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八尾市総合計画審議会  第２回総合戦略部会 

議事録 

 

 

日時：平成 31年２月 13日（水）18時 30分～20時 10分 

場所：八尾市役所６階 大会議室 

出席者：和田委員（部会長）、和泉委員（副部会長）、浜田委員、村田委員、椎野委員、 

丹波委員、野村委員、吉田委員 

欠席者：田口委員、大本委員、川崎委員、川野委員、中田委員、増田委員、枡谷委員 

 

１.開会 

事務局 

ただいまより、八尾市総合計画審議会 第２回総合戦略部会を始めます。 

 

２.部会長 挨拶 

和田部会長 

 皆様はそれぞれの部会で議論されており、今年度は昨年６月以来の再会となりますが、

これで最後となります。部会でのご発言も生かせると思いますので、改めて部会でのご発

言も交えて活発な議論をいただきたいと思います。 

 

３.議事 

（１）総合戦略・地方創生に係る平成 31年度の取り組みについて 

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説明） 

 

和田部会長 

資料１の左側は平成 30 年度のものです。右側が、平成 31 年度のもので現在申請中です

が、事務局にて準備を進めており、国からの交付金を前提に実施したい内容の案です。今

後の展開に向けて、このようにしてはどうかというご提案やご意見、ご質問をいただきた

いと思います。 

 

野村委員 

「みせるばやお」で計画委員会の委員長を務めています。４月になると幼稚園の子ども
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が小学生になり、小学生が中学生になります。現状では「みせるばやお」は子ども用の施

設になっていますが、10代、20代のＳＮＳで拡散してくれる世代にも魅力的な場所になら

なければなりません。小さい子が成長するとアンパンマンを卒業するというようなイメー

ジでは、古臭い施設になってしまいます。子どもの成長と共に「みせるばやお」も成長で

きる場所になることが必要です。 

また、「みせるばやお」は企業が実験できる場所でもあり、様々なコラボ企画を行って、

新しいことにも挑戦しています。展示会に出すとなると企業は出店料を負担しなければな

りません。空いている場所を企業がＰＲできる場所として活用して、学生が「八尾市にこ

のような企業がある」ということを知り、市内の中小企業に就職してもらえるきっかけに

なればよいと思います。子どもだけに目を向けるのではなく、その先も見据えたほうがよ

いと思います。 

 

和田部会長 

「重要業績評価指標」で「当該指標の対象者である、子どもや若者などの施設利用者数」

と、子どもと若者が一緒になっていますが、卒業すると切れてしまうのではなく、その中

をさらに分析することが必要という非常に重要な指摘をいただきました。今年度の取り組

みとしては、10代、20代というもっともつながりを生かせる世代をどうとらえていますか。 

 

事務局（産業政策課） 

「みせるばやお」は、昨年８月にオープンして約５～６か月経ちますが、子ども向け中

心の事業で、講座についても子ども向けのワークショップ事業を主に行っています。また、

運営に関して近畿大学や大阪経済法科大学と連携して大学生にも参加してもらうなど、若

い視点を取り入れ、大学との連携事業としても取り組みも始めています。 

「みせるばやお」は、LINOAS（リノアス）の８階にあることから、「場所が分からない」

という声をよく聞きます。そのため、大阪府の観光関係の補助金を活用して、ＱＲコード

を読み取ると多言語化対応のページにつながるなど、若い世代にも認知してもらえる取り

組みを進めています。ご指摘のように、子ども向けだけに終わるのではなく、若い人の意

見も積極的に取り入れて企業とも連携しながら、取り組みたいと考えています。 

 

和田部会長 

野村委員のもう１つのご指摘ですが、展示会のブースを学生が借りたいと思ったときに、

気軽に借りられるような、行政の値段設定や補助などはありますか。また、取っ掛かりの

きっかけになるような企画のコンペなどはありますか。場所は駅前ですが８階なので、動

線の工夫が必要です。ちょっとしたきっかけの場所になるような工夫を、どのように考え

ていますか。 
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事務局（産業政策課） 

平成 31 年度の事業として、国の交付金を活用したソフト事業をいくつか挙げています。

その中のビジネスプラン策定事業は、八尾市で起業を考えている人への支援を行うもので

す。自分が考えるビジネスプランをお試しで挑戦できる機会が少ないため、「みせるばやお」

を１つの拠点として整備しています。出口戦略として、若い世代に「みせるばやお」でチ

ャレンジショップを出店してもらうなどの活用をしていきたいと思います。行政として、

「みせるばやお」を広く、起業家や企業の方々に活用していただけるよう新事業に取り組

みたいと考えています。 

 

