
第 11 号 （１）

〇（仮称）津西会館別館整備事業（施設整備に係る造成設計） 836万3千円
〇多文化共生事業（タブレット端末多言語通訳システム導入等）  651万6千円
〇三重武道館整備事業（旧三重武道館解体の追加工事に伴う費用）  5,237万9千円
〇運動施設整備事業（旧津市体育館解体に伴う土壌入替対策工事費） 5,548万3千円
〇道路維持事業（（仮称)新町会館の整備に伴う道路拡幅工事費）  2,011万4千円
〇学校施設維持補修事業（北立誠小学校内の普通教室への施設改修費） 606万円
〇放課後児童健全育成事業（旧北立誠幼稚園の放課後児童クラブへの施設改修費） 1,518万5千円
〇公民館施設整備事業（旧修成幼稚園の橋南公民館施設への施設改修費） 2,117万6千円

令和元年度一般会計補正予案の主な事業と予算額
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市政へのご意見・ご要望は吉田博康へ

個人一般質問で登壇し、災害対策について問う！

次回定例会の日程（予定）
11月25日（月）
12月02日（月）～03日（火）
12月04日（水）～05日（木）
12月09日（月）～12日（木）
12月18日（水）

・・・・・・・・・・・・・開会日（議案上程他）
・・・・・・・・会派代表質問
・・・・・・・・・・・・個人質問
・・・・・・・・・ 常任委員会

・・・・・・・・・・・・・・・・・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。

第 11 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。

《津エアポートラインを考える》

　8月27日から9月27日までの32日間、令和元年第2回津市議会定例会が開催され、報
告18件、条例の制定5件、条例の一部改正7件、その他（工事請負契約）2件、令和元年
度補正予算5件、認定15件、人事案件3件が審議され、審議事項37件は全て可決されま
した。
　令和元年度一般会計補正予算としては 3億2,566万2千円の増額補正となり、補正後の
一般会計予算額は 1,149億2,271万1千円となりました。
　今定例会では、当選してから4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3件の計5件の質問を致しました。（次項参照）

　令和元年度の一般会計補正予算から質問をさせていただきました。1つは、外国人住
民向けのタブレット端末通訳システムです。本年4月に改正入管法案が施行され、今後
は国内の労働人口不足の解消に向けて、外国人労働者が増加することが予想される中で、
各地方自治体としても受け入れ環境の整備が必要になってきます。そこで津市では、国
の補助金メニューであります、「外国人受入環境整備交付金」を活用して、市役所の窓
口にタブレット端末の通訳システムを導入します。今回の多言語対応の通訳システムの
導入により、効率的な外国人対応が行えることを期待しています。今後は導入後の活用
度合いも含めてしっかり検証してまいります。その他、一般質問では市民の皆様の安全
安心にかかわる災害対策について質問しました。
　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、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博康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。

令和元年第2回定例会を終えて一言

　私が所属する建設水道常任委員会において津エアポートラインに関する議論があり、先

日も委員会協議会を開催して執行部と話し合いを行いました。津エアポートラインは

2005年2月の供用開始から早くも14年が経過しており、今日では津市（三重県）と中

部国際空港とを結ぶ重要な交通手段として確立されています。議論の内容は、今後も継続

して運航事業を進めていくために必要な老朽化が進む船舶の更新の問題や、定期的な船舶

検査での減便の解消や深夜便の増便等の様々な市民の要望への対応についてです。一番の

課題は船舶の更新です。今後どのように進めていくかを計画的に着実に進めていかないと、

今の船舶が使えなくなった時に新しい船舶を準備できず、結果として運行ができないとい

う最悪の事態が発生しかねません。

　津市議会としては、現在の船舶が使用できる間に、行政側（都

市計画部）に対して今後の進め方を決めるよう働きかけてま

いります。市民の旅行やビジネスにおいて非常に大事な海の

交通手段を今後もしっかり守っていけるよう私も委員会の委

員として発言してまいります。　 



① 議案第130号　令和元年度津市一般会計補正予算（第3号）
　 歳出　総務費　渉外費　国際交流事業から多文化共生事業について

② 議案第130号　令和元年度津市一般会計補正予算（第3号）
　 歳出　総務費　スポーツ振興費　運動施設整備事業　施設整備等工事費について

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] 

