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平成２９年度 第１回八尾市総合戦略審議会 議事録 

 

日時：平成２９年７月５日（水） 午後６時４５分から２時間程度 

場所：八尾商工会議所会館（３階 セミナールーム） 

出席者：油谷委員，和泉委員，川野委員，後藤委員，佐々木委員， 

清水委員，進藤委員，田口委員，丹波委員，野村委員，林委員， 

増田委員，枡谷委員，山本委員，和田委員 （五十音順） 

欠席者：中田委員 

                     

藤本政策推進課長   

それでは、会議の開催に当たりまして、平野副市長より御挨拶を申し上げます。平野副市長、お願いいたし

ます。 

平野副市長  

 皆様、こんばんは。ただいま御紹介にあずかりました、八尾市副市長の平野と申します。本日はお忙しい中、

またこのような時間にもかかわりませずお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。 

 この八尾市の総合戦略審議会という会議を開催させていただくに当たりまして御挨拶させていただくわけで

はございますが、今日、皆様方におそろいいただきまして、本当に私たち心強く思うようなところがございま

す。今、名簿を見せていただいておりますが、各分野で御活躍の方に集まっていただいて、そして市民の公募

の方もいらっしゃいます。そういった中で、いろんな御意見をいただきながら御指導いただけるのかなという

ふうに思ってございます。 

 改めて八尾市の総合戦略についてでございますが、御存じのとおり国のほうでは、平成２６年１１月に、ま

ち・ひと・しごと創生法が制定され、その翌月１２月には、まち・ひと・しごと創生の総合戦略が策定をされ

ております。少子高齢化に対応して、人口減少、これを食いとめるというようなこと、そして活力ある日本社

会を維持していくというような法でもございましたし、そして戦略でございました。 

 八尾市も当然これに追随していかなければならないというような立場の中で、２８年の３月に、現在の人口

の減少状況、を展望する八尾市人口ビジョンを制定いたしております。そしてその後、それに基づいて今後ど

うしていくべきなのかというようなことを、総合戦略として策定をいたしております。そこには六つのテーマ

も持っておりまして、地域分権の推進、健康づくりの推進、未来の八尾づくり、そして女性活躍の推進や仕事

の場づくりとしての産業振興、まちのにぎわいづくりと魅力発信、こういった六つの柱でございます。我々、

今この総合戦略がないまでも、まちは人という考え方をしっかりと持っていこうというふうにしております。

まちの活力、まちそのものは人なのだと。ハードでどんなきれいな街並みをつくっても、まちの中でいきいき

と、そして活躍しておられる市民の方がいらっしゃらなければ、まちの活力っていうのはないのだというよう

な原点に立っております。 

 そうした中で、地域でのコミュニティを大事にしていこう、人々の健康をしっかり考えていこう、子どもた

ちを未来に向かって夢のある状態で育ってもらおうなど、そういうことを打ち立ててきているのが、この六つ

のテーマでございます。 

 昨年度２７年度とそれから２８年度、この２カ年では、国の財源を積極的に活用しながら取り組みを進めて

きております。地方創生先行型交付金というものを使いまして、２７年度には１４の取り組み、そして２８年

度には１１の取り組みを進めさせていただいております。こういった取り組み、我々で一生懸命考えて積み上

げ、御意見も様々なところでお聞きしながら進めてきたというところもございますけれども、ここにお集まり

の皆様方の専門的な見地、また生活者としての市民の目線、そういったところからしっかりと御議論をいただ

きまして、忌憚のない御意見をいただくことが私たちにとって学び、そして前へ進めていける、そういったも

のになっていこうかというふうに思っております。 

 我々、これまでもこれからも、若い世代が集まり、そして活力のある八尾市のまちを次の世代に引き継いで
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いくことが使命だと思っておりまして、ぜひとも皆様方の御意見、そして御指導を賜りますようにお願いを申

し上げまして、御挨拶とさせていただきます。 

 簡単ではございますが、ここにいらっしゃる皆様がこれからも御活躍されますこと、そしてこの場でいろん

な議論がされる中で、私たちがしっかりと学びをさせていただきますことを祈念いたしまして、御挨拶とさせ

ていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

藤本政策推進課長   

ありがとうございました。平野副市長は、ここで退席をさせていただきます。 

平野副市長   

申しわけございませんが、ここで退席させていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

藤本政策推進課長   

それではここで資料の確認をさせていただきます。資料につきましては、まず次第がございます。次に資料

１といたしまして、八尾市総合戦略審議会規則。資料２といたしまして、八尾市総合戦略審議会委員名簿。資

料３といたしまして、会議の公開に関する指針。資料４といたしまして、八尾市人口ビジョン・総合戦略概要。

資料５といたしまして、地方創生加速化交付金事業に係る効果検証シート。そして最後に資料６といたしまし

て、八尾市総合戦略における指標・ＫＰＩ数値目標一覧でございます。全ておそろいでしょうか。 

 それでは次第に沿って進めさせていただきます。これから委員の皆様の御紹介をさせていただきます。なお、

御紹介とお座席につきましては、５０音順とさせていただいております。委員の名簿を資料２として配付させ

ていただいておりますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。 

 それでは御紹介させていただきます。 

 まず、布施公共職業安定所所長の油谷委員でございます。続きまして、阪南大学国際観光学部准教授の和泉

委員でございます。八尾商工会議所中小企業相談所長の川野委員でございます。有限会社大阪製作所代表取締

役社長、後藤委員でございます。株式会社ジェイコムウエストかわち局局長の佐々木委員でございます。株式

会社りそな銀行八尾支店支店長の清水委員でございます。大阪府商工労働部商工労働総務課課長補佐の進藤委

員でございます。経済産業省近畿経済産業局地域経済部地域経済課地域開発室室長の田口委員でございます。

株式会社日本政策金融公庫東大阪支店融資第二課長の丹波委員でございます。大阪糖菓株式会社代表取締役社

長の野村委員でございます。株式会社池田泉州銀行高安支店支店長の林委員でございます。市民委員の増田委

員でございます。続いて市民委員の枡谷委員でございます。大阪シティ信用金庫企業支援部副部長の山本委員

でございます。そして大阪学院大学経済学部教授の和田委員でございます。 

 なお、本来でしたら委嘱状をお一人お一人にお渡しさせていただくところではございますが、会議運営上、

机上に御用意をさせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。 

 政策企画部長の吉川でございます。理事の吉村でございます。政策企画部政策推進課課長補佐の主井でござ

います。政策企画部政策推進課政策推進係の主査の中沢でございます。政策企画部政策推進課政策推進係副主

査の中西でございます。そして私、政策推進課長の藤本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。続

きまして、関係課として同席をさせていただいております、経済環境部産業政策課課長の西野でございます。 

 なお、八尾市総合戦略審議会規則第６条第２項に基づきまして、本審議会は委員の過半数の出席が開催要件

となっておりまして、本日委員１５名の御出席をいただいておりますので、開催要件を満たしていることを御

報告させていただきます。 

 それでは続きまして次第４、会長と副会長の選任を行います。 

 資料１の八尾市総合戦略審議会規則の第５条第１項におきまして、審議会に会長及び副会長を置き、委員の

互選により定めるということになってございます。 

 つきましては委員の互選をお願いしたいと考えますが、いかがでしょうか。 

川野委員  

 学識経験者の方になっていただいたほうがいいのではないでしょうか。 

藤本政策推進課長  
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 それでは、今委員の方から御発言いただきましたが、学識の先生でございます和田委員に会長を、副会長に

和泉委員にお願いをさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

●（異議なしの声） 

藤本政策推進課長   

ありがとうございます。それではただいまから、会長には和田委員、副会長には和泉委員にお願いすること

を決定させていただきたいと思います。恐れ入りますが、和田会長、和泉副会長、正面のほうに移動をお願い

いたします。 

 それでは会長と副会長が決定いたしましたので、和田会長、和泉副会長から御挨拶をいただきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。 

和田会長   

改めまして、皆様こんばんは。大阪学院大学より参りました和田と申します。たまたま、すばらしい面々を

集めていただいた委員会ではございますけれども、学識経験者という立場で、この席に座らせていただくこと

になります。主に調整役という部分と、私自身、自分の専門といたしましては、経済政策、産業経済論という

のが専門でございまして、今日は企業、金融系の方も随分といらっしゃいますが、民間活力で日本経済、産業

を活性化させるという立場で、産業系の方と随分おつき合いがあって、研究をやってまいりました。私は今、

十数自治体と関わりがあるのですが、自治体が民間活力を取り入れての改革、及び自治体経営をなさるという

ことで、近年、ここ十年ぐらいは、主に民間の活力をどのように生かせるかという立場で自治体の産、公との

連携といいますか、学生も時々引き連れて一緒に勉強するという形で、今回も八尾市さんとこういう御縁をい

ただきました。そういう立場のところで、いろいろと私も発言ができたらと思っておりますし、皆さん忌憚の

ない御意見と、いろんな市民委員の若い方々もおられますし、ぜひ戦略を、若いパワーを与えていただけたら

と思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

和泉副会長  

 阪南大学国際観光学部の和泉と申します。私は、観光まちづくりが専門で、いろんなところで研究活動をし

ております。こちら八尾市さんとは、いろいろとかかわっておりまして、例えば八尾には、しおんじやま古墳

学習館という博物館がございますが、そちらの博物館で一緒にツアープランをつくってみたり、八尾浴場組合、

こちらは銭湯の組合さんですが、昨年、銭湯の組合さんに、銭湯を生かしたまちづくりプランの発表会という

のをさせていただいたり、こちらをステージに、学生ともども大変勉強させていただいております。 

 今回も私、勉強させていただきたいというふうに考えておりますし、また私自身はこのような席に座る人間

ではないので、大変恐縮でございます。和田先生の足を引っ張らないように、かつ八尾市さんの少しでもお役

に立てますように、皆様と一緒に闊達に議論を進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

藤本政策推進課長  

 ありがとうございました。ここからは進行を和田会長にお願いしたいと思います。それではどうぞよろしく

お願いします。 

和田会長 

 それでは議事に従って進めてまいりたいと思います。まず、次第の５まで進んでおりますので、議事のその

地方創生加速化交付金事業の効果検証と、八尾市総合戦略の進捗について、まずは始めさせていただきたいと

思います。 

 今回第１回の審議会でございますので、八尾市人口ビジョン総合戦略についての効果検証の資料をあわせて、

事務局より御説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

主井政策推進課長補佐  

 それでは、八尾市人口ビジョン総合戦略の概要及び地方創生加速化交付金事業並びに八尾市総合戦略の進捗

状況につきまして、事務局の主井より御説明させていただきます。資料につきましては資料４番、資料５番、

資料６番を用いて説明させていただきますので、お手元のほう御準備よろしくお願いいたします。少し長くな

りますので、座って説明させてもらってよろしいでしょうか。 
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 それでは、八尾市人口ビジョン総合戦略の概要につきまして御説明申し上げます。資料４をごらんください。

