計段階、

城の周りを砦のような塀を

作り、今までの資料を基に

米蔵等の倉庫関係を整備す

る。広場には相撲をとる土

俵を設置する。
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��…二年前、ある大手の

ノウハウ持った民間企業が

バガテル公園を引き受ける

話を町長に進言したが、実

現しなかった。任期中に雇

用対策について、どのよう

な施策を講じてきたか。

��…国民宿舎、観光セン

ター、温泉会館、バガテル

公園等臨時雇用含め確保し

ている。河津桜祭り対策で

も約７０人位、１ヶ月間ごみ掃

除から駐車場の警備等ある。

��…今後の雇用対策の方

針は。

��…道路が良くなれば田

方方面の通勤圏に入る。駿

河湾環状道路の早期開通と

中央道の無料化、縦貫道の

完備である。
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��…風土の森、上佐ヶ野

の森林セラピーロード、見

高入谷宿泊施設の利用状況、

管理体制、運営状況は。

������…風土の森、

森林セラピーロードは利用

は把握していない。桜の被

害が非常に厳しい。高木に

し、シカ対策をとりたい。

入谷の宿泊は２月末で２４７

人。ネット予約が多い。

��…宿泊施設９月から２

月まで稼働率が０％、４．３％、

２．２％、１８．３％、１５％、１７．９％

である。田舎暮らしの体験

の滞在型をターゲットにす

るのも一つでは。

������…農作業が出

来たり付加価値を付ける事

が重要、指導していく。
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　２月１１日全員協議会が開

かれ、百条調査委員会（山

田直志委員長）の中間報告

があり、３月中には結論が出

るであろうとの報告があっ

た。

　２月１９日に定例会が開か

れ、山田昭男議員が「今後

の病院運営について」一般

質問を行った。議案１号、

静岡県市町総合事務組合の

規約変更。議案２号、平成

２１年度補正予算（第３号）。議

案３号、平成２２年度事業会

計予算。議案４号、平成２２

年度介護老人施設特別会計

予算を議決した。その他、

湊病院将来構想調査特別委

員会の期限の延長要求、調

査特別委員の中間報告があ

り閉会。

　南高跡地は現在一部事務

組合の所有になったが指定

管理者がなく、現在探して

いるとの事であった。

　２月２４日に定例会が開か

れた。平成２１年８月１日か

ら平成２２年１月３１日までの

事務報告では、火災発生が

１１件で下田市９件、河津町

２件、南伊豆町０件、救急

事案発生地区件数は、下田

市９０５件、河津町２５８件、南

伊豆町２９３件、（内３２５件は共

立湊病院から転送搬送）、

ドクターヘリの運航状況は

　２月１７日平成２１年２月定

例議会が下田市で開かれた。

行政報告、専決処分の承認、

３つの議案が上程された。

行政報告では、火葬炉の修

理は２１年度で修了し、２２年度

からは斎場の耐震化の調査

等に取りくむ。

　専第１号で２１年度会計補

正予算（第３号）について、

専決処分の承認が上程され

可決した。議案１号で「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」を

承認。議案２号で「監査委

員の選任」が行われ、下田

市の土屋國芳氏を選任。議

案３号で「平成２２年度伊豆

斎場組合会計予算」が上程

され、歳入、歳出それぞれ

４１，６１５千円を承認可決した。

市町負担金が前年度より、

４，６８３千円増加する。

６４件であった。議案につい

ては、平成２１年度補正予算

（第３号）は歳入歳出５，０００

千円を減額し、総額７９０，１５４

千円とする。平成２２年度予

算は歳入歳出それぞれ

７１７，２１１千円とし、前年度

より２２，６９１千円減額となっ

た。その他専決処分の承認

他議案５件の審議を行い原

案可決した。その他通信指

令設備工事は�富士通と

７，３１８万円で契約し２２年４月

１日運用開始した。

��������	
�����

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

��������	


��������	
����

������

��������

（１１）

� � � � � � � �

　２月１８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２１年度東河

