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夏場の暑さ対策として、


個人住民税の収納対策の

不況の中、極めて深刻な状
況、入園者は７万人を割り

各小学校のパソコン室と校
長室にエアコンを設置。学

一環として２
３年度より、従
業員が３人以上の職場を対

込む状況、温泉会館は、両
施設とも築１
８年を経過し、

象に特別徴収義務者に指定
し、納付していただく特別

老朽化により修繕等が増加
し、両施 設で２，
４
３
０万円 程

徴収制度の強化を、他市町
に先駆け実施する。


の支出超過の見込。

河津城跡公園が２月に完

昨年１０月スタートした子

成、河津の埋もれた歴史資
源を再整備、歴史にふれあ
いながら河津川が一望でき
るスポットとして期待。案

て事業の開設、国県の補助
制度を活用し、ワクチン等
の接種事業に取り組む。防

入谷高原温泉で集中的にイ
ベントを実施する。観光施
設整備事業、本年度も桜並

災関係は、自主防災組織へ

木整備として沢田から川津

校施設の整備では、南小体
育館屋根改修工事、中学校

の資機材等の補充、貯水槽
の整備、消防ポンプ車の更
新等を行う。

筏場地区までの間で実施。
谷津南禅寺整備は、本年度
作業路整備を行う。
その他、

体育館雨漏り改修、中学校
外周フェンス改修工事を実
施。



湯ヶ野湯坂の路面の改修工
事を実施。


町の将来ビジョンの実現


県単独水路改修工事、大


 





育てサロン、２月末までの
利用状況は、
１，
８
４
９人、
１日当
りの利用状況は１９．
７人。

一般会計当初予算、３
４億
７，
４００万円、前年比３，
８００万

に向け、機構改革を実施、
４月１日から現在の８部局
を９部局に、
１８係を２
１係に再

堰地区、県営治山工事を大
鍋地区、県営の中山間地域
整備事業で農道、用排水路

平成２
３年４月から平成３
２
年３月までの１
０ヶ年の町の
将来像の策定。



２月２５日旧下田南高建設

内標識整備工事は、東海建
設が２，
５
８
１万７，
４
０
０円で、
桜並木整備工事
（その２）
は

円１．
１％の増、
厳しい財政状
況の中、将来に向けた基盤
整備に配慮しつつ、町民本
位の政策をできる限り取り
入れ、限られた財源の中で、
最大限の効果を出せる予算
編成をした。歳入は、町税
全体で前年比０．
６％の減、

編、退職予定者は１名、新
規採用４名を予定、実質３
名の増、
公共交通関係は、
泉
奥原、大鍋、小鍋、上佐ヶ
野で継続して実施。

公費負担による３種類の
ワクチン接種事業の実施。

施設整備を見高入谷、上佐ヶ
野地区で行う。道路改良工
事は、町道佐ヶ野１号線、
町道沢田峰線を実施。橋梁
関係は、町内２
５ヶ所の町道
橋梁の調査、点検を実施。
県営の土木関係は、
国道４
１
４
号逆川地区道路拡幅工事を


伊豆半島の貴重な地質財
産と自然、文化、産業遺産
等を保全、研究し、継続的
事業運営をするために、７市
７町で協議会を立ち上げる
予定。


地において起工式が行われ
た。組合議会２月定例会も
開催され、すべての議案が
原案どおり可決された。新
病院は、建設総事業費３５億
円余の大型事業であり、地
方交付税と指定管理者負担
金により、すべて賄われま

さくら建設が６
６
１万２，
９
０
０
円で、浜菖蒲沢海岸公衆ト
イレ建築設計業務委託は５１
万４，
５
０
０円で、野田 建築設
計事務所がそれぞれ落札し
契約した。

