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夏季号 

運営マニュアルについては「富田林市避難

勧告判断・伝達マニュアル」の作成と並行

して、検討してきたが、避難所の位置づけ

など、地域の実状に即したものにするため

に府の作成指針とあわせて検討していきた

い。また、ハザードマップも、伝達マニュ

アルとの統一的なマップとして見直しを行

っていく。 

◆ 避難所運営マニュアルの作成を 

平成 18 年度から産科を休診、現在は常勤 1

名と非常勤 1 名の医師体制で婦人科の外来

診療を実施。本年 5 月に産科再開準備室を

設置、人員確保や設備備品等の課題の検討

を開始。早期の産科再開を目指していく。 

◆ 中学校給食の充実を 

◆ 富田林病院の産科再開を 

プロフィール 

 

【ご挨拶】 

 
盛夏の候、支持者の皆さまには、日頃より真心のご支援を賜り、 

衷心より御礼申し上げます。 

皆さまの暖かいご理解・ご協力を頂き１２年間、少子化対策・ 

福祉・教育・環境整備等、様々な課題に挑戦して参りました。 

今後とも「大衆と共に」の立党精神を胸に、市政の改革や 

『暮らしやすいまち富田林』『安心・安全なまち富田林』の構築 

を目指し、全力で闘って参る決意であります。 

皆様のより一層のご指導・ご鞭撻を心よりお願い申し上げます。 

           富田林市議会議員  高山 裕次 

 

東日本大震災の被災に遭われた皆さまに心よりお見舞い申し上げ 

ますとともに、一日も早い復旧・復興を 

お祈り申し上げます。 

【生年月日】 昭和３１年１月３日（５５歳） 

【出身地】  東京都生れ 

【現役職】  ＊広報委員長 ＊党支部連合会委員長 

【経 歴】  ＊市議 4 期 ＊市議会副議長 ＊市監査委員 ＊議会運営委員長  

＊総務常任委員長 ＊決算特別委員長 ＊富美山環境事業組合監査委員・副議長 

＊大阪工業大学・校友会理事 ＊大阪工業大学・校友会議員の会々員 …等歴任 

【家 族】 妻・二男 

【学 歴】 大阪工業大学・機械工学科卒業 

 

◆ 交通施策の取り組み 

議会質問ダイジェスト 
（平成 23 年 6 月定例会より抜粋） 

委員会協議を 6 月から開始。今後、必要に

応じてワークショップ等で広く市民の声を

反映させ、平成 23 年度中に「交通基本計

画」を策定し、交通施策の早期実現をめざ

していく。 

◆ 学校耐震化の今後の計画 

利用率の向上に向け、保護者との連携を密

にとり、年度内にニーズや傾向を把握する

ためのアンケート調査を行い、ＰＲすると

ともに、調査結果の分析などで、研究・検

討を重ねていきたい。 

 

学校耐震化率は今年度に 82.2％達成の見

込み。平成 24 年度以降に 24 棟を実施し、

平成 26 年度中に 100％の達成を目指して

いく。 

◆ 災害時要援護者支援事業の計画 
災害時要援護者支援対策推進委員会などを

立ち上げ、検討を開始。町総代会などで「災

害時要援護者支援プラン」の概要版を活用

し説明会を実施した。今後、7 月上旬に全

職員の研修、7 月下旬から 16 小学校区を

中心に校区説明会を開催し、順次徹底を図

っていく。 

 

◆ 防犯カメラの設置制度の創設を 
住民の合意形成や情報の管理規定および運

用ルールの作成、管理委員会の設置、個人

情報の取り扱いなどが必要。今後、制度創

設に向けての仕組みづくりなど、先進事例

を参考に検討していく。 

◆ 浄化槽整備推進事業の推進 
◆「被災者支援システム」の構築を 

一日も早い生活排水処理 100%の実現を目

指して、遅くとも平成 24 年度には浄化槽

整備推進事業を開始できるよう、諸手続を

進めていく。 

総務省・地方自治情報センターより、運用

に必要なＩＤを取得、今後、システム稼動

に必要な設備面の導入を検討していく。 



 皆さんの要望が 

実現します！ 
 

公明党が議会質問などで、要望・推進して 

きた待望の事業が補正予算に計上、順次、 

実施されます！ 

教 育 

人にやさしい安心の街・富田林！ 
 

■消防に「統合型位置情報通知システム」 

を導入           （10 年） 

■LED タイプ防犯灯を補助対象に追加  

（10 年） 

■国保などのコンビニ収納システムの改修

（09 年） 

■耐震改修補助制度の拡充   （08 年） 

（工事費の 15.2%を支給/上限 60 万円） 

■ペットボトルの収集を月２回に拡充    

（07 年） 

■同方系防災無線の整備    （06 年） 

■青色回転灯搭載防犯パトロール車の導入

（06 年） 

■洪水ハザードマップを作成  （05 年） 

■中野雨水幹線の設置など浸水対策の推進 

 

