
 

 

 

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 

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル 

「平成２６年度 政策提言書」を多田市長に提出！ 

 

【ご挨拶】 
 

秋晴れの候、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。 

2014 年度予算概算要求が８月末に締め切られ、公明党の主張が随所 

に反映されました。主な施策は、若者の雇用支援や幼児教育無償化に向け 

た取り組み、学校耐震化。また、震災復興の加速や防災・減災、インフラ 

の老朽化対策、医療・介護制度の充実、中小企業、農業支援の強化など 

です。今後、10月中頃開会の臨時国会で経済や安全保障関連の重要 

法案の審議、年末の予算案策定に向け、本格的な取り組みがスタート 

します。今後とも、公明党は国・府と地方が連携し、きめ細かな 

ネットワークを生かし、市民目線に立った政策実現に全力で取り 

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制度を実施！ 

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。好評につき、再度 

掲載しました。 

 

地域住民の安全確保と街頭犯罪などの抑止力の 

向上を目指し、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が 

創設されました。 

 

【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） 

平成 25 年 9 月 30 日、多田市長に「平成 26

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、16の重

点項目を含め各部署に対する要望全 95 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。 

市内に自らが所有または居住する住宅などに、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 10kW 未満のシステム（未使用品に限る）です。 

【対象者】 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】 140 件程度（申し込みは先着順） 

【補助金額】 同システムの最大出力 1kW に 5万円を乗じた額で上限 15 万円（3kW）。 

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

9 時～午後 5時 30分）に申込用紙へ必要事項を記入し、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） 

 

地域防犯カメラ整備補助金制度を創設！ 



 

 

議会質問ダイジェスト 
（平成 25年 9月定例会より抜粋） 

 

エアコンの整備は児童・生徒のさまざまな学

習を支援し、総合的な学習や日々の生活の中

でのくつろぎや自発的に読書を楽しむ場所と

して大きな役割を担うとともに、環境の充実

を図る上でも必要であると認識している。 

今後、児童・生徒の快適な読書・学習環境の

整備のため、計画的なエアコンの設置に向け、

検討していきたい。 

 

小・中学校の図書室にエアコンの設置を 

求めて！ 

学校プール開放で得たアンケート調査の結果、

市民ニーズ、学校プール開放の実績、他市の状

況や費用対効果などを総合的に判断し、厳しい

財政状況にあるが、川西地区の市営プールを全

面的に大規模改修し、幼児用プールを併設した

レジャー性の要素を持ち、本市の魅力づくりに

貢献できるような市民プールを平成 27 年度

開設目標に整備を検討していく。 

子ども医療費助成制度の更なる拡充につ

いて（中学校卒業まで通院費の助成を）！ 

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！ 
■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 

■携帯電話を利用したバーコード決済・モバイ

ルレジが開始（市民税などの納付が可能に） 

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 94％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 

■洪水ハザードマップ（改訂版）の作成 

既存施設の出来るところから順次ＬＥＤ球に

変更していくとともに、行財政改革や環境へ

の配慮の観点から、今後計画している新施設

もＬＥＤ化を積極的に検討していく。 

 

 

 
 

 

子育て家庭が抱える経済的負担を解消する手

立てとして、大きな役割を果たす制度と認識し

ている。厳しい財政状況のもと、安定的な財源

確保と併せて、取り組まねばならない事業とし

て、引き続きさらに検討を進めていきたい。 

また、財政的な支援を求め、引き続き、国・府

へも要望していく。 

 

大学生学習サポーターの実施状況とその

効果や課題について！ 

将来、教員を目指す大学生により、授業や放

課後補充学習などの学習支援を行う本市独自

の施策だが、平成 24 年度は人数にして 40

名、訪問回数は延べ 1000 回を超える実績を

あげている。 

子どもからは「気軽に質問でき、よく理解が

できる」などの声もあり、意欲の向上が見ら

れ、悩みの相談を受けてもらうなどの効果も

あった。今後、更なる拡充が求められるが、

学習や生活支援に情熱を持って望める大学生

の参加や実施回数の拡充に広報誌などを活用

し、広く呼びかけ周知していきたい。 

多目的競技場にナイター設備の設置と芝

生化を求めて！ 

施設利用率の向上や他市からの利用など本市

の魅力向上と活性化につながるものと認識し

ている。厳しい財政状況の中、利用者の意見

も参考にしながら、財源の確保や他市の状況、

稼働率や費用対効果なども含め、引き続き、

調査研究していく。 

公共施設における照明のＬＥＤ化に 

ついて！ 

本市の魅力づくりを考えた市民プールの

設置について！ 

 

 

 

 
 