町道大堰笹原線路側補修

自主財源全体で９
２３万３千円
の減、交付金は微増、地方
交付税は増額計上、国庫支

放課後児童クラブの開設、
４月から準備に入り６月事
業スタートの予定。地域福

予定。下佐ヶ野谷津線歩道
整備７９０ｍの用地買収に入
る。田中バイパスは、今年

高齢者福祉対策の一環と
して実施してきた試験運行
を、よりよい交通システム

す。

１
３回目を迎えた今大会は

工事、東海建設が１
９
７万
４，
０
０
０円で落札し、
契約した。
県営農免農道見高稲取４期

出金は緊急雇用創出事業等
で増額、町債は建設事業総
額の減少等で、
２７．
４％の減、

祉計画（平成２
４年度から平
成２８年度まで）
、５年間の福
祉計画の策定。

橋梁の上部工を施工し完成。
県道河津下田線は、縄地地
区で国道から４０
０ｍを地権者

の構築を目指して引きつづ
き検討。


２日 間 で１，
３
８
２人 参 加、各
種運営にご協力いただいた
皆様にお礼申し上げます。

地区整備、平成２
１年度繰越
事業、平成２
２年度事業と合
せて実施した見高入谷１号

依存財源全体で、４，
７２３万３



と協議しながら実施。県道



線、横断箇所の設置工事が

千円、前年比２．
１％の増、歳
出、人件費は微減、
子ども手
当や扶助費の増で、義務的

鳥獣害対策、現在「河津
町鳥獣被害防止計画」を策
定し、県と協議中、漁業関

湯ヶ野松崎線は県単工事で、
大鍋地内の拡幅工事を予定。
砂防事業は、大堰地区桃木

ＪＡ伊豆太陽農協の「安心
安全プロジェクト」の一環
として消防組合河津分署に

２月５日から、３月１０日
まで約１ヶ月の開催、本年
新たにＢ級グルメイベント

完成、これで県営の農免農
道見高稲取４期地区の事業
が全て完了し、全線開通と

経費は３，
６２９万１千円、
前年
比２．
５％の増、
物件費等の経
常 経 費 は１億４，
３７
２万９千

係、平成２
３年度河津町漁業
経営振興会を発足し、経営
の安定化や後継者育成をは

沢の砂防ダム整備、梨本地
区荻ノ入砂防事業は用地買
収の予定。水道事業は、泉

高規格救急車が寄贈された。


を開催、多くのお客様に喜
んでいただいた。ボランティ

なった。


円、前 年 比４．
９％ の 増、投

かる。商工振興関係、緊急

奥原水源改修工事、川横地

町民の健康を維持してい
くために２
３年度から特定健

アをはじめ多くの皆様のご
協力にお礼申し上げます。

南小校舎屋上改修工事、
平成２
１年度地域活性化きめ

資的経費は大規模な整備が
終了した事で７，
６８５万７千円
の減、前年比３
０．
８％の減と

経済対策事業として、住宅
建設等に対する助成事業の
実施。観光イベント関係、

内の配水池までの送水管の
布設工事、老朽化した大堰
浄水場の耐震化を図るため

康診査を受診せず、人間ドッ
クを受診する国保加入者を

入込人数は、
１
０
０万人に達す
る見込みである。

細かな臨時交付金により進
めてきた屋上改修工事が完

七滝湯ヶ野、峰温泉、見高

の改修工事を実施。


河津バガテル公園、観光

成。

なった。福祉関係は、子育

対象に、受診料の助成を行
う。






（４）



ＪＡ共済静岡県本部及び

（５）


























専決処分、車輌事故による

見高字萩久保地内の河津桜
２４５本を伊豆急行に譲渡。



損害賠償額
（法第１
８０条第１項）


河津町第４次総合計画の制


国民宿舎「かわづ」特別会

…生活環境も含めた活
性化対策、
補助事業として、

しは、合併浄化槽と結婚祝
い金。

１４４，
１１９円（共済）


定について

計予算


財政調整基金の取崩しにつ
いて


水道事業会計予算


新たに取り組む事業、見直
す事業は。

…放課後児童クラブ設
置に取り組むが今後子育て

…地域資源活用事業補
助金です。町内の各団体、

保育政策は。保育ママさん
等サポートシステムは。

  


