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平成２９年度 第３回八尾市総合戦略審議会 

 

日時：平成３０年１月２９日 午後７時から午後８時15分まで 

場所：八尾市役所本庁舎（８階 第２委員会室） 

出席者：和泉委員，川野委員，後藤委員，清水委員，進藤委員，丹波委員，中田委員，  

野村委員，林委員，増田委員，山本委員，和田委員  

欠席者：油谷委員，佐々木委員，田口委員，枡谷委員  

 

藤本政策推進課長 

 それでは定刻となりましたので、ただいまより第３回八尾市総合戦略審議会を開催

させていただきます。 

 本日、委員１２名に御出席をいただいておりまして、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いること

を御報告いたします。 

 次に、配付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、シティプロモーションロゴマークの市民投票結果について、資

料２といたしまして、市民投票時のロゴマーク活用提案、資料３といたしまして、八

尾市総合戦略に基づく平成３０年度地方創生推進交付金事業、それと資料４といたし

まして、八尾市総合戦略審議会についてという資料となってございます。全ておそろ

いでしょうか。 

 それでは、ここからの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。

どうぞよろしくお願いいたします。  

 

和田会長 

 皆様、こんばんは。ことし初めての審議会でございます。また本年も皆様よろしく

お願いいたします。 

 そうしましたら、審議会のほう開催させていただきたいと思います。本日はいつも

このように夜遅い時間、それから寒い中、皆様御出席いただきましてありがとうござ

います。 

 本日は、お手元のほうにございます次第、大きく議事としましては３つの議事がご

ざいますので、皆様と効率よく、そして活発な御議論を通じてよい審議会にしたいと

思っておりますので、御協力よろしくお願いいたします。  

 それでは、議題に沿って議事、まず１つ目ということでございまして、シティプロ

モーション推進のロゴマークがいよいよ決定いたしましたので、その市民投票結果に

つきまして事務局より御説明よろしくお願いいたします。 

 

中西副主査 

 それでは、シティプロモーション推進ロゴマークの市民投票の結果について御説明

させていただきます。着座にて失礼いたします。  
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 それでは資料１、横長のカラーのものをごらんいただきまして、まず市民投票につ

きましては、平成２９年１２月１５日から平成３０年１月１５日までの期間で、方法

といたしましては市内２５カ所に設置しました投票箱への直接投票、そして電子メー

ル、ファクス、郵送となっております。  

 総投票数は、この資料にあります１，２００票と、無効票合わせました１，２１１

票でして、それぞれの得票数につきましては、作品ナンバー１番、３４５票、作品ナ

ンバー２番、６８１票、作品ナンバー３が１７４票となりました。  

 資料１についての説明は以上となりますが、続いて最優秀作品及び優秀作品の決定

方法について説明いたします。前回の審議会においてお示しいたしました、平成２９

年度八尾市シティプロモーション魅力発信ロゴマーク選定実施要領によりますと、八

尾市総合戦略審議会において市民投票の集計結果に基づき、市民投票の作品３案より

最優秀作品及び優秀作品を協議により決定するとなっております。  

 今回事務局からの御提案といたしまして、得票の一番多かった作品を最優秀作品と

し、この作品をそのままシティプロモーション推進ロゴマークとして活用することと

し、次に得票の多い作品を優秀作品としたいと思います。  

 資料１についての御説明と、最優秀作品及び優秀作品の決定方法については、以上

となります。 

 

和田会長  

 ありがとうございました。ただいまの事務局の御説明について、委員の皆様、何か

御質問等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。  

 そうしましたら、事務局の御提案のとおり、得票の一番多かった作品を最優秀作品

としまして、その作品をそのままシティプロモーション推進ロゴマークとして活用す

ることとし、次に得票の多い作品を優秀賞ということでよろしいでしょうか。  

 ありがとうございます。それでは、この場で得票の一番多かった作品、ナンバー２

を最優秀賞としまして、次に得票の多いナンバー１を優秀賞として決定いたします。

ありがとうございました。  

 そうしましたら、そのように決定いたしまして、次に活用方法について事務局より

御説明お願いします。 

 

中西副主査  

 では続きまして、Ａ３横長の資料２をごらん願います。前回の審議会でいただきま

した意見を参考にしまして、投票時にロゴマークの活用方法について投票用紙に自由

記述欄を設けまして、投票とともに活用方法の御提案をいただきました。  

 資料２のとおりですが、まず大きな分類としまして、グッズ製作、市からの印刷物、

掲示物、キャラクター化という形で分類させていただきまして、その数の集計を行い

ました。それぞれの分類の横の１０４や５１といったこの数字は、この提案をいただ

いた数となっております。  

 その中で、グッズ製作のほうの分類を例にとりますと、例えば雑貨、衣服、シー

ル・ステッカーといった小さな分類を行いまして、それぞれの小さな分類の横の点線
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に囲まれた数、２７、２５といった数字がその提案の数となります。  

 全体といたしましては、前回の審議会で委員の皆様からいただいた意見に当てはま

る内容が多くなっておりまして、数で申し上げますと、先ほども申し上げましたが、

大分類で多いものからグッズ製作、市からの印刷物、掲示物、そしてキャラクター化、

インターネットの活用、そしてコラボレーション、メディア活用、そして最後、職員

の使用という形になっております。 

 また、キャラクター化という分類におきまして、バリエーション展開などという提

案もございましたが、今回シティプロモーション推進ロゴマークとして選定いただい

た作品ナンバー２については、例えば印刷用のモノクロのバージョンでありますとか、

中央の人型のキャラクターのみのバージョン等が作成可能かどうかということで、作

者との調整を行っているところでございます。 

 ロゴマークとしては、この資料１でお示しした形のカラーのものを使用するという

ことで、先ほど決定いただいたところですが、使用場面によってはモノクロにしたり、

簡素化したりといったこともある程度は可能かと考えております。  

 資料２の御説明は以上となります。  

 

