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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」であり、

オンリーワン、トップシェアを誇る技術力を持つ企業が集積しています。昭和 40 年頃から事

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。 

世界に目を向けると、ドイツ政府は「Industry（インダストリー） 4.0」と称する高度技術

戦略を掲げ、産官学一体のプロジェクトを推進したことを皮切りに、世界的にも AI や IoT を

はじめ、テクノロジーの進展により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。 

このような中、前回の産業振興会議においては、平成 24 年度「小売業・飲食業・サービス

業の状況調査」、平成 25 年度「八尾市製造業実態調査」の絶対値のデータからみえる課題につ

いて「検討部会」をもうけ、２年間にわたり検討を行ってきました。今回については、自治体

間比較や時系列的な推移等の「相対値」の把握に優れた地域経済分析システム（RESAS（リー

サス））を活用し、「八尾の価値」について検討を加えました。さらに、経済産業省の「ものづ

くり白書」などを参考に、今後、確実に到来する第４次産業革命に備え、新たなものづくりの

可能性について議論を行いました。その議論の過程において、イノベーション人材の育成や企

業間連携について触れ、新たな時代の到来にあわせたサプライチェーンの変化、広報戦略のあ

り方について議論を行い、AI や IoT の技術の活用方法によって新たな価値の創出、新たなビジ

ネス創造の可能性について触れるとともに、今後の産業振興について議論を重ねました。  

結果、生産工程が多岐にわたる企業が集積するまちという特徴が、八尾の価値だと再認識し、

個々の企業の強みだけではなく、あらゆる企業の叡智を結集し、企業同士が有機的につながり、

まち全体が集合体としてバリューチェーンを築いていける環境整備が必要であると認識しまし

た。また、さらなる域内外とのネットワークにより、新たな価値を創造する場や機会を構築し、

イノベーションの文化を醸成するとともに、ハードウェアイノベーションを起こせるまちとし

てのイメージ戦略が重要であると考えます。 

検討結果を踏まえて、この度、八尾市における「産業振興に関する提言書」として取りまと

めましたので、この提言内容を市政運営の参考に、各種施策の実現に向けた具体的な取り組み

が進められることを期待します。 
 

平成 29 年 12 月 

八尾市産業振興会議
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第１章 検討に至る背景 

 

平成 28・29 年度の産業振興会議では、「大きな環境の変化に対応するための産業振興施策」

をテーマとし、平成 26・27 年度の産業振興会議での議論を基に、人口減少に伴う市場の縮小や 

ICT 化の進展に伴う経済構造の変化といった八尾市の産業が直面する環境変化などの課題につ

いて認識を共有し、議論を含め、今後どのような産業振興の取り組みを行っていく必要があるの

か、検討を行った。 

それには、まずは、八尾市の産業の現状や特徴を把握すべく、地域経済分析システム（RESAS）

データを活用し、八尾市の産業構造の現状として、産業分類構成、企業数、従業者数、売上高、

付加価値額などについての時系列推移及び大阪府下での状況について考察を行った。また、「も

のづくり」で特徴のある自治体として注目している５自治体（大阪市、堺市、東大阪市、大田区、

墨田区）を類似自治体として相対比較分析及び時系列推移分析をすることにより、八尾市の特徴

についての多面的な考察を行った。さらに、八尾市中小企業地域経済振興基本条例により示され

る、中小企業の発展により雇用を生み「中小企業の発展とまちづくりの好循環」を実現するまち

づくりをめざしていることから、その効果的な指標として、中小企業の発展という視点からは、

過去の時系列付加価値要因分析による考察を、雇用を生み出すという視点からは、従業者数とい

った直接的データだけでなく、密接に影響するデータとして考えられる、労働生産性推移、平均

現金給与総額推移を抽出し、考察を加えることとした。 

これらの数値データを考察することにより、八尾市の現状把握を可能とし、社会経済情勢の

変化を受け、そのうち解決すべき課題は何か、そのためには何が必要かについて、後段で考察を

していくこととする。 

 

 

１．八尾市の産業について 

（１） 八尾市の産業構造の現状 

ここでは、八尾市の全産業の構造分析と上記業種の事業所数及び売上状況について、考察

していくこととする。 

 

(ア) 企業数・従業者数・売上高・付加価値額の業種別比較 

業種別比較として図表 1-1に示される平成 26年「経済センサス-活動調査」に基づく、

地域経済分析システム（RESAS）産業マップによると、八尾市内全産業の 29.8％が製造業

で占められており、全国 10.5％や大阪府 14.0％と比べても高い比率となっている。 

また、従業者数でみると製造業の割合は 40.3％であるが、売上高でみると 56.9％、付

加価値額は 53.1％と全産業の半数以上を占めている。 

全国や大阪府との比較においても、企業数の割合の大きさ以上に、全産業のうち製造

業が占める従業者数、売上高、付加価値額の割合の差が大きくなっている。つまり、４

項目全てにおいて、製造業の占める割合が最も高く、しかもそれらが全国平均、大阪府
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平均との比較においても高いことが明らかである。このことから、八尾市内全産業のう

ち、製造業が八尾市の産業を支えている中核業種であるとともに、製造業といった業種

区分にのみとらわれず、「ものづくりのまち」としての精神が、八尾市には息づいている

と考えられる。 

よって、事業所数及び売上高の推移などについては追随する卸売業・小売業について

もみていくものの、類似自治体比較においては、中核業種である製造業を中心に数値デ

ータの考察を以下では行うこととする。 

【図表 1-1 業種ごとの比較】 

 

      

 

 

 

 

(イ) 製造業事業所数の推移・業種別比率 

まずは、中核業種である製造業事業所数の推移を過去 10年間の時系列で追うとともに、

大阪府下の他の自治体の傾向についても考察していくこととする。 

八尾市の製造業事業所数の推移と大阪府下の順位については、図表 1-2に示すとおり

である。大阪府下において製造業事業所数の多い、上位４市である大阪市、東大阪市、

堺市、八尾市のいずれの自治体においても、平成 17 年から事業所数は減少トレンドを

示している。その中でも、減少率については、大阪市が一番大きく、続いて八尾市、東

大阪市、堺市の順となっている。 

これまでのように、ものづくりの中核をなす製造業については、単純に新規創業を望

むことが難しいことから、今後は製造業にとって、どのようなパラダイムシフトを考え

るべきかが、重要になってくる。 
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【図表 1-2 製造業事業所数の推移・大阪府下順位】 

 
 

 