財政調整基金から５
０，
０００千

温泉事業会計予算

各地区において地域資源の
活用、新たなブランド創出

…産んでよし、育てて
よしの環境づくりに取り組



に取り組む人達への補助。
観光イベント、地場材活用
地元業者の木造住宅へ補助。

む。保育ママも登録制人材
バンクも考えたい。
…子育て支援セン

漁業者の熱い思いから漁業
経営振興会への援助。見直

ターとし、一時預り保育も。

教育委員会委員
見高２
２９５の１ 福司康人
昭和２７年５月２
４日生

課設置条例及び議会委員会
条例の一部を改正する条例
について
「総務課」の次に「まちづ
くり推進課」を加え、「窓
口税務課」を「町民生活課」
に改める

手数料徴収条例の一部改正
について

観光施設の設置・管理条例

円を一般会計に繰出しする。

平成２
２年度一般会計補正予

町有施設検討委員会 １
８
３

算（第１
１号）

平成２
２年度国民健康保険特

地域資源活用事業 …５
０
０
放課後児童クラブ１
０，
３
８
２
任意予防接種……１
９，
９
０
９

別会計補正予算（第３号）

平成２
２年度老人保健特別会
計補正予算

水産基盤整備事業
計画策定調査 ……８，
０
０
０
菖蒲沢公衆トイレ整備
………………… １
６，
０
０
０
消防ポンプ車購入 …２
２，
６
８
９
耐震性貯水槽設置 ９，
０
０
０
煉瓦の洞遺跡保存 ２，
８
５
２


平成２
２年度介護保険特別会
計補正予算（第５号）

について、第２条に加える
９−１−２
河津城跡公園 笹原３７

災害被害者への町税の減免



に関する条例・災害被害者
への国民健康保険税の減免

平成２
２年度水道事業会計補
正予算（第４号）

に関する条例は廃止


平成２
３年度予算について


定年退職者の再任用に関す
る条例等の一部改正の条例
について

一般会計予算

河津駅前広場整備事業特別

字句の訂正・語句の改め・
標示内容の改め等

会計予算


公の施設の指定管理者指定
について

財産の無償譲渡について

後期高齢者特別会計予算

平成２
２年度後期高齢者医療
特別会計補正予算
（第２号）



土地取得特別会計予算

国民健康保険特別会計予算

介護保険特別会計予算
（６）

 





道路工事 …………９，
９
４
４
町道沢田峰線拡幅工事
……………………９，
０
１
２
８
０
０
県単治山工事（大鍋）…９，
５
０
０
県単水路改修（大堰）…５，
湯ヶ野湯坂路面改修 ５，
０
０
０
橋梁長寿命化修繕計画策定
……………………７，
４
７
８
災害対策資材置場造成の
ための調査 ………４，
３
０
０
ＧＩＳシステム構築事業
……………………２，
７
２
６
小中学校エアコン設置
……………………５，
６
４
９

…長年病院運営、経営
に御苦労をいただいた地域
医療振興会から静岡メディ
カルアライアンスに指定管
理が変るが、医療について
変る事があるのか。
…診療科８科が３科に
減少し、入院ベッドも５
０床
になり、非常に変ると思い
ます。救急については、初
期及び２次救急対応と聞い

鳥獣害対策 ………５，
３
６
０
都市計画マスタープラン
策定………………１
１，
３
２
７
町道佐ヶ野１号線










…バガテル公園に使用
料減免、指定管理委託料の
援助をした。町営施設の温
泉会館、花卉園も厳しい状
況であり、今後の対応は。
…まちづくり推進課の
設置により、バガテル公園
との連絡を取り合い、町と
してバックアップ体制をと
る。入園ゲートの移設も考

え、町民が利用できる公園
を目指す。町営施設は委員
会を設置し検討をし対応を
したい。
…バガテル公園運営基
金も底をついた状況になり、
早急な対応を。町営施設も
同様であり、町も一緒になっ
て取り組んでほしい。
…バガテル公園の園芸
管理費用が年間３，
６
８
０万円か
かり今後の課題です。町営
施設も含めスタッフの意見
も聞き お 客様の ニ ーズに
合った営業を目指したい。
（７）

ております。
…町内でも通院、入院
されている方が居ります。
患者さんの安心、安全を図っ
ていただきたい。今後は人
口減少対策も含め産婦人科
の診療を強く要望します。
又、負担金については今ま
で通り交付金のみの対応で
お願いしたい。
…産婦人科は厳しい状
況だが要望はしていきたい。
負担金は町として今まで通
り、と認識している。










