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　　平成２３年度に公表する健全化

判断
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　　平成２３年度に公表する資金不
足比率
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　　車両事故による和解及び損害

賠償の額を定めることについて
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　　昭和４８年度固定資産税及び都

市計画税の納期の特例に関する

条例等を廃止する条例
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　河津町暴力団排除条例
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　　河津町税条例等の一部を改正

する条例
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　　歳入歳出の総額に歳入歳出そ

れぞれ６０，５２５千円を追加し、総

額を３，５７７，４９９千円とする。
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　　歳入歳出の総額に８，８５６千円を

追加し、総額を７１２，７１７千円とす

る。
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　平成２２年度決算１０議案（河津町一般会計、河津駅前広場整備事業特別会計、河津町土地取得

特別会計、河津町国民健康保険特別会計、河津町老人保健特別会計、河津町介護保険特別会計、

河津町後期高齢者医療特別会計、河津町国民宿舎「かわづ」運営事業特別会計、河津町水道事

業会計、河津町温泉事業会計）は、決算特別委員会（宮崎啓次委員長）に付託された。総務課、

町民生活課、保健福祉課、産業振興課（農業委員会を含む）、建設課、教育委員会、議会事務

局（選挙管理委員会、監査委員会含む）に関する事務をそれぞれ決算審査した。決算審査特別

委員会は、意見書を附帯して認定すべきものと決定した。本会議上、宮崎決算審査特別委員長

の報告を受け、全員賛成で認定した。
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歳入歳出それぞれ１０，２８４千円を追加し、

総額をそれぞれ３，５１６，９７４千円とする。
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１８，８４７千円で株式会社畠山ポンプ制作所

と契約
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町有地枯木が倒れ、自家用車を破損

損害賠償額２，２５１千円で和解・賠償

������������

��������	
�

車両事故による和解及び損害賠償の額を

定めることについて

損害賠償額８２，２８８円を損害保険で支払う。
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　普通会計決算額は、歳入

