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～ は じ め に ～ 

八尾市は市民の暮らしを支える商業集積と、全国でも有数の「ものづくりのまち」

としての工業集積を維持しています。昭和 40 年ごろから事業所の開設が増え始め、

現在では多くの中小企業が成熟期を迎えています。しかし、近年グローバル化の動き

はさらに加速し、中国・東南アジア地域における国々では世界の工場としてグローバ

ルな生産ネットワークを構築しており、また、環太平洋パートナーシップ協定の大筋

合意など、社会経済情勢の大転換期を迎え、変革や革新が求められています。 

八尾市域という単位で、より深く、多面的に分析・把握するために、八尾市では、

平成 24 年度には商業者を対象に「小売業・飲食業・サービス業の状況調査」を、平

成 25 年度には製造事業者を対象に「八尾市製造業実態調査」を実施しています。そ

れぞれの調査で明らかとなった課題について、商業・工業という異なる立場から議論

を行うために、「商業振興部会」「工業振興部会」に分け、２年間に渡り検討を行うこ

ととしました。 

商業振興部会では、今後商業集積の劇的な縮小が予想されるなかで、事業者間の情

報連鎖の手法について検討し、事業者間ネットワークの構築に向けた議論を行いまし

た。工業振興部会では、新分野への進出・ブランド化をはじめとする新たな付加価値

の創出や、操業環境に関する議論を行いました。また、「工業・商業合同部会」を実

施し、地域経済の振興に向けた地域連携について検討し、２年間をかけて多岐にわた

る議論を行うことができました。 

その結果、事業者自らが意識を持って行動することが重要であり、それを取り巻く

大学・行政機関などがそれぞれの立場で事業者を支援していく仕組みを構築していく

ことが必要であるということがわかりました。産業集積の立地特性を活かし、地域と

いう単位で協力・連携の実績を重ねることで、解決の一助になると考えられます。 

商業振興部会・工業振興部会において検討して参りました結果を「八尾市産業振興

会議 商業振興部会・工業振興部会報告書」といたしましたので、八尾市産業振興会

議においてこの報告を基にご議論いただき、平成 26・27 年度八尾市産業振興会議提

言書として取りまとめ、八尾市長へご提言いただくことを期待いたします。 

 

 

平成 27 年 11 月 

八尾市産業振興会議 商業振興部会・工業振興部会
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第１章 検討に至る背景 

地域における産業や中小企業の置かれている状況は、地域によって一様ではないことから、

地域に即した産業振興を行うためには、地域の実情を把握することから始める必要がある。そこ

で、八尾市では、平成 24年度に「小売業・飲食業・サービス業の状況調査」を、平成 25年度に

は「八尾市製造業実態調査」を実施し、八尾市の産業の状況把握を行った。 

小売業・飲食業・サービス業においては、平成 24年度に実施した「小売業・飲食業・サービ

ス業の状況調査」から、商業者アンケート調査での経営者年代を見ると 60 歳以上の経営者が全

体の約半数以上を占めており、「後継者への考え方」として「店を継がせたくない」が 32.4%と

高い数値が示されている。また、商業団体アンケートでは、「弱み・問題」として「次世代を担

う若手がいない、少ない」が１位であり、商業団体が「活性化のために実施したいこと」として

「リーダーの育成」が最も高い数値を示している。今後の地域商業の振興を考えていく上でも、

人材育成、開業・新規出店のための環境整備をどのようにしていくかが課題である。さらに、消

費者のニーズと商業者の認識とに少なからぬギャップが存在することや、商業団体が「活性化の

ために実施していきたいこと」として「地域貢献活動」があげられているものの、この点は消費

者ニーズの中からは見えてこない。これらのことから、今後のあり方を含めて、商業振興部会の

検討課題として、「販売促進・マーケティング」「人材育成・出展環境整備」「地域連携」につい

て検討を行うこととした。 

製造業においては、平成 25 年度に実施した「八尾市製造業実態調査」から、「所属する業界

の５年程度先の見通し」について、一部の業種を除き、大半の業種の企業が、「縮小する」と回

答しており、５年先の業界の動向については厳しい見方になっている。今後の八尾市の産業集積

を考えていく上でも、「経営課題」としてあがっている「人材育成」「ブランド力」「製品開発力・

企画力」のあり方について、どのようにして新事業への展開につなげていくのか、また、八尾市

内に立地しているデメリット」として「周辺の住宅地化」などが挙げられているなかで、操業・

立地環境の課題について、検討を行うこととした。 

 

１．八尾市の産業の現状 

（１） 八尾市の産業の特徴 

(ア) 事業所数・業種別比率 

平成 24年「経済センサス活動調査」によると、八尾市内の事業所数は 12,250事業所

となっている。業種別の構成は以下のグラフ（図表 1-1）に示すとおりであり、「製造業」、

「卸売業・小売業」、「サービス関連事業」、「宿泊業・飲食業」の順に比率が高く、これ

らで全体の約 7割を占める。また、八尾市の特徴として、製造業の比率の高さ（26.5%）

に見ることができ、大阪府（11.6%）、全国（9.0%）と比べても大きな割合となっている。 
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【図表 1-1 産業・業種別構成（事業所数）】 

 

(イ)  従業者数・業種別比率 

次に、市内の事業所で働く従業者数は 112,071 人である。業種別の構成は以下のグ

ラフ（図表 1-2）に示すとおりで、「製造業」、「卸売業・小売業」、「医療・福祉」、「サ

ービス関連事業」の順に比率が高く、これらで全体の約７割を占める。八尾市の特徴と

しては、事業所数と同様に製造業の比率の高さ（34.7%）に見ることができ、大阪府

（14.9%）、全国（16.6%）と比べても大きな割合となっている。 

 

【図表 1-2 産業・業種別構成（従業者数）】 

 

 

以上、市の産業全体を概観した上で、次に商業・工業ごとに、その現状について見

ていくこととする。 

 

 

 

 

 

(出所) 平成 24年「経済センサス-活動調査」 

(出所) 平成 24年「経済センサス-活動調査」 

八 尾 市 

大 阪 府 

全 国 
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（２） 八尾市の商業の現状 

(ア)  商業統計調査・経済センサスより 

まず、商業について見ると、平成 24年「経済センサス活動調査」において、以下の

図表 1-3 のとおりとなった。事業所数では、卸売業・小売業が全体の３割以上を占め

最も多く、宿泊業・飲食サービス業がこれに続いている。次に、従業者数について見

ると、卸売業・小売業が全体の３割弱と事業所数と同じく最も多くなっているが、医

療・福祉がそれに次いでおり、事業所数の比率とは若干の違いがある。 

 

【図表 1-3 商業・業種別事業所数、従業者数】 

 

(出所) 平成 24年「経済センサス-活動調査」 

 

次に、商業の多くを占める卸売業・小売業について少し詳しく見ていく。以下のグ

ラフ（図表 1-4、1-5）は、昭和 49 年から平成 19 年までの間の卸売業・小売業の事業

所数、年間販売額、従業者数について、「商業統計調査」の数値を基に経年推移を示し

たものである。平成 11 年以降の傾向として、小売業の事業所数については減少傾向で

あるものの、従業者数については概ね横ばいの傾向にある。また、小売年間販売額につ

いては平成６年をピークに減少傾向に陥ったものの、平成 19年には増加に転じており、

店舗の大型化と地域の個店の減少が進んでいることが推察される。 
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【図表 1-4 卸売業・小売業事業所数と従業者数の推移】 

(出所)「商業統計調査」 

 

【図表 1-5 卸売業・小売業事業所数と年間販売額の推移】 

(出所) 「商業統計調査」 

 

