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八尾市総合計画審議会  第１回総合戦略部会 

議事録 

 

 

日 時：平成 30年 6月 26日（火）19時 40分～20時 50分 

場 所：八尾市役所６階 大会議室 

出席者：和泉委員、大本委員、川崎委員、川野委員、田口委員、丹波委員、中田委員、 

野村委員、浜田委員、増田委員、枡谷委員、村田委員、吉田委員、和田委員、 

事務局（関係課含む）  ※ 委員名は五十音順 

欠席者：林委員 

 

１.開会 

事務局 

ただいまより、八尾市総合計画審議会 第１回 総合戦略部会を始めます。 

 

２.委員紹介 

 

３.副部会長の指名 

和田部会長 

 昨年度の総合戦略審議会におきましても副会長としてご協力いただきました和泉先生に

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

和泉副部会長 

ご指名いただきましたので、皆様と八尾市のために実りのある議論をお手伝いしていき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

４.議事 

（１）八尾市総合戦略の進捗について 

（２）平成 29年度 地方創生推進交付金事業の効果検証について 

和田部会長 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

（資料１、２説明） 

 

和田部会長 
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八尾市総合戦略の進捗および平成 29年度地方創生推進交付金事業について、事務局より

説明がありました。進捗管理や効果検証、今後の取り組みの議論は後程するとしまして、

今ご説明があった範囲で質問があればお願いいたします。 

質問がないようなので、まず資料１について意見交換を行いたいと思います。この部会

は、部会の中でもかなりクリエイティブな部会であり、皆様には興味深い提案を多くいた

だいています。引き続き皆様から行政の視点では出てこないご意見を伺って、活発に議論

できればと思います。 

 

和泉副部会長 

基本目標１の「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」

の「ＫＰＩ」に「地域活動への参加状況」がありますが、前回も質問したかもしれません

が、地域活動とはどのようなものか教えてください。 

 

事務局 

 八尾市では、地域分権を推進する中で市民と共に地域のまちづくりを進めていく取り組

みを進めており、校区毎に校区まちづくり協議会を設置しています。そこを中心に市民が

主体となって、防犯や防災の取り組みや子育てに関する取り組み、高齢者の居場所になる

ようなサロン的な取り組みなどを行なっていただいています。そのような取り組みを始め、

以前からある自治振興委員会なども含めて、地域活動として記載しています。 

 

和泉副部会長 

市民の活動なので、行政がどこまで把握しているか分かりませんが、将来的な話として、

市民が行なう地域活動の中身や、言葉として相応しいかどうか分かりませんが分かりやす

く言うと人気のある活動と、あまり参加が見られない活動などを把握して、参加が見られ

ない活動はもっと展開が広がるような創意工夫のアクションを行なうなどに着眼すれば、

枝葉が広がるのではないかと思います。 

 

和田部会長 

どの基本目標からでも構いませんので、お気づきのところをご発言ください。 

 

野村委員 

基本目標１の「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」

で、「市内街頭犯罪発生件数」を減らしたいという点についてです。ミキハウスから、「女

性スタッフが痴漢に遭うことが多いが、街灯が少ないことが原因ではないか」という意見

があったため、夜間に現地を見回りしたところ、やはり街灯がないところが多くありまし

た。近鉄八尾駅周辺も、明るい所と暗い所があります。明るくなれば、女性も歩きやすく
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なると思います。まず街灯の位置や街灯がついていないところなどを調べていただきたい

と思います。 

地域のイベントは、クラフトマーチ等の楽しいイベントもありますが、イベントの周知

が上手くいっていないという声を聞いています。皆様に知っていただけるように、どのよ

うに発信するかが大事だと思います。 

 

和田部会長 

街灯はすべてＬＥＤ化されていますか。ＬＥＤかそうでないかで随分明るさが変わると

思います。 

 

事務局 

防犯灯と防犯カメラについて、八尾市の状況を説明させていただきます。 

まず、防犯灯は町会自治会で必要な箇所として、お住まいの所につけていただいていま

す。一部を町会の負担、一部を八尾市の負担としており、電気代も町会で支払っていただ

いています。つまり、地域で必要なところにはつけていただいています。通勤の帰り道な

どで暗いところでも、家がないところや町会の範囲外でついていないところはあると思い

ます。どの辺りが暗いところなのかを相談しながらになると考えています。 

防犯カメラについて、市が出している校区まちづくり協議会に対する交付金のメニュー

のひとつとして、各校区まちづくり協議会で、心配な箇所に交付金を使って設置していた

だいています。防犯カメラは１台何十万もする高額なものであり、市も予算に限りがある

ため、計画を立てて設置していただいています。実は私は昨年まで出張所にいたのですが、

企業から危ない箇所があるという話や企業で行なっている取り組みなどの話が十分できて

いないという反省点があります。もっと企業と地域拠点をつなげながら、八尾市の取り組

みを進めていきたいと思いますので、また、相談させていただきます。 

 

