
 

【ご挨拶】 
 

初春の候、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。自公連立政権がスタートしてから１年。 

経済再生と東日本大震災からの復興加速を最優先課題に掲げて取り組ん 

できました。その結果、経済は回復軌道へと転じ、企業による賃上げの 

兆しが見え始め、復興も予算枠拡大などで着実に前進してきました。 

しかし、まだまだ課題は山積しています。今こそ公明党の特長である、 

地方議員と国会議員とのネットワークを最大に生かし、現場の声が生きた 

政策を政治に反映させてまいります。公明党は本年 11 月 17 日、 

結党 50 周年の佳節を迎えます。これからも「大衆とともに」の 

立党精神を胸に、地方議員、国会議員が一丸となって、生活者の 

視点に立った政治実現に全力で取り組んでまいります。 

今後ともより一層のご支援をお願い申し上げます。 
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高山ひろじ 発 
富田林駅南広場が完成！  富田林駅南地区の整備の中心となっていた待望

の富田林駅南広場が昨年４月１日に完成しました。 

平成１６年に創設された国の補助事業の「まちづ

くり交付金」を活用し、都市再生整備計画を１７年

３月に策定。町の活性化を進めるための組織づくり

や、地域資源を生かしたイベント開催などの「ソフ

ト事業」と同広場の整備、周辺道路・歩道の整備な

どの「ハード事業」を二つの柱とし、同地区の整備

を進めてきました。 

広場の完成により、本市や南河内の玄関口とし

て、多くの人が利用し、周辺地域がさらなるにぎわ

いと活気に満ちたまちになることが期待されます。 

皆さんが主役の市政の実現を目指します！ 

 

平成 25 年度予算及び補正予算に計上された主な事業内容 

教育・子育て 
◎小学校教育用パソコンの更新 

◎ニート・引きこもり等に対応する相談窓

口を継続 

◎地域子育て支援拠点「つどいの広場」事

業を推進 

◎英語教育推進事業の推進 

◎中学校給食事業（選択制） 

◎引き続き、小学 6 年生と中学 3 年生に対

する少人数学級（35 人）の実施 

◎「こんにちは赤ちゃん訪問」事業の実施 

 ◎災害弱者を地域で支えるネットワーク 

医療・福祉・生活 
◎妊婦健康診査の助成 

 59,000 円が 116,840 円に増額！ 

◎骨髄バンクドナー支援事業の実施 

づくりを推進 

◎「地域包括ケアシステム」の構築の推進 

◎こども医療費助成の実施継続 

◎女性特有のがん・大腸がん検診の無料クー 

ポンを送付 

◎子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン

の接種費用を継続して助成 プ
ロ
フ
ィ
ー
ル 

【生年月日】 昭和３１年１月３日（５8 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 

《市民相談等、お気軽にご相談ください！》 
福祉・教育・年金・健康保険・税金・融資・住宅・環境・ごみ・防災・防犯・法律相談・ 

道路整備・上下水道 etc. 

 市役所控室：25-1000（内線 239）／事務所：南旭ヶ丘町 22-25 23-3651 

＊ホームページ・アドレス 
http://www.komei.or.jp/giin/tondabayashi/takayama_hiroji/ 

＊メール・アドレス takayan2001c＠gaia.eonet.ne.jp 

まちづくり 

◎交通政策検討業務の実施 
＊路線バスを活用した東西交通に係る社会実験お

よび地域交通ワークショップなどを実施。 

◎石川にかかる新北橋の災害復旧工事と老

朽化対策工事の実施 

＊防災・減災ニューディール政策を活用して実施。 

防災・安全・環境 
◎避難所等に防災用備蓄資機材の配備・拡充 

◎地域防災計画の改定 

◎地域防犯カメラの整備に対する補助 

◎洪水ハザードマップの作成（改訂） 

◎地区集会所へのＡＥＤ設置に対する補助 

◎民間建築物耐震診断及び改修に対する補助 

◎引き続き、学校施設耐震化の実施 

◎住宅用太陽光発電システム設置に対する 

補助 

◎鳥獣被害対策の実施 
＊イノシシなどの有害鳥獣による被害防止対策の 

実施 

 



  

富田林市議会公明党の実績（抜粋）です。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、数多くの実績を築いてきました。 

「ネットワーク政党」・公明党が現場からくみ上げる生活の課題を政策として実現したものです。 

こらからも、「現場第一主義」の活動を展開してまいります。 

 

議会質問ダイジェスト 
（Ｈ25 年 12 月定例会より抜粋） 

 

 

タブレットパソコンと電子黒板を 

使った ICT 教育について！ 
 

タブレットなどの ICT 機器を使った教育は子

どもたちの授業への興味・関心・意欲を高めた

り、双方向通信も容易にでき、 

自分の考えを筋道立てて説明 

する力を育むことができるな 

ど、有効である。 

厳しい財政状況にあるが、 

国の施策の動向や先進校の研 

究結果も留意しながら、より 

効果的な活用方法や整備の進 

め方等について、引き続き研 

究していきたい。 
 

「新電力」の活用で行政コスト削減の 

取り組みについて！ 
 

本市の電力供給は関西電力㈱と需給契約を締

結しているが、本年 8 月から料金を値上げする

ため、市庁舎について、契約方式を変動性の高

圧電カ方式へ変更するなど、料金の抑制を図っ

ている。現在、経済産業省資源エネルギー庁に

登録の特定規模電気事業者(PPS)に問い合わ

せ、市庁舎及び小中学校、その他対象 10 施設

の電力使用量などを比較し、協議を進めている。

厳しい財政状況にあるが、今後とも協議を続

けながら、新電力会社との契約締結に向け、で

きるだけ早期の移行を目指してまいりたい。 
 

安心保障の充実を目指した、 

防犯カメラの普及について！ 
 

市内各地域の防犯対策として、今年度 4 月よ

り設置に係る経費の 2 分の 1、且つ 50 万円を

限度として防犯カメラの補助制度を設けたが、

申請は一定の基準に基づき、総会で防犯カメラ

設置に係る議事録や、特 

定の個人及び建物を監視 

することのないよう、設 

置及び管理に係る運用規 

定の作成、カメラを設置 

する付近住民の同意書な 

どの添付が必要である。  

 

