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最新ニュース 

【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 

 

 

 

プロフィール 

エピペンが保険適応に！ 

公明党は NPO 法人「アレルギーを考える母の会」（園部まり子代表）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。本年 9 月 7 日に厚生労働省の中央社会保険医療協議会

（中医協）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尃薬（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。 

エピペンは 2003 年に蜂毒による重篤症状への補助治療薬として承認され、05 年には食物、

薬物によるアレルギーにも使用が認められています。 

今年の日本アレルギー学会の報告によると、03 年の承認 

から 09 年までに約 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。 

  

 

【ご挨拶】 

 
紅葉の候、支持者の皆さまには真心のご支援を賜り、衷心より 

感謝と御礼を申し上げます。 

皆さまの暖かいご理解・ご協力を頂き、少子化対策や福祉・ 

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』『災害に強いまち富田林』の構築 

に、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 

 

東日本大震災で被災された皆さま、先般の大型台風で被害に遭われた 

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。 

公設民営の済生会富田林病院で休止してい

た産科の診療を来年 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、本年 5 月に再開準備室を設置、

態勢を整えてきました。来年度から常勤医

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。 

府の権限移譲事務の実施！ 
大阪府の権限移譲事務の実施をめざした

「内部組織」および「職員」の共同設置を 6

団体（富田林市・河内長野市・大阪狭山市・

太子町・河南町・千早赤阪村）で協議・開

始するための議案が 9 月議会で可決。 

平成 24 年 1 月から 3 市 2 町 1 村による事

務の共同処理が開始します。 

事業処理の内容は府民センター内開設のま

ちづくり・土地利用規制分野 25 事務と福

祉分野 8 事務、河内長野市役所内設置の公

害規制等分野 7 事務です。 

主なメリットは、障がい者手帳の交付が 3

ヶ月から 1 ヶ月程度に短縮、開発申請等が

身近にできるなど、専門性の高い案件の処

理も可能になります。 

対象者に大腸がん検診無料クーポンを送付！ 
 

 

近年、大腸がんによる死亡者が男女共に増加。検診を受診することで、早期発見・治療するこ

とができます。本市では国のがん検診推進事業を活用し、すでに実施している女性特有のがん

（乳がん・子宮頸がん）検診に加え、今年度から特定の年齢に達した人に、医療機関で大腸が

ん検診が受診できる無料クーポンを１０月上旬に送付されます。 

同クーポンが届いたら、同封の検診手帳に記載の医療機関で早めに受診してください。 

受診は平成２４年２月２０日（月）までで、対象者は４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、６０

歳です。   

※本市では、がんミニドックも実施していますので、同クーポンの対象者以外でも４０歳以上

の人は無料でがん検診を受診できます。問い合わせ保健センター〔℡（２８）５５２０〕  

富田林病院の産科が再開！ 

 

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！ 



 議会質問ダイジェスト 
（平成 23 年 9 月定例会より抜粋） 

皆さんの要望が 

実現しました！ 

人口減少の抑制を目的とした本市の

具体的な取組みや将来展望について 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、順次、実現します！ 

子どもの医療費助成が 

小学校 6 年生までに拡充 

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 回の妊婦健診が充実 

（助成額 59,000 円に） 

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）に増額され 

ます。  

本年 8 月から大阪府の 

特定不妊治療事業の承認 

を要件に制度が開始。 

1 回の限度額は 5 万円で、 

年 2 回、5 年間の助成が 

可能になります。 

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 

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、引き続き要 

望します。  

中学 1 年、小学 1 年 

および 2 年生に追加し、 

小学 6 年生の少人数 

学級が始まりました。 

年度途中ですので、科目 

ごとの対応になります。 

同報系防災無線が 

全小学校区に順次、配備 

広く市民に避難情報を 

提供するために、 

市内１３小学校の 

屋上に同報系防災 

無線が秋頃から順次 

設置されます。 

双方向の伝達手段と 

して期待されます。 

自主防災組織の運営補助制度が充実 

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） 

正門に防犯カメラや 

オートロック、インター 

ホンを設置し、子ども 

たちの安全を護ります。 

ます

小学校、幼稚園及び保育園に 

防犯カメラなどを設置 

小学校 6 年生の少人数学級が開始 

分散備蓄を小学校区ごとへ、 

秋頃から順次、拡大  

不妊治療助成制度が開始 

本市でも、複式簿記処理機能を追加するこ

とで事業ごとの正確な財政情報が迅速に得

られ、説明責任の履行、改革、未収金、貸

付金などの債権管理、受益者負担の適正化、

施設管理の効率化などの把握に役立つとと

もに、市民に対する財政状況の説明、庁内

マネジメント力の向上などに活かせるもの

と考える。今後、東京都や大阪府の取り組

みも参考に調査・研究していく。 

新公会計制度の更なる活用について 

避難所機能を考慮した災害時対応 

マニュアルなどについて 

災害の発生のおそれがある場合や災害が発

生した場合には、災害対策本部を立ち上げ、

情報収集や対策の検討などを実施。 

対策の中で、住民が避難する場所として指

定避難所を開設。災害時要援護者の避難す

る場所として、施設の協定も含めて検討し

ていく。また、避難所運営が円滑に行える

よう「避難所運営」のマニュアルについて、

現在はできていないが、今後、様々な想定

を考えながら策定を行っていきたい。 

文化財保護の為の総合的な歴史資料館

の設置について 

この事業は平成 24 年 3 月末までとなっており、第１回目の

早期接種の啓発に努めると共に、国の動向を注視しながら全

額国庫負担により早期に実施されるよう、また、定期接種化

が行われるまでの間、ワクチン接種緊急促進事業を継続する

よう国・府に要望していく。（現在、国では継続を表明） 

子宮頸がん予防ワクチン助成制度の継続について 

最近、奈良時代の和同開珎と思われる銭貨

が出土したが、分散した施設展示では体系

的な展示は困難である。今後、既存の施設

における市民参加型の展示公開や出土遺物

速報展等の開催とともに、Web ページを活

用した文化財の情報を発信、既存のストッ

クを活用しながら、展示のあり方などにつ

いて研究していく。 

本市は H23 年 1 月には 12 万人台を切り 

少子高齢化の傾向は今後も進行するものと 

予測される。 

本市の魅力である子育て施策や教育施設の

充実、歴史と文化に育まれた優れた生活環

境などを最大限、シティセールスに活用す

る方策を検討し、「住んでみたいまち富田

林」を内外に情報発信するため、シティセ

ールスのパンフレットの作成・ウェブペー

ジの作成を実施する。 

そして他市の先進的な取り組みも研究しな

がら、本市の実情にあった施策を検討する

ことも将来に向けた重要な課題と認識し、

人口減少対策に取り組んでいく。 