和泉副部会長 

先ほどのご意見に関連するのですが、基本目標６の「『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」の「八尾探プログラムの提供数」が増えているということ

は、参加者も増えているのですか。 

 

事務局（産業政策課） 

奥深いコアな八尾の中身を知っていただく事業として、訪れていただいたり、八尾市に

住んでいる人に八尾の魅力を再発見していただけるようなルートを作っており、現在ルー

トは 55あり、増えてきています。数値として把握しているわけではありませんが、参加者

も比例して増えていると思います。 
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和泉副部会長 

 この数値は、ルート数ですか。 

 

事務局（産業政策課） 

 これは観光協会が中心となって行っている事業で、ルートを体験していただくイベント

を行ったり、ルートを自由に歩いていただく事業です。 

 

和泉副部会長 

ルート設定に市民は関わっているのですか。 

 

事務局（産業政策課） 

連携しているものも一部ありますが、基本的には観光協会の職員が、自分たちでアイデ

ア探しとして独自に取材を行って作っています。観光協会は観光ガイドとも連携している

ため、その方々とも連携してルート設定をしていると思います。 

 

事務局 

補足します。先ほど和泉副部会長が言われていた市民の提案との関連についてですが、

平成 28 年度から行っている八尾市の若者会議で、「自転車を使った観光ルートづくりがで

きないか」という意見があったことから、昨年度に若者と政策推進課の職員が一緒になっ

て、自転車を使ったルートを１つ作りました。それをベースに今後も八尾探として、八尾

市の観光を巡っていただくような取り組みができるよう、引き続き若者会議での意見を活

用しながら、検討していきたいと考えています。 

 

和泉副部会長 

市民と一緒になってルートを作るのは素敵なことだと思います。 

小学校区毎に校区まちづくり協議会が設置されているということなので、校区内でのル

ートを小学生に作ってもらい、他の校区の小学生がそのルートを巡るのはどうかと思いま

す。まち中の小学生がそれらのルートで交流するようになれば楽しいですし、それが一つ

のムーブメントになれば面白いと思います。八尾探に小学生に参加してもらい、それを元

に小学校が交流するのも面白い取り組みではないかと思います。 

 

大本委員 

基本目標３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」の「達

成状況の原因分析、説明等」に記載のある、「木造住宅耐震改修補助制度を活用した 13人」

の金額規模と、その方々が利用した経緯を教えてください。 

また、同じ箇所の、「平成 29年度は合計 47人に対しての支援を実施」の具体的な支援内
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容も教えてください。 

 

事務局 

金額規模は資料がないため、後日回答します。 

木造住宅耐震改修補助制度の実情については詳細まで確認できていないため、担当課に

確認して改めて回答します。 

 

枡谷委員 

全体的な数値に関することですが、ほぼすべて上昇しているのは素晴らしいと思います。 

しかし、例えば基本目標３の「こどもが健やかに育ち、子育てしやすい環境満足度」の

「平成 31年度目標値」の「35％」を達成したことが、どれだけ素晴らしいことなのかが分

かりにくいです。もし他都市が同じような目標値を設定しているなら、八尾市と他都市を

比べて客観的に見れるような数値がここに記載されていればよいと思います。それを八尾

市民や八尾市外に公表することで、市民に「自分たちが住んでいる八尾市はこのような点

が強く魅力である」ということを認識していただいたり、市外の人に「八尾市はこのよう

なところが魅力的」と分かっていただくことで、移住につながる効果もあると思います。

個人的には、八尾市と他都市を比べて、数字的に八尾市の魅力が分かるような表になって

いれば嬉しいです。 

 

和田部会長 

ただ今の枡谷委員のご意見は貴重だと思うため、私も要望を言わせていただきます。実

績値や平成 31年度目標値を見て、八尾市が非常に努力されているのは一目瞭然です。基本

目標の１から６は、市外から来て居住していただく方も含めた総合的なものになっていま

すが、地震も発生しているため、ベースとして防犯や安全、安心、健康を見据えることが

必要だと思います。基本目標６の「『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」にとっても、それ以前に、基本目標１や２がしっかりしていることが必要です。