そこで、大店舗に注目した統計が以下の図表 1-6、1-7 である。大店舗内事業所数・

従業者数は平成 14年から平成 19年の間に増加しているのに対して、小売業事業所数・

従業者数の全数は減少しており、個々の商店数・従業者数が減少していることがわかる。 

事業所 

事業所 
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【図表 1-6 八尾市 商業集積地区（商店街等）の大店舗の状況】 

実数
小売業に

占める割

合（％）

実数
(人）

小売業に

占める割合

（％）

実数
（百万円）

小売業に

占める割合

（％）

実数
(平方メート

ル）

小売業に

占める割合

（％）

平成14年 2,458 14,234 213,383 239,236 853 10 115 5% 5,044 35% 77,461 36% 106,354 44%
平成16年 2,303 14,380 227,324 241,033 804 11 88 4% 4,945 34% 80,612 35% 106,724 44%
平成19年 2,179 14,183 222,866 254,745 826 11 231 11% 5,579 39% 68,721 31% 105,163 41%

従業者数　※2 年間商品販売額　※3 売場面積　※4

商業統計　産業編　（市町村表） 商業統計　立地環境特性別統計編(小売業）　小売業計

調査年
小売業
事業
所数

小売業
従業
者数
(人）

年間
商品
販売額
（百万円）

売場
面積
(㎡）

八尾
市内
事業
所数

大店
舗数
※1

大店舗内事業所数

 
【注】※1.2.3.4大店舗を含む商業集積地区の数値のため、集積地区以外の大店舗を含まず、駅前の商店街にある個店等

の数を含んでいる数値となっている。 

【備考】平成 18年にアリオ竣工 

(出所) 「平成 26年度八尾市産業振興会議 第 1回商業振興部会資料」（「商業統計調査」をもとに作成） 

 

【図表 1-7 八尾市商業集積地区にある大店舗とその中の事業所数、従業者数の推移】 

 

 

 

以下の図表 1-8 を見ると、八尾市の小売事業所１店舗あたりの商品販売額は全国・

大阪府の平均値を下回っており、八尾市内は全国・大阪府の平均よりも小規模の事業

所の割合が高いことが推察される。また、全国・大阪府同様に小売業１店舗当たりの

販売額が上昇傾向にあることから、小売業全体としては、規模の拡大化傾向が推察さ

れる。 

(出所) 「商業統計調査」 
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【図表 1-8 小売事業所 1店舗当たりの販売額の推移】 

(出所) 「商業統計調査」 

 

（イ） 「小売業・飲食業・サービス業の状況調査」より 

ここで、八尾市内の商店数の推移およびその後の推計について考える。図表 1-9 は、

八尾市の今後の人口の推移（左軸・棒グラフ）と、商業統計調査による過去の実績どお

り商店数が年２％減少すると仮定し推計したもの（右軸・線グラフ）である。 

 

【図表 1-9 八尾市の人口と商店数の推移、その後の将来推計（人口の推移とともに商店数が減って

いく場合）】 

 

 

 
(出所) 「平成 26年度八尾市産業振興会議 第１回商業振興部会資料」 
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しかし、平成 24年度に実施した「小売業・飲食業・サービス業の状況調査」におい

て、商店主に廃業の時期について聞いたところ、「５年以内」または「10 年以内」と

回答した事業者が全体のそれぞれ 44.3％、29.1％であったことを加味し、将来の商店

数の推計を行ったところ、以下の図表 1-10 に示すとおりの結果となった。開業率は加

味されていないものの、平成 25年の事業所数は 2,451であったが、10年後には 764と、

平成 25年の３分の１以下にまで減少すると推計された。 

 

【図表 1-10 八尾市の人口と商店数の推移、その後の将来推計（アンケートでの廃業の時期の回答

を加味した場合）】 

 
 

(出所) 「平成 26年度八尾市産業振興会議 第１回商業振興部会資料」 

 

また、同調査において経営者の年代・後継者への考え方について尋ねた結果が、図

表 1-11，1-12である。経営者のうち「60歳代」が約３割、「70歳以上」が２割以上で、

60 歳代以上の経営者が全体の約５割を占めていることがわかった。その一方で、後継

者については「店を継がせたいが、後継者が決まっていない」が 17.3％、「店を継が

せたくない」が 34.5％、「まだ考えていない」が 32.4％となっており、跡継ぎを決定

していない店が全体の８割以上を占めている。 
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【図表 1-11 経営者年代】 

(出所) 平成 24年度「小売業・飲食業・サービス業の状況調査」 

 

【図表 1-12 後継者への考え方】 

(出所) 平成 24年度「小売業・飲食業・サービス業の状況調査」 

 

次に、消費者の店舗選択基準について見ると、図表 1-13に示すように１位は「品揃

えの多さ（幅の広さ）」で、これは商業者の強みとしては５位となっている。一方、商

業者は「商品の品質のよさ」に強みを感じ、これは消費者の店舗選択基準の第 2位とな

っているものの、他の項目では両者のかい離が見られる。例えば、商業者は「接客態

度」「豊富な専門知識によるアドバイス」を強みと感じており、全項目の２位、３位と

なっているが、消費者の選択基準では前者は５位、後者は 11 位となっているなど、消

費者ニーズと商業者の強みとの間には少なからずギャップがあることがわかる。 

 

【図表 1-13消費者の店舗の選択基準と商業者の強みの比較】 

 

 

 

(出所) 平成 24年度「小売業・飲食業・サービス業の状況調査」 

 

図表 1-14は、「商業団体が今後活性化のために実施していきたいこと」を尋ねたも

のである。「リーダーの育成」に次いで「アーケード、街路灯、舗装の設置、改修、フ

ァサード整備等」「情報発信の強化・共有」が上位にあがっている。 
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【図表 1-14 活性化のために実施していきたいこと（商業団体）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(出所)小売業・飲食業・サービス業の状況調査 
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（３） 八尾市の製造業の現状 

（ア） 工業統計調査より 

次に、製造業の特徴を平成 25年「工業統計調査」に基づきまとめたものが図表 1-15

である。事業所数では「金属製品製造業」が３割弱と最も多く、これに「生産用機械器

具製造業」と「プラスチック製品製造業」を加えた３業種で過半数を占めている。一方、

製造品出荷額等においては「電子部品・デバイス、電子回路製造業」と「電気機械器具

製造業」で約４割を占めており、次いで金属製品製造業が多くなっている。 

 

【図表 1-15 製造業規模・業種別構成】 

 

 
 

 
(出所) 平成 25年「工業統計調査」 

(出所) 平成 25年「工業統計調査」 

 

また、製造業事業所の全国・大阪府における位置づけについて見たものが、図表

1-16 である。八尾市は、従業者数４人以上の製造業事業所数が 1,451 事業所で府内４

位、全国 12 位、従業者数で府内４位、全国 33 位、製造品出荷額等で府内３位、全国

56 位となっており、市全体の事業所数・従業者数における製造業比率の高さと合わせ

て、八尾市は全国でも有数の製造業が集積しているものづくりのまちであるといえ

る。 

 

【図表 1-16 大阪府下市町村の製造業事業所数ランキング】 

 

※従業者数４人以上の事業所 

＊平成 23 年「工業統計調査」は、平成 24 年２月に実施した平成 24 年「経済センサス-活動調査」の中の製造業に関する調査事
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項による。 

（出所） 平成 25年「工業統計調査」 

 

一方で、以下の図表 1-17 は平成２年から平成 25 年までの間の製造業の事業所数・

製造品出荷額等などについて、「工業統計調査（従業者数４人以上）」の数値を基に経

年推移を示したものである。事業所数は長らく減少傾向にあり、製造品出荷額等につ

いても平成 20年にピークを迎えたものの近年は減少傾向にあることがうかがえる。 

 

