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〇久居アルスプラザ整備事業（建設工事及び周辺施設整備） 53億4,821万5千円

○北消防署整備事業（旧三重武道館跡地への造成工事費等）  4,348万7千円

○テニスコート整備事業（旧津市民プール跡地への施設整備等）  2億8,860万6千円

○学校施設整備事業（小中学校大規模改造工事） 19億3,388万5千円

〇芸濃こども園整備事業（新園舎建設工事費駐車場整備等） 8億1,363万2千円

○津興橋大規模更新事業（架け替え用迂回路仮橋の設置工事費） 4億6,680万1千円

○香良洲高台防災公園整備事業（公園実施設計・敷地造成工事等） 2億3,667万円

平成31年度一般会計当初予算の主な事業と予算額 
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吉田ひろやす 吉田ひろやす 吉田ひろやす 

　平成31年度第1回定例会では主に2件の質問をさせていただきました。
　1つめは、大規模災害時における医療救護所等で使用する医薬品等の備蓄です。安全・
安心な社会のため大規模災害に備えた医療救護所の体制作りは重要です。今後3年間をか
けて、大規模災害発生時に医療救護所を開設した際に使用する医薬品等の備蓄を進めます。
　2つめは、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプとして、カナ
ダのレスリングチームを津市に誘致する件です。来年に向けて様々な活動がスタートしま
すが、オリンピックを盛り上げる意味も含めて、地方で行われる事前キャンプで、どうい
った活動ができるのか、今後もしっかりと考え、意見を述べていきたいと思います。
　また、常任委員会が改選され、本年は、建設水道委員会の副委員長職を拝命いたしまし
た。委員長をしっかりと支えながらスムーズな委員会運営に務めてまいります。

　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。 
　吉田博康に対する皆様の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31年第1回定例会を終えて一言

定例会　個人一般質問に3度目の登壇をしました！ 
　2月20日から3月22日までの31日間、平成31年第1回津市議会定例会が開催されま
した。報告7件、条例の制定1件、一部の改正15件、廃止1件、平成30年度補正予算18
件、平成31年度当初予算15件、人事案件26件、その他4件の87議案が審議されました。
その結果、87件のうち80件は全て可決、同意、意義なしとされました（7件は報告のみ）。
このほか、請願1件が不採択となりました。
　今定例会では、当選してから3度目となる個人一般質問として登壇し、議案質疑2件、
市政一般4件の計6件の質問を致しました。（次項参照）

　4月7日の三重県議会議員選挙の津選挙区において、皆様の絶大なるご支援を賜り、
12,104票の票を獲得して川口まどか氏が初当選されました。川口氏は津市議会議員時代
には同じ会派（県都クラブ）で活動してきた同志です。今後は、繋がりを更に強化し、三重
県政と津市政でしっかりと連携してより良い街づくりを進めて参ります。
　引き続き温かいご支援のほど、よろしくお願いいたします。
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☆三重県議会議員選挙  川口まどか氏  祝当選！

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

次回定例会の日程（予定）
6月 7日（金） ・・・・・・・・・・・・・・開会日（議案上程他）
6月18日（火）～19日（水）・・・・・・・・・会派代表質問
6月20日（木）～21日（金） ・・・・・・・・・・・・個人質問
6月25日（火）～28日（金） ・・・・・・・・・・ 常任委員会
7月 4日（木） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・閉会日（表決他）

◆ 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(http://www.gikai.city.tsu.mie.jp/)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。

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。

吉田博康は 石上としおさんを応援しています！ 



① 歳出  衛生費  保健衛生総務費  地域医療推進事業から災害医療体制整備事業について

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

医療救護所用の医薬品等の
備蓄を開始

市街地コースへ変更となった
津シティマラソン

大規模災害に備えた医薬品等の備蓄の内容は？

大規模災害時には、多くの負傷者発生が予想されるので、急性
期の医療救護所ではトリアージや病院への搬送手配の他に、軽
症者への応急処置対応のために医薬品を備蓄することとしました。
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Q1

Q A

A

備蓄品の購入や更新の方法は？

平成31年度から3か年をかけて、500名ずつ購入し1,500名
分を備蓄することとします。また、医薬品については、市内3
か所の応急診療所で使用しているものであり、流通させながら
の備蓄をするため、3年目以降には購入の必要がありません。

Q2
A

② 歳出  総務費  スポーツ振興費  スポーツ振興事業から東京オリンピック事前キャンプについて

対象の部活動は運動部のみかそれとも文化部も対象か？

この事業は、県教育委員会の運動部活動員配置促進事業の補助事業の対象であるため、運動部活動の
みとなっております。今後は、文化部に対しても部活動指導員が配置できるよう県教育委員会に働き
かけて参ります。

Q1
A

休日夜間の受診者数の状況は？

津市子ども応急クリニックの受診者数比較では、0歳～5歳児で前年比で23％の増加となっておりま
すが、この時期はインフルエンザ等の流行や小児科医院の休日診療等の変化もあるため、引き続き受
診者数の状況を分析しながら判断して参りたいと考えております。

Q2
A

体制整備の研修実施と具体的な内容は？ 

県教育委員会が実施する部活動指導員対象の研修会や運動部活動顧問対象の研修会において、部活
動指導員の資質向上や適切な運用についての徹底を図ります。

開催を終えて参加者やボランティアスタッフ等の声は？

今回初めて、サオリーナを発着とする市街地コースで開催しました。参加人数が4,175人で前年比
5割増しでした。走り終えてからランナーの皆さんからは「走りやすかった」「お揃いのTシャツを
着たことで一体感があった」など多くの声をいただきました。

