
 

 

皆さんが主役の市政の実現を目指します！ 

平成 24 年 1 月 第 44 号 

発行：富田林市議会 公明党 

高山 裕次 

住所：南旭ヶ丘町 22-25  
23-3651 Fax.25-9915 

《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 

＊ホームページ・アドレス 
http://www.komei.or.jp/giin/tondabayashi/takayama_hiroji/ 

＊メール・アドレス takayan2001c＠gaia.eonet.ne.jp 

高山ひろじ 発 
富田林市議会 

公明党 

冬季号 

 

最新ニュース 

【生年月日】 昭和３１年１月３日（５6 歳） 

【出身地】  東京都生れ 

【現役職】  ＊広報委員長 ＊富田林駅南整備特別委員長 ＊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 ＊旧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 

 

 

 

プロフィール 

政策提言書を提出！ 

昨年１１月１４日(月)、「平成２４年度 政策

提言書」を多田市長に提出しました。 

提言書は、市民の皆さんから寄せられた要望 

や公明党の政策・公約などをまとめ、１３の 

重点項目を含め各部署に対する提言全１００ 

項目からなっています。 

今後とも、私ども公明党議員団は、市民本

位の政策実現を目指し、「住み良いまち富田

林」「安全・安心なまち富田林」の構築のため

に全力で取り組んでまいります。 

 

 

【ご挨拶】 

 
希望溢れる新春を迎え、支持者の皆さまには真心のご支援を賜り、 

心より感謝と御礼を申し上げます。 

今、長引く不況、本格的な高齢化社会の到来、大震災と原発への対応 

など、難解な課題が山積しています。これらの課題を解決するために、 

今後とも、公明党は「大衆と共に」の立党精神を胸に、市民の目線に 

立って『暮らしやすいまち富田林』『災害に強いまち富田林』の 

構築をめざし、全力で取り組んで参ります。 

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 

 

昨年の東日本大震災、および大型台風で被害に遭われた皆さまに心よ

りお見舞いを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。 富田林病院の産科が再開！ 
 

公明党が NPO 法人「アレルギーを考える

母の会」とともにエピペンの早期承認や使

用機会の拡大などを推進。昨年 9 月 7 日に

厚生労働省が食物アレルギーなどによる重

篤な症状に対処するアドレナリン自己注射

薬（エピペン）の保険適用を了承、同月 22

日から適用が開始されました。 

03 年の承認から約 11 万本が販売され、解

析可能な使用症例（449 例）の 95％で症

状が軽快・回復し、患者に大きな安心感を

与えています。 

また、価格は 1 本 1 万 5 千円程度、有効

期限も入手から 1 年あまりであることか

ら、患者の負担が重いとの指摘もあり、保

険適用は多くの皆さんの希望でした。 

最新の実績や情報です。 

公明党は実現に向け、取り組んできました！ 

 

 
平成 23 年 10 月、美山台 7 ウイングヒ 

ルズの南側ゲート前に、ミラーを設置。 

 
平成 23 年 12 月、エコール・ロゼ横 

の歩道橋部分に滑り止め塗装を施工。 

今後、状況を見て、順次延長します。 

カーブ・ミラーを設置！ 
遊歩道に滑止対策を実施！ 

 

公設民営の済生会富田林病院で休止して

いた産科の診療を本年 6 月から 6 年ぶりに

再開することになりました。多くの皆さん

の要望を受け、昨年 5 月に再開準備室を設

置、態勢を整えてきました。平成 24 年度

から常勤医 1 名と助産師 6 名の体制で再開

する予定で、当面は月 5 件程度の分娩を扱

い、将来的には月 10 件を目指します。 

エピペンが保険適用に！ 

 



 

