
第 17 号 （１） 

〇新型コロナウイルスワクチン接種事業（接種委託など） 12億2,465万8千円
〇三重とこわか国体・三重とこわか大会開催事業（開催に係る経費負担） 14億5,508万3千円
〇津興橋大規模更新事業（旧橋撤去及び新橋台設置工事） 7億5,280万円
〇上浜町大谷町第1号線外路線道路改良事業（大谷踏切の拡幅工事等） 4億7,861万円
〇学校施設長寿命化改修事業（安濃小学校・修成小学校・朝陽中学校改修工事、
　　　　上野小学校・西橋内中学校・橋南中学校実施設計業委託費） 5億5,700万6千円
〇飲食事業者等事業継続支援金交付事業（経営が厳しい飲食事業者への支援） 1億円
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ご意見・ご要望は、下記連絡先にFAXしてください

市政へのご意見・ご要望は吉田博康へ

初の会派代表質問で登壇し、コロナ対策や新年度予算について問う！ 

次回定例会の日程（予定）
6月 4日（金）
6月14日（月）～15日（火）
6月16日（水）～17日（木）
6月21日（月）～24日（木）
7月 1日（木）

・・・・・・・・・・・・開会日（議案上程ほか）
・・・・・会派代表・個人質問
・・・・・・・・・・・・・個人質問
・・・・・・・・・ 各常任委員会

・・・・・・・・・・・・・・・・閉会日（表決ほか）

◆ 問い合わせ：津市議会事務局（TEL 229－3222）
◆ 津市議会ホームページをご確認ください。

※変更される場合もありますので、ご確認ください。

第 17 号 （4） 

本会議と委員会を
インターネット生中
継及び録画放送し
ます。また、ケーブ
ルテレビ（ＺＴＶ）の
6チャンネルにて
本会議の録画放送
（後日）は、これまで
通り行っております。

☆令和3年度予算と
　新型コロナウイルスワクチン接種について

　2月18日から3月22日までの33日間、令和3年第1回津市議会定例会が開催され、以
下の通りとなりました。（64件が審議されました。）
　　　■条例の一部改正13件（可決）
　　　■議案第47号　津市行政組織条例の一部の改正（継続審査）
　　　■令和2年度補正予算16件（可決）
　　　■令和3年度当初予算15件（可決）
　　　■請願2件（不採択）
　　　■人事案件3件（同意）
　　　◇承認1件（承認）、その他4件（可決）、決議2件（異議なし）、報告7件
　　　■令和3年度一般会計予算　1,099億4,040万9千円（前年度当初予算同等）　
　今定例会では、議員となってから初の会派代表質問で登壇し、議案質疑2件、市政一般
1件の計3件について質問をしました。（次項参照）

　議会開会当初は首都圏を中心に新型コロナウイルス（COVID-19）の感染症拡大防止と
して緊急事態宣言が発出されている中での議会となりました。
　本議会では、議員となって初めて会派代表質問として登壇させていただきました。皆さ
まからの声も多かったプレミアム付商品券の令和3年度の発行要望をしました。また、新
型コロナウイルスワクチン接種については、市内の医療機関との連携状況と予約方法な
どの現時点での津市の状況について質問をしました。
　令和3年度も引き続き、コロナ禍の状況が続き、先行き不透明な状況が続きますが、市
民の皆さまが安心して暮らせるよう市が的確な情報発信を行うよう努めてまいります。
この後援会ニュースが、皆さまのお手元に届くころには65歳以上への新型コロナウイル
スワクチン接種が開始されていることと、感染が収束に向かっていることを願います。市
民の皆さまからいただいた声や思いをしっかりと市議会の場で発言し、形にできるよう邁
進してまいります。今後とも皆さまの吉田ひろやすに対するさらなるご支援とご指導を心
よりお願い申し上げます。

令和3年第1回定例会を終えて一言

  令和3年第1回定例会（通称3月議会）で、相生町自治会長問題の質疑もありましたが、次
年度の予算案の審議が一番重要となります。令和3年度の予算規模は前年当初とほぼ変わり
ませんが、内容は異なり、市税収入はコロナの影響で減るのに対し、コロナ感染症対策予算
の計上でその分が増えて前年レベルの予算となっております。令和3年度が始まりますと、
まず初めに新型コロナウイルスワクチン接種という大きな取り組みが待っております。津市
は、集団接種会場に3カ所を決めています。また、個別接種として協力いただける医療機関
（かかりつけ医）での接種も予定しております。（医療機関が確定次第、市ホームページや
広報津で発信予定です。）
　現状はワクチンの供給体制がまだまだ不十分な状況でありますが、今後、供給体制が整っ
た場合に行政として混乱することなく取り組んでいただくよう、私も要望してまいります。