【図表 1-17 八尾市の製造業事業所数・従業者数・出荷額等の推移】 

 

 

また、「粗付加価値額」について、周辺自治体と比較したものが図表 1-18である。

八尾市は１事業所当たりの粗付加価値額が大阪府の平均や堺市よりも低いが、東大阪

市より高いという結果となった。 

 

【図表 1-18 製造業 1事業所あたりの粗付加価値額(単位：百万円）】 

 

 

(出所) 「平成 27年度 八尾市産業振興会議第２回工業部会資料」より（平成 25年「工業統計調査」から編集） 

(出所) 平成 25年「工業統計調査」 
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また、図表 1-19 は、１事業所当たりの粗付加価値額の平成 17 年を 100 として他自

治体との比較を行ったものである。平成 25 年を見ると、八尾市は周辺の自治体の中で

最も高い 126.1 になっており、高付加価値化を目指した経営が指向されていることが

うかがわれる。 

 

【図表 1-19 製造業一事業所あたりの粗付加価値額（平成 17年を 100 とした経年比）】 

 
(出所) 「平成 27年度 八尾市産業振興会議第２回工業部会資料」より（平成 25年「工業統計調査」から編集） 

 

また、図表 1-20 は、１事業所当たりの粗付加価値額を平成 17 年・25 年の２か年に

おいて、業種分類別に比較したものである。平成 17 年との比較では、「電気機械器具

製造業」「情報通信機械器具製造業」「非鉄金属製造業」が大きな伸びがあったのに対し、

「電子部品デバイス製造業」は大きな減少となった。 
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【図表 1-20 製造業一事業所あたりの粗付加価値額（業種分類別）】 

 

 
(出所) 「平成 27年度 八尾市産業振興会議第２回工業部会資料」より（平成 17年「工業統計調査」、平成 25年「工業統計調査」

から編集） 

 

（イ） 八尾市製造業実態調査より 

ここからは、平成 25年度に実施した「八尾市製造業実態調査」について分析する。

図表 1-21によると、事業所代表者の年齢は「60歳代」が最も多く 32.1％となり、続い

て「70歳代」が 21.3％となった。60代以上が全体の半数以上を占めるという結果とな

っている。 

また、事業所の開設年を 10年毎で区切った項目で見てみると、最も多い年代が「昭

和 41年～50年」で 21.0％となり、「昭和 51年～60年」が 17.8％で続いている。また、

「平成８年～17年」「平成 18年以降」という回答を合わせると 22.0%であり、開設から

20年以内の歴史の浅い事業所が多いことも特徴である。 
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【図表 1-21 代表者年齢と事業所開設年】 

 
(出所) 平成 25年度「八尾市製造業実態調査」 

 

事業所の生産形態・自社ブランドの有無・生産加工機能以外の機能についてみたも

のが図表 1-22である。 

生産形態は「下請け製造」が 28.7％で最も多く、次いで、「自社製品主体の製造」

が 26.9％、「賃加工」が 24.9％となっている。 

自社ブランド製品の有無は「ある」と回答した事業所は 17.7％で、「ない」の 82.3％

を大きく下回った。 

生産加工機能以外の機能があるかどうかについて尋ねたところ、「生産加工のみ」

が 42.4％で最も多く、「製品開発機能」が 21.9％、「試作機能」が 15.4％と続いてい

る。「その他」で記載された内容を見ると、「加工のみ」や「印刷」、「修理などのメ

ンテナンス」、「企画」、「販売」などの記載が見られた。 

 

【図表 1-22 生産形態と自社ブランドの有無、生産加工機能以外の機能】 

 

 

自社の「現在の強み」と「経営課題」の１位・２位・３位についてのアンケート結

果を示したものが図表 1-23 である。現在の強みの１位は、「技術力・製造（加工）精

度」が最も多く、次いで「小ロット・試作対応」、「在庫・納期対応（スピード）」と

 

(出所) 平成 25年度「八尾市製造業実態調査」 
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なっており、この３項目で７割弱を占めている。 

「経営課題」については、１位・２位・３位すべてで最も多かった回答は「人材育

成」である。１位に選んだものに次いで高い項目が「営業力・ブランド力」「製品開発

力・企画力」であった。 

 

【図表 1-23 現在の強みと経営課題について】 

 

 

 

市内での操業のメリット・デメリットについてみたものが以下の図表 1-24である。

メリットの１位は、「受注先が近い」で全体の約３割を占めている。以下「原材料の調

達が容易」、「交通の便が良い」と続いている。 

デメリットの１位は「周辺の住宅地化」であり、以下「受注先から遠い」、「地価・

家賃が高い」と続いている。 

 

【図表 1-24 八尾市内に立地しているメリット、デメリットついて】 

 
(出所) 平成 25年度「八尾市製造業実態調査」 

 

ここで、今後の予定としての拡張・増設・新設・移転の検討状況についてみたもの

 

(出所) 平成 25年度「八尾市製造業実態調査」 



17 

 

が図表 1-25である。「いずれも検討していない（現状維持）」と回答した事業所は 88.2％

で、約９割を占めている。 

検討している地域については、「現在地もしくは八尾市内」と回答した事業所が最

も多く、拡張・増設・新設を検討している事業所で 81.6％、移転を検討している事業

所では 57.4％となった。 

次いで「八尾市を除く大阪府下」（拡張・増設・新設 10.4％、移転 25.2％）、「そ

の他の地域」（拡張・増設・新設 6.4％、移転 11.3％）と続いている。 

 

【図表 1-25事業所の拡張・増設・新設・移転の検討状況とその先に検討している地域について】 

 
(出所) 平成 25年度「八尾市製造業実態調査」 
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第２章 商業振興部会での検討内容 

１． 「八尾市の人口と商店数の推移及びその後の将来推計」を受けて 

「八尾市の人口と商店数の推移及びその後の将来推計」（図表 1-10）によると、10年後

には商店数が３分の１以下にまで減少するされており、消費者にとって利便性の高い買い

物環境の維持が喫緊の課題である。これを解決するには、商業者の「既存事業の強化」と

「新規事業の創出」という大きく分けて２つの視点がある。いずれにも共通して言えるこ

とは、販売促進及びマーケティング活動の重要性である。上記を踏まえた活動を積極的に

実施できるよう様々な商業者向けのセミナー・補助制度・情報提供サービス等の支援策が

既に存在しているが、これら支援策は特定の人にしか伝わっておらず、知らない事業者が

数多く存在している。 

 

２． 有効な情報を共有・拡散・連鎖するために 

 そういった支援策を多くの人に伝えるために、八尾市の産業振興施策をまとめた「八尾

産業なび」、八尾商工会議所が会員向けに毎月配布している「商工やお」、支援施策の情報

提供を目的に中小企業庁が開設している Web サイト「ミラサポ 未来の企業応援サイト」

などが存在する。だが、いずれも自ら情報を得たいと考えている事業者には効果が高いが、

自ら情報を得ようとしていない事業者に届けることは難しい。 

 

【図表 2-1 情報の格差】 

 

 

 そこで、「ぜひ知らせるべき有効な情報」と「その情報を伝えるための手段」について

検討した結果、挙げられた代表的なものが以下の図表 2-2である。 

「ぜひ知らせるべき有効な情報」をテーマごとに大きく分類したところ、「後継者・開

業する人への支援」や「連携・交流」、「働く女性への支援」といった情報が必要だと挙げ

られた。また、「その情報を伝えるための手段」としては従前から行われている「市政だ

より」「チラシ」「ダイレクトメール」といった方法から、SNS（ソーシャル・ネットワー

①情報（制度等）を知ってい

る層・②知らない層・③知ろ

うとしない層に分け、図示し

たもの。 

①の層を広げる・②の層を

①の層へ移すための方策

が必要であると考えられる。 
 

(出所) 「平成 27年度 八尾市産業

振興会議第１回商業振興部会資

料」 
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キング・サービス1）である「Facebook2」など、様々な情報伝達方法が挙げられた。 