Q2
A

Q2
A

⑤ 部活動指導員配置事業について

支援員アンケート結果の受け止め方は？

児童生徒と直接関わる時間が増えた、教材研究等の時間が取りやすくなった等と答えた教員の割合が
7割～8割だったため、生徒と向き合う時間拡大には効果があったと考えます。

Q1
A

再任用職員だけでの配置には限界があると考えるが現在の考えは？

行政経験を生かした再任用職員の配置を基本に今後も考えております。

Q2
A

④ 教員支援員配置事業について

Q1
A

⑥ 津シティマラソンについて
2020年に向けた取組み内容は？

昨年カナダレスリングチームとサオリーナでの事前キャンプを行うことが決定しました。今回の誘致
に関しましては、県と市で協力し進めたことが特徴であります。今後は、県や市のレスリング協会や
スポーツ協会等の関係団体と実行委員会を組織して、事前キャンプに向けて万全の体制で取組みを進
めて参ります。

Q1
A

ホストタウンとしての取組みは？

2月28日に内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部から第12次の登録発表がされ、三
重県及び津市がカナダを相手国としてホストタウン登録されました。今回の登録により国から選手と
市民との交流に係る費用の一部の支援等を受けられることになりますので、キャンプの成功に向けて
しっかりと進めて参ります。

Q2
A

③ 未就学児の子ども医療費窓口無料化について

昨年9月からの窓口無料化による受診状況は？

本市では、平成30年9月から12月の実績では、前年比で受診件数は5.1%、助成額が12.8％増加し
ております。

Q1
A

　今回の第1回定例会においては、3月5日（火）に個人一般質問と
して下記の質問を行いました。なお、質問数が多いため、特に重点
的に質問した項目や回答の要旨のみ掲載します。詳細な議事録につ
いては、「議会ホームページhttp://www.gikai.city.tsu.mie.jp/」
の「会議録検索」からご参照願います。また、質問の様子は同じく「映
像配信」からYouTube（ユーチューブ）の録画映像をご覧いただけ
ます。

［吉田議員　一般質問で登壇］ 

一般質問を実施 

次回開催に向けた更なる工夫を！

従来の3,000人の定員を4,000人に増やしましたので、次のターゲットは5,000人となります。い
いコースができたわけですが、一部コース取りを考えないといけない部分がありました。たとえば、
新町大橋から県庁の西は、中央分離帯がない対面通行の部分が
狭いので、少し工夫が必要と感じております。　　

Q3
A

津市ならではの大会となるような検討を！

走る前、走った後も楽しめる、おもてなしのある大会として、
ランナーの皆さんからは走ってみたい、市民からは応援したい
と言ってもらえる大会にして参りたいと思います。
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大規模災害に備えた医薬品等の備蓄の内容は？

大規模災害時には、多くの負傷者発生が予想されるので、急性
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分を備蓄することとします。また、医薬品については、市内3
か所の応急診療所で使用しているものであり、流通させながら
の備蓄をするため、3年目以降には購入の必要がありません。

Q2
A

② 歳出  総務費  スポーツ振興費  スポーツ振興事業から東京オリンピック事前キャンプについて
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この事業は、県教育委員会の運動部活動員配置促進事業の補助事業の対象であるため、運動部活動の
みとなっております。今後は、文化部に対しても部活動指導員が配置できるよう県教育委員会に働き
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　また、常任委員会が改選され、本年は、建設水道委員会の副委員長職を拝命いたしまし
た。委員長をしっかりと支えながらスムーズな委員会運営に務めてまいります。

　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。 
　吉田博康に対する皆様の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31年第1回定例会を終えて一言

定例会　個人一般質問に3度目の登壇をしました！ 
　2月20日から3月22日までの31日間、平成31年第1回津市議会定例会が開催されま
した。報告7件、条例の制定1件、一部の改正15件、廃止1件、平成30年度補正予算18
件、平成31年度当初予算15件、人事案件26件、その他4件の87議案が審議されました。
その結果、87件のうち80件は全て可決、同意、意義なしとされました（7件は報告のみ）。
このほか、請願1件が不採択となりました。
　今定例会では、当選してから3度目となる個人一般質問として登壇し、議案質疑2件、
市政一般4件の計6件の質問を致しました。（次項参照）

　4月7日の三重県議会議員選挙の津選挙区において、皆様の絶大なるご支援を賜り、
12,104票の票を獲得して川口まどか氏が初当選されました。川口氏は津市議会議員時代
には同じ会派（県都クラブ）で活動してきた同志です。今後は、繋がりを更に強化し、三重
県政と津市政でしっかりと連携してより良い街づくりを進めて参ります。
　引き続き温かいご支援のほど、よろしくお願いいたします。
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☆三重県議会議員選挙  川口まどか氏  祝当選！

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

次回定例会の日程（予定）
6月 7日（金） ・・・・・・・・・・・・・・開会日（議案上程他）
6月18日（火）～19日（水）・・・・・・・・・会派代表質問
6月20日（木）～21日（金） ・・・・・・・・・・・・個人質問
6月25日（火）～28日（金） ・・・・・・・・・・ 常任委員会
7月 4日（木） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・閉会日（表決他）

◆ 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(http://www.gikai.city.tsu.mie.jp/)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。

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。

吉田博康は 石上としおさんを応援しています！ 