償金制度の充実、生息環境


…２
３年度の被害防止計
画の内容、予算額は。

の改善、アンケート調査な
ど、捕獲体制は猟友会に委
託。各鳥獣の捕獲目標数も

…野猿追い払い器具に
新規に９
０万円増額計上。交

定めた。侵入防御柵、啓発
事業も並行して。これらは

付金事業活用した対策で１
市５町で１，
２００万円の予算。

平成２
４年度までの事業。交
付金事業は伊豆地域鳥獣対

県が主体の緊急雇用創出事
業活用の被害対策としてＪ

策連絡協議会に集約し、事
務局はＪＡ伊豆太陽農協に

Ａ伊豆太陽に委託し、
１，
４３０
万円の予算。
…町内の防止

依頼。事業の内容は被害防
止の講習会、免許取得講演
会、箱ワナ、追い払い機材

計画の内容は、対象鳥獣は
猪、鹿、猿、台湾リス。取

の導入など。町の２
３年度事
業でも各種機材の購入費は

組みは狩猟免許取得の奨励、
箱ワナ購入、普及促進、報

昨年より増額し、
６６６万円を
計上。保有する機材もふえ
ると思う。




























 














































 

…施政方針は
…私の政治姿勢につい

えていかなければならない
ので町民に密着した予算編

ては３つの指針をもって町
政に取り組ませていただい

成をさせていただいた。新
たな事業として地域資源を

   


ている。
学校給食費の助成、
子育てサロンの開設等を含

生かしたまちづくりの交付
金、住宅建設への助成、観

   


制度。今回取組む制度とリ
フォームの助成は若干意味
あいが異なるが、この点に

めた子育て支援対策、試験
的ではあるが町営バスの試

光面では地域で取り組んで
いただいているイベント支

公開し、何の隠しもなくしっ
かりと町政を進めている。

験運行で空白地域へのバス
の運行と併せて高齢者福祉
対策にも取り組んでいる。

援への事業の補助や県の補
助金を生かした環境整備に
も取り組む予定。バガテル

…早い時期に町の
ホームページに載せるよう

初めて新年度予算編成に取
り組ませていただいた。町

公園、踊り子温泉会館、サ
ンシップ今井浜等の観光施

を取り巻く環境、少子・高
齢化また過疎化で人口減少
が進む中で、財政状況は非
常に厳しくなっているが、
町民の要望にはしっかり応

設の経営の立て直し、まち
づくりに対して観光整備に
力を入れ、桜並木の整備事
業等を進め上地区では耐震
基準にクリアしない国民宿
舎かわづを含め

町との施設の相互利用協定
の見直し等、情報発信する
前に精査すべき。
…条例、規約について
は改正されていないものが
非常に多い。副町長指導の
もと職員に指示した。

た湯ヶ野地区、
上地区の活性化
にもしっかり取

…情報公開というこ
ともさりながら町の行政運
営に当って、その基本が、

り組んで行く。
…町例規集
はＣＤにしてい

条例であり規則、要綱であ

ついては検討してみたい。
…福祉の立場
からのリフォーム助成につ
いて介護保険利用の住宅
改修と居室の支援がある。
手すりや段差の補修が対象。
上限２０万円を支給。介護度
段階での申請による。重
度身体障害者の方の住宅改
修費助成制度がある。３級以
上の障害の方を対象に手す
りの取り付け等の改修に上
限２０万円まで支援。改修の
１割は個人で、残を公費で