この資料につきましては、八尾市人口ビジョン総合戦略の冊子の内容を、Ａ３の両面でまとめさせていただい

ております。まず表面のほうにつきましては、人口ビジョンをあらわしておりまして、今後目指すべき将来の

方向と、平成２７年から平成７２年までの長期の将来人口の展望を描いたもので、地方創生の実現に向け策定

したものです。 

 資料の右下の、八尾市の人口の見通しの表におきましては、国、大阪府における人口ビジョンの考え方と歩

調を合わせ、平成４２年に出生率を１．８に、平成５２年以降に２．０７に設定し、国、府の政策を踏まえな

がらさまざまな施策を講じることで、平成７２年の１９万７，０００人という、この四角い黒印の線を目指す

とともに、活力のある地域社会の持続可能性を高めることが、八尾市における長期の人口展望としております。 

 次に裏面をごらんください。この裏面につきましては、八尾市の総合戦略の概要であります。総合戦略につ

きましては、平成３１年までの戦略を、これまで市政運営の基本方針を軸に、おととしに開催いたしました八

尾市総合戦略策定に係る懇話会における意見、もしくは国、府の総合戦略の内容を踏まえ、資料記載のとおり、

六つの基本目標、一つ目といたしまして、地域の多様性を尊重したまちづくりが進み、安全・安心に暮らせる

まち。２、みんなの健康をみんなで守る健康づくりのまち。３、若い世代が自分の将来を見詰め学び、ライフ

プランが実現できるまち。４、女性が培ってきた能力や経験を生かし、地域や職場で活躍できるまち。５、身

近なしごとの場が充実する、未来志向の産業振興をめざすまち。そして、最後の基本目標としまして、「にぎ

わい」にあふれ、いつまでも住みつづけたい魅力あるまち、という基本目標を設定し、目指す姿と基本的方向、

施策、主な取り組みを記載し、八尾市におけるまち・ひと・しごとの活性化につながる内容と、重要業績評価

指標、以降ＫＰＩという形で申し上げますが、そのあたりについて定めたものとなっております。 

 以上が八尾市人口ビジョン総合戦略の概要の説明となります。 

 続きまして、資料５の地方創生加速化交付金事業に係る効果検証について御説明申し上げます。 

 平成２８年度に地方創生加速化交付金を活用して実施した取り組みを一覧にしております。事業につきまし

ては、表面に１事業といたしまして、「地域でいつまでも元気に活躍できるまち八尾」加速化事業、そして裏

面になるのですが、もう一つの事業といたしまして、八尾の経済好循環促進プロジェクトの事業を展開してま

いりました。 

 資料の見方になりますが、資料の一番左端の事業細分と書いておる部分が、先ほど申し上げました八尾市総

合戦略に位置づけられている取り組みでございまして、その隣の項目に、総合戦略の基本目標という欄がござ

いまして、こちらの番号が、先ほど私が読み上げました１番から６番までの基本目標に該当する部分というこ

とで、基本目標をこちらのほうに表示させてもらっております。 

 また資料の中ほどあたりにＫＰＩを記載しております。目標となる値といたしまして、指標値及び平成２８

年度の事業実績値を記載しております。そしてその隣の項目に、その目標と実績に関しての分析を記載してい

るところでございます。 

 そして最終の一番右端の項目には、今後の取り組みの方針を、記載させていただいております。 

 なお裏面につきましては、米印で示している事業がございますが、この事業につきましては、地方創生加速

化交付金事業を活用して取り組んできた取り組みではありますが、ＫＰＩを設定していない取り組みとなって

おります。 

 以上が地方創生加速化交付金事業に係る効果検証についての説明となります。 

 続きまして、八尾市総合戦略の効果検証につきまして、資料６を用いて御説明させていただきます。記載内

容につきましては、基本目標ごとに基本目標指標及び施策ＫＰＩを、平成２７年度実績、平成２８年度実績、

そして平成３１年度の目標値、そして現在の目標の達成状況等を記載しております。また基本目標指標につき

ましては、資料の右端にグラフ化しておりますので、平成２８年度末現在の達成状況について御確認いただけ

るようになっております。また基本目標指標や施策ＫＰＩの達成状況から、基本目標ごとに庁内で総括を記載

しております。まず基本目標１につきましては、基本目標指標は昨年度実績と比較すると微減となっているも

のの、各施策のＫＰＩにおきましては、前年度実績を上回る成果となっており、各種取り組みについてはおお

むね順調に取り組みが進んでいると考えております。加速化交付金を活用した事業、もしくはその他事業につ
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きましては、記載のとおり実施してまいりました。 

 次に基本目標２につきましては、各指標は前年度より増加しており、順調に取り組みが進んでいると考えて

おります。基本目標１と同様に、加速化交付金その他事業につきましては、記載内容のとおり実施してまいり

ました。 

 次に裏面をごらんください。基本目標３につきましては、数値目標である子育てに関する満足度が減少して

いることから、全体として子育て関連事業の市民への周知等が不足しており、今後も妊娠、出産、子育ての切

れ目のない支援を市が一丸となって推進するとともに、市民への各種支援制度の周知、ＰＲを推進する必要が

あると考えております。 

 次のページをごらんください。基本目標４についてでありますが、平成２８年度からの進捗管理が始まった

指標や、福祉分野における人材育成研修等への女性参加人数については目標を達成しているが、他の指標も含

めて、引き続き取り組みを積極的に展開していく必要があると考えております。加速化交付金その他事業につ

きましては、記載のとおり実施してまいりました。 

 次に基本目標５につきましては、各指標においては一部目標を達成している事業もあり、おおむね順調に取

り組みが進んでいると考えております。今後も身近な仕事の場が充実する、未来志向の産業振興を目指すまち

の実現に向け、引き続き取り組みを進めていく必要性があると考えております。 

 裏面をごらんください。最後の基本目標６になりますが、ＫＰＩの数値につきましてはおおむね順調な進捗

となっているものの、住み続けたいと感じる市民の割合につきましては前年度より減少しており、基本目標３

と同様に、全体として市民への周知が不足しており、各種の市の定住魅力の向上に資する取り組みの積極的な

展開及び周知、ＰＲの推進が必要であると考えております。加速化交付金事業及びその他事業につきましては、

記載している内容のとおり実施してまいりました。 

 以上が八尾市の総合戦略の効果検証の説明となります。以上になります。 

和田会長   

ありがとうございました。資料４、５、６につきまして、事務局のほうより丁寧かつ要点を押さえた御説明

をしていただきましたけれども、今からこの進捗管理、効果検証、今後の取り組みで一番議論をする部分は、

この部分でございます。それにつきましては次回しっかりとりたいと思いますので、今御説明のあった資料４、

５、６で、御質問をまず承りたいと思っておりますので、これはどういう意味だとか、そのあたりを委員の皆

様に出していただければと思います。何かありますか。 

佐々木委員  

 いいですか。 

和田会長  

 どうぞ。 

佐々木委員  

 資料６の基本目標３、保育所等の待機児童数のところですが、平成２７年度の実績が１９で、平成２８年度

が４７。この施策でいうと、かなり増えているような形にはなります。ただコメントのところに、保育枠を拡

大したことにより申込者数が増加した、具体的には保育所にもう入園された数、去年は全員が入所されている

が、おととしはどのぐらいの数なのかを教えていただきたい。 

和田会長   

事務局お願いします。 

藤本政策推進課長 

 保育所の入所状況の御質問だと思います。平成２７年は待機が１９ということなのですが、申し込みが５，

２０９人おりまして、それに対して入所できたのが５，０７１人です。２８年度については、待機４７という

ことで資料のほうに書かせていただいておりますが、申し込み５，４７９人に対して５，２９９人が入れてい

るというような状況になっております。八尾市ではやはり希望される方、保育所に入所したいと希望される方

をできるだけ入れていきたいということもありまして、募集の定員をかなりふやしてきています。例えばその

前の２６年の４月１日で言いますと、定員ベースで４，４５０人であったものを、２８年度には４，８１８人
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というような形で、年々増やしていますが、やはり申し込みの枠が増えると、入所の希望もどうしても増えて