環境センター会計補正予算

（第３号）について、議案

第３号では、平成２２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２２

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、６５１，３３７千円、河津町

の負担額は、し尿処理分、

２４，９５７千円、ごみ処理分が、

１９９，４２３千円、合計２２４，３８０

千円である。
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　１月２２日～２５日富士山静

岡空港を利用し、町より岸

副町長、渡辺産業振興課長、

議会より相馬議長、萩原副

議長、宮崎議員計５名で訪

問した。

　２１年１０月議会議員団が「中

国蘇州市東山鎮」を訪問し

た際、熱烈な歓迎を受ける

と共に又、河津町と気候、

特産品等が共通する点が多

く、友好的交流を望んでい

ることから調査訪問をした。

　東山鎮は上海より高速道

路で約２時間行った地で有

名な「大湖」に面した街であ

る。１月２３日、東山鎮政府

庁舎にて党書記、町長、副

町長、議長、課長、担当者

との意見交換を行い、又現

地を案内してもらった。当

日は現地東山鎮泊として河

津町主催の晩餐会でさらな

る意見交換を行った。
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を協議した。

　東山鎮の小学校は２校で

児童数は合わせて３，０００人と

のこと、又農産物は柑橘、

お茶、ビワ、山桃等を栽培

している。

　１月２４日河津町のズガニ

養殖の参考にと上海ガニの

養殖場を視察したが規模の

膨大さにびっくり、大湖で

発生する稚ガニを捕り養殖

池で段階的に養殖している。

　今回の調査は中国共産党

を中心とした行政組織との

会見であったため農業者、

民間企業、教育関係者との

交流が出来なかったため十

分な実態を掴むことが出来

なかった。今後は中国側か

らの来町を期待して慎重な

判断での交流事業とするこ

とが重要と思われる。
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　河津の花栽培の歴史は古

く、昭和６年、花菖蒲を初

めに、カーネーション、菊、

バラと多くの花きが栽培さ

れ、温暖な気候と東京市場

に近いという地の利を生か

して発展し、先人たちの情

熱と高い技術力により、多

くの人達が花の生産に携わっ

てきました。

　現在でも「花の町河津」

として、バガテル公園、花

菖蒲園、カーネーション見

本園と多くの施設が運営さ

れており、町づくりの一環

として取り込まれた中で、
���������
� ������ � � �
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������　１１月分例月出納

検査結果報告書

を受ける

�����

����　河津町消防団出

初式

　　　　　（南小体育館）

�����　河津町成人式

　　　　　（河津中体育館）

�����　河津町議会第１

回臨時会

�����　第２４回国文祭河

津町実行委員会、

（文化の家）、同

日、河津町産業

経済活性化連絡

協議会新年賀詞

交歓会

　　　　　（バガテル公園）

���������　国際交流

調査のため中国

蘇州市東山鎮へ

�����　河津町議会第２

回臨時会、同日、

力石、桜うどん

完成披露会

　　　　　（谷津）

�����　東伊豆町議会と

の議員交流会

　　　　　（東伊豆町）

����　河津桜観光交流

館落成式

����　賀茂郡町議会議

長会（下田市）

����　第２０回河津桜ま

つりオープニン

グイベント

�����　河津町議会第３

回臨時会、新議

長に山田勇選出

�����　静岡県町議会議

長会（静岡市）

�����　河津駅前広場管

理運営協議会

����　議会運営委員会、

同日、議会広報

編集特別委員会

生産者として花市場におい

ても、全国的にも「河津の

花」をアピールして継続発

展させていく責任を感じて

生産に努力していきたいと

思います。

　又、４年後には全国カー

ネーション生産者静岡大会

が、河津と稲取を会場に開

催予定となりました。全国

に向けて「花の町」を発信

できる良い機会だと思いま

すので皆様のご協力をお願

いします。
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