施工は３
６件あった。河津町

負担。

…深刻な地域経済低迷
の中、活性化対策として各

に於ても実施の検討は。
…町内の建築業界の経
営環境が悪化している。少

…福祉的立場からの助
成に更に異なる改修にも併
用して助成できるような制

地で住宅リフォーム助成制
度の実施が行なわれている。

子化と後継者がいないとい
う要件で増築・新築も減っ

度として再考してはどうか。
…工事内容の制約など

近隣市町村でも実施してい
る例がある。東伊豆町の場

ているかと認識。町として
２
３年度に債務負担行為をし、

合：町内の施行業者が行な
う工事に対し、工事費１００
万以上は１
０万円の補助。
１０万

に、今準備をしています。
…規約の改廃、隣接市

ネットに公開す
るつもりはない
か。

規約の勧奨期間は２年間か。
…期間の規定がないの
で非常に難しい判断。

一考を要する。
１
０
０万円以上
の工事でないと経済効果は

…情報公開
の基本姿勢から

…議員報酬と各種委員

２
４年度から住宅建設等助成
事業補助金として交付の予
定。この制度は町民が町内

期待できないかとも思うが
検討をして。
…他市町村の例を参考

本日の議会傍聴
される方にも印
刷物を配布して

円以上〜１００万円未満は工事

業者と契約し、地場材を使

にして住民がより利用しや

費の１０％補助。Ｈ２
２の助成
額は３００万円で総工事費は
５，
９４０万円（効果は２
０倍）、

用する住宅を新築・増築し
た時、翌年からの固定資産
税相当額を３年間補助する

すく、業者にも利の出る様
な事業として要望。

いる。町に公開
を求めて来てい

（８）



るがインター

ると判断。例規の見直しを
している。
…市町村職員勧奨退職





ただている方々
にも、文書等も
（９）

会の費用弁償
（日額５，
１
０
０円）
は、二重支払いに当らない
か。またその総額は。
…２
２年度２月末で
２
１
６，
０
０
０円です。
…正直言って答えられ
ないような状況。議員と、
精査しながら検討していく。


























…バガテル公園には、
２２年 度 指 定 管 理 料 と し て
３，
０００万円、土地・建物賃借
料の減免などあわせて合計
約６，
３
００万の支援である。
早急に対策を講じるべきで





 


後検討する。
























   




…河津バガテル公園
の運営状況は。

…改善計画時期、実施
計画時期の目標は。スタッ

…河津バガテル公園
の傘下にある３施設の収支

フ数は。
…検討委員会を立上げ、

状況は、バガテル公園は３月
６日現在入園者が前年比の

７月中には提言を。
…委員のメンバーと

７
４．
９％で約６万５，
６
０
０人、
売
上げも前年比の８４％、
１億

して、観光事業者、一般町
民それから経営の専門家２

３，
０
３
４万円余りで年度末決算
でマイナス約３，
３
９
０万円。
国民宿舎かわづは、
宿泊者、

人を考えている。
…バガテル公園にカー
ネーション園を移転してバ
ラの花が無い時期にも入園
客を集めては。

ある。
…公園の経営について
は、非常に厳しいとの認識

…三筋山の風力発電に
関して、静岡県、東京電力、





を持っている。３月中に検
討委員会のメンバーを選定

地元財産区等の動きは。
…県の動きとして、保

…組合議会だよりが、
町民に配布された。それに

し、施設のあり方・経営の
あり方等について諮問する。
…部門別の費用対効果
の徹底を図れ。提案である
が、
公園周辺にカーネーショ
ン園・菖蒲園・桜公園等を整
備して、花の町としての誇
りを持てるようにしたい。
…園芸部門の費用が大

安林の解除については、不
作為の違法性を問われない
ように、森林審議会を開催
する。また、伊豆半島の風
力発電に関する有識者会議
を立ち上げる。見高財産区
の契約については、防災上
の面からも危険が伴うこと
もあり、搬入路の入り口ま

よるとお医者さんが１
３名に
なっている。今日の行政報
告では１
０名といった。医師
や看護師等確保して２次救
急体制が出来るのか。
…３月２日の首長会議
で常勤４名、非常勤６名の
医師が確保されたとの報告

