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【ご挨拶】 

 

春たけなわの今日この頃、皆さまにおかれましては益々 

ご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃より、真心のご支 

援を頂き、支持者の皆さまに、心より御礼を申し上げます。 

今、社会保障、格差是正、暫定税率の問題や食品偽装の問 

題など重要な課題が山積する中、改めて公明党は、「大衆と 

ともに」の原点に立ち返り、生活者の目線で、生活者のため 

の政治を目指し、全力で取り組んでまいる所存であります。 

 

さて、3 月定例会も閉会し、平成 20 年度の予算を始め、 

種々の議案など、活発な審議が尽くされ一定の成果を確認することができました。 

皆さんのご要望の多かった中学校給食も平成 20 年度から順次実施することが決定、

乳幼児医療費助成も小学校 3 年生終了まで拡充、妊産婦健診も 3 回まで無料になるな

ど、子育て支援も大きく前進しました。また、政務調査費の収支報告時に領収書等の

写の添付を義務付けての公開も本年 6 月から受付（昨年 10 月以後分）されることに

なり、議会改革の一層の透明性が進みました。今後とも、「公明党」並びに「高山ひろ

じ」は国・府と連携し、皆さんにお約束した政策の実現と「住みよいまち富田林」「安

心・安全なまち富田林」の構築を目指し、全力で取り組んでまいります。 

                   富田林市議会議員  高山 裕次 

 

《市民相談等、お気軽にご相談ください！》 
福祉・教育・年金・健康保険・税金・融資・住宅・環境・ごみ 

防災・防犯・法律相談・道路整備・上下水道 etc. 
 市役所控室：25-1000（内線 239）／事務所：南旭ヶ丘町 22-25 23-3651 

高山ひろじ 発 
富田林市議会 

公明党 

春季号 議会報告 
 
 

 

☆地域再生対策費によるＢ型・Ｃ型 

肝炎治療の助成措置について 
 

厚生労働省が平成２０年度より、イン

ターフェロン治療費の一部を助成する制

度を創設する。それを受けて、大阪府が

肝炎治療費への助成措置（２０万円から

７０万円程度の軽減）を実施する予定で、

市としても周知に努めていく。地域再生

対策費については府の助成制度の利用状

況および各市の動向も踏まえ、他の事業

の活用も含め検討していきたい。 

☆災害時要援護者支援対策の取り 

組みについて 
 

現在、「災害時要援護者」の抽出方法や

リストの管理方法などの課題について、

関係課による会議を開催し、研究を進め

ている。今後、府のガイドライン等を参

考に早急な取り組みにむけて、庁内関係

課と協議しながら検討していく。 

☆保育所・民営化検討委員会（仮称）

について 
 

現在、「富田林市集中改革プラン」に基

づき、早期の設置にむけて関係課と民間

委員も含めた委員構成など、内部調整を

行い、準備を進めている。今後、この委

員会で公立保育園民営化に向けての目

標、スケジュールなどについて協議して

いく。 

【Ｈ20 年 3 月定例会より抜粋】 

☆救急医療体制の整備について 
 

医師不足の解消、救急医療体制の確保

については国・府による抜本的な対策を

求める。今後、南河内保健医療協議会等

において協議・検討を進め、医療圏の各

自治体、医師会および保健所等関係機関 

との連携を図りながら、広域的な観点か

ら救急医療体制の整備に努めていく。 

☆交通施策を検討する委員会の設置

について 
 

公共施設の利用促進、高齢者、障害者、

交通弱者や公共交通不便地域の移動手段

の確保の観点から、学識経験者や交通関

係者、各方面の市民参加の中で早期に委

員会を設置し、様々な交通施策を検討し

ていく。 

☆地球温暖化対策について 
 

更なる地球温暖化防止活動が必要であ

るとの認識のもと、第４次総合計画に「市

民地球環境運動の推進」として「これか

らの施策」を定めると 

ともに、現状の組織・ 

体制を整備するため、 

４月からの機構改革に 

伴い「みどり環境課」 

の整備を予定している。 

☆地域の安心・安全の取り組みに 

ついて 
 

ボランティアの方々や町会・自治会の

活動など、市民の自主的な防犯活動をサ

ポートし、「地域安心・安全ステーション

モデル事業」の活用をはじめとした方策

について検討していく。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 20年度予算に公明党の要望が反映】  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆高山ひろじのホームページもご覧ください！ 
 

