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平成２９年度 第２回八尾市総合戦略審議会 

 

日時：平成２９年１０月２７日（金）  午後７時～午後８時１０分 

場所：八尾市役所本庁舎（６階 大会議室） 

出席者：油谷委員，和泉委員，川野委員，後藤委員，清水委員，田口委員，丹波委員，  

林委員，増田委員，山本委員，和田委員 （五十音順） 

欠席者：佐々木委員，進藤委員，中田委員，野村委員，枡谷委員 

 

藤本政策推進課長 

皆様、こんばんは。それでは、定刻となりましたので、ただいまから、第２回総

合戦略審議会を始めさせていただきます。  

 本日、１１人の委員の皆様方に御出席をいただいており、八尾市総合戦略審議会規

則第６条第２項に基づく本審議会の開催要件であります過半数の出席を満たしており

ますこと、御報告させていただきます。  

 次に、配布資料の確認をさせていただきます。まず、本日の会議の次第、それと資

料１といたしましてロゴマーク募集要項、資料２といたしましてロゴマーク選定実施

要領、資料３といたしましてロゴマーク選定スケジュール、それと資料４といたしま

してロゴマーク市民投票公募作品事前選定集計結果となっております。それと審議会

資料とは別に第１回の議事録もあわせて配付をさせていただいております。こちらは

以前、皆様に御確認をさせていただきまして、その後体裁を整える程度の修正をさせ

ていただいたものとなっており、後日改めて市のホームページで公表してまいりたい

と考えております。配付資料は以上でございます。全てお揃いでしょうか。  

 それでは、ここから進行につきましては、和田会長にお願いしたいと思います。  

 よろしくお願いいたします。  

和田会長 

皆様、こんばんは。夜分から御出席賜りまして、ありがとうございます。  

 そうしましたら、本日の次第に沿って会を進めてまいりたいと思いますので、皆様

御協力よろしくお願いいたします。  

 それではまず議事１、魅力発信ロゴマークの選定ということで、御説明よろしくお

願いいたします。 

主井政策推進課長補佐 

 それでは、ロゴマークにつきまして御説明させていただきます。着座にて説明させ

ていただきます。 

 ロゴマークの作成経緯につきましては、資料１の平成２９年度八尾市シティプロモ

ーション推進魅力発信ロゴマーク募集要項をごらんください。目的といたしましては、

本市では人口減少社会の中にあっても、若い世代も含め、多くの人が市内外へ八尾市

の魅力を積極的に発信するシティプロモーションを推進していくこととしており、こ

うした中で平成３０年度の市制施行７０周年という節目の年を迎えるに当たり、これ

までの八尾のまちづくりを振り返るとともに、市民の皆さんとともに今後の発展への

願いを込めて、魅力発信ロゴマークの作成を行うものでございます。 
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 次に、選定方法につきまして資料２の平成２９年度八尾市シティプロモーション推

進魅力発信ロゴマーク選定実施要領をごらんください。第２条の規定により、選定方

法につきましては、八尾市総合戦略審議会にて行い、市民投票の対象作品の選定、市

民投票、最終選定の３段階で最優秀作品及び優秀作品の選定を行うこととしておりま

す。本日は、市民投票対象作品の選定を行っていただく予定となっております。  

 次に、スケジュールにつきまして、資料３をごらんください。これまでにロゴマー

クの募集を７月２０日から８月２１日まで行い、５６件の応募があり、各委員の皆様

に御協力いただき、事前選定を行ってまいりました。本日の審議会を第１回の選定会

議といたしまして、市民投票対象作品の選定を行っていただき、１２月１５日から１

月１５日までを期間といたしまして市民投票を行い、１月下旬の第２回選定会議にお

きまして、最優秀作品及び優秀作品を選定いただく予定としております。  

 次に、本日の市民投票対象作品の選定方法につきまして、事務局案を御提示させて

いただきます。 

 資料４をごらんください。資料４につきましては、事前に各委員の皆様方に御協力

いただきました事前選定の集計結果を示しております。選定方法といたしましては、

事前の選定結果、集計結果、上位３作品を市民投票の対象作品とし、４位の作品を次

点とさせていただけたらと考えております。選定方法につきましては、以上となりま

す。 

 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した。皆様のお手元に資料４ということで、事前にたくさんの

応募の中から皆さんに三つを選んでいただきまして、事務局でうまくおまとめいただ

きました。そして、ただいまの御説明の事務局プランにつきまして、御質問、御確認

等、委員の皆様何かございませんでしょうか。  

 

（異議なし） 

 

和田会長 

 はい、では、特に御質問ないようでございますので、事務局より御説明がありまし

たとおり、本日の審議会におきましてロゴマークの市民投票対象作品として、上位３

点と意匠等の問題等が発生した場合の対応として、次点作品の１点を選定させていた

だきたく思います。市民投票対象作品の選定方法につきまして、事務局の提示どおり

ということになります。では、異議なしというお声もいただきましたけど、皆さんよ

ろしいでしょうか。そうしましたら、皆さん御承認いただいたということで、この場

で皆さんは資料４にしたがって御確認と選定ということでもう一度よろしくお願いい

たします。 

 そうしましたら、応募ナンバーとしまして、１８番、３６番、３番、ちょうど１枚

目が４点としていただいていると思いますので、応募ナンバー３０番を次点作品とい

うことで、点数もちょうど１位、２位、３位、４位となっておりますので、そうして

選定させていただきたいと思います。皆様、ありがとうございます。  
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 そうしましたら、次の議事２に移りたいと思います。魅力発信ロゴマークの活用に

