
第 8 号 （１）

〇災害復旧工事事業（台風12号及び24号被害復旧工事） 1億2,949万9千円

○防犯カメラパイロット事業（防犯カメラ設置工事費） 100万円

○排水施設維持管理事業（非常用発電機設置にかかる工事費等） 2,453万8千円

○耐震化促進事業（ブロック塀等撤去改修補助費用） 100万円

○公民館施設整備事業（橋南公民館施設整備実施設計委託料等） 609万6千円

○学校施設整備事業
　　　（小中学校普通・特別教室、幼稚園3園エアコン設置費用） 26億3,525万6千円

12月補正の主な事業と予算額
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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 津市藤方1668番
パナソニックエコ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

今年も、より良い津（まち）づくりに向け邁進します！

平成31年第1回定例会の日程（予定）
2月20日（水）・・・・・・・・・・・・・・開会日（議案上程他）
3月01日（金）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・会派代表質問
3月04日（月）～06日（水）・・・・会派代表・個人質問
3月11日（月）～14日（木）・・・・・・・・・・ 常任委員会
3月22日（金）・・・・・・・・・・・・・・・・・・閉会日（表決他）

後援会幹事会開催

◆ 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 8 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。

☆2018年10月～12月活動スナップ　

吉田博康は 石上としおさんを応援しています！

・・・・・・・・・・・・・・・・ 四国の3市へ行政視察 ・・・・・・・・・・・・・・・・
亀山市議会議員選挙森英之氏当選 津市総合防災訓練に出席

今治市・タオルプロジェクト 室戸市・防災避難シェルター 南国市・軽救急車

　新年明けましておめでとうございます。皆様方には、よき新年をお迎えのことと、心よ
りお喜び申し上げます。旧年中は議会活動並びに後援会活動に対しまして、ご理解とご協
力を賜り、厚く御礼申し上げます
　さて、昨年の11月26日から12月19日までの24日間、平成30年第4回津市議会定例
会が開催され、承認・報告（追加1件含む）・議案の合計37件を全て可決・承認しました。
その中でも、平成30年度の一般会計補正予算として、増額補正で補正後の一般会計予算
額は、1,123億9,922万9千円となりました。
　今定例会では、12月6日(木)に初当選してから2度目となる個人一般質問として登壇し、
市政一般5件の質問を致しました。（次項参照）
　また、委員を務める教育厚生常任委員会においても、発言通告し教育委員会管轄の内容で
3件について質問を致しました。

　一般質問では教育、スポーツ、防災の3項目に的を絞り質問させていただきました。
小中学校へ通う保護者の皆さんから要望の多かったエアコン設置について、国からの予
算の内示を受けて、本議会にて補正予算の議案が提出され、可決成立しました。
　今後は、小学校の普通教室・特別教室、中学校の特別教室、幼稚園3園の未設置校への
設置工事に着手します。子ども達が安心して授業を受けられるように今年の夏までに一
日でも早い設置に向けて関係機関へ働きかけて参ります。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、形にできるよう邁進してまいります。

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。



① 小中学校へのエアコン設置について

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 個人一般質問で登壇] 

今夏までに一日も早い設置が
望まれる

一括質問をする吉田議員

国からの補正予算の設置補助金の状況は？

平成30年12月5日に県から要望の4億2000万円に対して、約3億9000万円の予算配分の内示が
ありました。

　今回の12月定例議会は、12月6日（木）に個人一般質問とし

て下記の質問を行いました。尚、質問数が多い為、特に重点的に

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http：//www.gikai.city.tsu.mie.jp/」

をご参照願います。
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Q1

Q A

A

第2期分と第3期分の設置工事の具体的スケジュールは？

実施設計が完了している第2期工事分については、追加の補正予算
を早急に上程させていただいて、承認がいただければ、すぐに工事
発注へと着手するところですが、新たに特別教室の実施設計も完了
してから、併せて設置工事へ着手いたします。また、小学校の第3
期分については、実施設計が完了しておりませんので、普通教室と
特別教室を併せて実施設計をし、設置工事へと進めてまいります。
来年夏までにできるだけ早く設置できるよう関係機関でしっかり連
携して進めて参ります。

Q2
A

② 幼児教育の無償化に向けた公立幼稚園の在り方について

平成31年度の公立幼稚園の募集結果の状況は？

平成30年11月末時点での入園希望者は全体で130名程度と少ない状況です。現在行っている2次
募集により、50名程度の申し込みが見込まれますが、今年度より80名程度減となる予想です。

Q1
A

小規模な園の今後についての考え方は？

幼児が日々の園生活の中で様々な学びを獲得するためには、ある程度の集団が必要であると考えるこ
とから、適正規模の集団が確保できない園については、地域ニーズや実情もしっかり踏まえながら、
幼保連携型認定こども園への再編や休園もしくは閉園するなど今後の方向性を検討してまいります。

