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　１２月定例議会においては、４点の質問をしました。今号
では、そのうち２点の質問について報告します。

【 長畑質問 】現時点で市として５０周年記念事業の考え方
と進め方をどう考えているのか。

【 行政答弁 】半世紀という大きな区切りに当たり、本市の
末永い発展へ繋ぐ新たなスタートとするため、次の半世紀
を見据えたテーマを設定のうえ、式典の挙行はもとより、
後世に形を残す事業や四季折々のイベントに加え、住民自
治の尚一層の確立をめざし、市民主体、あるいは、市民、
行政協働の企画を盛り込みたく考えている。
　また、庁内若年層職員で組むプロジェクトチームを立ち
上げたところであり、市制施行５０年の平成３２年度を時
間軸に、まずは、年度を追うごと盛り上がるような仕掛け
とその推進体制の枠組みを議論していく意向。

【 長畑質問 】プロジェクトチームの構成は。
【 行政答弁 】各部から概ね２人の合計１４人で、ほぼ２０
代及び３０代の男性９人、女性５人。

【 長畑質問 】市民主体、あるいは、市民、行政協働とのこ
とだが、プロジェクトチームとの関わり方は。

【 行政答弁 】発展性を伴う企画を立ち上げるには、行政の
枠を超えた思考が必要。現状の環境を最大限に活かし、多
数の経験を持つ市民方々の提案、参画、実践が不可欠と認
識している。故に、行政と市民方々が別々に取り組むので
はなく、そのあり方自体をともに構築していく意向。

【 長畑質問 】地元経営者等連名で、５０周年事業を進める
にあたり市民と行政が協働で取り組んではどうかという市
への提案が既にあったと聞くが。

【 行政答弁 】１２月１２日付けで提案を頂いた。企画の準
備段階から組織を設立したいとの意向が示されており、市
民発意に心から感謝する。まずは、内容をプロジェクトチ
ームで確認し、本市が設けようとする市民との協働を趣旨
に置く枠組みと照らし合わせ、年度内に一定の判断を行う。

【 長畑要望 】市民との協働は市長の選挙時の公約。市民が
主役、その上で行政との協働という形で５０周年の事業が
組み立てていかれることを要望する。

【 長畑質問 】平成２６年６月定例議会における私の質問にお
いて、平成２９年度から３１年度までを研究執筆期間として、
市制５０周年に「民俗編」を刊行する予定と答弁された。改
めて「民俗編」の現在の進捗状況はどうなっているのか。

【 行政答弁 】本市のなかで古くから伝承されてきた習俗や風
俗、年中行事など、貴重な文化遺産である生活文化の記録、
保存を趣旨に、民俗学の専門家はじめ、１０人の執筆者が民
俗情報の聞取り調査等に取り組んでいる。

【 長畑質問 】今までの費用と今後かかる費用、そして、何部
作っていくらで販売し元はいくらか、収益はあるのか。

【 行政答弁 】平成２４〜２８年度に３１８万円かかり、平成
２９年度から１，７３０万円かかる予定。２，０００部作り
２，５００円で販売。経費合計の２，０４８万円に売り上げ
が５００万円となるので、１，５４８万円の赤字となる。

【 長畑要望 】ご高齢で体調を崩されたり等、聞き取りが途中
で終わられた方もおられると思う。今やならければ二度と出
来ないと思うので、大変な作業でしょうが頑張って下さい。

　本市サポート寄附（以下、ふるさと納税）のお礼品が昨年
１２月１日より追加されました。魅力ある商品が増え、今ま
で以上に寄附額も期待が持てるようになったと思います。
　そのことにより、１万円以上が９品、３万円以上が４品と
なりました。また、すぐに５万円以上、１０万円以上、１５
万円以上のお礼品も増やすそうです。
　また、以前より私は市民の方からのご指摘を受け、３万円
以上と区切られていることにより、３万円の倍数以上の金額
を寄附してもお礼品が１品でしかないことの是正を求めてい
ました。それについては、後日市に確認したところ、今後、
金額に応じお礼品は２品まで選択が可能になるとのことです。

　ちなみに、右画像の私が着ている
　　　　　　　　　　　　とプリント
された T シャツも、今回より３万円以
上のお礼品に加わり、ベースの色も
　　　　　より選ぶ事ができます。

12月定例議会における一般質問 ・５０周年に向けた市史の進捗状況について

・５０周年記念事業について

ふるさと納税が大幅に変更
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　　１　豊  見  城　（沖　縄）117.34  115.23  　　３  126.48  　　１
　　２　千代田区　（東　京）115.79  115.28  　　２  109.90  　６３
　　３　東　　根　（山　形）112.98  108.40  　２７  119.76  　　３
　　４　つくばみらい（茨　城）112.52  109.91  　１１  114.67  　１８
　　５　仙　　台　（宮　城）112.14  109.20  　１８  112.85  　３４