くることもありまして、資料６の実績値としては、２７年度、２８年度の比較におきましては、待機がどうし

ても増えてしまったというような結果になってございます。 

和田会長   

よろしいでしょうか。 

佐々木委員  

 はい、では待機の数と、先ほどおっしゃられたとおり、２８年ですと５，４７９人申し込みで、５，２９９

が入所ということですが、そうすると１８０ぐらい入所できなかったのですよね。その残りの方々っていうの

はどのような形になるのですか。 

藤本政策推進課長   

具体的には待機の要件に該当して入れなかった人と、要件には合わないが、入れなかった人等、そのような

基準があります。よって、待機児童と捉えているのは、そのような基準と、こちらの資料のほうで書かせてい

ただいている数ということになります。 

和田会長  

 ほか、いかがでしょうか。どんどん質問していただけたらと思います。 

後藤委員  

 すみません。基本目標３と５についてですが、基本目標３の一番下の、定住を目的とした住宅の新築・購

入・リフォーム等への支援数は若い世代が八尾市に定住してもらおうという最終目標へ向かっていたのですが、

みんな新築を購入する、家を購入するということに対しての、あるいはリフォームとか、もともと家を持って

いる数字に対しての支援ですか。例えば賃貸の方とか、若い世代の方がいきなり家を買うことが最初のステッ

プだと思っているのですが、最初のステップは賃貸で入って、子どもも生まれて、だんだん子どもが大きくな

るから大きい部屋欲しいな、家が欲しいなというときにその賃貸から次ステップアップして持ち家という形の

順番をとっていくと思うのですが、ここを見ていると、いきなり家を買うというところからスタートしている

ように思うのですが、いかがでしょうか。 

主井政策推進課長補佐  

 すみません。答えにならないかもしれないですが、この事業につきましては、委員の御指摘の、人生のライ

フステージに応じた支援策ということで、若い方たちのそういうステージに応じた支援策の設計というよりか

は、やはり新築の住宅などの購入やリフォーム等に対する支援数という形の取り組みとして、実施させていた

だいているところでございます。 

後藤委員  

 わかりました。あと、基本目標５についてですが、新製品・商品開発支援企業数というところで、さまざま

な実績が上がりましたと記載しているのですが、この内訳ですけれども、八尾市さんの特徴は、中堅企業が多

いという特徴だと思います。東大阪さんは物すごく中小、零細の企業が多く、八尾市さんは中堅企業が多いか

ら、そこの企業さんの活動を取り上げるような形にして、その余波が中小に回ってくるみたいな形が有効では

ないかと私は思っております。もう一つ、我々はＢｔｏＢの業態なのですが、新製品となるとＢｔｏＣのよう

な、顧客のすぐそばで商売されている野村さんのところのような商売など、そういうＢｔｏＣの企業さんがい

ろんな商品を出して、おいしそうだなとか、おもしろそうだなというのがどんどん生まれていくというのがい

いような気がしています。そこで、その対象となる企業数は書いているのですが、その内訳がどうなっている

のか疑問に感じています。ただ単に中小企業のＢｔｏＢの方に新商品、新商品と言っても、その開発はできる

が、実際はなかなか売れないのが実情です。しかし、ＢｔｏＣの方は新しい物ができて、宣伝がうまくいった

ら、いろんな方に売れるという結果がすぐ出てくると思います。したがって、市場のニーズに合ったところを

適切にバックアップしてあげているのかと思いました。 

和田会長  

 すみません、議論のほうに移っていきつつあるような御質問ですので、今、後藤委員がおっしゃってくださ

っている、新製品・商品開発支援企業数のこのＫＰＩがＢｔｏＢ、ＢｔｏＣとで混乱してしまって内容がよく
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わからないため、御質問として一度投げかけてよろしいでしょうか。後の部分は後の大事な議論のところで、

どんどん事務局と我々で詰めていきたいと思いますので、一旦、ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣの内訳などの質問という

ことで、お受けしたいと思います。よろしくお願いします。 

主井補佐  

 すみません。この新製品・商品開発支援企業数の件ですが、先ほど委員の御発言で御指摘いただいたところ

が、まさに産業振興の施策の部分で一番課題だろうというところも見定めさせていただいた上で、ＢｔｏＢ及

び、ＢｔｏＣでも、やはり自社製品を開発する意欲はあるけれども、そういったノウハウがなく、自分の会社

だけでは難しいという企業者さんの意向を酌んだ形で、平成２７年度からこういった新製品の開発支援事業を

立ち上げさせていただきまして、これが国の加速化交付金及び平成２７年度の先行型事業で取り組んできたと

ころでございます。先ほどおっしゃっておられたように、自分たちや企業さんだけでは新製品や、商品を開発

するのは非常に難しいというところも着目いたしまして、この取り組みを進めてまいったところでございます。

そういった部分でいいますと、１９９の実績値の分につきましては、そういった事業を含めた支援企業社数と

いう形になっております。 

 そして、その取り組んでいる事業に加えて、八尾市では中小企業サポートセンターという、中小企業さんを

支えるサポートセンターを有しております。その中でも、この事業の内容を聞いた企業者さんが、中小企業サ

ポートセンターに御相談されて、新製品の開発や特許など、そういった関係も含めまして、相談に来られた数

をカウントさせていただいた数が１９９というカウントになっております。以上になります。 

和田会長  

 御質問の答えとしては、よろしいでしょうか。 

後藤委員  

 はい。 

和田会長  

 数値的にこの数字はなぜこうですかとか、そういう本当にシンプルな御質問で結構でございます。御意見は

皆さんいろいろお持ちだと思いますので、後半ゆったりととりたいと思っております。 

 どうぞ。 

林委員  

 すみません、池田泉州銀行の林です。基本目標５の施策ＫＰＩのところで教えていただきたいと思います。

支援機関相談等対応件数、こちらに言う支援機関相談っていうのは、これは中小企業サポートセンターのこと

でしょうかというのが１点。 

 もう１点が、創業支援対象者数の項目のところの、認定創業支援機関との広報連携というところがあるので

すが、この認定創業支援機関というのは、具体的にどちらのことを言うかという以上２点、教えていただきた

いと思います。 

主井政策推進課長補佐  

 １点目の、支援機関相談件数の対応件数の分ですが、これは中小企業サポートセンターだけではなく、商工

会議所さん等との連携によって支援してきた数も含めましてこの数ということで、合計数となっております。 

 創業支援対象者の分ですが、認定創業支援機関につきましては、八尾市、商工会議所、大阪シティ信用金庫、

日本政策金融公庫及び近畿大阪銀行で連携を組ませていただく八尾市創業支援事業計画を策定いたしまして、

八尾市で起業意欲のある方たちを、いろんな連携機関の部分で、支援しておるという現状でございます。以上

であります。 

林委員  

 ありがとうございます。 

和田会長  

 ほか、いかがでしょうか。資料４、５、６をもとに後半議論に参りますので、数字や、表現、用語など、そ

ういうところを先に質問で押さえていただき、議論のほうに入っていただこうと思いますので。どうぞ。 

枡谷委員  
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 枡谷と申します。よろしくお願いします。基本目標５の施策ＫＰＩ一番下の、創業支援対象者数のうち創業

者数というのが、２８年度９８であるのですが、産業というと、農業、商業、工業、この三つが含まれるかと

思います。この９８の三つの分野の内訳みたいなものがもしあれば、教えていただきたいと思います。個人的

には、八尾はものづくりのまちというイメージが強いので、工業の創業が多かったら個人的にはうれしいなと

思っております。よろしくお願いいたします。 

主井政策推進課長補佐  

 すみません、業態ごとの内訳というのは、こちらのほうで今準備しておりませんもので、申しわけございま

せんが、お答えしかねる部分になります。すみません。また後日資料のほうを皆さんにお渡しする形をとらせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

和田会長  

 というのはむしろ、後日、ご用意いただけるということですね。今ここにはないということで。 

主井政策推進課長補佐  

 はいそうですね、ありますので。 

和田会長  

 そうですね。では、すみませんが、次回ということでよろしくお願いいたします。 

ほか、いかがでしょうか。和泉先生、お願いします。 

 

和泉副会長  

 では、一つだけ質問がございます。基本目標の３の部分は、地域事業への子どもの参加数ということで、地

域の方々の御協力のもと、多くの子どもたちの参加をいただき、参加数が前年度より増加したとありますが、

具体例としては、子ども会のような事業をイメージしたらよろしいのでしょうか。大体で結構なので、子ども

子どもたちが参加した地域事業というのは、どんなものをイメージすればよいか、教えていただきたいです。 

藤本政策推進課長  

 こちらで言う地域事業は、先生のおっしゃっていただいているような子ども会もありますし、就学前のお子

さんを対象としたような、つどいの広場や、そういう地域で展開している子育て支援の事業があるのですが、

そういったところの数字を合算させていただいている数字ということになっております。 

和泉副会長  

 よくわかりました、ありがとうございます。 

和田会長  

 そうしましたら御質問は、一旦ここで切りまして、進捗管理、効果検証のほう、我々やっていきたいと思い

ます。またどこか、今日効果検証しながら質問がありましたら、その辺は臨機応変に受けていきたいと思いま

す。 

 そうしましたらまず資料５の、地方創生加速化交付金事業というこの裏面とで１、２と二つのクレジットが

あるわけなのですが、こちらの資料にいかせていただきたいと思います。八尾市さんのほうで分析や今後の方

針を書いていらっしゃるわけですけれども、取り組み内容について、より事業効果が高まるようにするために、

皆様のこの辺はもうちょっとこうしていったほうが良いなど、そういう御意見をどんどんいただきたいと思っ

ておりますので、どの事業でも、二つありますけれどもどちらでも結構ですので、御意見ぜひお願いいたしま

す。 

油谷委員  

 ハローワークの油谷でございます。よろしくお願いいたします。検証シートの２番の、八尾の経済好循環促

進プロジェクトの３番の、職業生活における女性というお話のところなのですが、やはり我々ハローワークは、

どうしてもこの辺に目が行くわけですけども、先般、厚生労働省が女性の実情を発表しまして、やはり大阪が

女性の就業率が非常に低く、Ｍ字の底が非常に低いという結果が出ておりまして、そこは何とか食い止めなく

てはならないと、思っています。そこでやっぱり一番の問題は、先ほど待機児童の話もあったのですが、年度

途中から就職されようとしたときに、お子さんの預けるところがないという問題になっておりまして、先ほど
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の待機児童のお話は多分４月の話だと思うのですが、年度初めは割と枠があり、年度途中に預け先がないとい