３９億６，９１２万２千円（対前年

比８．３％減）歳出３７億７，４０８

万５千円（対前年比７．６％

減）歳入、町民税（対前年

比２．７％増）、固定資産税（対

前年比１．６％増）、国庫支出

金、交付税事業の終了に伴

い大幅な減、目的別歳出で

は、農免農道、交流館等、

建設関係等の事業終了によ

り減、性質別歳出では、戸

籍電算化関連事業、車両等

購入事業の終了により減、

補助費等は定額給付金事業

の終了により減、積立金は

財政基金に２億８千万円積

み立てた事で増、健全化判

断比率は１１．３％、将来負担

比率は５０％、公営企業の健

全化判断比率も黒字、当町

の財政は健全財政である。

����������������������������������������������
化対策として、「子育てファ

ミリー住宅整備支援補助」

と「不妊治療費助成」の２

つの制度を創設した。
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　東日本大地震で大きな津

波被害が発生したことを踏
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　河津バガテル公園の在り

方と、運営方法に関する提

言を求めるために設置、５月

から７月まで５回の会議を

開催し、その結果が町に提

出された。
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　伊豆地域有害鳥獣対策連

絡会で、猪、鹿の捕獲機材

を購入、被害地区や農家へ

貸し出しを行う。
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　東海地震が突発的に発生

した事を想定して実施、中

学生２０４人、高校生１３３人を

含む４，２５３人が参加。
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　緊急誘客事業として９月

１５日から来年１月１５日まで、

「��������	
�

�」として都内及び名古屋

で実施、「河津秋まつり」

は１１月２０日から１２月１０日、

河津七滝、湯ヶ野、峰温泉

大噴湯公園、見高入谷高原

温泉でイベントとして開催。
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　住宅太陽光発電設置補助、

１件あたり最高４kw２０万円

を限度として補助、東日本

大震災後、太陽光発電等の

再生可能エネルギーへの注

目が高まっている。
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　温泉会館の今後の在り方

と施設の有効活用につき、

１１人の委員で構成され、両

温泉会館の今後の方向性を

提言していただく。
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　町民本位の町づくり推進

のため昨年度は、地区懇談

会を開催したが、本年度は、

さらに多くの町民の声を町

政に反映させる手段として

ふれあい町長室を開設。
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　放課後児童クラブを、７月

から、南小体育館２階に開

設、７月・８月で延べ２９７人

の利用。

まえ、町内の海抜測量を実

施、この結果をもとに町内

に看板等で海抜表示を行う。
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　浜菖蒲沢公衆トイレ整備

工事は、東海建設�が落札

し１，４６７万９千円で契約し

た。谷津地区（南禅寺）観

光施設整備事業作業道路整

備工事は、�第一工房が落

札し、７４０万１，４５０円で契約し

た。
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　海 水 浴 場 の 入 込 み は 、

今井浜で４０，０９２人（前年比

２７．４％減）河津浜で３，５０１人

（前年比４５．６％減）、温泉施

設では、見高入谷高原温泉

で８月末で２，１３８人、踊り子

温泉会館が２７，０８７人（前年

比１２．０％減）、サンシップ

今井浜が１２，９９９人（前年比

１８．２％減）となった。
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　子育て環境の充実と少子
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　当町が真っ先に取組んだ