つきまして、事務局より説明お願いいたします。  

主井政策推進課長補佐 

 引き続きまして、ロゴマークの活用方法につきまして、口頭にて現時点の活用案を

御説明させていただきます。市での活用案といたしましては、職員の名刺、名札への

掲示、そして市刊行物、記念事業パンフレット・チラシ等への掲載、市ホームページ

への掲載、あとファクス送信票等にも使用していきながら、ＰＲに努めたいと考えて

おります。その他、行政だけでなく、市民、企業、関係機関の皆様にも市のＰＲのた

めに活用いただきたいと考えております。活用方法につきまして、御提案、御意見お

聞かせいただければと思います。  

 以上になります。 

和田会長 

 はい、ありがとうございます。皆様に今、投票用にお決めいただいた次点含む４点。

デザインを見ていただきまして、これらを今後八尾市でさまざまなところでＰＲに使

っていただくことになりますが、皆さんのいろんなアイデアでこういうものに使える

のではないかと、事務局側から今御説明ありましたように、名刺とか、名札であると

か、チラシとか、そういったイメージは事務局でも案はお持ちですが、やはり民間の

皆様、学生の方、市民の方も含め、なるべく活用方法を新しいところで、せっかくこ

の４点、すばらしい応募作品ですので、いずれかは市民の投票等で一つに決まる場合

に八尾市の魅力ということと一緒に普及させて広めていかれるということですので、

皆様、こういうところに活用したらいいのではないかという御意見いただきまして、

この審議会として提案させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  

和泉副会長 

 すみません、失礼いたします。  

 活用ということですけれども、先ほど、事務局より活用案ということで名刺あるい

はホームページとか、そういう形で御提案いただきましたが、せっかく和田先生がお

っしゃいましたように、非常にすてきなマークを活用していきたいと思うわけですけ

れども、まちは人、やおは人ということでつながるとか支え合うとかというところを

顕著に意識したいいものだなというところです。これを使っていろんな人であったり、

組織であったりというところをつなげていけるような活用がいいかと思います。  

 私事で恐縮ですが、河内長野市で産品ブランドの審議会に以前入っておりまして、

今もその審議会はありますが、大阪産（もん）という野菜があり、そのような形で河

内長野産（もん）というものをその審議会で指定して、指定を受けると、例えば道の

駅等で一番いいポジションで野菜を売ってくれたり、宣伝してくれたりという特典が

付加されるという、市をあげてその河内長野産に洗練されたものを生み出していこう

という企画がございまして、何かそのような、ちょっとノープランですけれども、ち

ょっと無責任な発言かもしれませんが、例えば、そのロゴマークを使ってくれている

飲食店の皆さんを、どこかでＰＲするとか、特別な冊子を使ってロゴマーク使ってい

る商店をＰＲするとか、何かそういう事業者を巻き込んだような、つながるような、

まちが元気になるような活用というのを少し考えていければ楽しいかと思います。 
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 今日言ってここまで、というのは、なかなか難しいかもしれませんが、そういう方