　６０　交　　野　（大　阪）105.46  100.32  ２７０  110.08  　６１
３９９　枚　　方　（大　阪）     98.74     95.68  ６２５  103.19  ２３２
４６７　寝  屋  川　（大　阪）     97.86     97.13  ５２７  102.39  ２６２
５３６　四  條  畷　（大　阪）     97.08     96.63  ５６７     95.96  ５７２
５４８　門　　真　（大　阪）     96.95  103.21  １０７     90.91  ７１８
７１１　大　　東　（大　阪）     94.05  103.89  　８５     86.50  ７７９
８０５　守　　口　（大　阪）     88.04     94.52  ６８９     79.88  ８１１

８１２　珠　　洲　（石　川）     84.73     86.48  ８１１     84.41  ８００
８１３　赤　　平　（北海道）     82.67     83.53  ８１３     77.15  ８１４
８１４　歌  志  内　（北海道）     82.26     76.61  ８１４     86.82  ７７４
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↗　いて報告します。都市数は、全国７９１
市と東京２３区の計８１４市区です。比較し
やすいよう先月号と同様に、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
を加えての報告となっています。

814市区内での本市実力 （後編）

・成長力ランキング

　　１　刈　　谷　（愛　知）127.44  133.79  　　６  112.82  　３７
　　２　み  よ  し　（愛　知）125.98  136.63  　　４  115.38  　２５
　　３　安　　城　（愛　知）125.90  136.70  　　３  110.87  　４８
　　４　千代田区　（東　京）125.52  132.16  　　９  125.00  　　３
　　５　碧　　南　（愛　知）123.83  137.12  　　２  102.73  １２１

６２１　門　　真　（大　阪）     79.72     74.65  ７４９     85.08  ４２０
６７５　大　　東　（大　阪）     76.85     78.98  ７０７     78.00  ５４２
７３４　守　　口　（大　阪）     73.61     76.95  ７２９     71.72  ６３１
７４６　枚　　方　（大　阪）     73.13     80.14  ６９２     63.19  ７２９
７５８　交　　野　（大　阪）     72.04     83.17  ６４５     53.92  ８０６
７９９　四  條  畷　（大　阪）     66.11     71.57  ７７４     55.25  ７９９
８０４　寝  屋  川　（大　阪）     65.51     70.43  ７８３     62.54  ７３８

８１２　室　　戸　（高　知）     63.57     57.83  ８１３     67.35  ６８３
８１３　嘉　　麻　（福　岡）     63.09     64.48  ８０４     58.07  ７８１
８１４　歌  志  内　（北海道）     57.86     57.05  ８１４     56.91  ７８８
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・民力度ランキング

　東洋経済「都市データパック　２０１７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２項目につ　↗

　成長力は、人口や世帯数、事業所数、工業生
産、商業販売、住宅着工、所得・税収など個人
消費や産業関連の主要指標をピックアップし、
それぞれの５年間（卸売業・小売業年間販売額

（１事業所当たり） は２年間）の伸びを指数化し
たものです。ランキングは、全国平均に対する
それぞれの指標の各都市の位置を表す指数を算
出し、単純平均した数値より作成しています。

　昨年と比べますと、本市は６８９位だったの
が門真市を抜いて５３６位と順位を上げました。
細かく見れば、産業指数は昨年の５７１位とほ
ぼ同じですが、消費指数が昨年の７２３位より
だいぶ良くなっています。
　北河内では、交野市が６５位から寝屋川市が
５６３位から門真市が５９０位から大東市が７
４１位から順位を上げたのですが、枚方市は３
１５位から守口市は８００位から下げました。
　大阪府では、５９位（昨年６８位）の池田市
がトップで、昨年大阪府トップの交野市を抜かして順位を上げています。
　総合では、豊見城市が２年連続の１位。市の特徴は、合計特殊出生率が２． ０３ （０８ー１２年） と極めて高い水準です。

　民力度は、事業所数、工業生産、商業販売、
住宅着工、所得・税収などの主要指標を人口や
世帯あたりの数値に換算し指標化したもので、
各分野における都市の「層の厚み」を表現した
ものです。ランキングは、成長力と同じです。

　昨年と比べますと、本市は８１２位だったの
が寝屋川市を抜いて７９９位と順位を上げまし
た。細かく見れば、産業指数は昨年の７９８位
とほぼ同じですが、消費指数が昨年の８０６位
よりだいぶ良くなっています。
　北河内では、大東市が６８５位から守口市が
７３２位から枚方市が７５４位から交野市が７
９０位から寝屋川市が８０９位から順位を上げ
たのですが、門真市は５７３位より下げました。
　大阪府では、４２位の大阪市がトップでした。
　総合では、刈谷市が４年連続１位でした。先
月号にて報告した財政健全度ランキングと同様、
愛知県の強さが目立った結果となりました。
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