
第 13 号 （１）

〇庁舎等維持管理事業（本庁舎大規模改修工事費等） 14億2,022万4千円
〇運動施設整備事業（津球場公園内野球場改修工事費） 3億3,205万円
〇香良洲高台防災公園整備事業（周辺の雨水排水路整備工事等） 2憶300万円
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） 4,621万4千円
〇公立保育所施設整備事業（雲出保育園園舎移転/改修/整備費等） 8,899万9千円
〇防犯カメラ設置補助事業（設置希望自治会及び団体への補助金） 300万円

令和2年度一般会計予案の主な事業と予算額
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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

個人一般質問で登壇し、新年度予算等について問う！

次回定例会の日程（予定）
6月08日（月）
6月15日（月）～16日（火）
6月17日（水）～18日（木）
6月22日（月）～25日（木）
7月02日（木）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・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 13 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2年度予算を読み解く！

　2月20日から3月23日までの33日間、令和2年第1回津市議会定例会が開催され、承
認3件、報告8件、条例の制定1件、条例の一部改正8件、令和元年度補正予算13件、令
和2年度当初予算15件、人事案件5件、議員提出議案1件、その他2件の56件の議案が審
議されました。その結果、報告8件を除いた48件は、全て承認・可決されました。
　令和2年度一般会計予算は、前年度より約50億円減額され、1,096億6,137万3千円
となりました。その減額分の多くは普通建設事業費でありました。
　今定例会では、5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件について質問を致しました。（次項参照）

　議会の開会前より新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大防止等に地域行政とし
て取り組んできました。議会開会中の2月27日に突如として政府から発表された小中学校、
義務教育学校及び特別支援学校等の一斉休校の報道により、自治体は対応に追われました。
事前の情報もなく、また時間的猶予がないということもあり、津市においては休校への対
応に少し時間が必要と判断し、3月2日午後からの一斉休校の対応となりました。
　今回の様々な判断の中で、政府方針から県の判断、そして市町村での判断と基礎自治体
により判断する内容に違いが生じていました。そこで改めて強く感じたことは、判断が正
しいとか正しくないとかということだけでなく、何故その判断に至ったのかということを
市民の皆さんに対してはっきりとした説明を行う責任が行政にはあるということです。
それによって市民不安の解消にも繋がると考えています。今後も情報発信を的確に行う
よう行政に要請して参ります。
　この後援会ニュースが皆様のお手元に届くころには、少しでも新型コロナウイルスの感
染拡大が収束方向に向かっていることをお祈りします。
　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。

今後とも皆様から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。

令和2年第1回定例会を終えて一言

　令和2年第1回津市議会定例会は3月開催であるため、一番重要となるのが次年度の予算

案の審議です。私が議員となった平成30年度や令和元年度の予算は1,100億円を越える

予算規模でしたが、令和2年度の当初予算は1,096億円と、1,100億円を切りました。

平成の大合併後の津市では、サオリーナ・斎場・最終処分場などの大型事業を多く手掛け

てきましたが、昨年から進めている久居アルスプラザ(6月オープン)の整備をもって大型

事業が完結を迎えることが予算減少の大きな要因であります。一方で、令和2年度予算で

は、2021年に開催予定の三重とこわか国体・三重とこわか大会に向けた施設整備やリハ

ーサル大会等の準備予算が計上されています。46年ぶりの国体開催ですので、本大会を

成功させるためにもしっかりとした準備進めていただく必要があります。

　しかしながら市民の皆様にとっては、やはり日常生活におけるサービス向上が一番身近

で重要な課題です。コミュニティバスにおける路線の再編や老朽化する公共施設の維持改

修といった、様々な課題がありますので、引き続き市民の皆様の声をしっかりと行政に届

けて参ります。

※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。



① 議案第8号　津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する
　 条例の一部の改正について

② 議案第24号　令和2年度津市一般会計予算歳出　総務費　
　 防災対策事業水防対策支援サービス委託事業について

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 一般質問で登壇] 