向性でいろいろ考えていただいて、またこういう場で披露していただけたらとか、あ

と政策推進課に直接メールをするとか、「こんな活用の仕方はどうか？」という形で

もよろしいのではないかと思います。何か、そういううまくつながるような活用とい

うのが理想的と私は考えます。 

 以上です。 

和田会長 

 ありがとうございます。今の先生のご意見を呼び水にして、皆さん、どうぞいろい

ろと膨らましていけばいいと思います。実は、私も食という観点は、八尾市の枝豆の

話だとか、八尾若ごぼうの話をお聞きしていたので、食をひとつの切り口として、八

尾産のものには必ずこのシールを貼るというのを考えていたのですけれども。 

 ほかいかがでしょうか。  

後藤委員 

 若い方にもお年寄りの方にも親しみやすいロゴということだったので、擬人化され

たロゴが上位３点集まっているので、そういうのを特に活かして、擬人化されたロゴ

が動き出すような、アニメというか、長いアニメじゃなくても、今、情報発信という

のはほとんどホームページのウェブ上が多いと思いますが、そんなときに小さなアニ

メーションでGIFというファイル形式でちょっとパラパラ漫画のようなものが作られ

るなどしているのですが、そんなもので本当に人が集まっていくようなものを、ロゴ

を実際動かしてやってくれると。ロゴが八尾の特産物を食べているところを発信して

いく、無料で配布するなど、いろんな地方でキャラクターのひこにゃん、くまモンな

どがあるのですが、それにかわるような、このロゴがいろんなところで動き始めたら、

ネット上で動き始めたら非常におもしろいのではないかと思いました。 

和田会長 

 ありがとうございます。いろんな意見が出てまいりました。事務局、今のアニメー

ション化とか、動画とか、このあたりの応募作品というのは、アニメーション化の加

工は可能なのでしょうか。 

藤本政策推進課長 

 提案を受けさせていただいたときには、特にアニメーションで動かすというのは考

えていませんでしたが、もし技術的に可能であれば、そういったところも検討させて

いただけたらと思います。 

和田会長 

 ありがとうございます。技術的にうまくいけばおもしろいと思いますので、頑張っ

て取り組んでいただければと思います。  

 ほか、いかがでしょうか。  

増田委員 

 私もこのマークを選ぶときに要項も読ませていただいて、いろんな世代の方々に親

しみを持ってもらうということで考えていたのが、幼稚園の子たちだったらどういう

場で、このロゴを見る機会があるかと思って、絵本にするとか、例えば今、八尾市の

市政だよりでも、若いお母さんが小さいお子さんを連れて何かを体験できるイベント
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が増えている印象を受けたので、そういう場で子供たちに興味を持ってもらえるよう

な使い方というのは、幼稚園とか、保育所とかに通う小さいころからこのマークに親

しみを持ってもらえるようになったらいいのではと思います。 

 中学生や高校生、大学生となるとLINEやツイッターなどのＳＮＳを使うので、スタ

ンプをつくってみたらどうかと思う。このマークを使ったスタンプでいろんな言葉を

発信できるようにし、八尾市民は無料で買えるとすごく地元愛も深まりますし、特典

もついているなということでおもしろいのではないかと思いました。 

 あとは、お年寄りの方々にどう活用したらいいかと考えて、今大学で万引き防止用

のロボットの取り組みをしていますが、万引きする人もは若い世代ではなくって、結

構高齢者が多いというのが今問題視されています。その人たちの生活費がなかったり、

年金暮らしで食費がなかったりというのが問題視されていて、そのときに、高齢者の

ための日というような形で、何日から何日は何歳以上の方は割引しますとか、そうい

う取り組みをしている店舗があるということだったので、それにあわせてこのマーク

を使ったら、缶バッチとかをつけているお年寄りの方には店舗で割引してみるとか、

そういうのもおもしろいのではと思って、人のつながりという先ほどの先生からのお

話もあったので、そういう形もおもしろいかと思いました。  

 以上です。 

和田会長 

 ありがとうございます。たくさん、いろんなアイデアを出していただきました。幼

稚園児向けの絵本、それからＳＮＳ関係でスタンプというのは、本当に先ほどもアニ

メーション、動画から派生して、非常にいいスタンプ、かわいいものができると思い

ます。 

 あと、シニアの方にバッチで愛着を持っていただいてという、大きく３点のご提案

でした。ありがとうございます。  

 ほか、いかがでしょうか。  

 こちらの審議会というのは、割と行政の方、それから金融機関の方が多いという特

徴のある審議会でして、そういう視点からふるさと納税とか、クラウドファンディン

グとか、自治体とも関連してくる金融機関もあるとしましたら、八尾市のふるさと納

税のいろんな返礼品に関しまして、それにロゴマークをつけた何かを、とか、それと

金融機関と何かクラウドファンディングで打ち出していく、ＰＲにこのロゴを使って、

愛着を持って金融機関や自治体などに広げていただくという部分では、この会議のメ

ンバー構成からも気にはなっていたのですが、そういう視点で、皆様何か御提案ござ

いませんか。 

 こちらから御指名で、川野委員、商工会議所でこういったロゴというのは、どう活

用できそうですか。 

川野委員 

 うちの場合、いろんな事業がありまして、それに対するテーマとか、ロゴをつくら

せていただいています。先ほどおっしゃった枝豆とか、食べ物に関するコレクション

とか、コンテストとかのロゴもありまして、それをすると重なってしまう部分がござ

いますので、今おっしゃった人と人という中で、幼稚園もそうですが、教育委員会と
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連携をしていただいて、小学校、中学校、その他高校など、黒板の横に貼って意識づ