野村委員 

クラウドファンディングで、「みせるばやお」を使用できるチケットをもらえるようにな

っていますが、対象者が子どもだけで「使う機会がない」という声が上がっています。そ

のため、３月に、大人向けのワークショップなど大人も使えるものを企画しています。夏

頃には、10～20 代を対象に「子どもが嫉妬する」というキーワードで、謎解き脱出ゲーム

を考えています。子どもだけでなく、大学生や年齢の高い層にも注目してもらえるような

楽しいイベントを作ってみようという話が上がっています。 

 

和田部会長 

資料１の左側の事業は、まずは基盤整備として行政が作ったものだと思います。来年度

はこれらを活用していく段階になります。基盤整備として、まずはハード面を作りました

が、野村委員のご意見はソフト面の話です。一般的によく「箱物ができても中身がない」

と言われますが、それに当たる話だと思います。取り組みのところに３つの事業が書かれ

ていますが、文面を見る限りでは、これをもっと具体的に落とし込む必要があります。皆

様には、具体的なご提案や、これ以外にもできそうなご提案を出していただきたいと思い

ます。この部会はクリエイティブな思考を期待されている部会でもあると考えますので、

夢をもって八尾のまちの活性化につながるようなご意見をいただきたいと思います。 

 

和泉副部会長 

教えていただきたい点があります。運営は実行委員会のようなイメージですか。 

 

事務局（産業政策課） 

会員の企業様を中心にするコンソーシアムで、行政も特別会員になっています。 

 

和泉副部会長 

「事業概要」を見ると、「今まで中小企業サポートセンターが核となって機能していた」

という意味の書きぶりになっていますが、これがコンソーシアムに変わるのですか。それ
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とも、これ自体も機能しているのですか。役割分担はどのようになっていますか。 

 

事務局（産業政策課） 

中小企業サポートセンターは市の事業として八尾市商工会議所の中に設けており、市内

の多数の企業から技術的な相談を受けたり、企業同士のマッチング依頼に対応しています。

専門のコーディネーターが常駐しており、技術的な支援も行います。各企業が申請しよう

とする国のものづくり補助金の申請書について、計画内容のブラッシュアップの支援も行

っています。「みせるばやお」はイノベーション推進拠点の名称でもあり、コンソーシアム

の運営組織の名称で、中小企業サポートセンターとは別のものです。もちろん「みせるば

やお」で技術的な支援が必要になれば、中小企業サポートセンターも協力するなど、連携

しながら進めています。 

 

和泉副部会長 

和田部会長から、ハード面が整備された後にソフト面での活用を考えるにあたって、様々

なご意見をいただきたいということでした。それに対して１つには、野村委員のご意見と

重なる部分がありますが、小学生や中学生が利用する中で、施設内で完結するのではなく

企業とつながるものを、もっとクリアに見せることができないかと思います。ビジネスプ

ランやオープンイノベーション、デザインイノベーションなどの教育的な発想をもつコン

テンツがあってもよいと思います。現在、そうなっているという実情の報告がありました

が、そのようなことを大事にしていきたいと思います。 

次の議題のところで発言しようと思っていたので先行しますが、先駆的な取り組みが重

要になるということですが、ここでもそのような取り組みを行えばよいと思います。全国

的な観光の話をすると、「ツーリズムＥＸＰＯジャパン」というものがあり、今年は、大阪

のインテックス大阪で開催されます。観光は、観光協会の枠で運営するものだけではなく、

八尾市にはビジネスのテーブルでもたくさんの魅力があり、それを実行できる力があると

思っています。ビジネスライクで観光につながるようにこの施設を活用できないかと思い

ます。私も詳細なプランはもっていないのですが、方向性として、企業体の中に観光を乗

せていけるものができればよいと思います。中小企業も観光の世界に新しいビジネスシー

ンを求めていけるような役割を、この施設が担えないかと思います。「みせるばやお」が、

そのような新しいビジネスや可能性を提示する場になれば、今まで以上に求められる存在

になると思います。 

 

