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秋冷の心地よい季節を迎え、皆さまにおかれましては益々ご清祥の 

こととお慶び申し上げます。日頃より、真心のご支援を賜り支持者の 

皆さまには心より御礼申し上げます。 
 

9 月 16 日、3 党連立政権がスタートし、公明党は野党の立場に 

なりましたが、どこまでも立党の原点に立ち、「国民生活のため」に 

｢日本の将来のため｣に政治判断を軸として、新政権の運営を厳しく 

見極めてまいります。当面の課題は、未曾有の経済危機をどう乗り 

越えるかにあります。今後は、公明党の持ち味を鮮明に発揮し、与党 

時代の経験と、立党以来、積み上げてきた実績を存分に活かし、「進化した公明党」として 

国民生活を守る政策の実現を目指してまいります。 
 

さて、9 月定例会も閉会し、平成 21 年度補正予算など慎重に審議を尽くし、一定の成果を

確認することができました。今後とも、「公明党」並びに「高山ひろじ」は「生活者の目線で、

生活者のための政治を目指す」をモットーに国・府と連携し、皆さまとお約束した公約実現に

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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多くの皆さんのご協力により、実現 

できた最近の公明党の実績です。 
 

 

☆ 落下防止柵の設置 

 

喜志四丁目 5 番付近の国道１７０号線

沿い水路に落下防止のための柵の設置が

実現しました。以前より、国道沿いの幅 1

ｍ程の水路に誤って転落するという事故

が多発していました。 

（平成 21 年 5 月実施） 
 

 

若松町東一丁目 10 番付近に防犯灯が

設置されました。従来は企業団地などの管

理団体の設立が困難な地域では設置はで

きませんでしたが、公明党の働きかけで、

設置が可能となりました。 

（平成 21 年 5 月実施） 
 

 

 

☆ 防犯灯の設置 

 

☆ 健康増進コーナーの設置が実現！ 

富田林市役所 1 階フロア入り

口付近に「健康増進コーナー」

が設置されました。 

平成 19 年 9 月の議会質問以

来、ことある毎に設置を求めて

きました。 

血圧計１台と健康増進に関す

るパンフレットを配架した小ス

ペースのコーナーですが、健康

増進の啓発を促す取り組みとし

て、大いに期待しています。 

市役所にお越しの際は、お気

軽に「健康増進コーナー」へお

立ち寄りください。 

（平成 21 年 7 月実施） 

  



 

 

 

 

 
 

 

◆乳幼児医療費助成制度の小学校 6 年生ま

での拡充を求めて、について 
 

本市では、平成 20 年 6 月に府下で唯一、所得制限

なしに「入院・通院」とも対象年齢を小学校 3 年生ま

でに拡充している。厳しい財政状況の中、小学校 6 年

生までの拡充を求めるが、市の考えを聞く。 

 

【答弁】引き続き、国に乳幼児医療の創設を求める

とともに、大阪府に対して助成対象年齢の拡大や所得

制限の撤廃等の要望を行っていく。 

 

◆新型インフルエンザ対策について 

新型インフルエンザは、18 歳未満の青尐年や子ど

もの患者が多く、学校での対策が非常に重要である。

個人レベルでの予防には 

限界があり、行政や学校 

の対応がより一層求めら 

れるが、市の見解を聞く。 
 

 

 

 

 

【答弁】学級閉鎖や休校等の対応については、8 月

31 日の府教育委員会が策定した「対応マニュアル」

に基づき行っていく。市として、市民の皆さんへの正

確な情報提供などに努め、状況に応じた対策を講じて

いきたい。 
 

◆中学校の教室に扇風機を設置すると 

ともに小中学校の図書室等の特別教室 

にエアコンの設置を求めて、について 
 

6 月に全小学校の普通教室に扇風機が設置され、子

どもや保護者の皆さんから喜んで頂いている。中学校

においても、数多くの要望を頂いているが、市の考え

を聞く。また、エアコンについて、特に、図書室は本

の管理に湿気が影響しやすいことや快適な学習環境の

構築など、導入は欠かせない。小中学校の図書室等の

特別教室に設置を求めるが、市の見解を聞く。 
 

【答弁】小学校で、概ね好評を頂いていることから、

中学校においても設置を検討していく。 

エアコンについては、設置や維持管理の面での費用対

効果の点や、エコ対策の点でも課題があることから、

今後の検討課題としていく。 

 

