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〇とことめの里一志浄化槽雨水貯留施設転用（雨水浸水被害低減） 1,550万円

〇在宅医療・介護連携推進（ICFステージングにおける情報共有） 148万5千円

〇民間認定こども園施設整備（労務単価増による追加補助） 531万1千円

〇担い手確保・経営強化支援事業（農業経営改善機械導入補助） 745万2千円

〇土地改良施設維持管理適正化事業（西池取水施設改修工事） 1,814万9千円

〇大谷踏切拡幅事業（踏切拡幅工事前倒しによる詳細設計等） 1,450万円

〇景観形成関係事業（奥津（須郷）重点地区指定に向けた経費） 68万1千円

●津市津南防災コミュニティセンター建築工事 1億7,872万9千円

●津市久居消防署南分署建築工事 2億4,393万9千円

●大規模改修工事（小学校3校） 9億5,108万8千円

●大規模改修工事（中学校2校） 6億7,562万6千円

●旧津市民プール解体工事 3億263万7千円

●津興橋大規模更新事業に伴う仮橋架設等工事 9億5,015万2千円
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〇…補正予算　●…工事請負契約

6月議会の個人一般質問で初登壇 
　6月1日～29日までの29日間、平成30年第2回津市議会定例会が開催され、承認・報
告（撤回1件）・議案の合計48件が審議されました。その結果、48件（撤回1件）のうち
20件は全て承認・可決されました。（28件は報告のみ）その中でも、平成30年度の一般
会計補正予算として、20億3,850万1千円の減額補正で、補正後の一般会計予算額は、
1,082億2,632万2千円となりました。
　今定例会では、6月14日(木)に初めての個人一般質問として登壇し、市政一般5件に絞
り質問を致しました。（次項参照）初質問の緊張の中、60分以内の持ち時間をフル活用
して執行部の答弁を引き出したいと思ってはおりましたが、なかなか思ったようには進め
られず難しさを痛感いたしました。
　今後も、市民の皆さん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ていけ
るよう邁進してまいります。
　今議会では、工事請負契約についての内容が多く、小中学校の大規模改修工事が小学校
3校、中学校2校の過去最多となる5校が進められます。また、老朽化が懸念されておりま
した、津興橋（通称近鉄道路岩田川架橋）の架け替え工事の為の、仮橋設置工事がいよい
よスタートいたします。今後3年をかけて仮橋が設置される予定です。
　今後とも皆様の吉田ひろやすに対する更なるご支援とご指導を心よりお願い申し上げます。

平成30年第3回定例会の日程（予定）
8月28日（火） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・開会日
9月 4日（火）～ 7日（金） ・・・・・・・・代表・個人質問
9月11日（火）～14日（金） ・・・・・・・・・・ 常任委員会
9月18日（火）～20日（木） ・・・・・・ 決算特別委員会
9月27日（木） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・閉会日

◆ 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、ご確認下さい。

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

☆久居駅周辺地区都市再生整備事業



① 津市自治体ポイント活用事業について

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

市内への防犯カメラ
設置が望まれる

一括質問をする吉田議員

一問一答にて再質問する
吉田議員

シルバーエミカの現在の発行枚数は？

事業を開始した平成29年9月25日から平成30年5月31日までの
交付状況は6504枚。直近の5月の交付状況も1日およそ15人が申
請にお越しいただいている状況です。
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Q1

Q A

A

シルバーエミカの発行とマイナンバーカード取得率向上との
効果の検証は？

高齢者外出支援事業（シルバーエミカ交付開始）を開始した時点の
65歳以上の交付率は10.04％でしたが、平成30年4月末現在で
18.34％と8.3ポイントの上昇となりました。
一方65歳未満は1.25ポイントの上昇にとどまり、シルバーエミカ
が一定の影響を及ぼしたと考えています。

Q2

A

Q3
A

② 防犯カメラパイロット事業について

③ 小中学校教育におけるデジタル教科書の導入活用について

デジタル教科書の概要と今年度の取組み内容は？

津市が導入しているデジタル教科書とは、教科書の内容を教員がパソコンを使って大型テレビで拡大
表示できるもので、授業をわかりやすくするための機能が多く含まれます。
今年度の取組みとして、小学校で3校、中学校で2校の計5校をモデル校に指定し、デジタル教科書
を導入しております。