うのが非常に問題になっていますので、そこら辺が八尾市さんのほうで手当ができないものかなというふうに

思っているところです。大阪府さんのほうでは、エル・おおさかのほうで一部そういうふうな事業に取り組ん

でおられますので、そのような事業がこの地域でできたら、より働きやすい環境になると、思っておりますの

で、この２の③の中にこのような観点が入ってきていただいたらありがたいなと思っております。 

和田会長  

 ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。よろしくお願いします。 

進藤委員  

 大阪府の進藤です。２番の八尾の経済好循環促進プロジェクトの中にあるのですが、創業支援とその３の女

性が活躍できる環境の促進の視点につきましては、我々大阪府のほうがふだん持っている総合戦略の中でも、

創業については年間開業者数が１万件以上というものと、女性の就業率が全国並みに府としてなるようにとい

うところを掲げて、重点的に取り組んでいるというところでございます。例えば職業生活における女性が活躍

できる環境づくりの促進として、八尾市さんがその取り組み内容として書かれているところというのが、市と

して取り組んでいることだとは思うのですけれども、基本的に、市内事業所による女性の積極的活用支援や、

求人情報の検索といった環境整備というところを重点的にやらないと、というところ等見受けられます。 

 一方我々大阪府のほうは、人材としての女性に着目して、女性が持つ潜在能力をどう発揮させるか、あるい

は能力をどう開発していくのか、そういった視点でもって、先ほど言いましたけど、しごとフィールド、天満

橋にあるのですが、そういったところとかですね、あと高等職業技術専門校というところがありますので、そ

ういったところで能力開発や、潜在能力をいかに発揮するかという、ところを取り組んでおります。例えば女

性の事務職志向があるのですが、そういったところから職種志向の転換や拡大、そして今年度の事業で取り組

んでいるのですが、女性というのは、結婚や出産、子育てというところで、それまではその専門的な、能力や

知識、経験を持って働いておられた方といっても、一旦そういうことがあって退職される方がおられると、復

帰されるに当たっては、従来のその経験が即生かされるかとか、そういう職がすぐに見つかるかというのがな

かなか難しいというので、我々としては、もともと持っている専門的な知識や資格、経験を生かしつつ、ほか

の能力も学んでいただいて、多目的、多岐、いわゆるいろんなところにも適応できるような能力を開発してい

ただいて、就職の幅を広げていただくという支援を行っているというところでございます。そういった府の取

り組みと、八尾市さんが取り組んでいる職場の環境づくりの効果が、うまく相乗効果でもって生かされれば、

女性の就職につながっていくと考えていますので、府でそういう能力を培った方々が、八尾市の環境をつくっ

たところに流れていくような仕組みというか、そういったところをうまいこと御活用いただければと思ってお

りますので、よろしくお願いしたいと思っております。 

和田会長  

 ありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。女性の就労と待機児童の関連ということで、先ほど油

谷委員が言ってくださったように、今資料５のみの効果検証をしておりますけれども、後の４と６のほうにも、

待機児童が出てくるので、その辺は関連するのですが、地方創生の、国からの事業として、今八尾市さんが各

基本目標に沿った形でされている事業に関します意見としては、主に２と３番の部分が中心に出たという感じ

ですけども、ではこちらの今後の方針の部分に、先ほど油谷委員、それから進藤委員に言っていただいたよう

な内容につきまして、事務局のほうで、より具体的に落とし込んでいただく必要性といいますか、この書きっ

ぷりですと、何か点と点になって、結局女性の雇用や環境づくりだと言っても、油谷委員の本当におっしゃっ

た視点というのが、全部線でつなげると、最初の待機児童の４月でやっぱりドロップアウトした方のフォロー

というのを、いかに市でちゃんと取り込めるか。そして、途中スタートでもきっちりできるという環境が安心

につながり、雇用がずっと維持されるということで、Ｍ字につきましては私も今回八尾市さんからこのプラン

をいただいたときに、やはりイメージとして産業のまちというところで、女性の就労の部分において、日本も

ようやく労働力のＭ字のくぼみが減ってきている部分で、八尾市さんは、よりくぼみが小さいのだろうという

意識でいました。そしたらかなり、全国平均、大阪府自身も低いのですけど、八尾市さんもう少し上なのかと

思いきや、意外とＭ字がくぼんでいるので、私もちょっと逆に驚いた次第です。その現状を油谷委員の解説い
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ただいた部分ですと、やはり八尾市さんのオリジナリティーを出される意味でも、その辺の女性の活躍、要す

るに出産、育児、それから４月の待機児童でどうしても解消できなかった方々のフォローが今、非常に大事に

なってきているのではないかということで、どうしても年度年度という、日本もまだそういう意識が高いです

けども、企業さんはむしろ通年採用や中途採用とかで、いい人材はもうどんどん採りたいという意志もおあり

だからその辺ミスマッチといいますか、そういうつなぎをやはり、八尾市さんもなさる受け皿みたいなものが

あれば、非常に住民の方も住みやすい、子育てもしやすいというほうにつながっていくのではないかという部

分がございますので、せっかく交付金事業ということでしたら、その辺もアピールされるような今後の取り組

みというところで、少し御検討いただけたらと思います。 

 １のほうは特に出ていませんけれども、地域でいつまでも元気に活躍できるというところで、市民委員のお

二方は元気に活躍なさっているとは思うのですが、この資料５については特に御意見ございませんか。むしろ

資料４、６のほうでまた御発言なさいますか。どうぞ。 

枡谷委員  

 枡谷です。よろしくお願いします。私、個人的になんですけど、八尾市内のほうで、ＹＡＯＬＡという、魅

力をもっと外に発信しようというプロジェクトを４人でチームを組み、行っています。３年ぐらいその活動を

しているのですが、活動の中で八尾市内の企業様や商店街様、市民活動団体様など、いろんな方にお世話にな

っているのですが、八尾市は本当にいろんな活動が数多く実施されている市だと思います。もちろんここに載

っている八尾市さんの施策もそうですし、市民活動がすごく活発なのですね。ほかの自治体のことは余り詳し

くは知らないのですが、ほかの自治体に比べても、八尾市はすごいというのはよく耳にします。個々は活発的

に活動されているのですが、やっぱり共通して皆さんおっしゃることが、外への発信、及び情報発信が弱いと

いうことです。そこでもう、どの施策についてではなくて、全体的に今後の方針のところで、情報発信を行う

などが多く書かれているとのことで、やっぱり一番の課題はそこじゃないかなと思います。もちろん今の活動

を充実させていくというのもそうなのですが、活動内容をいかに外に出してわかってもらうかというところが

大事かなと思いますので、何かそのような人材を育てるとか、コーディネーターみたいな人を育てるとか、で

き上がったものを外に発信していく仕組みをつくるみたいな部分を、もう少し体系立ててつくっていくような

取り組みが一つあってもいいと、個人的には思っています。個人でやると、取り組みはもちろん、まだまだ外

に情報が発信できてないので、個人の課題でもあるのですが、大きい課題としてもそういうところがあるので

はないかと感じています。 

和田会長  

 ありがとうございます。今枡谷委員がおっしゃった部分というのは、自治体の方にも申すのですが、私もこ

のお仕事を始めて、結局民間企業さんというのは、どれだけ外にアピールするかというＰＲ力ですよね、民間

企業の方は莫大な費用をかけて、ＣＭを始めとするＰＲ活動をするのですが、自治体の方というのは、そうい

うことをせずして、本当に黙々とお仕事をされていて、結局ＰＲ下手といいますかね、やっていることをもっ

と発信していく、それが自治体経営だということで、今もシティプロモーション、シティプロモーションと言

われています。やっぱり事務局さんといいますか公務員の方々、謙虚でいらっしゃって、それだけのことをし

ているのだったら、もっと発信すればいいと思いますので、外への発信仕組みづくりは最も自治体さんが今後

そういうふうに転換していかれなければならない部分です。そうでなければ、これだけ地方創生だとか言われ

る時代で、それぞれ個性がある自治体なのに、発信能力がないと埋没していきますし、まさにその辺は資料の

４，６の基本目標のところで、具体的にこの辺にこういうことを盛り込んだらいいというのを市民の方なんか

に言っていただく。そうするともっと八尾市が全国に広まっていく。もともと、よさも知名度もあるわけです

けれども、逆に知名度のある市は努力しないで、まだ知名度のないところは一生懸命努力することもあります

し、八尾市さんのその立ち位置っていうのもきっと、知名度がある分、少し甘さが今までおありだったのかも

しれないから、まさに人材の発掘と外への発信という意味で、資料４、６のところで、その辺の具体的な意見

をまとめていきたいと思います。 

 一応資料５の交付金事業につきましては、御意見、この辺で一旦打ち切りまして、一番後に皆さんが言い忘

れていたところなど、もう一度お聞きしたいと思います。 
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 そうしましたら資料の４、６のほうですけれども、八尾市さんがおつくりになっている総合戦略の進捗管理