和田部会長 

ただ今のお話に関連付けると、現在、産業ツーリズムとして、様々な企業に外国人が視

察に来ています。「みせるばやお」は現在基盤整備の段階ですが、単に見に来るだけでなく、

産業として「今、八尾市にはこのような産業がある」という産業ツーリズムをイメージで
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きないかと思います。この辺りでも、どんどん欲張って、外国人も巻き込むことができれ

ばと思います。第６次総合計画に向けて外国人に対するご意見も多くありました。居住す

る外国人、仕事をする外国人、観光客としての外国人など、外国人にも様々なカテゴリー

があるため、観光と産業のドッキングも十分可能性があり、語学で若い世代が活躍するこ

ともできます。様々な展開ができるのではないでしょうか。この部会では、金融関係の方

も参加いただいていますが、「このようなビジネスであればぜひ融資したい」などのご意見

はありませんか。 

 

吉田委員 

「ヤオツナガルプロジェクト」と、当社のりそな銀行のビジネスプラザおおさかとは連

携していますか。 

 

事務局（産業政策課） 

まだです。 

 

吉田委員 

「ヤオツナガルプロジェクト」も同じだと思いますが、当社でも社長が、「人と人、ビジ

ネスとビジネスをつなげる」と言っており、何かと何かをつなげるコネクティングとして、

ビジネスプラザおおさかを当社本店の北側に立ち上げました。ここでは、ビジネスマッチ

ングや小売業向けのモニター会、人材ソリューション、商談会などの企画を行っています。

そこに、りそな銀行の大阪以西の全営業店の情報が集まるシステムにしており、ビジネス

マッチングや個別相談会などを行っています。創業支援デスクとして、養成講座も開催し

ています。そちらで蓄積された情報はわれわれも活用でき、われわれが蓄積した情報もこ

ちらに提供できると思います。具体的にみたほうが個別の話がしやすいですし、どこに注

力するかも重要で、分野を限定した方が成果が上がります。協力していければと思います。 

 

椎野委員 

「ヤオツナガルプロジェクト」でも交付金を申請していますが、交付金は本当に必要な

人に使ってもらうことが大事です。それを周知する方法は考えていますか。また、交付金

を使ってよかったという検証をどのようにしようと考えていますか。本当に必要な人が使

って効果が出て、八尾市としてよいできあがりになることが、目指す姿だと思います。 

 

事務局（産業政策課） 

②オープンイノベーション推進事業、③デザインイノベーション推進事業として書いて

います。「事業概要」にあるように、八尾市はものづくりが集積する都市ですが、産業振興

会議などを開催する中では、今の業態の中に留まってしまっているので、さらなる飛躍に
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向けて事業をブラッシュアップしたり、新たな事業に進出することが課題だと思っている

企業が多いです。オープンイノベーション推進事業は、八尾市外の大企業とコラボして、

八尾の技術を生かして製品を作っていただくものです。デザインイノベーション推進事業

は、自分の技術力をアピールしていただくもので、素材の良さをデザイナーなどにアピー

ルして新たな製品を生み出していただくものです。今回このような事業を予定しています。

質問の回答になっているかどうか分かりませんが、課題を認識している企業にこの事業に

手を挙げて参加していただくことで、新たな事業展開のきっかけとなり、新たな製品を生

み出すことになっていけばと思います。評価指標に記載していますが、このような事業展

開の中で、コラボレーションによって新たなプロジェクトの数を生み出していけば、効果

測定につながっていくと思います。 

 

椎野委員 

せっかく他市ではやっていないよいことをされているので、もっと広い人に知っていた

だければ、八尾市のＰＲのよい機会になると思います。 

 

和田部会長 

もう一つの事業である「面白くて楽しい最高なまち八尾定住魅力創出・発信事業」につ

いてもご意見をお願いします。 

 

浜田委員 

先ほど、和田部会長から学生の発表の場という話がありましたが、資料の両面を見て、

両者をコラボレーションすると面白いと思いました。「面白くて楽しい最高なまち八尾定住

魅力創出・発信事業」に大学との連携の記載があるので、大学祭で、ＰＢＬ（課題解決型

授業）のような形で地域の課題に取り組んで、それを裏面の「みせるばやお」で発表する

産業的文化祭ができれば、学生の励みにもなり、「みせるばやお」の展開としても面白いと

思います。 

 