ウェザーニュースの情報を
活用し警戒レベル等の発令
に役立てる

議案質疑を行う

「従うべき基準」から「参酌すべき基準」への基準緩和に対する津市の考えは？

津市においては児童の安全や育成支援の質の確保が重要であると考え、運営者の皆様とともにすべて
のクラブに支援員を配置する体制を整えて参りました。今後もこの体制を維持することが基本と考え
ており、安易に基準緩和する考えはありません。

第 13 号 （3）

Q1

Q A

A

放課後児童クラブ運営の「質」の維持への取組みを

クラブ支援員のより一層の質向上を図るため、市主催の行政研修の内容等を充実させるとともに、県
主催の資質向上研修の実施についても引き続き県に要望して参ります。

Q2
A

Q1
A

行政の適切なタイミングでの避難勧告等の発令とは？

これまで津地方気象台や三重河川国道事務所などの関係機関から
ホットラインなどによって提供される情報から総合的に判断してき
ました。今後は当該事業を導入し、従来の情報に加えて本市に特化
した情報を入手・活用して、より適切なタイミングで避難勧告等の
発令が行えるよう取り組んで参ります。

Q2
A

民間気象情報会社活用による効果は？ 

詳細な気象データや適切な情報発信のための職員の負担を軽減でき、
適正な職員配置が行えることによる職員の疲労感軽減や、災害対応
が長期化する場合でもきめ細やかな職員配備の体制が整えられるこ
とによる職員の時間外勤務の抑制にも繋がるものと考えます。

Q3
A

③  防犯カメラ設置補助事業について

映像音声など視聴覚的情報が豊富なデジタル教科書を活用
することで、生徒により分かりやすい授業が行える

今回の予算での補助対象の範囲は？

今回の設置補助事業では、対象団体は、自治会、自治会連合会及び地域主体の防犯団体になります。
補助対象経費は、機器の購入費、設置工事費であり、補助率は1／2、補助上限金額は1台あたり15
万円となります。

防犯カメラパイロット事業での成果も踏まえた津市独自のガイドラインの作成は？

三重県がH27年にガイドラインを作成しました。それを参考にパイロット事業での成果も踏まえて、
津市独自の防犯カメラ設置及び運用基準と手引きを作成しているところです。

Q1
A

⑤ 初等教育施策について

小学校高学年における教科担任制の導入に向けた考えは？

中央教育審議会の初等中等教育分科会において、令和4年度を目途に小学校高学年からの教科担任制
を導入すべきであるとの考えが示されました。津市としては校長会などで教科担任制についての発信
を行っており、来年度実施を検討している学校もある状況です。

Q1
A

Q2
A

Q2
A

④ 交流人口拡大に向けた観光振興施策について

映画「浅田家！」とのタイアップシティプロモーションとは？

映画「浅田家！」は、津市出身の写真家浅田政志さんの半生と彼の写真集を原案として制作された映
画であり、令和2年10月2日から全国東宝系で公開されます。この映画で浅田政志さん役を嵐の二宮
和也さんが演じることでも話題となっています。また、三重県津市が実名で登場します。公開前の取
組みとして、タイアップポスターや津市PRステッカーを制作する予定です。公開後はロケ地マップ
を市内各所に配布するとともに、ホームページからもダウンロードができるようにして、観光誘客に
つながるよう取組んで参ります。

Q1
A

Q2
A

交流人口拡大に向けて契機を的確に捉えた観光振興施策を

令和2年度は映画「浅田家！」の公開や三重とこわか国体のリハーサル大会、そして令和3年度は三
重とこわか国体・三重とこわか大会が行われます。津市を訪れる方が増える、この絶好の機会を逃す
ことなく観光PRを進め、交流人口拡大に向けて取り組みを進めて参ります。