 

【図表 2-2 伝えるべき有効な情報とそれを伝える手段】 

伝えるべき有効な情報 伝える手段 

後継者・ 

開業する人への支援 

後継者育成 
 

開業する人への支援 

連携・交流 異業種交流会 ・ 店舗の掲示スペース 

働く女性への支援 

保育所情報 
・ 学校の連絡網 

・ 対象者のいるところに集中し

て届ける 

・ 折り込みチラシ（食品スーパー

チラシ等） 

働く女性向けに役立つ情報 

補助金・公的機関へ

の支援策 

補助金 

・ 市政だより 

・ ダイレクトメール 

融資 

支援策（商工会議所） 

事業主への保険制度 

八尾市の相談窓口 相談窓口 

・ 口コミ情報ページ 

・ 市役所のメルマガ 

・ 市内の情報センター 

セミナー・勉強会 

ホームページの活用方法 

・ 口コミ 

・ メルマガ 

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・

サービス） 

接客・サービスに関する勉強会 

Facebook活用法 

POPの書き方 

チラシの活用法 

イベント 

商業エリアでのバイク関連イベント ・ Facebook 

・ 駅ポスター 

・ チラシ 

・ バスのペイント 

地域イベント 

店の行事 

(出所) 「平成 27年度 八尾市産業振興会議第１回商業振興部会資料」 

 

こういった意見を受け、商業振興部会では、社会実験として口コミや SNSを活用した情

報発信を行った。商業振興部会の委員が口コミ・SNS を通じてセミナーの情報を発信し、

実際のセミナー参加者からのアンケートを基に、情報の広がり方等を検証した。 

その結果、口コミや SNSなどを活用することによって、チラシやホームページのみの従

来型の広報を行った場合よりも多くの人がセミナーに参加したり、情報発信者の想定して

いない人がセミナーに参加したりといった効果が見られ、情報をこれまで知らなかった層

                                                
1SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス） … 登録された利用者同士が交流できる Webサイトの会

員制サービスのこと。友人同士や、同じ趣味を持つ人同士が集まったり、近隣地域の住民が集まったりと、

ある程度閉ざされた世界にすることで、密接な利用者間のコミュニケーションを可能にしている。 
2 Facebook（フェイスブック） … アメリカの Facebook, Inc が運営する SNS（ソーシャル・ネットワーキ

ング・サービス）で、代表的な SNS のひとつ。 
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に伝えていくためには口コミや SNSなどの活用が有効であることがわかった。 

そういった情報連鎖について考える上で、情報伝達ツールを大きく「Ⅰ．Facebook（口

コミ）」「Ⅱ．紙媒体（一般配布・口コミ）」「Ⅲ．ホームページ」に分け、メリット・デメ

リットについて分析したものが以下の図表 2-3である。 

 

【図表 2-3 伝えるべき有効な情報とそれを伝える手段】 

 
(出所) 「平成 27年度 八尾市産業振興会議第１回商業振興部会資料」 

 

代表的な意見として、従来型の広報とは大きく異なる口コミや SNSなどには、情報が一

方向ではなく相互にやりとりしやすく（フィードバックがある）、一方面からでなく多方

面から情報が入りやすいという利点があるという指摘があった。こういった方法を活用す

ることで、イベントや施策について情報を伝える相手に深く理解してもらうことができ、

実際にセミナーに参加する確率が高くなる傾向にある。 

以下の図表 2-4は、商業者ネットワークの現況と理想像を示したものである。現況では、

情報発信者（図表の①）が情報を伝える相手であるキーパーソン（図表の②）を発見でき

ておらず、また、キーパーソンもその他の商業者（図表の③）に情報を伝えられていない

ため、情報発信者から全員へ情報が行き渡りづらい状況となっていた。しかし、今回の社

会実験を経て、まず、「地域のキーパーソンを創出すること」「情報発信者がより多くの地

域のキーパーソンを発見すること」「キーパーソンからその他の商業者へ情報を提供でき

ており、多方面・双方向の情報共有が実現していること」が効果的な情報共有を行う上で

重要であることがわかった。図示すると、以下の図表 2-4右のようなネットワークが形成

されていることが理想ではないかと考えられる。 
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【図表 2-4商業者ネットワークの現況と理想】 

 

商業者ネットワークの現況（左）と理想（右）を模式化したもの。 

①が情報発信者、②が地域のキーパーソン、③がその他の商業者を示す。 

矢印は情報の流れを示し、双方向の矢印は情報に対するフィードバックがある状態を示してい

る。 

(出所) 「平成 27年度 八尾市産業振興会議 第１回本体会議資料」 

 

このような情報発信の効果を高めるための手法は、セミナーなどの支援策のみならず、

商業者自らが情報発信源となる自店の魅力やイベントなどの情報発信にも応用でき、販売

促進にも効果的である。 

市内の商店数の減少を食い止めるための即効性のある施策を打つことは難しいが、地道

に地域ネットワークをつくっていくことで、できるだけたくさんの人と多方面・双方向に

情報をやりとりすることが重要であるという認識が以上の実験から共有できた。 

 

３． ネットワークの構築に向けて 

ネットワークづくりには、多様な情報が集まるだけでなく、自らが情報を集め、人々に

伝えるキーパーソンが重要な役割を果たしている。 

従来から、商業者ネットワークといえば、商店街や小売市場の理事長等の団体の長が主

にキーパーソンとなり、団体の構成員（組合員等）への情報伝達を行っていく、もしくは

一つの店舗内で考えると、店主から従業員への情報伝達というものが主であった。しかし、

今回の社会実験を通し、既存のネットワークだけでなく、ホームページ・SNS 等の近年発

達した様々な情報伝達手段を活用し、商業者自らが企画・立案・実施する取り組みから生

まれる成功体験によって結び付きができるなど、既存のネットワークだけでなく、また従

来の組織階層にとらわれることのない新たなネットワークが形成され、そこからさらに新

たなキーパーソンが生み出されつつあることがわかった。 
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【図表 2-5 新たなキーパーソン・ネットワークの形成過程】 

 

 

 
(出所) 「平成 27年度 八尾市産業振興会議 第１回本体会議資料」 

 

つまり、情報を有効に共有するための地域ネットワークづくりにはキーパーソンが不可

欠であり、そのキーパーソンは既存の団体内に既に存在するだけでなく、商業者自身が新

たな取り組みを実施し、成功体験を積み重ねていくことで新たに創出されるのではないか

と考えられる。 

 

４． 情報の連鎖・行動につなげるために 

自らがキーパーソンとなり、行動を引き起こしたり、情報を連鎖させたりするために必

要なものとして以下の要因が挙げられた。 

 

（１）行動を引き起こすための要因 

• キーパーソンの共同参加 

• 客数が増えるという実感（売上向上） 

• 興味をもつ 



23 

 

• 客（相手）を楽しませようという奉仕心 

• 何か得られる（楽しむ）というプラス思考 

• 学生との協力体制 

• SNSでのつながり（参加する） 

• 多方面からの情報の入手 

• キーパーソンの育成 

 

（２）情報を連鎖させる要因 

• 異業種との連携 

• 情報のプレミアム感 

• 興味ある情報 

• 「楽しい」という実感 

• 新たなネットワークの構築 

• ボトムアップとフィードバック 

• 次世代消費者（学生）とのつながり 

• 発信者が情報を充分理解すること 

 