和田部会長 

事業のコラボレーションも可能性があり、相乗効果が出ると思います。大学との連携は

平成 31年度も引き続き重点を置いていきます。ぜひ、学生の様々な素朴なアイデアを「み

せるばやお」で活用いただければと思います。「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、平成 30 年度の６つの取り組みから、平成 31 年度は４つの取り組みに

減っているように見えますが、平成 30 年度は八尾市制施行 70 周年ということでイベント

が多かったことから、メニューが多くなっていました。平成 31年度は、従来の、八尾市と

してもっとも生かしたい重点事業に絞って４つの取り組みにしたとご理解をいただきたい

と思います。平成 31年度の③、④は、八尾市の歴史的な魅力ですが、和泉委員のご専門な
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ので、ご意見をいただきたいと思います。 

 

和泉副部会長 

資料１の③、④に関して、私は文化財課と一緒に仕事をさせていただいています。部会

でも「事業の横断性を重視してはどうか」という多くの意見が出ました。例えば、高安千

塚古墳群については、「山麓の豊かな自然に親しみながら」という自然と歴史のコラボレー

ションがあり、そこから「健康」というキーワードが抽出できるなど、横断性の中で枝葉

が広がっていく効果につながっていくと思われます。歴史資源を保存、活用しながら、派

生させたり展開していくことを大いに意識すべきだと思います。様々な機会で申し上げて

いることですが、歴史ファン以外にも歴史の魅力を見せていくことが重要です。③、④は

ニッチな層に対する施策と思われがちですが、そうではないということを再確認しておき

たいと思います。歴史を活用しながら、歴史ファン以外も呼び込む事業展開が不可欠です。 

また、市民協働についても、活用の段階から地域の方々と一緒に展開することが、今後

必要になると思います。 

資料１の④に記載のある「アプリ等を開発」に大賛成です。どのようなアプリなのか、

現時点でイメージはありますか。 

 

事務局（文化財課） 

 「アプリ等を開発」は、ＱＲコードを使った情報発信を考えています。また、今後は、

ＡＲを活用したイメージ発信などのアプリ開発も考えていきたいと思います。文化庁も、

歴史資産について必ずしも保存だけでなく、活用にも取り組んでいます。八尾市内には、

118 の指定文化財があります。八尾市は、市域の約６割が埋蔵文化財包蔵地となっており、

非常に文化財が豊富なため、文化財を他市との差異に活用できます。東大阪市や柏原市と

も違います。文化財によって地域の差異を生むことができます。市域で中心的なものを活

用することによって、八尾市の新しいイメージの投影ができると考えています。このよう

なことを踏まえて、アプリの作成や情報発信を行っていきたいと思います。 

 

和泉副部会長 

情報発信については、②のシティプロモーション事業と連携しながら、歴史的な資源の

保存、活用を若者視点や市民視点で情報発信につなげていければと思います。一足飛びに

はいきませんが、歴史資源の本来的価値がきちんと理解されて保存への意識の高まりが見

られれば、それを観光資源に活用する展開を積極的に進めるべきだと思います。 

 

和田部会長 

丹波委員と村田委員はひと・まち部会でしたが、部会で出たご意見で関連するものがあ

れば、お願いします。 
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丹波委員 

人権問題や窓口サービスの機能の充実などの話で、この事業と直接関わるものはありま

せんでした。 

 

和田部会長 

「重要業績評価指標」の「転出超過者数」や「40 歳代以下の定住意向割合」は、窓口サ

ービスに関係すると思いますが、いかがですか。 

 

丹波委員 

外国人居住者の相談件数などがありました。 

 

村田委員 

指標の取り方についての議論が多かったです。 

事業そのものに意見を言うつもりはないのですが、教えていただきたいことがあります。

資料１の①の大学との連携は、平成 30年度は具体的にはどのようなことをされて、その成

果がどうだったかを教えてください。 

 

事務局（政策推進課） 

八尾市は大阪経済法科大学と包括連携協定を結んでいましたが、平成 30年度に新たに近

畿大学とも包括連携協定を結びました。その中でまちのにぎわいを作る取り組みとして、

市が交付金を出して、地域の方々と近畿大学の学生との連携により、八尾市内の大切な資

源の１つである大和川を使って、川の魅力を高めることを行いました。 

また、八尾市はものづくりのまちという点を生かして、大阪経済法科大学とものづくり

の連携の取り組みを行いました。第１回の部会でも報告しましたが、商業の活性化の視点

で、大学生に八尾市内の商店街を回って商店街をＰＲする冊子「やおセレクション」を作

ってもらいました。 

 先ほど浜田委員からＰＢＬ（課題解決型授業）の提案がありましたが、平成 31 年度は、

これらに加えて、例えばゼミの方々とコラボして、行政的課題を大学生の視点で分析して

提案いただくのはどうかと考えています。平成 31年度はこのような取り組みを新たに行っ

て、大学連携をさらに進めていければと思います。 

 