水防対策支援サービス委託事業の内容は？

6月から11月の出水期において、民間気象情報会社から様々な気象データやデータから判定した災
害予測や危険度予測などの情報提供を受け、本市における台風接近
時などの災害対応業務に活用するものです。

2020年度におけるデジタル教科書の導入拡大は？

昨年度までの取組み結果を踏まえ、
小学校においては、2020年度か
らの新学習指導要領の開始に伴い、
小学校全校で、国語と英語のデジ
タル教科書を導入します。また、
中学校においては、新学習指導要
領の開始が2021年度であるため、
次年度での導入を検討して参ります。

　今回の第1回定例会では、3月3日（火）に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
の要旨を掲載します。詳細の議事録については、「津市議会ホー
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・録画映像の配信中です。

第 13 号 （2）
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〇防犯カメラ設置補助事業（設置希望自治会及び団体への補助金） 300万円

令和2年度一般会計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、新年度予算等について問う！

次回定例会の日程（予定）
6月08日（月）
6月15日（月）～16日（火）
6月17日（水）～18日（木）
6月22日（月）～25日（木）
7月02日（木）

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・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 13 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2年度予算を読み解く！

　2月20日から3月23日までの33日間、令和2年第1回津市議会定例会が開催され、承
認3件、報告8件、条例の制定1件、条例の一部改正8件、令和元年度補正予算13件、令
和2年度当初予算15件、人事案件5件、議員提出議案1件、その他2件の56件の議案が審
議されました。その結果、報告8件を除いた48件は、全て承認・可決されました。
　令和2年度一般会計予算は、前年度より約50億円減額され、1,096億6,137万3千円
となりました。その減額分の多くは普通建設事業費でありました。
　今定例会では、5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件について質問を致しました。（次項参照）

　議会の開会前より新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大防止等に地域行政とし
て取り組んできました。議会開会中の2月27日に突如として政府から発表された小中学校、
義務教育学校及び特別支援学校等の一斉休校の報道により、自治体は対応に追われました。
事前の情報もなく、また時間的猶予がないということもあり、津市においては休校への対
応に少し時間が必要と判断し、3月2日午後からの一斉休校の対応となりました。
　今回の様々な判断の中で、政府方針から県の判断、そして市町村での判断と基礎自治体
により判断する内容に違いが生じていました。そこで改めて強く感じたことは、判断が正
しいとか正しくないとかということだけでなく、何故その判断に至ったのかということを
市民の皆さんに対してはっきりとした説明を行う責任が行政にはあるということです。
それによって市民不安の解消にも繋がると考えています。今後も情報発信を的確に行う
よう行政に要請して参ります。
　この後援会ニュースが皆様のお手元に届くころには、少しでも新型コロナウイルスの感
染拡大が収束方向に向かっていることをお祈りします。
　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。

今後とも皆様から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。

令和2年第1回定例会を終えて一言

　令和2年第1回津市議会定例会は3月開催であるため、一番重要となるのが次年度の予算

案の審議です。私が議員となった平成30年度や令和元年度の予算は1,100億円を越える

予算規模でしたが、令和2年度の当初予算は1,096億円と、1,100億円を切りました。

平成の大合併後の津市では、サオリーナ・斎場・最終処分場などの大型事業を多く手掛け

てきましたが、昨年から進めている久居アルスプラザ(6月オープン)の整備をもって大型

事業が完結を迎えることが予算減少の大きな要因であります。一方で、令和2年度予算で

は、2021年に開催予定の三重とこわか国体・三重とこわか大会に向けた施設整備やリハ

ーサル大会等の準備予算が計上されています。46年ぶりの国体開催ですので、本大会を

成功させるためにもしっかりとした準備進めていただく必要があります。

　しかしながら市民の皆様にとっては、やはり日常生活におけるサービス向上が一番身近

で重要な課題です。コミュニティバスにおける路線の再編や老朽化する公共施設の維持改

修といった、様々な課題がありますので、引き続き市民の皆様の声をしっかりと行政に届

けて参ります。

※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。


