
 

 

皆さんが主役の市政の実現を目指します！ 
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最新ニュース 

【生年月日】 昭和３１年１月３日（５7 歳）   【出身地】  東京都生れ 

【現役職】  ＊市議会議長  ＊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 ＊富田林駅南整備特別委員長  

＊広報委員長 ＊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 

【学 歴】 大阪工業大学・機械工学科卒業 
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富田林駅と金剛駅間をノンストップで結ぶ直行バス社会実験を実施！ 

 

【ご挨拶】 
 

残夏の候、支持者の皆さまには日頃より真心のご支援・ご協力を賜り、 

心より感謝と御礼を申し上げます。 

7 月 21日投開票の第 23 回参院選では自公が過半数議席を獲得し、 

衆参の多数派が異なる“ねじれ”を解消する結果となりました。 

また、公明党は多くの皆さんの真心のご支援により大阪、東京、埼玉、 

神奈川の 4選挙区で完勝。比例区は 7 人が当選し、改選議席を上回る 

11 議席を獲得。大きく躍進することができました。 

今、円安・株高の流れが続く中で、企業の業績回復が期待されて 

いますが、多くの中小企業にはなかなか回復の実感が伴わないのも 

実情です。今後とも、公明党はきめ細かなネットワークを生かし、 

中小企業支援や市民目線に立った政策実現に全力で取組んで参り 

ます。皆さまのより一層のご支援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 

 

10 月から、太陽光発電システム設置費の補助を実施！ 

公明党が、実現に向けて取り組んできた、 

最新の実績や情報です。 

 

 

地域住民の安全確保と街頭犯罪などの抑止力の向上を目指すと

ともに、「安全・安心のまちづくり」の一環として、本年4月か

ら町会等の団体が地域内に防犯カメラを設置する経費を補助す

る制度を創設しました。 
 

【補助対象】町会・自治会 

【補助金額】必要経費の1/2の額（上限50万円） 

【問い合わせ】市民協働課（内線 473） 

地域防犯カメラ整備補助金制度を創設！ 

 

9 月 1 日（日）～11月 30 日（土）までの３カ月間限定で、近鉄長野線「富田林駅」から

南海高野線「金剛駅」間を約 18 分で結ぶ、直行バス社会実験を実施します。昨年よりも

運行時間を拡大し、ノンストップで運行、さらに早く便利になりました。 

運賃は大人（中学生以上）２９０円、小人（小学生） 

および幼児（就学前児童）１５０円、乳児（１歳未満） 

は無料。 

※運行ルート、時刻表は 8 月の広報をご覧下さい。 

※近鉄長野線「富田林駅」と南海高野線「金剛駅」間 

の途中停留所には停車しないので注意して下さい。 

【問い合わせ】道路交通課（内線 416） 

地球温暖化防止と未来に向けたまちづくりを推進するため、市内に自らが所有または居住す

る住宅などや災害時に避難所として提供していただける企業施設に、太陽光発電システムを

設置する経費の一部を補助。補助対象システムは住宅の屋根などへの設置に適した逆潮流あ

りで連係し、太陽電池の最大出力が 10 ㌔ワット未満のシステム（未使用品に限る）です。 

【対象者】は、自らが所有または居住する市内の住宅（集合住宅は除く）に同システムを新

設する人や自らが居住するために同システム付き住宅を市内で購入する人などです。 

※企業施設などは、別途確認下さい。 

※H24 年 11月１日～H26 年 3月 31 日（月）までに同システムを設置し、電力会社と 

電力受給契約を締結完了した人に限ります。 

【補助件数】は 140件程度（申し込みは先着順）で、【補助金額】は同システムの最大出力

1 ㌔ワットに 5 万円を乗じた額で上限 15万円（3 ㌔ワット）です。 

【申し込み】は 10月 11 日（金）～H26年 3月 31 日（月）（土・日曜日、祝日を除く午

前 9 時～午後 5時 30 分）までに、申込用紙に必要事項を記入し、10 月 11 日（金）は市

役所地下 904会議室、15 日（火）以降はみどり環境課へ申請します。 

※申し込みは一人につき一申請で、郵送は不可。 

※【申込用紙】は 9月 2日（月）からみどり環境課で配布、市ウェブサイトの各課のページ

「みどり環境課」からダウンロードもできます。【問い合わせ】みどり環境課（内線 432） 

 