村田委員 

昨年度からハローワーク布施と大阪経済法科大学が連携して、商工会議所にも入ってい

ただいている取り組みがあります。ハローワーク布施は、東大阪市と八尾市が管轄地域の

ため、大阪商業大学と話をして、学生にフィールドワークをやっていただいています。目
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的はものづくりの八尾市としての取り組みなので、昨年は、実際にものづくりを行ってい

る企業に大学生に行っていただき、そこで感じたことを発表してもらいました。今年は、

ものづくりの企業を何度か訪問して、学生の視点から「このようなことをしてはどうか」

という提案をしてもらう取り組みを行っています。今週の土曜にその発表会があり、市長

も来られると聞いています。対象は企業、商店街と様々で着眼点はそれぞれに異なります

が、同じような視点ではないかと思います。市役所もこのような視点で行なえば、次年度

はもっと拡大できると思います。私どもでは次年度も行う予定ですが、大学では３～４年

続けてブラッシュアップしたいと考えています。大阪経済法科大学の高橋先生といろいろ

と連携していますので、参考までにご紹介しました。 

 

和田部会長 

役所はよく縦割りのことを言われますが、村田委員の話を聞いていると、縦割りになっ

ているので分からなかったことでも、よく見ると類似事業を別の課がやっていたり、違う

団体が既に行っていて芽が出ているなど、限られた予算の中でもったいないことがあるか

もしれません。村田委員が言われたような事業を事務局で確認し、１つに集約できること

はしたほうがよいです。それらが、「面白くて楽しい最高なまち八尾定住魅力創出・発信事

業」の①、②に関連すると思います。 

 

（２）本市を取り巻く国の動向及び今後の施策展開にむけて 

和田部会長 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

（資料２説明） 

 

和田部会長 

地方の自立、つまり地方自治体が自分たちのまちを自分たちで経営するきっかけとして、

中枢中核都市に選出された八尾市は、申請事業数の枠が広がることをメリットと考えて、

戦略的に事業本数を増やすことができます。それにあたって皆様の活発なご意見が必要と

いうことです。他市との横並びではなく、八尾市がパイオニア的になったり、先駆的な発

信を行うことを国は強調しています。地方に移住、起業、就業してもらうなどで地域が活

性化するという大きな２本柱を国は期待しています。そのような背景の中、八尾市でどの

ような事業を展開できるかです。戦略部会としてもぜひご意見を出していただきたいと思

います。それが、今後八尾市の第６次総合計画で事業展開されることになります。ご意見、

ご質問はありませんか。 
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野村委員 

何度も話したと思いますが、八尾市は観光がかなり遅れています。せっかくよいことを

行っているのに、他市と比べると出遅れています。当社は、八尾商工会議所と堺商工会議

所、大阪商工会議所の３つに入っています。堺商工会議所も海外の輸出セミナーを始め、

訪日外国人へのインバウンド対応セミナーも充実してきています。このようなセミナーが

八尾市は少ないと感じています。「ツーリズムＥＸＰＯジャパン」の話が出ましたが、当社

は、産業観光まちづくり大賞の経済産業大臣賞をいただいたこともあり、前回「ツーリズ

ムＥＸＰＯジャパン」の産業観光ブースに出させていただきました。そこで感じたのは、「産

業観光」という視点では埋もれてしまうということです。次回、インテックス大阪で出展

できるなら、大阪をひとくくりで考えて大阪のＰＲをしたいと考えています。恐らく大阪

商工会議所を通じて出展することになると思います。当社が 2003年にコンペイトウミュー

ジアムをオープンしたときに、「八尾市に観光で誰がくるのか」と言われたと聞いています

が、2005 年には八尾と堺を合わせて 2,100 人の方に有料体験に来ていただきました。もっ

とも多かったのは 2013 年で八尾と堺を合わせて 17,050 人です。おもしろいものがあれば

来ていただけます。古墳もそうですが、何かクリエイティブなもの、そこにしかないもの

があれば、来ていただけます。そこを強めなければ、八尾市の魅力を発信できません。ま

ず海外に向けて発信するなど新しいことをすれば、日本人にも違う魅力として感じてもら

えるかもしれません。そのような仕組みが必要です。観光はポテンシャルがあり、まだま

だ伸びしろがあるため、力を入れるべきです。収入が上がれば税金を納めていただくこと

にもつながり、そうなればもっと輝けます。もっと充実させるべきだと思います。 

 