和田会長  

ありがとうございました。前回、この審議会で委員の皆様からいろんな活用方法

を既に出していただいたところでございまして、それプラス今回投票いただいた方々

のものを、事務局の皆様には大変お手数ながらかなり項目ごとに分けていただきまし

て、どのあたりが一番やはり投票が多かったかとか、提案等が多かったかという合計

数も入れていただきましたので、見やすいかと存じます。既に審議会でかなりいい御

意見をいただきまして、それと関連させてということでございますので、まだ前回審

議会以降で委員の皆様のほうで、ぜひこういうのがと思いつかれたもの等、御意見と

してはお持ちいただいている方がいらっしゃいましたら、この場で活発に御意見いた

だけたらと思います。いかがでしょうか。  

 

和泉副会長  

 投票時にですね、投票いただいた皆様に御意見を頂戴するということで、たくさん

いろんなことを考えていらっしゃるのだなということと、たくさん集まったというこ

とは、本当に審議会としても喜ばしいことでして、この中で、あるいはまたプラスア

ルファの中で何か有効な活用の仕方というのも一生懸命頑張って、考えていただきた

いなと。僕もこんなにたくさん意見いただけると思いませんでしたので、本当にたく

さんいろいろございます。特に修正箇所はありません。 

 

和田会長  

 皆様、いかがでしょうか。  

 今日、市民委員の御参加としてはお二方、増田さん、中田さんで、もしよろしけれ

ば何かないでしょうか。今出ている案でも、よかったらそれで結構ですし、市民の方

ですので、これからロゴマークをよくごらんになると思うので。 
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増田委員  

 これで大丈夫です。 

 

和田会長  

 中田さん、いかがでしょうか。  

 

中田委員  

私も追加の意見は特にありません。 

 

和田会長  

特にないですか。はい、わかりました。  

 そうしましたら、こちらも資料２を見ていただいてもかなりのところまで、今のと

ころ出ておりますので、今後ぜひ市内外で八尾市の魅力がこのロゴマークを通じまし

て、また広がっていったり発展につながるという媒体になっていくと思いますので、

ぜひ御活用のほう、事務局もお考えいただきたいと思います。  

 そうしましたら、議事１につきましてはこちらで終わりまして、議事２に移りたい

と思います。 

 議事２、地方創生推進交付金の平成３０年度事業ということにつきまして、事務局

より御説明をお願いいたします。  

 

中沢主査  

 政策推進課の中沢です。議事２の総合戦略地方創生に係る平成３０年度の取り組み

について、資料３を用いて御説明させていただきます。着座にてさせていただきます。 

 資料３をごらんください。八尾市総合戦略に基づき、平成３０年度の予定事業とし

て、国の地方創生推進交付金に申請いたしました内容となります。  

 まず、左側の１つ目の事業として、おもしろくて楽しい最高なまち八尾定住魅力創

出発信事業についてですが、急速な少子高齢化により人口減少が進む中、若い世代に

選ばれるまちとなるよう、若者ならではの視点や発想を取り入れ、若者による提案の

実現を図っていく取り組みを進めるほか、より多くの市内外の人々に八尾の持つ歴史

資産等、地域資源の魅力を最大限に発信すること等により、住みたい、住み続けたい

と思える魅力あるまちの実現を目指すため、平成３０年度に以下に示す６つの取り組

みを進めます。総事業費として３，６６４万２，０００円とし、国に対して交付金の

申請を現在行っているところでございます。  

 本事業の重要業績評価指標、以下指標と呼ばせていただきますけれども、こちらは

平成３０年度までを期間としている事業でございますので、その間追っていく指標と

いたしまして、転出超過者数、八尾市の魅力について尋ねられたとき答えることがで

きる市民の割合、４０歳代以下の定住意向割合と設定しております。 

 次に、事業の内容につきまして、要点となる取り組みを抜粋して御説明させていた

だきます。まず、①につきましては、以前から実施しております大学等との連携によ
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るにぎわいづくりの取り組みとなります。具体的には、市において地域連携負担金と

