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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 

【学 歴】 大阪工業大学・機械工学科卒業   【家 族】 妻・二男 

プロフィール 

子どもの医療費助成が入院のみ

中学校３年生まで拡大します！ 

子どもの健全な育成と子育て支援の更なる

充実を図るため、医療費と入院時の食事療養

費の助成対象年齢を中学校 3 年生まで拡大し

ます。（入院のみ、通院は小学校 6 年生まで） 

 

【ご挨拶】 
 

若葉の鮮やかな季節、支持者の皆さまには真心のご支援・ご協力を 

賜り、心より感謝と御礼を申し上げます。 

今、長引く不況、本格的な高齢化社会の到来、社会保障の改革など、 

難解な課題が山積しています。また、東日本大震災から 1 年余りが経過、 

依然として震災対応の遅れや原発対応の問題など、政府の責任は極めて 

重いと言わざるを得ません。 

今こそ、復興への強いリーダーシップを発揮し、総合的な復興・ 

成長戦略を推し進めなければならないと強く訴えるものです。 

公明党は「大衆と共に」の立党精神を胸に、国と地方が連携し、 

市民の目線に立った『暮らしやすいまちづくり』『災害に強い 

まちづくり』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 

 

富田林病院の産科が 

6 年ぶりに再開します！ 
 

医療・福祉 
◆災害弱者を地域で支えるネットワーク 

づくりを推進 

◆「地域包括ケアシステム」の構築の推進 

◆国民健康保険証のカード化の実施 

◆女性特有のがん・大腸がん検診の無料 

クーポンを送付 

◆妊婦健診助成制度の継続 

◆子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワク 

チンの接種費用の継続助成 

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。 

 

防災安全・環境 
◆ハザードマップの作成（改訂） 

◆小学校単位の防災訓練に補助制度を創設 

◆民間建築物耐震診断および改修に対する 

補助 

◆学校施設耐震化の継続実施 

◆住宅用太陽光発電システムの設置補助 

◆有害鳥獣による被害防止対策の実施 
まちづくり 
◆富田林駅前整備事業 

※駅南広場を整備、安全な歩行空間の確保。 

同時に周辺環境の整備・地域力の向上を

めざす。 

◆レインボーバスの金剛駅隣接地までの 

延伸運行を試行実施 

 

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 6 年ぶりに再開します。

本年6月から常勤医1名と助産師6名の体

制で妊婦検診を開始。11月以降は、分娩も

行います。正常な分娩は助産師が立会い、

医師をカバーします。 

平成 24 年度予算に計上された主な事業内容 

教育・子育て 
◆ニート・引きこもり等に対応する相談 

窓口を開設 

◆地域子育て支援拠点「つどいの広場」 

事業を推進 

◆保育所の民営化の実現（みどり保育園） 

◆少人数学級（35 人）の実施 

◆中学校給食事業（選択式） 

 全生徒対象の「給食の日」の実施 

（２学期） 

 

 

 



 

 

 

 

議会質問ダイジェスト 
（平成 24年 3月定例会より抜粋） 

 

市民の個人情報、行政運営上の重要情報

などの情報資産を人的脅威や災害・事故か

ら防御することは安全・安定的な行政サー

ビスの実施に不可欠であることから、引き

続き、全職員を対象とした情報セキュリテ

ィポリシーの徹底を図っていく。 

情報システムにおけるセキュリティ

対策の現状 

コンビニ収納の現状と住民票の発行

などの将来的展望 

避難所や避難経路の再点検 

府がビデオ付き防犯カメラを設置した府

営住宅3ヶ所における犯罪状況などの推移

を見守るとともに、住民の防犯意識の確認

や、運用上の問題点、個人情報の取り扱い

などを検証しながら、制度の創設について

検討していく。 

今年度は、「資器材 16 品目」や「かまど

スツール」などを市民会館、公民館、福祉

会館などに配備。次年度も引き続き「資器

材 16 品目」などを小中学校各 3校に配備、

併せて 500Ｌr水タンク 2 台を追加し、機

能充実を図っていく。 

また、東日本大震災における被災地支援

の経験を参考に、各年齢層、性別を考慮し

た備蓄の充実に努めていきたい。 

地域防災計画では、避難所は 37 ヶ所の

公共施設、避難地は 44 ヶ所のグラウンド

などを指定している。今後とも、避難所や

避難地の配置、避難経路上の危険区域など

の再点検を行うとともに、避難所までの距

離が遠く、移動に時間がかかるなど、指定

避難所への即時の避難が困難な地域におい

ては、地域所有の集会所の活用や協力いた

だける民間施設を緊急的な避難所として、

検討していきたい。 

平成 14 年 10 月から上下水道料、平成

18 年に保育料、平成 21年に税、平成 22

年から国保料と介護保険料のコンビニ収納

を開始。特に、上下水道料金は約 4万 3千

件のうち 2 万 8 千件、保育料は 1 万 3 百

件のうち 7千 3百件の納付実績となった。

それ以外でも 15～30％の納付状況。引き

続き普及に努めていきたい。 

住民票発行については、事前の住基カー

ドの交付と住民票交付用アプリの登録、住

民記録システムの改修、コンビニの手数料

や運用の負担、費用対効果などを検討しな

がら、引き続き研究していく。 

広範な分散備蓄などの体制整備 

防犯カメラの設置制度の創設 

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！ 

■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     

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  

■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    

教育 教育先進都市の実現！ 

■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  

環境 快適な住環境を推進！ 

 

実 績 

 

  
 

■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              

実践的防災教育総合支援事業 

震災の教訓を踏まえた新たな防災教育の

指導方法等の開発・普及を行うとともに、

緊急地震速報等の防災教育を行う学校にお

ける取り組みへの支援を実施する事業で、

意義あるものと認識している。これからの

防災教育をどう進めるかを研究するために

も、本事業の受託について、関係課と調整

しながら、前向きに検討していく。 

 

 