幼児教育の無償化による影響への考えは？

今後起こりうる状況に十分対応できるよう無償化にむけて準備を進めてまいります。

Q2
A

Q3
A

 

③ 新学習指導要領スタートに向けて

現存のスポーツ施設の修繕や
改修の要望も多い

デジタル教科書の今年度の取組み検証の状況は？

本年度は小学校3校、中学校2校へモデル校として導入しております。アニメーションや動画なども
あり、子ども達の関心意欲を高め、わかりやすい授業に繋がっております。また、画面を大きく活用
できることや送り仮名等特別に配慮のいる子ども達の教材準備等、デジタル教科書を使用することで
教員の準備作業の負担軽減にも繋がっています。

Q1
A

⑤ 災害時の受援計画について

津市の受援計画策定の予定は？

県が本年3月に「三重県広域受援計画」を策定しており、本市においても、三重県が行う検討ワーキ
ンググループやブロック別意見交換会に参加し、県内他市と連携して受援活動が行えるよう、できれ
ば年度末を目処に受援計画の策定に向けた取組みを進めてまいります。

Q1
A

業務継続計画（津市BCP）とのリンクは？

本市として、本年3月に「津市業務継続計画（津市BCP）」を策定しております。受援計画では、
BCPにおいて特定した非常時優先業務を、円滑に遂行する為の必要人員について他の地方公共団体
から受入れる体制を整備する計画である為、密接な関係があり、BCPと整合性を持つ受援計画の策
定を進めてまいります。

関係機関（警察、消防、自衛隊等）との更なる連携の強化を

総合防災訓練に警察や消防、自衛隊等の関係機関も参加いただき、また現在の危機管理部の体制に
おきましても、警察や自衛隊OBを幹部職員に配置し、また消防職員を1名配置することで各機関と
の連携が取りやすい環境を作っております。

Q2
A

Q3
A

効率的活用に向けた研修会等の実施を

各モデル校において教科書会社による校内研修会や公開授業等を行い、新学習指導要領までの小学校
で2年間、中学校で3年間で効果を検証し、導入も含めて検討を進めてまいります。

Q2
A

④ スポーツ施設の維持管理について

維持管理の現状は？

市内には59のスポーツ施設があり、維持管理については利用者か
らの施設改善要望や指定管理者から現況を把握した中で、大規模改
修が必要な場合は、予算計画し施設改修を行っています。また経年
劣化や破損等の軽微な修繕は優先度をつけて対応しております。

Q1
A

Q2
A

今後の考え方は？

H28年3月改訂の「津市スポーツ施設整備基本構想（改訂版）」に
基づき施設整備の充実を計画的に行っておりますが、まずは2021
年開催の三重とこわか国体、三重とこわか大会の会場となる施設について、開催に支障がでることの
ないよう計画的に整備を進めてまいります。
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① 小中学校へのエアコン設置について

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 個人一般質問で登壇] 

今夏までに一日も早い設置が
望まれる

一括質問をする吉田議員

国からの補正予算の設置補助金の状況は？

平成30年12月5日に県から要望の4億2000万円に対して、約3億9000万円の予算配分の内示が
ありました。

　今回の12月定例議会は、12月6日（木）に個人一般質問とし

て下記の質問を行いました。尚、質問数が多い為、特に重点的に

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http：//www.gikai.city.tsu.mie.jp/」

をご参照願います。
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Q1

Q A

A

第2期分と第3期分の設置工事の具体的スケジュールは？

実施設計が完了している第2期工事分については、追加の補正予算
を早急に上程させていただいて、承認がいただければ、すぐに工事
発注へと着手するところですが、新たに特別教室の実施設計も完了
してから、併せて設置工事へ着手いたします。また、小学校の第3
期分については、実施設計が完了しておりませんので、普通教室と
特別教室を併せて実施設計をし、設置工事へと進めてまいります。
来年夏までにできるだけ早く設置できるよう関係機関でしっかり連
携して進めて参ります。

Q2
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② 幼児教育の無償化に向けた公立幼稚園の在り方について

平成31年度の公立幼稚園の募集結果の状況は？

平成30年11月末時点での入園希望者は全体で130名程度と少ない状況です。現在行っている2次
募集により、50名程度の申し込みが見込まれますが、今年度より80名程度減となる予想です。

Q1
A

小規模な園の今後についての考え方は？

幼児が日々の園生活の中で様々な学びを獲得するためには、ある程度の集団が必要であると考えるこ
とから、適正規模の集団が確保できない園については、地域ニーズや実情もしっかり踏まえながら、
幼保連携型認定こども園への再編や休園もしくは閉園するなど今後の方向性を検討してまいります。