いう交付金の仕組みがありまして、大学等から申請を受け付け、お金を交付して学生

に地域活動や参画していただきながら、連携した取り組みを実施するというものです。

来年度早々、大学等からの申請に基づき、実施してまいります。  

 次に、②の若者視点・市民視点によるシティプロモーション事業については、平成

２８年度に実施された市民参画による取り組み、若者会議にて市民目線・若者目線で

御提案いただきました事業を、今年度に引き続いて来年度も実現に向けて取り組むほ

か、現在来年度に実施する市民提案事業を受け付けるなど、市民や地域と協働で若者

目線・市民目線の事業を推進していく予定としております。  

 また、市の魅力を再発見していただくためのイベントなども想定しており、それら

により、市内外への魅力発信の取り組みを進めてまいります。  

 次に、⑥の歴史資産のまち八尾推進の取り組みにつきましては、本審議会副会長の

和泉先生にも現在御参画いただいている市の取り組みでありまして、前回の本審議会

でも取り組みの御紹介、御説明をいただきましたが、新たな八尾の魅力として、平成

２９年１１月に国の史跡としての新指定に答申された由義寺跡につきまして、今年度

末に正式に国史跡指定を受けることとなる見込みとなっております。来年度は、その

由義寺跡の魅力発信に関するシンポジウム等を開催するなど、⑤に記載しております

高安千塚古墳とも合わせまして、本市が有する歴史的資産の利活用を進めてまいりま

す。 

 こういったあたりが、本市として特に力を入れたい地方創生総合戦略に係る取り組

みのラインナップとなっております。その他の事業につきましても、平成２９年度に

引き続き取り組みを進めてまいります。  

 続いて、資料の右側、２つ目の事業として、ＩоＴを活用したハードウエアイノベ

ーション推進拠点構想についてですが、「誰もがいつでも気軽にクリエイティブを」

をキーワードに、市内外の企業や大学などのものづくりやサービスの経験を楽しみな

がら体感できる機会を、民間企業のアイデアを活かした形で提供し、テクノロジー・

人・アイデアなどの出会う拠点を創設し、多種多様な人々が往来することによるイノ

ベーション創出を、①、テックラボ、触れるをテーマにクリエイティブなプロダクト

やサービスを体験できるスペースを構築。②、オープンファクトリー、つくるをテー

マに市内企業のものづくりの技術力を体感できるワークショップを体験できるスペー

スを構築。③、クリエイティブハイブ、生み出すをテーマに、人と人とが交流し、競

争によりイノベーションを誘発するようなワークショップ等を開催できる、交流サロ

ンの開設のための基盤整備という３つの基本構想に基づき、民間企業の魅力や資源、

力が結集する場の創出を官民一体で推進してまいります。この事業の総事業費を３，

５００万円とし、国に対して交付金申請を行っているところでございます。  

 本事業の指標を、平成３１年度までを期間として、当該事業に参画する企業の新事

業展開数、官民共同事業として当該事業に参画する企業数、当該事業の対象者である

子供や若者など、施設利用者数を設定しております。  

 なお、先ほどの事業とあわせまして、両事業とも今年度平成２９年度からの事業と

なっておりますので、設定した指標に対する実績はまだ出ておりません。  
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 本事業の取り組みの内容につきましては、平成２９年度中に地域企業と連携して①、

事業コンセプトのデザイン、空間のデザイン。②、参画企業を募る組織づくり。③、

自主運営を行うための事業スキーム作成を行っております。来年度、平成３０年度に

つきましては、テックラボオープンファクトリーで活用するＶＲ等のコンテンツの作

成を進め、平成３０年８月オープンを目指して取り組みを進める予定としております。  

 なお、右側の、今御説明しましたＩоＴを活用したハードウエアイノベーション推

進拠点の関係につきましては、別でもう１枚資料を参考でお配りしておりますので、

そちらもよろしければごらんください。  

 説明は以上となります。  

 

和田会長  

 ありがとうございます。今のＩоＴなのですが、参考までにということで、こちら

の資料のことをおっしゃっていると思うのですが、御説明をしていただけたらと思い

ます。要所要所で結構ですので。例えばこれまでの経過というところや、裏側にもせ

っかくパートナーというので企業さんなど、いろいろ書いていただいているので、御

説明どうぞ。 

 

藤本政策推進課長  

 そうしましたら参考資料、カラーのほうの資料につきまして、ちょっと簡単に御説

明をさせていただきたいと思います。  

 取り組みの概要につきましては、今担当から御説明させていただいたような内容で

ございまして、こういうハードウエアイノベーション推進拠点ということで、ＬＩＮ

ＯＡＳの８階のところをつくっていくというような内容ですが、今年度、２９年度に

おきまして進めている取り組みといいますのが、こういう拠点を来年の８月ごろにオ

ープンしていくというような目標の中で、今年度は参加していただく企業さんであり

ますとか、それをコーディネートする事業者を、これまでの経過の８月のところにプ

ロポーザルとありまして、この取り組みを進める、コーディネートをする事業者を募

集するということを８月から進めてきております。その中で、いろんな審査を経て１

１月に契約（フジテレビ）と書いてありますが、フジテレビさんがこのプロポーザル

で選定をされまして、この事業のコーディネートにあたっていただいている、という

ことになっております。 

 それ以降、ここに、この事業に参画いただく企業の皆さんを募集させていただき、

今現状裏面に書いておりますような、パートナーということで、企業さんらのマーク、

ロゴが並んでおりまして、こういった事業者が御参画していただいている、３５社ほ

どあるのかなと思うのですが、こういう事業者さんに御参画をいただきつつ、それと

サポーターということで中小企業サポートセンターをはじめ、関係機関ですね、こう

いうところにもかかわっていただきながら進めているところです。  

 今年度、デザインのプロジェクトの進め方やロードマップということで、その上の

ところにも書いてありますが、１２月ごろからそういうキックオフの会議を開き、ワ

ークショップをしながら、具体的にどういった取り組みをやっていくかというのを御



－7－ 

参画いただいている皆様方、企業様方とともにつくり上げているというようなところ

が現状です。取り組みの中身を考えているというところと、工事ですね。もともと八

尾にお住まいの方々は西武の８階、場所的には西武ホールとかイメージしていただけ

るのかなと思いますが、あそこの場所を使っていくというようなところになっていま

すので、そこの場所を整理する工事なども今後入っていく流れになっております。  

 今の状況といたしましては、このような状況です。 

 

和田会長 

 ありがとうございます。そうしましたら、資料の３の左右の２つの事業につきまし

て、現在八尾市が国に対して地方創生の推進交付金の申請をなさっている事業という

ことですので、晴れて交付金の申請が認可されるだろうということを前提にしまして、

議論を深めていきたいと思っている次第でございます。  

 この平成３１年度までの計画ということでございますので、今後の展開に向けた提

案ということで、現在事務局からのほうでこのような取り組み、成果指標に関しまし

てもう既につくっていらっしゃるわけですけれども、委員の皆様でさらにこういう取

り組みを入れてみたらどうだとか、指標としてこういうものがあるほうがよりインセ

ンティブが働くのではないかとか、そういった御意見を、順序としましては左側のお

もしろくて楽しい最高なまちの事業から、皆様に御意見いただけたらと思います。ど

の方からでも結構ですので、よろしくお願いします。  

 

後藤委員  

 おもしろくて楽しい最高なまちということで、③の文化芸術の振興によるにぎわい

づくりということで、音楽祭とか吹奏楽のコンサートを開催して、あわせてグルメと

か特産品も同時開催するということですけど、会場は分かれているんでしょうか。 

多分、何か広いところで、片隅でステージがあって、そこでやって音楽が流れて

いるというような、そのようなイメージなのでしょうか。それともわかれているので

しょうか。 

 

藤本政策推進課長  

 こちらの③の取り組みということで、場所はプリズムホールを活用いたしまして事

業をやっていくというところでして、館の中、いろんな場所でそういうグルメの取り

組みでありますとか、コンサートとか、複数兼ねて同日にやっていく、というような

取り組みになってございます。  

 