私の実績や活動報告など、タイムリーに紹介しております。 
＊ホームページ・アドレスは 

http://www.komei.or.jp/giin/tondabayashi/takayama_hiroji/ 

＊メール・アドレスは takayan2001c＠yahoo.co.jp 

☆☆中中学学校校給給食食のの今今後後のの計計画画をを発発表表  

（平成 19 年 9 月定例会で再確認） 
平成 20 年度予算に計上。 

 計画の流れ：設計→審査→入札→工事→給食開始 

 

＊平成２０年度～平成２１年度の実施予定校 

 喜志中学校、第二中学校、第三中学校、明治池中学校 

 

＊平成２１年度～平成２２年度の実施予定校 

 第一中学校、金剛中学校、藤陽中学校 
  

☆障害児・者の歯科診療体制の整備  

 （平成 19 年 12 月定例会で質問） 
平成 20 年度予算に計上。 

平成 20 年 10 月から河内長野市休日診療所 

にて実施予定。 

診療日は毎週木曜日、 

午後１時から 5 時まで 

歯科医師 2 名、歯科衛生士 

4 名により 6 名程度の診療 

を実施します。（予約制） 
  

☆乳幼児医療費助成制度の拡充  

（平成 19 年 6 月定例会にて再質問） 
平成 20 年度予算に計上。 

乳幼児医療費助成が通院・入院とも 

小学校 3 年生まで拡充されます。 

 
※国の医療制度改革により、 

 平成２０年度より就学前児童の 

 医療費が２割負担となる予定。 

 この財源を利用して、対象年 

 の拡大を求めてきました。 

 

☆妊産婦健診の拡充 

（平成 19 年 9 月定例会にて再質問） 
平成 20 年度予算に計上。 

母子保健事業、無料健診 3 回に拡充 

※厚生労働省は、無料健診回数を原則２回 

から５回以上に拡大すること 

を決定しました。 
  

※今後、全国基準である５回 

 の無料実施を目指します。 
 

 

☆その他の要望も実現 
 

・生活つなぎ資金、15 万円→20 万円へ拡充 

 ※今回から無利子になります。 
 

・消防金剛分署の整備の実施 

・防犯灯設置補助金 32W も補助対象に 

・図書の蔵書 37 校園に（3 万円／校） 

・トイレの改修 

 葛城中、久野喜台小、喜志西小の 3 校実施 
 

・幼稚園の遊戯室にエアコンを設置 

☆QR コードを活用した市民情報サー

ビスの充実（平成 19 年 12 月定例会

で質問）  
２月広報誌でも紹介されました。 

※今後、広報誌への掲載、各種イベントや催

しのちらし、ポスター等への掲載も含め、

QR コードの活用が検討され 

ます。 

 

（緊急の場合の連絡先や避難 

場所、市の施設の電話番号を 

掲載しています。） 
 

 

☆自立支援相談窓口の設置 

 （平成 19 年 12 月定例会で質問） 
ニート、ひきこもりの若者就労支援として 

富田林、河内長野、大阪狭山市の３市が輪番

制で第３水曜日に実施する 

ことになりました。 

第一回は 4/16（水） 

13 時～17 時、富田林 

市役所 1 階の市民相談室 

にて開催予定。 
  

☆ＡＥＤの学校施設へ設置  

 （平成 19 年 12 月定例会で再質問） 
平成 20 年度予算に計上。 

小学校 16 校、中学校 8 校の全校で設置予定。 

子どもたちが使用方法などを通し、命の大切

さを学ぶ学習としても重要。 

全ての教職員が、心肺蘇生法 

の有用性や技能の習得を図り、 

万一の場合の対処に努めるこ 

とができます。 
 

☆耐震改修の補助制度の拡充  

 （平成 19 年 12 月定例会で質問） 
平成 20 年度予算に計上。耐震に係る 

工事費の 15.２％が支給されます。 

 

（但し、上限は 60 万円まで 

予算の都合上、抽選があり 

ますのでご了承ください。） 

※家屋の形態等によって、 

内容が変わる場合が 

あります。 
 

 

 

  

☆道路舗装と柵の設置   
宮町1丁目上ノ池に隣接する道路舗装と安全柵

の設置を推進。（平成 20 年 3 月実施） 

※反対側の安全柵も後日実施の予定です。 

☆カーブミラーの設置   
若松町 4-6-11 付近の交差点にカーブ

ミラーを設置。（平成 20 年 3 月実施） 

最近の実績報告 
 

 


