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結党 50 周年から

次の 50 年へ前進 !!
ごあいさつ
暑中お見舞い申し上げます。
皆様には公明党に対しまして力強い御支援誠にありがとうございま
す。 心から感謝申し上げます。
さて､結党 50 周年から次の 50 年への幕開けとなる本年 4 月の統一
地方選挙におきましては､皆様に絶大なるご支援を賜り、 大山府議
会議員そして八尾市議会 6 名ともども大勝利をさせていただくことがで
きました。 皆様の真心にお応えすべく、 公明党の 3 つの力「小さな
声を聴く力」「生活者の声を政治に活かす力」「平和を守り抜く力」
を、 これからも国と地方のネットワークを活かして実現してまいります。
そして八尾市公明党議員団全員が一致団結し､安全･安心の八尾､
活力のある八尾を創るため、 全力で働き抜いてまいります。
今後とも皆様のご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
公明党河内総支部長 大阪府議会議員 大山明彦

地域経済活性化と子育て世帯の生活支援 !
市内のお店で使っておトク!

公明党が
推進 !!

今後 2 次募集と
販売を行います
※12,000 円のうち1,000円分については、使える店舗が限られます。

登録店舗数
（大型店舗含む）

1,004 店舗
（7/6 現在）

★追加募集あり

市民相談はお気軽にお申しつけください
大阪府議会議員

八尾市役所公明党控室 TEL: 991-3881（代）内線 2776 〜 2778 FAX: 924-3350
八尾市議会議員

大山明彦

月曜日
重松 恵美子

事務所: 本町 4-4-9-202
自宅 : 高安町北 4-42-34
999-4649
/ 997-4551
999-8739
府庁公明党控室
090-2192-3445
06-6941-0286

火曜日
土井田 隆行

自宅 : 宮町 1-4-17
999-4199
925-0028
090-3626-0470

市役所公明党控室・担当議員の曜日

火曜日
いおい 真二

水曜日
花村 茂男

自宅 : 上之島町南 1-75-52 自宅 : 太子堂 2-2-30
/ 999-4369
/ 994-5244

八尾支部連合会

090-2065-0409

090-8571-1275
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木曜日
永田 善久

自宅 : 八尾木北 5-194
/ 924-6018
090-2040-2870

金曜日
西田 尚美

自宅 : 中田 1-26-1
/ 923-5119
090-4031-6036
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大山 府議会議員 議会報告

大阪府議会

真心のご支援に応え公約実現 !

大阪府議会 5 月定例会閉会 (5 月 28 日 ~6 月 11 日 )

「大阪戦略調整会議（大阪会議）」設置条例案など可決！

党員、支持者の皆様をはじめ多くの方々のご支援を
賜り、3 期目の当選をさせていただきました。今後とも
「大衆とともに歩む」
との立党の原点を命に刻み、ひとり
の声を大切に公約実現のため懸命に働き抜いてまいり
ます。
そして、大阪府政の改革と八尾市の発展のため、さ
らに積極果敢に挑んでまいりますので、どうか引き続き
皆様のご指導、ご支援を賜りますよう何とぞよろしくお
願い申し上げます。

大阪府議会 5 月定例会では、議長・副議長の選挙をはじめ、常任委員
会等の委員構成も決定されました。大山府議会議員は、議会運営委員会
委員および警察常任委員会委員に就任しました。
今議会では、いわゆる大阪都構想の対案として出されておりました、
「大阪戦略会議 ( 大阪会議 )」設置条例案も可決されました。大阪市議会で
も堺市議会でも可決し、大阪府の広域課題を府と大阪市、堺市の首長と
議員が協議し、成長戦略や交通網整備､産業振興策などを進めていく体制
がスタートします。

府立成人病センター、重粒子線がん治療施設の工事進む
新 成 人 病センターでは、手 術、放 射 線 治 療、化 学
療法等の診療機能の強化を図り、難治性がんを中心と
する高 度・先 進 的ながん医 療の充 実や新しい診 断・
治療法の開発、がん専門医や医療スタッフの育成、患
者や家族への支援機能の強化等さらなる取り組が進め
られます。

また、大阪だけでなく全国レベルでのがん医療の中
心的な役割を果たしていくよう進められ、現在、平成
29 年春の移転開院に向け、大阪府中央区大手前 ( 大
阪府庁本館南側 ) で工事が進んでいます。成人病セン
ターと上町筋の間には民間医療機関による重粒子線が
ん治療施設も整備が進められています。

八尾市議会報告

八尾市議会公明党

H27 年 6 月議会代表質問・西田尚美

市政運営方針・市政全般について

1. 中核市移行に伴うメリットとリスクについて
2. 妊娠から就労までを視野に入れた市独自の積極的な支援を行うこと
について
3. 介護ボランティアポイント制度の実施状況と、充実に向けた今後の
取り組みについて
4. 地域での健康づくりを個人個人の健康づくりに結びつけていく
積極的な取り組みを進めることについて

5. 近鉄河内山本駅周辺整備の内容について
6. 道路交通法の改正にあわせた自転車のマナー向上と事故防止策を実施
することについて
7. 学校園施設の空調設備の整備に
対する見解と今後の見通しについて
、

他 45 項 目について
質しました。

H27 年 3 月議会個人質問・土井田隆行

H27 年 6 月議会個人質問・五百井真二

1. 地方人口ビジョンに対する見解と策定見通し等の詳細について

1. 若い市民が将来に夢や希望を抱けるまちをつくるための具体策について

2. 人口減少に歯止めをかけるための
切れ目のない支援について

2. 歴史民俗資料館、しおんじやま
古墳学習館、安中新田会所跡を
市内すべての小・中学生が
見学・体験することについて

3. プレミアム商品券の発行は、
地方創生の観点から
戦略的に取り組むべき

3. 新たな公共交通サービスに
市が取り組んだ内容について

八尾市議会実績報告

7. 臨時給付金 (8月から申請開始 )

・非課税世帯に臨時福祉給付金 (1 人 6,000 円 )
・児童手当給付世帯に子育て世帯臨時特例給付金 ( 児童 1 人 3,000 円 )

1.プレミアム付き商品券の販売

8. 生活困窮者自立支援事業が開始 !

2. 八尾市いじめ問題対策
連絡協議会等条例の制定

・生活支援相談センターの開設 ( 市役所 3F)

9. 被災者支援システムの導入により、
災害時の罹災証明等の迅速な対応が前進 !

・八尾市いじめ防止基本方針の策定

3. 中学校給食の開始（選択制）

10. 八尾市立大正コミュニティセンター、
八尾市役所大正出張所、水防センター開設 (H27 年 1月25日)

4. 保育所の定員枠の増員で待機児童解消へ !
・H27 年度 460 名増員
・H28 年度 200 名増員予定

5. 妊婦健診の公費助成の拡大 10 万 500 円→12 万円（8月から）
6. 助産師（5 名）
による妊娠から出産･子育てまで
安心の相談体制の充実 (8月から保健センターに配置 )
八尾支部連合会

11. 八尾市立病院北館開設 (H27 年 3月28日)
12. 八尾市立龍華コミュニティセンター、
八尾市役所龍華出張所、
八尾市立龍華図書館開設 (H27 年 8月2日)
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