後藤委員 

 私のイメージだと、河内音頭、お祭りのときもそうなのですが、やっぱり夜店とか

そういうものがあって、皆さんがにぎわいを求めて出てきたときに、後ろに音楽が、

太鼓の音が鳴っているとか、そういうことにすごく心が高揚するというのか、前、河

内音頭の発祥のお寺である常光寺で、地域のお店の方がたくさん出店されていたので

すが、本当に、ただ店があるだけだから、何かやっているな、としか思わないですよ
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ね。 

だけどやっぱりお祭りのときとか、あるいは野外イベントでコンサートをやって、

そこに出店が出ている、といたら、何かロックバンドのドラムの音などが、本当にも

うそこらじゅうでバックで聞こえている中で買い物などをしていると、だんだんだん

だん高揚してくるので、何かそんなイメージのほうがいいのではないかなと思うんで

すね。コンサート、オーケストラとか吹奏楽というのはどうしてもああいうホールで

やるのだろうなと思ったのですが、それよりも本当に外でやるというか、何かそんな

感じで、そこに食べ物屋さんとかが出ていてやっていったほうがいいような、と私は

思いました。 

 

和田会長  

 ありがとうございます。今の御意見につきまして、事務局のほうで何かありません

か。 

 

藤本政策推進課長  

 こういうイベントをするときって、委員の御意見でもありますように、雰囲気づく

りといいますか、盛り上げていくというような点というのは重要なのかなと考えます。

今回、ホールを使いましてのコンサートと、ホール以外の場所でそういう特産品の取

り組みを行いつつ、光のプラザという、プリズムホールの入ってすぐのちょっと広い

ところがあるのですが、そこの部分で、ホールでのコンサート以外に、吹奏楽のミニ

コンサートのような取り組みもやりながらするというようなことも聞いておりますの

で、また今日出ました御意見など、担当課にお伝えして、そういう盛り上げるといい

ますか、雰囲気も大事にしたイベントとしてしっかり効果が上がるようにお伝えさせ

ていただきたいと思っております。  

 

和田会長  

 ③の事業など、今後藤委員がおっしゃった、室内だけじゃなくて室外といいますか、

外にという部分で、両方のほう、ぜひ担当課にお伝えいただきまして、活用をお願い

いたします。 

 ほか、いかがでしょうか。  

 

山本委員  

 こちらに書いているＫＰＩ目標ですが、これはどういう根拠でこういう人数が出て

いるのですか。 

 

藤本政策推進課長  

 まず、今、左側の事業についてのＫＰＩにつきましては、２つ目の八尾市の魅力に

ついて尋ねられるときに答えることができる市民の割合でありますとか、４０歳代以

下の定住意向割合といいますのは、本市で実施しております市民意識調査の結果から

出てきている割合で、今後伸ばしていきたいといいますか、今後取り組みをすること
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でその割合を増やしていく目標値というような設定の仕方と、実績に基づく目標とい

うことになっております。  

 

山本委員  

 この転出の減というのは。  

 

藤本政策推進課長  

 これが統計で出ているものです。 

 

山本委員  

 統計で出ている分の算出ですか。 

 

中沢主査  

 一番上の転出超過者数のところにつきましては、市から転出されたり転入されたり

すると、転居届とかそういったことで手続きをされるかと思うのですが、そういうと

ころから数字を拾って、昨年度に比べてどれだけ八尾市の人口が増えている、減って

いるという数字をとっております。それの目標として、転出超過、要はたくさん出て

いってしまっている状態の数字を減らしていって、出ていく人数を少なく保ちたいと

いう、そういうことで、２８年度は１５人減というようなところが実績だったのです

が、それをどんどん減らしていって、できることならこれから先プラスに転じていけ

ればというような、そういう設定になっております。  

 

山本委員  

 これは学生さんも含めてですか、大学とか。 

 

中沢主査  

 届けをちゃんとしていただければ、カウントに入っていると、そういうことになり

ます。 

 

和田会長  

 ほか、いかがでしょうか。  

 

和泉副会長  

 今の質問の延長なことも少し伺いますが、４０歳代以下の定住意向割合は、何歳ま

でとなっているでしょうか。 

山本委員のほうから、今大学生はどうかということでお尋ねありましたが。  

 

藤本政策推進課長  

 市民意識調査の対象が１８歳以上の八尾市民の方、無作為抽出ということになりま

すので、１８歳からとなっています。 
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和泉副会長  

 １８歳から、ありがとうございます。特に修正を迫ったり、そういう気ではなく、

感想なのですが、おそらくですが、定住という部分で学生、大学生も含めてかもしれ

ませんが、恐らく外に出たいと思うのは自然だと思います。例えば、私の娘に、河内

長野に住んでいるのですが、私は河内長野に住みたいと言われるより、娘には私パリ

に住むのとか言われるほうが、私はまだうれしいような気がするのですが、なので若

い人に定住というのはなかなか、八尾のことを好きぐらいの、そんな感覚のものなの

かなという気がいたしました。別に修正とかそういうものでなくて、私の単なる感想

ですが。 

 定住促進にかかわる事業ということで、３０年度ですね、６本の柱を上げていらっ

しゃいますが、定住促進という観点から恐らく２者の想定対象がクローズアップされ

ると思います。どういうことかというと、ずっと八尾に住んでいらっしゃる人と、他

の市町村に住んでいる人が八尾に住みたいと思って来られるという、この２パターン

存在すると思います。八尾にずっと住み続けている人がますますこのまま八尾に住み

続けたいと思うという部分では、恐らく、事業を自分たちでつくり上げていくという

ような発想が必要かと思うので、これはこの６本の事業の中に市民の提案とかですね、

若者提案とかいう文言が見受けられますので、大丈夫かなと思うのですが、地域の

方々とは取り組みを一緒につくり上げていくということが必要だと思いますし、あと

八尾以外の市町村から八尾をごらんになったときに何か魅力的に映る見せ方というの

も必要だと思うので、こっちの見せ方としてはそういう２者を想定するのが理屈に合

っているのではないのかなという考えです。これも文言が入っているので別に大丈夫

かなというふうに思いますが。これが、この事業について、お伺いしたときの私の感

想というか再確認というところです。  

 以上です。 

 