幼児教育の無償化による影響への考えは？

今後起こりうる状況に十分対応できるよう無償化にむけて準備を進めてまいります。

Q2
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③ 新学習指導要領スタートに向けて

現存のスポーツ施設の修繕や
改修の要望も多い

デジタル教科書の今年度の取組み検証の状況は？

本年度は小学校3校、中学校2校へモデル校として導入しております。アニメーションや動画なども
あり、子ども達の関心意欲を高め、わかりやすい授業に繋がっております。また、画面を大きく活用
できることや送り仮名等特別に配慮のいる子ども達の教材準備等、デジタル教科書を使用することで
教員の準備作業の負担軽減にも繋がっています。

Q1
A

⑤ 災害時の受援計画について

津市の受援計画策定の予定は？

県が本年3月に「三重県広域受援計画」を策定しており、本市においても、三重県が行う検討ワーキ
ンググループやブロック別意見交換会に参加し、県内他市と連携して受援活動が行えるよう、できれ
ば年度末を目処に受援計画の策定に向けた取組みを進めてまいります。

Q1
A

業務継続計画（津市BCP）とのリンクは？

本市として、本年3月に「津市業務継続計画（津市BCP）」を策定しております。受援計画では、
BCPにおいて特定した非常時優先業務を、円滑に遂行する為の必要人員について他の地方公共団体
から受入れる体制を整備する計画である為、密接な関係があり、BCPと整合性を持つ受援計画の策
定を進めてまいります。

関係機関（警察、消防、自衛隊等）との更なる連携の強化を

総合防災訓練に警察や消防、自衛隊等の関係機関も参加いただき、また現在の危機管理部の体制に
おきましても、警察や自衛隊OBを幹部職員に配置し、また消防職員を1名配置することで各機関と
の連携が取りやすい環境を作っております。

Q2
A

Q3
A

効率的活用に向けた研修会等の実施を

各モデル校において教科書会社による校内研修会や公開授業等を行い、新学習指導要領までの小学校
で2年間、中学校で3年間で効果を検証し、導入も含めて検討を進めてまいります。

Q2
A

④ スポーツ施設の維持管理について

維持管理の現状は？

市内には59のスポーツ施設があり、維持管理については利用者か
らの施設改善要望や指定管理者から現況を把握した中で、大規模改
修が必要な場合は、予算計画し施設改修を行っています。また経年
劣化や破損等の軽微な修繕は優先度をつけて対応しております。

Q1
A

Q2
A

今後の考え方は？

H28年3月改訂の「津市スポーツ施設整備基本構想（改訂版）」に
基づき施設整備の充実を計画的に行っておりますが、まずは2021
年開催の三重とこわか国体、三重とこわか大会の会場となる施設について、開催に支障がでることの
ないよう計画的に整備を進めてまいります。
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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。

☆2018年10月～12月活動スナップ　

吉田博康は 石上としおさんを応援しています！

・・・・・・・・・・・・・・・・ 四国の3市へ行政視察 ・・・・・・・・・・・・・・・・
亀山市議会議員選挙森英之氏当選 津市総合防災訓練に出席

今治市・タオルプロジェクト 室戸市・防災避難シェルター 南国市・軽救急車

　新年明けましておめでとうございます。皆様方には、よき新年をお迎えのことと、心よ
りお喜び申し上げます。旧年中は議会活動並びに後援会活動に対しまして、ご理解とご協
力を賜り、厚く御礼申し上げます
　さて、昨年の11月26日から12月19日までの24日間、平成30年第4回津市議会定例
会が開催され、承認・報告（追加1件含む）・議案の合計37件を全て可決・承認しました。
その中でも、平成30年度の一般会計補正予算として、増額補正で補正後の一般会計予算
額は、1,123億9,922万9千円となりました。
　今定例会では、12月6日(木)に初当選してから2度目となる個人一般質問として登壇し、
市政一般5件の質問を致しました。（次項参照）
　また、委員を務める教育厚生常任委員会においても、発言通告し教育委員会管轄の内容で
3件について質問を致しました。

　一般質問では教育、スポーツ、防災の3項目に的を絞り質問させていただきました。
小中学校へ通う保護者の皆さんから要望の多かったエアコン設置について、国からの予
算の内示を受けて、本議会にて補正予算の議案が提出され、可決成立しました。
　今後は、小学校の普通教室・特別教室、中学校の特別教室、幼稚園3園の未設置校への
設置工事に着手します。子ども達が安心して授業を受けられるように今年の夏までに一
日でも早い設置に向けて関係機関へ働きかけて参ります。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、形にできるよう邁進してまいります。

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。