 議会質問ダイジェスト 
（平成 25年 3月定例会より抜粋） 

 

平成 25年度から「子育て支援法」の施行に

向けた準備を進めていくが、待機児童解消に

向けて、市全体の保育定員を増やすことは喫

緊の課題であると認識している。 

課題解決のために認定こども園も含めた保育

施設の展開について、調査検討にただちに着

手し、誘致を目指していきたい。 

年間を通した待機児童解消に向けた 

取り組みについて！ 

本市の貴重な文化財全般の情報発信について、

美しい町並みを残す富田林寺内町や仏教文化

の栄華を知る新堂廃寺跡など、本市の魅力ある

歴史を幅広く、市民をはじめ他市の人にもアピ

ールできる時代の流れに対応した手法も取り

入れながら、身近に感じられる「Web ミュー

ジアム」の創設に向けて先進地の事例も参考に

しながら取り組んでいく。 

老朽化した管理橋梁の調査結果と 

今後の維持補修について！ 

本市ホームページなどに 

「Web ミュージアム」の創設を求めて！ 

 

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。 

福祉 子育て・健康をサポート！ 
■富田林病院お産センターの再開を推進 

■子どもの医療費助成制度の拡充 

（通院は小学校卒業、入院は中学校卒業まで 

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） 

■無料クーポンの配布 

子宮頸ガンと乳ガンおよび大腸ガン検診 

■コンビニ収納の拡充（税・保育料など） 

■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 

■骨髄バンクドナー支援事業の実施                        

生活 人にやさしい安心の街！ 

■分散備蓄を小学校区ごとに順次拡充  

■同報系防災無線の整備を全小学校区へ  

■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 15．2％を支給/上限 60万円） 

■「統合型位置情報通知システム」を導入 

■ビデオ付防犯カメラを補助対象に追加 

教育 教育先進都市の実現！ 
■府内 10 市の図書館の相互利用が実現 

（大阪市、東大阪市、本市を含めた南大阪 

の各市など） 

■小学校・幼稚園などに防犯カメラを設置 

■学校耐震化を促進（現在、約 82％完了） 

■中学校給食の全校実施         

■全小・中学校の教育環境の拡充 

・扇風機の設置 

・電子黒板と 50 インチの地デジ対応テレ

ビの導入と太陽光発電パネルの設置       

・ＡＥＤを設置  

環境 快適な住環境を推進！ 

 

実 績 

■市設置型合併処理浄化槽整備推進事業に 

ＰＦＩを導入（H24 年 10 月、伏見堂・ 

横山・嬉地区で事業を開始） 

■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         

■富田林駅前整備事業の推進（本年 4 月完成） 

■洪水ハザードマップ（改訂版）の作成 

システム再構築におけるクラウドの 

利用について！ 

厳しい財政状況のなか、コンピュータシステ

ムの効率的な運用を図るため、大変有効な手

段であると認識している。今後、情報システ

ムの再構築を検討するなかで、庁内若手職員

を中心とした研究組織の設置を行い、課題へ

の対応を含めたクラウドの有効活用につい

て、引き続き、研究していく。 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

今年度、本市 63橋を点検。劣化の状況を評価

判定し A～E に区分したが、補修の必要な橋梁

は C～Eまでの 32 橋だった。その中で、一番

緊急性のある新北橋を国の緊急経済対策に基

づき防災対策の一環として補修する。 

また、残りの 31橋については年次的に計画、

国の補助事業を活用し、緊急性の高いものから

整備を行っていく。 

議会質問ダイジェスト 
（平成 25年 6月定例会より抜粋） 

 被災者支援システムの状況と今後の 

取組みについて！ 

平成２５年３月にシステムのバージョンアッ

プが図られ、追加機能が増え、機能改善も行

われた。このため、危機管理室とシステム管

理担当課において随時、調整を行うとともに

災害時を想定し、個人情報保護条例関係の届

出を行い、事務的にも運用できる体制を整え

ている。今後の取組みとしては、災害時を想

定した運用について、システムを稼動させる

ための電源や通信ネットワークの確保、災害

対策本部と各避難所の避難者データの共有や

関連システムとの連携を引き続き検討してい

く。また、地域防災計画を全面改定する中に

反映させながら、災害対策本部体制の業務分

担による各担当部署に周知して万全の体制で

備えていく。 

 