売上等前年比約９２％、
年度末
決算で約６
０万円の黒字を見

きい。ショップの運営を含
め検討する。私は、鍛冶屋

での契約を東京電力と契約
した。しかし、町有地等に

を受けている。また、賀茂
地域における救急医療体制
は、共立湊病院・伊豆下田

…グループ合
計人数、給与額、平成２
３年
度２月末決算見込。

沢線を花の一体の公園とし
ての構想を持っている。今

ついては、県知事の意向を
待って判断する。

病院・西伊豆病院の３医療
体制で行われる計画です。
…静岡メディカルアラ

バガテル公園は２
４人、給
与額、
８，
１
７
０万１，
４
５
７円。
国民
宿舎かわづは１
４人、
２，
８
８
９万

イアンスに対して、来年５

８，
９
９
２円。
七滝観光センター

月まで運営するのに、医師
確保や赤字補填として、約
１億５，
０００万円の負担をする

は３
４人、
８
５
４万１，
６
７
５円。

込んでいる。
七滝観光セン
ターは、前年比約９２％で６０
万円の黒字を見込んでいる。
…３施設、それぞれの
従業員数と給与の支払い額
は。

の赤字が出るとの事だが。

間、赤字が出た時の河津町

形外科、小児科と言うが実

の補てんは。
…総事業費が約３
５億の
うち、
６億５，
０
０
０万円を自己

際には内科だけと聞いてい
るが。
…医師の人数は常勤医

資金。残り約２８億円余は起
債、事業債は国からの交付
金と指定管理者で返済計画、

師４名、非常勤医師６名、
診療科目は内科、外科、整
形外科、小児科と報告を聞




いている。
…町内に病院が建設さ
れたときの波及効果、経済
効果は。
…東伊豆町を含めた東
賀地区の医療の充実、また
雇用の場の確保、食材、資

り、この中から支出されま
す。よって、町からの補填
はしないと、首長会議で確

（１０）

ている。
…病院組合会計は平成
２
４年度には、
１
２億２，
０
０
０万円

…ＳＭＡの病院経営に
ついて１
５年間の指定管理期




３，
４０
０万円の流動資産があ

認している。

市町の負担はないと理解し

…現病院の取
り壊し解体費用、建物の残
存価格にかかる資産減耗費
が内訳です。
…４月からＳＭＡ共立
湊病院は、二次救急を担う
ことが出来るか。医師１３名
と言うが実際には、１人では
ないか、また、診療科目に
ついても、内科、外科、整

との約束がされている。河
津町としての赤字負担は。
  … 病 院 組 合 に は６億



   


材等の納入、産業振興また



（１１）

町にとっては温泉をぜひ利
用していただきたい。





























…町内にある特養ホー
ム等の介護施設の入居状況







   

と拡充計画は。
…サンシニアについて




は、入所者７
０名、待機者１
６８
名いる。その中で町内待機

…定住人口の増加に寄
与するのは、町内の産業育

らの取り組みを指示した。

２月２
５日に定例会が開か
れ、
本町の坪井弘司議員が、

者６４人いる。施設の増設に
ついて、協議している。

成・強化である。産業振興
策について、具体的に示さ




現病院の指定管理期間にお
けるＳＭＡの医療体制につ

…２３年度予算
に計上してあるように、第
５期介護保険計画を策定す

れたい。
…花卉栽培の振興に努






いて、南伊豆町の横嶋隆二
議員が、新病院運営と地域

めると共に、農業振興会や
ＪＡ伊豆太陽との連携強化。
建設業については、住宅助
成に取組む。商工会と協力
して桜ちゃん商品券の地元
商店の利用拡大を図る。
…国や県さまざまな

  


補助制度・支援策の活用を
いち早く取り入れる。
例えば、

…交流人口２
０
０万人を実
現していくには、町内にあ
る観光資源の見直し、点か
ら線へ、線から面の資源に
するデザインが必要だ。
…今後整備する南禅寺
の仏像をはじめ、町内にあ
る伝統文化についても、観

である。
…総合計画が可決され
た後で、職員に対し細かい

買い物弱者支援策がある。
資料をサービス店会に提供
したら、
研究を開始した。
日

光資源としたい。城山の整
備を行ったが、笹原や浜か
ら城山、そして田中・見高

計画等を示していく。

頃から情報収集に努めその

浜と一体で考えることが、
滞留時間を長くすること。

る。計画の策定のなかで、
県の補助金を含め増床等を
考える。
…基本計画を絵に描い
たモチにしない為には、町
長自らの言葉で、役場職員
に説明し、計画の実現に向
けて、強い姿勢を示すべき