災害時における避難所となる学校施

設の防災機能の充実について 

食料、飲料水などの備蓄は、地域防災計

画に基づき進めていく。また、今年度、す

べての避難所へ新たにプライバシー確保の

ための間仕切りや炊き出し時にかまどとな

る「かまどベンチ」など、防災資機材 16

品目を年次的に配備していく。 

連絡用手段としては、衛星通信電話や同

報系防災無線などの確保が必要であるが、

今後、国で創設された「消防防災通信基礎

整備補助金」を活用するなどで検討してい

きたい。自家発電設備などの導入について

は、各避難所にカセットガス発電機を順次、

配備するよう計画。太陽光発電の利活用に

ついては、経費面などを含め、関係課と連

携し調査研究していく。 

議会質問ダイジェスト 
（平成 23 年 12 月定例会より抜粋） 

同報系無線を聞きなおすための、 

フリーダイヤルの導入について 
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。 

今後とも、「快適なまち・富田林」を目指してまいります。 

 

実 績 
ＭＣＡ同報系防災無線で放送された内容

が自動再生されるフリーダイヤルの専用回

線の設置は、放送内容を再度確認すること

ができ、情報の伝達を確実に行うための手

段として効果的である。今後、検討してい

きたい。 

 

近年、八尾市などが公共下水道事業の法

適用に向けた検討業務を開始。 

本市でも、河内長野市、大阪狭山市とと

もに法適用のメリット、組織のあり方、法

適用に向けた諸手続などについて、勉強会

を開催してきた。次年度以降は、地方公営

企業法の適用に向け、具体的な検討を開始

していきたい。 

公営企業会計について 

クーポン券を活用した地域の活性化

について 

宮崎県日南市飫肥（おび）が取り組んで

いる城下町各施設の入館料と食べあるきを

セットにしたクーポン券つきマップは、観

光客に好評で、地域を活性化する上で、大

変注目されている。本市においても、今後、

地元商店との調整等もあるが、新たな試み

として、来年 3 月の寺内町のイベントに 

おいて、市観光協会でクーポン券の発行が 

できるよう、検討していきたい。 

教育 教育先進都市の実現！ 福祉 子育て・健康をサポート！ 
■小学校・幼稚園などに防犯カメラを設置 

■小学校 6 年生の少人数学級の実施   

■学校の耐震診断・耐震化を促進 

■中学校給食の全校実施         

■全小・中学校に扇風機を設置    

■全小・中学校に太陽光発電パネルを設置 

■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        

■全小・中学校などにＡＥＤを設置  

■図書館の情報化の充実       

（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の全中学校配置   

■学校警備員を全小学校に配置     

■学校図書館に司書（12 名）を配置  

■子どもの医療費助成制度の拡充  

（小学校６年生まで入・通院無料） 

■妊産婦健診の充実・拡充   

 （14 回に拡充、府内外の適応実施） 

■不妊治療助成制度の実現    

■大腸がん検診無料クーポンを送付 

■学童保育料のコンビニ収納の実施 

■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        

■子宮頸ガンと乳ガン検診に 

「無料クーポン」を配布         

■出産育児一時金を 42 万円に拡充 

■生活つなぎ資金の拡充（20 万円、無利子） 

■市の施設にＡＥＤを設置     

環境 快適な住環境を推進！

■富田林駅前整備事業の推進   

■グラウンド・ゴルフ専用競技場を新設  

■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        

■金剛連絡所のリニュアル・オープンを推進

■すばるホール 1 階に自動ドアを設置  

■サッカー競技もできるグランドの整備  

■市設置型合併処理浄化槽整備推進事業に 

ＰＦＩを導入             

 

 救急医療体制の充実について 

生活 人にやさしい安心の街！ 現状、搬送時間帯、医療機関の受入体制、

病院決定の時間などが課題である。指令室

では、南河内圏域救急医療体制や府医療情

報システム、三次コーディネイト事業、独

自調査の夜間当直医師の確認表を活用する

など、時間を要する救急事案について指令

室と救急隊が更に連携し時間短縮を図って

きた。今後とも、医療関係機関との連携、

医師会への協力依頼などにより、救急業務

の充実・強化を図っていきたい。 

■分散備蓄を小学校区ごとに順次拡充  

■自主防災組織の運営補助制度の充実  

■同報系防災無線の整備を全小学校区へ  

■消防に「統合型位置情報通知システム」 

を導入 

■LED タイプ防犯灯を補助対象に追加  

■耐震改修補助制度の拡充      

（工事費の 1／3 を支給/上限 100 万円） 
■青色回転灯搭載防犯パトロール車導入 

■洪水ハザードマップを作成    

 