和田会長  

 ありがとうございました。  

 ほか、御質問、御意見、いかがでしょうか。  

 

林委員  

 すみません、①の大学との連携云々というところで質問なのですが、ここで想定し

ている大学というのは、八尾市内の大学ということであるのか、もっと幅広にいろん

な近隣の大学等々、具体的に連携を模索しているような、そういったところはござい

ますでしょうか。 

 

藤本政策推進課長  

 大学の連携ということで、やはり若い方の御意見を取り入れていくというような動

きをしっかりととっていきたいということもありまして、そういう意味では八尾市内

の大学だけでなく、近隣市にある大学とも連携をしっかりと進めていきたいと考えて
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いまして、できましたら八尾市外の大学とも、八尾市の持っております地域課題を御

提示しながらともにやっていけるような事業を御提案いただいて、一緒にやっていく

というような、交付金をお出ししながら一緒に連携をしていく動きをとっていきたい

と思っているところです。  

 

清水委員  

 ④なのですが、定住という意味で言ったら、八尾空港西側跡地のところというのは、

都市計画の中で非常に大切なところかと思っているのですが、これは今後具体的なス

ケジュール感的なものは、何かお決まりになっていることなどがあるのでしょうか。 

 

藤本政策推進課長  

 この④の西側跡地の活用についてですが、結論から申しますと、具体的にどの時期

に整備するというのは、まだ今のところ決まっていない状況です。この間、航空局な

ど国のほうと、あと大阪市と隣接している土地ということもありますので、大阪市な

どそういったところと一緒に協議を進めているというのが今の状況でして、今後引き

続きそういった取り組みをしっかりと協議、まちづくりの方向性とかそういったとこ

ろを共有しながら協議を進めていくというのが今の状況となってございます。  

 

和田会長  

 何か御提案、先にしておくことはないですか。自由な発想で、特によろしいですか。 

 後でまた思いついたというものがございましたら、こちら左の事業のほうも言って

いただいたら結構ですが、とりあえずは右側のＩоＴのほうの事業につきましての御

意見、御質問に移りたいと思います。そちらに関しましては、皆様いかがでしょうか。  

 

進藤委員  

 大阪府の進藤です。このいわゆるＩоＴの事業というのは、交付金の事業でもある

んですけども、一方でここのカラーの資料にもありますように、国側の経済産業省の

地域未来投資法に基づく基本計画というものに位置づけられていまして、その観点で

はわれわれ大阪府のほうもこの事業に関しては八尾市さんと一緒にこの計画策定とい

うのは携わったということがあるので、この事業についてはどうしても成功していた

だきたいというところがございます。 

 基本的には、いわゆる地域を牽引するような事業者に対して、新事業を展開するに

あたって国の税制優遇など、そういうものを受けて、企業さんが発展していただく、

地域に貢献していただくというようなスキームになっているのですが、やはりちょっ

とこの事業というのが、やはりＩＴとかＩоＴとかＡＩという、いわゆる第４次産業

革命をいかに企業さんにとって導入しやすくするかというような拠点施設という形に

なると思うのですね。やはり、中小企業にとっては、こういったＩоＴというのはま

ず自分にとってどう活用できるのかというところがなかなか難しい、イメージがつき

にくいというところがあるので、当面は、もともとからある程度ノウハウを持ってお

られる企業がこういうところに参入してくるのかなとは思うのですが、ゆくゆくはや



－12－ 

っぱり八尾市さんは中小企業のまちですので、この施設が八尾市さんのいろいろな中

小企業のところに、ＩＴとかＩоＴがうまく行き渡るような拠点施設になっていくと

いうことを期待していきたいというところで、要望という形ですけども、そういうと

ころでお願いしたいと思います。  

 

和田会長  

 貴重な意見、ありがとうございます。本当にこのＬＩＮＯＡＳのこの事業、非常に

おもしろい展開になるのではと私も期待しているところなのですが、社長をなさって

いらっしゃる後藤委員、野村委員、こういうことが八尾で起こるということで、何か

御意見とかですね、御要望とかございましたらこの際言っていただきたいと思います。 

 

野村委員  

 大阪糖菓、コンペイトウ王国の野村と申します。この事業に、コンペイトウ王国と

しても参加させていただいている状況でして、私が考えているのは、やっぱり継続と

いうのも一番大事だと思っていて、収益性もやっぱり大事で、それぞれがお客様から

と、ワークショップとか、どのような形になるかわからないですけど、事業としても

成り立って、またそれが地域に貢献できるような形にするのが一番継続につながるの

ではないかなと思うので、まだまだわからないところも多いですけれども、八尾が発

展できるように少しでも、微力ながらでもコンペイトウ王国としてもお力添えできれ

ばと思っております。 

 

和田会長  

 ありがとうございます。パートナーとして、もう既に入っていただいているという

ことで後藤委員はいかがでしょうか。  

 

後藤委員  

 私自身がまだ、ちょっとはっきりわかっていないところがあるので、ちょっとＬＩ

ＮＯＡＳさんの８階でそういった情報発信をするようなものをやると。もっと具体的

になるとか、ちょっとはっきりイメージとしてつかめて、わからないのですが、ぜひ

何かそういうものが本当に実現すればいいなと。  

 ただ、ものをつくるとか、「こういうものをつくるんや」みたいなのを発信するの

ってもうわかりやすい、「ロケット飛ばすんや」とか、そういうのは非常にわかりや

すいのですが、上で情報発信するというのがどこまでどういけるのかなというのが、

ちょっと疑問に思っています。だからそれをどうクリアしていくのかが、大きな課題

じゃないかなと思います。  

 ただ、ここに御参加されておるパートナー企業さんが八尾市でも力のある企業さん

がそろっているので、ぜひ何かそういった新しい観点で実現できるような、八尾のイ

メージというか、製造業とかものづくりとかそういったもののイメージも本当に情報

発信ができるような場ができれば、非常にいいかなと思います。  
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和田会長  