(ウ) 事業所数（卸売業・小売業）の自治体ごとの比較・大阪府下順位 

  次に、製造業に続いて全企業数に占める企業数の割合が高い、卸売業及び小売業の事

業所数の推移と大阪府下の順位について、商業統計調査の実施年度に基づき示したもの

が、図表 1-3 である。全体的にみても、事業所数は減少トレンドにある。とりわけ、事

業所数の多い上位市は、減少率が高くなっており、平成 14 年と平成 26 年を比較すると

半数近くまで減少している。八尾市においても、事業所数の順位は、平成 14年以降６位

を維持し、他市と同様に減少傾向にある。 

 

【図表 1-3 事業所数（卸売業、小売業）の自治体ごとの比較・大阪府下順位】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆大阪府下市町村の上位 10位推移 

出典：工業統計調査・経済センサスをもとに作成 

出典：商業統計調査をもとに作成 ※堺市には旧美原町を含む。 
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（エ）大阪府下の製造品出荷額等の推移・年間商品販売額比較 

事業所数の減少に伴う売上高の状況について、全体的な産業の縮小と出るのか、規模

の経済が働いているのかを検証することとする。 

製造業における製造品出荷額等の推移と大阪府下の順位について、図表 1-4 に示し、

製造業に続いて全事業所数に占める事業所数の割合が高い、卸売業・小売業の年間商品

販売額の大阪府下の平成 14年を 100とした平成 26年比については、図表 1-5に示すと

おりである。 

 

【図表 1-4 製造品出荷額等の推移・大阪府下順位】 

 

 

 

製造業事業所数の多い大阪府下上位 4市いずれにおいても、製造品出荷額等は事業所

数ほどの減少トレンドではない。堺市においては、平成 17年と平成 26年の比較におい

て、40％以上の伸び率を示しているものの、他の自治体の比較においては、10％程度の

減少を示している。 

八尾市においては、製造業の事業所数の減少率と製造品出荷額等の平成 19 年から平

成 26年の減少率を見ると、事業所数は 22％減、製造品出荷額等 26％減である。製造業

の現状においては、産業の縮小より規模の経済が働いている傾向にあるのではないかと

考えられる。 

次に、卸売業・小売業での売上高について考察していくこととする。大阪府下の事業

所数が八尾市より上位にある自治体において、50％以上の増加傾向にある豊中市を除き、

いずれも減少傾向にあり、その中でも、八尾市の減少率は比較的に緩やかである。八尾

（単位：百万円） 
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市の平成14年から平成26年の減少率を図表1-3と1-5で見ると、事業所数は42.7％減、

売上高は 15.7％減であり、事業所数の減少ほど売上高が下がっていないことから、卸売

業・小売業についても規模の経済が働いている傾向にあるのではないかと考えられる。 

 

 

【図表 1-5 大阪府下市町村の平成 26（2014）年 卸売業・小売業年間商品販売額比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 類似する自治体との比較 

ここからは、さらに八尾市の産業のコアな分析検証を行うため、中核業種である製造業に

ついての類似する自治体比較を考察していくこととする。 

 

(ア) 中核業種（製造業）の 1事業所あたり製造品出荷額等比較 

八尾市が「ものづくり」で特徴がある自治体として注目している５自治体（大阪市、

堺市、東大阪市、墨田区、大田区）を類似する自治体とした。そのうえで、八尾市の産

業の中核業種である製造業の１事業所あたり製造品出荷額等の推移を四半世紀にわた

り時系列で比較を行ったものが図表 1-6であり、同じく、事業所数による比較を行った

ものが図表 1-7である。 

図表 1-6の八尾市をみると、比較を始めた年である 1986年から、１事業所あたり製

造品出荷額等は比較自治体の中で２番目に大きく、2005年から伸び率が上がっている。

大田区と墨田区においては、１事業所あたり製造品出荷額等は減少傾向にあるものの、

大阪市、堺市、東大阪市、八尾市はいずれも同じ動きをしており、とりわけ堺市におい

ては、その動きが顕著である。 

前項の検証において、製造品出荷額等の総額については、減少傾向にあったことを

考慮すると、ここでも規模の経済が働いていることを、再確認できる。 

（平成 14（2002）年を 100 としたときの比較）  

出典：商業統計調査をもとに作成 ※堺市には旧美原町を含む。 出典：商業統計調査をもとに編集 ※堺市には旧美原町を含む。 
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【図表 1-6 製造業 製造品出荷額等推移（1事業所あたり）】 

 

 

 

製造業の事業所推移を表す図表 1-7 を見てみると、大阪市の減少率が一番大きいも

のの、いずれの自治体においても、比較的に緩やかではあるが事業所数の減少傾向は着

実に進行している。 

 

【図表 1-7 製造業 事業所数推移】 
 

    

 

出典：地域経済分析システム（RESAS）産業マップ 製造業の地域間比較 
（経済産業省「工業統計調査」再編加工、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工） 

出典：地域経済分析システム（RESAS）産業マップ 製造業の地域間比較 
（経済産業省「工業統計調査」再編加工、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工） 
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以上のことから、八尾市は比較自治体の中でも２番目に事業所数は少ないものの、

堺市に次いで、１事業所の平均した売上高が大きな事業所が集積していることがわかる。 

 

 

(イ) 中核業種（製造業）の 1事業所あたり付加価値額の推移及び黒字赤字企業比率の比較 

次に、1 事業所あたりの付加価値額の推移を、類似自治体にて比較を行ったものが、

図表 1-8である。八尾市においては、１事業所あたりの製造品出荷額等で比較すると類

似自治体の中で２番目に大きく、付加価値額の比較においても２番目である。 

事業所数は減少し集約されていく一方で、売上高については一定の維持を図ってい

るものの、付加価値額においては、３番目との差がわずかであることから、利益率が抑

えられていることが推察される。 

 

【図表 1-8 製造業 付加価値額推移（1事業所あたり）】 

 

 

 

 

 

製造業の黒字赤字企業比率を、類似自治体ごとに比較したものが、図表 1-9である。

八尾市は、類似自治体で比較したところ利益率は、低く抑えられているものの、黒字企

業比率においては一番高くなっている。以上の結果より、八尾市には、黒字企業が多い

ものの、１事業所あたりの利益率が相対的に低い企業が多いことが推察され、このこと

は、下請加工企業が多い傾向にあると推察される。 

 

 

 

 

出典：地域経済分析システム（RESAS）産業マップ 製造業の地域間比較 
（経済産業省「工業統計調査」再編加工、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工） 
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【図表 1-9 黒字赤字企業比率（製造業）の自治体ごとの比較】 

  
 

 

 

 

 

（ウ）中核業種（製造業）の労働生産性及び現金給与総額推移の比較 

次に、付加価値額と従業者数の関係について四半世紀の推移を見ながら、さらに現金

給与額がどのように推移しているのかも併せて検証を行うこととする。 

労働者がどれだけ効率的に成果を生み出したかを定量的に把握するものとして労働

生産性がある。この数値の類似自治体の比較を行ったものが図表 1-10 であり、労働生

産性は、付加価値額を常時従業者数で除したものであることから、製造業の１事業所あ

たりの常時従業者数を図表 1-11で示すこととした。 

 