基本目標６は、イベントなどブランドイメージでインパクトがあるのですが、実際にいざ

住むとなると、不安材料は安全、安心や健康です。少し厳しめに言うと、基本目標６の「住

み続けたいと感じる市民の割合」が、若干伸び悩んでいるのかと思います。八尾市が打ち

出している市制 70周年は大きなチャンスだと思います。地方創生交付金の事業で様々な取

り組みをされているのは貴重だと思います。 

基本目標１と２の目標値をもう少し上げたほうがよいと思います。市民の安全、安心に

対する満足度がもっと上がることで、基本目標６にもつながると思います。イベント的な

ものより行政のベースである公共サービスの部分を再度見直したほうがよいと思います。

２のところは、28校区で既に達成されているため、ＫＰＩに入れなくてもよいと思います。

基本目標１のほうが非常に気になりました。安全、安心、健康の目標値をもう少し上げて、
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基本目標６につなげていただければと思います。要望と意見としてよろしくお願いします。 

 

田口委員 

まず質問です。基本目標４の「福祉分野における人材育成の研修会や講習会への女性の

参加人数」の平成 29 年度の実績値ですが、参加者 11 人中女性が８人なので女性比率は高

いのですが、そもそも総数がかなり減っているのはなぜですか。ここでカウントされてい

る研修会や講習会というのは、市が実施しているものですか。 

 

事務局 

その通りです。 

 

田口委員 

応募者はあったものの、キャパシティから受け付けた人数ということですか。 

 

事務局 

総括の中でも数値が減少していることは記載しています。これは福祉部門が平成 28年度

から福祉人材養成事業として展開している事業です。初年度は福祉に関するアンケート調

査として無作為抽出による市民調査を実施しました。その結果、福祉の仕事に興味がある

ものの福祉の仕事に就いていない人の割合が高いということが分かったため、その方々へ

のアプローチとして社会福祉協議会と連携して講座を開催しました。初年度の平成 28年度

は第１回目の開催ということで周知をしたため反応があったのですが、２年目は１年目で

参加者が多かったという反動もあって減少したのではと思っています。同じ内容を続ける

のでは減少する一方です。人口減少社会の中で福祉人材の養成確保は重要であり、重点取

組としているため、福祉部門と周知方法も含めて実施については検討が必要だと認識して

います。 

 

田口委員 

ありがとうございました。 

次に基本目標１についてですが、和田部会長からも基本目標１は大事というお話があり

ましたが、ＫＰＩにある「地域活動への参加状況」は平成 28年度、29年度と順調に伸びて

いますが、少し危惧しています。ここで伸びている地域活動を支えている年代は、ここ数

年増えている、会社を定年退職した人でまだまだ元気で地域に貢献しようと頑張ってくだ

さっている方々だと思います。そのような方々が 10年後、15年後には確実に減少していく

中で、そのような方々に支えられている地域防犯では、継続性が厳しいです。また、若い

人はどんどん余裕がなくなってきて、とても地域のことに関わる余裕がないという問題が

様々な地域で出てきています。この計画期間だけでなく中長期的に地域防犯をどのように
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支えていくかを、われわれも含めてしっかり戦略を考えていくべきだと思います。 

どのような年代の方々がこの地域活動を支えているかは自治体も把握しておくべきだと

思います。 

 

和田部会長 

時間の関係で効率的に進めたいと思います。後ほどまとめてご意見を伺う時間を設けま

すので、続いて資料２についてご意見をお願いします。 

 

和泉副部会長 

非常にたくさんあり、これだけ展開すればタイトルにあるように、「面白くて楽しい最高

なまち」になると思います。今後の方針等がいろいろと書かれていますが、取り組みを進

めていくうえで、特に問題点や課題として認識されていることがあれば教えてください。 

 

事務局 

課題と言いますか、今後進めていきたいのは、定住意欲をしっかり高めて八尾市に入っ

ていただきたいということ、住んでいる方々に引き続き住みたいと思っていただきたいと

いうことで、このような取り組みを行なっています。今後全国的に人口減少が言われてい

る中で、八尾市の人口も推計的には下がっていく見込みです。そこを高めていくためには

様々な世代に住んでいただくことが大事ですが、次の世代の担い手を考えると、若い世代

に八尾に住みたいと思っていただける施策を特に進めていくべきと考えています。 

資料の中に大学連携による取り組みもありますが、これらは大学の知見を活かすことに

加えて、学生の力や視点もしっかり活かしながら、引き続き行っていくことが重要だと考

えています。 

 

