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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申し上げます。 

 

今、「100 年に一度」と言われる深刻な経済危機に直面し、 

景気の後退、解雇・派遣切りなどの雇用丌安の拡がりなど、 

未曾有の危機が国民生活を直撃しています。 

そうした中で、政府の平成 20 年度補正予算、平成 21 年度 

予算が年度内に成立でき、総額 75 兆円におよぶ総合経済対策がいよいよ本格始動い

たしました。今後、生活者支援、景気対策が順次進んでいきますが、特に、定額給付

金・子育て応援特別手当支給や高速道路利用料金の値下げなどの実施は、生活者の支

援と共に、景気浮揚のきっかけとして大いに期待するところであります。 

 

さて、３月定例会も閉会し、補正予算を始め、平成 21 年度予算などについて審議

が尽くされ一定の成果を確認することができました。厳しい財政状況にありますが、 

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

策の実現を目指し、「生活者の目線で、生活者のための政治を目指す」をモットーに全

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 
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☆定額給付金および子育て応援 

特別手当の支給が始まりました！ 
 

 

☆モニュメントの改修 

 

【定額給付金について】 
☆１人につき 1 万 2 千円を支給。 

※但し、2 月 1 日現在で 18 歳以下と 

65 歳以上の方は 2 万円の支給です。 

☆申請書の配布は 3 月 16 日から開始、 

世帯主に送られます。（9 月 17 日〆切） 

※申請書裏面に貼る銀行通帳や本人 

確認などのコピーは丌要です。 

☆給付金は 3 月 30 日から順次、銀行振り 

込みなどで支給されます。 

（事前に決定通知書が送付されます） 

 ※子育て応援特別手当対象者も同時支給。 

☆詐欺行為には、十分に注意してください。 

☆問い合わせは、政策推進課まで 

藤沢台二丁目 3 番、藤沢台小学校横の

遊歩道コーナー部はモニュメントが死

角になり、自転車など、出合い頭の衝

突事故が多発していた。対策として、

モニュメントの高さを低くし、見通し

を良くしました。（工事着工後①） 

あわせて、防犯対策として、変質者な

どの潜む場所を減らすなどの効果にも

つながります。（工事着工後②） 

（平成 21 年 3 月実施） 

 
 

工事着工前 

 
 

工事着工後① 

 
 

多田市長に「定額給付金および子育

て応援特別手当支給に係る要望書」

を提出する公明党議員団 

（平成 21 年 2 月 20 日実施） 

 
 

工事着工後② 



 

 

 

 

 

 
 

 

◆妊婦健診の拡充について 
 

妊婦健診の 14 回無料化について、毎年の予

算要望や定例議会等で強力に申し入れを行って

きた。国の平成 20 年度第 2 次補正予算・関連

法案の成立を受けて、各自治体では一斉に拡充

する方針を決めている。本市では、どのように

実施するのか、考えを聞く。 
 

【答弁】平成 21 年度から公費負担券方式に

より、助成回数を 3 回から 14 回に拡充する。 
検査については項目を限定せず、妊婦の状態に

より、C 型肝炎抗原検査、超音波検査等、医師

が必要とする検査を助成対象にする。財源につ

いては、6 回目以降、平成 22 年度末までの間、

妊婦健康診査臨時特例交付金より、都道府県の

基金から 2 分の 1 を補助金として交付し、残り

についても地方交付税措置を講じる。さらなる

拡充については、国・府に十分な財政措置が講

じられるよう、要望していく。 

 

◆富田林病院の診療体制の充実に 

ついて 
 

近年、全国的な医師不足などの要因で、公立

病院が閉鎖される等、社会問題になっている。

富田林病院も例外でなく、産科の休診・夜間救

急に対応できないなどの市民不安が広がってい

る。公的病院としての診療体制の充実を図るた

めには、病院側だけにその責務を負わせるので

はなく、行政の側にも積極的な取り組みが必要

であると思うが、現状の問題やその取り組みに

ついて、考えを聞く。 

 

 

 

 

【答弁】市として、医師確保のために、病院

と連携し、市長自らも近畿大学医学部に医師派

遣の要請を行った結果、医師を迎えられる目処

もたった。引き続き、公的病院としての機能を

維持できるよう、医師の確保に努めていく。 

 

