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　イオンモール周辺の安全対策として、私が今年の３月定例
議会で一般質問した内容の一部です。
　国道１７０号高架下、本市の最も北側に位置する箇所の防
犯灯が全て消えていたのですが、改善して頂きました。特に
７灯のうち３灯は蛍光灯から LED となり、昼間も点灯して
います。今後は、東側に繋がる讃良川沿いの道路に防犯灯と
舗装をして頂
ければ、ここ
を利用される
本市や寝屋川
市の方にとっ
て、イオンモ
ールへの往復
はより安心安
全なものとな
ります。

　　１　豊  見  城　（沖　縄）116.73  113.97  　　８  126.48  　　１
　　２　つくばみらい（茨　城）116.58  114.93  　　３  114.67  　１８
　　３　千代田区　（東　京）115.05  114.22  　　６  109.90  　６２
　　４　合　　志　（熊　本）113.71  110.13  　１６  115.57  　１４
　　５　能　　美　（石　川）112.43  103.90  　８９  120.24  　　２

　６５　交　　野　（大　阪）105.40  101.01  ２４１  110.08  　６０
３１５　枚　　方　（大　阪）     99.93     97.63  ５２０  103.19  ２３１
５６３　寝  屋  川　（大　阪）     97.03     96.14  ６３３  102.39  ２６１
５９０　門　　真　（大　阪）     96.73  103.17  １１６     90.91  ７１７
６８９　四  條  畷　（大　阪）     95.21     94.35  ７２３     95.96  ５７１
７４１　大　　東　（大　阪）     93.13  102.96  １３２     86.50  ７７８
８００　守　　口　（大　阪）     89.04     96.05  ６４３     79.88  ８１０

８１１　に  か  ほ　（秋　田）     85.71     88.50  ８０６     82.62  ８０６
８１２　輪　　島　（石　川）     84.99     88.04  ８０９     85.09  ７９４
８１３　歌  志  内　（北海道）     82.67     77.01  ８１３     86.82  ７７３
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本市の実力 （後編）

・成長力ランキング

　来年１月は本市の市長選挙です。皆さんもどうか棄権など
せず、投票率１００％になるよう投票に行きましょう。選挙
日程は、１月８日告示１５日投票ですので、私も１月は駅で
の長畑ひろのり News の配布は自粛します。そのため、この
１２月号については、１月号との合併号とさせて頂きます。

　　　　　　　　　　　　　　東洋経済別冊「都市データパ
　　　　　　　　　　　　　ック　２０１６年版」より、先
　　　　　　　　　　　　　月号において「住みよさランキ
　　　　　　　　　　　　　ング」と「財政健全度ランキン
　　　　　　　　　　　　　グ」について報告しました。今
　　　　　　　　　　　　　月号では残りの２項目（１項目
　　　　　　　　　　　　　は裏面）について報告します。
　　　　　　　　　　　　　　都市数は、全国７９０市と東
　　　　　　　　　　　　　京２３区の計８１３市区です。
　　　　　　　　　　　　　比較しやすいように先月号と同
様に本市の順位を北河内７市と共に、全国の上
位５市と下位３市を加えて報告します。
 

　成長力ランキングとは、下の１１指標を採用
し、「 総合 」、「 消費 」、「 産業 」の３つの観点か
ら指数を算出。全国平均に対して、各都市がど
こに位置するかを指数化したものです。

　右表の通り本市は６８９位と、相当悪い結果
となっています。

・人口・世帯数
・事業所数（民営）
・従業員数（民営）・製造品出荷額等
・卸売業年間販売額（１事業所当たり）
・小売業年間販売額（１事業所当たり）
・新設住宅着工床面積
・乗用車 ＋ 軽乗用車保有台数
・課税対象所得額
・地方税収入額 

一般質問の進捗状況 （安全対策）



・民力度ランキング

　　１　刈　　谷　（愛　知）126.96  134.52  　　８  112.82  　３７
　　２　栗　　東　（滋　賀）125.80  136.03  　　４  115.83  　２２
　　３　神　　栖　（茨　城）125.08  142.24  　　１  108.39  　６７
　　４　本　　庄　（埼　玉）124.51  116.57  １１３  129.34  　　１
　　５　小　　牧　（愛　知）124.19  125.74  　３３  120.81  　１２

５７３　門　　真　（大　阪）     82.16     77.67  ７３０     85.08  ４２０
６８５　大　　東　（大　阪）     75.60     77.34  ７３４     78.00  ５４２
７３２　守　　口　（大　阪）     73.03     76.78  ７４３     71.72  ６３１
７５４　枚　　方　（大　阪）     71.03     78.22  ７２５     63.19  ７２８
７９０　交　　野　（大　阪）     67.08     77.27  ７３５     53.92  ８０５
８０９　寝  屋  川　（大　阪）     63.29     67.78  ８００     62.54  ７３７

８１１　阪　　南　（大　阪）     62.02     67.78  ７９９     53.25  ８０７
８１２　四  條  畷　（大　阪）     61.47     64.82  ８０６     55.25  ７９８
８１３　歌  志  内　（北海道）     58.96     58.78  ８１３     56.91  ７８７
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商業の推移

・事業所数（人口当たり）・製造品出荷額等（人口当たり）
・卸売業年間販売額（人口当たり）
・小売業年間販売額（世帯当たり）
・新設住宅着工戸数（世帯当たり）
・乗用車＋軽乗用車保有台数（世帯当たり）
・課税対象所得額 （世帯当たり）・地方税収入額 （人口当たり）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今後について、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　短絡的に考えれば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年１０月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にイオンモール四
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　條畷が開業したこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とにより、商業の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　推移も、つまり民
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力度ランキングは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　良い方向へ進むの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は間違いないと思
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　います。だからと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言って、商店数の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　減った問題の解決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にはなりません。

調査年の期間にばらつきがあるため
折れ線で繋がずマーカーのみの表示としています

　民力度ランキングとは、右の８指標を採用し、先の成長
力と同様に「総合」、「消費」、「産業」の３つの観点から指
数を算出。全国平均に対して、各都市がどこに位置するか
を指数化したものです。

　右表の通り本市は８１２位、下から２番目と
最悪の結果となっています。特に企業の少ない
本市にとって、指標項目が悪い方向へ導いたよ
うです。また、本市を除いた北河内６市も厳し
い結果となりました。

　８指標のうち２指標である卸売業年間販売額
と小売業年間販売額の推移が本市の「商業統計
調査結果」でわかりましたので、商業の推移と
題した表を下記に載せました。また、わかりや
すいように下記表の総数のみをグラフ化し右中
に載せました。　※ただし、民力度ランキング
においては人口当たりと世帯当たりとして換算
していますので、下表の数値がそのまま指標に
使われたのではありません。

　右中グラフの商店数（卸売業と小売業の合計）
を見て頂ければ、ほぼ２３年間減少し続けてい
る（従業員数と年間販売額も同様）のがわかる
と思います。特に平成１９年から平成２６年にかけて減
少幅が大きいのが不思議です。原因は、後継者問題等い
ろいろ考えられますが、この７年間に集中している理由
はわかっていません。
　ちなみに、 「経済センサス - 基礎調査」 の資料によりま
すと、事業所数としましては、平成１６〜１８年の開業
率５.６％、廃業率４.４％だったのが、平成２４〜２６
年は開業率４.３％、廃業率５.３％と廃業率の方が高く
なっています。
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