 

【図表 1-10 製造業 労働生産性推移】 
 

 

 

 

 

出典：地域経済分析システム（RESAS）企業活動マップ 黒字赤字企業比率（製造業） 
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１事業所あたりの常時従業者数で比較すると、八尾市は類似自治体の中で２番目に大

きい自治体であり、１事業所あたりの付加価値額も２番目に大きい自治体であった。し

かし、労働生産性の推移でみると４番目であることから、生産ラインの無駄を省く取り

組みについては、一定の成果を出してきていることを考慮すると、労働者の生み出す付

加価値額が小さくなっていることが推察される。 

 

 

 

【図表 1-11 製造業 常時従業者数推移（1事業所あたり）】 
 

 

 

 

 

出典：地域経済分析システム（RESAS）産業マップ 製造業の地域間比較 
（経済産業省「工業統計調査」再編加工、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工） 
※労働生産性＝付加価値額÷常用従業者数 
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また、従業員１人あたりの現金給与総額推移については、類似自治体の中で５番目で

あり、類似自治体の比較において、労働生産性の順位より従業員１人あたりの現金給与

総額推移はさらに低いことから、人材確保の面についても厳しい状況にあることが懸念

される。 

一方で、黒字企業比率については、類似自治体の中では高いことから、賃金を一定の

範囲に抑えることによって、安定した賃金の支払いをしてきたことが推察されるが、黒

字の体力のある段階において、付加価値額を上げていくために新規事業や高付加価値事

業に従事するような社内人材を育成していくことが必要になる。 

 

【図表 1-12 製造業 現金給与総額推移（従業者 1人あたり）】 

 

出典：地域経済分析システム（RESAS）産業マップ 製造業の地域間比較 
（経済産業省「工業統計調査」再編加工、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工） 
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（３） 付加価値要因分析 

これまでの考察のなかで、八尾市中小企業地域経済振興基本条例において重要と考える、

企業が潤うための利益率や、まちの経済をささえる雇用の面において、付加価値額に対する

影響度が高いことがみえてきた。そのため、付加価値額の前年との比較において、増減率が

何に起因しているのかを考察することとする。 

八尾市の中核業種である製造業について、類似自治体のうち、地域を異にすることによ

る影響を外すため、同じ地域特性の影響を受ける大阪府下の大阪市、堺市、東大阪市と八尾

市のみを抽出し、地域経済分析システム（RESAS）において付加価値要因分析をしたものが

図表 1-13から図表 1-16である。ここでは、付加価値額増減に寄与するものとして、事業所

数、1事業所あたりの製造品出荷額等、付加価値率の 3つがあり、前年に比べ増減したのは、

いずれにその要因があったのかをみるものである。 

また、後段において各自治体の付加価値要因分析を行った結果として、その特徴につい

て比較を行うこととする。 

 

 

 

 

出典：地域経済分析システム（RESAS）産業マップ 製造業の地域間比較 
（経済産業省「工業統計調査」再編加工、総務省・経済産業省「経済センサス－活動調査」再編加工） 
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【図表 1-13 付加価値額増減率の要因分析（八尾市 製造業）】 
 

 

 

 

【図表 1-14 付加価値額増減率の要因分析（東大阪市 製造業）】 
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【図表 1-15 付加価値額増減率の要因分析（大阪市 製造業）】 

 

 

 

 

【図表 1-16 付加価値額増減率の要因分析（堺市 製造業）】 
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各市の付加価値要因分析の特徴について、とりまとめたものが図表 1-17である。八尾市

においては、事業所数の減少が付加価値額増減率に与えるマイナスの影響が大きいという特

徴を考慮すると、廃業等により事業所が集約されていく傾向にあるものの、ここでも、規模

の経済として効果を出しているのは、集約した事業所等の量産された売上額であり、利益率

や付加価値額は上がっていないことが推察される。 

よって、労働者１人当たりの付加価値額を上げていくために何をやるべきかを考えると、

市場の転換や新たな製品・サービス開発など、今の経営資源をもとにイノベーションの創出

していく必要性が浮き彫りになってきた。詳しくは第３章で取り上げる。 

 

 

【図表 1-17 付加価値額増減率の要因分析 各市の特徴】 
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第２章 大きな環境の変化について 

１．産業の取り巻く危機・課題 

第１章において、八尾市の産業構造について大阪府下の状況、時系列、類似する自治体

比較といった多面的な考察を加え、統計上の数値データによる現状の共通認識をはかって

きた。次に、第２章では、産業を取り巻く危機・課題が何であるのか、足元から未来に向

けての考察を加えることによって、これからやるべきことに近づけていくこととする。 

日本の産業構造の変化として、「第４次産業革命」とも呼ぶべき IoT、ビッグデータ、ロ

ボット、人工知能（AI）等による技術革新は、従来にないスピードとインパクトで進行し

ている。この技術革新を的確に捉え、これをリードするべく大胆に経済社会システムを変

革することが求められる。そこで、産業振興会議において、その方向性を議論する際に、

国内産業の空洞化という「危機感」のあった、長野県飯田市において経済産業省が成長産

業としていた、航空宇宙産業へ挑戦した事例などを取り上げ、八尾市における「危機感」

とは何であるのかから議論を始めることとした。 

身近に感じている危機については、①人口減少・事業所減、②付加価値額の伸び悩み（既

存事業の行き詰まり感）、③後継者問題などが挙げられ、これまでも長い苦しい難局を耐

えてきたことから、「守り」の経営に対する経営者のマインドが大きく、設備投資も含め、

「攻め」の経営ができていないことへの問題提起がなされた。 

また、特定の分野を決めることにより、利益を享受する企業が限定されるとの懸念する

意見もあったが、成長産業に何らかの関与をすることで、副次的ではあるが技術力の向上

や企画提案力の向上につながった事例もあることから、「規模」より「価値」を追求した

「高付加価値化が見込まれる成長産業への挑戦」が、八尾市の産業振興にとって重要なこ

とであるとの認識で一致した。 

危機の一つとして挙げられた、既存事業の行き詰まり感においては、アカデミックな視

点からも、組織の規模が変われば管理手法が変わるように、企業の成長段階において幾度

と行き詰まりに直面するものであることから、組織内での「未利用資源」を発見し、新た

な取引を続けるために、外へベクトルを向けていくことの必要性が指摘された。それでは、

なぜ組織内にある「未利用資源」を発見することが難しいのか、また、プラットフォーム

戦略を組み立てることが難しいのかなどについては、第３章において、組織のマインドセ

ットやアナログ情報のデータ化の視点から考察していくこととする。 

八尾市の産業に関する数値データに基づく分析を行い、他市の成長事例を研究し、市内

事業所のサンプリング意見から見えてきた対応方法を、初期段階におけるフレームワーク

としてまとめたものが図表 1-18である。 

次に、産業の取り巻く危機・課題が何であるのかを、さらに深堀するため、検討部会を

開催した。過去から現在の変化として 10 年前から現在、さらに５年後に向けて、取引関

係を含め、どう事業活動を行い、変わってきたのか、また、変わっていこうとしているの

かについて、市内事業者から意見聴取を行い、考察を深めた。危機・課題について時系列

での考察を加え、外的要因と内的要因に整理し、フレームワークをブラッシュアップした。 
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【図表 1-18 初期段階におけるフレームワーク】 