けてもらうというような活動が一つの案です。先ほどもおっしゃっていたのですが、

市民に理解をしていただくとなると、ステッカーとか、バッチとかをつくらないとい

けないというわけになるのですが、ステッカーなどは結構、自転車に貼ったり、ラン

ドセルに貼ったりという形でみんなが使い出すと、「八尾の人」というふうに皆さん

が認識していくと思うので、お店とか事業所というよりも市民に対してアクションを

したほうがいいのではないかと思います。 

和田会長 

 はい、田口委員。 

田口委員 

ありがとうございます。実は、私も選ぶときに LINEのスタンプは考えました。ク

リエイター部門があって、うまくいけば有料で、５０円とか１００円で売れます。そ

うなると文字が若干邪魔になってしまうので、その辺もちょっとイメージする中で幾

つか選んでいたのですけれど。おっしゃるとおりこのデザインは、確実に動き出すな

という予感があるので、LINEであったり、このままそれぞれが表情を変えて動き出す、

ゆるキャラにするにはちょっと違うという感じで、お金もかかるため、まず LINEから

というのはすごくおもしろいなというのと、ただ、かなりおもしろい動きをつけない

と売ることはなかなか難しい。八尾市民の方は、もしかしたら愛着持って使っていた

だけるかもしれないですが。  

それと、最近は婚姻届のデザインはある程度自由がきくと思います。せっかくで

すので婚姻届に必ず入れていただいて、受理証明書もお出しになってと思いますので、

そちらにも入れておいていただけると一生の思い出になるものですし、受け取ったと

きに結構しばらく貼っていたり、皆さんに御挨拶文を出されるときに映ったりする機

会もあるので、幸せな場面のところで展開していけたらいいと思います。  

和田会長 

 ありがとうございます。かなり技術的な面でより有効的な使い方を御提案いただい

たかと思います。LINEのスタンプをこうすれば良いというアドバイスもいただきまし

たし、婚姻届、いい記念のハッピーな場というのは、「八尾市にはこういうものがあ

る」と思って、一緒にハッピーになっていけるように、スペシャルな、市章ではなく、

イベント的なところにもお使いになられるといい感じになると思いますのでご検討い

ただければと思います。 

 ほか、いかがでしょうか。どうぞ。清水委員。  

清水委員 

 LINE、私もいいと思ったのですが、うちの銀行でもLINEをやっているのですが、結

構コストがかかり、多分LINEに数千万単位で支払わないといけないと思うので、その

辺は八尾市の最終的なコストとの兼ね合いになり、それはまたLINEと１回御相談され

たほうがいいかと思います。  

私も最初、ゆるキャラになるかと思ったがそうではなく、こういう形になってい

るので、本当はゆるキャラみたいなものもいいと思ったのですが。ただ、例えば熊本

県のくまモンは届出制で届け出さえしたら誰でも使えるというような形になっている
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と思うのですが、これも同じような形で、強制するのではなくて、いろんな人が企業

なども届出をせずにむやみにいろんな人が使ってしまうのもリスクかと思いますが、

それは別にして、いろんな人が自由にネット上でダウンロードして使えるような形で

発展させていったら、より拡大しやすいのではないかと思いますので、そのような運

用方法がいい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。皆さんから出てきたアイデアにプラスアルファのアドバイ

スをいただいていますので、その辺、技術的な面だとか、実際のコスト面だとか、ぜ

ひ事務局で勘案していただけたらと思います。今は提案レベルで結構ですので、どん

どん意見を言っていただければと思います。 

 後藤委員、増田委員もまだほかにありましたら引き続き御発言いただいても結構で

す。和泉先生もいかがですか。 

和泉副会長 

 そうですね、いろいろ皆さん前向きに活発な意見をいただいて、大変先行き明るい

というふうに感じますが、ロゴマークの活用案も含めて一般市民の方に募集されると

いうのも一つの案かと思います。それはされるのでしょうか。 

藤本政策推進課長 

 募集の段階で活用方法の提案までは求めていません。 

和泉副会長 

 そうですか。では、市民投票の段階で、活用方法について募集されるのも一つかと

思います。 

和田会長 

 確認ですが、この市民投票につきまして、和泉先生から御提案があった自由記述欄

などは設けられる予定ですか。  

藤本政策推進課長 

 現状で考えていたのは、三つの中から一番いいものはどれですか、という簡単な御

質問でと思っていたのですが、先生の御意見をいただきましたので、自由記述欄を設

けることは可能かと思いますので、そういった工夫はさせていただきたいと思います。  

和田会長 

 また、本当に思いもかけず、いい案を市民の方が言ってくださるかもしれないです

ね。 

藤本政策推進課長 

 そうですね。 

和田会長 

 自由記述でぜひ活用方法が何かありましたら、という感じで自由にお書きください

というような形ですね。 

藤本政策推進課長 

 そうですね。はい。 

和田会長 

 油谷委員もハローワークということで、人と人をつないでいくハローワークという
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視点で意見がありましたらお願いします。 

