
 

 

皆さんが主役の市政の実現を目指します！ 
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住所：南旭ヶ丘町 22-25  
23-3651 Fax.25-9915 

《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 

議会ほうこく 

富田林市議会 

公明党 

冬季号 

 

【生年月日】 昭和３１年１月３日（５9 歳）   【出身地】 東京都生れ 

【現役職】  ＊党支部連合会委員長  ＊党大阪府本部組織局次長 

【経 歴】  ＊市議 4 期 ＊市議会議長 ＊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 

 

 

希望あふれる新年を迎え、謹んで皆さまのご健勝とご多幸をお祈り申し 

上げます。先の総選挙では、厳しい選挙情勢の中で、公明党を大きく押し 

上げて下さり、支持者の皆さまに心より感謝と御礼を申し上げます。 

さて、福祉社会のあり方を巡る議論は、新たな局面を迎え、年金や医療、 

介護など社会保障制度の骨格を持続可能なものにするとともに人口減少問 

題への対応が大きな課題となってきました。 

「次の 50 年」へ向け、社会保障改革と地方創生を『新しい国造りの両輪』 

として推進する中、市民が暮らしている住み慣れた『地域』で医療、介護、 

生活支援など必要なサービスの充実、就労の場を創出・拡充し、そこ 

に暮らしている市民の人生設計を可能にすることが政治の重要課題 

です。本年４月の統一地方選挙、わが党に寄せられた皆さまの 

ご期待にお応えするため、公明党のネットワークを活かし、景気、 

雇用、福祉、教育など、山積する諸課題の解決に国・府と連携し、 

全力で取り組んでまいります。 

今後とも、皆さまのより一層のご支援をお願い申し上げます。 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富田林市議会公明党の実績 

 

 

 

 

中学校卒業まで 

こども医療費助成 

（入・通院）を拡充！ 

全小・中学校の 

図書室にエアコン 

を設置！ 

子育て支援・教育環境の充実に全力！ 

この夏、家族で楽 

しめる市営プール 

を開設！ 

学校の１００％耐震化 

と学校ＩＣＴ化を推進！ 

地域の防災・安全・環境対策に全力！ 

地域防犯カメラの 

整備に対する補助 

を推進！ 

地区集会所への 

ＡＥＤ設置に対する 

補助を推進！ 

避難所等に防災 

用備蓄資機材の 

配備・拡充！ 

医療・福祉の充実に全力！ 

富田林病院お産 

センターの開設を 

推進！ 

妊婦健康診査の助成 

116,840円に増額！ 

予防ワクチン接種の 

推進！ヒブ・小児用 

肺炎球菌等 

特定不妊治療費 

特定不妊治療費 

助成制度の創設！ 

消防団員の退職報奨 

金、報酬、出動・訓練 

手当の増額と装備の 

充実強化を推進！ 



ぷ￥る 

■地域防犯カメラ設置補助制度の実施  （13年） 

■地区集会所のＡＥＤ設置補助制度を実現（13年） 

■洪水ハザードマップを作成・改訂 （05～13年） 

■分散備蓄を小学校区ごとに順次拡充  （11年） 

■自主防災組織の運営補助制度の充実  （11年） 

■同報系防災無線の整備を全小学校区へ （11年） 

■統合型位置情報通知システムを消防に 

導入                （10年）       

■LEDタイプ防犯灯を補助対象に追加 （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） 

■全小・中学校図書室にエアコン設置（2014年） 

■富田林市民プールの開設（予定）   （15年） 

■学校の耐震診断・耐震化を促進 （08～14年） 

（14年 10月に 100％完了済） 

■小学校教育用パソコンの更新   （13～14年） 

■小 6・中 3生の少人数学級の実施（11～13年） 

■府内 10市の図書館の相互利用が実現（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） 

■選択制の中学校給食の実施      （10年） 

■全小・中学校に、太陽光発電パネル・電子黒板 

50インチ地デジ対応テレビ・ＡＥＤ・扇風機 

などを導入         （08年～10年） 

■図書館の情報化の充実        （06年） 

（24時間インターネット予約の導入） 

 