和泉副部会長 

若い世代というのは、どこの地域でも１つのキーワードだと思います。世代交代が進む

中、今後若い人に期待することは多いです。その中で、若者へのＰＲとして、もっと若者

への情報発信的な取り組みを設けてもよいと思います。「発信事業」と書いているため、Ｐ

Ｒすることも含めて個別に項目を立てて積極的に取り組むのもよいと思います。 

 

和田部会長 

 資料１と２のどちらに関してでもよいので、ご意見をお願いします。 

 

増田委員 

「１．面白くて楽しい最高なまち八尾定住魅力創出・発信事業」は若者視点もそうだと

思いますが、よく言われているのは人口減少です。人口減少で企業でも人材不足が問題に



8 

 

なる中、女性の労働者や高齢者の方々が第２ステップの人材として考えられますが、さら

に最近よく言われているのが外国人労働者です。この資料を見ている限りでは、日本人の

若者というイメージです。資料も日本語で書かれているものが多く、日本人向け、日本人

の若者向けの内容が多いと思います。しかし、八尾市はベトナム人の労働者が多く、街を

歩いていて、「このようなところにも外国人がいる」と思うほど外国人を多く見かけます。

そのため、日本人に限らず、グローバルな若者に視点を広めてもよいと思います。 

大学には留学生も多いのですが、留学生と話をしていると、「日本の情報をフェイスブッ

クやインスタグラムで見た」と見せてもらうことがあり、言葉がなくても写真でつながる

という情報のやり取りがあります。日本人だけを考えるのではなく、海外からも感じられ

るような八尾市の魅力という視点で上げてみても面白いと思います。 

  

和田部会長 

八尾市の外国人居住者についての取り組みがあれば教えてください。 

 

事務局 

八尾市はベトナムと中国の方が多いです。行政サービスで言えば、窓口に来られた方が

困らないよう通訳者を配置しています。ベトナム語と中国語の情報誌を定期的に発行して

いますが、正直なところどこまで行き届いているか、特に若い世代に届いているかどうか

は情報を持ち合わせていないので分かりません。われわれも街を歩いていると若い外国人

をよく見かけます。せっかく縁あって八尾市に来ていただいているため、八尾の魅力を体

感してもらえるようなものにつながればと思っています。貴重なご意見をありがとうござ

いました。 

 

野村委員 

外国人の話がありましたが、私もフェイスブックで 4,400 人の友達がおり、やり取りは

英語で行っています。情報のシェアをするのは日本人より外国人のほうがかなり多く、発

信力は外国人のほうが大きいです。日本人は人に対する恐怖心があると感じています。そ

のため、何らかの魅力を発信したい場合は、海外に向けて発信したほうが、それが日本に

帰ってきて、むしろ広まっていくのではと思います。外国の方々にうまく発信していただ

ける仕掛けを行なえばよいと思います。 

健康づくりに関してですが、八尾市はたばこを吸う人が多いと感じています。「子どもが

いるところでは一切たばこは吸わない」などの仕掛けを八尾市から行ってはどうかと思い

ます。子どもはこれからの大事な存在のため、定住を考えるなら、たばこからでも健康に

気を使っていることを示して「八尾は優しいまち」ということを感じていただけるように

なればよいと思います。  

資料２の「みせるばやお」についてですが、ここでの魅力発信は将来的に企業のＰＲと
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のコラボ企画ができます。それを国内外に発信することで、「八尾はこんなに素敵なところ」

と感じられて、うまくいけば他市が嫉妬するような場になると思います。現在人材不足の

問題がありますが、iPad を使うなどによって１人で解決できることもあると思います。ワ

ークショップの作り方なども創造しながら、人がいなくても１人でも楽しめる企画をしな

がら計画するのが一番だと思いますので、それを目指していきたいと思います。 

 

浜田委員 

先ほど話題にもなっていた、資料１の基本目標４の「福祉分野における人材育成の研修

会や講習会への女性の参加人数」の減少についてですが、仕事の魅力の発信や、やりがい

を伝えていくのは効果的だと思いますが、福祉の仕事になかなか人が就きたがらないとい

うことで、ブラック企業というイメージがあります。大阪労働局と連携して、福祉の現場

で労働環境を改善していただいたり、働くルールを守っていただくための自主的な勉強会

のお手伝いをさせていただき、健全に適正に働ける現場であることをアピールする取り組

みも行っています。よろしければ連携してご活用いただければと思います。 

 