【図表 2-6 ネットワークの構築に向けた考え方】 

 
(出所) 「平成 27年度 八尾市産業振興会議 第１回本体会議」 

 

今までは、「この人に言っても行動を起こさないだろう」「伝えても無駄だ」といった「思

い込み、線引き、諦め」が原因で、実際に行動に移したり情報を発信したりするまでに至

らず、地域ネットワークがうまく機能していなかった。今回、商業振興部会での社会実験

を行った経験から、情報発信者自らが主体性を持って行動することで実感を得ると、新た

な行動を起こし、情報発信していくことに繋がることがわかった。それこそが地域の情報

ネットワークの一翼を担うことにつながるということが検証できた。 

これを自店の販売促進に応用する場合においては、自店の良さを他者に発信してくれる



24 

 

キーパーソンを発見し、自店のイベントなどに参加し、楽しい経験・実感を持ってもらえ

るように巻き込むことが重要であり、自店の経営にあたってもビジネスチャンスの発見に

つながるためのヒントになると考えられる。 
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第３章 工業振興部会での検討内容 

１． 現状把握と課題整理について 

平成 25年度に実施した「八尾市製造業実態調査」の結果を受け、工業振興部会では

八尾市内の製造事業者が抱えている課題とその課題に対する対応策について検討する

こととなった。 

 

２． 調査から見えてきた課題 

（１） 自社の強みと経営課題の認識 

自社の強みの上位は、「技術力・製造（加工）精度」（27.0%）、「小ロット・試作

対応」（15.7%）、「在庫・納期対応（スピード）」（15.7%）、経営課題の上位は、「人

材育成」（20.0%）、「営業力・ブランド力」（14.0%）、「製品開発力・企画力」（12.1%）

となっている。 

そこで、「自社の強み」の割合を「Ａ」、「経営課題」の割合を「Ｂ」とし、自社

の強みと経営課題についての関係性を見たものが表右端の「Ａ－Ｂ」である。負の値が

大きいほど、不十分だと認識している企業が多い部分であり、順位は、「人材育成」

（-19.6）、「営業力・ブランド力」（-11.3）、「製品開発力・企画力」（-6.9）となっ

ており、こういった分野は八尾市内の製造事業者にとって課題となっている。 
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【図表 3-1 自社の強みと経営課題】 

 自社の強み 経営課題 

Ａ－Ｂ 

ポイント ％（Ａ） ポイント ％（Ｂ） 

人材育成 46 0.4 1,631 20.0 －19.6 

営業力･ブランド力 302 2.7 1,140 14.0 －11.3 

製品開発力･企画力 564 5.1 982 12.1 －6.9 

財務基盤 100 0.9 478 5.9 －5.0 

ＩＴの活用 34 0.3 278 3.4 －3.1 

同業･異業種とのネットワーク 159 1.4 292 3.6 －2.1 

海外事業の展開 66 0.6 144 1.8 －1.2 

その他 141 1.3 160 2.0 －0.7 

デザイン力 72 0.7 105 1.3 －0.6 

知的財産権 26 0.2 51 0.6 －0.4 

立地条件 118 1.1 116 1.4 －0.4 

品質管理 1,311 11.9 649 8.0 3.9 

競合先の少なさ 598 5.4 57 0.7 4.7 

在庫・納期対応（スピード） 1,727 15.7 329 4.0 11.6 

小ロット・試作対応 1,735 15.7 138 1.7 14.1 

技術力・製造（加工）精度 2,970 27.0 739 9.1 17.9 

合 計 11,017 100.0 8,146 100.0  

（出所）平成 25年度「八尾市製造業実態調査」からクロス分析 

※ポイントは 1位＝3ポイント、2位＝2ポイント、3位＝1ポイントとして集計。 

 

（２） 生産形態・自社ブランドの有無・生産加工機能以外の機能と売上 DI 値1との関係 

図表 1-22の事業所の生産形態・自社ブランドの有無・生産加工機能以外の機能と、

売上ＤＩ値との関連性を見たものが以下の図表 3-2である。 

生産形態別に見ると、「自社製品主体」「一部自社製品」と答えた企業のみの売上Ｄ

Ｉ値はマイナスではあるものの、全体の売上ＤＩ値の平均（-18.5）を上回っていた。 

自社ブランドの有無では、「あり」と答えた企業は売上ＤＩ値が 4.6 であったのに

対し、「なし」と答えた企業は-22.4であった。 

また、自社の強みと売上ＤＩ値の上位は、「ＩＴの活用」（66.7）、「海外事業の展

開」（55.6）、「営業力・ブランド力」（33.3）、「人材育成」（25.0）、「製品開発力・

                                                
1 売上ＤＩ値＝（大幅に増加した企業の比率＋やや増加した企業の比率）－（大幅に減少した企業の比率＋

やや減少した企業の比率） 
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企画力」（23.5）、「デザイン力」（22.2）となっており、戦略的な特徴を強みに持つ企

業の場合に大きなプラス値を示している。しかし、「海外事業の展開」については、為

替変動に左右されるという問題があり、海外へ事業を展開していることが強みである

とは一概には言えないのではないかとの意見が部会ではあった。 

一方、自社の強みと売上ＤＩ値の下位を見ると、「立地条件」（-69.2）、「財務基

盤」（-61.5）や、強みを認識できていないと思われる「不明」（-41.3）などの項目とな

っている。 

 

【図表 3-2 生産形態と自社ブランドの有無、生産加工機能以外の機能と売上ＤＩ値の差】 

自社の強みと売上 DI値 

強 み 売上（H24）DI 強 み 売上（H24）DI 

ＩＴの活用 66.7 在庫・納期対応（スピード） -15.5 

海外事業の展開 55.6 品質管理 -21.5 

営業力・ブランド力 33.3 競合先の少なさ -21.5 

人材育成 25 その他 -22.5 

製品開発力・企画力 23.5 小ロット・試作対応 -25.7 

デザイン力 22.2 流通部門・サービス -33.3 

知的財産権 0 不 明 -41.3 

価格対応 -8.5 財務基盤 -61.5 

技術力・製造（加工）精度 -9.9 立地条件 -69.2 

同業・異業とのネットワーク -13.3 計 （平 均） -18.5 

（出所）平成 25年度「八尾市製造業実態調査」からクロス分析 

 

以上のデータをもとに、工業振興部会では、委員からの意見を「製品開発力・企画

力」「ブランド化推進」「人材育成・人材確保」の大きく３つに整理・分類し、議論を深

めた。 
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３． 製品開発力・企画力、ブランド化推進 

まず、「製品開発力・企画力」及び「ブランド化推進」について検討したところ、

自社の強みを理解する「自社分析」が大事であり、そのためには「経営革新計画の策定

（経営戦略の可視化）」、「顕彰制度(大阪ものづくり優良企業賞)などの活用」が効果

的であるといった意見や、「展示会への出展」、「長期の取引先が自社を選んでいる優

位性の把握」などを通じて、自社を客観的に見ることが大事であるとの意見があった。 

次に、生産工程における分析として、以下の図表 3-3 のスマイルカーブは、成熟産

業における、事業プロセスごとの付加価値利益率を表している。この図によると、上

流（川上）と下流（川下）では利益率が高く、川中では低くなっていることが分かる。

特に品質・コスト・納期での厳しい競争を余儀なくされる川中部門では、競争の激化

とともに利益率は下がっていく。そうした中で工場や設備を維持し、従業員を確保す

るためには、より利益率の高い事業プロセスに進出していく必要があるということが

一般に言われている。 

高付加価値のビジネスモデルを実現するためには、２つの戦略がある。ひとつは、

差別化された素材・加工技術や開発力を活かしてブランド化を実現することで、製品

開発などへの業種に転換し、川上方向へ伸びていく戦略である。もうひとつは、営業

力を強化し、一般客向けの販売・サービス提供を行い B to C 分野へ転換することで川

下方向に伸びていく戦略である。この２つの戦略の方向性は、今後の八尾市の製造業

に必要であると考えられるが、そのために必要な「製品開発力・企画力」「営業力・ブ

ランド力」については、八尾市内の製造業にとって、図表 3-1に示した通り大きな課題

となっている。 

 

