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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について問う！ 

次回定例会の日程（予定）
11月29日（月）

12月 6日（月）～ 9日（木）

12月13日（月）～16日（木）

12月22日（水）

・・・・・・・・・・・・・開会日（議案上程ほか）

・・・・・会派代表・個人質問

・・・・・・・・・ 各常任委員会

・・・・・・・・・・・・・・・・・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。

※日程は変更される場合もあります。

第 20 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。

笑顔あふれる未来の津市づくりに向けて
2期目にチャレンジすることを決意しました！

　8月27日から10月20日までの55日間、令和3年第3回津市議会定例会が開催され、以下
の通りとなりました。
　　　■承認3件、■報告9件、■条例の制定2件、■条例の一部改正2件
　　　■令和3年度補正予算5件、■令和2年度決算15件
　　　◇請願4件、人事案件9件、意見書1件、その他4件の合計54件が審議され
　　　　報告9件を除く45件は、承認・可決・認定・採択・異議なしとされました。
　　　■議員辞職勧告決議5件の内、1件は賛成多数で可決、4件は賛成少数で否決となりま
　　　　した。
　今定例会では、市政一般3件について質問をしました。（次項参照）

令和3年第3回定例会を終えて一言

　新しくリーフレットを作成いたしました。
津よい（強い）まち、津ながる（繋がる）まち、津どう（集う）まちの3つの津を掲げて津市
の未来を創っていきたいと思います。その中でも特に下記項目について重点的に取り組みます。

①いつ起こるかわからない南海トラフ地震に備えた防災・減災対策
　災害発生時の支援への懸念
　巨大地震などに備え、自助・共助で支えあえる地域づくりと公助で地域を守り抜く力の地域
防災力向上に努めます。

②安心して子育てできる地域福祉政策
　年度途中の保育園・子ども園の待機児童問題
　生まれてくる子ども達を安心して預ける場所を確保できない状況では、妊娠・出産に不安に
なってしまいます。安心して出産し子育てできるよう更なる保育園・子ども園の充実に向け
て、待機児童が多い地域の解消に向けた施策を提案してまいります。

市政へのご意見・ご要望は吉田博康へ

オフィシャルＷｅｂサイト・ＳＮＳにて
活動情報発信しています。
ＱＲコードを読み取りアクセスください。

URL ： 
ｈｔｔps://yoshida-hiroyasu.com/ 
 

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 三重県津市藤方1668番地
パナソニックライフソリューションズ労働組合津支部内
TEL：059-228-9129　FAX：059-228-1613
E-mail：yoshida.world@jp.panasonic.com

吉田ひろやす後援会 

Official　 
Webサイト 
 

　新型コロナウイルス（COVID-19）ワクチンの対象年齢の方への接種が進む中、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。また開会直前には、三重とこわか国体・三重とこわか大会の中止も決定し、行政
は対応に追われる中での開会となりました。本議会では、一般質問で登壇させていただき
ました。昨年から特別委員会を立ち上げて調査を進めてきた元自治会長と行政の不適切な
関係について、百条委員会として最終報告書をまとめさせていただきました。
　また10月13日には、津市として元自治会長に関係のあった職員64名の懲戒処分を含
む155名の処分を発表しました。多くの職員が処分されたことを受けて、盆野副市長は事
務方のトップとして、12日辞表を提出し、本年12月31日付けで副市長を辞職されます。
　新型コロナウイルスの感染状況は少し落ち着いておりますが、今後も感染状況についは
先行き不透明な状況です。津市では新型
コロナワクチン2回目接種を終えた人を
対象とした3回目接種を想定されており
ます。市民の皆さまが安心して暮らせる
ように、市から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。

現時点での3回目のワクチン接種のイメージ



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] 

2学期開始時は、緊急事態宣言中で午後は
自宅などでのオンライン学習を実施

地域要望により停留所が新設された箇所

一般質問を行う
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Q1

Q A

A

Q2
A

Q3
A

ルート評価の考え方は？

今年度は新型コロナウイルス感染症という特殊な状況ではありますが、新ルートの利用状況を確認し、
ルートやダイヤなどの見直しが必要な場合は、津市地域公共交通活性化協議会にお示ししたのちルー
トなどの変更を行ってまいります。

