
（１） 

〇工事請負契約（津興橋大規模更新事業橋築造等工事費） 8億517万8千円
〇財産の購入について（小学校タブレット端末14,493台購入費） 7億939万円
〇財産の購入について（中学校タブレット端末6,734台購入費） 2億5,333万円
〇予防衛生事業（65歳以上インフルエンザ予防接種無償化費） 1億200万円
〇大規模災害避難対策事業（避難所の感染防止関連物品等の購入費） 4,382万8千円
〇公有財産管理事業（赤外線サーモグラフィーカメラ等の購入費） 1,324万4千円
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個人一般質問で登壇し、新型コロナウイルス対策について問う！ 

次回定例会の日程（予定）
11月30日（月）
12月 7日（月）～10日（木）

12月14日（月）～17日（木）
12月23日（水）

・・・・・・・・・・・・・開会日（議案上程他）

・・・・・・会派代表質問及び個人質問
・・・・・・・・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。

（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。

☆季節性インフルエンザ予防接種の65歳以上無償化について！

　8月31日から10月1日までの32日間、令和2年第3回津市議会定例会が開催され、承
認1件、報告14件、条例の一部改正4件、令和2年度補正予算2件、議員提出議案1件、
認定15件、請願4件、人事案件11件、その他7件、意見書2件の61件が審議され、その
結果、61件のうち47件は、全て承認・可決・同意・採択・異議なしとされました。（14
件は報告のみ）
　令和2年度の一般会計予算額は、1,446億3,380万6千円となりました。
　今定例会に提出された請願4件は、教育関係団体から毎年提出の「義務教育費国庫負担
制度の充実を求める」「教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める」「子
どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める」「防災対策の充実
を求める」の請願書がそれぞれ採択となり、津市議会として関係機関へ提出されることに
なりました。
　今定例会では、6度目となる個人一般質問として登壇し、質問時間が30分に短縮された
中で、議案質疑1件、市政一般3件の計4件について質問を致しました。（次項参照）

　新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大から早くも約半年が経過しました。この
間、感染拡大防止と社会経済活動の両立という難しい中で、地域行政も取り組んできまし
た。
　また、新型コロナウイルス感染症へ対応するため、国から地方創生臨時交付金が地方へ
分配され、津市には約28億円余りが配分されました。今定例会においてこの予算を活用
した補正予算が組み込まれ可決されました。新しい生活様式の中で、市民の皆様が困って
いることや安心して生活できるようなことに予算が使われるよう議論させていただきまし
た。新型コロナウイルス感染症と共存していく日常の中で、少しでも暮らしやすい環境に
できるよう取り組んで参ります。
　市民の皆様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。

令和2年第3回定例会を終えて一言

  令和2年第3回定例会において、議会最終日の10月1日に追加議案として津市一般会計

補正予算（第8号）が上程され可決しました。補正予算の内容ですが、65歳以上の方につ

いて、季節性インフルエンザの予防接種費用が例年1,200円の自己負担で接種いただいて

おりましたが、今年度に限り無償化するという内容が盛り込まれました。実は当初、今定

例会における議案の補正予算にはこの内容が盛り込まれておりませんでした。私としては、

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの症状が似ていることで、特に新型コ

ロナウイルスの感染という判断が遅れることは、重症化のリスクがあがり問題であると感

じておりましたので、季節性インフルエンザワクチンを接種いただくことで発熱等の際の

判断が早まることを考え、自己負担のないワクチン接種の実現を執行部へ要望してまいり

ました。議会開会当初は、無償化は難しいという執行部の回答でしたが、9月11日に厚生

労働省が65歳以上の方の季節性インフルエンザワクチン予防接種について、10月からの

早期接種を呼びかけたこともあり、今回最終日の追加議案で予算化され、実現できたこと

はよかったと思っております。65歳以上の皆様は、10月1日から無料接種が開始されま

した。かかりつけ医等で接種をお願いします。

※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83号　令和2年度津市一般会計補正予算（第7号）から
　  公共施設ネットワーク・リモート環境整備事業について

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

[吉田議員 一般質問で登壇] 

議案質疑に対して答弁する
前葉市長

議案質疑を行う

環境整備の概要と整備による具体的な活用方法は？

今回の整備ではWEB会議で使用する専用のノートパソコンを23台
購入し、庁内とは別の外部と繋ぐインターネット環境を合計16施
設に整備するものです。またネット環境がない場所でも会議等が
行えるように試験的にモバイルルーターも3台導入します。