◆市設置型浄化槽整備推進事業に 

ついて 
 

平成 20 年度第 2 次補正予算、平成 21 年度

予算の成立により、浄化槽の補助率が 2 分の 1

へ引き上げられ、モデル事業として普及促進に

期待される。本市において、この「浄化槽整備

区域促進特別モデル事業」を活用するなど、積

極的な整備を願うが、今後の課題や展望などに

ついて、考えを聞く。 
 

【答弁】市としては、今後の市街化調整区域

全体の事業手法を明確にするため、「新富田林市

生活排水対策基本計画」の改訂作業を行い、生

活排水処理 100％の早期適正処理達成に向け

取り組んでいく。 
 

◆小規模公園における 

防災拠点整備の推進について 
 

平成 21 年度から 2 ヘクタール未満の小規模

な公園などを防災拠点として整備する自治体へ

５年間限定の補助制度が創設された。 

近い将来、起こるであろう東南海・南海地震に

備え、新たな補助制度を活用し、小規模公園の

空きスペースなどを利用、救援物資の備蓄等で

防災公園に位置づけ、拠点整備の推進を行って

はどうか、考えを聞く。 
 

【答弁】防災拠点整備は、大規模地震等に備

えた市街地の防災性の向上を図る上で必要と認

識している。災害時に住民が危険を回避するた

めの場所としての機能を最優先し、分散備蓄も

視野に入れながら検討していく。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

◆高山ひろじのホームページを公開！ 
 

私の実績や活動報告など、タイムリーに紹介しています。 
＊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＠gaia.eonet.ne.jp 

議会質問ダイジェスト 
（平成 21年 3月定例会より抜粋） 

 

 

◆その他の質問 

◆全児童対象の放課後対策の充実について 

◆市立保育所の今後のあり方について 

◆少人数学級編成や少人数授業について 

◆生活つなぎ資金の貸付条件の緩和について 

◆駅前整備と連動した空き店舗等活用促進事業 

 や施設整備ついて 

◆市民公益活動の推進と協働の仕組みづくりに 

ついて 

◆行財政改革の推進について 

◆就職困難者の就労支援について 

◆インフルエンザ・肺炎球菌・麻疹・風疹等の 

予防接種について 

平成 21 年度予算に計上された主な事業内容 
 

◆妊産婦健診助成を 14 回に拡充 
 ３回から１４回に拡充（公費負担券方式） 

※総額４７,３００円の 

公費負担です。 

※検査項目は限定せず、 

基本的な健診を 

ベースに医師が必要 

とする検査を受診し 

ます。 
 

◇生活つなぎ資金の拡充 
 ２０万円、無利子 

◆二次救急医療体制整備補助事業 
 準夜初期救急医療、休日診療 

◇日本脳炎の予防接種の再開 
 第一期および第二期の再開 

◆保険料コンビニ収納システム改修 
 国民健康保険・介護保険料のコンビニ支払

いをするためのシステム改修です。 
 

◆喜志駅周辺地区交通バリアフリー

基本構想 
 喜志駅周辺の段差解消や舗装の整備 

◇富田林駅前整備事業 
 広場整備、本町 11 号線歩道整備 

 駅南トイレ移設工事など 
 

◆全小学校普通教室に扇風機の設置 

◇トイレ改修工事（藤沢台小） 

◆学校耐震・補強工事 
 喜志小（3 棟）、葛城中（2 棟） 

◇中学校給食事業 
 喜志中、明治池中、第二中、第三中 

◆少人数学級（35 人）の推進 
市費講師の配置で実施 

◇グランドゴルフ場の整備工事 
 川西河川敷に長さ 200ｍで 16 ホールの

競技場を新設。駐車場・トイレも設置。 

（11 月頃から工事を開始します） 

 

環境整備 
 

教 育 
 

医療・福祉 
 

富田林市議会公明党の実績（抜粋）です。公明党の政策の原点である生活者の視線に 

立った「福祉」「教育」環境」を支柱に私たちは活動を進め、実現して参りました。 

赤ちゃんからお年寄りまで、全ての市民が納得と満足のいく市政の実現を目指します。 
 

 

◆金剛連絡所の新築工事 
 工期は平成 21 年度～平成 22 年度 

◇富田林駅舎耐震補強工事 
 駅舎などの耐震補強工事を実施 
 