油谷委員 

 油谷でございます。商品につけるというのは、どこでも多分やっておられるかと思

います。せっかくの人と人を書いてあるので、人と人がつながるところで八尾市が認

証したところに使っていただくような、例えばみまもり隊を結成したときにこのロゴ

マークをつけて回ってもらうとか、その、人と人をつなげるようなところでこのマー

クを使ってもらったらよいのでは、という気はします。 

和田会長 

 ありがとうございます。貴重な御意見で。八尾市も今回、人と人をつなぐのはかな

り力を入れておられますので、そういう部分の使い方というものも、ぜひ御配慮いた

だきたいと思います。ありがとうございます。  

 丹波委員、いかがでしょうか。 

丹波委員 

 そうですね、皆さんの御意見、LINEスタンプとかそういう使い方は「ああ、なるほ

ど」と思いました。私自身、皆さん以上にいい考えはなかなか思いつかないですけれ

ど、選んだときに２位のこのロゴは、ゆるキャラ的に着ぐるみとかにできるなと思っ

て１番にしたのですが、それ以外のマークには適さないですね。 

和田会長 

 丹波委員は見事にベストスリーを全部選んでおられる。 

丹波委員 

 それは、ちょっと驚きました。 

和田会長 

 ええ、真理をついておられるなという。では、御意見としては、皆さんから出たよ

うな感じでしょうか。 

丹波委員 

 そうですね、はい。 

和田会長 

 はい。全部選んでいただいているので、御意見を伺えたらと思った次第です。あり

がとうございます。 

 特に、御一緒ということであれば結構ですけれど、林委員、いかがでしょうか。何

か。特に皆さんと御一緒だということであれば、それでいいのですが。 

林委員 

 基本的には一緒ですけれども、ずっと考えていたのですけれども、何に使ったらい

いのだろうという。町の魅力をＰＲするのが目的、大きな目的の中で何に使ったらと

いうのがずっと考えていました。先ほど、先生の御意見あったように使い方自体を広

く募集したらいいのではないかなというのは思いました。  

和田会長 

 ありがとうございます。 

 山本委員、いかがでしょうか。  

山本委員 
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 先ほども出たのですが、私が住んでいるところで考えてみましたら、こども１１０

番とか、高齢者の見守りを支援する御家庭や企業も、そこにこういうフラッグを玄関

に貼りつけるという形で、地域で盛りあげていこうということを私が住んでいるとこ

ろでやっています。また、これは、コスト的にどうかわかりませんが、マンホールの

ふたとか、見ていただいて知名度あげていくということ、そういうのもおもしろいと

思います。 

和田会長  

ありがとうございます。 

 先ほど、油谷委員の人と人のつながりということで今も選んでいただいております

が、やはりそういうことに使うというお話が、フラッグ、のぼりというのも結構大事

な部分で、皆さんいろいろお考えになっての選定だったと思いますので、一応全員の

方にお聞きはしたということで、ほか、これだけはぜひ、ということがありましたら、

委員の皆さん、いかがでしょうか。  

 よろしいでしょうか。 

 事前に、皆様には選定を中心にということでしたけれども、今日、早速ですがかな

りの御意見賜れたかと思いますので、事務局でまた一度整理していただき、資料とし

て活用いただければありがたく思います。 

 そうしましたら、皆様のおもしろいいろんなアイデアを事務局へ案として、我々の

審議会から提出させていただいたということで、次の議事に移らせていただきたいと

思います。 

 議事３のそのほかでございますが、実はそのほかといたしまして、今回ロゴマーク

選定が主となるのですが、実は総合戦略におきまして、市のにぎわい、今回の魅力発

信の議事におきましても、その方針を立てて事務局で取り組んでいただいているわけ

ですけれども、実は和泉先生の御研究、取り組みで、八尾市の歴史的資源に関する事

業に携わっておられ、最近八尾市で歴史的な発見があったということでして、この機

会にぜひ和泉先生からスライドを使って御説明いただけるということですので、今後

の魅力発信につなげていける、その御説明を議事３ということで進めていきたいと思

いますので、和泉先生よろしくお願いします。 

和泉副会長 

 すみません、それではその他ということで、私が八尾市の教育委員会の文化財課と

一緒にお仕事させていただいているのですが、そちらの取り組み、関係があるお話と

して。 

八尾で最近大発見がございまして、皆さんご存知かもしれませんが、道鏡という、

奈良時代の仏教僧がいますが、その方に関連する由義寺というお寺が発見されました。

八尾市では、その由義寺を何とか市民と一緒になって活用していきたいというお気持

ちから、市民会議というものを発足させました。そのファシリテーター、アドバイザ

ーということをやらせていただいておりまして、市民の方を中心にこれからワイワイ、

ガヤガヤやっていくわけですが、そちらの話を少し皆様方に披露したいと思います。

それで最後に、実は関係があるようで、ないようで、という話になろうかと思います

が、少しおつき合いください。そんなに時間はかかりませんので、さらっと聞いてい
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ただけたらと思います。 