 

 

 

２．解決すべき課題 

検討部会において、さらにグループを二つ分け、取り巻く危機・課題のうち、解決しな

ければならない課題は何であるのかについて考察し、整理したものが図表 1-19と図表 1-20

である。新たに出てきた危機・課題の視点として、「消費行動の変化」や「危機感の欠如」、

「グローバル化」である。 

まずは、「消費行動の変化」といった外的な要因となる危機・課題について考察してい

くこととする。かつての「大量生産の時代」では、作れば売れる時代であったが、次第に

「少量多品種生産」の時代となり、ソリューションビジネスとして相手のニーズに合わせ

た柔軟な対応をし、グローバルニッチの世界で生き残ってきた。しかし、さらにサービス

による付加価値やコト消費の時代へと変遷し、既存事業の延長によるイノベーションでは

追いつかなくなってきている。この課題は、事業の根幹を成すものであり、近々に解決す

べき課題として挙げられる。 

次に、「危機感の欠如」といった内的な要因につながる危機・課題について考察してい

く。昨今は、商品開発のスピードが速まっており、商品開発に関する資金も大きくなって

いる。また、経験者不足や経験が引き継がれていないなどの問題があるものの、課題が山

積し、経営者が目の前の仕事に注力するため、５年先や 10 年先を見ることができないと
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いった問題が指摘されている。経営者のマインドセットをしやすい環境づくりについても、

解決すべき課題として上位に挙げられる。 

「グローバル化」といった外的要因については、危機感を持ち、自社の強みは何である

のかをしっかり認識し、組織内で共有することができれば、「危機」ではあるが、「脅威」

となるものではないことから、早急に解決すべき課題として挙げられるものにはならない。 

 

【図表 1-19 これからの危機・課題の深堀①】 
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【図表 1-20 これからの危機・課題の深堀②】 
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当初から挙げられていた危機・課題である外的要因とされる「テクノロジーの進歩」に

ついては、自動車産業関連の事業者が八尾市内には多く存在することから、欧州における

EV化の流れや自動運転化に伴う、転換についてはもちろんのこと、人工知能や IoT、ビッ

クデータ活用といった第４次産業革命関連への対応は喫緊に解決すべき課題である。また、

内的要因とされる「後継者不足」については、「大廃業時代の到来」と言われ、黒字であ

るにもかかわらず後継者不足が原因で廃業することによって、産業構造の空洞化が日本社

会の問題となっている。また、八尾市は、大阪府下の経営者年齢の平均より高く、産業集

積を強みにしていることから、喫緊に解決すべき課題として取り組むべきものである。 

 

 

 

３．今後取り組むこと 

今後の取り組みを考えるうえで、これまでの延長線上で考えていくことが、より身近の

ものとして捉えることが出来るようになるため、身の回りに起こる危機をどのように察知

し、それらのうち解決すべき課題が、何であるのかを選択し、それをどのように乗り越え

てきたのかを時系列にまとめ整理したものが図表 1-21である。 

これまでは、製造業、小売、飲食業を含め、過去においては「拡大路線」にあり、設備

を入れ、量産体制を引き、大量の商品を陳列し、販売先を拡大することに主眼を置いてき

た。そのため、雇用を増やし、技術者を育成してきたのである。八尾市においては、平成

２年まで人口は右肩上がりに増加し、事業所数についても、平成７年まで右肩上がりに増

加してきた。しかし、モノが溢れる時代となり、供給者有利の時代から、需要者が商品を

選択する時代となる「量的縮小」が始まり、大手が参入し、業界が衰退し、客数が減少、

価格が買いたたかれるようになった。そのため、競争にさらされないよう、ニッチで利益

の大きなところへ集中し、取扱商品の特化や差別化をはかるといった持続的なイノベーシ

ョンにより生き残ってきたのである。 

現在は、テクノロジーの進歩や消費行動の変化、後継者不足、危機感の欠如といったさ

まざまな問題を抱えており、これまでの技術力や知識といった既存の延長上では勝負が出

来なくなってきている。付加価値や労働生産性を向上させるには、これまでのように既存

の生産効率を上げるやり方だけでは通用しないのである。これまでの取引相手を変えてい

くことを考えなくてはならず、経営者だけでなく現場担当者と協力しながら、エンドユー

ザーの情報を取得し、自分達が提供する商品やサービスの価値提案を自ら行うことが出来

る戦略的な商品開発や販売企画をしていかなければならない。また、社員自らが主体性を

持つことができ、クリエイティブな仕事ができる環境を会社が整えることにより、人材確

保の問題についても解決されていくものになると考えられる。 
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【図表 1-21 時系列によるフレームワーク】 

 

 

 

 

 

４．事業承継について（提言） 

まずは、経営者が、組織内の価値は何であるのかを明確に理解することにより、優良資

産を後世に残していくことが可能となり、事業承継の問題を克服する一歩になるのではな

いかと考えられ、そういった機会の提供が必要である。 

次に、これまでにない新たな着眼点や発想が求められている時代においては、経営者を

育成するための「学びの場」が求められている。また、お互いの課題や情報交換を出来る

場であるだけではなく、相談ごとを持ち込める場や、考え方を学べる場としての機能がこ

れまでは存在しなかった。 

さらに、現在は、会社の組織風土の変革が求められていることから、自社の組織だけで

はなく、業界や域内外を超えた人々が集まることが出来る場となるオープンイノベーショ

ンが求められているのである。そういった「場」の環境整備をしていくことによって、未

来を見据え、イノベーションプランを構築できるクリエイティブな人材を育成することが

可能になるのではないかと考える。 
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第３章 イノベーションの創出に向けて 

 

