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市政へのご意見・ご要望は吉田博康へ

2回目の会派代表質問で登壇し、64歳以下のワクチン接種の推進について問う！ 

次回定例会の日程（予定）
8月27日（金）
9月 3日（金）、 6日（月）
9月 7日（火）～ 8日（水）
10月 6日（水）～11日（月）
10月12日（火）～14日（木）
10月20日（水）

・・・・・・・・・・・開会日（議案上程ほか）
・・・会派代表・個人質問
・・・・・・・・・・・・個人質問
・・・・・・・ 各常任委員会
・・・・・ 決算特別委員会

・・・・・・・・・・・・・・・閉会日（表決ほか）

◆ 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。

※会期途中、三重とこわか国体・とこわか大会の開催による休会があり、議会日程が
　通常より長くなっております。また、日程は変更される場合もあります。

第 18 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。

☆WEBサイト開設のお知らせ

　6月4日から7月1日までの28日間、令和3年第2回津市議会定例会が開催され、以下の
通りとなりました。（30議案が審議されました。）
　　　■条例の一部改正8件（可決）
　　　■令和3年度補正予算2件（可決）
　　　■議員提出議案2件（可決）
　　　◇請願1件（不採択）、その他4件（可決）、報告13件　
　今定例会では、3月議会から連続しての会派代表質問で登壇し、市政一般5件について質
問をしました。（次項参照）

　新型コロナウイルス（COVID-19）の高齢者へのワクチン接種が進む中ではありますが、
国内では依然として、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出されている中での議会
となりました。
　本議会では、会派代表質問の中で一番目に登壇させていただきました。最初の質問では、
新型コロナウイルスワクチン接種の推進について、今後の65歳以上の高齢者の接種体制
と64歳以下の接種推進について、質問しました。これについては前葉市長に答弁いただき、
この議会上で初めて、64歳以下の今後の接種推進について方針が示されました。
（次項参照）
　今後もコロナ禍の状況が続き、先行き不透明な状況が続きますが、ワクチン接種が進み、
市民の皆さまが安心して暮らせるように、市が的確な情報発信を行うよう努めてまいりま
す。市民の皆さま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。今後とも皆さまの吉田ひろやすに対するさらなるご支援とご指
導を心よりお願い申し上げます。

令和3年第2回定例会を終えて一言

※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。

津市議会議員　吉田博康オフィシャルサイトを
8月初旬にオープン予定！
　【URL】https://yoshida-hiroyasu.com/

また、インスタグラム・フェイスブックを始めました。



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 会派代表質問で登壇] 

ワクチン接種が進んだ後には、
早急に地域経済支援策を

会派代表質問を行う

第 18 号 （3） 

Q1

Q A

A

当日キャンセルへの備えは？

昨日（6月13日）までに、30名のキャンセル対応での接種実績がありました。

Q2
A

64歳以下の接種券の発送と優先順位の考えは？

接種の優先順位については、6月4日に「60歳から64歳の優先」の文言が削除されたことから、津
市として、まず高齢者施設の従事者を6月18日から希望の受付を開始するとともに、多くの声をい
ただいているデイサービスやホームヘルパーなどの居宅介護サービスの方々も、津市独自として接種
体制が整うということであれば接種する、という判断をしました。16歳以上64歳以下の接種券につ
いては、7月上旬に順次発送を予定しています。

Q3
A

⑤  【市政一般】教育委員会におけるコロナ禍での取り組みについて

①  【市政一般】新型コロナワクチン接種の推進について

「津市GIGAスクール構想実現のための手引き」の活用に向けた取り組みは？

端末を活用できるよう、本年4月に作成しました。活用に向けて校内研修を進めています。今後は、
ICT指導力向上に向けて、教科別、目的別での20講座の研修を予定しています。

臨時休業や出席停止における児童生徒への学習の保障は？

津市GIGAスクール構想における臨時休業などを想定した学習モデルを作成し、すべての学校におい
て、臨時休業などを想定した備えを5月中に完了するよう取り組みました。具体的には、端末を使っ
た授業を児童生徒が単独で行うことができるよう進めてきています。

