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◆第 4 次総合計画における人口減尐 

 の対策について 

Web 図書館はＰＣ上で閲覧できる電子図

書をインターネットを通して、貸出・返却

を可能とし、自宅等のパソコンで２４時間

365 日利用可能なサービスとして注目され

ている。本市として、図書館の利用改善・

推進を図るため、また将来的な観点から、

先進的な事例を参考にし、情報化社会の進

展に応じた人にやさしい図書館システムの

構築をめざし、調査・研究していく。 

 

議会質問ダイジェスト 
（平成 22年 12月定例会より抜粋） 

 

◆Web 図書館の導入・推進について 

【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】  ＊市議会副議長 ＊党支部連合会委員長 

【経 歴】  ＊市議 3 期 ＊市監査委員 ＊議会運営委員長 ＊議会だより編集委員長 

＊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 

 

 

 

プロフィール 

◆子宮頸がんワクチンおよびヒブ･ 

小児用肺炎球菌ワクチン接種の 

公費助成について 

◆乳幼児医療費助成の拡充に 

ついて（小学 6 年生まで） 
 

厳しい財政状況にあるが、対象年齢の拡

充については子どもの健全な育成や子育て

における経済的負担の軽減に効果的である

ことは認識している。 

引き続き、各市の動向を注視し、市長会

を通じて、医療費助成制度の創設や対象年

齢の引き上げなど国・府に要望していく。 

 

 
 

 

 

 

第 176 回臨時国会において補正予算が

成立し、子宮頸がんワクチンおよびヒブ・

小児用肺炎球菌ワクチン接種の促進に対す

る緊急促進臨時特例交付金事業が実施され

ることになった。本市として、これらのワ

クチン接種の有効性および接種費用の負担

軽減の必要性は十分認識している。公費助

成について、国の事業内容を詳細に収集し、

実施に向けて検討していく。 

  

【ご挨拶】 

 

新春の候、支持者の皆さまには、日頃より真心のご支援を賜り、 

心より御礼申し上げます。 

皆さまの暖かいご理解とご協力を頂き１２年間、尐子化対策・ 

福祉・教育・環境整備等、様々な課題に果敢に挑戦して参りま 

した。今後とも、「まじめに働く人が報われる社会の実現」に 

向け、「大衆と共に」の立党精神を胸に、市政の改革に全力で 

取り組んで参ります。また、『闘う人間主義・生活現場主義』 

を信条に『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 

 

【その他の質問】 ◆市の遊休地活用について 
◆電子自治体の未来を拓く自治体クラウドについて 
◆地域医療を目指した富田林病院の体制強化について 

◆地域福祉支援体制について  

◆市民後見人養成講座の開催について 

◆健康増進に有効な環境整備について   

◆犬や猫などのマイクロチップの普及について 

本市と同様に人口減尐は全国的な傾向に

あり、減尐スピードを抑制させるため、子

育て支援の充実なども含め、特徴ある施策

の展開が必要であると認識している。 

平成 23 年度は総合計画策定後 5 年目の

見直しにあたるが、人口減尐のスピードが

当初の想定よりも進行傾向にあることか

ら、総合計画フォローアップ会議の議論や

基本計画や実施計画の進捗状況を検証する

中で、その対応について検討していきたい。 



 

消防の「統合型位置情報通知システム」 

が開始 

昨年 4 月から NTT 固定電話、ＩＰ電話、携帯電話

での 119 番通報時の位置情報が自動的に通知でき

るシステムの運用を開始。通報者の位置確認が円滑

になり、救急車や消防車の迅速な対応が可能になり

ました。同時に消防団一斉メールも開始。 

（写真は市消防の指令室） 

昨年 4 月、長さ 200ｍ×幅 50ｍ、16 ホールを 

兼ね備えた無料の専用競技場が川西河川敷に新設

されました。日除けシェルター、駐車場、トイレも

完備し、Ａ・Ｂ面の 2 面で運用します。 

（写真はオープニングの模様） 

最新の実績 
 

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実現しました！ 

 

 

 
（伏山台小学校の屋上にて）  

 

「グラウンド・ゴルフ専用競技場」の新設 

全小・中学校に太陽光発電パネルを設置 

教 育 

富田林駅南整備事業が開始 

省エネ推進と環境教育 

の一環として、全ての 

小・中学校に設置。 

（発電量モニター） 

駅南広場および周辺環境の整備が始まり

ました。完成は平成 23 年度の予定。 

子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンが公費助成に！ 

公明党が、強烈に推進してきた子宮頸がん等の

３ワクチンの予防接種に公費助成が導入され

ました。 

これにより、任意予防接種のうち、子宮頸がん

予防（ＨＰＶ）ワクチン・ヒブワクチン・小児

用肺炎球菌ワクチンについて平成２３年１月

から無料で接種できます。 
 

■実施医療機関（全て予約制）  

富田林市ウェブサイトの各課のページ「健康づ 

くり推進課」にある任意予防接種費用助成事業

実施医療機関をご覧下さい。 

 

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 

■対象年齢 

①子宮頸がん予防（ＨＰＶ）ワクチン  

中学校１年生（１３歳相当）～高校１年生 

（１６歳相当）の女子で計３回接種  

②ヒブおよび小児用肺炎球菌ワクチン 

 ５歳未満児まで 

 

＜問い合わせ＞           

健康づくり推進課 

（保健センター）  

TEL：28-5520  

 

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。 

 

 


