
（１） 

〇新型コロナウイルス感染症対策事業
　（オミクロン株に対応したワクチン接種体制の確保及び接種事業） 8億7,561万円
〇原油価格・物価高騰等に対する事業者支援（肥料価格高騰農業者支援事業） 3，703万円
〇原油価格・物価高騰等に対する事業者支援
　（障がい福祉・介護保険サービス等事業者原油価格高騰対策継続支援事業） 1，727万円
〇一志給食センター空調設備設置事業（調理室への空調設備の設置） 2,265万円
〇自治体オンライン手続推進事業（行政手続をオンライン化するための
　　　　　　　　　　　　　申請管理システムの構築、既存システムの改修等） 7,305万円

令和4年第3回定例会での議案の主な内容と予算額 

津市議会議員 

吉田ひろやす 吉田ひろやす 
あなたの声を未来につなぐ 

発行・編集：吉田博康後援会 令和4年10月発行 

当選後2回目の一般質問で登壇！ 

次回定例会の日程（予定）
11月28日（月）

12月 5日（月）～ 8日（木）

12月12日（月）～15日（木）

12月22日（木）

・・・・・・・・・・・・・・開会日（議案上程ほか）

・・・会派代表・個人一般質問

・・・・・・・・・・・ 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 で
本会議の録画放送
（後日）は、これまで
通り行っております。

コロナ禍で中止してきたさまざまな行事が
　　　　　　　　　　　今年度は開催されています！

　秋晴れの陽気が心地よい季節となりました、お元気でお過ごしでしょうか？新型コロナウ
イルス感染症の感染者数が増減を繰り返し、コロナ禍の疲れもあることと思います。2期目
当選から約半年が経過しました。8月29日から9月29日までの32日間、令和4年第3回津市
議会定例会が開催され、議決結果は以下の通りとなりました。
　今定例会では、一般質問で登壇しました。（次項参照）
　　　■承認1件、報告11件、条例の一部改正3件、令和4年度補正予算6件、令和3年度決
　　　　算15件、請願4件、人事案件2件、その他3件の45議案が審議されました。
　　　■報告11件を除く、34件は承認、可決、認定、同意、採択されました。

令和4年第3回定例会を終えて一言

　今定例会では一般質問として登壇し、議案質疑2件、市政一般質問を3件させていただ
きました。議案質疑では、一志給食センターの空調施設改修と長寿命化改修について、
少子高齢化人口減少社会の将来的なことも見据えた改修となっているのか？という視点
で質問しました。また市政一般質問では、公立中学校の部活動が令和5年度から3年間で、
休日活動が地域移行へと大きく変わることが示されており、とくにその年代に中学校生
活となる子どもたちに影響が出ないように取り組んでいただくよう、今回の議会質問に
入れました。これについては、国からまだまだ細かな方針が示されてない状況でありま
すので、引き続き注視しながら今後の議会質問でも積極的に教育委員会と質疑したいと
思います。
　今後も津市議会の中でしっかりと政策提言ができる会派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。

第 24 号 

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で
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
パナソニックエレクトリックワークス労働組合
エナジーシステム支部内
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 
 

　令和2年から続く新型コロナウイルス感染
症の拡大により密を避けるということもあり、
津市主催で行われる行事については多くの
人が集まる恐れもあって、令和2年～3年と
中止をしてまいりました。令和4年度は国か
らの方針もあり、地域経済活動については
感染症対策を行いながら進めていくという
ことで津市の大きな行事も再開の方向で進
めてきました。7月は津の花火大会、10月
には津まつりを開催しました。開催後には
さまざまな意見をいただいておりますが、少しずつ以前のような行事が開催されるようになり、
うれしく感じます。年明けの2月には津シティマラソンが開催されます。私も10kmの部に
出場予定です。皆さまも健康づくりを兼ねた積極的なご参加をお待ちしております。
　今後も新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況であり、WITHコロナの中で、
市民の皆さまによりこれまでの日常生活に近づけるような「対コロナ戦略」を行政とともに
検討してまいります。



