
 

 

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（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 

プロフィール 

子どもの医療費助成が入院のみ

中学校卒業まで拡大！ 

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

学校卒業まで拡大しました。（入院のみ、通

院は小学校 6 年修了まで） 

 

【ご挨拶】 
 

枯れ葉舞う季節、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、震災対応の遅れ、原発対応の 

問題や外交問題など、対応の遅れやまずさに政府の責任は極めて 

重いと言わざるを得ません。今こそ、決められない政治から脱却し、 

「ブレずにスジを通す」責任ある政治、真に国民生活と国益を守り 

発展させる政治へと転換していかなければなりません。 

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 

 

富田林病院お産センターが 

オープンしました！ 
 

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。 

 

本年 6 月から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、富田林病院お産センターとしてオープ

ンしました。（利用は予約制） 

シャワーおよびトイレ付きの個室を基本と

し、より快適に過ごせるよう、施設を全面

改修。新たな試みとして院内助産システム

を導入し、常に産科医師と連携を図りなが

ら助産師が中心となって、妊婦健康診査や

出産などを行っています。 

また、出産への不安や育児の悩み相談など

ができる体制を整え、出産はもちろん産前、

産後全ての時期において妊婦、新生児、そ

の家族をサポートします。 

平成 24 年 10 月 25 日、多田市長に「平成

25 年度 政策提言書」を提出しました。 

この提言書は、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、14 の重点

項目を含め各部署に対する要望全98項目からな

っています。 

今後とも、私ども公明党議員団は、市政改革と

市民本位の政策実現を目指し、「住み続けたいま

ち富田林」「安全・安心なまち富田林」「災害に強

いまち富田林」の構築のために、全力で取り組ん

でまいります。 

「平成２5年度 政策提言書」を多田市長に提出！ 

 

府内 10 市の図書館の相互利用

が可能に！ 
 
市民の皆さんの利便性を図るため、７月より

府内 10 市の図書館の相互利用が可能にな

りました。利用できるのは本市、大阪市、八

尾市、柏原市、東大阪市、河内長野市、松原

市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市の 10

市です。本を借りられるには、利用を希望す

る図書館で登録手続き（身分証明書などを持

参）が必要となります。 

パスポート発給事務の一部が府から本市に

移譲され、これにより、来年１月７日(月)か

ら市役所市民窓口課で、パスポートの申請・

受領ができるようになります。 

※詳しくは、今後の広報誌や市ウェブサイト

などで紹介されます。 

市民窓口課（内線１３１） 

世帯単位で交付していた被保険者証が被保

険者ごと（１人１枚）へ１０月中旬に交付（簡

易書留で郵送）。家族が同時に別の医療機関

で受診しやすくなったり、財布などに入れて

常時携帯できるようになったりするなど、利

便性の向上が図れます。 

国民健康保険被保険者証の 

カード化が実現！ 
 

来年からパスポートの申請・ 

受領が可能に！ 
 



 

 

 

議会質問ダイジェスト 
（平成 24年 6月定例会より抜粋） 

 

子育て支援の重要施策の一つであり、近隣市町

村の状況も十分認識していることから、公費助

成額の更なる拡充を検討していきたい。 

妊婦健診の公費助成の拡充を！ 

市民プールの廃止に伴い、集客力のある 

新たなプールの設置を！ 

庁内基幹系システムの再構築を！ 

防犯対策に重要な施策の一つと認識している

が、一方でプライバシーの問題や運用ルール上

の課題もあり、町会対応で防犯カメラを設置で

きる制度の創設については、今後１年間、清水

町等の設置後の運用状況や街頭犯罪の発生状

況などを総合的に検証しながら、設置費用も含

めた今後の方向性について検討していきたい。 

本市では医療費の適正化の即効性が期待できる

ジェネリック医薬品の利用促進を図るため、先発

医薬品との差額通知を６月下旬から実施し、医療

費の適正化に努めていく。 

また、先進市の呉市はレセプトをデータベース化

することにより、重複受診者や頻回受診者等を把

握し、指導を行うことや、糖尿病等の生活習慣病

の重症化を予防することで、医療費の適正化につ

ながる取組みを行い、成果を上げているが、非常

に参考になる取組みである。本市で新たな事業と

してどのような取り組みができるのか、調査研究

していきたい。 

本市電算機は導入以来 20 数年が経過、複雑化

したシステムによる改修費用の増大等が懸念さ

れる中、システムの標準化は急務である。民間

企業では情報通信技術を活用して業務システム

をデータセンターに集約し、システムを保有せ

ずに安価にサービスが利用できる形態が普及し

ているが、一部の自治体で導入の動きがある。

本市としても、新たな技術を活用した基幹系シ

ステムの再構築に向けて、先進事例や他市の動

向も参考にし、関係部署との調整を図りながら

研究していきたい。 

ＰＦＩを活用した排熱利用等による室内プール

や流水プール、ウォータースライダーなどの新

たな一年中楽しめるプールの設置も含め、市民

プールのあり方については、本年度のプール指

導の延長や学校プールの開放実績、市民の皆さ

んの声、本市における公共施設のあり方や費用

対効果なども含め、プール開放事業の方向性な

どを総合的に検討していきたい。 

国民健康保険における医療費適正化の 

取組みと呉市方式の事例導入を！ 

防犯カメラ設置制度の創設を！ 

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  

（通院は小学校卒業まで、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 

子宮ガンと乳ガン検診および大腸がん 

検診 

■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                        

■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） 

■富田林病院お産センターのオープン 

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） 

■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  

■スクールカウンセラーの全中学校配置 

■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） 

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 

 （Ｈ25 年 3 月完成予定） 

■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         

■すばるホール 1 階に自動ドアを設置  

■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） 

学校施設などの避難所の「非構造部材」の

耐震化対策と今後の計画は！ 

本市では、総合的な整備は完了していないが、

非構造部材の安全性の整備は重要なことから、

文部科学省が作成した「学校施設の非構造部材

の耐震化ガイドブック」を参考に、地域の避難

場所となる屋内運動場の非構造部材の点検など

を早急に行い、改善項目についての専門的な調

査や技術的な耐震補強対策を研究検討しなが

ら、各省庁の防災対策事業を有効に活用し、計

画的な整備を考えていきたい。 6 月定例会のその他の質問（抜粋） 

・上水道施設や管路などの耐震化状況と今後の

対策や計画は！ 

・橋梁や道路などの耐震状況と今後の計画は！ 

・タブレットＰＣを活用した次世代教育の推進 

・コンビニでの「住民票交付サービス」などの

実施を求めて！ 

・図書館に電子書籍の導入を求めて！ 

・いじめのない学校づくりを目指して！ 

（実態、マニュアルの作成、子どもたちの自律

によるいじめ解決の提案など） 

・高齢者の所在不明問題などの対策は！ 

（現状の取組み、安否確認に関する条例の制定

など） 

・災害に強いまちづくりの取組みは！ 

（自主防災組織の更なる充実、公民館に災害用

の備品の備蓄を、地域防災リーダの養成、防

災力強化マンションの整備など） 

・通学路の安全対策を！ 

（緊急合同総点検の結果、今後の対応など） 

9 月定例会のその他の質問（抜粋） 

議会質問ダイジェスト 
（平成 24年 9月定例会より抜粋） 

 