１． 第４次産業革命に直面して 

第４次産業革命の技術革新として取り上げられる AI、IoT、ビッグデータの利活用をは

じめ、社会変革が進む中、次なるイノベーションが求められている。また、あらゆる市場

において既存市場の縮小が叫ばれる中、企業内においても新規事業を起こそうという動き

が活発化している。 

これからは、2016 年版、2017 年版「ものづくり白書」で示される AI、IoT 等の技術の

活用状況及びデジタルツールを用いたデータ利活用の拡大・迅速化の状況について考察を

加え、八尾市内企業にとっての可能性について検討していくこととする。 

 

▽第４次産業革命に対応する日本企業の状況 

図表 1-22によると、IoTを積極的に活用している企業ほど、経営のスピードが速く、製

品開発のリードタイムが短くなっている。このことから、情報通信の高速化が進む中、中

小企業においても、IoTの活用をもっと進めることが必要であることがわかる。 

 

【図表 1-22 日本企業の IoTの活用状況】 

 

 出典：2016 年版ものづくり白書 
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【図表 1-23従業員規模別 IoT等の技術の活用状況】 

 

 

次に、図表 1-23 によると、IoT の活用度合いは大企業と中小企業でのギャップがあり、

IoT の活用分野によって大きな違いがあることがわかる。中小企業にとっては、部門間連

出典：2016 年版ものづくり白書 
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携など、個別分野では進んでいるところも見られるが、大企業と中小企業のいずれも価値 

創出への取り組み度合いが他に比べても進んでいないことがわかる。 

 

【図表 1-24今後の取組強化が特に期待されている部分 2017年版ものづくり白書】 

 

 

さらに、図表 1-24 によると、データツールを活用することによって、今まで行うこと

のできなかった顧客対応への迅速化や顧客の使用頻度、用途の違いから起こる様々な不具

合についての予知保全や、遠隔保全ができるようになる。たとえば、Amazon.com社が実施

している「定期おトク便」の例で挙げると、定期的に消耗品を届けるといったサービスは

あるが、必ずしもタイムリーに欲しいものが提供できていない。さらに、前月の余剰分と

いった、必要のないストック（保管）が発生する。しかし、IoTを活用することによって、

例えば残量がわかり、なくなる前に商品が届くといったサービスを提供できる新たな付加

価値を創り出すことができるようになる。 

また、会社内に目を向けると、共同受注のプラットフォームを形成できるようになるな

ど、予測生産の実現や遠隔地における工場同士のコミュニケーションなどにも使え、生産

性の向上や手作業で行っていた管理のコスト削減といった生産効率を上げることによる

付加価値を生み出せるようになる。 

 

 

 

 

 

○コマツ建機販売株式会社の事例 

IoT を活用して、KOMTRAX というコマツが建設機械の情報を遠隔で確認するためのシステムを

開発。車両システムには、GPS、通信システムが装備され、車両内ネットワークから集められた情

報や GPS により取得された位置情報が通信システムにより送信される。 

サーバ側システムでは、車両から送信されたデータを蓄積し、インターネットを通し、顧客やコ

マツ販売代理店に提供される。保守管理や車両管理、稼働管理をソリューションサービスとして提

供することにより、他社との差別化を図っている。 

 

出典：2017 年版ものづくり白書 
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２．イノベーション人材の育成について 

（１） イノベーション人材についての課題 

検討部会において「イノベーション人材」について議論し、意見をまとめたものが図表

1-25である。 

 

【図表 1-25事業戦略策定のステップと組織のマインドセットとの関係性】 

 

図表 1-25 にあるように、事業戦略策定ステップにおいて、経営方針及び経営理念や事

業戦略は策定しているものの、それらが直接的につながっておらず、経営ビジョンの設定

やビジネスコンセプトの策定までに至っていないという意見が挙がった。この課題を解消

するためには、経営者には「経営者の意識改革」「経営ビジョンに基づく事業戦略の明確

化」をすることが求められ、幹部・管理職の面からは、「自社の強み発見」「先端技術情報

の入手」「専門家の活用」をすることなどが挙げられる。 

経営者を含め、経営幹部・管理職に求められる能力として、時流を見極め、今後、起こ

り得る市場の変化を捉え、今ある経営資源のうち「未利用資源」を発見し、それをマッチ

ングさせるための先見の明が大切である。 
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【参考：経済産業省イノベーション 100委員会レポート】 

 

 

 

（２） 経営者育成について（提言） 

第一に求められるのが、組織全体のマインドセットである。経営者の経営理念や経営ビ

ジョンがしっかりと従業員にも伝える必要があるが、経営者自身がそこに気付くことが難

しく、組織のマインドセットを変えるには外部の客観的な視点が必要である。そのことか

ら、他の経営者などの交流や専門コーディネータといった異なった視点を持つヒトからの

情報を得る機会が重要である。 

第二に、経営者の意識改革は前提条件にあるものの、イノベーションを起こすには、「リ

スクをとって新たな事業にチャレンジする姿勢」が必要であり、イノベーションの風を感

じることができる組織風土を作ることが重要である。 

このように、10年後の八尾市の産業のあるべき姿を考え、次世代を担う人材を育成する

ことの必要性を考えたときに、イノベーションを起こすイントレプレナー（社内起業家）

の育成が重要であり、そのような機会の提供が求められている。 

 

出典：2016 年版ものづくり白書 
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３．企業間連携について 

（１） 市内企業のサプライチェーンの現状について 

市内企業のサプライチェーンの現状について、検討部会の中でとりまとめたものが図表

1-26である。この図について、市内企業のポジショニングをみると、いわゆる大企業のよ

うなメーカーポジションをとる企業は八尾市内において少なく、多くの場合、市内企業の

ポジショニングは第３次以下の下請企業もしくは、OEM生産を行う企業である。 

次にサプライチェーンからみると、下記の二つのことが市内企業に求められていること

がわかる。 

一つ目は、高付加価値化をめざす場合には、メーカーからニーズといった情報を取得す

る機会をつくることである。それは、仲介業者や商社などのミドルマンが情報を握ってい

るため、直接的に情報を取得する機会がないからである。また、二つ目は、エンドユーザ

ーに対する自らの技術やサービス、商品についての価値提案能力を向上させることである。

それは、求めに応じた加工、製品をつくってきた経過から、自らの技術や価値の可視化を

する必要がなかったからである。 

技術力についての価値提案には、他分野展開についても視野に入れる必要があることか

ら、誰もが理解できる技術の可視化をどのように行うかが重要となる。また、OEM 生産を

行う市内企業も多いことから、製造から小売、広報戦略まで自社内で内製化し、エンドユ

ーザーとの直接のつながりを持つ製造小売（SPA）のポジショニングをとる企業が多くな

るのではないかという議論に至った。 

今後の産業振興を考えたときに、エンドユーザーとのつながり（情報）を持てる機会を

中小企業に提供する必要がある。 

また、図表 1-23 からも、中小企業にとっては企業間連携による今後の可能性について

は期待できるところである。 

 

