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【ご挨拶】 

 

真夏の青さがまぶしいこの頃、皆さまにおかれましてはますます 

ご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より、真心のご支援を頂き 

支持者の皆さまには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、雇用不安の拡がりなど、未曾有の危機が国民生活を直撃し 

ています。政府・与党は、景気の底割れを防ぎ、苦境が続く日本経済 

の再生へ、打てる手は全て打つべく、新経済対策を決定、歳出規模が 

過去最大級の 13.9 兆円とした 2009 年度補正予算を 5 月 29 日に 

成立させました。その内容は、雇用や金融対策、地球温暖化や尐子・高齢化対策、安心・安全なま

ちづくりなどの多岐に亘る施策が盛り込まれ、大いに期待できるものであります。 

 本市において、６月定例会で、この新経済対策である「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」

などの活用について審議が尽くされ、一定の成果を確認することもできました。 

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

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 
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地域活性化・経済危機対策臨時交付金で

待望の事業が大きく前進しました！ 
 

 

☆新型インフルエンザ対策な

どの事業も進みます！ 

 

 

永年の要望でありましたエレベーター

が、近鉄・喜志駅と南海・滝谷駅に、いよ

いよ設置されます。 

計画では、喜志駅は 3 基、滝谷駅は 2 基

のエレベーターが設置される予定で、総額

5 億 1800 万円の事業です。 

今回、交通バリアフリー事業の一環とし

て、鉄道駅舎バリアフリー化設備整備費補

助金・約 1 億 7300 万円が国から交付さ

れることになりました。 

 
 

◆新型インフルエンザ対策事業 

◇災害時要援護者台帳整備事業 

◆法定外公共物管理システム整備事業 

… などの予算が可決しました。 
 

 

☆消防署に最新の通報者位置

情報通知システムが導入さ

れます！ 

 

☆学校ＩＣＴ化が進み、 

地デジテレビやパソコンが 

導入されます！ 

 

☆喜志駅と滝谷駅にエレ 

ベーターが設置されます！ 

全小・中学校に太陽光発電システ

ムが導入されます。災害時の非常電

源になる他、環境教育の推進、経済

的効果などのメリットがあります。 

政府・与党の「新経済対策」が、いよいよ本市へ。 

未来を開き、「国民に安心感を！」との公明党の主張が

随所に反映されています。 

「スクール・ニューディール」構想として 

全小・中学校に地上デジタル波対応テレビ

と学習用パソコンが設置されます。 

 

次代を担う子ども 

たちが、21 世紀に 

ふさわしい教育を 

受ける環境が整い 

ます。 

※女性特有のがん対策について 

「子宮頸がん」や「乳がん」などの早期発

見・治癒と受診率向上を目指し、無料の「検

診クーポン券」を配布する「女性特有のが

ん」対策については、今後、実施に向けて

取り組んでまいります。 

 

 

 

 

携帯電話やＩＰ電話の 

普及により、通知者位置 

検索の状況が半減してい 

ます。導入により、119 

番通報の位置情報を 

的確かつ迅速に 

把握でき、被害の 

軽減にもつながり 

ます。 



 

 

 

 

 
 

 

◆乳がん・子宮頸がんの無料クーポン券 

配布における対応について 
 

対象者に検診手帳とともに、乳がん・子宮頸がん検

診の無料クーポン券が配布され、順次、検診が始まる

が、今後の対応について本市の見解を聞く。 

【答弁】がん検診推進事業は、実施経費の全額が国

庫補助されることから、市民の皆さんの健診について

の理解と受診率の向上、健康増進を図るために有効活

用するとともに、周知にも努めてまいりたい。 

 

◆健康増進コーナーの設置について 

健康増進の一環として市役所庁舎などに血圧計や体

重計等を設置するとともに、メタボ予防・日常の健康

チェック等、健康増進の 

高揚に関するパネル掲示 

などを活用し、啓発を 

行ってはどうか、 

本市の見解を聞く。 

 

 