外国人向けタブレット端末
通訳システムが導入される

一問一答で再質問

タブレット端末多言語通訳システム導入の内容は？

「外国人受入環境整備交付金」を活用するタブレット端末多言語通訳システムとは市役所へ来庁外国
人住民の皆さんが各課の窓口での手続き等において、タブレット端末を利用したテレビ電話システム
で、各言語の通訳員と市職員、相談者が三者で通話できる遠隔通訳サービスです。

　今回の第2回定例会では、9月5日（木）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。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。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）によるライ
ブ・録画映像の配信を開始しましたのでこちらもご視聴ください。

第 11 号 （3）

Q1

Q A

A

外国人住民の窓口相談の機能充実とは？

8月1日現在8,921人の外国人住民の皆さんが市内で生活をされて
おり、国籍別の人口割合は上位からブラジル25％、中国17％、
フィリピン16％、ベトナム13％の順になっており、外国人住民
増加を見据え行政情報を集約した外国人向けの多言語パンフレッ
トの作成を予定しております。

Q2
A

本庁や総合支所玄関への電子掲示板等の導入検討を

デジタルサイネージや電子掲示板等は、感覚的な操作により情報
収集できることから、外国人住民にも大変有効な情報提供手段で
あるため、窓口の充実に向け検討してまいります。

Q3
A

土壌入替対策工事の内容は？

1区画当たり10m×10mの136区画で調査したところ8区画で基準を超過したため、その区画を対
象に土壌入替工事を実施します。

Q1
A

国体に向けた整備に影響はないか？

本年度中に土壌入替工事を完了させ、令和2年度に駐車場整備と球場改修を行う予定であるため、令
和3年開催の三重とこわか国体の高等学校野球（硬式）会場として使用可能です。

Q2
A

③  災害対策について

警戒レベル3～5の発令は、市町
村が判断するため、津市として
発令のタイミングが重要となる

災害時に備えた指定避難所への無線LAN環境整備状況は？

平成27年2月に株式会社ZTVから「地域BWA回線を利用した防災対策」として本市に提案があり、
ZTVと協議を踏まえ、平成29年5月に本市とZTVとの間で「地域BWAを利用した避難所Wi‐Fi設
置に係る提供機器と回線提供に関する覚書」を締結しました。本市の指定避難所に無償でWi‐Fiが
利用できる機器を設置し、利用料も無償で提供されるものであり、現在29か所の指定避難所等に設
置されております。

Q1
A

⑤ 全国学力・学習状況調査と全国体力・運動能力、運動習慣等調査について

学力調査の分析結果と授業改善の取組みは？

本年度は小学校の国語と算数及び中学校の数学で平均正答率が全国平均以上となりました。中学校の
国語と英語は全国平均をやや下回りましたが大きな差はありませんでした。成果の要因として、指導
主事による学校訪問を充実させ、日常の授業を参観し授業改善に向けた指導・助言を行ってきたこと
も成果につながったと考えています。

Q1
A

津市の体力・運動能力調査の結果は？

本調査は小学校5年生及び中学校2年生を対象として握力や50m走、反復横とび等、8種目の実技調
査と運動習慣や生活習慣等の質問紙調査を行いました。本市の結果については、8種目の体力合計点
が、中学校においては平成27年度から男女とも全国平均を上回り、小学校においては、平成30年度
の男子が全国平均を上回り、女子については過去最高となり全国平均との差が縮まりつつあります。

Q2
A

警戒レベルの運用開始に伴う津市の取組みは？

平成30年7月の豪雨の教訓を踏まえ、国が「避難勧告等に関する
ガイドライン」を改定し警戒レベルの運用を開始したことに伴い、
本市においても、本年7月1日から警戒レベルを付した避難勧告等
の避難情報を発令する運用を開始しました。市民の皆様への周知
として、7月1日号の広報津に警戒レベルに関する記事を掲載する
とともに、啓発チラシを同月16号の広報津と同時配布し回覧をし
ました。まだまだ市民の皆様に周知できていないことから、今後
も地域で開催される防災学習会や防災訓練等、様々な機会を捉え
て周知を図ってまいります。