 ありがとうございます。そうしましたら、サポーターのほうでお名前上がっていま

す八尾商工会議所から川野委員、日本政策金融公庫から丹波委員と、お二方来ていた

だいていますので。川野委員から。 

 

川野委員  

 そうですね、私もサポーターとして参加させていただいているのですが、皆さん熱

い思いでいろんなことを語っておられるという部分がありまして、先ほど後藤社長も

お話ありましたけども、ぜひとも継続して続けていただきたいというようなところで、

何が必要なのかというところを事業所さんに見出していただきたいなと思いますし、

子どもさんに八尾市内の事業所を知っていただくというのはもちろんのこと、全国に

対しこういう事業所があるとか、こういう技術を持っているということを知っていた

だくということも必要かなというふうに思っておりますので、ちょっと方向がずれて

しまうとまずいと思いますので、これから始めていって、継続しながらずっと八尾は

継続するような事業が多いとか、事業予算も拡大していただくとか、そういうような

形をとっていただいたほうがいいのかなというふうに思っております。  

 

和田会長  

 ありがとうございます。では丹波委員、お願いいたします。  

 

丹波委員  

 具体的にＬＩＮＯＡＳの８階でされるということなのですが、何をされるのか私ち

ょっとよくわかってないのですが、私どもで、もちろんサポートできるところはサポ

ートさせていただいて、何か八尾市の発展に寄与するような何か拠点ということで、

継続してやっていただくといいのかなと思いますけれども。すみません、ちょっとま

とまっていなくて。 

 

和田会長  

 ありがとうございます。私も今日来ますときに、このＬＩＮＯＡＳでなさるという

ことを資料いただいておりまして、ちょっと今日見にいってきたのですが、レストラ

ンのほうはきれいに全部入ってますが、ホールは閉め切ってあるのでまだこれからで、

外からも全く中はわからない部分なので、立地としてはレストランの横を入っていく

形になるわけですね。平米数でどのぐらいでしょうか。 

 

藤本政策推進課長  

 使っていくと聞いているのは、もともとの西武ホールの部分、１４４坪ですね。 

 

和田会長  

 少しは丹波委員とかにもイメージを持っていただきたい…。１４０坪ぐらいですね。 
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藤本政策推進課長  

 １４４坪、平米で言いますと４７５．２平米ですね。だからかなり広い。 

 

和田会長  

 この拠点施設の３つの機能をここに入れていく、この３つをちゃんと入れていくと

いうことですね。先ほど事務局からも、ずっとスケジュールを言っていただいていま

したように、今年がスタートアップといいますか、実際のオープンは今年の８月です

ね。もう半年なので、そうしますとこのスケジュールにのっとっていきますと、パー

トナーさんこれだけ決まっていますし、ハードの工事も、ということですので、いか

にこの３つの機能という部分に、八尾市らしさを入れていくかということと、今、社

長のお二方、野村委員、後藤委員も言っていただきましたが、継続性という部分で、

この１年やっぱり周知という部分は非常に大事で、私今日見て少し気になったのを言

いましたら、結構レストランがあるので、間口が少し見えにくい部分であるから余計

に、食べるところなので明るいイメージはあるのかもしれませんけれども、少しラボ

的というか、ああいう商業ビルですので、今回のこういう企画というのは、シャワー

効果というのは非常に大事だという話で、一番上なので、下もいろんなテナントです

ね、そこのテナントさんが言ってみればうらやましがって、一緒にジョイントしても

らえるような、そういうつながりをつけていただく意味で、１階だともう入って出て

で終わるのですが、逆に間口の、ちょっと見えにくいところを迷路っぽく、逆におも

しろくさせてミステリアスにさせて、何か楽しむとか、何かいろんな逆転の発想でお

もしろくなるとは思います。ですので、もう半年あるぐらいで、そしてやっぱりテナ

ントさん自身、全体で、ものづくりの部分を下のサービス業の方々とコラボすること

によって、またおもしろいものも出ますし、そして今回のプロポーザルで決められた、

マスコミという部分も強みに、外にいろいろＰＲする効果というのもあるかと思いま

すので、ぜひぜひ、やはり継続という一つの大きなキーワードを皆さんもおっしゃっ

ていましたので、その辺とあとインパクトと、八尾市さんの顔っていいますか、駅を

降りてすぐのところなので、また行き着くまでの楽しみ、「ここなんだ」っていうよ

うな、そういうちょっと仕掛けなんかも、今後いろんな業者さん含んでぜひ楽しくし

ていただければと考えますので、よろしくお願いいたします。  

 

和泉副会長  

 私、ちょっとコンセプトとは恐らくかけ離れていくので、もう聞き流していただい

てもいいのですが、大変おもしろいなと思って、拝聴しておりました。私自身が思う

ことは、今まで以上に地域の方々との距離を企業さんが縮めていただきたいなという

思いがあります。 

 その中で、一つコンセプトと違うかもしれないのですが、就活生をちょっと視野に

入れたような取り組みもいかがでしょうかということなのですけど、つまり私、大学

で、和田先生も一緒ですけど、就活生といろいろつき合いがあるわけですけども、そ

の中で結構毎年自分がしたいことは地域でできたりするのです。そういうことを割と

気づいてなくて、大きな企業に行ったり、そういうところばっかり調べたりという、
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そういう傾向があると思うのですが、意外と自分がしたいことって地域でもできると

