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最新ニュース 

【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】  ＊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 
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「平成２７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。再びの自公連立政権の発足から約２年、 

公明党は安定した政治運営のなかで、数多くの課題に全力で取り組んで 

まいりました。引き続き、最優先課題である震災復興の加速、経済再生、 

社会保障と税の一体改革を着実に進めるとともに、人口減少社会の中で、 

地域社会をどう維持、発展させていくかなどの重要課題にも積極的に 

取り組んでまいります。本年 11月 17日には、結党 50年の節目を 

迎えますが、不変の原点である「大衆とともに」の立党精神をさらに 

深く胸に刻み、「中道」の旗を高く掲げ、国民のための「合意形成 

の政治」を追求してまいります。「次の 50年」へ、地域に軸足を 

置き、全国のネットワークを持つ公明党の真価を発揮すべく、 

今後さらに現場第一主義に徹し、市民の信頼に基づく政治を 

めざし、全力で闘ってまいります。 

             富田林市議会議員  高山 裕次 

 

10 月から子ども医療費助成の対象年が中学 3 年生までに拡大！ 

公明党が、実現に向けて取り組んできた、 

最新の実績や情報などです。 

一部、好評につき、再度掲載しました。 

 

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。 

子どもの健全な育成と子育て支援の充実を図るため、１０月

１日（水）より、子ども医療費助成の対象年齢を従来の小学６

年生から中学３年生まで拡大しました。これに伴い、対象者に

新しい「子ども医療証（さくら色）」が９月下旬に送付されて

いますが、同医療証がまだ届いてない人は、連絡してください。 

※対象者は本年１０月１日現在、本市に住所を有し、健康保険

に加入の中学３年生までの人。ひとり親家庭医療費、障がい者

医療費の助成を受けている人などは対象になりません。 

【問い合わせ】福祉医療課（内線１６３、１６４） 

 

「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の申請受け 

付けが 1２月２6 日（金）まで延長されました！ 

 

 

支給対象者で申請がまだの人はお急ぎください。 

また、支給対象者かどうかの確認や申請書が必要な人は市窓

口にお問い合わせください。 

※支給対象者の該当要件は、市ウェブサイトの各課のページ

「地域福祉課」でもご覧いただけます。また、受付期間延長

に伴い、１０月１日（水）から給付金受付窓口が市役所２階

特設受付（２０番窓口向かい）に変わりました。 

【申請受付】１２月２６日（金）までに、申請書に必要書類

を添えて、郵送で〒５８４-８５１１ 市役所内臨時福祉給付

金・子育て世帯臨時特例給付金支給担当へ 

※市役所２階特設受付への持参も可（月～金曜日、午前９時

～午後５時 30 分、祝日は除く） 

【問い合わせ】 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例 

給付金支給担当（内線 286） 



 

 

 

 

 

 

 

最新情報 

 