事業、４月より９月末日まで

受付中。
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　大堰浄水場改修工事設計

監理業務委託、一級建築士

事務所野田建築事務所が落

札し３２２万３，５００円で契約、

川横地区水道管布設工事設

計業務委託は、日本水工設

計�静岡営業所が１９９万５千

円で落札し契約した。

　主要地方道下佐ヶ野谷津

線水道管橋梁添架工事設計

委託業務は、日本水工設計

�静岡営業所が落札し２７３万

円で契約した。
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　下峰地区にある旧木村家

住宅主屋が、国の文化財と

して正式に登録となり、貴

重な文化財として保護され

る事となった。�������������

　町道浜下小路、下川原田

線道路側溝改修工事、�加

畑組が落札し７３５万円で契

約、町道笹原前田１号道路

側溝改修工事、�大塩組が

落札し４８３万円で契約、河

津町橋梁点検及び長寿命化

修繕計画策定業務委託、大

日本コンサルタント�静岡

営業所が落札し３５７万円で契

約、町道大堰笹原線舗装補

修工事、丸三工業�が落札、

３０４万５千円で契約。
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　７月に実施した町内小学

校のプール水の放射能測定

の結果、放射能は検出され

ず、安全であることが確認

された。
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　地域活性化臨時交付金繰

越事業のうち、河津中学校

体育館防水工事は、�大塩

組が落札し９７５万４，５００円で

契約、南小学校体育館屋根

改修工事は、東海建設�が

落札し９７５万４，５００円で契約、

河津中学校外周フェンス改

修工事は、東海建設�が落

札し３１３万９，５００円で契約、

文化の家読み聞かせ増築工

事は、�大塩組が落札し９１８

万８千円で契約した。

　８月３０日に開催された組

合議会で、下田市、南伊豆

町の両市町で議員改選に伴

い、議長以下、新組合議員

の承認をし、２２年度決算を主

とした各議案を審議した。

人事の主なものは…議長・

森温繁（下田市）、副議長・

宮崎啓次（河津町）、監査委

員・谷正（南伊豆町）を選任。

業務実績は、救助が８件で

４件増、救急は河津分署２３８

件２０件増。住宅用火災警報

器は普及率６５．６％。高規格

救急自動車を河津分署に配

備。ＡＥＤ設置は、下田市

３８、南伊豆町３６、河津町１８

で、河津町の補充が課題。

　８月３１日下田市で８月定

例議会が開催された。河津

町を除く選出議員改選後の

初議会のため、議長に下田

市の土屋忍議員、副議長に

南伊豆町の稲葉勝男議員、

監査委員に東伊豆町の山本

鉄太郎議員を選出した。

　平成２２年度伊豆斎場組合

会計歳入歳出決算認定につ

いて、歳入４５，１５９，１７０円、

歳出４２，２８７，８３１円で差引残

高２，８７１，３３９円を翌年度繰越

す決算を認定した。平成２３

年度補正予算は歳入歳出そ

れぞれ、３，００５千円増額し総

額４５，４６２千円とした。

　管理者より２２年度の事業

報告と、新病院の建設工事

は年度内に完成する予定と

の報告がされた。新議長に

長田美喜彦議員（南伊豆町）、

副議長に藤井�明議員（東

伊豆町）が指名推薦された。

一般質問の後、７件の議案審

議があり、何れも可決承認

された。主な案件は２２年度

の病院会計、特別会計の決

算について。２３年度の１号補

正予算は病院跡地に診療所

建設費として約３，０００万円の

上程、又地域医療の在り方

や跡地利用について調査研

修のため特別委員会設置に

ついて等である。
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��…厳しい経済状況が続

いているが、主産業である

観光産業の、中・長期対策

が必要。又、宿泊施設の充

実指導も含め、滞在型観光

地も視野に入れた対策は。

��…中・長期計画は、来

年度南禅寺の観光整備事業

で大きなハード事業は、一

時終了。今後は、施設、自

然、温泉、歴史、文化、食

材等の活用によるソフト的

事業の充実を図る。宿泊対

策は、ウォーキング大会等

イベントの実施により取り

組む。又、地域活性化事業

補助金制度があるので、町

民の皆さんに、活用してい

ただきたい。

��…キャンペーン実施に

伴うデータの収集は。観光

勉強会の実施は。庁内観光

の名称の使用は。

��…チラシにマーキング

をし、付加価値をつけ、デー

タの収集をする。庁内、観

光名称は良いネーミングが

あれば検討する。観光関連

業務は、勉強会も含め、しっ

かり取り組む。
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��…河津桜は町の大切な