① 【議案質疑】承認第9号専決処分の承認について
　　令和4年津市一般会計補正予算（第6号）青山高原保健休養地崩落法面安全対策事業から

② 【議案質疑】令和4年津市一般会計補正予算（第7号）
　　給食センター施設整備事業について

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] 

ペットボトルの回収について、 さらなる周知を行い、
市民の皆さんの環境意識の向上を図りたい

津市中央学校給食センターも含め、将来
的な給食調理施設の在り方を考える時期
がきている

一般質問のようす

第 24 号 （3） 

Q1

Q A

A

②【市政一般】自治体DX推進について

　今回の第3回定例会は、9月7日（水）に議案質疑並びに一般
質問の最後となる16番目で登壇し、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  で検索）

Q1
A

今年度の取り組み状況は？

本年4月にシステム開発会社での職務経験者を1名、自治体DX推進担当主幹として情報企画課に配
置するとともに、全庁的な機運の醸成を図るため、次長級職員で構成する自治体DX推進会議を立ち
上げました。

Q3
A

将来的な展望も含めた改修の仕様になっているのか？

一志地域及び周辺地域の児童数の変動や給食提供施設の状況に変化が生じ対応が必要となった場合は、
改修後の同センターを可能な限り活用する方向で対応してまいります。

Q2
A

情報企画課の発展的名称変更の考えは？

全庁的な機運の高まりも含めて、このままの組織名称で進めていくのか？名称変更も含めて組織の発
展的な組織体制にしていくのか？今後検討してまいります。

③【市政一般】部活動の地域移行の提言を受けて今後の取り組みについて
Q1
A

現時点での検討状況は？

昨年度から県主催の部活動の在り方意見交換会が定期的に開催され、県内の状況について意見交換を
行ってきました。本市としましては、本年8月24日に第1回津市部活動在り方検討会打ち合わせ会
を行い、課題や今後について話し合いを行いました。令和5年度には津市部活動在り方検討委員会を
立ち上げる予定です。

Q2
A
令和5年度から3年間で地域移行するにあたり本市の課題は？

現時点では、地域の受け皿や指導者の確保、中学校体育連盟の大会への参加要件、大会に参加できな
い生徒をうまないための取り組み、保護者が送迎できないなどの課題について検討し、部活動の持続
可能な在り方について検討してまいります。

Q2
A

公用車更新時における電気自動車等の導入の考えは？

津市における公用車の保有台数は、令和4年8月末時点で689台です。そのうちEV車・ハイブリッ
ト車等の保有台数は7台であり、導入率は1.02％の状況です。環境性能に優れた車両は脱炭素社会
の実現に資するものであるため、今後の車両更新時においては、導入経費の経済性なども含めて検討
し、環境性能に優れた車両の導入に努めてまいります。

①【市政一般】津市地域脱炭素宣言を受けて今後の本市の取り組みについて
Q1
A

令和4年度の地域脱炭素推進事業のアクション＃1の具体的内容は？

ボトルTOボトルの取り組みとして、使用済みのペッ
トボトルを原料として再びペットボトルを作る水平
リサイクルがあり、その工場が津市内に立地されま
した。市内で収集されたペットボトルを協栄J&T環
境株式会社へ売却し、その原料からペットボトルの
原料となるフレークを作り、サントリーグループに
供給し、新たなペットボトルを製造する流れになり
ます。津市の回収したペットボトル約500t程度を
供給します。

今回の法面崩落の経緯は？

本年5月23日に規模の大きなクラックが発生し、その一部で崩落が起きたことで、協議して工事を
一時中断し、応急処置をして1か月程度経過観察を行いましたが、現状のままでの工事再開は難しい
と判断しました。

Q2
A

今後のスケジュールは？

今後の工事としましては、測量・地質調査・設計を9月から行いおおむね今年中に完了し、工事に入
る予定ですが、冬場は凍結などがあり春先から本工事に入るのが望ましいと考えています。