教育先進都市・富田林を実現！ 
 

■中学校給食の実施      （10 年） 

■全小・中学校に扇風機を設置  （10 年） 

■全小・中学校に太陽光発電パネルを設置

（10 年） 

■全小・中学校に電子黒板と 50 インチの

地デジ対応テレビを導入   （10 年） 

■尐人数学級（35 人）の推進  （09 年） 

■全小・中学校にＡＥＤを設置  （08 年） 

■栄養教諭の配置       （07 年） 

■図書館の情報化の充実    （06 年） 

（24 時間インターネット予約の導入） 

■スクールカウンセラーを全中学校に配置  

（05 年） 

■学校警備員を全小学校に配置 （05 年） 

■学校図書館に司書（12 名）を配置  

（05 年） 

■学校の耐震診断・耐震化を促進 

子育て・健康をサポート！ 
 

■子宮頸ガン・ヒブ・小児用肺炎球菌ワク

チンの公費助成を推進    （10 年） 

■子宮頸ガンと乳ガン検診に「無料クーポ

ン」を配布         （09 年） 

■出産育児一時金を 42万円に拡充（09 年） 

■庁舎に健康増進コーナーを設置（09 年） 

■乳幼児医療費助成制度の拡充 （08 年） 

（小学校３年生まで入通院とも無料） 

■妊産婦健診の充実      （08 年） 

 （14 回に拡充、府内外の適応の実施） 

■生活つなぎ資金の拡充（20 万円、無利子） 

（08 年） 

■市の施設にＡＥＤ（自動体外式除細動器）

を設置           （06 年） 

 
 

 

快適な住環境を推進！ 
 

■グラウンド・ゴルフ専用競技場を新設 

（10 年） 

■近鉄喜志駅および南海滝谷駅にエレベー 

ターの設置を推進      （10 年） 

■金剛連絡所のリニュアル・オープンを 

推進            （10 年） 

■すばるホール 1 階に自動ドアを設置    

（07 年） 

■サッカー競技もできるグランドの整備 

（06 年） 

■富田林駅前整備事業の推進（06～11 年） 

■市設置型合併処理浄化槽整備推進事業に 

ＰＦＩを導入        （06 年） 

生 活 

環 境 

福 祉 

富田林市議会公明党の実績 
 

公明党の原点である生活者の視線に立った政策実現をめざし、「福祉」「教育」「生活」

「環境」など、数多くの実績を築くことができました。赤ちゃんからお年寄りまで、全

ての市民の皆さんが、納得と満足のいく「快適なまち・富田林」を目指します。 

 

子どもの医療費助成が 9 月から 

小学校 6 年生までに拡充します！ 

今後とも、中学校３年 

生までの拡充をめざし、 

全国最低水準の大阪府 

に対象年齢の拡充と所 

得制限の撤廃を要望し 

ていきます。   

14 回の妊婦健診が 8 月から充実 

します！（助成額 59,000 円に） 

 

不妊治療の助成制度が 8 月から 

始まります！ 

 

平成 21 年から 14 回の健診に拡充。 

（助成額 47,360 円） 

本年 8 月から助成額を 

59,000 円（1 回目 

9,600 円、2 回目以降 

3,800 円）に増額し 

ます。 

 

本年 8 月から大阪府の 

特定不妊治療事業の承認 

を要件に、1 回の限度額 

5 万円、年 2 回、5 年間 

の助成を開始します。 

 

分散備蓄を小学校区ごとへ、 

秋頃から順次、拡大します！  

可能な物から小学校等の各施設管理者など

と協議し、設置の検討が始まります。 

今年度中に備蓄品の充実のため、避難所で

使用する簡易間仕切りや災害対策本部に大

型発電機などを導入 

する予定。 

浄水装置も被災地な 

どでの調査・研究を 

活かして、導入の検 

討を実施します。 

来春から学童保育料のコンビニ収納

が新たに、追加されます！ 

税や国保、保育料などの 

コンビニ収納業務が拡充。 

今後とも、普及を推進し 

ます。住民票などの交付 

についても、引き続き研 

究を要す。  

中学 1 年、小学 1 年 

および 2 年生に追加し、 

小学 6 年生の尐人数 

学級が始まります。 

開始時期は学校判断です。 

 

同報系防災無線が全小学校区に 

秋頃から順次、配備されます！ 

広く市民に避難情報を 

提供するために、 

市内１３の小学校の 

屋上に同報系防災 

無線の設置が進み 

ます。  

 

自主防災組織の運営補助制度が 

充実します！ 

夏頃から、自主防災 

組織の運営補助金を 

拡充。世帯に応じて 

5 万円～10 万円の 

範囲で補助。 

（1/2 条項も撤廃）  

小学校 6 年生の尐人数学級が 

9 月から開始します！ 

 

9 月から小学校、幼稚園及び保育園 

に防犯カメラなどが設置されます！ 

正門に防犯カメラや 

オートロック、インター 

ホンの導入が始まり 

ます。 


