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６月定例議会における質問②
・国道旧１７０号について

カーブミラー

点滅信号

警戒標識

【 長畑質問 】国道１６３号を境に、東中野交差点から南方向

（以下、 「旧１７０号東」 と言う）、西中野交差点から北方向へ

走っている道路（以下、 「旧１７０号西」 と言う）が国道旧１

７０号。道路はどこが管理し、どう将来像を描いているのか。

【 都市整備部次長答弁 】管理は大阪府枚方土木事務所。将来

像について府の見解としては、旧１７０号東から大東市域ま

での歩道整備を進め、完了の目処が立った段階で旧１７０号

西の未整備区間に係る府内における歩道整備事業の優先度を

検討とのこと。

【 長畑質問 】旧１７０号西については優先度を検討、何も決

まっていないと理解した。となると、市民からの小さな要望

を行政として叶えていくことが安全に繋がると思うのだが、

管理を府がしているために市民の声が何ら反映されていない

のではと思われる状況となっている。

　あえて府の問題を質問する。住宅地から旧１７０号西へ出

るのに見通しが悪く、市によってカーブミラーが付けられて

いる。しかし、

ミラーの横に立

っている警戒標

識が映り込み、

寝屋川市側から

来る車等が確認

できない。この

警戒標識は何を

表しているのか。

【 都市整備部次長答弁 】交差点があるのを表している。

道路と平行に位
置するマンショ
ン駐車場に停め
ている車２台が
ミラーには映っ
ているが、肝心
な道路の先は一
切映らない。

【 長畑質問 】交差点上には点滅信号、道路には学童注意の文

字に停止線と横断歩道と、注意喚起をうながす手法がとられ

ている。また、現在も住宅地が開発され問題のカーブミラー

を必要とする市民が倍以上になるのを鑑み、私は警戒標識を

撤去して欲しいと改善を求めた。府の答えは。

【 都市整備部次長答弁 】必要なもので撤去できないとのこと。

【 長畑質問 】市民の本当の声が府に届いてない。警戒標識で

カーブミラーが見えないと言っているのに納得できない。

【 長畑質問 】旧１７０号西の讃良川に近い場所。雨が止んだ

時の撮影だが、降雨時は道

路中央まで冠水し車のすれ

違いも難しい。雨が止んだ

後も自転車で通るのは難し

い。理由は、道路と民地と

の境がわからなくなり、危

険と感じるから。これまで、

私を含め多くの方が改善を求め市に訴えてきた。私も数ヶ月

前に再度改善を求めた。府の答えは。

【 都市整備部次長答弁 】材料を手配中、到着次第対応する。

【 長畑要望 】府が管理している旧１７０号西について、質問

形式で２つの事案を紹介したが、これだけのことが早急に動

いてもらえない。この事案以外にも、ウエルシアがセットバ

ックして建物が出来たが道路上の停止線がセットバックする

以前のまま、ファミリーマートの交差点にある信号機が何年

も前の台風で角度が少し曲がったまま、マンションや大きな

病院ができる時にセットバックして歩道を確保されるが、歩

道が途切れ途切れとなっており、安全対策上問題。これにつ

いては歩道設置に対する計画性がない。我々四條畷市民は大

阪府民でもある。府民の声がしっかり届くよう、市として府

の道路整備に対しこれまで以上に連携をとることを要望する。

工事は、道路の境界外側を
セメントで固め、水を溜ま
りにくくした。府に頼むと、
これだけのことでも十年以
上待たなければならない。
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　前号に引き続き、東洋経済が発行してい

