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【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  

【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 ＊広報委員長 

＊富田林駅南整備特別委員長  ＊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
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【ご挨拶】 
 

初夏の候、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。今、団塊の世代が高齢期を迎え、日本の総 

人口の４人に１人が６５歳以上になり、世界に類を見ないスピードで高 

齢化が進み、医療や介護等の社会保障費の膨張など、事態は深刻な状況 

であります。また、消費税の引き上げ、経済再生と東日本大震災からの 

復興、ＴＰＰ交渉、外交や安全保障の問題など課題も山積しています。 

これらの課題解決に公明党はどこよりも真剣に、また、誠実に取り 

組んでまいります。本年 11 月 17 日、公明党は結党 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、 

全国３０００名の地方議員と国会議員が一丸となって、生活者 

の視点に立った政策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。 

             富田林市議会議員  高山 裕次 

 

 

医療・福祉・生活 
◎子ども医療費助成が中学校 3 年生まで 

に拡大！ 

＊子どもの健やかな成長を医療面から支える 

ため、本年 10 月より通院助成を小学校 6 年 

生から中学校 3 年生までに拡大。これによ 

り義務教育終了まで入・通院とも助成対象と 

なり、府下でもトップクラスの水準に！ 

 

 

 

 

 

 

 

◎妊婦健康診査の助成 

＊現在 116,840 円に増額！ 

◎骨髄バンクドナー支援事業の実施 

◎「地域包括ケアシステム」の構築の推進 

◎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 

平成 26 年度予算に計上された主な事業内容 

防災・安全・環境 
◎避難所等に防災用備蓄資機材の配備・ 

拡充 

◎地域防犯カメラの整備補助 

◎地区集会所へのＡＥＤ設置補助 

◎民間建築物耐震診断および改修補助 

◎学校施設耐震化の実施 

◎住宅用太陽光発電システム設置補助 

教育・子育て 
◎新たな市営プールの開設 

＊川西地区の旧市営プールを大規模改修

し、家族連れで楽しめる新たな市営プー

ルとして来年夏に開設します。 

 

 

 

 

 

 

 
◎全小・中学校図書室にエアコンの設置 

＊教育環境の改善・充実のために全小・中

学校の図書室にエアコンを設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎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 

◎英語教育推進事業の推進 

◎中学校給食事業（選択制） 

◎きめ細かな指導推進事業の実施 

＊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 

◎発達障がい児の相談体制の充実 

まちづくり 
◎観光交流施設の整備 

＊本市玄関口の富田林駅前に観光交流や 

シティーセールスの新たな拠点を整備。 
 

 

 

 

 

 

 

 

◎交通政策検討業務の実施 

＊地域交通ワークショップなどを実施 

◎橋梁維持補修事業の実施 

＊老朽化した橋梁の維持補修に関わる設計 

 を実施 

◎下水道管の長寿命化対策の実施 

 

 

 

予てより、生活者の視線に立った政策の実現を目指し、公明党が提案・推進してきた事

業が実現。その中で、平成 26 年度予算に計上された主な事業を紹介します。 



 

 

 

 

 

 