 皆さんのお手元に文化財課がつくられた現地説明会資料がございまして、２のほう

は塔の図がありますが、簡単に言うとこんなに大きな塔が実はここに建っていたとい

うことです。そういうお寺があったということです。称徳天皇に大変ゆかりのあるお

坊さんでして、そのあたりについてはきっちり一番後ろに年表を刷ってくださってい

ます。私もこの間、職員の方々にお連れいただいて現地を見てきましたが、もう現地

は埋まっていますが、このあたりを何とかすてきな場所にしたいということで、では、

どんな場所だったら皆さん行きますか、楽しめますか、ということを市民の方と一緒

に今考えています。 

 台風が来ているのですが、この日曜日、その市民会議の皆さんと一緒に、八尾市内

のこういう歴史的な部分をフィールドワークしてみんなで考えるきっかけというもの

をつくっていきたいと思っています。いろんな、たくさんの瓦が出てきまして、型で

瓦を焼いていくわけですが、もとはお寺に使われていた瓦ですが、それが興福寺で使

われている瓦と一緒とか、そういうのがわかります。考古学の皆さんは細かいことを

チェックして、こういう遺物と言いますが、こういうものがいろんな歴史的な実証と

いうのを明らかにしていくわけですが、興福寺で使われているような瓦も出てきまし

た。東大寺とか。そういうものがたくさん出てきている版築は、このお寺のちょうど

この部分、この部分がさっき見えていたところですが、やっぱりこれは人工的にこう

やって平らにしていくわけですが、その上に巨大な建物を建てるわけです。そういう

痕跡も発見されているということです。こちらは、塔の上部のパーツじゃないかと思

います。 

 本当に小さな、小さな、小さな破片ですが、そこから膨らむ夢は大変大きなもので

して、想像が膨らみます。説明を受けるとそんな痕跡があったのか、ということにな

ってくるわけです。こんなふうになっていたのではないかという。こんなところに建

っていたのではないかとか。あとは、由義寺の基壇という、一番下のベースになって

くる部分は、皆さんも知っているようなお寺で、四天王寺とか、元興寺とか、東大寺

とか、西大寺とか、そんな名だたるお寺と引けを取らないような大きさで、塔が建っ

ていたということがわかりました。大発見です。建物を復元できるかは、難しいとこ

ろですが、先ほど申しましたとおり著名なお寺と引けを取らないような高さの塔が建

っていたお寺だということがわかってきました。  

 これが文化財課の方にもらったデータなので、私のアイデアではないのですが、日

本の正式な歴史上に起算のある寺院が発見されたということです。あとエトセトラで

すけれども、いろいろな大発見があるようです。  

 ここからは、私の持論ですが、今、市民会議が立ち上がっています。市民が考える

由義寺の活用を描こうとしています。市民会議ではここまでなのですが、私自身は観

光学でそういう研究をしているからですが、何とかその会議体のアクションにつなげ

ていきたいと考えています。なかなか市民だけではアクションにつながりにくいので、

今年度３月までにこれができる予定ですが、４月以降は私のゼミ生と勉強しながら何

か市民の方と一緒になって、いいアクション・ムーブメントなどにつなげられないか

と思っています。 
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 講義みたいな話をするつもりはないのですが、私がやっていることは、最終的には

この地域の維持というところです。定住人口の維持とか増加とか、交流人口の増加で

す。人口の増減というのは、観光だけではできないので、福祉とかいろんなものが絡

まってくるので一概には言えませんが、こういうことをしようと思っていて、そのた

めにはコミュニティベースの経済振興、一言で言うとお仕事が必要、ということです。

私は地方で大体研究をしているので、少子高齢化が進んでいるローカルな地域でやっ

ているので、お仕事をすることが一番重要なところです。お仕事をつくろうと思うと、

その地域にたくさん人が来てもらわないといけないわけです。人が来てもらわないと

いけないということは、その地が魅力的な観光地でないといけないわけです。魅力的

な観光地というのはつくることができる、人工的なものです。二つの柱でつくれると

思っていて、滞在コンテンツの充実というのと、来訪事業の喚起というこの二つでつ

くれると思っています。滞在コンテンツの充実というのは、４つの柱に分かれていて、

新しい観光資源の発掘、ここを今八尾でやろうとしています。地域の中で観光をしや

すくするためのしくみづくりとか、地産地消推進とか、特産品の開発とか、宿泊施設

の魅力向上とかです。特に女性の方はホテルが汚いと絶対に泊まってもらえませんの

で、宿泊施設は重要です。そういうことを情報発信で工夫し、戦略、プロモーション

をかけていくかということです。こういうことをして、魅力的な観光地にして、たく

さんの人に来てもらって、そこで経済振興が発生するというイメージです。  

 新たな観光資源の発掘というのを、観光に特化しているわけではないのですが、市

民が活用すればいいのですが、この間、八尾市の方々にお聞きしたのですが、八尾が

新大阪駅とＪＲでつながるようなので、私は割と巨視的な観点から今回の由義寺のこ

とを考えていて、こういうインフラが整ったときに魅力の一つになるような、そうい

うきっかけになるようなことを市民の方々と一緒にできないか、ということです。 

 重要なことは、観光資源はつくれるというか、人工的なものとして、例えば地域の

資源にデザインを加えて観光資源になります。例えば神社を取りあげると、神社の歴

史的な部分をフィーチャーしていくと歴史的な観光資源になって、ニッチな歴史ファ

ンが来るようなところになります。ここでは、神社の縁結びというところをフィーチ

ャーすると、恋愛成就スポットであって、若い女性も訪れる、そういう資源になって

いきます。なので、デザインをどうつけるかによって、同じ神社でも全く異なる顔を

見せる資源になっていきます。なので、デザイン次第です。ここが重要で、だからこ

このデザインにいろんな方にかかわっていただくということが重要で、市民の方々に

もかかわってほしいということです。もちろん、今ご紹介した由義寺を観光資源とし

てだけ捉えているわけではないのですが、最終的には、私自身は観光資源にもってい

けたら、という思いです。 

 ゼミで話をしているときには、そういうものを魅力と言っていて、地域資源のこと

ですが、魅力はブームであったほうがいい。魅力はいろんな方向に開いていける。飲

食とか、交流とか、体験とか、宿泊とか、物産とか、もっと開き方があるかもしれま

せんが、私は大きく５つかと。  

 例えば、大阪の岬町というところも、役場と委託契約をして観光まちづくりに関わ

っているのですが、橘逸勢の墓というのが、実は岬町にありますが、橘逸勢を御存じ
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ですか。平安時代の書の字が上手な人です。三筆と言われていまして、三つの筆です