和田部会長 

八尾市は今までものづくりを前面に出してきたため、私も八尾市は観光のポテンシャル

が大きいのに、産業観光が弱いと思っていました。もっと観光でＰＲすることが重要です。

中枢中核都市になったことで事業を増やせるのであれば、観光は八尾市のポテンシャルを

生かせる大きな柱になると思います。 

他にご意見はありませんか。キーワード的なものでもいただければ、そこから議論が広

がります。 

 

和泉副部会長 

観光についてはその通りだと思います。別の自治体のことを参考としてお話しします。

私の研究室と旅行会社が共同で旅行商品を作っており、間に合えば、それをインテックス

大阪で発表する予定です。観光協会や観光課が主となって行うものも必要ですが、観光に

可能性を見出している人が創発的に動けるような、可能性の提示ができる取り組みがあれ

ばよいと思います。観光をキーワードにした先駆的な取り組みがないか、庁内やこのよう

な会議の場で聞くという切り口で行なってもよいと思います。 



11 

 

八尾市では「インバウンド」という言葉があまり出てきませんが、既にインバウンドが

来ているので対応が必要です。 

この案件は難しいですが、キーワード的なものでも出していけばよいと思います。 

 

浜田委員 

資料２の「事業イメージ・具体例」の②に「社会的課題」とあります。大阪は 2025年の

万国博覧会で「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げていますが、これがまさ

にＳＤＧｓです。万国博覧会やＳＤＧｓに注目が集まっている機会に面白い取り組みがで

きればよいと思います。特に、大阪は女性の就業率は全国的にも低いほうです。大阪では、

ＳＤＧｓビジネスはまだ種まきレベルのものを始めているところですが、女性は、セミナ

ーでも「社会課題解決型」というと興味をもって来てくれます。大阪府として取り組む中

で、女性は大々的に起業する気はなくても「身近なところからやってみよう」という思考

があると感じています。社会課題解決型のビジネスができれば面白いと思います。 

観光資源に関しては、近畿大学や大阪経済法科大学に多くの留学生がおられます。留学

生の視点で見ると、日本人とは違う感覚で面白いと思ってもらえることがあります。交付

金を活用する事業で、留学生の視点で見た観光資源の掘り起こしもできると思います。 

 

和田部会長 

大阪は女性の就業率が全国的にも低いということですが、村田委員にお聞きしたいので

すが、ハローワークでは、女性のミスマッチングが多くて就業に結びつかないのでしょう

か。何か支援があればもっと就業できますか。その辺りはいかがですか。 

 

村田委員 

女性は家庭という側面がまだまだありますが、ハローワークでは、女性は就職して離職

して子育てが落ち着いたときに再度働くときには、短時間など働きやすい職場を選ぶ傾向

にあります。ハローワークに来られる女性は圧倒的に事務系を希望する人が多いです。今

は人手不足で求人倍率が上がっていますが、事務系は１倍以下で、就職先が少ない状況で

す。今後は、事務系が増える時代ではありません。発想の転換を行って短時間からでも仕

事に就いてはという話をしますが、「こうすれば女性の就業率が上がる」という決め手があ

りません。家庭環境と、保育所などの子育てしやすい地域環境づくりが先決だと思います。 

 

和田部会長 

登録している女性も、八尾市に住みやすい、働きやすい環境というベース部分がネック

になっているということですか。 

 

村田委員 
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そのような人が比較的多いです。今後女性の就業率は高くなると思います。労働力人口

が減少していますが、Ｍ字カーブはかなり改善されてきています。 

 