いうことを何かわかるような、そういう就活生というのも一つ利用者のターゲットと

して想定したような何かアクション、ムーブメントというのがあっても一ついいかな

というふうな、その中で地域の企業ですね、地域の方々の就職先になるというような、

大変好循環も言わずもがなということで、そういうところにも少し何かかかわってい

くような施設になったら、より有効に機能するのではないかということを一つ思いま

した。 

 あと、これはちょっとここですることかどうかわかりませんが、期待する効果に産

業観光というふうに書かれておりましたので、こちらで何か情報を得て、実際の会社

で体験できるような…。キッザニアって御存じですか、皆さん。キッザニアの、実写

版みたいな、ここでプログラムが発展できて、実際にそこへ親子連れで行ったりなん

かして、そこで半日や数時間体験して、体験すると何か八尾のコインがもらえるので

すが、そのコインがさっき１位をとったデザインを、私使えるというふうに思うので

すが、それを持って八尾の商店街に行くと、２００円ぐらいのものと交換することが

できるみたいな、そういう町中を、まち全体を使った何か構想みたいなのもおもしろ

いのではないか、これは夢物語かもしれませんけど、いろんな体験学習プログラムと

いうところに期待する効果ってありますので、これって多分ものづくりというか、産

業だけになってくると思うので、ちょっと私の言っていることはおかしいのかもしれ

ませんが、例えば銭湯ですね、お風呂の浴槽を磨く体験とかですね、お寺というのを

職業って捉えて、産業じゃないですよ、ものづくりではないですが、お寺の体験とか

そういう、割とインバウンドに向けて発信できるようなプログラムもあわせて、もの

づくりとあわせて何かできるようにすると、産業観光拠点みたいなことにもなってく

ると思うので、切り方によってポテンシャルの高い施設かなと思っていて、すごくお

もしろいなと思って拝聴しておりました。何かにうまくいくといいですけどね、本当

おもしろいですね。というのが、私の感想ですね、本当に。すみません、申しわけあ

りません。 

 

和田会長  

 先生からの就活生のお話、本当起業家を目指すように、いろんな地域でできること

ってありますので、先生、貴重な御意見ありがとうございます。  

 ほか、全体通してといいますか、この２事業、御意見を全体で。言い忘れているこ

ととか、どうぞ。 

 

後藤委員  

 このハードウエアイノベーションの拠点、推進拠点ということで、フジテレビさん

が入ってくるということは、やっぱりビジュアルでどんどん見せていくという、そん

なイメージなのでしょうか。企業紹介のビデオがたくさんあるというか、何かそれが

あるような、そんなイメージ。  

 

藤本政策推進課長  
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 すみません、ちょっとその企業のそういうビデオとかいうのがあるのかどうかとい

うのが、担当課に確認できてませんで、今日もちょっと担当課来ていただく予定だっ

たのですけど、ちょっと来られていないので、詳細が私たちにもわかり切ってないと

ころもあるのですが、今回、表面の下の部分にその拠点施設の３つの機能ということ

でお示しをさせていただいておりまして、一つはテックラボというところで、子供た

ちを中心にそういうものづくりに触れていただくというような場を設けていくのです

が、そこでデジタル映像でありますとか、工場も、ＶＲということで現場に、工場の

その現場にいるような感覚の中で体験してもらったり、というような取り組みもござ

います。 

 また、オープンファクトリーのところでも、そういうＶＲスコープづくりとか、そ

ういったところもしていくということになっておりますので、やはり視覚的な訴え方

というところも重視しながら、八尾市のものづくりをしっかりとお伝えするというよ

うな取り組みをしていきたいと考えているのかなと思います。 

 

後藤委員  

 町工場の社長の発想でその、こういう工場紹介というようなことが書いてあったの

で、多分ビデオのようなものができるのかなと、それが、各々参加されているパート

ナー企業さんで後から二次的に使えたらいいな、だけど著作権がフジテレビにあった

ら使えないのかな、もうそれは八尾市さんが持っていたら、パートナー企業さんが後

から自分ところの工場のものを自分ところのホームぺージに載せるのか、何か会社で

出すのか、いろいろ使えると思うのですが、それができたらいいなと思います。 

 

藤本政策推進課長  

 また担当課のほうに、確認させていただきます。 

 

和田会長  

 そのあたり、今おっしゃった重要な御要望だと思います。何か著作権とかで、持っ

ていかれたらそのままで、やっぱり本来はこの八尾市さん全体のいろんな企業さんが

もっと活用できる場であることが前提ですので、その辺ちょっと担当課にまた御確認

をお願いいたします。 

 ほか、いかがでしょうか。  

 

増田委員  

 大学生ということで一応参加させてもらっているのですが、私自体、３年生のとき

に西武でインターンシップをさせてもらっていて、ちょうどこの、イベントの企画が

あったところで、イベントのスタッフとして２週間ほどインターンシップに参加させ

ていただいていたのですが、やっぱり立地条件上、最上階というのもあって、なかな

か人が来ていなかったなというイメージがすごくありました。私がやっていたときも、

猫の展示会場になっていまして、実際に写真などの展示をしていて、そこでチケット

販売をさせていただき、２週間やって、人の出入りをどうつくるかというのはすごく
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大事だなというのは、すごく思っていて、この企画自体も中小企業の社長さんから事

前にいろいろお話を聞いていて、こういうようなラボをするよというのも聞いていて、

そこのスタッフとして一回体験してみないかというお話もいただいていたのですけど

も、やっぱり人をどうやって集めてくるかというのは重要になってくるというのを、

すごく話を聞いていても思いました。私自体も中小企業の社長さんとロボットのプロ

ジェクトをやっていたりとかするのですが、やっぱり入り込むまでがすごく、取っか

かりが必要になってくるというか、大学生だったので、入るまではプロジェクトとい

う形でできたのですが、一般の方からすると、結構抵抗があるのではというのはちょ

っと思っていて、なのでそのあたりをどうするかというのも一つかなと思います。イ

メージとしては子供がこのようなラボの中で遊んでいる間に、お母さん方にその下の

階のお店に入ってもらうというようなことが、すごくベストなのかなともちょっと思

うのですが、子供にこうやって体験をさせるのだったら、興味のある子と興味のない

子がいるので、それをどうやって人を集めるかと考えるときに、小学校とかそういう

ような地域の学校というものもキーワードに考えたほうがいいのかなと思っていて、

私の地元の和歌山県で、和高専という工業高等専門学校が主催でやっているロボット

フェスティバルがこの間にあったのですが、全国のロボットをつくりたい子どもなど

を集めて、地元でも小学校でお茶の水博士になってみよう、というような取り組みも

やっていて、その一環でロボットフェスティバルに参加している子もいたので、それ

は学校との連携というのも考えながら、広報活動もやりながら、というのがすごくス

ムーズなのかなとも思います。 

 以上です。 

 