が、逸勢と空海と嵯峨天皇のこの３人が平安時代の書の名人だったのです。お墓の石

の形を見ていると近世の江戸時代の墓だと思われるので、伝承にしか過ぎないのです

が、岬町の方々は大変これにアタッチメント・愛着を感じていて、これを何とかした

いとおっしゃっています。これもさっきの魅力です。魅力だと考えたら、いろんな方

向に開いていける、ということです。 

 例えば観光で考えても八尾市は体験とか入れていますが、字が上手だというところ

から書道の体験を開いていったり、墨汁ではパスタは食べられないので、イカ墨でパ

スタをつくって墨汁パスタで売り出すとか、あと、すずり型のようかん。字が上手だ

ということで、すずり型のようかんをつくろう、とかです。あとバス、電車のラッピ

ングなど、いろんなことができるわけですが、こういうことを市民の方々と一緒に自

由な発想で考えてもらいましょう、ということを今やろうとしています。特に何でも

いいです。本当に自由な発想で、市民の方々がそれを活かしたい、使いたいというと

ころが一番重要なところだと思います。  

 これも一つ。つつじが岬町の地域の資源なのですが、つつじのケーキとか、つつじ

祭りというものもあり、フラワーアレンジメントの体験を開いて、つつじのお風呂、

つつじのアロマとか開いていけるかもしれません。それにかかわる事業者、皆全て別

の事業者です。いろんな人が、さっきのロゴマークの続きではないですが、つながる

ということです。 

 魅力をいろいろな方向に開いていければいいと思いますし、勝手にやっていただい

ていいと思います。いろんな地域の八尾の魅力というのはたくさんあると思うのです

が、それをいろんな人がいろんな方向に開いていっている。でも、これにかかわって

くれている人は、会議体とかそういう意味ではなく、緩やかにつながっていて、あそ

こで誰それがあんなことをしている、という程度にはキャッチしている状況です。Ｄ

ＭＯなどが最近流行していますが、組織体の話ですが、そこまではしなくとも、あそ

こで何かこんなことやっている、という程度の情報を持っているという、それぐらい

のつながりでよいのではないか、こういうことを八尾でできたらと思います。また岬

町でも、それから養父でもこのようなことをやろうとしています。  

 こちらの総合戦略審議会の話です。ロゴマークの選定ということで、何かここもア

クションにつながっていけないかと思うのですが、なかなか難しいです。難しいです

が、私、今日由義寺のお話をしたので、何かご興味がありましたら、うちも由義寺に

こんな乗り方ができるのではないかということでもいいですし、あとここの中、ロゴ

マークをこんなことに使ってみようか、というような形で、会議を会議だけで終わら

せてしまうことが大変もったいないので、会議を何かのきっかけ、スタート、始まり

のようなものに位置づけができないかと日々考えているところです。 

 ちなみに、私は八尾でいろんな活動をしていますので、そこに乗っていただいても

いいです。ということで少しだけ最後に私の自己紹介をして終わりたいと思います。

私の研究テーマは地域の観光を創造することです。地域づくりとか、観光振興のため

の新しい戦略とかデザインプランというのを思考して、提案して、実践するというと

ころですね。地域の方々と一緒になって実践できれば一番うれしいと思っています。
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ゼミ生は、１７人定員で、女の子が多いです。養父市とか岬町とか泉南とか岡田浦漁