【図表 1-26市内企業のサプライチェーン】 
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（２） 新たな取引について 

情報取得者の関係について、検討部会で議論し、意見を取りまとめたものが図表 1-27

である。下請け企業や OEM生産の企業等が、新たなビジネス展開を考えるために、エンド

ユーザーからいかにしてニーズなどの情報を得て、それを活用するかが重要である。最近

のトレンドでいけば、メーカーとの共同開発は、コンビニエンスストアが主導しているこ

とが多い。厳しい競争下で限られたスペースを有効活用して販売戦略を進めるコンビニエ

ンスストアは商品のテストマーケティングにも長けており、そのノウハウを活用すること

は非常に有効的であり、商品寿命が長くなる傾向があるとの調査結果も出てきている。 

こういったエンドユーザーの購買行動を把握する企業の意見を取り込むことが、現在の

ビジネスにおいては大きなヒントであり、ユーザーが直面する課題に対して、サービスや

製品を創造または改良するユーザーイノベーションにつながる手法となっている。 

ユーザーイノベーションには二つの代表的な手法がある。一つは、企業がリード・ユー

ザーの特徴をもつ消費者であるイノベーターを見つけ、その情報からイノベーションを行

うという手法である。二つ目は、重要な市場動向の最先端に位置するリード・ユーザーが、

自らのニーズを充足させる解決策（イノベーション）から高い効用を得るという特徴をも

つ「リード・ユーザー法」と、広く消費者イノベーターから情報を発信してもらい、その

中の最適な情報からイノベーションを行うという「クラウドソーシング法」の二つに分類

される。クラウドソーシング法は、近年のインターネット（SNS）の進展で、多数の消費

者である「群衆」（クラウド）にリーチできるようになったことにより、さらに効果が期

待されている。 

こうした手法を用いて、ユーザーのニーズをいち早く勝ち取り、自社にとって必要な情

報を取捨選択するために、チャンスを掴むための経営資源と予兆分析をマッチングさせる

ことがカギとなる。 

また、これまでの取引等の担当者だけに蓄積されてきた顧客に対するアナログデータに

ついて、いかにデジタル化していくかが重要であるとの議論に至った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

【図表 1-27情報取得者の関係図】 

 

 

 

 

（３） クリエイティブな産業の創造に向けて 

課題解決に向けた新商品開発において、何が必要であるのかを検討部会において議論し、

意見をまとめたものが図表 1-28 である。自社の新たな製品やサービス開発に向けて、ど

のような専門家との機会が必要かとの質問をしたところ、第三者の視点に立ったアドバイ

スが必要との意見が挙げられた。特に、今まで以上に求められた機会の提供として挙げら

れたのが、リードユーザーやデザイナーをはじめとしたクリエイター、コンビニエンスス

トアなどのエンドユーザーとの距離の近い販路を持ったバイヤー、トレンドの発信者であ

る雑誌などである。 

また、継続的に必要な支援として、中小企業サポートセンターの専門家のサポートとい

う意見も多く、社内では持てない視点の意見を受けることにより、新たな気付きによる事

業展開ができる。今後は、継続して市内企業に対して、行政が出会いの機会を提供すると

ともに、リードユーザーをはじめとしたエンドユーザーや企画部門の専門家であるクリエ

イターとの出会いといった、今まで機会の提供の少なかった地域内外の人を巻き込むこと

によって、クリエイティブな産業が創出していくとの議論に至った。 
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【図表 1-28地域課題解決型新規事業開発】 

 

 

 

 

４．広報戦略について 

（１）価値提案について  

ただモノを作れば売れる時代は終わり、今は、会社の歴史や強みをどのようにストーリ

ーテリング「知ってもらう」ことが大切となる時代である。 

特に、Facebookをはじめとした SNSの活用が議論され、委員の中ではインフルエンサー

の発信力を活用して市外をはじめ、他府県の顧客の獲得に成功するなど、今まで顧客がい

なかった商圏の広域化に成功している事例も挙がった。 

こうした自社の発信を通じて、新たな商品開発の話が舞い込むなど、新たなビジネスの

広がりが生まれ、エンドユーザーとのつながり、共感を通じて自社の魅力をさらに発信す

るきっかけづくりができ、さらなるクチコミへとつながり、顧客を獲得した事例もあった。 

それとは対照的に、常連客へのケアをすることにより、コアユーザーを獲得し、そこか

らクチコミが広がるといった事例もあった。 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）イメージ戦略について 

今、団塊の世代の引退を皮切りに、全産業と言っていいほどの人材不足が生じている。

とりわけブルーカラーというイメージの強いものづくり企業にとって、課題は深刻であり、

委員の中には働き方の多様性を認め、女性従業員を採用したいといった意見も挙がった。

また、八尾市内に在住する高校生や大学生のための雇用の受け皿となるために、クリエイ

ティブ産業へと自社ブランドの価値を高め、若い世代が働きたいと思えるような会社づく

り、製品・サービスづくりへと転換していきたいといった声も聞かれた。 

特に、幼少期から八尾の産業への関心をいかにもってもらうかという視点は、非常に多

く議論に挙がり、ものづくりの楽しさを知ってもらい、体験できる場が必要であるといっ

た声が挙がった。 

とりわけ、人づくりを地域内から促し、また地域外からも「八尾にいけば何か新たなモ

ノを生み出すことができる」といったイメージ戦略、そして、まち全体のブランディング

を行政だけでなく、企業も行っていくべきだという議論に至った。なお、行政への提言に

ついては第４章で言及することとする。 

昔、物部氏の拠点であった八尾に「弓削」という地名があり、そこでは古くは弓を削っ

てそれを運ぶ姿を見て「矢を背負う」→「矢負（やお）う」→「八尾」という地名の由来

の一つにあるように、ものづくりの DNAが色濃く残るまちであるというストーリーを一つ

とっても八尾の価値である。 

こうしたストーリーが脈々と語り継がれ、市民をはじめ、企業の誰もが語れるようにな

ってこそ、八尾のブランド価値を全国に認知されることになると考えられる。 

 

 

▼OpenFactory による価値提案 

（株式会社 諏訪田製作所の事例） 

株式会社諏訪田製作所では、原材料を鍛えるところか

ら、仕上げまでを一貫して、ハンドメイドを自社内で行

っている。そのモノづくりの現場を公開することで、商

品へのこだわりを伝えたいとの思いで工場を「オープン

ファクトリー」に改装。工場見学ではガラス越しに見学

するだけでなく、工場内に設置されたカメラを操作する

ことで、細部まで様々な工程を見学することができる。 

 また、工場内には廃材を活用した職人達のオブジェや

照明などが飾られているので、それも見どころの一つ。

ギャラリーもあって、諏訪田製作所の商品や歴史を見る

こともできる。 
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（３） 広報戦略について求められること（提言） 