活用を図るよう、新年度か

…バガテル公園の経営
的資料（特にキャッシュフ
ロー）の議会への提出の確
約。伊豆地区が地域間競争
に勝っていくには、連携強
化が必要。
…バガテル公園の経営
資料は、議会に提出する。
伊豆観光推進協議会とか伊
豆東海岸国際観光モデル地
区協議会等を通じて、伊豆
が１つに成るように取組み
たい。


（１２）

連携について、周産期医療
の考え方について、一般質
問を行った。























において起工式が行われた。

件で３
６件の減である。ドク

新病院は、建設総事業費３５
億円余の大型事業であり来

ターヘリの運航状況は、組
合から搬送要請件数５０件、

年５月に完成予定である。

搬送は４
９人であり、前年比
１
４件の減、
１
５人の減であっ
た。また消防広域化の見通

   


しについては、駿東伊豆地
区８市８町では、全体の

２月２２日に定例会が開か

一体化、二分割、２次
医療圏ごとの三分割、の計

れた。平成２
２年８月１日か
ら平成２３年１月３１日までの
事業報告では、火災発生は
組合全体で２
０件、前年比９
件の増、
河津町３件で１件の
増。救急出動件数は全体で
１，
３
４
８件、搬送人員は１，
２
４
２

３案あり、下田・賀茂の３
本部としては全体を一体化
させる案で意思統一されて
いる。
２月２８日には河津分署
に高規格救急車が配備され
た。これは全国ＪＡ共済静
岡県本部及びＪＡ伊豆太陽

人であり、前年比出動件数
１
０
８件の 減、搬送 人 員８
５人

農協から車両の寄贈を受け
たものである。

の減、河津分署では出動２
２
２

その他、湊病院将来構想
調査特別委員会の報告があ
り閉会した。
尚、同日下田南高校跡地


（１３）










    






 １
１月分例月出納検査

２月２２日平成２２年度２月定例議会が下田市で開かれた。河
津町議会議員の改選に伴い、吉田重好議員の議席指定と、副
議長に南伊豆町の稲葉勝男議員を選出。管理者の石井下田市
長の行政報告で、４年をかけた火葬炉の修理、又耐震診断が終
り、
２３年度で耐震補強工事を行うとの報告がされた。議案審議
では報告第１号で平成２２年度の補正予算の専決。議案第１号
では組合の監査に関する条例の一部改正。議案第２号は平成

結果報告書


 河津町消防団出初式

２２年度補正予算で４，
７
６０千円を基金積立金に支出し、
２
３年度耐
震補強工事に充当との報告である。議案第３号で平成２３年度



前年より６３５千円増。市町の負担金は２６，
０
１
０千円で河津町は４，
１
７
２
千円。それぞれの議案を承認可決。

河津町成人式






 町都市計画審議会





 町産業経済活性化連
絡協議会新年賀詞交
歓会





 県知事広聴事業
「平太さんと語ろう」
東伊豆町議会と交流会





 河津バガテル公園運
営支援説明


 賀茂郡町議会議長会


第２１回河津桜まつり
オープンイベント
 河津町第１回臨時議会





 炭焼の会交流会





 富士見の式典

組合会計予算が上程され、歳入、歳出それぞれ、
４
２，
４
５
７千円で


２月１８日、東河環境センターの議会が開かれた。議案第１
号は、平成２２年度会計補正予算、議案第２号は、平成２３年度
会計予算が提出された。補正予算は、人事院勧告に伴い職員
給与の引き下げ・し尿処理費用の増額が審議された。平成２
３
年度会計予算は、歳入歳出の総額６５３，
２
６１千円（前年比１，
９
２
４
千円増）である。河津町における分担金は２２
７，
０
５
２千円（２，
６
７
２
千円増）である。し尿処理費は減額だが、ゴミ処理費が増え
た。支出のうち、焼却炉補修工事や修繕費が多くなっている。
それぞれが審議され、原案可決承認された。

   






 河津城跡公園記念イ
ベント


 議会運営委員会










（副議長出席）
 駅前広場管理運営委
員会












 




（１４）