港などで活動をしております。特に八尾ではいろいろなことをさせていただいていま

して、二、三年前ですが、プランの提案をしたり、あとＰＲイベントを手伝ったり、

バルに参加したり、高安の地域づくりデザインの提案とか。ウォーキングツアー、１

６年にやりましたが、在原業平という人が有名で、その人の伝承地がたくさんあって、

恋というテーマで学生がツアーを考えて、企画を実践したというところです。お弁当

も学生が考えていて、伊勢物語で業平が笛を吹くのですが、その笛をふきでつくって

くださいといったり、竜田川という地名が伊勢物語に出てきますので、竜田揚げを入

れたり、学生が料理屋にお願いして企画したものです。アテンドも学生がしています。 

 あと、ミュージアムツアーを今年も実施します。３月３日に実施する予定ですが、

これから企画を練っていくので、何をするかまだ決めていません。また、銭湯を活か

した観光ということで、八尾の浴場組合と一緒に、このときは、ビジネスホテルの宿

泊客、ミドル世代のサラリーマンの方が多いのでビジネスホテルのシャワーでは物足

りないのではないかということで、銭湯とビジネスホテルをつなぐことを企画しまし

た。そんなことをして、いずれこの中で皆さん、何か一緒にやってみたいとか、私じ

ゃなくても、皆さん同士でやってみるとか、何かそういうアクションにつながってい

けたらと思います。 

 その中で、政策推進課をはじめとした八尾市では、いろんなこと、活用についてと

か、そういうことをしてみたいというような方向性もお持ちですし、情報発信の手法

を市役所だけで考えるのではなくて、皆さんと一緒に考えていきたいという方向性も

お持ちです。せっかく会議参加してくださっていますので、いろんな意見、もちろん

和田先生、進行が大変上手で全ての方に発言をいただくなど、大変前向きに会議も進

みますし、この会議体や、皆さんが八尾市に様々な活動をされたら大変うれしいと思

い、少しお話しました。ちょっと関係があるようでないようなお話でしたが、何か一

緒になってできたらうれしいですし、皆さん個人個人で何か行動をされても楽しいと

思いますので、結論のない、大変雑ぱくなお話で恐縮ですが、私の話は以上です。 

 ありがとうございます。  

和田会長 

 大変興味深いお話、ありがとうございました。  

 八尾市がこういう由緒ある、かなり歴史的なものを発掘、発見されたということで、

それと現代の若い学生と先生が組みながら、堅苦しいものではなく、それでＰＲもで

きて、日本の古さと新しさのコラボということで、こういう一つの八尾市の総合戦略

の大きな柱になるものかと思いますので、和泉先生からぜひプレゼンを、ということ

でお願いしました。先生、ありがとうございました。  

 こういった歴史的なところを頭に入れて、今日の段階でもし先生に御質問も含めま

して、何かございましたらこの機会に御意見、御質問を頂ければと思います。 

 後藤委員、どうぞ。 

後藤委員 

 先生のお話をお聞きして思ったことですが、先生のお話で非常におもしろい考えだ

と思ったのは、観光資源はつくれるというのが、非常におもしろい考え方だと思いま
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す。弓削に大きなお寺が発掘されたというのは、すごいことだと思います。そんなに

簡単にあちらこちらで大きなものがどんどん出てくるということはないと思いますの

で、ぜひそれが活用されればと思っています。それを、その歴史的なものができたと

きに、我々もそうですが、奈良とか、京都に行って、何を考えるかといったらそこに

物語が浮かぶ、といったことがあると観光地に厚みが出てくるというか、いろんな人

が、いろんなことを思う、思いがそこに重なってくることがあると思います。 

 そんな中で、その歴史に対するその思いを深く知ろうと思ったら、まずは小説だと

思います。八尾市だったら今東光さんがいらっしゃるので、彼は逆に八尾朝吉でガラ

が悪いというようなイメージをつくってしまったと言われていますが、弓削の道鏡も

小説にも書かれていると思います。私も途中まで読んだことがあったのですが、今回

改めて、その由義寺の遺構も出てきたので、弓削の道鏡には、女性天皇を操ったどち

らかというと悪い僧というイメージが少しあるのですが、今東光さんの小説はそうで

はないと聞いたことがあったので、改めてそういうのも読んでみようと思います。も

しかしたら、そのようなことできるかわからないのですが、八尾市で懸賞を出して、

新しい八尾の歴史小説を募集し、採用されたら２００万円、ということになれば、興

味のある若い小説家に書いていただき、今東光さんを研究されている方からコメント

をいただく、というようなことをして、せっかく歴史的なものができたからそこに厚

みをつけていくようなことができたらと思います。 

和泉副会長 

 小説はおもしろいですね。 

和田会長 

 ほかに何か、思われることとか、何でも、感想などでも結構ですし、いかがでしょ

うか。 

 今日は、まずはきっかけといいますか、由義寺の由緒と、先生にその観光資源をど

う活用するかという導きを出していただきまして、ヒントになったかと思いますので、

小説大賞など、おもしろいかもしれません。また、そういうアイデアを随時、承りた

いと思いますので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。  

 そうしましたら、本日の議事、三つ無事に終了いたしましたので、事務局に議事進

行をお返しいたします。 

藤本政策推進課長 

 皆様、本日は貴重な御意見ありがとうございました。事務局から、事務連絡をさせ

ていただきます。 

 本日は、ロゴを３作品と次点１作品ということで、お選びいただきまして、今後、

先ほどのスケジュールの説明でもございましたが、市民投票を実施させていただきた

いと考えております。それを終えましたら、また改めまして、１月の下旬ごろにこの

会議を開かせていただきまして、最後ロゴマークの決定ということで進めてまいりた

いと思いますので、日程が決まりましたら改めて御連絡させていただきますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。  

 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 
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 今日は金曜日の夜という非常に貴重なお時間をいただきまして、本当にありがとう

ございました。ロゴマークの選定につきまして、本当に皆様方、忙しい中作品を選ん

でいただいて、コメントも頂戴して、ありがとうございます。また、今日はロゴマー

クの活用につきましては、これほどご意見をいただけるとは正直思っておりませんで、

私ども何分役所ですので、名刺に入れるとか極めてオーソドックスなことしか思いつ

かなかったのですが、動きのあるものでありますとか、費用との関係でできるかどう

かはわかりませんが、LINEのスタンプとか、なるほどと思うようなことがいろいろご

ざいました。 

 八尾市、何分、財政状況が厳しき折、どこまでできるかはわかりませんが、できる

だけ効果的なものをしていきたいと思っております。またロゴマークをつくったら長

く使っていきたいとも思っておりますので、また改良を重ねながらやっていければと

思っておりますので、今後ともお力添え、よろしくお願い申し上げます。  

 本当に、今日は貴重なお時間をいただきまして、まことにありがとうございました。

引き続き、どうぞ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、以上で閉会させていただきます。どうもありがとうございました。 