和田会長  

 貴重な御意見、ありがとうございました。せっかくですので、未来のお茶の水博士

がいろんな学校から出てくるよということのきっかけにもなるかもしれませんので、

出前講座的に学校のほうにこのラボが出かけて、こういうこともしていますという、

そういうＰＲも実際最初としては大事ということで、増田委員には貴重な御意見いた

だきましてありがとうございます。  

 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 そうしましたら、今の皆様の貴重な御意見を集約いただきまして、事務局の皆様に

は事業をぜひ今後進めていただきたい、ことしの８月ということで、ぜひよろしくお

願いいたします。 

 そうしましたら、３つ目の最後の議事のほうに移りたいと思います。そのほかとい

うことで、八尾市総合戦略審議会ということで、事務局のほう、御説明をお願いいた

します。 

 

主井課長補佐  

 それでは、ただいま資料４の「八尾市総合戦略について」で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。  

 １番といたしまして、八尾市総合戦略審議会とは別の大きな計画のお話ということ
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をまずさせていただきたいなと思いまして、総合計画の策定に向けてということで、

表題も出していただいております。総合計画につきましては、八尾市にもあるのです

が、本市が目指す将来都市像を明らかにして、その将来都市像を実現するために方向

性を示すものであって、これが八尾市の最上位計画という形で策定をして、現在推進

しているところでございます。八尾の場合、現在第５次の総合計画、やお総合計画２

０２０の計画期間となっておりまして、この計画期間は平成３２年度で終了するとい

う形になっております。 

平成３０年度に、来年度なのですが、次の総合計画の策定の準備を進めていく予

定としておりまして、これも去年の１２月議会におきまして、八尾市総合計画策定条

例というものを公布して、これも効力が出てくるのが平成３０年４月１日に施行され

るという形で、八尾市の総合計画を策定していくものの根拠条例というものを策定い

たしまして、４月１日から動き出していくという現状になっております。これが市全

体の計画、大きな計画の動きということで、まずちょっと御説明のほうをさせていた

だきたく思います。 

 そして、２番目といたしまして、総合計画と八尾市の総合戦略の関係についてとい

うことで、２つ目のほうに上げさせていただいております。皆さんに御参加いただい

ている総合戦略審議会の根本になる八尾市総合戦略については、先ほど申し上げまし

た現在進行中の八尾市の第５次総合計画、この後期期間において人口減少を克服し、

地方創生を目的として、特に重点的に取り組むべき取り組みを位置づける、総合計画

の実行の計画として策定しているものが総合戦略になっております。現在の総合戦略

につきましては、先ほど、総合計画は平成３２年度までと申し上げたのですが、この

総合戦略は平成３１年度で終了することから、次の総合計画と一体になって、一体と

して策定を進めてまいりたいというふうに考えておるところです。  

 これによって、現在、実はこの総合計画であるとか総合戦略をつくり出していく、

もしくは御評価いただく審議会というものが現在３つございます。下に図で示させて

いただいているのですが、八尾市の総合計画審議会、これは総合計画側のほうを基本

構想に関する事項の審議等を行う審議会がございます。そして２番目の項目になるの

ですが、これも八尾市総合計画側になるのですが、基本計画の評価をする委員会とい

うものがございます。そして、皆様方に御参加いただいています総合戦略審議会です

ね、これにつきましては総合戦略の策定、推進、もしくは検証等ですね、を担う形で、

この３つの審議会というものが現在存在しております。 

 この審議会を平成３０年度以降、右のほうに書いてあるのですが、八尾市総合計画

審議会という形で１つに統合させていただきまして、八尾市の総合戦略の推進及び今

後の施策策定について、この八尾市総合計画審議会にて行う形で、この総合計画審議

会の中でこの総合戦略については専門部会等を設けさせていただいて、現在皆様方に

御審議いただいている内容を、そこの専門部会で集中的に御審議いただく形を現在考

えておるところでございます。  

 この、今回御提示差し上げている分につきましては、この図で示させていただいて

います審議会を一旦１つの審議会に統合して、皆さんに御参加いただいている総合戦

略の審議会につきましても、この総合計画の一部の専門部会という形の部分で集中的
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に審議してまいりたいという形で考えておるところでございます。  

 報告事項につきましては、以上になります。  

 

和田会長  

 ありがとうございます。総合計画を策定される、今後新たに策定されるに当たって、

組織替えといいますか、この審議会の位置づけというものの、変更といいますか、そ

の御報告ということでございました。これにつきまして、何か御質問とか御確認事項

ございましたら。委員の皆様、特にございませんでしょうか。  

 そうしましたら、特に皆様より質問がないようですので、本日の議事につきまして

は全て終了しましたので、事務局に司会を返させていただきます。  

 

藤本政策推進課長  

 本日は、全体にわたりましてさまざまな貴重な御意見いただきましてまことにあり

がとうございます。本日、議題となっておりましたシティプロモーションの推進、そ

れと総合戦略、地方創生にかかわります交付金の取り組み、いずれも平成３０年度以

降に重点的に市として進めていく取り組みにかかわる議論、議題だったのですが、本

日いただきました御意見を踏まえて、地方創生の考え方のもとで、住んでもらえるよ

うな、選んでいただけるような、市民の皆様方に選んでいただけるようなまちづくり

というのをしっかりと進めてまいりたいと思います。４月以降、市制施行７０周年と

中核市移行と、大きな節目を迎えるということもございますので、引き続き審議会の

ほうでも、まちの活性化などの取り組み、さまざま御意見をいただきながら取り組ん

でまいりたいと考えておりますので、引き続きまた来年度以降もよろしくお願いした

いと思います。 

 本日はまことにありがとうございました。  

 以上で本日の会議のほう、終了させていただきます。ありがとうございました。  