【図表 3-3 スマイルカーブ】 

利益率 
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(出所) 「平成 27 年度 八尾市産業振興会議 第２回工業振興会議資料①」を一部修正 （経済産業省「ものづくり白書 2005」を基

に作成） 

 

４． 人材育成・人材確保 

前述のような、「製品開発力・企画力」及び「ブランド化推進」を実現するために

は、開発から販売（営業）までを連続的な視点で捉えて研究開発を行い、製品開発力・

営業力の向上に力を発揮するマネジメント人材を自社で育成・確保することが必要と

なる。 

特に、人材育成は「人間性を養い、自律した従業員を育成し、考える力を身につけ

る」ことが基本となり、そのためには、まず、社員のキャリア・デザインの策定、５Ｓ

（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）の徹底など労働環境の整備が必要であり、労働環

境の改善が人材確保につながるとの意見があった。 

さらに、「単なるオペレーターではなく、イノベーション人材の育成」が必要であ

るという意見があったことから、開発から販売（営業）までの連続的な視点で捉えなが

ら研究開発できる人材や、付加価値の高いビジネスモデルの考案ができる人材の育成

が必要である。 

 

 

【図表 3-4 工業振興部会での意見整理】  

 

（出所）「平成 26年度 八尾市産業振興会議 第２回工業振興部会」資料 

 

５． 市内の操業環境の現状について 

平成 25年度に行った「八尾市製造業実態調査」より、八尾市内に立地していること



30 

 

のメリットの１位として最も挙げられているのが「受注先が近い」で 35.1%であった。

次には「原材料の調達が容易」「外注先が近い」「交通の便が良い」などが挙げられた。

一方、八尾市内に立地していることのデメリットの１位として、最も多いのが「周辺の

住宅地化」で 17.8％であった。 

こういった結果を受け、八尾市での操業環境を取り巻く課題として、「市の工業集積

を維持していくという姿勢の PR不足」や、「施策（奨励金）の対象範囲が狭いこと」「地

域との相互理解のきっかけがなく、交流を結ぶ機会が少ないこと」「工業系地域の土地

情報不足」等が挙げられた。 

 

【図表 3-5 八尾での操業メリット、操業デメリット・課題】 

 

 
（出所）「平成 27年度 八尾市産業振興会議第２回工業振興部会資料」（平成 25年度「八尾市製造業実態調査」を基に作成） 
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ここで、平成 25 年度の「八尾市製造業実態調査」と、平成 22 年度に実施した「八

尾市工業立地現況調査」を比較すると、図表 3-6に示すとおり、「現状維持」が減少し、

「増設」「移転」が増加しており、従前より移転する土地を探したいというニーズがあ

ることが分かる。 

 

【図表 3-6 平成 22 年度工業立地現況調査、平成 25 年度八尾市製造業実態調査の増設・移転・現状維持の

比較】 

 

 

（出所）「平成 27年度 八尾市産業振興会議第１回工業振興部会資料」より一部修正（平成 22年度「八尾市工業立地現況調

査」平成 25年度「八尾市製造業実態調査」を基に作成） 

 

ここからも、工業集積の維持・発展のために必要なことは、拡張・増設・新設・移

転を望む事業所に対する「土地情報の提供」と、「工業立地に関する補助金制度」とい

った施策の見直しである。 

工業振興部会では、「土地情報を早く掴んで、製造事業者に情報を提供する役割」が

必要であり、そのためには、大阪府との連携はもちろんのこと、「より多くの金融機関

などとの連携強化」が必要との意見があがった。 
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【図表 3-7 有効な支援施策の検討に向けて】 

（出所）「平成 27年度 八尾市産業振興会議第１回本体会議資料」 

 

また、八尾市中小企業地域経済振興条例第１条の中で、「産業集積を維持し、その発

展を促進するとともに、市民、事業者及び市がそれぞれの立場及び役割について相互理

解を深めること」と示されていることから、産業集積の維持・発展の重要性を地域住民

に示し、相互理解を進めていくことが重要である。そのため、製造業事業者と周辺に住

む地域住民との相互理解を目的とした「交流のきっかけづくり」が必要であるという意

見があがった。 

その一方で、地域住民との相互理解のための取組みで、既に製造事業者の間で行っ

ていることとして「工場見学、職業体験の受け入れ」「防災倉庫の設置」「AED の設置」

「青色防犯パトロール」などがあり、製造事業者として今後実施できる取組みとして「工

場の避難場所としての活用」「防災ヘルメットの貸与」「AED 講習会の開催」「植樹・緑

化活動」等が工業振興部会より挙げられた。このような活動を通して地域住民の理解を

得ることが必要であり、操業環境の整備のためにも地域住民との交流機会を活かし、相

互理解を深めていくことが重要であるとの認識を得た。 
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【図表 3-8 地域との相互理解のためにこれからできる取り組み】 

 
（出所）「平成 27年度 八尾市産業振興会議第２回工業振興部会資料」 
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第４章 今後の八尾市の産業振興に向けて 

平成 26年度からの２ヵ年の八尾市産業振興会議では、「今後の産業振興について」をテーマに、

商業・工業に関する各調査結果から見えてきた下図の課題について議論展開をしていることから、

以下ではその課題ごとに取りまとめを行う。 

 

【図表 4-1 平成 26・27 年度の各部会検討内容 ～「小売業・飲食業・サービス業の状況調査」「八尾市製造業

実態調査」から見えてきた課題～】 

 
（出所）「平成 26年度 八尾市産業振興会議第１回本体会議 資料８」 

 

１．商業の視点から八尾市の産業振興に向けて 

（１） 販売促進・マーケティングについて 

市内商業者における今後の廃業予定状況をみると、創業数を加味しなければ店舗数

が３分の１まで減少することが想定される現状において、新規開業者の創出及び既存

事業者の経営を強化する支援策が急務である。既存事業の強化という面において、経

営ノウハウの習得や統計データの活用及び店舗デザイン並びに商品の独自性・差異性

を各商業者が追及していくことが重要であると同時に、商業者にとって有益な情報の

共有と各商業者の情報の拡散手法を工夫していくことが必要である。 

商業振興部会で実施した社会実験結果からも、SNS のツールを活用することによっ

て地域のキーパーソンの存在や人的ネットワークの可視化につながることがわかって

きた。そのため、SNSのツール活用により見えてきた副次的な情報をさらに活用してい

くことが、より販売促進やマーケティングにつながるものとなる。 

また、有益な情報は、八尾市、国、大阪府、八尾商工会議所といった産業振興支援
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機関、金融機関、大学、ＮＰＯ等の機関が保有していることが多く、情報を集約し、

必要な人に必要な情報が届くような見せ方の工夫が求められている。そのためには、

イベント情報へのリンク、口コミの補強や関連情報の発信を継続させることが必要で

あり、このような手法や事例などを学べる機会の提供が求められる。その他、商業者

の考える伝えるべき有効な情報として、「働く女性への支援」についての情報が求めら

れていることから、商業者向けの支援情報等には、そういった視点を加味する必要が

ある。 

 