Q1
A

デジタル教科書活用による効果の確認と検証方法は？ 

学力や学習意欲の向上については、全国学力・学習状況調査及びみえスタディチェックの結果や児童
生徒アンケート等を通して、モデル校の成果を検証します。教員の負担軽減についても検証していき
ます。

Q2
A

更なる活用に向けた取り組みと今後の
展開は？

モデル校におきまして、小学校で2年間、
中学校で3年間をかけて継続的に導入
効果を検証します。今後の教科書改訂
に併せて、学校への導入を検討してい
きます。

Q3

A

開園した3園のこども園の今年度における運営課題の検証方法は？

開園した3園について、5月に3園長と子育て推進課の担当副参事がそれぞれ課題について議論する
場を設けました。また、スムーズな園運営に向けて、6月28、29日にこども園の保育教諭同士が保
育・教育の内容や園運営等の意見交換会を開催する予定です。

Q1
A

来年度以降に開園するこども園の運営に向けての準備は？ 

こども園に移行する各保育士と幼稚園教諭を対象に、先行して開園
した3園で9月から3カ月間にわたる「認定こども園研修」を計画
しています。

現在の避難所運営マニュアルの策定状況は？

避難所運営マニュアルの策定状況については、平成29年10月現在
で59の避難所で策定さてれている状況です。

Q2
A

策定後の各避難所の訓練状況は？

マニュアルは作成するだけでなく、そのマニュアルを基づいて地域
住民が参加しての訓練を行うことが重要であると考えます。平成
29年度は、8地区の避難所運営訓練が行われており、訓練後の反
省会を開催して、マニュアル改善につなげる取組みが行われていま
す。

Q2
A

こども園における職員配置の考え方は？

保育士と幼稚園教諭が、ともに保育教諭としてのこれまでの経験を
活かしながら、今後も的確に職員を配置して、両者が力を合わせて
協力し合える体制を作っていきます。

Q3
A

④ 津市立幼保連携型認定こども園について

シルバーエミカの更なる発行拡大に向けた取組みは？

市民の皆さんから自宅近くの出張所等での発行はできないかとの問合せもあり、6月11日から職員
等が各出張所を巡回しての受付けを開始しました。

Q1
A

⑤ 避難所運営マニュアルの策定について

県内他市の導入と運用状況は？

補助制度を実施しているのは、津市を除く県内13市中1市で、今後補助制
度を予定している市が1市ある状況です。

Q1
A

第1回防犯カメラ設置募集の応募状況は？

応募状況としましては、地区自治会連合会や自主防犯組織等から11団体
15台分の応募があり、今後、津市犯罪のない安全・安心なまちづくり推進
委員会において、申請内容を審査して選定する予定です。

設置後の運用やメンテナンスの考えが重要であると考えるが、そのお考えは？

防犯カメラは、設置するだけでなく、設置後の維持管理等が重要となることから運用状況の報告義
務も含めて、防犯カメラを効果的に活用するための基準作りに取り組んでいきます。

Q2
A

Q3
A

デジタル教科書を活用した授業の様子

こども園の質問に答弁する
前葉市長
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　今議会では、工事請負契約についての内容が多く、小中学校の大規模改修工事が小学校
3校、中学校2校の過去最多となる5校が進められます。また、老朽化が懸念されておりま
した、津興橋（通称近鉄道路岩田川架橋）の架け替え工事の為の、仮橋設置工事がいよい
よスタートいたします。今後3年をかけて仮橋が設置される予定です。
　今後とも皆様の吉田ひろやすに対する更なるご支援とご指導を心よりお願い申し上げます。

平成30年第3回定例会の日程（予定）
8月28日（火） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・開会日
9月 4日（火）～ 7日（金） ・・・・・・・・代表・個人質問
9月11日（火）～14日（金） ・・・・・・・・・・ 常任委員会
9月18日（火）～20日（木） ・・・・・・ 決算特別委員会
9月27日（木） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・閉会日

◆ 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、ご確認下さい。

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

第 6 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。

☆久居駅周辺地区都市再生整備事業