をさらに充実させていくべき点ということで、八尾市さんのかかわりある産、官、両方来ていただいていると

いうこともございます。連携などいろんな御提案や、こういう事業があれば我々ぜひ融資を、などの企業さん

もおありかもしれませんし、その辺のおもしろいアイデアも、それこそが八尾市さんのオリジナリティーにつ

ながると思いますので、ぜひいろいろお聞きしたいと思います。また、このへんは皆さんと意見交換という部

分と、事務局への提案というふうにやってまいりたいと思います。 

 どなたからでも結構ですけれども、柱が六つございますので、１から順に、基本目標１、２、３となるよう、

進めていきます。したがって、私は４番だなという方はお待ちいただくことになるかもしれませんが、１から

まず参りたいと思います。４は全体のことが書かれている資料ですけれども、資料６の基本目標１のところで

すね。こちら御意見頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。 

後藤委員  

 後藤です。私自身が八尾に住んでおり、非常にいいなと思っているのが、ＬＥＤの外灯をたくさんつけてい

ただいていることです。なぜなら、防犯などで、明るいと犯罪が少ないというデータがあると聞いたことがあ

りまして、どんどんＬＥＤをつけてもらって、昔は暗がりが多かったのに、私の地域だけかもわからないです

けど、もうほとんどないようなイメージがあって、ＬＥＤなどが効いているのかなと思っているのですが、い

かがでしょうか。 

和田会長  

 まさにアピールというか、ＰＲが足りない部分なのでしょうか。事務局さん、この安全安心満足度というの

でちょっと、後藤委員もその辺でいいなと思ってらっしゃることだと思いますが。 

藤本政策推進課長  

 地域の安全安心を市でも地域と連携しながら進めているというようなことがありまして、その一つの取り組

みとしてさせていただいていますのが、町会に対して出しているような交付金もありますので、そういったと

ころで、外灯のＬＥＤ化などが進んできているのかなというふうに考えております。 

和田会長  

 そしたら後藤委員がおっしゃるように、市全体で変えていっているという感じではなく、何か自治会…。 

吉川政策企画部長  

 ＬＥＤ化の件ですが、八尾市の場合、外灯、いわゆる防犯灯って私たち呼んでいるのですが、町会、自治会

で管理をしていただいている物が多いです。そこで、この六、七年かけてＬＥＤ化を促進する補助制度を設け

てきまして、各町会さんのほうでかなり取り替えていただいたという経緯がございます。おっしゃられたとお

り、ＬＥＤにしますとかなり照度が明るくなりますので、そういった要因でつけていただいていて、町自体明

るくなったって喜んでいただいている部分はあるかと思いますが、その辺もまた八尾の地域コミュニティのよ

さという部分になってきますし、町会の役割でも一番大きなところになってきますので、そのあたりも先ほど

御意見いただきましたように、八尾の地域力のよさのところでまた発信していけたらと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

和田会長  

 ありがとうございます。実情よくわかりました。補助金を出してコミュニティの力でいろいろとなさってい

るということですね。はい、ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。どうぞ。 

野村委員  

 子どもを安全安心に育てていくというところで、私八尾のほうを車で運転していまして感じていることがあ

ります。道が狭いところも多いと思うのですが、自転車のマナーがあまりよくないということがありまして、

自転車のマナー向上ということに加え、これから考えていかないといけないのが、シルバーの方の免許返納で

す。返納したらこういうメリットがあるよ、みたいなものがあれば、返そうかなという方向に持っていけるか

なと思いますので、そういうのも大事だと思います。 

和田会長  
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 貴重な御意見ありがとうございました。今のような御意見は、この特に資料６の平成２８年度における総括

の部分で、こういうことがあった、それで今後こうしていきたいというふうな形で、事務局さんとしては取り

まとめていただけるという認識でよろしいでしょうか。 

藤本政策推進課長  

 今回、資料６のほうでまとめさせていただいておりますのが、これまで、こういった取り組みをしています

というような視点で記載はさせていただいているのですが、この会議、次回第２回ということで、また年度末

のころに開かせていただけたらなと思っていまして、そのときには次年度のどういった取り組みをしていくか

というようなことを、お示しできたらなと思いますので、今日御提案いただいた部分につきましては、来年以

降の取り組みなので、反映できるものは反映していくというような動きでさせていただけたらなと思っていま

す。 

和田会長  

 ありがとうございます。委員皆さんに、事務局側の今のここの御意見が、どのように反映されるかというの

を御確認いただきたかったので、特に市民の方々なんかは、意見したところをどういうふうに反映するのだろ

うと思われていると思いますので、今日これはもう進捗ということで、あくまでも、ここまで八尾市さんが頑

張ってこられたというものでございますし、もちろん非常に頑張られているのは承知しておりますけれども、

さらにという、向上心といいますか、それはもう、どの市もあるわけでして、八尾市さんも皆さんの今日の御

意見を踏まえて、早急に行っていくべきこと、先ほど野村委員がおっしゃった免許返納のお話ですね。自転車

のお話もそうなのですが、特に高齢者の事故は、どの市も多発しておりますし、自治体さんでは、この取り組

みに関して非常に温度差があるようです。地理的な条件や、駅から遠いこと、スーパーが遠いなど、様々な要

因がおありかと思いますけれども、バスを走らせるなど非常に積極的に取り組む自治体とそうでない自治体に

温度差が出てくることもございますので、今日そういう具体的な御意見をより出していただきますと、事務局

のほうもそれを踏まえられて、年度末、いい御提案をいただけるのではないかと思いますので、まずは出して

いただきたいと思います。 

藤本政策推進課長  

 もう１点、補足なのですが。 

和田会長  

 どうぞ。 

藤本政策推進課長  

 今後総合戦略を進めていくに当たって、新たな取り組みも積極的に行っていきたいと思っているのですが、

この計画を進めていこうと思ったときに、国の財源をしっかり確保しながら、市としての独自の取り組みを実

施していくという姿勢で臨んでいきたいと思っています。それに当たって、何分地方創生の、国の財源といい

ますのが、企業さんや自治体間、あるいは大学さんとの連携などで、さまざまな形のこの連携をしっかりと進

めて、行政だけでやるのではなくて、皆さんを巻き込んでいきながらやっていかないと、なかなか財源がとれ

ないというような実情もございます。したがって、今回さまざまなお立場から来ていただいて、御参画いただ

いているということもありますので、私たち事務局としたら、そういう連携の取り組みを具体的に進めていけ

るような御意見、御提案いただけたら非常にうれしく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

和田会長  

 ありがとうございます。その辺、連携という言葉がかなりキーワードになられているということで、それも

承知おきで話を進めてまいりたいと思います。 

 では引き続き御意見賜れればと思いますが、基本目標１はいかがでしょうか。ほか、よろしいですか。 

 そうしましたら、進めてまいりたいと思います。基本目標では２に当たります、みんなの健康をみんなで守

る健康づくりのまちというところでございますが、こちら御意見、事務局からもお話ありましたように、その

連携のアイデアなど、もしございましたら、ぜひ出していただけたらと思います。 

和泉副会長  

 後ほど基本目標の５、６のところで発言しようと思っておりましたが、基本目標２ということで、健康の部
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分ですが、例えばですけれども、特に目新しいことではございませんが、健康増進施策の今後展開を図ってい

くという流れの中で、可能であれば、地域をステージとしてご活用いただきたいです。顕著にここが希薄であ

ると思います。さっきも申しましたとおり、目新しくはないのですが、例えばウオーキングイベントなどを展

開していく中で、地域の飲食店をウオーキングのコースの中に入れ込むとか、地域の文化財のあるような健康

増進啓発のイベントを行うことなど、そういう形で庁内でもいろんな課が連携できましょうし、また長ですね、

つまり地域のいろんなステークホルダーを、取り込むこともできようかと思いますので、健康と言われると、

いろんな物をつなぎやすいと思います。健康とか観光という、まさにいろんな物をつなげていったと思います

が、そういう形で、何か少し健康という観点から、地域をステージにしつつ、地域のいろんな物をつなげてい

くという、施策展開をお考えになるのも一つ。またいろんな人がかかわることが単純におもしろくて、そうい

ったことで、楽しみながらいろんな施策を地域で展開していくというところで、意見として申し上げます。 

和田会長  

 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。どうぞ。 

 

増田委員  

 私、大阪経済法科大学の４年生で、市民枠という形で参加させていただいているのですが、私自体は和歌山

県出身で、今八尾市で1人暮らしをしています。その中で、この健康という関連に合っているかどうかわからな

いですが、いつも病院探しがすごく大変で、何を言いたいかというと、ひとり暮らしをしている者からすると、

八尾市自体が大きいのでどこの病院がよくて、どれだけ離れているのかというのがわからず、総合病院に行っ

ても結局待合いの時間、待っている時間が長いなど、ひとり暮らしなので付き添いもなく、一人でさみしく待

っているのがすごくいやです。それを考えると、サポートサイトのような物があったらすぐそのサイトで検索

して、大学生であるため、車も使えないので歩ける範囲、かつ熱も出ているため自転車にも乗れないので、一

番近くて、自分の症状に合ったような病院をすぐに検索できるような、そういうようなサイトがあればいいの

にと毎回思うので、それも少し考えていただけるとうれしいです。以上です。 

和田会長  

 ありがとうございます。それはやっぱり不安になりますよね。元気でいたいけれども、不測の事態。事務局

のほうでそういうサイトというのは、取り組めてないのでしょうか。 

藤本政策推進課長  

 医師会さんのほうで、そういう病院の検索サイトみたいな物はつくっていただいております。 

和田会長  

 八尾市さんのホームページの中に、医師会のほうに飛ぶようなバナーがあるのですか。 

藤本政策推進課長  

 すみません。担当課のほうから入れるかもしれないのですが、今お答えするのは不確実なので、確認させて

いただきます。 

和田会長  

 わかりました。いずれにしましても医師会さんが持ってらっしゃるということなので、その辺もやはり先ほ

どの見せ方というところで、市民の方、ましてや今下宿されている学生さんへのサポート体制ですよね。ここ

の審議会の委員にはいらっしゃらないですけどもぜひ医師会さんと、早速連携という部分では、事務局と医師

会さんのほうで、御検討いただけたらと思います。 

 ほか、いかがでしょうか。どうぞ。 

 