（２） 人材育成・出店環境整備について 

市内商業集積を維持していくために、新規開業者の創出という面においては、経営

ノウハウの習得、資金調達手法、出店場所（立地条件）、成功モデルの分析が必要にな

っており、そういったことが学べる機会が必要であるとともに、開業を促す土壌を醸

成していく必要がある。 

そのためには、商店主間のつながりだけでなく、異なる商店の従業員間の交流機会

といった、情報交換の場を増やし、地域のキーパーソンとの交流につながる仕掛けが

必要である。そうすることによって、「商業者ネットワークの理想図」〔図表 2-4 右

（P.21）参照〕の構築が期待でき、多様な発想力や実践を通じて考える力を身に付けた、

次世代の商業の担い手の育成につながる。 

 

（３） 地域連携について 

地域商業の機能強化を図るためには、商業集積エリアが「人と情報が集まる活気の

ある場」として機能する必要がある。地域商業者や地域住民をいかに巻き込み、自然と

人が集まり、次へとつながる仕組みは、「ネットワークの構築に向けた考え方の図」〔図

表 2-6（P.23）参照〕で示されたとおりである。 

今後、さらに活気のある場として機能し続けるためには、常に行動を継続できる仕

組みとなる必要があり、我々、委員自ら行動する担い手となって、活動を広げていく

ことが重要であると感じている。動き出している活動内容の概要は、後段で示す「地域

経済活性化に向けて」の取り組み事例として紹介することとする。 

また、行政には人と人をつなぐきっかけづくりや情報発信力を期待したい。 

 

２．工業の視点から八尾市の産業振興に向けて 

（１） 新事業への展開について 

市内製造業を取り巻く環境として、事業所の数が減少し集約されるなど、国内市場

が縮小傾向にあり、価格競争に巻き込まれてきている。ものづくりのまち八尾として、

各事業所が経営課題を認識するとともに克服に向けた対応策を講じ、製造業の競争力

を高め、新たな付加価値をつけたビジネス展開が求められている。また、主要取引先

を絞り込んでいると、様々な環境変化への即時対応が難しくなることから、常に新た

な分野へのビジネス展開を検討しておくことが重要である。そのためには、産業支援
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機関のみならず、展示会や異業種交流会などから広く情報を収集・分析し、自社の強

みとなる要素を模索し、社内で学習できる組織体制を整える必要がある。その上で、

既存製品や技術力に新たな付加価値を付けるには、現在の技術力を応用し、新たな分

野への可能性や新技術の開発につなげていくことが重要となる。 

しかしながら、創業以来、元請け会社から業務を請け、注文に合った品質の高い製

品を製造してきた事業所が多く、自社でマーケティングを行い、販路を自ら築いてい

る事業所が少ない現状では、こうしたことを実施するのは容易なことではない。その

ため、専門性の高い、もしくは新分野に精通した、製品開発の実績のあるコーディネ

ーターを配置するなど、多岐にわたる各事象に寄り添ったアドバイス支援や、ビジネ

ス情報を入手しやすい環境づくりが必要である。さらに、自社製品を全部もしくは一

部製造している事業所については、これまでの製品をブランディングし、売り方での

高付加価値化を進めていくことが求められる。 

こういった製品開発には、SNS 等の活用、知財戦略も見据えて、デザイン思考によ

る開発企画力を向上していくことが必要となる。これらの活動が、新たなビジネスチ

ャンスを生み出す要因になると、効果はその事業所に留まらず、地域経済全体へと波

及するものと考えられる。それには、大手企業など外部組織からの受発注に対応でき

る、市内の集積地域の企業間ネットワークの調整役機能が重要となり、その機能を支

える支援を充実させる必要がある。 

次に、人材育成の課題について触れていきたい。製造現場においては、機械を操作

できる単純オペレーターではなく、機械の原理原則を理解できる技術者を育てること、

生産ラインの責任者には、仕入先や顧客と連携し、新たな製品企画を打ち出せる能力を

身に付けさせるといった、これまでの職域を高次にシフトさせていくための支援が求め

られる。 

さらに、人材確保の課題について大きく分けて２点述べる。１点目は、事業所が年々

減少している環境下にあって、ある業界の企業が廃業すると、その企業がこれまで行っ

ていた仕事が同業者の一部事業所に引き継がれることがあり、その場合、引き継いだ企

業側では、労働力不足が深刻化していることが挙げられる。 

２点目は、製造事業者の多くは取引先から受注を受けて事業展開をしてきたため、

将来の見通しがつきにくい。そのため雇用を極力差し控えてきたことから、従業員の年

齢構成が歪となっているケースが多いことである。 

こうした課題に対し、まずは各事業所が職場内の労働環境を整備する必要性を認識

するように促すことが必要であると考える。次に、ハローワークや金融機関などを活用

した人材確保だけでなく、小学校・中学校などの初等教育や大学といった教育機関との

連携を図り、学生に「ものづくり」の素晴らしさや楽しさを認識できる機会を増やすこ

と、そして地元愛の構築につなげ、雇用の担い手づくりを行う必要がある。 

 
（２） 操業・立地環境の整備について 

八尾市は、戦後から平成２年頃までにかけて事業所数は右肩上がりで増加し、どの

ようなものでも製造することが可能なところだと言われるほど、多種多様の技術をも
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った、ものづくり企業が集積した地域である。しかし、その後の事業所数の減少によ

り、工業系地域での宅地化が進み、従前から操業している製造事業者であっても、騒

音や振動などの対応に追われることも少なくない状況にある。平成 13 年に八尾市中小

企業地域経済振興基本条例を制定し、産業集積の維持を謳っているものの、地域住民

との相互理解を深めて事業を継続していくには至っていない状況にある。条例の趣旨

について理解を広く促す方法を再検討するとともに、地域との相互理解を深めるきっ

かけづくりとして、市内事業者の取り組みの周知や、まちづくり協議会や地域の学校

との連携を図っていくことが必要である。行政は、産業振興に関する担当課だけでな

く教育委員会など含め、条例の趣旨について再度認識を深めて業務遂行を図るよう期

待したい。 

事業者の中には、老朽化による建て替えや事業拡大による増築を考えている事業者

が多いため、市内における産業集積としてのものづくり機能を維持するには、八尾市

内の工業向けの土地に関する情報は有益である。そうした情報をタイムリーに事業者

に提供するためには、国、大阪府、不動産を取り扱う金融機関や宅地建物取引業協会

などとの連携を図っていく必要がある。 

また、工業集積の維持のために実施されている現行の補助金制度は、工場の流入及

び流出防止について一定の効果は認められるものの、現在の市内事業者の操業環境改

善を考えるのであれば、相隣環境への緊急対応的な取組みも必要と考えられる。ただ、

市内のまちづくり全体を考えれば、住民側にたった視点も考慮する必要があることか

ら、支援方法については、産業振興会議での意見を踏まえつつ、効果の高いものとな

るよう行政内部で検討されたい。 

 

３．今後の「地域経済の活性化」に向けて 

商業者と製造事業者といった事業者間での連携は、これまであまり行われてこなかった。

地域商業の強みとなる「地域のコミュニティの場としての機能」は、地域課題の発見、消費

者ニーズや地域連携を求める製造事業者にとって有益なものである。また、地域商業の場

で「八尾産の製品」を売りたいと考えている商業者は、そういった製品を開発している製造

事業者との結びつきを求めている。このような業種・業態の垣根を越えた事業者の行動に

より相互依存関係を築くことが必要である。その上で、そこでは補えない機能、例えば情

報・労働力・資金などを大学、金融機関、産業支援機関などと連携することにより補完し

ていく必要がある。こうした連携が多方面で築かれることによって、地域社会での課題発

見につながり、さらに事業者間の学習機能が強化されていくことは、八尾市に産業が集積

していることのメリット拡大につながる。 
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【図表 4-2 地域連携関係図】 
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求
め
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も
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弱
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提
供
で
き
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も
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強
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事例の積み重ね。プロジェクトごとに連携。 