イノベーションとは、単に技術革新という意味だけではなく、異なる視点の組み合わせ

（結合）によって生まれ、そこから新たな視点で新規事業をいかに生み出していくかが重

要となる。そうした観点から、さまざまなアイデアやテクノロジー、そしてヒトとの出会

いや取引を加速させ、多くの情報を得る場の提供が大切になってくる。また、情報の発信

の面では、SNS の拡散は今やビジネスにとって不可欠なものになりつつあり、いかに人々

の共感を呼ぶことができるかがカギとなっている。また、会社を知ってもらう価値提案の

手法の一つとして、工場見学（オープンファクトリー）も効果的であると考える。ただ、

そのような試みをしていることを知ってもらう情報発信については、行政支援にも協力を

求めるところである。 
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第４章 八尾市の産業振興の今後 

１．八尾の価値について  

検討部会において、「八尾の価値」とは何なのかについて様々な意見を出し合い、議論

を行った。第１章にも示したように、市内企業の多くが下請け企業であり、生産工程が多

岐にわたる。八尾市は、例えば福井県鯖江市などのように、「眼鏡」といった特定の産業

に関する企業の集積が突出して多いというわけではない。 

このような産業構造を踏まえて、「八尾の価値」とは何であるのかについての議論の深

掘りを検討部会において繰り返し行った。 

また、まちとしての価値を質問した際にも、古くは、物部氏のものづくりの拠点といっ

た歴史や文化、はたまた八尾空港というゼネラルアビエーションの存在、さらに、鉄道の

駅の多さなどの交通の要所といった様々な側面の「八尾の価値」についての言及があった。 

 

▽「八尾の価値」をどのように提案するのか。 

八尾市には、生産工程が多岐にわたる企業の集積がある。つまりは、アイデアや情報を

持ち込めば、試作から加工、生産といった一連の流れを仲間受けにより行え、製品が出来

上がっていく。まち全体をひとつの企業に見立て、八尾に所在する企業の叡智を結集する

ことで、ひとつのバリューチェーンを構築することが、八尾の新たな価値創造につながる

のではないかと考える。 

さまざまな企業とのコラボレーションにより、ものづくりのイノベーションが起こせる

テクノロジーのまちといったイメージを発信していくことが、今後の産業集積を考える意

味でも必要となってくる。 

そこで、個性ある企業による、何か新しい価値を生み出せる場を創設（実践型による人

材育成）する必要性があるとの意見も挙がり、本体会議で付託された事項が図表 1-29 で

ある。 

 

【図表 1-29本体会議で付託された事項】 
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２．環境整備について（場づくり、人づくり） 

（１） アクティブラーニングについて 

スタートアップやデザインの領域で「失敗を恐れてはいけない」「失敗から学ぶ」「早く

失敗する」というフレーズや「ラピッドプロトタイプ」といった言葉がよく使用される。 

紙パックの不要や「吸引力の変わらないただひとつの掃除機」というイメージを浸透さ

せ、従来の掃除機の価値観を変えたダイソン社の掃除機は、実に 5,127個のプロトタイプ

を作成した結果の産物である。 

このように、アイデアをプロトタイプに起こし、トライ＆エラーを繰り返しながら、最

終製品やサービスを開発するに至ったケースは世の中にたくさんある。 

よりすばやく試作を生み出し、市場の反応、意見を取り入れていくことは製品・サービ

スの開発の場面で、最近ではよく取り入れられる手法になってきている。例えば、SNS や

クラウドファンディングの広がりによって、作っては市場の反応をみるといったテストマ

ーケティングの手法はより身近になってきている。 

また、スマートフォンのアプリなどはその典型的な例であり、より素早く製品やサービ

スをリリースし、ユーザーに使ってもらうことで、新たな改良や品質向上に向けた取り組

みを絶えず行っていく方法が一般的になりつつある。あるいは、開発の段階で一般消費者

に参画してもらうようなユーザー中心、人間中心の商品開発を行うようなサービスも生ま

れ、中小企業においても、その手法へのアプローチは容易になりつつある。 

 

（２） コラボレーションラーニングについて 

イノベーションという言葉を紐解くと、物事の「新結合」「新機軸」「新しい切り口」「新

しい捉え方」「新しい活用法」（を創造する行為）のことである。 

様々なヒト、アイデア、テクノロジーが交わる場所を設定することで、新たな結合が生

まれ、コラボレーションを通じて、イノベーションが創出されると考えられる。これまで

も、企業間の連携が必要であるとの意見が多くあり、交流会の開催機会が多く設けられた

が、その中でイノベーションとなる事業につながるケースは少なかった。アクティブラー

ニングと同様に、連携事業の実践の場であり、トライ＆エラーができる場が求められてい

る。そのような場を活用することにより、イノベーションが創出されていくと考える。 

 

（３） もたらす効果について 

「八尾の価値」と事業者の活動を掛け合わせることによって、何がもたされるのかを検

討部会において議論し、意見を整理したものが図表 1-30 である。上段において、八尾の

価値について言及したところであるが、その価値は誰にとっての価値であるのかを整理し

たところ、大きく二つに分けられた。それは、八尾市外の消費者に対するものと、市内の

事業者に対するものである。つまり、「八尾の価値」について、市外の多くの一般消費者

に知らしめる機会をつくり、その場で市内事業者が技術の可視化や製品のブランディング

力をつけ、付加価値を高めるための会社づくりを体験することにより、八尾市にビジネス

の可能性を感じる人が増え、雇用がうまれ、まちが栄えるといった八尾市中小企業地域経
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済振興基本条例の主旨に沿うものになると考えられる。 

 

【図表 1-30ワークショップの意見整理】 

 

 

（４） イノベーション創出の場づくりについて（提言） 

こういった消費者やユーザーに出会うきっかけ、自分たちの製品やサービス、ひいては

会社そのものの価値に触れてもらい、体感してもらうことがものづくりのイノベーション

を推進するうえでも重要な要素となっている。これまでは、セミナー開催や展示会といっ

た一方的に学ぶ機会が多くあったが、その場合であると一過性なものになることが多く、

手を動かしながら、試作を作るなどの機会が求められているのである。 

また、このような消費者を交え、クリエイターに向けて作り手の存在を大きく示すこと

が「八尾に行けば、何かが生まれる」といったイメージ戦略となり、ものづくりによるイ

ノベーションが創出する場になるのではないかと考えられる。 

 

