
　希望溢れる新年を迎え、日頃より公明党に対しまして、温かいご支援・ご協力を賜り、

心より御礼申し上げます。

 東日本大震災から、はや2年10ヶ月が経過「ようやく復興の歯車が回り始めた」との評価

も聞こえるようになって参りました。継続した支援とともに、震災の記憶を決して風化さ

せてはいけないと思います。

　少子高齢化、人口減少が進む中で、地域の活力をどう維持向上させていくかが問われる

時代に入っています。

　私たちは、市民の「小さな声」を受け止め、更に、女性と青年の力をしっかりと引き出

し、福祉、子育て、教育、景気、雇用など、山積する諸課題に全力で取り組んで参ります。

　公明党は、民衆の中から誕生した「庶民の党」であり、いかなる時代、社会にあっても常

に民衆の側に立つことを信条としています。本年１１月で結党50周年の佳節を迎えます。

　結党時に掲げた「大衆福祉」「日本の柱」を担う“要の党”として重要な役割を果たし

て参りました。

　私たちは、次の50周年に向け、いま再び『大衆とともに』との立党の原点に立ち、時代

の激しい変化に対応しつつ、ネットワークの力をさらに磨き「市民の目線」で施策の実現

に取り組み、「住み続けたい魅力溢れるまち・富田林」の構築に尽力して参ります。

　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。

＊こどもの医療費助成制度の拡充（中学3年生まで）について、
＊犯罪防止のため、防犯カメラの設置を求めて、　＊　空き家対策に関する取り組みについて、
＊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、　＊住民と行政の連携による地域防災力の向上を
＊新公会計制度の導入について、　＊図書館の「雑誌スポンサー制度」の導入について、・・など20問・・
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平成２5年3月～１２月議会の代表質問および答弁から抜粋

本市の魅力づくりを考えた「市民プール」の設置を求めて、

(家族連れで楽しめる魅力あるプール)

市営プールが廃止され2年になる。「プールのあり方検討会
議」の意見を聞く中で「学校プール解放ではなく、市営プール
が必要ではないか?」
「小さい子供が家族連れでも楽しめるような魅力あるプール
で誰もが安心して利用できる
プールが望ましい」との意見
が多くあった。本市の魅力づ
くりに貢献するような市民
プールとして平成27年度を
目標に整備を検討する。

Ｑ

A

「新電力」の活用で行政コスト削減の取り組みを!

特定規模電気事業者との契約で電気料金の削減を、

現在、関電と需給契約を締結しており、火力燃料費の増加によ
り電気料金は値上げとなっている。今は、夏・冬に節電期間を設
け対策をしているが、新電力の導入については、経済産業省資
源エネルギー庁に登録されている特定規模電気事業者に問
い合わせ、更に協議を進め、厳しい財政状況にある事から本市
も新電力会社との契約締結に向け、早期の移行を目指す。　

Ｑ

A

認知症対策の充実に向けた取り組みについて、

団地の「高齢者なんでも相談窓口」の設置を求め、

高齢者人口および一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増
加にともない、孤立死や虐待など緊急性と複雑性を増して
きている。より身近で気軽に医療や介護の相談が出来る
場所の必要性も認識して
いる。地域の特性とニーズ
を十分調査、勘案し考えて
まいりたい。

Ｑ

A

「通学路の安全対策」について、

「合同点検」を定期的に実施することを求めて、

昨年、通学路の緊急合同点検を関係機関と行い、全小学校
16校から58ヶ所の危険個所が報告されその安全対策に学
校・警察など関係機関が連携し、路
側帯のカラー舗装・注意看板設置
など26カ所の対策を完了した。今
後、交差点の改良・信号設置など今
年度に実施を予定している。今後
も道路関係者など関係機関と連携
し定期的に「合同点検」を行う。

Ｑ

A

ユニバーサル・デザインの取組と職員研修

市民と行政が協働したまちづくり、

ユニバーサルデザインの考えに基づき本市では　「市交通等
バリアフリー基本構想」を策定し、鉄道駅のバリアフリー化
等の整備を進めている。ユニバーサルデザインにかかる理
解を深めるべく専門研修を通じて職員の教育に取り組む。

Ｑ

A

12月の質問・抜粋
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公文書管理の取組みについて

(管理条例の策定)

公文書管理法は、国などの活動が、現在および将来の国民に
説明責任を果たすため、公文書は必要不可欠の資料であるた
め適切に管理し、その内容を後世に伝えることを目的に、行政
文書の管理に、統一的なルー
ルを定めるものである。この
法の趣旨に基づき、本市にお
いても「公文書管理条例」の
制定が望ましいと考えている。
今後、総合的に研究していく。

Ｑ

A
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富田林市議会公明党の実績富田林市議会公明党の実績 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、数多くの実績を築くことができました。
「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。これからも、「現場第一主義」の活動を展開してまいります。

◎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

◎災害弱者を地域で支えるネットワークづくりを推進

◎「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

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
医療・福祉・生活医療・福祉・生活

◎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

防災安全・環境防災安全・環境

◎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

教育・子育て教育・子育て

◎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。

まちづくりまちづくり

「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。

　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。
　そして、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。

■骨髄バンクドナー支援事業の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（13年）
■妊産婦健診の充実・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）
■子どもの医療費助成制度の拡充・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（12年）
　（通院：小学校卒業まで/入通：中学校卒業まで無料）
■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）
■学童保育料のコンビニ収納の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（11年）
■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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（10年）
■「授乳室」を各公共施設に順次、設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（10年）
■出産育児一時金を42万円に拡充・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（09年）
■生活つなぎ資金の拡充（20万円、無利子）・・・・・・・・・・・・・・（08年）
■市の施設にAEDを設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（08年）

■地域防犯カメラ設置補助制度の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（13 年）
■地区集会所へのＡＥＤ設置補助制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（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）

■小学校教育用パソコンの更新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（～13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）
■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）
■学校の耐震診断・耐震化を促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（08～14年）
　（現在、約94％完了）
■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）
■スクールカウンセラーの全中学校配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（05年）
■学校図書館に司書（12名）を配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（05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）
■すばるホール1 階に自動ドアを設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（07 年）
■サッカー競技もできるグランドの整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（06 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～）

子育て・健康をサポート！ 教育先進都市・富田林を実現！

人にやさしい安心の街・富田林！生 活
 
生 活
 

快適な暮らしへ豊かな住環境を推進！環 境環 境

福 祉福 祉 教 育教 育富田林駅南広場が完成！富田林駅南広場が完成！