土砂災害警戒区域の指定状況と 

今後の対応について！  
 

平成 26 年 3月未現在の本市域における指定

状況については、土砂災害警戒区域は土石流 38

箇所、急傾斜地崩壊 144 箇所。また、土砂災

害特別警戒区域の指定は土石流 29 箇所、急傾

斜地崩壊 97 箇所となっている。今後、まだ指

定されていない箇所について、大阪府により住

宅や重要公共施設の存在する箇所や住宅開発の

可能性がある箇所を平成 28 年度までに指定を

完了する目標が出されている。 

  これらの指定区域はハザードマップに反映

し、市民の皆様へ周知しているが、今後、出前

講座や地域の防災訓練などを活用し、継続した

防災意識の向上について周知するとともに、広

報誌や市ウェブサイトにより、更なる周知に努

めていきたい。 
 

地域防災計画改訂後の避難所運営 

マニュアルの作成について！ 
 

過去の災害で、避難所運営の課題や問題点な

どが明らかになっていることから、地域防災計

画改訂後に、マニュアルを作成したい。また、

避難所の円滑な運営は、避難所となる学校や公

共施設、民間協定施設などの施設管理者や町会、

自主防災会をはじめとした地域住民の協力も必

要であることから、皆さんの意見を伺いながら

進めていく。 
 

災害時の福祉避難所の確保について 
 

福祉設備の整った避難所としての位置付け

で、平成 25 年 9 月、指定管理者の富田林市福

祉公社と災害協定を締結し、「富田林市ケアセン

ターけあぱる」を福祉避難所に指定した。今後

のさらなる推進について、公共施設を指定する

ことになるが、地域性や施設の設備などを勘案

しながら、進めていく。また、民間の社会福祉

施設への受け入れについても、社会福祉法人と

災害協定の締結に向け、社会福祉協議会や関係

機関と連携を図っていきたい。 

学校施設は子どもたちが一日の大半を過ごす

学習・生活の場であり、地震などの災害時には

地域の皆さんの避難場所として大切な役割を果

たしていることから、学校施設の安全性を確保

することは極めて重要です。 

そのため、学校施設の耐震化は国を挙げての

急務とされており、文部科学省では、２７年度

までのできるだけ早い時期に公立の学校施設の

耐震化を完了するよう目標を明確化しまた。 

これにより本市では、建築基準法の改正（昭

和５６年６月）以前の旧耐震基準で建築された

校舎などの耐震診断を実施し、その結果に基づ 

いて、耐震性能の低い建物から順次耐震補強工

事を進め、国の目標年度より早く、全ての市立

小・中学校、幼稚園の耐震化が完了しました。 

また、耐震補強工事に合わせて老朽化した校

舎の外壁や屋上防水などの改修工事も同時に実

施するなど、施設の安全確保を進めました。 

全ての市立小中学校、幼稚園の耐震化が完了しました!  
～子どもたちの安全な学習環境を確保～ 国の目標年度より早く耐震化が完了 

 

●太子町・河南町・千早赤阪村のパスポート 

発給事務を受託 

 ２町１村（太子町・河南町・千早赤阪村）の

パスポート発給事務を受託することにより、新

たに広域連携でパスポートの申請と受け取りが

市役所１階の市民窓口課でできるようになりま

した。尚、市役所で申請手続きができる人は日

本国籍を有し、かつ１市２町１村に住民登録を

している人です。 

※詳しくは一般旅券発給申請書に添付の案内、

または市ウェブサイトの市役所のご案内をご覧

ください。 

議会質問ダイジェスト 
（Ｈ26 年 9 月定例会より抜粋） 

 

 

新公会計制度の取り組み状況と 

今後の計画について！ 
 

今年度は公有財産台帳のデータベース化の整

備を行い、職員研修で導入する目的、活用方法を

周知するとともに、すべての職員を対象とした公

認会計士などの専門家による研修の実施につい

ても考えている。また、導入にあたって、固定資

産台帳の作成、執行情報を複式簿記に仕訳けする

システムの構築が必要となるが、来年１月頃に国

から具体的なマニュアルが示される予定である

ことから、平成２９年度の導入に向けて順次、準

備を進めていきたい。 
 

医療費適正化の取り組み状況と 

今後の展望について！ 
 

現在、固体中央会が開発した KDB(固体データ

ベース)システムを利用し、頻回受診・重複受診

が多い方を抽出し、指導を行っている。また、年

齢別・地区別の医療費や疾病別医療費などが検索

可能となっており、国保ヘルスアップ事業、及び

国保保健指導事業として、保健事業充実に努めて

いきたい。引き続き、ジェネリック医薬品の利用

促進を図るとともに、重症患者を一人でも多く減

らすための重症化予防指導を行うことが、長期的

に医療費削減に繋がるものであることから、保健

事業に積極的に取り組んでいきたい。 
 

駅前広場や公園、通学路、遊歩道など、 

犯罪が発生しやすい箇所への防犯カメラ 

の設置を求めて！ 
 

今年度、試験的に一部の都市公園へ設置し、効

果について検証を行うとともに、富田林駅北側広

場への設置についても前向きに進めていきたい。 

また、通学路や遊歩道など犯罪が発生しやすい

箇所についても、防犯カメラ設置に際しての課題

の対応策や効果的な犯罪防止対策など、地域、警

察と連携しながら検討を進めていきたい。 

 

●河南町の消防事務を受託 

 市消防本部は河南町の消防事務を受託するこ

とにより、職員１５８名、消防自動車２１台、

救急車６台を有する消防体制となり、新たな消

防の広域化による消防体制の充実とより安全で

安心な地域社会の確立に向けた業務の取り組み

が期待されます。 

10 月から南河内の新たな広域連携がスタートしました！ 
河南町の消防事務＆太子町・河南町・千早赤阪村パスポート発給事務を受託 

 10 月１日（水）より、市民サービスの向上と業務の効率化を図るため、近隣市町村との新たな 

広域連携（１市２町１村：本市・太子町・河南町・千早赤阪村）がスタートします。 

平成 26 年 6 月、藤沢台 7 丁目町会内に待望

の防犯カメラが設置されました。地域住民の安

全確保と街頭犯罪等の抑止力の向上などが期待

されます。この防犯カメラの設置にあたり、公

明党が議会質問などで補助制度の創設を訴え続

け、ようやく実現。平成 25 年 4 月に町会等の

団体が防犯カメラを設置する際、その経費の半

分を補助する事業として、「地域防犯カメラ整備

補助金制度」が創設されました。今回、この制

度を活用し、地元町会長のご尽力により設置が 

10 月広報誌に掲載されていた記事内容と 

最新の実績を紹介します。 

 

防犯カメラの設置を実現！ 

  

 

 

実現したもので、これを機に、各地域の設置

拡大も期待しています。 

※写真は設置された防犯カメラの模様です。 

 

 