後藤委員  

 すみません、思いついたことをぺらぺらと言ってしまうので。私自身もそうなのですけが、テレビなどです

ごく健康そうなおじさんを見たら、何を食べていて、どんな生活をしているのかというのにすごく興味があっ

て、自分でできそうなことであればやってみようとか、そんなことを思うことが多いです。しかし、八尾に住

んでいて、例えば物すごくお年を召しているのに元気でおられる人がどこに住んでいるのかなんて余り聞いた



－14－ 

ことがないし、また八尾の中ですごく健康的な人、及び健康に気をつけて頑張っている人とか、もう６０歳超

えているのにそういうふうに見えないとか、そんな人が何を食べているのか、どんな生活をしているかなどを

八尾市さんがアピールしたら、その方が八尾の枝豆を食べていますと言ったらみんな食べよう、となるかと思

います。すみません、何かしょうもないことで。 

和田会長  

 食が、健康や観光と結びつく。そして、特に健康と食という部分ですよね。その辺商工会議所さん、地元で

の飲食や外食、野菜などで、例えば今のお話でもあった連携というか、御長寿の方と、何を食べているのか、

何かそういう連携でおもしろいことがあれば。飲食の方って、商工会議所さんの会員でいうと、ある程度いら

っしゃるのですかね。 

川野委員  

 そうですね。結構いらっしゃいます。私どもも商品開発という部分で、八尾の地域資源を活用したよい物を

つくっていただいて、それを選抜させていただき、販売に持っていくというような事業をさしていただいてお

ります。先ほどおっしゃられた枝豆なんていうのは、おいしいよというようなことで、健康につながるかどう

かわからないですけれども、食べてもらうように、推進等は我々でやらせていただいています。 

和田会長  

 そうしましたら、枝豆はもちろん健康にいいので、その辺の成分とか、それこそほかの資料にあったとおり、

近畿大学さんと八尾市さんの連携もあるようですから、例えばそういう枝豆の成分を、近大さんも、マグロを

初めとしていろんな商品化やってらっしゃるわけですから、八尾市さんもそういう、素材が健康になる成分の

ある物だったらコラボして、押し出していくという一つの連携としてはあるかと思いますので、健康、御長寿、

健康寿命という部分と結局予防医学の問題で、先ほど財政という話もありましたけれども、もちろん御長寿は

いいのですが、平均寿命から今は健康寿命の時代ですので、結局健康寿命をのばすことで、予防医療で社会保

障費も削減できるわけです。そうなると地元の物をきっちり健康になる物を食べていただくとか、いろんなつ

なぎができますから、やっぱり商工会議所さんもその辺、業者さんを紹介はいただけるのですから、ぜひまた

そういう展開、ぜひ御検討いただけたらと思います。ほか、いかがでしょうか。どうぞ。 

増田委員  

 先ほど自己紹介もさせてもらったのですが、私の大学と異業種の方々が集まった有志の会という会があるの

ですが、そこで、八尾の特産品である若ゴボウや枝豆を使った商品やロボットを工業の方ともコラボさせても

らっているのですけれども、やっぱりＰＲ不足で、結局皆さん知らないというような状態で、今も有志の会の

方がいろいろ連携を始めて、枝豆の成分を使った石けんをつくったり、若ゴボウを使ったサプリメントをつく

ってみたりという開発をしているのですが、結局はＰＲ不足なので、いろんなところでＰＲしてもらいたいな

というのと、大学のほうでもＰＲしようと思うのですが、なかなか追いつかない点もあるので、できればそう

いう点を、八尾市さんや、商工会議所さんなどいろんな方々から発信してもらえればうれしいです。 

和田会長  

もう既に取り組みを始めてらっしゃるということですからね、ぜひまたその点をつなげて、それを大きくし

ていかないといけないと思いますので、きっちりと今日の提案に乗せていきたいと思います。ありがとうござ

います。 

 健康につきましては、よろしいでしょうか。 

 そうしましたら裏面の基本目標３、若い世代が自分の将来を見つめ学び、ライフプランが実現できるまちと

いうところを検証し、さらにいろんな御提案をしていただきたいと思います。 

 そこで、先ほど話の腰を折ってしまいましたが、後藤委員、議題のもう一個前の質問のところで既に御意見

いただいた、ＫＰＩの一番下ですね。定住、新築とかリフォームより、まず賃貸だというような御指摘いただ

いたかと思いますが、もう少し詳しく御意見いただけたらと思います。 

後藤委員  

 私自身も子どもがもう結婚してっていう年代なのですが、そうすると今賃貸に住んでいるのですが、最初貯

金もありませんし、まずやっぱり若い世代が結婚したら、賃貸から普通はスタートしていって、そこからだん
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だん子どもができる等で部屋が狭くなるから家を買おうとかって、みんなそういう形になっていくと思います。

そこで、八尾市さんがどうか、僕ははっきりわかってないのですが、昔建てたような住宅ありますよね、特定

優良賃貸住宅やＵＲ賃貸住宅であるとか、そういったところの既存のカードが結構空いていると聞いたことが

あるので、そんなところの補助を出していくような形をしたら、若い人が入りやすいと思います。 

 私の友人にも結構ＵＲなどに入っている方がいて、聞いてみたら、案外、家賃も高いので、それだったらＵ

Ｒではなくても安いところがあるのですが、そこを八尾市さんが補助金を出してあげて、若い方が住みやすい

ような、しっかりハードがあるのだから、そこが埋まっていくことができたらどうかと思っていました。そう

いう観点でネットを利用し調べていたら、ちょうど泉大津市さんがホームページを出されていて、泉大津市で

暮らしませんか、ＵＲ賃貸住宅の家賃を助成します、という取り組みをされていて、泉大津というと大分遠い

ので、例えばあそこから大阪市内に行こうと思ったらすごく不便なのですけれども、八尾市でそういう取り組

みをしたら、大阪市内にもすぐ行けますし、非常にニーズがあるのではないかと思います。 

和田会長  

 ありがとうございます。結局その方々が賃貸から八尾市さんの定住型に切りかわっていく、そのきっかけで

すよね。やっぱり最初から物件を買うというよりは、賃貸からこう、その辺の橋渡しで、補助の話も出ました

けれども、できれば４名の金融の方々が、不動産相続だとかいろんなセミナーをされていて、八尾市の住民さ

んに向けてなど、事務局の方と連携しながら、より賃貸から購入へのかけ橋みたいなお役目というのは、何か

４名の方、御意見とかいかがでしょうか。御発言があればどうぞ。 

林委員  

 林でございます。賃貸からいわゆる購入へのかけ橋というと、どうやったらいいかなというところがあるの

ですが、手前でも池田泉州銀行で取り組んでいる内容の一つですが、やはり我々、大阪を中心にやっている地

方銀行ですけども、例えば大阪の北部とか兵庫県のほう行きますと、もっと高齢化が進んでいます。私、前任

の店、兵庫県の川西のほうの店だったのですが、その当時ですら既にもう高齢化率は三十何％でしたかね。当

時、銀行で取り組んでいた中で、親元近居ローンというのがあります。これは行政の方も一緒になって取り組

んでいるのですが、例えば親御さんがその自治体に住んでいて、息子さん、お孫さん世代が同じ市に入ってく

るとなったときには、購入の際、少し金利をディスカウントしますよというもので、地元に帰ってきてもらお

うというような取り組みは、よくＰＲをしていました。賃貸から購入に行くところまでですが、そこは金融機

関のほうで地域を活性化させ、それから地元へ定住化させるというところの取り組みで、複数市とそういう商

品を提携してやっておる次第でございます。 

和田会長  

 賃貸ももちろんですけど、購入やリフォームという部分でも、金融機関さんとしてこういう取り組みをなさ

っているとかございましたら。いかがでしょうか。 

山本委員  

 こちらにも書かれているのですが、空き家対策ということで、実は今大和ハウスさんと業務提携していまし

て、簡易耐震診断を無料でやっております。要は自分の家がどれだけの耐震の基準に適合するのかという形で

見ていただいて、そこからは当然その家をリフォームなさるなり建てかえなさるなり、そこはオーナーさんの

御判断でございますけれど、これについて例えば耐震基準の認定をいただいた分については当金庫では優遇金

利で、従来のベースより安く御融資させていただいているという形であります。 

 また、空き家対策ということで、大阪市内の港区のほうで、１００年前のおうちをインバウンドで入居でき

るように、地元の不動産鑑定士の方や、業者の方と組んで、国交省の補助金をいただいて、２物件でリニュー

アルをさせていただいているのがございます。ですから、八尾市さんの空き家率がどれぐらいの比率になって

いるのかわからないですが、例えばその建物の耐久性とか、一般的にオーナーの方が御興味ありましたら、そ

ういう形のメニューは御提供できるかなと考えております。 

和田会長  

 ありがとうございます。いろいろエキスパートの御意見はより具体的ですので、八尾市さんと連携できるよ

うな場がおありかもしれません。 
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 すみません、皆さん活発な御議論いただき、私の進行の不手際で、この商工会議所のお部屋の時間、終了時