■第3ほんわかセンター出張所    （2014年） 

 「けあぱる金剛」金剛連絡所前に開設 

■子どもの医療費助成制度の拡充    （14年） 

（入通院とも中学校卒業まで無料） 

■ヒブ・小児用肺炎球菌等の予防ワクチンの 

定期接種を推進           （1４年） 

■骨髄バンクドナー支援事業の実施   （13年） 

■妊婦健康診査の充実・拡充    （11～13年） 

（14回に拡充、府内外の適応の実施） 

■富田林病院お産センターの再開を推進 （12年） 

■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） 

（子宮頸がん・乳がん・大腸がん） 

■学童保育料のコンビニ収納の実施   （11年） 

■出産育児一時金を 42万円に拡充   （09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・ゴルフ専用競技場を新設 （10年） 

■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             （10年） 

■金剛連絡所のリニューアル・オープン （10年） 

■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）       （06年～） 

生活 人にやさしい安心の街・富田林！ 環境 快適な暮らしへ豊かな住環境を推進！ 

 

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。 

 

福祉 子育て・健康をサポート！ 教育 教育先進都市・富田林を実現！ 

平成 26年 9月 26日、多田市長に「平成 27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、17 の重点項目を含

め各部署に対する要望全 99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。 

「平成２7 年度 政策提言書」を多田市長に提出！ 

 



＊平成２6 年１２月議会の代表質問および答弁から抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民サービスの向上 
 

Ｑ 交通不便地域対策の取り組みについて 

(仮称・ワンコインタクシーを提案！) 
 

Ａ 交通弱者の移動をどう確保していくかが課題 

であり、地域に応じた取り組みを検討していく 

事が基本である。 

市民にとってより良い交通施 

策となるよう「市交通会議」 

に諮りながら、市独自の施 

策について進めていく。 

 

 

Ｑ スマートフォンを活用し市民から情報 

提供を求める取り組みについて 
 

Ａ  アプリを利用して、画像や位置情報をリアル 

タイムに送信でき、同時に早期発見、早期対応に 

向けて対策を市民協働で進めら 

れる利点があると認識している。 

システムの運用、課題など、 

先進的な自治体の事例を参考に、 

調査研究を行っていく。 

 

 

Ｑ 無料公衆無線ＬＡＮ(wi-fi) 環境の整備に

ついて(じないまち等観光エリアや公共施設

への整備について) 
 

Ａ 公衆無線ＬＡＮの導入は、外国人を含めた観光 

客の誘致拡大や市民サービス向上の一環として有

効と思われることから、じないまち交流館など観

光アリアや公共施設への導入を、関係課との調整

を行い検討するとともに、民間の協力による環境

整備を推進していく。 

福祉・医療の充実 
 

Ｑ 富田林病院の産科における妊産婦受け 
入れ対象の拡充について 

 

Ａ  現在、お産センターでは合併症や初産婦の 

３５歳以上の方について、お受けしていないの

が現状である。今後も、引き続き助産師のスキ

ルアップを図り、より多くの対象妊婦の受入れ

に努めるよう、富田林病院に申し入れるととも

に、病院ホームペー 

ジ等を通じて市民の 

皆さんにわかりやす 

く周知するよう、指 

導し充実に向けて研 

究していく。 

   

 

  安心・安全なまちづくり 
 

Ｑ ＭＣＡ同報系防災無線の内容確認ができ
る電話確認サービスの導入を求めて 

 

Ａ 電話確認サービスは、防災無線を補完する 

ものとして、府内市町村では、 

大阪狭山市をはじめ八尾市など 

既に導入されており、本市に 

おいても引き続き導入に向けて 

検討していく。 
 

Ｑ「空き家対策特別措置法成立」 
を受け、市の基本的な取組みについて 
 

Ａ 法案が成立したことにより、国や大阪府は 

空き家等対策の実施する費用補助や財政上の 

措置。市町村は、協議会の設置や空き家の立ち

入りを含む調査、固定資産税等の課税情報の内

部利用が認められ、データベースの整備等が行

うことが出来る。さらに、除却や 

修繕、伐採等の措置・指導助言、 

勧告、命令、強制執行可能と 

なる。条例の制定も視野に 

入れ、効果のある対策を 

検討していく。 

（12 月の質問・抜粋 ） ＊スマートフォンに対応した市のウエブサイトの作成について 

＊スクールソーシャルワーカーの更なる充実ついて ＊子ども医療費助成の更なる拡充をもとめて 

＊市ウエブサイトの各課のページの充実とコンテンツマネージメントシステムの導入について 

＊避難所開設時の課題や検証と情報収集方法の充実について  ・・・など 

 

 

 

 