※インターネットを使った映像配信サービスであるYouTube（ユーチューブ）によるライブ映像の配信と
　録画映像の配信をしております。

津市集団接種会場 
センターパレス1階・イオンモール津南3階 
久居インターガーデン内店舗 



① 議案第17号　令和2年度津市一般会計補正予算（第13号）から歳出
　 商工費　津市プレミアム付商品券発行事業について

② 議案第31号　令和3年度津市一般会計予算から歳出　衛生費　予防衛生事業
　 新型コロナウイルスワクチン接種等事業委託事業について

質問の発言要旨　  と 回答要旨質問の発言要旨　  と 回答要旨質問の発言要旨　  と 回答要旨

[吉田議員 会派代表質問で登壇] 

地域経済対策として令和3年度も発行を
望む声が多い津市プレミアム付商品券

接種に関するお問い合わせは、津市のコールセンターへ

議案質疑を行う

第 17 号 （3） 

Q1

Q A

A

地域経済対策として第3次補正予算を活用する考えは？

まずは緊急対策として、飲食事業者と関係する事業者をターゲットにした「津市飲食事業者等事業継
続支援金事業」を講じる経費を令和3年度当初予算に盛り込みました。今後は状況を見極めながら国
の第3次補正予算の交付金の財源の有効活用など考えて対応いたします。

Q2
A

デジタル活用や電子決済サービスなどの手法を活用する考えは？

他の自治体においては独自の消費喚起策を行うにあたり、スマートフォンによる電子決済サービスを
活用している事例があります。今後は、デジタル化、電子決済サービスの普及の状況などを見ながら、
適切な手段を検討してまいります。

Q3
A

Q1
A

Q2
A

③  「市政一般質問」ペットボトルのリサイクル事業について

ペットボトルリサイクル事業の現状は？

市では、家庭から排出されたペットボトルを津リサイクルセンターに収集して選別により混入物を取
り除き、圧縮包装（ベール化）し、容器包装リサイクル法に基づき公益財団法人日本容器包装リサイ
クル協会に引き渡しをしています。 引き渡し量及び拠出金収入は、令和元年度が596トンで拠出金
収入が3,039万円、1トンあたり単価50,989円でした。令和2年度は上期53,100円／トンでした
が、下期は1,000円／トンと急落しており、令和3年度上期は27,300円／トンと通知が届いたと
ころです。

市内のペットボトル再生工場の操業を契機とした取り組みを

本市では、容器包装リサイクル法に則して、日本容器包装リサイクル協会へ引き渡しをしております
が、現在もさまざまな影響から引き渡し価格が下落するなど価格が変動する状況でありますので、価
値度合いも考慮に入れ、当該工場への引き渡しも検討できると考えています。

Q1
A

Q2
A

持続可能なまちづくりへの1つとして資源循環型社会の推進を

当該工場が計画されている使用済みペットボトルを原材料として再生ペットボトルを製造する「ボト
ルtoボトル」は水平リサイクルと呼ばれ、資源循環の視点から非常に優秀なリサイクル方法の1つで
あります。このことも踏まえ、有価としての価値の度合いのほか、資源循環の視点、プラスチックご
み問題の視点、地球温暖化対策の視点など総合的な視点から考え検討してまいります。

Q3
A

市内医療機関の接種協力の状況は？

津地区医師会、久居・一志地区医師会にワクチン接種に関する意向調査を実施し、ワクチン接種に
関して、多くの医療機関で前向きに検討する回答をいただきましたので、ご協力いただける医療機
関について、詳細を詰めている状況です。

A

ワクチン接種予約の方法は？

接種対象者は、市が実施する集団接種会場での接種を希望する場合は、市が開設したコールセンタ
ー「津市新型コロナワクチン接種予約・相談電話窓口」やワクチン接種予約システム（WEBサイト）
を通じて接種予約を行います。接種協力をいただける医療機関での個別接種を希望される場合は、
それぞれの医療機関で直接接種の予約をしていただき、接種当日は接種券と本人確認が証明できる
書類を持参してワクチン接種を受けていただく流れになります。

　今回の第1回定例会は、3月2日（火）に会派代表質問として下記
の質問を行いました。なお、質問数が多いため、とくに重点的に
質問した項目や回答の要旨を掲載しますので、詳細
の議事録については、「議会ホームページ
https://www.gikai.city.tsu.mie.jp/」をご参
照願います。
　また、昨年11月から、インターネットを使った映像配信サー
ビスであるYouTube（ユーチューブ）で録画映像を
配信しており、吉田議員が議案質疑を行うようすを
ご覧いただけます。（吉田　津市議会  で検索）

津市プレミアム付商品券発行事業の実績成果と課題は？

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業においても厳しい経営状況ということもあり、取扱店
については過去最多となる1575店舗に登録いただきました。商品券28万冊のうち277,342冊、
約99.05％の販売率となり、換金率についても約
99.79％（19億4千万円）となり多くの商品券を
ご使用いただきました。このようなことからもその
目的に沿ったものとしてご好評いただき、効果があ
ったものと考えております。市民の皆さまからは販
売を知らなかった、WEB申し込みなど往復はがき以
外の方法はできなかったのか？などさまざまな意見
をいただきましたので、今後より一層市民の皆さま
に満足いただける施策を考えてまいります。