Q2
A

④ 学校施設のトイレの洋式化について

小中学校への個別対応の実績は？

個別対応の実績については、平成28年度から令和元年度8月末までの期間に22基の和便器を洋式便
器へ取替えを行いました。

Q1
A

Q2
A

子ども達の快適な学校生活のためにも更なる洋式化の検討を

大規模改造工事やトイレの修繕の際に洋式化を進めていくとともに、個々の学校の実情に応じて課題
がある場合にはしっかりと対応を考えてまいります。

第 11 号 （2）
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〇運動施設整備事業（旧津市体育館解体に伴う土壌入替対策工事費） 5,548万3千円
〇道路維持事業（（仮称)新町会館の整備に伴う道路拡幅工事費）  2,011万4千円
〇学校施設維持補修事業（北立誠小学校内の普通教室への施設改修費） 606万円
〇放課後児童健全育成事業（旧北立誠幼稚園の放課後児童クラブへの施設改修費） 1,518万5千円
〇公民館施設整備事業（旧修成幼稚園の橋南公民館施設への施設改修費） 2,117万6千円

令和元年度一般会計補正予案の主な事業と予算額
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個人一般質問で登壇し、災害対策について問う！

次回定例会の日程（予定）
11月25日（月）
12月02日（月）～03日（火）
12月04日（水）～05日（木）
12月09日（月）～12日（木）
12月18日（水）

・・・・・・・・・・・・・開会日（議案上程他）
・・・・・・・・会派代表質問
・・・・・・・・・・・・個人質問
・・・・・・・・・ 常任委員会

・・・・・・・・・・・・・・・・・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。

第 11 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。

《津エアポートラインを考える》

　8月27日から9月27日までの32日間、令和元年第2回津市議会定例会が開催され、報
告18件、条例の制定5件、条例の一部改正7件、その他（工事請負契約）2件、令和元年
度補正予算5件、認定15件、人事案件3件が審議され、審議事項37件は全て可決されま
した。
　令和元年度一般会計補正予算としては 3億2,566万2千円の増額補正となり、補正後の
一般会計予算額は 1,149億2,271万1千円となりました。
　今定例会では、当選してから4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3件の計5件の質問を致しました。（次項参照）

　令和元年度の一般会計補正予算から質問をさせていただきました。1つは、外国人住
民向けのタブレット端末通訳システムです。本年4月に改正入管法案が施行され、今後
は国内の労働人口不足の解消に向けて、外国人労働者が増加することが予想される中で、
各地方自治体としても受け入れ環境の整備が必要になってきます。そこで津市では、国
の補助金メニューであります、「外国人受入環境整備交付金」を活用して、市役所の窓
口にタブレット端末の通訳システムを導入します。今回の多言語対応の通訳システムの
導入により、効率的な外国人対応が行えることを期待しています。今後は導入後の活用
度合いも含めてしっかり検証してまいります。その他、一般質問では市民の皆様の安全
安心にかかわる災害対策について質問しました。
　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、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博康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。

令和元年第2回定例会を終えて一言

　私が所属する建設水道常任委員会において津エアポートラインに関する議論があり、先

日も委員会協議会を開催して執行部と話し合いを行いました。津エアポートラインは

2005年2月の供用開始から早くも14年が経過しており、今日では津市（三重県）と中

部国際空港とを結ぶ重要な交通手段として確立されています。議論の内容は、今後も継続

して運航事業を進めていくために必要な老朽化が進む船舶の更新の問題や、定期的な船舶

検査での減便の解消や深夜便の増便等の様々な市民の要望への対応についてです。一番の

課題は船舶の更新です。今後どのように進めていくかを計画的に着実に進めていかないと、

今の船舶が使えなくなった時に新しい船舶を準備できず、結果として運行ができないとい

う最悪の事態が発生しかねません。

　津市議会としては、現在の船舶が使用できる間に、行政側（都

市計画部）に対して今後の進め方を決めるよう働きかけてま

いります。市民の旅行やビジネスにおいて非常に大事な海の

交通手段を今後もしっかり守っていけるよう私も委員会の委

員として発言してまいります。　 