第 15 号 （3） 

Q1

Q A

A

WEB会議やサテライトオフィスなどの積極的な活用を

WEB会議の広がりを考えると今後はWEB会議のほか、サテライト
オフィスとしての利用など幅広い活用が見込まれるものであり、
WITHコロナ時代に対応した行政サービスの提供につながるものと
考えます。

Q2
A

③  津駅周辺道路空間検討会について

道路法の一部の改正による津駅前の利点は？

本年5月20日に改正されました道路法及び関連法（道路特
措法、財特法）の改正ポイントによると、「民間と連携した
新たな交通結節点づくりの推進」では、バス、タクシー、ト
ラック等の事業者専用の停留所が道路附属物として法的に位
置づけられ、当該施設の運営をコンセッション（公共施設等
運営権）制度を活用できるようになります。「地域を豊かに
する歩行者中心の道路空間の構築」では、賑わいある道路空
間を構築する為の道路の指定制度が創設され、路肩や歩道の
空間活用が可能となります。

今後のスケジュールは？

交通事業者、経済界、地域団体などからヒアリングを通じて
津駅周辺の道路空間に関わる課題整理等を行い、年度内を目
途に方向性を取りまとめる予定です。

Q1
A

Q2
A

図書館書籍消毒機の導入について設置場所と利用者の考えは？

書籍消毒機については津市の図書館全館（9図書館、2図書室）の計11か所へ導入します。設置場
所については、各図書館の貸し出しカウンターや出入り口付近への設置を考えております。利用者に
ついては、本を閲覧するときや借りるときに利用者自ら書籍消毒機を使用していただき、図書館の本
を安心してご利用いただきたいと考えております。

利用促進に向けた考えは？

図書館内にポスター掲示や図書館のホームページへの掲載に取り組むとともに、本の貸し出し時にご
案内をしてまいります。

Q3
A

Q4
A

④ 修学旅行支援事業ついて

キャンセル等が発生した場合のキャンセル料等の支援の考えは？

キャンセルなどが発生した場合の支援については、教育委員会と小・中・義務教育学校とが最大限の
リスク回避に努めてまいりますが、それでもやむを得ず中止により、キャンセル料が発生する場合は
保護者負担が軽減されるよう、関係部局と調整してまいります。

Q1
A

Q2
A

キャンセルとなった場合の修学旅行という学びの機会の確保の考えは？

学校と教育委員会が連携して、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、各校の旅行計画の実
状に合わせ、実施時期の延期や行先変更等を検討し、修学旅行が実施できるように準備を進めてまい
りました。その中で、急きょキャンセルをせざるを得ない状況になった場合でも、学校と教育委員会
が連携して再度の延期や行先変更などを検討して、学びの機会確保の為、可能な限り実施できるよう
努めたいと考えております。

② WITHコロナにおける新しい生活様式への環境整備について

赤外線サーモグラフィーカメラの購入について具体的な活用方法は？

不特定多数の方がご利用されるサオリーナなどのスポーツ施設や津リージョンプラザなどの文化施設
などに計11台の赤外線サーモグラフィーカメラを設置し、これらの施設で行う大会やイベント等に
おいて、ご来場者の入場の際にスムーズな検温ができる体制を整備します。

Q1
A

Q2
A

カメラの選定における仕様についての検討は？

スクリーニング機能が優れた赤外線サーモグラフィーカメラを導入して、多くの来場者が見込まれる
イベントにおいても短時間で効率的かつ効果的に検温を行うことができるため、検温待ちなどによる
密接や密集を回避するといった利点を考慮しました。

　今回の第3回定例会は、9月9日（水）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。

法改正により津駅前における
路肩や歩道の活用が可能に

特例区域 

インターネットを使った映像配信サービスをご確認ください。
録画映像を配信中で、吉田議員が議案質疑を行う様子は
YouTube（ユーチューブ）でご覧いただけます。
（吉田＿津市議会　で検索）

第 15 号 （2） 
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所については、各図書館の貸し出しカウンターや出入り口付近への設置を考えております。利用者に
ついては、本を閲覧するときや借りるときに利用者自ら書籍消毒機を使用していただき、図書館の本
を安心してご利用いただきたいと考えております。