椎野委員 

八尾市に勤めていて様々な会社を回って感じることは、外国人が働いている会社が他市

よりも多いことです。今でこそ、人手不足で外国人に目を向けて様々な国の施策が出てき

ていますが、八尾市は早い段階から外国人に目を向けています。そのような実績を踏まえ

て、率先して外国人を広く受け入れてきたことを伸ばしてはどうかと思います。ものづく

りができない市町村が、観光施策で人を呼び込むことを行いがちです。観光も大事ですが、

大阪にものづくりのまちは絶対必要です。それが東大阪市であり、八尾市です。そこに外

国人など様々な人の雇用が結びつけば、シンボリックなものになります。実際にやってき

ていることであり、受け入れてきているので、市の施策として補完してやっていけば、よ

い話になると思います。 

 

和田部会長 

椎野委員が実際に回られて、肌感覚で感じておられるということですが、八尾市として、

外国人の定住の受入れを今までどの程度されてきたかを事務局にお尋ねします。いろいろ

とあると思いますが、外国人の受入れ、外国人の居住に関するサービスなどで特に力を入

れてきたことがあれば、ご紹介ください。 

 

事務局（政策企画部） 

八尾市では、大阪の特徴として在日コリアンの方が多く、それ以外ではベトナム人も多

いです。これにはインドシナ難民の受入れがルーツにあります。八尾市にはかつて雇用促

進住宅という団地があり、そこで受け入れたことから始まっています。そこから近隣の住

宅地に広がり、今では戸建て住宅を購入して住んでおられるベトナム人の方も多いです。

中国人については、中国残留日本人の方の帰国の受入れをしていた時代があり、高砂住宅

を中心に府営住宅で受け入れていました。このような、中国にルーツのある方の受入れを

してきたという経緯があります。 

そのような関係から、多文化共生のまちづくりを先駆的に進めてきており、生活相談も

積極的にやってきています。本庁舎でも、中国語とベトナム語の通訳を常時配置しており、

市民課での手続きやお子さんの保育関連の受付などで中国語とベトナム語のアシストを行

っており、それが就労にもつながっています。八尾市の人口は現在約 26 万７千人ですが、

外国人の方が約７千人おられ、大阪府下でも外国人の比率が高いです。これは八尾市の特

徴の１つです。 

 

和田部会長 
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椎野委員が感覚として感じられていたように、大阪府下でも外国人の割合が多いという

ことです。それを強味にすることが必要です。行政は当たり前のこととして外国人を受け

入れていますが、今後様々な事業を行っていくうえで、それが八尾のよさとしてアピール

するきっかけになります。総合計画にも多文化共生が出てきますが、１つの事業として十

分できると思います。 

 

野村委員 

椎野委員が言われていたように、ものづくりのまちとしてのＰＲにも仕方があると思い

ます。八尾市も東大阪市もものづくりのまちをＰＲしていますが、ものづくりというと金

属系のイメージが強いです。例えば助成金を受けるにしても、最初の頃は金属業に限られ

ていましたが、ようやく食品系にも広がってきました。当社は 2003年にコンペイトウミュ

ージアムをオープンしました。東大阪市にあるホテルセイリュウは大阪モノづくり観光推

進協会をされており、ホテルに宿泊した中学生を東大阪市や八尾市に連れてきてくれるツ

アーを組んでいます。私はそこの理事を務めています。ものづくりを大事にしていますが、

ものづくりも、単に「もの」を作ることではなく、カタカナで「モノ」づくりとしていま

す。作ったモノを体験してもらって、モノの価値を見出していただく流れを作っています。

モノで終るのではなく、思い出を共有できる形にもっていき、そして観光につなげること

が必要です。思い出を作ることが大事です。八尾市のことを素敵なまちと思っていただき、

自国に戻ったときに思い出を共有できるようにして、「また八尾市に行きたい」と思っても

らえるようにつなげるのがよいと思います。 

 

和田部会長 

 １回で切れてしまうのではなく、ストーリー性があってまた戻ってくるという循環型の

企画を、今後の検討課題にしたいと思います。 

 

（３）八尾市総合計画審議会全体における報告について 

和田部会長 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

（資料３－１、３－２説明） 

 

和田部会長 

ご意見、ご質問をお願いします。事務局の説明通りでよろしいでしょうか 

 

全委員 
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異議ありません。 

 

和田部会長 

 この案件については一旦預からせていただき、事務局と相談のうえ最終的に作成するこ

とでよろしいでしょうか。 

 

全委員 

異議ありません。 

 