 

今年度の設置件数は、本年 11 月現在で 2 町

会、4 台について交付決定・設置完了済となっ

ている。年内に 1 町会、4 台の申請をが予定し

ているが、本格的な制度利用は、平成 26 年度

からと予想している。 

市として、町総代会の理事会や総会などで、制

度の利用について再度周知するとともに、防犯

カメラの設置を示す看板やのぼりの設置を推奨

するなど、補助制度の普及に努めていきたい。 
 

通学路となる市道や公園の犯罪発生の 

多い地区への設置について！ 

 
本市の都市公園は「都市公園法」や 「同法施

行令」などに基づき管理されており、法令で定

める公園施設には防犯カメラの設置事例はな

く、通学路となる市道や公園への設置について、

本市個人情報保護審査会に設置・運用について

の意見を聞き、審査する必要がある。 

議員紹介の神奈川県大和市においても、街頭

防犯カメラの設置及び管理運用については、審

査会で慎重な意見もあり、設置については犯罪

発生件数の多い重点整備地区に限り、以後の犯

罪件数などの検証結果や、画像を外部提供した

場合に審査会に報告するよう付帯意見を加えて

の運用となっている。 

今後、設置に向 

けての課題など、 

大和市ではどのよ 

うな対応を行って 

いるか、地域住民 

の意見なども含め 

て調査研究してい 

きたい。 
 

住民と行政の連携による地域防災力の 

向上について！ 
 

本市の地域防災計画の改定は国の災害対策基

本法の改正に基づき、府と整合性を図りながら

審議・完了していきたい。 

また、防災計画の改定後は避難所等における

生活環境の整備に取り組むとともに、住民自治

で避難所の運営を想定している自治体も参考に

しながら、避難所運営マニュアルを作成したい。

自発的な防災活動の促進については地域防災

訓練の支援や自主防災組織等の訓練の実施を通

じて、避難時の心得、避難所生活や平常時から

の自助・共助の大切さを啓発していきたい。 

 

 

教育 教育先進都市の実現！福祉 子育て・健康をサポート！ 

環境 快適な住環境を推進！

生活 人にやさしい安心の街！ 

■小学校教育用パソコンの更新  （13 年） 

■府内 10 市の図書館の相互利用 （12 年） 

（大阪市、東大阪市、 

本市を含む南大阪・各市など）       

■小学校・幼稚園などに防犯カメラを設置 

               （11 年） 

■小学 6 年・中学 3 年生の少人数学級 

               （11 年） 

■中学校給食の実施       （10 年） 

■全小・中学校に太陽光発電パネル・ 

電子黒板・50 インチ地デジ TV・ 

ＡＥＤ・扇風機などを導入 （08 年～10 年）

■学校の耐震診断・耐震化 （08～14 年） 

（現在、約 94％完了） 

■地域防犯カメラ設置補助制度   （13 年） 

■地区集会所のＡＥＤ設置補助制度 （13 年） 

■洪水ハザードマップ作成・改訂（05～13 年） 

■分散備蓄を小学校区ごとに拡充  （11 年） 

■自主防災組織の運営補助制度充実 （11 年） 

■同報系防災無線を全小学校区へ  （11 年） 

■消防へ統合型位置情報システム導入（10 年） 

■LED タイプ防犯灯の補助制度   （10 年） 

■耐震改修補助制度の拡充     （08 年） 

（工事費の 1/3 を支給；上限 10０万円） 

■骨髄バンクドナー支援事業   （13 年） 

■富田林病院お産センターの再開 （12 年） 

■子どもの医療費助成制度の拡充 （12 年） 

（通院は小学卒業、入通は中学卒業まで無料） 

■妊産婦健診の充実・拡充    （11 年） 

（14 回に拡充、府内外の適応の実施） 

■不妊治療助成制度の実現    （11 年） 

■がん検診無料クーポンを送付（09～11 年） 

（子宮頸ガン・乳ガン・大腸ガン） 

■子宮頸ガン・ヒブ・小児用肺炎球菌 

ワクチンの公費助成      （10 年） 

■交通政策検討業務の実施  （12～13 年）

■富田林駅前整備事業の推進 （06～12 年）

■グラウンド・ゴルフ専用競技場 （10 年） 

■近鉄喜志駅および南海滝谷駅に 

エレベーター設置を推進    （10 年） 

■市設置型合併処理浄化槽整備推進事業に 

ＰＦＩ導入（H24 年 10 月、伏見堂・ 

横山・嬉地区で事業を開始）（06～13 年） 

「平成２６年度 政策提言書」を多田市長に提出！ 
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、「住み良いまち富田

林」「安全・安心なまち富田林」の構築のために、

全力で取り組んでまいります。 