財産です。保護、育成も含

めた計画はあるのか。観光

企画、宣伝は皆さんの意見

の、まとめ役が必要である。

町として対応ができるか。

��…原木は直系２世の育

成に取り組んでいる。下峰

地区では桜山として作業を

含め保護と育成活動をして

いただいている。今後は風

土の森も含めた桜の里山づ

くりにも取り組みたい。企

画、宣伝については、実行委

員会等に於て、多くのイベ

ント企画の提案をいただき、

町としても県の補助制度も

活用し、取り組みたい。
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��…国土交通省の道路建

設判断基準に、防災手法を

加えた基準の見尚しをする

とのことです。ぜひ伊豆縦

貫道の早期着工を願う声を

上げていただきたい。イベ

ント等の実施に伴い、近隣

市町より集客の為にも、伊

豆急行、東海バスの協力を

し誘客対策に取り組めない

か。

��…２つの促進同盟会で、

要望活動を行っている。過

日、県知事も含め国土交通

省の大臣に、河津の事業促

進の願いをした。防災の関

係もあるので、要望活動を

続ける。交通網利活用は、

伊豆急行、東海バスと、協

力しながら割引等取り組ん

でいる。今後は、イベント

に合わせ誘客対策を考え検

討をし取り組みたい。
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��…２１年度２，０００万円、

２２年度３，０００万円の支援をし

ている。２３年度事業計画の

内容は。

��…当初震災の影響を見

ることなく黒字予算を立て

たが、取締役会の指摘を受

け、組み直しマイナス予算

となった。

��…２３年度売上２億７，８００

万円（前年比１２２．９％）。経

営利益▲１，９８４万円となって

いる。昨年７月に出された

経営診断書は生かされてい

るのか。

��…この診断書は経営戦

略、財務戦略、組織人材分

析の３つが要点である。ゲー

トの移設・人園料金や飲

食・物販部門等の見直しか

ら、指定管理料・責任者及

び組織再編と多岐にわたる

提言がされている。

��…事業計画は達成して

も赤字計画である。現状の

収支はどうか。

��…バガテル公園のみで

見ると、７月未経営利益約

６３３万円の黒字（前年比１１１

万円の減）。ゲート移転後

は入園者も増え、売上も増

加している。

をどのように受け止め、ど

う対処していくか。

��…検討会の答申に１年

の指定管理期間とある。こ

れは、しっかりとした再建

計画を立てるということ。

その上で�河津バガテル公

園に指定管理を。

括支援センター業務の充実、

いきいきセンターの活用な

どを通じて在宅での予防に

成果を上げている。第５次

については、１１月に委員会を

立ち上げ３月には完成させ

たい。

��…河津町健康増進計画

にあるヘルスプロモーショ

ンを基に策定してほしい。

また、保険料も大きな負担

になっている。予防介護を

中心に総合的計画を。

��…健康維持の支援をは

じめ生涯学習による脳が動

けば体も自然に動きます。

広い視野で介護予防に取り

組みたい。

��������
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��…経営の改善策として、

常勤の経営責任者の配置。

��…在り方検討会の答申

�������
� ������

��…施設の充実と在宅介

護に重点をおいたサービス

基盤整備。

��…今年度で第４次介護

計画が終了する。その評価

はどうか。第５次の計画を

策定にどう生かしていくの

か。

��…河津町も高齢化率が

３３％を超えた。国、県の指

針に基づき、賀茂圏域の調

整を踏まえ、第５次介護保

険計画を策定する。

������…第４次は包

��������
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��…河津町は浜岡から直

線で８０�。もしここに重大

な事故が起きた時、町への

影響をどう考えるか。浜岡

原発は永久停止・廃炉との

世論があるがどう考えるか。

��…事故が起き、西風が

吹いたとすると数時間で原

子力発電所からの物質がと

んでくる可能性は十分にあ

るだろう。放射性物質が及

ぼす影響を心配する。町長

会に於ても国や県に、浜岡

で事故が起きた時の被害想

定・対策マニュアルを早急

につくるように要望をして

いる。それが出来次第、当

町でも安定ヨウ素剤の備蓄

という対応もしたいと思っ

ている。原発の稼働につい

ては全国的に不透明な状況

で、大きなハードルがある
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�
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��…自然エネルギーにつ