利用促進に向けた考えは？

図書館内にポスター掲示や図書館のホームページへの掲載に取り組むとともに、本の貸し出し時にご
案内をしてまいります。

Q3
A

Q4
A

④ 修学旅行支援事業ついて

キャンセル等が発生した場合のキャンセル料等の支援の考えは？

キャンセルなどが発生した場合の支援については、教育委員会と小・中・義務教育学校とが最大限の
リスク回避に努めてまいりますが、それでもやむを得ず中止により、キャンセル料が発生する場合は
保護者負担が軽減されるよう、関係部局と調整してまいります。

Q1
A

Q2
A

キャンセルとなった場合の修学旅行という学びの機会の確保の考えは？
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密接や密集を回避するといった利点を考慮しました。
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YouTube（ユーチューブ）でご覧いただけます。
（吉田＿津市議会　で検索）
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パナソニックライフ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

市政へのご意見・ご要望は吉田博康へ

第 15 号 第 15 号 

個人一般質問で登壇し、新型コロナウイルス対策について問う！ 

次回定例会の日程（予定）
11月30日（月）
12月 7日（月）～10日（木）

12月14日（月）～17日（木）
12月23日（水）

・・・・・・・・・・・・・開会日（議案上程他）

・・・・・・会派代表質問及び個人質問
・・・・・・・・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。

（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。

☆季節性インフルエンザ予防接種の65歳以上無償化について！

　8月31日から10月1日までの32日間、令和2年第3回津市議会定例会が開催され、承
認1件、報告14件、条例の一部改正4件、令和2年度補正予算2件、議員提出議案1件、
認定15件、請願4件、人事案件11件、その他7件、意見書2件の61件が審議され、その
結果、61件のうち47件は、全て承認・可決・同意・採択・異議なしとされました。（14
件は報告のみ）
　令和2年度の一般会計予算額は、1,446億3,380万6千円となりました。
　今定例会に提出された請願4件は、教育関係団体から毎年提出の「義務教育費国庫負担
制度の充実を求める」「教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める」「子
どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める」「防災対策の充実
を求める」の請願書がそれぞれ採択となり、津市議会として関係機関へ提出されることに
なりました。
　今定例会では、6度目となる個人一般質問として登壇し、質問時間が30分に短縮された
中で、議案質疑1件、市政一般3件の計4件について質問を致しました。（次項参照）

　新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大から早くも約半年が経過しました。この
間、感染拡大防止と社会経済活動の両立という難しい中で、地域行政も取り組んできまし
た。
　また、新型コロナウイルス感染症へ対応するため、国から地方創生臨時交付金が地方へ
分配され、津市には約28億円余りが配分されました。今定例会においてこの予算を活用
した補正予算が組み込まれ可決されました。新しい生活様式の中で、市民の皆様が困って
いることや安心して生活できるようなことに予算が使われるよう議論させていただきまし
た。新型コロナウイルス感染症と共存していく日常の中で、少しでも暮らしやすい環境に
できるよう取り組んで参ります。
　市民の皆様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。

令和2年第3回定例会を終えて一言

  令和2年第3回定例会において、議会最終日の10月1日に追加議案として津市一般会計

補正予算（第8号）が上程され可決しました。補正予算の内容ですが、65歳以上の方につ

いて、季節性インフルエンザの予防接種費用が例年1,200円の自己負担で接種いただいて

おりましたが、今年度に限り無償化するという内容が盛り込まれました。実は当初、今定

例会における議案の補正予算にはこの内容が盛り込まれておりませんでした。私としては、

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの症状が似ていることで、特に新型コ

ロナウイルスの感染という判断が遅れることは、重症化のリスクがあがり問題であると感

じておりましたので、季節性インフルエンザワクチンを接種いただくことで発熱等の際の

判断が早まることを考え、自己負担のないワクチン接種の実現を執行部へ要望してまいり

ました。議会開会当初は、無償化は難しいという執行部の回答でしたが、9月11日に厚生

労働省が65歳以上の方の季節性インフルエンザワクチン予防接種について、10月からの

早期接種を呼びかけたこともあり、今回最終日の追加議案で予算化され、実現できたこと

はよかったと思っております。65歳以上の皆様は、10月1日から無料接種が開始されま

した。かかりつけ医等で接種をお願いします。

※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。