◆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 
 

新たに補助金制度を設け、ビデオ付防犯カメラの設

置基準を設定、町会等の管理団体から危険箇所の申請

を受けて、市の調査・判断基準により年次的に実施し

ていく制度の創設を求めるが、市の考えを聞く。 

【答弁】地域住民の安心感や犯罪抑止に効果がある

と思うが、プライバシーや運用のルールに関する課題

や、設置や管理に費用がかかる。今後、地域住民の理

解や管理人設置等の課題を整理し、関係機関と十分協

議しながら、調査研究していく。 

 

◆交通丌便・空白地域の交通対策について 
 

延べ 9 回開催された交通施策検討委員会でさまざま

な意見交換がなされているが、交通施策に対する明確

な方向性は、未だ示されていない。今後、「移動保障の

理念」を基本とした交通施策の検討も進められるべき

であると考えるが、進捗状況と今後の対応について、

市の考えを聞く。 
 

 

 

 

 

 

 

【答弁】本市は地域により、交通やまちづくりに関

する意識に違いがみられ、交通施策において、路線バ

ス等の公共交通サービスを一様に提供するのでなく、

居住密度が低い地域などには、一例としてデマンド型

の交通移動手段もあり、その地域のさまざまな課題を

踏まえながら、本市にふさわしい交通施策のあり方に

ついての方針を今年末に示せるよう努めていく。 

 

◆環境教育の積極的な取り組みついて 
          

本市では、今後導入される太陽光発電システムを活

用し、低炭素化社会の実現へ向けた個々の努力の大切

さを教える環境教育を実施することが可能となる。 

エネルギーや環境の問題は、人類の生存基盤に係わ

る最も重要な課題として、子どもの頃から正しい理解

と認識を学ばせることが大切であるが、本市の見解を

聞く。 
 

【答弁】今回導入予定の「太陽光発電」に関して、

環境教育の一環として活用できるよう、研究を進めて

いる。今後、環境教育の推進役を担う教職員の研修や

指導内容・指導方法の工夫改善を行い、未来に続く持

続可能な社会の実現に向けて、「環境問題を自分たちの

身近な課題として認識し、貢献することができる人材

の育成に努めていきたい。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

議会質問ダイジェスト 
（平成 21 年 9 月定例会より抜粋） 

 

 

平成 21 年度予算および補正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。 

※検査頄目は限定せず、 

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。 

 

◉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 

◈駅のエレベーター設置事業 
 近鉄喜志駅に 3 基および南海滝谷駅に 2 基の 

エレベーターが設置されます。 

◈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 

◉金剛連絡所の新築工事 
 工期は平成 21 年度～平成 22 年度 

 
 

◉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」を支柱に活動を進め、実現しました。今後とも、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。 

 

◊消防署に新通報システムを導入 
 携帯電話などの緊急通報から位置検知が可能に

なるため、消防出動体制を強化できます。 

◇「赤ちゃん駅の設置」について 

◆防災用資材及び食料の備蓄を各小学校ごとに 

行うことについて 

◇災害時の給水対策について 

◆環境問題を積極的に推進するための環境保全 

条例の制定について 

【9 月定例会その他の質問】 

◆行財政改革を推進し更なる財政健全化を求めて 

◇市域に有る「国・府の遊休地」を総点検し、市有

地として確保し有効利用することを求めて 

◆ひとり親家庭に対する社会保障制度の充実に 

ついて 

 

 

 

◈太陽光発電システムの導入 
 全小中学校に設置。非常時に補助電源として 

活用も可能。 

◈地デジ対応テレビの導入 
 全小中学校に設置。学習環境の強化ができます。 

 

◉：実現または実施中  

◈：進行中  ◊：準備中 

 

記号の説明 