３．IoTを活用したハードウェアイノベーション拠点に向けての挑戦  

中小企業の組織内において、IoTの知識に長けた人材はまだまだ不足している。現状を

踏まえたうえで、行政として専門に研究している大学や大企業などとコラボレーションを

生むようなきっかけを提供することが、来る第４次産業革命に備えるためには大切になっ

てくる。 

しかし、2016年版ものづくり白書を基に、委員の身の回りで起こっている AI、IoTの活

用方法について議論を展開したところ、具体的に AI、IoTが自社のどういった部分で活用

できるかといったイメージを持つことが難しいという意見が多かった。そのため、実践場
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所により、モデル事例をつくり学んでいくことからはじめるのが良いのではないかとの結

論に達した。また、第４次産業革命関連における今後の可能性から、地域未来投資促進法

に基づく基本計画の策定について提案したところである。 

数多ある製品、サービスの中からインターネットやクチコミなどから情報を得て、消費

者が購買する一連の行為の中で、消費者行動は変化し続けている。ただ“モノ”を買うと

いうよりはその会社のビジョンや作り手の想い、ストーリーやそれに付随する保守サービ

スも含めて“コト”を消費している。 

八尾市における産業集積を維持していくためには、このような事業者の自発的な活動を

支援するための環境整備を行うことが求められている。そのことが、八尾市中小企業地域

経済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、イノベーションの創出を促し、市民生活を支え、地域社会のさらなる発展につなが

る支援になることを期待する。 
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平成 28・29 年度 産業振興会議提言書（概要版） 
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資料 

平成 28･29 年度「八尾市産業振興会議」委員名簿 

氏 名 所属団体等 備考 

乾 真治 八尾商工会議所（ラピス株式会社 代表取締役社長）  

今井 重一 公募委員  

樫本 佳子 八尾市消費問題研究会環境部会長  

勝浦 宏祐 北本町中央通商店会 会長（香留壇 代表者）  

加藤 志津子 公募委員  

川江 正美 公募委員  

進藤 由之 大阪府商工労働部商工労働総務課企画グループ課長補佐  

髙橋 慎二 大阪経済法科大学（経済学部准教授）  

滝本 優枝 近畿大学経営学部商学科 准教授  副座長 

田口 一江 近畿経済産業局 地域経済部地域開発室長 平成 29 年 6 月 8 日～ 

寺西 幸雄 安中市場商業協同組合 理事長（株式会社寺西 代表取締役）  

長尾 昭子 八尾市女性団体連合会 食生活部会長  

藤原 義春 
大阪府中小企業家同友会八尾支部 理事 

（株式会社藤原電子工業 代表取締役） 
 

文能 照之 学識経験者（近畿大学経営学部教授） 座長 

細川 洋一 近畿経済産業局総務企画部企画課長 ～平成 29 年 4 月 30 日 

村本 順三 さくら精機株式会社取締役会長  

森嶋 勲 公募委員  

山口 昇 株式会社そごう・西武 西武八尾店 総務部長 ～平成 28 年 9 月 9 日 

山田 裕也 公募委員  

山本 俊史 大阪シティ信用金庫企業支援部 副部長  
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平成 28･29 年度「八尾市産業振興会議 検討部会」委員名簿 

氏名 所属団体等 備 考 

乾 真治 八尾商工会議所（ラピス株式会社 代表取締役社長）  

今井 重一 公募委員  

勝浦 宏祐 北本町中央通商店会 会長（香留壇 代表者）  

加藤 志津子 公募委員  

川江 正美 公募委員  

髙橋 慎二 大阪経済法科大学（経済学部准教授）  

滝本 優枝 近畿大学経営学部商学科 准教授 副座長 

寺西 幸雄 安中市場商業協同組合 理事長（株式会社寺西 代表取締役）  

藤原 義春 
大阪府中小企業家同友会八尾支部 理事 

（株式会社藤原電子工業 代表取締役） 
 

文能 照之 学識経験者（近畿大学経営学部教授） 座長 

村本 順三 さくら精機株式会社取締役会長  

森嶋 勲 公募委員  

山田 裕也 公募委員  
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平成 28 年度「八尾市産業振興会議」審議経過 

 

第１回八尾市産業振興会議 

日 時：平成 28 年７月 27 日（水）  14:00～16:00 

場 所：八尾商工会議所会館 ３階 中会議室 

議 事：（１）委嘱式 

（２）産業振興会議の仕組みと本年度の進め方について 

（３）国の産業振興に向けた課題と取り組みについて 

（４）大阪府の産業振興に向けた課題と取り組みについて 

（５）八尾市の産業振興に向けた課題と取り組みについて 

 

第２回八尾市産業振興会議 

日 時：平成 28 年９月 30 日（金）  13:30～15:30 

場 所：八尾商工会議所会館 ３階 大ホール 

議 事：（１）大きな環境の変化に対応するための産業振興施策について 

（２）現状把握 

（３）解決すべき課題の発見 

（４）部会検討事項の選定 

 

第 3 回八尾市産業振興会議 

日 時：平成 29 年１月 20 日（金）  13:45～15:45 

場 所：八尾商工会議所会館 ３階 大ホール 

議 事：検討部会からの報告について 
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平成 28 年度「八尾市産業振興会議 検討部会」審議経過 

 

第１回産業振興会議検討部会 

日 時：平成 28 年 10 月 25 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：５年先の八尾のあるべき姿について 

第２回産業振興会議検討部会 

日 時：平成 28 年 11 月 28 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：「今後の産業振興に向けて」解決すべき課題が何であるのか 
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平成 29 年度「八尾市産業振興会議」審議経過 

 

第１回八尾市産業振興会議 

日 時：平成 29 年 6 月 28 日（水）  15:00～17:00 

場 所：八尾商工会議所会館 ３階 大ホール 

議 事：検討部会からの報告について  

 

第２回八尾市産業振興会議 

日 時：平成 29 年 11 月 20 日（月）   

場 所：八尾商工会議所会館 ３階 大ホール 

議 事：平成 28･29 年度 産業振興に関する提言書について  

 

平成 29 年度「八尾市産業振興会議 検討部会」審議経過 

 

第１回産業振興会議検討部会 

日 時：平成 29 年 4 月 11 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）平成 29 年度検討部会に向けて(別紙資料のとおり) 

    （２）10 年後の八尾の産業のビジョンについて  

 

第２回産業振興会議検討部会 

日 時：平成 29 年 5 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 多目的室 

議 事：（１）10 年後の八尾の産業のビジョンについて 

（２）八尾にある価値は何か、それを 10 年後にどう生かすか 
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第 3 回産業振興会議検討部会 

日 時：平成 29 年 7 月 19 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：八尾の価値をどのように提案していくのか  

 

第 4 回産業振興会議検討部会 

日 時：平成 29 年 8 月 18 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）ＩＴ、ＩoＴの利活用の可能性について 

    （２）提言書に向けての方向性について 

 

 

 