地域経済活性化（好循環に向けたフィールド構築） 

事業者が主役 

地域課題の発掘 

取
り
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き
応
援 

労働力（行政・金融機関・

大学・市民等） 

経営・技術アドバイス・立

地情報（支援機関、金融機

関等） 

資金 

（金融機関、支援者等） 

情報発信（行政・金融機関・大学・

消費者等） 

提供 

市場調査、企画アイデア 

(行政・金融機関・大学・消費者等) 

 

（出所）「平成 27年度 八尾市産業振興会議工業・商業合同部会」の議論内容を基に作成 

 

これまでの産業振興会議においても、事業者間等の連携についての意義や効果およ

び必要性については議論がなされてきたが、今回の産業振興会議においては、八尾市

の経済を活性化へ導くための循環をどう築くかについて議論を深めた。これまでは、

市内の製造事業者の多くが B to B 取引を行っていたが、自社製品の開発を進める上で、

地域の課題を発掘し、地域に根付くビジネスチャンスを発見することも必要となって

きている。そのために、事業者自らが地域の同業者・異業者を含めた立場の違う人と



39 

 

の連携や交流を図り、共に行動を起こすことによって、参加者が新たな経験や達成感

を感じ、次への活動意欲につながる。また、行政や大学などといった取り巻く機関が

その成果や関連支援制度を情報発信することにより、波及効果が期待できる。 

 
【図表 4-3 地域経済活性化に向けた考え方】 

（出所）「平成 27年度 八尾市産業振興会議 第１回本体会議」「平成 27年度 八尾市産業振興会議工業・商業合同部会」の

議論内容を基に作成 

 

これまでも、市内事業者による異業種交流などの取り組みがあり、行政でもセミナ

ーや交流会などの開催により、交流機会の創出を行っているが、市内事業者が実際に

新たな取り組みを行い、継続していくための仕掛けづくりが十分とはいえない。行政

は、情報提供や発信の手法ならびに周囲の人々を巻き込む仕掛けについて、他地域で

の取り組みについて調査研究していく必要がある。 

その一方で、市内事業者が大学などとのネットワークを構築し、市内産業の活性化

に取り組む活動が始動した。「ものづくり企業の持つ技術力を生かした地域商業の振

興」という課題解決に向けた取り組みがこれで、商業・工業の区別なく複数の事業者が

所期の目的達成のため、積極的に活動している。 

このような事業者の自発的な活動が数多く誕生し、八尾ににぎわいを創出する役割

が果たすことが望まれる。そのため、行政にも八尾市中小企業地域振興基本条例の理

念である「地域産業の栄えるにぎわいのあるまちづくり」の実現に向け、イノベーショ

ンを創出し、市民生活を支え、地域社会のさらなる発展につながる支援が求められ

る。 

今回の報告の内容を、八尾の経済の活性化に向けた取り組みの一助として活用され

ることを期待する。 
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平成 26年度「八尾市産業振興会議 商業振興部会」 

「八尾市産業振興会議工業振興部会」審議経過 
 

１．平成 26年度「八尾市産業振興会議 商業振興部会」審議経過 
 

八尾市産業振興会議 第１回商業振興部会 

日 時：平成 26年８月５日（火）  19：00～21：00 

場 所：八尾市立中小企業サポートセンター ３階 セミナールーム 

議 事：（１）現状把握と課題整理について 

      （２）調査から見えてきた課題 

      （３）その他 

 

八尾市産業振興会議 第２回商業振興部会 

日 時：平成 26年 10月７日（火）  19：00～21：00 

場 所：八尾市立中小企業サポートセンター ３階 多目的室 

議 事：（１）前回の意見整理について 

      （２）販売促進・マーケティングについて 

      （３）その他 

 

八尾市産業振興会議 第３回商業振興部会 

日 時：平成 26年 12月９日（火）  19：00～21：00 

場 所：八尾市立中小企業サポートセンター ３階 多目的室 

議 事：（１）前回の意見整理について 

      （２）ワークショップ（情報の連鎖手法）について 

      （３）その他 

 

２．平成 26年度「八尾市産業振興会議 工業振興部会」審議経過 

 

八尾市産業振興会議 第１回工業振興部会 

日 時：平成 26年８月 25日（月）  19：00～21：00 

場 所：八尾市立中小企業サポートセンター ３階 セミナールーム 

議 事：（１）現状把握と課題整理について 

      （２）八尾市製造業実態調査の概要 

      （３）調査から見えてきた課題 
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八尾市産業振興会議 第２回工業振興部会 

日 時：平成 26年 10月 31日（金）  19：00～21：00 

場 所：八尾市立中小企業サポートセンター ３階 多目的室 

議 事：（１）前回の意見整理について 

      （２）製品開発力・企画力、ブランド化推進 

      （３）人材育成（イノベーション人材・マネジメント人材）・人材確保 

      （４）その他 

 

八尾市産業振興会議 第３回工業振興部会 

日 時：平成 26年 12月 19日（金）  19：00～21：00 

場 所：八尾市立中小企業サポートセンター ３階 多目的室 

議 事：（１）これまでの意見整理について 

      （２）人材育成（イノベーション人材・マネジメント人材）・人材確保 

      （３）その他 
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平成 27年度「八尾市産業振興会議 商業振興部会」 

「八尾市産業振興会議 工業振興部会」審議経過 
 

１．平成 27年度「八尾市産業振興会議 商業振興部会」審議経過 

 

八尾市産業振興会議 第１回商業振興部会 

日 時：平成 27年４月 15日（水）  19：00～21：00 

場 所：八尾市立中小企業サポートセンター ３階 多目的室 

議 事：（１）情報の拡散の実験結果について 

      （２）情報の連鎖手法について 

      （３）その他 

 

八尾市産業振興会議 第２回商業振興部会 

日 時：平成 27年６月５日（金）  19：00～21：00 

場 所：八尾市立中小企業サポートセンター ３階 セミナールーム 

議 事：（１）前回の意見整理について 

      （２）ネットワークの構築について 

          ・既存のつながり 

          ・実績づくり 

          ・その他の連携 

      （３）その他 

 

２．平成 27年度「八尾市産業振興会議 工業振興部会」審議経過 

 

八尾市産業振興会議 第１回工業振興部会 

日 時：平成 27年４月 2７日（月）  19：00～21：00 

場 所：八尾市立中小企業サポートセンター ３階 多目的室 

議 事：（１）市内の操業環境の現状について 

      （２）対応策の可能性について 

      （３）その他 

 

八尾市産業振興会議 第２回工業振興部会 

日 時：平成 26年６月 16日（火）  19：00～21：00 

場 所：八尾市立中小企業サポートセンター ３階 セミナールーム 

議 事：（１）昨年度議論からの施策反映について 

      （２）前回議論の意見整理について 

      （３）今後の課題について 

      （４）その他 
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３．平成 27年度「八尾市産業振興会議 工業・商業合同振興部会」審議経過 

 

八尾市産業振興会議 工業・商業合同振興部会 

日 時：平成 27年８月 21日（月）  19：00～21：00 

場 所：八尾市立中小企業サポートセンター ３階 セミナールーム 

議 事：（１）地域経済の活性化に向けて 

         （検討項目・情報連鎖の基盤づくり） 

      （２）今後の課題について 

      （３）その他（事務連絡など） 

 

 