最新情報 
者として、発達障がいに関する子育ての相談に

あたるもので、発達検査から個別支援に繋げて

いけるよう取組む。また、「つながるファイル」

の運用により、乳幼児期から成人期までの間で

保護者と支援関係者が子どもの状況を共通理解

し、効果的な支援を行っていく。 
 

コンビニでの住民票交付サービスの 

実現について！  
 

今後、パッケージシステムの採用により、シ

ステム上の課題は解消するが、番号制度開始後

における住基カードの取り扱い、コンビニへの

手数料や証明書交付センターへの運用負担金な

どの課題もあり、住民票交付サービスの実現に

向けて研究していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 
 

自転車安全利用推進の取り組み（注意 

喚起・走行環境の整備）について！ 
 

近年、自転車と歩行者が関連する事故が増加。

その自転車事故の傾向として、朝夕の時間帯で

集中的に発生することや若年層の事故率が高く

なっている。本市では、交通安全運動や自転車

マナーアップ強化月間での街頭指導に加えて、

幼稚園や小学校を中心に子どもの発育に応じた

交通安全指導を実施している。自転車利用の法

律が改正されたことを受け、改正内容の周知や

賠償保険に関する情報提供を広報誌やホームペ

ージ等を活用するなど、交通安全に関する意識

の高揚を図り、自転車による事故防止の取り組

みを積極的に行う。 

走行環境の整備は、安全パトロールによる段差

の修復や路面調査結果を基に、年次的な修復と

ともに、注意喚起看板の設置や路面標示などに

よる通行空間の見える化に努めていく。 

最近、電話で市役所・年金事務所職員を名乗

り、医療費や保険料などの還付や給付金の手続

きがあると言って、ＡＴＭ（現金自動預払機）

へ誘導、現金を振り込ませようとする詐欺事件

が多発しています。 

市役所などの公的機関 

が電話や訪問でＡＴＭを 

利用するように促したり、 

預金口座の暗証番号を 

聞き出すことは、絶対に 

ありません。 

不審な電話に注意！ 
次のような電話がかかってきたら、振り込め

詐欺を疑い、注意してください。 

■還付金や給付金があるので、携帯電話とキャ 

ッシュカードを持って、近くのＡＴＭに行っ 

てください。 

■ＡＴＭの操作方法を説明しますので、ＡＴＭ 

へ行き携帯電話で折り返し連絡ください。 
 

もし電話がかかってきたら…  
すぐに指示に従わず、いったん電話を切り、 

市役所 25-1000 または警察署へ連絡する。 

ちょっと待ってその電話 ! 振り込め詐欺かも !! 
～不審な電話にご注意ください～（富田林市でも被害の報告あり） 

 

子育て世帯臨時特例給付金 
平成２６年１月分の児童手当を受給されている

人が支給対象者で、同月分の児童手当対象児童

一人当たり１万円が支給されます。 

※ただし、臨時福祉給付金を受けることができ

る人や平成２５年中の所得が児童手当の所得制

限限度額を超えている人などは、支給対象外と

なります。 

議会質問ダイジェスト 
（Ｈ26 年 3 月定例会より抜粋） 

 

 

基幹系システム再構築における自治体 

クラウドの推進について！ 
 

本市のシステムは、構造の老朽化や制度改正に

よるプログラムの複雑化などの課題がある。ま

た、平成 2８年１月の番号制度の開始により、住

基台帳、税、国保などの基幹系システムの大規模

改修が必要となる。昨年 4 月に「基幹系システ

ム再構築研究会」を設置し、市民サービス向上や

維持経費の低減、事務効率化など効果的な行財政

運営の実現に向け研究してきたが、その課題解決

のためにはシステム機能の充実や拡張性を備え、

国の推奨するパッケージシステムの活用が最良

の手法であると考える。今後、遠隔地の民間施設

設置システムの利用で、共同利用・管理による維

持経費の低減、自然災害等からの行政情報の保全

など、クラウドを活用したシステムの再構築を考

えていきたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビッグデータの活用とＬＩＮＥ（ライン）

などの様々な情報発信について！ 
 

自治体が保有する情報は個人情報保護の観点

から利用制限やデータの整理・分析に要するコス

トなど、整理すべき課題もあるが、住民ニーズの

把握や行政課題解決への有効な手法であると認

識している。国の動向や先進事例を注視しなが

ら、本市が保有する各種データの利活用について

研究していく。また、情報発信については昨年 8

月開始のフェイスブックでの効果的な活用と併

せ、ＬＩＮＥ（ライン）などの新たなツールの利

用について研究していきたい。 
 

発達障がいを持つ児童への早期支援と 

継続した支援体制の確立を求めて！ 
 

発達障がいを持つ児童への早期支援について

は、臨床発達心理士、臨床心理士を任用し、妊産

婦や成人期までの子どもを持つ保護者を対象 

 

 

 

 

臨時福祉給付金 
平成２６年１月１日時点で本市に住民登録され

ている人で、本年度市民税が非課税の人が支給

対象。一人当たり１万円（加算対象者は１万

5000 円）が支給されます。 

※加算対象者は老齢基礎年金、障がい基礎年金、

遺族基礎年金などの受給者・児童扶養手当、特

別障がい者手当などの受給者。 

※ただし、平成２６年度市民税が課税されてい

る人の扶養親族となっている人などは、支給対

象外となります。 

7 月 1日（火）から「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」の 

申請受付が始まります！ 

 本年４月の消費税率引き上げに伴う影響緩和のため、臨時的な措置として給付金が支給（申請が 

必要）されます。※ただし、両方の給付金を併せて受給することはできません。 

申請の受付期間や方法などは、詳細が決まり次第、広報誌や市ウェブサイトなどで紹介されます。 

平成 26 年 3 月 20 日、藤沢台 5 丁目交差点

に待望の歩車分離式の信号機が設置されまし

た。当日は雨天でしたが、心晴れやかに地元町

会の代表の皆さんや警察・行政関係者が参加し、

信号機の点灯式が行われました。 

以前より、多くの児童・保護者の皆さんから

要望をいただいておりましたが、地元町会のご

協力などにより実現いたしました。 

※写真は点灯式の模様です。 

 
 

 

 

5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。 

 

待望の信号機の設置が実現！ 