 
【答弁】健康増進コーナーは、市民の方が市役所や

市の施設に来られた際、疾病予防や健康づくり事業の

案内などの情報を得ることができ、生活習慣の見直し

にもつながると考えられることから、血圧計の設置や

啓発チラシの配置などができるよう、設置施設との調

整が整い次第、設置していく。 
 

◆学校 ICT 環境整備事業の推進について 
 

２１年度補正予算の新経済対策に含まれている「ス

クール・ニューディール構想」は、学校施設における

耐震化とエコ化、情報化を集中的に推進しようとする

もので、具体的には公立学校を中心に太陽光発電パネ

ル設置などのエコ改修を進めるなど、ＩＣＴすなわち

学校内の情報通信技術環境を整備しようとするもので

ある。各施策の実施にあたっては、地方自治体の財政

負担分を大幅に軽減する臨時交付金が設けられ、公立

学校の施設整備や改修が一気に進むものと期待される

が、事業の推進について本市の見解を聞く。 

【答弁】本市として、交付金を有効活用し、経済効

果が上がることを期待するとともに、厳しい財政運営

の中でも市民サービスの向上に資するよう、交付金の

趣旨を踏まえて、事業申請する予定である。 

 

◆運動場の芝生化について 
 

大阪府では、「公立小学校の運動場の芝生化推進事

業」として、積極的に推進しており、運動場の芝生化

を実施する「地域の実行委員会」などの団体に対して

の補助制度もある。また、実施にあたって実行委員会

の立ち上げから、芝生化完了後の技術支援まで府がサ

ポートする。本市としても大いに活用・推進すべきと

考えるが、府の補助事業の 

具体的な内容と本市の芝生 

化推進事業に対する考えや 

これまでの取り組みに 

ついて、考えを聞く。 

 
【答弁】今後、地域の負担を軽減する維持管理方法

や技術的な問題の解決も含め、大阪府が蓄積したノウ

ハウや情報を積極的に収集するとともに、地域と学校

現場と連携しながら、地域の組織づくりに努め、今年

度内にいずれかの学校で、運動場芝生化の実現に努め

ていきたい。 

 

◆消防通報システムの見直しについて 
 

近年、本市ではインターネット網を使ったＩＰ電話

や携帯電話が急速に普及し、携帯電話などによる緊急

通報が増加、通報の半分を占めている。 

総務省消防庁では、２０１１年までに対応システム

の導入を各消防本部に求め、各自治体は早急に対策が

望まれている。国の臨時交付金などを活用し、消防通

報システムの導入を求めるが、本市の見解を聞く。 

【答弁】本市の新発信地表示システムは更新時期に

来ており、通報者の位置情報を的確かつ迅速に把握す

ることは、被害の軽減につながることから、「地域活性

化・経済危機対策臨時交付金」の事業として国に申請

してまいりたい。 

 

◆駅構内や周辺のバリアフリー化に対す 

る取り組みと将来的展望について 

(エレベーターの設置など)           
 

南海高野線・滝谷駅は改札から難波行きホームに行

くには、橋上駅のために、どこに行くにも交通手段が

困難な高齢者や障がい者、妊産婦などの交通弱者にと

っては非常に不便である。ここに、地元住民の永年の

願いである滝谷駅のエレベーター設置を強く求めると

ともに、近鉄・喜志駅及び本市の鉄道駅舎のバリアフ

リー化整備も含めて、本市の見解を聞く。 

【答弁】本市として、高齢者や障がい者をはじめ全

ての市民が自由に移動できる豊かな社会に必要な事業

として認識している。「地域活性化、経済危機対策臨時

交付金」などが、鉄道駅舎のバリアフリー化整備を対

象としていることから、国に申請してまいりたい。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

議会質問ダイジェスト 
（平成 21 年 6 月定例会より抜粋） 

 

 

◇富田林病院における処方箋の導入について 

◆市外在住のスポーツなどで活躍する子どもに 

対する支援制度の創設について 

◇地域安全・安心ステーション事業推進について 

◆町会などを対象とした防犯カメラ設置制度の 

創設について 

◇ＬＥＤ式防犯灯の導入促進の提案について 

◆災害時における消防団一斉メール配信などの 

サポート体制について 

◇尐年消防クラブ（仮称）の創設について 

◆青年雇用支援モデルの実施について 

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 
※今後、中学校についても推進してまいります。 

◇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 

◆尐人数学級（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 

 

【6 月定例会その他の質問】 

◆市税納入スタンプ制度の導入について 

◇ふるさと納税を活用した暮らしやすい街づくり 

の提案について 

◆携帯電話を利用したバーコード決済サービス 

モバイルレジの導入について 

◇親子手帳制度の提案について 

◆乳幼児の髄膜炎予防接種助成制度について 

◇ポイント制度による介護支援ボランティア 

活動の導入推進について 

◆被災者支援システムの利活用について 

 

 