川崎委員 

資料１の基本目標１のＫＰＩの中の「避難行動要支援者名簿『同意リスト』を提供した

小学校区数」ですが、全 28 小学校区のうち平成 29 年度は７小学校区と、目標より低い数

値となっています。先日の地震の影響もあって、今後このようなことは重要度が上がって

くると思います。以前私は泉州エリアでこのような会議に参加させていただいたことがあ

るのですが、そこでは災害では津波がクローズアップされていました。八尾市の災害は主

に地震ですか。それとも土砂災害ですか。もっとも留意すべき災害として何を位置づけて

いますか。 

 

事務局 

南海トラフ地震がいつ発生するかという懸念があることから、市域全域では地震が大き

いです。ただし、八尾市は、東には山があり土砂災害の危険エリアもあります。その辺り

も見据えた対応も必要です。南では大和川もあり、水害への備えも重要です。地域毎の対

応が求められていると思います。 

 

川崎委員 

防災は大きな影響がありますが、現在重要とされているものとして、災害発生後の減災

がクローズアップされています。２小学校区、５小学校区、７小学校区と順調に増えてき

ていますが、平成 28 年度から 29 年度に２小学校区増えた要因として、何か取り組みをさ

れたのでしょうか。 
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事務局 

避難行動要支援者名簿は、災害が発生した時に取り組みを進めるためのものですが、こ

れを活用することで平時から地域の人同士の見守りが進めば、地域で安心して暮らせる環

境が整うと思います。八尾市では平時の対応も含めて地域の方々に取り組みのご案内をし

ています。そのような取り組みによって２小学校区増えたと考えています。 

 

川崎委員 

そのような形でどんどん広がって、最終的に 28小学校区すべてで防災の取り組みを行な

うようになればよいと思います。 

 

増田委員 

お願いしたい点があります。私は八尾市でマンションの３階に一人暮らしをしています

が、震度３～４でも大きな地震に感じます。私は阪神・淡路大震災後に生まれた世代で母

親のお腹の中で地震を感じただけなので、当時の状況については映像や写真でしか知りま

せん。そのため、先日の地震は私にとって生まれて初めてもっとも大きな地震でした。私

よりも若い世代もそうだと思います。大学で中国人の留学生から、「中国には地震がない。

日本は大きな地震があるが、地震が起こったときに自分はどうすればよいか分からなかっ

た」と聞きました。日頃から日本人だけでなく訪日外国人のことも考えて防災の取り組み

をしていただきたいと思います。大学の教授が、地震が発生した場合の非常食や避難する

ときの注意事項を中国語で伝えていました。防災に関してもグローバルな意識をもってい

ただきたいと思います。 

また、資料１の基本目標３は、小学校などの小さい頃からの内容が多いのですが、高校

卒業後や大学卒業後に八尾市で働いている人がどのくらいいるのかと思いました。若い人

で、八尾市で働きたいとか八尾市に根を下ろしたいと思う直前の年齢の人がどれだけ八尾

市に留まっているのか、八尾市に住んでいるのかが、雇用や自分たちのコミュニティに関

連してきます。そのような数値が関連してくると思うので知りたいと思いました。 

 

事務局 

数値については確認してお伝えします。 

 

和田部会長 

皆様にいただいた貴重なご意見を、和泉副部会長と事務局とで調整して、効果検証とし

てまとめていきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

 

全委員 

異議ありません。 
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和田部会長 

ありがとうございます。 

 

事務局 

皆様のご見識に基づき、活発にご意見交換いただき、感謝申し上げます。 

今後、本日の内容を踏まえ、国に対して交付金事業の報告をするとともに、今後の本市

における総合戦略・地方創生の推進に生かしてまいります。 

それでは、最後に政策企画部長 吉川よりご挨拶申し上げます。 

 

吉川政策企画部長 

本日は、様々なご意見をいただきまして、ありがとうございました。行政職員では気づ

かない貴重な視点でいただきましたご意見は担当課に伝え、今後の施策の充実にいかして

いきたいと思います。 

本日総合計画の策定スケジュールの説明をさせていただきましたが、例年より回数が増

えており、特に秋に何回かご参加いただくことになります。ご多忙とは思いますが、よろ

しくお願いいたします。 

  

５.閉会 

事務局 

これで、八尾市総合計画審議会 第１回 総合戦略部会を終了します。 

以上 