る「都市データパック２０２２」より報告

します。２０２２年６月時点で、全国にあ

る７９２市が対象です。

　財政健全度ランキングは、都市の財政状態について「収支

（支出が収入の範囲内に収まっているか）」、 「弾力性 （外部環

境の変化があっても柔軟に対応できるか）」、 「財政力 （支出を

税収で賄えているか）」、 「財政基盤 （税収に安定した裏付けが

あるか）」、 「将来負担 （財政負担を次世代に先送りしていない

か）」 の５つの視点から、 ２０のデータを用いて算出しています。

　下表は本市のカテゴリー別全国順位で、４年間の比較です。

　下表は全国における総合順位で、本市を含む北河内７市に、

参考として全国上位３市と下位３市、そして、大阪府内上位

２市も載せています。

　本市の４年間を比べれば 「３４３位 → ３５６位 → ３１

９位 → ３３９位」と、あまり変動はありません。

。

792市における本市実力

・財政健全度ランキング

　　　　　　　　　四條畷市のカテゴリー別全国順位

収　　　　　　　支　（５１７位 → ４９１位 → ４８９位 → ６７９位）
弾 力 性　（５４７位 → ６０７位 → ６２６位 → ５９９位）
財 政 力　（２６８位 → ２７８位 → ２８４位 → ２７３位）
財政基盤　（５１１位 → ４５４位 → ４１４位 → ３９９位）
将来負担　（２０２位 → １８５位 → １０４位 → 　　９９位）

　　１　刈  　谷（愛　知）　８３　 　４ 　２０ 　　４　 　１

　　２　み よ し（愛　知）　　９　 　１ 　２４ 　１３　 ２５

　　３　安　　城（愛　知）１３５ 　　２ 　２７ 　１１　 １２

　４０　吹　　田（大　阪）７６６ １８５　 ２２ 　５０　 ２８

　４１　摂　　津（大　阪）５８６ ２８１ 　６１ 　１６ 　３０

２１９　寝 屋 川（大　阪）３１５ ３３５ ２８９ ５５３　 ４８

２５６　枚　　方（大　阪）６３２ ４８７ １６７ ４５６ 　９７

２６９　大　　東（大　阪）４９９ ４６８ ２４７ ２９７ １８５

３３９　四 條 畷（大　阪）６７９ ５９９ ２７３ ３９９ 　９９

３５１　守　　口（大　阪）３０３ ７１８ １６５ ２２２ ３８８

４７７　門　　真（大　阪）７１３ ７５６ ２５８ ２５９ ３０２

５２９　交　　野（大　阪）６１６ ６８４ ２３８ ５１８ ４８５

７９０　夕　　張（北海道）　８０ ７９２ ７８１ ７７８ ７８４

７９１　つ が る（青　森）２６４ ７７３ ７８７ ７８１ ７９０

７９２　土佐清水（高　知）５５２ ７８２ ７８５ ７７３ ７８８

市名 （都道府県）
収 支 弾力性 財政力 財政基盤

総合
順位 将来負担

カテゴリー順位

・病院数
　　524 位　3施設

・一般診療所数
　　509 位　38 施設

・１万人当たり病床数
　　498 位　105.5 床

・１万人当たり医師数
　　570 位　14.7 人

・介護老人施設定員数
　　512 位　470 人

・介護保険料
　　772 位　6,748 円

・1人当たり
　　　　都市公園面積
　　468 位　8.9 ㎡

・千人当たり
　　　刑法犯認知件数
　　750 位　6.24 件

・千人当たり
　　　　交通事故件数
　　392 位　1.96 件

さんら児童遊園が閉園
るうてるホーム

ローソン

さんら児童遊園

　岡山５丁目の児童遊園が１１月末をもって閉園となります。

　　

　　各小学校内でふれあい教室が設置されるまではプレハブ

　を建て学童保育を行ったり、るうてるホームに移るまでは

　年末の防犯パトロールのテントを設置したりと、地域にと

　っても児童遊園にとどまらず非常に重要な場所でした。

　　しかし、この土地は所有者のご厚意により市が借りてい

　たものです。長きにわたり、市民のため

　に利用させて頂き有難うございました。　

　　　　

　書籍には多くの順位

が載っていますが、コ

ロナ禍ですので、医療

や福祉を中心に本市の

順位を報告します。

※右のＱＲコードは、この件について
私がネット上に詳しく書いた記事です。　
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