Q1
A

空調設備設置事業の内容は？

これまで一志給食センターの調理室の空調施設は平成
10年に導入したスポットクーラーで対応してきましたが、
今後は、同センターの調理室の空調設備については来年
夏から使用できるよう令和5年春季休業期間中及び同年
ゴールデンウィーク期間中に、空調機8台の設置と変圧
器盤の増設を予定しています。

Q2

A

一志給食センター長寿命化改修事業について改修に
至った経緯は？

令和4年8月に開催された津市公共施設等総合管理計画推進会議において、一志給食センターについ
ては現施設の改修により長寿命化を図ると方向づけがされました。今後の予定としては、学校給食の
提供に影響がでないよう夏季休業期間を中心に改修工事を進め、令和7年度までの工事期間を予定し
ています。

第 24 号 （2） 
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（１） 

〇新型コロナウイルス感染症対策事業
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令和4年第3回定例会での議案の主な内容と予算額 

津市議会議員 

吉田ひろやす 吉田ひろやす 
あなたの声を未来につなぐ 

発行・編集：吉田博康後援会 令和4年10月発行 

当選後2回目の一般質問で登壇！ 

次回定例会の日程（予定）
11月28日（月）

12月 5日（月）～ 8日（木）

12月12日（月）～15日（木）

12月22日（木）

・・・・・・・・・・・・・・開会日（議案上程ほか）

・・・会派代表・個人一般質問

・・・・・・・・・・・ 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 で
本会議の録画放送
（後日）は、これまで
通り行っております。

コロナ禍で中止してきたさまざまな行事が
　　　　　　　　　　　今年度は開催されています！

　秋晴れの陽気が心地よい季節となりました、お元気でお過ごしでしょうか？新型コロナウ
イルス感染症の感染者数が増減を繰り返し、コロナ禍の疲れもあることと思います。2期目
当選から約半年が経過しました。8月29日から9月29日までの32日間、令和4年第3回津市
議会定例会が開催され、議決結果は以下の通りとなりました。
　今定例会では、一般質問で登壇しました。（次項参照）
　　　■承認1件、報告11件、条例の一部改正3件、令和4年度補正予算6件、令和3年度決
　　　　算15件、請願4件、人事案件2件、その他3件の45議案が審議されました。
　　　■報告11件を除く、34件は承認、可決、認定、同意、採択されました。

令和4年第3回定例会を終えて一言

　今定例会では一般質問として登壇し、議案質疑2件、市政一般質問を3件させていただ
きました。議案質疑では、一志給食センターの空調施設改修と長寿命化改修について、
少子高齢化人口減少社会の将来的なことも見据えた改修となっているのか？という視点
で質問しました。また市政一般質問では、公立中学校の部活動が令和5年度から3年間で、
休日活動が地域移行へと大きく変わることが示されており、とくにその年代に中学校生
活となる子どもたちに影響が出ないように取り組んでいただくよう、今回の議会質問に
入れました。これについては、国からまだまだ細かな方針が示されてない状況でありま
すので、引き続き注視しながら今後の議会質問でも積極的に教育委員会と質疑したいと
思います。
　今後も津市議会の中でしっかりと政策提言ができる会派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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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で
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
パナソニックエレクトリックワークス労働組合
エナジーシステム支部内
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 
 

　令和2年から続く新型コロナウイルス感染
症の拡大により密を避けるということもあり、
津市主催で行われる行事については多くの
人が集まる恐れもあって、令和2年～3年と
中止をしてまいりました。令和4年度は国か
らの方針もあり、地域経済活動については
感染症対策を行いながら進めていくという
ことで津市の大きな行事も再開の方向で進
めてきました。7月は津の花火大会、10月
には津まつりを開催しました。開催後には
さまざまな意見をいただいておりますが、少しずつ以前のような行事が開催されるようになり、
うれしく感じます。年明けの2月には津シティマラソンが開催されます。私も10kmの部に
出場予定です。皆さまも健康づくりを兼ねた積極的なご参加をお待ちしております。
　今後も新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況であり、WITHコロナの中で、
市民の皆さまによりこれまでの日常生活に近づけるような「対コロナ戦略」を行政とともに
検討してまいります。


