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2期目の議員活動がスタートしました！ 

次回定例会の日程（予定）
5月30日（月）

6月 6日（月）～ 9日（木）

6月13日（月）～16日（木）

6月23日（木）

・・・・・・・・・・・・・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。
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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4年度一般会計予算を解説

　4月とはいえ、初夏を思わせるような陽気が続くこのごろ、お元気でお過ごしでしょうか？
1月に施行の津市議会議員選挙におきまして、多くの皆さまからご支援をいただき2期目の当
選をさせていただきました。改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。改選でこ
れまで所属しておりました津市議会会派「県都クラブ」を発展的解散とし、新たな会派「津
みらい」を8名で結成、若輩者ながら会派代表に就任させていただきました。3月3日から
29日までの27日間、令和4年第1回津市議会定例会が開催され、以下の通りとなりました。
　　　■条例の一部改正など13件（可決）、■令和4年度予算15件（可決）、
　　　■令和3年度補正予算12件（可決）、人事案件28件、その他3件の合計71件が
　　　　審議され、可決・同意・異議なしとされました。
　　　■議員提出議案として決議1件を可決しました。
　今定例会では、会派「津みらい」として初めての会派代表質問で登壇しました。（次項参照）

令和4年第1回定例会を終えて一言

　令和4年度一般会計予算については、昨年度当初予算とほぼ同額の1105億4千万円で市長は夢を語
り、挑む都市づくり予算とされました。
　大きく分けて3つ「対コロナ戦略」「インフラ整備推進戦略」「未来の都市づくり戦略」があります。
　注目は、「対コロナ戦略」の中で議会質問でも取り上げましたが、プレミアム付デジタル商品券事業
は昨年度も発行を強く要望してきたことですので、やっと攻めの政策として事業者支援策を提案いた
だいたことを評価したいと思います。また、「インフラ整備推進戦略」からは、津興橋大規模更新事業、
大谷踏切の拡幅及び近鉄架道橋改築工事等、香良洲高台防災公園整備事業、雨水対策事業（半田川田
排水区、藤方第二排水区雨水幹線築造、緊急自然災害防止対策事業債等を活用した浸水被害軽減の改
修工事費等）など多く工事案件があります。さらに津駅西口混雑解消に向けて機能強化に向けた調査
が開始されます。「未来の都市づくり戦略」としては自治体DX推進事業がスタートします。自治体事
務の業務効率化やデジタル化に向けては、加速して進めていただけるよう要望してまいります。

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 
 

　改選後の初となる定例会で、会派代表質問として登壇し議案質疑1件、市政一般質問を
3件させていただきました。議案質疑においては、昨年から再発行を要望していたプレミ
アム付商品券のデジタル版が発行されることとなりました。7月ごろに予定されておりま
すので、今後の市政だより等での販売日程確認をお願いいたします。新たな会派を結成し、
新たな仲間も加わりました。今後の津市議会の中でしっかりと政策提言ができる集団とな
れるように取り組んでまいります。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。
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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] 

GIGAスクール構想
タブレット端末一人一台がスタートし
1年が経過
更なる活用が望まれる

津市に先立ち四日市市では
プレミアム付デジタル商品券が
5月9日からスタートする
使い勝手に注目したい！

会派代表質問を行う
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Q1

Q A

A

① 【議案質疑】プレミアム付デジタル商品券発行事業について

「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」宣言の本市の考えは？

したいと考えているが、津市の地域全体で考えて、市民の皆様と心合わせをして令和4年度のできる
限り早い時期に「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明したいと考えている。

Q2
A

③【市政一般】防災・減災対策について

　今回の第1回定例会は、3月11日（金）に会派代表質問として下
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、吉田議員が議案質疑を行うようすをご覧
いただけます。（吉田 津市議会 YouTube で検索）

Q1
A

水防対策支援サービス委託事業の開始2年の効果は？

本市に特化した気象や今後の危険度予測などが入手できることでより適切なタイミングで避難情報の
発令が行えるようになり、職員配置においても負担軽減に繋がっている。

Q2
A

津市災害時受援計画策定後運用に向けた取り組み状況は？

令和2年度には新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念される状況下における津市災害対策図上
訓練で、人的支援やボランティアの受け入れ手順、物資の調達、物流に係る受援体制を取り入れた訓
練を行った。令和3年度の津市総合防災訓練においても、実災害を想定した実践的な訓練を行った。