いてどう考えるか。太陽光

発電補助事業の状況は。

��…県が伊豆住民対象に

アンケート調査をした。う

ち約８割の方が自然エネル

ギーの利活用は重要との回

答があった。当町では幼稚

園・小学校で太陽光発電を

設置し環境教育を実施。

��������	…太陽

光発電補助事業の交付状況

は２２年度５件８０８千円の利

用。２３年度は現在５件８４万円

の申請がある。これから申

請予定の方もいる。問い合

わせも多い。

��…住宅用発電の設置に

標準２００～２５０万円の費用と

して、補助額はどの位か。

��������	…町・

県・国と合わせると（条件

は異なるが）約７０万円くら

いの補助。
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��…子育てサロンの利用

状況は。子育て支援対策は

乳児・幼児・学童・生徒ま

で広汎に整えられてきてい

る。評価をする。

��…サロンは好評でよく

活用されている。将来的に

は子育てサロン・放課後児

童クラブの施設の充実を考

える。「子育て理想郷ふじ

のくに地域モデル事業」県

の補助制度に指定された。

これからも子育て支援に取

り組んでいく。

������…利用状況は

昨年１０月～７月まで１６０日間

の運営で子ども１，７４２名、

保護者１，１６５名。平均する

と子どもは１日約１１名の利

用。

が、安全性を確認し、地

元・県の同意があれば浜岡

原発の再稼働は止むを得な

いと考える。
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��…平成２２年度の決算末

で２０年度より建物減免、２１年

度より土地の減免及び指定

管理料を払わない場合は累

積赤字額は１億８，８００万円と

なる。もはや倒産状態であ

る。一日も早く増資するか、

会社を清算するか検討すべ

きと思う。

��…５１％の出資責任が町

にあり専務取締役を置くこ

とによりもう一度再建の可

能性を探りたい。

��…�バガテル公園は清

算し町営施設として経営す

べきと思うが。

��…土地の借地料、建物

賃貸料指定管理料を合計す

ると１億数千万円の費用が

見込まれ、とても無理であ

る。町民の理解がえられな

い。
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��…三筋山の風力発電は

自然エネルギー買取法案の

成立により前進すると期待

される。静岡県・東京電

力・町の方向性は。

��…県は有識者会議、森

林審議会、地元の意向を勘

案して結論を出す。東京電
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��…常勤医師１３名の予定

が現在４名、看護師も不足、

入院患者も予定の１／２程

度で推移しており２３年度決

算では３億５千万前後の赤

字が予想される。現金残高

も著しく減少する為市町村

の負担が必要である。今後

の赤字補填の見通しは。

��…ＳＭＡの契約では一

般的には負担はしな

いことで確認してい

る。

��…旧南高跡地に

建設途上の下田メ

ディカルセンターは

来年５月の開院予定

である。ＳＭＡの病

力は震災で大変厳しい経営

環境であるが計画どおり推

進する。町は搬入道路の建

設に伴う林業振興、農業振

興、観光施策等を行いたい。

見高入谷、見高浜の反対は

ないので推進する。

院経営は８月の組合議会に

上半期の収支予定すら提出

されない状況で、１市５町の

中核病院として２次救急の

責任も果たせない状況であ

る。今後が大変心配だ。一

日も早く「共立湊病院組合」

を河津町は退会すべきと考

えるが。

��…収支の見通しは管理

者、副管理者からも出てい

ない。当初予算で９千万の

赤字見通しと聞いている。

１市５町で今後も運営し一

部事務組合から脱退しない。
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������　全国食育大会　ふじ

のくに食育フェア（三

島市）

������　５月分例月出納検査

結果報告書を受ける

������　町内夏季対策連絡協

議会（役場）

� ���

��　放課後児童クラブ開

所式（南小）

������　夏の交通安全街頭広

報（湯ヶ野）

������　議会広報編集委員会

������　今井浜海水浴場海開き

������　河津町議会第２回臨

時議会

　　　経済懇話会（商工会役員と）

������　後期高齢者広域連合

定例会（静岡市）

　　　６月分例月出納検査

結果報告書を受ける

������　郡議長会（東伊豆町）

� ���

��　市町議会議員研修会

（静岡市）

������　温泉会館在り方検討

委員会（第１・２常任

委員長と共に）

������　田中バイパス新橋名

称選定委員会

����������	�
�

������　国道４１４号期成同盟会

要望活動（静岡市）

　　　７月分例月出納検査

結果報告書を受ける

������　議会全員協議会

������　河津駅前広場管理運

営委員会（第１・２常

任委員長と共に）

� ���

��　議会運営委員会

��　高速道路整備推進全

国大会（東京都）

　２３年度の新規事業である。

沢田涅槃堂開帳６０周年事業

と谷津南禅寺の事業２つが

予定されている。歴史文化、

伝統行事等、地域の様々な

資源を広く活用して活性化

を促していく補助制度です。

町民の皆様方からのもっと

多くの申請、要望をすすめ

るものです。
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　『子育てサロン・チョコッ

ト』ができたのは昨年の１０

月です。開設して、１年に

なります。この１年でたく

さんの子供達と保護者の方、

祖父母の方々に利用してい

ただいています。先日、こ

のようなお話しをしてくだ

さった方がいました。「子

供と２人で家の中にいるよ

りも、ここで遊ばせてもらっ

た方がお互いにとても良い

のです。」この場は子育て

をするおかあさん方にとっ

て、必要な場所なのだとい

うことが伝わってきました。

子育てに行き詰った時、自

分の気持ちをどの様にコン

トロールしたらよいかわか

らない時、ふと立ち寄れる

その様な場所なのだと…　

サロンには家庭とは違った

玩具（手・心に優しい木の

素材など）があったり、お

友達がいたりするため、子

供達は自分から遊び出しま

す。ママ同士、様子を見な

がら、子育てについてのお

しゃべりもできます。子育

てをする家族にとって、と

ても優しい場所『チョコッ

ト』にぜひちょこっとお寄

りください。そこからきっ

と子育ての喜びが生まれる

ことでしょう。
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