第 17 号 （2） 
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事務所
〒514-0315 三重県津市香良洲町3685-6
TEL/FAX：059-271-6577

連絡先
〒514-8555 三重県津市藤方1668番
パナソニックライフソリューションズ労働組合内
TEL：059-228-9129　FAX：059-228-1613
E-mail：yoshida.world@jp.panasonic.com

吉田ひろやす後援会 

ご意見・ご要望は、下記連絡先にFAXしてください

市政へのご意見・ご要望は吉田博康へ

初の会派代表質問で登壇し、コロナ対策や新年度予算について問う！ 

次回定例会の日程（予定）
6月 4日（金）
6月14日（月）～15日（火）
6月16日（水）～17日（木）
6月21日（月）～24日（木）
7月 1日（木）

・・・・・・・・・・・・開会日（議案上程ほか）
・・・・・会派代表・個人質問
・・・・・・・・・・・・・個人質問
・・・・・・・・・ 各常任委員会

・・・・・・・・・・・・・・・・閉会日（表決ほか）

◆ 問い合わせ：津市議会事務局（TEL 229－3222）
◆ 津市議会ホームページをご確認ください。

※変更される場合もありますので、ご確認ください。

第 17 号 （4） 

本会議と委員会を
インターネット生中
継及び録画放送し
ます。また、ケーブ
ルテレビ（ＺＴＶ）の
6チャンネルにて
本会議の録画放送
（後日）は、これまで
通り行っております。

☆令和3年度予算と
　新型コロナウイルスワクチン接種について

　2月18日から3月22日までの33日間、令和3年第1回津市議会定例会が開催され、以
下の通りとなりました。（64件が審議されました。）
　　　■条例の一部改正13件（可決）
　　　■議案第47号　津市行政組織条例の一部の改正（継続審査）
　　　■令和2年度補正予算16件（可決）
　　　■令和3年度当初予算15件（可決）
　　　■請願2件（不採択）
　　　■人事案件3件（同意）
　　　◇承認1件（承認）、その他4件（可決）、決議2件（異議なし）、報告7件
　　　■令和3年度一般会計予算　1,099億4,040万9千円（前年度当初予算同等）　
　今定例会では、議員となってから初の会派代表質問で登壇し、議案質疑2件、市政一般
1件の計3件について質問をしました。（次項参照）

　議会開会当初は首都圏を中心に新型コロナウイルス（COVID-19）の感染症拡大防止と
して緊急事態宣言が発出されている中での議会となりました。
　本議会では、議員となって初めて会派代表質問として登壇させていただきました。皆さ
まからの声も多かったプレミアム付商品券の令和3年度の発行要望をしました。また、新
型コロナウイルスワクチン接種については、市内の医療機関との連携状況と予約方法な
どの現時点での津市の状況について質問をしました。
　令和3年度も引き続き、コロナ禍の状況が続き、先行き不透明な状況が続きますが、市
民の皆さまが安心して暮らせるよう市が的確な情報発信を行うよう努めてまいります。
この後援会ニュースが、皆さまのお手元に届くころには65歳以上への新型コロナウイル
スワクチン接種が開始されていることと、感染が収束に向かっていることを願います。市
民の皆さまからいただいた声や思いをしっかりと市議会の場で発言し、形にできるよう邁
進してまいります。今後とも皆さまの吉田ひろやすに対するさらなるご支援とご指導を心
よりお願い申し上げます。

令和3年第1回定例会を終えて一言

  令和3年第1回定例会（通称3月議会）で、相生町自治会長問題の質疑もありましたが、次
年度の予算案の審議が一番重要となります。令和3年度の予算規模は前年当初とほぼ変わり
ませんが、内容は異なり、市税収入はコロナの影響で減るのに対し、コロナ感染症対策予算
の計上でその分が増えて前年レベルの予算となっております。令和3年度が始まりますと、
まず初めに新型コロナウイルスワクチン接種という大きな取り組みが待っております。津市
は、集団接種会場に3カ所を決めています。また、個別接種として協力いただける医療機関
（かかりつけ医）での接種も予定しております。（医療機関が確定次第、市ホームページや
広報津で発信予定です。）
　現状はワクチンの供給体制がまだまだ不十分な状況でありますが、今後、供給体制が整っ
た場合に行政として混乱することなく取り組んでいただくよう、私も要望してまいります。

※インターネットを使った映像配信サービスであるYouTube（ユーチューブ）によるライブ映像の配信と
　録画映像の配信をしております。

津市集団接種会場 
センターパレス1階・イオンモール津南3階 
久居インターガーデン内店舗 