Q4
A

①  【市政一般】コミュニティバスについて

②  【市政一般】コロナ感染者の急激な増加による消防への影響について

一般の救急搬送への影響は？

変異株の急激な増加により救急搬送への影響が懸念されますが、本市においては、感染者数は増加し
ているものの、現時点では長時間に及ぶ事案が少ないことで、一般救急への影響は少ない状況です。

コロナ患者（疑い含む）の搬送状況は？

8月からの新型コロナ搬送の状況では、市外への長距離搬送が増えていることで病院までの搬送時間
が長くなっているというのが現状です。

Q1
A

Q2
A

更なる感染者の増加による今後の課題は？

自宅療養者からの救急要請が増加する恐れがあります。医療がひっ迫している中、収容先の決定に時
間を要することや市外への長距離搬送により一般救急への影響が懸念されます。そういったことから
今年度は高規格救急車を1台増強しました。今後も関係機関と連携し、万全の救急体制を確保してい
きます。

Q3
A

③  【市政一般】教育委員会におけるコロナの感染状況に左右されない学習準備について

Q2
A

　今回の第3回定例会は、9月7日（火）に一般質問として下記の質
問を行いました。なお、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）

新ルートがスタートして市民の反応は？

1つの例ですが、片田から久居への新ルートでは、今まで行くことができなかった三重中央医療セン
ターや久居インターガーデンへ行けるようになり、ありがたいというお声をいただいています。

Q1
A

学校内での感染拡大を防ぐ検温等のチェック体制の強化は？

文部科学省が示す衛生管理マニュアルに基づき行っております。健康観察カードで健康状態の把握を
しておりましたが、それに加えて同居家族の健康状態の確認欄を設けました。また、登校時の児童生
徒の健康状態の確認を実施しています。

タブレットパソコン活用に向けた研修状況は？

夏季休業期間を中心にICT活用指導力向上研修会を実
施しています。教科別・目的別・OS別講座の計20
講座を実施しているところです。参加者からは特に
タブレットの動画機能を効果的に使っていきたいと
いう声など様々な意見や感想をいただいております。
これらの研修を授業の実践にしっかりと役立ててい
きたいと思っております。

Q3
A

学年別でのオンライン学習の工夫は？

この度、緊急事態宣言中ということで9月2日から順
次家庭学習を行っております。例えば、小学校低学
年については、授業支援クラウドを活用して、児童
から提出された課題に対して、教員が添削を行って
返却するなど端末を使ったやり取りをするとともに、
教科書やドリルなど紙媒体もうまく活用してオンラ
イン学習を行っております。

ルートに対する課題への対応は？

停留所に対するご意見を8件（8カ所）いただいてお
り、もっと近い場所に欲しいとか、場所を変えて欲
しいなど要望もいただき、警察などとも協議を行い、
新設2件、変更2件対応を行いました。

コロナ禍の乗客数の現状は？

昨年度の令和2年度が令和元年と比べて2割減で、今
年度は年度当初から新型コロナウイルスの感染状況
もあり、4月から7月までを令和元年と比較しますと
4割減となっております。
今後の状況にもよりますが、昨年度より落ち込むと
思われますが、この4か月間でも延べ2万人にご利用いただいておりますので、移動手段の確保とい
うことで機能を果たしていると思っています。

第 20 号 （2） 
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　新型コロナウイルス（COVID-19）ワクチンの対象年齢の方への接種が進む中、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。また開会直前には、三重とこわか国体・三重とこわか大会の中止も決定し、行政
は対応に追われる中での開会となりました。本議会では、一般質問で登壇させていただき
ました。昨年から特別委員会を立ち上げて調査を進めてきた元自治会長と行政の不適切な
関係について、百条委員会として最終報告書をまとめさせていただきました。
　また10月13日には、津市として元自治会長に関係のあった職員64名の懲戒処分を含
む155名の処分を発表しました。多くの職員が処分されたことを受けて、盆野副市長は事
務方のトップとして、12日辞表を提出し、本年12月31日付けで副市長を辞職されます。
　新型コロナウイルスの感染状況は少し落ち着いておりますが、今後も感染状況についは
先行き不透明な状況です。津市では新型
コロナワクチン2回目接種を終えた人を
対象とした3回目接種を想定されており
ます。市民の皆さまが安心して暮らせる
ように、市から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。

現時点での3回目のワクチン接種のイメージ