（４）その他 

和田部会長 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

（資料４説明） 

 

和田部会長 

皆様が投票したロゴマークがここまで発展されたことに感心しています。現時点でスタ

ンプが 250セット購入されたということなので、順調に伸びていくことを期待しています。 

全体を通して、第６次総合計画に向けて皆様から多くのご提案いただければ、さらに深

堀りできますので、言い残されたことも含めてご意見、ご感想をお願いします。 

 

丹波委員 

資料１の裏面の平成 31年度の「ヤオツナガルプロジェクト」の①ビジネスプラン策定事

業ですが、「重要業績評価指標」の「ビジネスプラン数」は何の数ですか。ビジネスプラン

をどのようにして集めるのですか。発表会などに出てくる数ですか。 

 

事務局（産業政策課） 

起業準備者のビジネスプランの策定支援や会社の幹部でこれから会社の将来を担ってい

かれる方への支援を考えています。イノベーションプランとして、受託事業者に様々な会

社の課題を検証していただき、課題に向けた取り組みを具体的にプランに落とし込んでい

ただくことを考えています。また、プチ起業、女性で起業を考えている方には、ビジネス

プランを策定していただき、起業につながるように支援することを考えています。そのよ

うな方々から出てくるビジネスプランの数として、25を目標にしています。 

 

丹波委員 
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発表会やコンテストのようなものがあるのですか。 

 

事務局（産業政策課） 

従来からビジネスプランの取り組みはありますが、作るだけで終っていました。せっか

くの機会なので、様々な方々の前で発表していただく場を設けて、自分のプランに関連す

る方々に新たにつながればよいと思っています。その発表の場を「みせるばやお」などを

活用して、具体的にビジネスにつながる関係性ができればよいと思っています。単にビジ

ネスプランを作って終わり、支援して終わりではなく、発表の場を設け、みせるばやおで

交流も加速することでプランの実現性を高め、さまざまなチャレンジを応援できるコミュ

ニティづくりに努めたいと考えています。 

 

丹波委員 

実際に、それで起業できるまで支援を行うのですか。 

 

事務局（産業政策課） 

起業しようと思っている人から、起業の入門段階の人まで様々なパターンがあると思う

ため、１つの支援ではなく、段階に応じた支援プランを行いたいと考えています。 

 

丹波委員 

学生がビジネスプランを作るようなものではなく、実際に起業を考えている人を対象に

するのですか。 

 

事務局（産業政策課） 

起業を考えている人はもちろんですが、段階に応じた支援をさせていただきます。委託

業者などの専門家から支援いただくことや、実際に八尾市で起業している人からの支援も

考えています。学生でプチ起業を考えている人も、手を挙げていただければ支援します。 

 

和田部会長 

本日いただいたご意見を、事務局でぜひ積極的に活用いただき、八尾市の魅力を市内外

に発信していただきたいと思います。これで本日の案件はすべて終了します。 

 

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。特に観光や多

文化共生に関して、様々なキーワードをいただきました。本日いただいたご意見を次の交

付金活用につなげていきたいと思います。改めてご報告させていただきます。 

今後の会議の予定ですが、全体会を３月 15日（金）に予定しています。年度が変わって、
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当部会は６月頃に平成 30年度の事業報告を行ない、効果検証に関するご意見をいただきた

いと思います。 

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。昨年 12 月に突然、

八尾市は中枢中核都市という指定を受けました。国においてもまだ詳細が決まっていない

ようですが、せっかく選ばれたので、国の交付金を最大限有効活用して、市民の皆様に還

元できるよう進めていきたいと考えています。 

本日は観光に関するご意見を多数いただき、ありがとうございました。振り返ってみる

と、観光を八尾市の総合計画で位置づけたのは、現行の第５次総合計画が初めてです。そ

の出発点は丁度 10年前の今頃です。市民の皆様に総合計画の原案を議論いただく場があり

ました。その中で、ぜひ観光に取り組みたいというご意見があり、そこから市の政策に位

置づけたという経過があります。そのため、市として観光の政策を始めたのは平成 23年度

からです。まだ歩みが不十分なところもありますが、皆様のご協力を得ながら、八尾市の

魅力発信に取り組みたいと考えています。今後ともよろしくお願いいたします。 

  

４.閉会 

事務局 

これで、八尾市総合計画審議会 第２回総合戦略部会を終了します。 

以上 