間等もございまして、お二方の金融の方には目標５などでご意見を聞かせていただけたらと思います。それで

は、基本目標４、５、６とやらないといけませんので、足早に、まずさっと御意見いただきたいと思います。

基本目標４で、女性が培ってきた能力や経験を生かし、地域や職場で活躍できるまち。こちらにつきましてぜ

ひ御意見いただけたらと思いますが、地域経済の視点という部分もございまして、そちらの御専門でもあられ

ます地域開発室ということで、田口委員いかがでしょうか。 

田口委員  

 後先して申しわけないのですが、その女性の活躍というところで、一つ先生進めようとされているのに申し

わけないのですが、戻らせていただいて、保育所の待機児童のところが、実際昨年度定員を増やされたら、あ

っという間に２００人位増えましたということで、潜在的にはお仕事したい女性がたくさんいらっしゃるので

しょう。こういうところ非常にすばらしいので、そういう人たちがきちんと活躍できる場をどういうふうにつ

くっていくかということと、先ほどもお話がありました、一旦退職してしまった人たちをいかにスムーズに戻

してあげるかというところで、たとえ３年、５年、下手をすると保育所に入れないまま小学校の低学年までと

いうと１０年ぐらい家庭に入ってしまう。そうなった場合、何が不安かというとワードもエクセルも、コンピ

ューターがすごく進展してしまって、今戻ったところで事務職でさえ、もとに戻れるかというところ、非常に

不安になってしまうところがあります。 

 そして、３年育休とっていても、職場に戻ってうまく復帰できるかというのは、我々の職場でも不安に思う

方たちがいる。そういう人たちをどういうふうにサポートするのか、就業支援の枠組みをつくってあげるとす

ごくいいだろうなというのと、せっかく中堅企業さんが非常に多い八尾市において、もしかしたら女性の技術

系で、すばらしい技術を持った人たちが、大学院も出て一時、企業でばりばりやっていたのに、埋もれている

可能性が極めてあるということもあって、そういう場合の対策として、少しの間大学に戻って、今の最新の技

術動向とコンピューターのテクニックなどを学べるような枠組みを、大学と連携してつくれるのだったら、こ

れはすばらしいと思います。これだけ人口が減ってきており、女性の活躍がなければ、どんどんシュリンクし

ていく中、すばらしい才能が埋もれている可能性があるため、ぜひ地場の大学や、府大、市大、それから近辺

にある大学で、埋もれている女性を発掘し、人材育成をして復帰できるような、そんな枠をぜひ八尾市さんか

らつくっていただけるとありがたいなと、心強いなと思います。 

和田会長   

ありがとうございます。ＫＰＩのところに、女性の活躍推進講座というのもありますが、ソフトなど自分の

やっていた物が使えなくなるという浦島花子、太郎状態というのは結構よく聞きますので、今おっしゃった育

成などの、御指摘のもと、ぜひ八尾市さんで取り組んでいただく提案に入れていただけたらと思います。あり

がとうございます。 

 ほか基本目標４で。どうぞ。 

野村委員  

 全国にはたらくママの会というのがあるのは知っていらっしゃる方いらっしゃいますでしょうか。はたらく

ママの会というのがありまして、これが防災のお菓子のリュックをつくるというので、弊社では金平糖を提供

させていただいているのですけれども、はたらくママの会に、大企業の方が協力をされて、例えばブースを企

業がお金を出して、そこの場で、はたらくママの会が、赤ちゃんを抱っこしたままで商品のＰＲをする。企業

は協力をして、はたらくママの会は商品のＰＲをする。安心な物を提供しているというのを相互にお伝えでき

るというのがありまして、そういう取り組みもできれば自治体と協力し合いながらできるのが、一番きれいな

形なのではないかなと思います。そのため、どれぐらいの方が知ってらっしゃるのかなと思いまして、聞かせ

ていただきました。 

和田会長  

 ありがとうございます。事務局さんは、はたらくママの会御存じでしたでしょうか。 

藤本政策推進課長  

 いえ、すみません。 



－17－ 

野村委員  

 全国にありまして。 

和田会長  

 またぜひお調べいただきまして、よろしくお願いいたします。自治体とコラボしたら、またより膨らんでい

くと思いますね。はい、ありがとうございます。 

 少し御意見出していただいていますが、基本目標５のほうに行かせていただきます。身近なしごとの場が充

実する、未来志向の産業振興をめざすまちということで、先ほどこちらも企業支援の話や商品開発の話、Ｂｔ

ｏＢ、ＢｔｏＣの話も出ましたけれども、よい御意見ございましたらこちらのほうでお聞かせいただきたいと

思います。いかがでしょうか。どうぞ、お願いします、ぜひ。 

田口委員  

 すみません、ありがとうございます。先ほどもお話がございました八尾市というところ、非常に中小企業と

いうよりは中堅企業が多い、また全国的にも有数の企業が多いと思います。先日、国では地域未来投資促進法

という法律ができまして、間もなく交付金の新しい物も公募が始まります。これは何かと言うと、もちろん中

小企業さんや商業、それからお店を始めたいという人たちの積み上げも大事なのですが、地域の中核、中堅企

業さんがしっかり儲けてくださる、そのことによって、それに付随している中小企業さんにもしっかりと仕事

が行く、そして個々人の所得も上がっていくというところで、かなりしんどい時期が長く続きましたので、頑

張りましょうというような枠組みの御用意をしております。この中で中堅企業さん、中核企業をみんなで盛り

上げながら儲けるような仕組みを御支援する枠がございます。また御興味がありましたら、ぜひ八尾市さんと

一緒にみんなで儲けるというような形になればいいなという気を持っておりますので、少し御紹介申し上げま

す。ありがとうございます。 

和田会長  

 ありがとうございました。こちらのほう、融資の面、若しくはそれからこういうことで連携できるという意

味で、金融機関のお二方、丹波さんいかがでしょうか。 

丹波委員  

 すみません、日本政策金融公庫の丹波です。 

 先ほど住宅では、私ども事業者様、御商売なさっている方への御融資がメーンであり、住宅は対象にならな

いので、発言できませんでした。今現在、創業支援のほうは既に連携させていただいているのですが、最近融

資制度でできていますのが、社会的な課題の解決を目的とする事業を営む方、要は介護事業等ですよね、障が

い者支援やＮＰＯ法人さんなど、そういった方への御融資制度、ソーシャルビジネスに対する御融資制度など

です。そういったところで御資金が必要な方は、八尾市さんで連携させていただいたらというのが、私どもの

連携できるところなのかなと思います。 

 また、後継者難でやめてしまわれるというような方もたくさんおられることから、創業よりやめて行かれる

方のほうが多くなっていくと、地域が弱っていくということもあると思います。その際には、事業所系の融資

制度などもありますので、そういったところの情報を、必要な方がどんどん共有できれば、私どもも御支援さ

せていただけるかなと思っております。 

和田会長  

 ありがとうございます。こちらで創業支援について書いていますが、継承の部分ですね、廃業に追い込まれ

てしまう、でもすごく大事な企業さんというケースもございますと、丹波委員に御指摘いただいて、ありがた

く思っております。 

 清水委員、いかがでしょうか。 

清水委員  

 すみません、りそな銀行の清水です。 

 先ほどの、田口さんがおっしゃられた内容と我々も若干似ているのですが、やはり八尾は中核、中堅企業が

多いのですが、そういうハブ企業と呼ばれる中堅企業が、八尾市内で仕入れ先とか販売先をしているというの

は、そんなに多くないですよね。ただ我々もそういうところのビジネスマッチを中心にはやってはいるのです
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けども、八尾市さんも含めてもっと連携させていただいて、できるだけ八尾市内で仕入れ、販売まで完結でき