Q3
A

災害廃棄物の処理について、本市の取り組み状況は？

本市では予測される災害に備え、現在リストアップしてある災害廃棄物の一時仮置場候補地の現地調
査を進めている。車両の出入り口が十分確保できるか、水道設備が整っているか、周辺の住宅地に粉
塵等の影響を及ぼす恐れがないかなど調べており、また一時仮置場として使用する際の場内配置や車
両動線などのレイアウトをあらかじめ作成し、万が一の場合に迅速に対応できるよう備えていく。

④【市政一般】令和4年度の教育行政について
Q1
A

小学校におけるプール授業の民間活用に至った経緯として施設の現状は？

プール施設は老朽化が進んでおり、特にろ過装置など劣化
が進んでおり今回の5校については修繕が不可と判断する
に至った。今後も多くのプールで老朽化が進んでいるので、
できる限り修繕等で対応し、今回の5校の民間委託の結果
も確認しながら、今後のプール授業を考えていく。

Q2

A

小中学校等での新型コロナ感染拡大時の対応について
・臨時休校、学級閉鎖の措置の判断基準は？

文部科学省が示している判断基準を参考に、同一学級内に
複数の感染者が発生した場合や発熱をした生徒児童が複数
いるなど、感染が広がっている可能性が高いと思われる場
合は、学校医や保健所と相談の上、学級閉鎖の判断をして
いる。学級閉鎖の期間は5日間程度としている。

Q3

A

GIGAスクール構想における令和4年度からの
ICTサポーターの人材とは？

システムエンジニアなどの専門的な業務を経験している人
材を会計年度職員として3名を採用する予定でいる。

津市プレミアム付デジタル商品券発行に至った経緯は？

長引くコロナ禍で事業者支援と家計支援が必要であると判断し予
算を認めていただけたら、令和4年度早々に実施したいと考える。
デジタル発行とさせていただくのは、前回の紙の方式では、市民
は、はがきで応募し郵便局に出向いて引き換えという手間があっ
た。また事業者は、紙の商品券を換金する必要があったが、今回
のデジタル商品券では、その手間もなくなる。
既存の決済システムを活用するとプレミアム分のポイントは市外
でも活用出来るが独自システムだと必ずその金額が必ず市内へ消
費されることになるため、今回は独自システムで行う。

Q1
A

② 【市政一般】市政方針からカーボンニュートラル脱炭素社会に向けた本市の取り組みについて

地域脱炭素推進事業とは？

再エネ設備量の市町村ランキングで全国3位であるということと、もう一つのポイントが森林である
と考えている。森林が二酸化炭素を吸収し、また木材を活用し脱炭素を進める大きなポテンシャルに
なるであろうと考えている。令和4年度は国、民間企業と意見交換を実施する。

Q2
A

参加事業者への周知方法は？

受託事業者に前回のプレミアム商品券の登録事業者数の1575を
上回ることを求めていく。ホームページ等でもしっかり発信して
いく。

Q3
A

開始時期と使用期限の設定は？

遅くとも7月初旬までには開始し、夏休み期間を中心に3か月程
度使えるようにして上半期で完了したい。

第 22 号 （2） 
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令和4年第1回定例会を終えて一言

　令和4年度一般会計予算については、昨年度当初予算とほぼ同額の1105億4千万円で市長は夢を語
り、挑む都市づくり予算とされました。
　大きく分けて3つ「対コロナ戦略」「インフラ整備推進戦略」「未来の都市づくり戦略」があります。
　注目は、「対コロナ戦略」の中で議会質問でも取り上げましたが、プレミアム付デジタル商品券事業
は昨年度も発行を強く要望してきたことですので、やっと攻めの政策として事業者支援策を提案いた
だいたことを評価したいと思います。また、「インフラ整備推進戦略」からは、津興橋大規模更新事業、
大谷踏切の拡幅及び近鉄架道橋改築工事等、香良洲高台防災公園整備事業、雨水対策事業（半田川田
排水区、藤方第二排水区雨水幹線築造、緊急自然災害防止対策事業債等を活用した浸水被害軽減の改
修工事費等）など多く工事案件があります。さらに津駅西口混雑解消に向けて機能強化に向けた調査
が開始されます。「未来の都市づくり戦略」としては自治体DX推進事業がスタートします。自治体事
務の業務効率化やデジタル化に向けては、加速して進めていただけるよう要望してまいります。

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/ 
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　改選後の初となる定例会で、会派代表質問として登壇し議案質疑1件、市政一般質問を
3件させていただきました。議案質疑においては、昨年から再発行を要望していたプレミ
アム付商品券のデジタル版が発行されることとなりました。7月ごろに予定されておりま
すので、今後の市政だより等での販売日程確認をお願いいたします。新たな会派を結成し、
新たな仲間も加わりました。今後の津市議会の中でしっかりと政策提言ができる集団とな
れるように取り組んでまいります。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。
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