Q1
A

Q2
A

③  【市政一般】津市自治会問題に関わる職員処分について

処分について今後の進め方は？

処分については、諸般の事情を総合的に判断して行うこととし、関係した職員については、顛末書提
出と本人への聞き取りを行って、個人ごとの整理を行い、今後の処分については秋ごろを目処に進め
てまいります。

津市職員処分審査委員会設置について

会長については、従来事務分担の副市長ということで盆野副市長になっておりますので、今回の処分
審査委員会の任命を解除し、稗田副市長を充てることとします。また、その他委員につきましては、
今回の処分の対象とならない職員を任命します。

Q1
A

新たな技術や発想に若手職員の力をもっと活用すべきでは？

各課に情報化推進委員を配置して、研修などで情報リテラシー向上に努めています。また情報化推進
委員を通じて各課からの情報システムにかかわる相談に対応しています。そういった情報を通じて、
ニーズをとらえ、仕組みや新技術の検討を進めています。

Q3
A

Q2
A

④  【市政一般】地域経済支援策について

Q2
A

　今回の第2回定例会は、6月14日（月）に会派代表質問として下
記の質問を行いました。なお、質問数が多いため、とくに重点的
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
https://www.gikai.city.tsu.mie.jp/」をご参
照願います。
　また、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）で録画映像を配信
しており、吉田議員の議案質疑をご覧いただけます。
（吉田　津市議会  で検索）

今後の高齢者の接種体制について

高齢者の接種体制については、7月末への前倒し接種完了へ向けて、集団接種会場を増やし、三重中
央医療センターでの接種を始めます。

Q1
A

AI・RPA＊など新たなツールの利用状況と今後の方向性は？

具体的な取り組みで「基幹情報システム更新業務」において、特定こども子育て提供証明書などをAI-
OCRで判読して、RPAでシステムへ自動入力する仕組みを導入する検証を進めていますが、AIによ
る文字認識精度は100％ではないため、認識結果の手直しが必要となることもあります。このため、
今後もシステム連携による効果を十分に検証して導入を検討してまいります。

Q2
A

②  【市政一般】効率的自治体運営に向けたデジタル化の推進について

情報システムの標準化への移行準備と今後について

令和4年4月からの運用開始を目指して基幹情報システムの更新業務を行っており、今回のシステム
更新においては、パッケージシステムの標準機能に沿ってカスタマイズせずに更新を行うことで、デ
ータ形式の標準化を進めています。

Q1
A

津市飲食事業者等事業継続支援金の申請実績は？

6月11日現在の申請実績ですが、総数で222件、金額として2600万円となっております。内訳に
ついては、飲食事業者210件、その取引事業者が
10件、タクシー等運転事業者が2件となっております。

コロナの状況を踏まえた地域経済活性化策の考えは？

現在は新型コロナウイルス感染症の状況が見通せな
い中でありますので、今後の状況も確認しながら国
の補助金等も活用して地域経済支援策を考えてまい
ります。

＊AI（Artificial Intelligence）：人口知能
　RPA（Robotic Process Automation）：コンピュータ上で行われる定型業務や作業を人に代わり自動化する技術
　OCR（Optical Character Reader/Recognition）：印刷された文字をスキャナなどでデータとして取り込み、コンピュータで利用できる
　文字データに変換する技術

第 18 号 （2） 
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　本議会では、会派代表質問の中で一番目に登壇させていただきました。最初の質問では、
新型コロナウイルスワクチン接種の推進について、今後の65歳以上の高齢者の接種体制
と64歳以下の接種推進について、質問しました。これについては前葉市長に答弁いただき、
この議会上で初めて、64歳以下の今後の接種推進について方針が示されました。
（次項参照）
　今後もコロナ禍の状況が続き、先行き不透明な状況が続きますが、ワクチン接種が進み、
市民の皆さまが安心して暮らせるように、市が的確な情報発信を行うよう努めてまいりま
す。市民の皆さま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。今後とも皆さまの吉田ひろやすに対するさらなるご支援とご指
導を心よりお願い申し上げます。

令和3年第2回定例会を終えて一言

※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。

津市議会議員　吉田博康オフィシャルサイトを
8月初旬にオープン予定！
　【URL】https://yoshida-hiroyasu.com/

また、インスタグラム・フェイスブックを始めました。