るようにして、お金が八尾市の中で落ちるような形を促進していったら全体がうるおうと、それを今田口さん

がおっしゃっておられたと思うのですけれども、そういうことを我々も協力してやっていきたいなというふう

に思っています。 

 それでもう一つ、若干これにはリンクしないかもしれないのですが、最近よくお客様を回らせていただいて

いておりまして、既に工場をお持ちの会社さんなどは、八尾市での用途地域による制限が厳しく、変更がなか

なかきかないので、場合によっては移転も視野にいれなければならないことがあります。本当は既存の工場が

あるので、そのまま建てかえさせていただいたら一番いいのですが、なかなかそれがままならないケースが結

構散見されております。ただ、そこは都市計画の中の話になるので、すぐに用途地域を変更するというのは難

しい部分もあるとは思いますが、東大阪などでは、もう少し弾力的にされているという話も聞きますので、全

てがうまくいくとは思わないのですが、そこは八尾市さんも、そういうことも多少考えていただいたらいいの

かなと思いますので、これはお願いとしてよろしくお願いいたします。 

和田会長  

 貴重な御意見ありがとうございます。もちろんこの審議会の枠を超えた、都市計画よりの関係ということで

ございますが、市外に工場が行ってしまったら元も子もないので、柔軟な対応であるとか、審議会の提案とし

て市に今後言っていただくことで、清水委員の御指摘というのを提案に盛り込めるのではないかというふうに

思います。ありがとうございます。 

和泉副会長  

 皆様方の議論を踏まえてということですけども、現企業さんにアプローチをしながら、人のことも信金のこ

ともあわせて考えていっていただきたいなということがあります。それで枡谷委員もおっしゃっていましたけ

れども、八尾の特徴の一つがものづくりというところ、私も共感しますが、今まで以上に八尾のものづくりと

地域住民さんの距離を近づけることが必要だと思っていて、地域の若者がその地域の企業に就職をするような、

人の地域内循環につながる施策も同時に考えていくべきだろうと思っています。例えば、もうされているのか

もしれませんけど、ものづくりを体験できるようなところを、多く見せていく。そういうことは観光資源にな

るなど、可能性を秘めていますので、コンペントウミュージアムさんもされているような、ものづくりが体験

できる会社のマップを地域の人たちの力でつくっていくなど、その地域で人が育っていくことあわせた施策を

考えていくべきだと思います。以上です。 

和田会長  

 ありがとうございます。最初の副市長のお言葉にもありました、本当にまちは人なのだというところで、最

初に非常に強いお言葉をおっしゃって御挨拶してくださいましたので、今の和泉先生の御意見、ぜひ盛り込ん

でいただくというところで、それはむしろ基本目標６ですので時間的に項目６のほうに引き続き、今の先生の

御意見も、基本目標６という解釈で進めてまいりたいと思います。 

 最後のページになりますけれども、こちらのほう御意見賜ればと思います。いかがでしょうか。一応一人１

回は最低御発言いただいたと思うのですが、どなたからでも結構でございますので。よろしくお願いします。 

林委員  

 すみません、私というよりか今の和泉委員のお話の続きになるかもしれませんけれども我々もお客様から、

ものづくり企業を中心に、非常に人手不足であると聞いています。そこで、手前どもの銀行という中では、こ

こ数年さまざまな自治体や大学と連携して、情報フェアを開催しております。例えば、我々の取引先を集め、

いろんな学校と一緒に就職フェアを行っておりまして、そのあたりで一緒に地域の企業さんに人の手配をして

いるというのが、今我々が取り組んでいるところでございます。 

 八尾市さんとも昨年１１月に池田泉州銀行の産業振興の連携協定を締結しておりまして、そのあたりのとこ

ろで今後一緒にできることがあると思い、事務方でいろいろと提案しているところです。そして、八尾の企業

さんに雇用を創出していただくということをやっていけたらなという取り組みをしております。あともう１点、

銀行というのはどうしても融資という話に結びつきがちですけども、我々は平成１５年から銀行独自で助成金

をやってきております。これも先日八尾のものづくりカレッジの中で、ＰＲさせていただく機会がございまし
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た。銀行独自の助成金ですから、御利息いただきませんので、ぜひ創業の先様に使ってくださいというもので、

毎年大体八尾の企業様がとられております。こうした取り組みは、いつも商工会議所さんや八尾市さんにチラ

シを置かせていただいて、こちらもＰＲしておりますし、八尾市さんの施策もうちの銀行使っていただいてＰ

Ｒをさせていただければ、お互い発信できるのではないかなと思っておりまして、その辺で先ほど課長もおっ

しゃっていましたけれど、アピール、情報発信で、使えるところは銀行のネットワークを使っていただければ

いいのではないかなと思います。 

和田会長  

 ありがとうございます。今取り組んでおられることも、こういう形でぜひという、その辺もまた御提案いた

だきました。 

 ほか、いかがでしょうか。 

油谷委員  

 人材不足というのはそのとおりでございまして、我々ハローワークの窓口でも、非常に求職者の方が減って

います。そうなると、言い方が悪いですけど使える能力のある中途の方というのは、ほとんどもうおられない

状況になっています。そうなったときにやはり女性かなと思っておりまして、女性をいかにそこの場に、当て

込めるのかというのが今後の一つの柱だと思っております。先ほど女性の方に対する人材教育のお話が出まし

たけれども、実はハローワークでもそれを進めておりまして、託児所がついている教育機関を募集しています

ので、そのような取り組みをどんどん八尾市さんにＰＲしていただき、そこに当て込んでいって、うまくマッ

チングできたらいいなと思っております。本当に今、人がいないですよ。その中途で即戦力になる人材が非常

に不足しておりますので、そうなると人材を育成するしかないというような段階にきておりますので、そこは

我々も目を向けていきたいし、八尾市さんにも目を向けていただきたいと思っております。 

和田会長  

 ありがとうございます。つまるところ、やはり人材だと強調していただいたかと思います。これだけはとい

うのがございましたら。どうぞ。 

増田委員  

 先ほどの人材という観点なのですが、私の大学から八尾市の中小企業に就職した先輩はいます。その要因の

一つとして挙げられるのは、私のゼミ自体が経済学部の主に中小企業を研究しているゼミで、その一環として

八尾市の中小企業家同友会の例会や、八尾シンポジウムは私どもの大阪経済法科大学を会場とさせていただい

ており、その関係で顔見知りになることがあるからです。今も、実際ロボットの開発等で、経済学部なのにそ

の学生が中小企業まで行って、ロボットのプログラミングをしています。現在、今の同期も全員できるので、

２０人以上の子が経済学部でもプログラムをできるという状態になっています。したがって、その面から考え

ても、大学というのも一つのキーワードになっていくのかなと思います。 

 そして、基本目標６なのですが、地域連携の活動件数ということで、ここに書いていただいているとおり、

私どもの大学も連携させていただいています。そこでは主に、商店街の振興ということで、今は持ってはきて

いないのですが、やおセレクションという地域のマップをつくっています。近鉄八尾駅周辺の商店街は九つあ

るのですが、その九つに大学生がフィールド調査を行い、そこで売り出したい店舗さんをまとめてマップをつ

くり、それを八尾市内全域で配付する取り組みです。また、それに加えて私たちの大学では研究チームを発足

させ、八尾市の地域資源を発掘し、それをどういうふうにＰＲしていったら良いか、そしてほかの地域と比べ

てどういうふうな状態にしたら観光地としても復活していくか、もっとますますよくなっていくか、交流人口

から定住人口への流れができるかという研究にも取り組んでいます。先日、河内音頭パレードに行かせていた

だいた際、ＰＲ不足をすごく感じました。今主井さんが着ていらっしゃるＴシャツにもあるとおり、河内音頭

のお祭りが今度あるのですが、それに関しても、そっちには人が集まるが、いつもやっている定期公演には顔

なじみの人しか来ないという状態もあります。したがって、ＰＲし、なおかつそれに対して人を動かすという

ことが必要になってくると思うので、それが連携の一つのきっかけになっていけばいいなと思います。以上で

す。 

和田会長  
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 ありがとうございます。大阪経済法科大学さん、特に増田委員のゼミが活発で、連携の深さがよくわかりま

した。あとはＰＲが課題で、ＰＲ次第でより興味を持っていただく方が増えるということですので、基本目標

６を実践され、このにぎわいがもっと大きくなればという願いを込めた御発言だったと思いますので、そのあ

たり、事務局ときっちり検討して、提案に乗せていければというふうに思います。 

 私の時間配分というのが、随分と、後半駆け足になってしまいましたが、皆さんとにかく活発な御意見がお

ありで、事務局もたくさんの情報を入手できたのではと思いますので、本当によかったです。少し時間が足り

なかったというのはございますけれども、議事進行といいますか、皆さんに御意見賜りたい内容につきまして、

今日はもうこちらで終了ということになります。では、皆さんの御意見を一旦事務局でまとめていただき、一

応私と和泉先生とでもう一回調整するということでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

 そうしましたらそのようにさせていただくということで、この後は私の役が終わりましたので、事務局さん

のほうにお渡ししたいと思います。 

藤本政策推進課長  

 それでは皆様、たくさんの御意見いただきましてまことにありがとうございます。皆様の御見識に基づきま

して、活発な御意見をいただいたこと、感謝申し上げます。今後国に対しまして、本日の内容を踏まえて、こ

れまでの取り組みの総括、評価というところについて報告をさせていただきますとともに、今後本市の地方創

生の取り組みに御意見を生かしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは最後に、政策企画部長の吉川より御挨拶申し上げます。 

吉川政策企画部長 

 本日は本当にお忙しい中御参加いただきありがとうございました。改めてたくさんの皆さんにこの八尾のま

ちづくりを支えていただいているということを実感したところでございます。今日は本当にいろんな御意見い

ただきまして、とりわけ情報発信やＰＲというところにつきまして、私どももかねがね課題視しておりまして、

どうやったらこの八尾を全国発信できるかというところは、本当に悩んでおりまして、このシティプロモーシ

ョンの取り組みなど、今後ちょっと本格的に進めていきたいと思っております。また皆様方にいろいろお知恵

をお借りしたいと思っておりますので、今後とも御尽力賜りますようお願い申し上げます。 

 また本市は来年市制施行７０周年という節目を迎えてまいります。さきほどから人、人でうるさいと思われ

るかもしれないですが、７０周年のコンセプトにつきまして、「まちは人 やおは人」ということで、今後展

開していきたいと考えてございます。今月二十日ごろに発刊されます市政だより８月号におきまして、この

「まちは人 やおは人」をテーマにしましたロゴマークの募集というものをしておりますので、またぜひ皆様

方のほうでエントリーしていただければありがたいなと思っております。そして、年末から年明けをめどに、

そのロゴマークを完成させまして、平成３０年度１年かけまして市民の皆さん、地域の皆さん、企業の皆様と

ともにこの市制施行７０周年を盛り上げていきたいと思っております。これも地方創生の取り組みの一つにな

っていくと思いますので、またどうぞお力添えのほうをよろしくお願い申し上げます。 

 本日は本当にありがとうございました。 


