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令和元年度 八尾市総合計画審議会 第１回総合戦略部会 

議事録 

 

 

日 時：令和元年７月１日（月）19時 05分～20時 50分 

場 所：八尾市役所６階 研修室 

出席者：和泉委員（副部会長）、和田委員（部会長）、織田委員、谷原委員、築澤委員、 

大本委員、川崎委員、丹波委員、野村委員、吉田委員、中田委員、増田委員、 

枡谷委員、事務局（関係課含む）  ※委員名は号数順の五十音順 

欠席者：川野委員、椎野委員 

 

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 

（新委員（織田委員、谷原委員、築澤委員）の紹介） 

（欠席委員（椎野委員、川野委員）の報告） 

 

事務局 

委員総数 15 人のうち、本日の出席委員は 13 人で過半数を占めており、八尾市総合計画

審議会規則第７条第２項の規定により、会議が成立していることをご報告いたします。 

  

（事務局の紹介） 

 

それでは、ここからの議事進行を和田部会長にお願いいたします。よろしくお願いいた

します。 

 

３.議事 

（１）次期総合戦略の策定等について 

和田部会長 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

（資料２説明） 
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和田部会長 

今年度が、総合計画の計画期間の最終年度ということで、次期総合戦略の策定等につい

て説明がありました。大きなところとして、図を見ていただくとお分かりのように、第６

次総合計画との整合性の点では、１年延伸することで整合性を取ることができ、国の見解

とも合うということです。内容の大幅見直しではなく、指標の目標年度などを見直しする

ということでした。 

ご意見、ご質問はありませんか。 

特にないようなので、資料２については、この方針にて進めていただきたいと思います。 

 

（２）八尾市総合戦略の進捗について 

（３）平成 30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３、４説明） 

 

和田部会長 

中身の審議に入る前に、ただ今の説明に関するご意見、ご質問があればお願いします。 

 

川崎委員 

１年延伸になるということですが、「Ｒ１年度目標値」の後に「Ｒ２年度目標値」が加わ

るということですか。 

 

事務局 

１年延伸することで、例えば目標値を達成するものがある場合、改めて目標値を設定し

ます。この資料では「Ｒ１年度目標値」としていますが、「Ｒ２年度目標値」にします。 

 

川崎委員 

「Ｒ２年度目標値」については、「Ｒ１年度目標値」をもとに設定されるのか、それとも

Ｒ１年度の実績に合わせて目標値を設定するかなどは今後協議されるのですか。 

 

事務局 

Ｒ１年度で既に目標値を達成している場合は、それより上を目指すことになるため、改

めて高い目標値を設定します。実績値が目標値を下回っている場合は、皆様のご意見を踏

まえながら、より高くするか、１年延伸しても「Ｒ１年度目標値」のままとするかについ
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ては、検討させていただきます。 

 

和田部会長 

他にありませんか。説明に関しては他にないようなので、中身について議論いただきた

いと思います。後ほど、別途議論いただきたい大事な件がありますが、今は、資料３、４

についてご意見をいただきたいと思います。まず資料３について、自由にご意見をお願い

します。 

 

和泉副部会長 

今後については次のテーマということなので、まず、事務局の説明で感じたことをお伝

えしたいと思います。 

「基本目標２」の「健康相談利用者数」は、平成 29 年度から平成 30 年度で増えていま

す。保健師が相談を受けるということだと思いますが、人と人とのコミュニケーションが

生まれる部分だと思うので、このようなものは大事にしていただきたいと思います。とて

もよいことだと思います。 

 後のテーマで述べるべきかどうかと思いますが、「基本目標５」に関して、「みせるばや

お」は交付金事業ですが、今後は、交付金に頼らない持続可能性のあるものを考えなけれ

ばならないと思います。参考資料で「みせるばやお」のチラシを初めて見ましたが、精力

的にされていて、すごいと思いました。感心しており、私も参加したいと思いました。 

 「基本目標６」に関してはコメントがあります。「地域連携活動件数」は、実績値は１～

２件です。産学連携もそうですが、数値を追いかけることも必要ですが、地域連携活動は

目標値に関係なく、どんどん進めていけるまちになればよいと思います。 

概して、極端に減っているなどは見当たらないので、全体的にマイナスのコメントはあ

りません。 

 

和田部会長 

ありがとうございます。むしろエールのコメントをいただきました。他にありませんか。

細かいことでも構いません。 

 

織田委員 

「基本目標５」の「ワークサポートセンターにおける就職件数」の実績値が年々減少し

ていることについてです。われわれハローワークでも求職者が減少しており、完全失業率

も低下しています。そのような中で、Ｒ１年度の目標値がかなり高い数値になっているの

は大丈夫なのかと思います。平成 30年度より令和元年度がこれだけ多くなるのは、厳しい

と思います。ワークサポートセンターはハローワークの出先機関ですが、利用者数が１割

から２割減っている中で就職件数を上げるのは難しく、われわれもどうすればよいか課題
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を感じているところです。目標値が高めに設定されていることが気になりました。 

 

事務局 

私は産業政策課で直接の担当課ではないため、十分な答弁はできませんが、ご意見の通

りに人材不足になっています。求職者が減少している中で、就職件数の目標達成は厳しい

と感じています。 

 

和田部会長 

織田委員にお聞きしたいのですが、「基本目標４」の「女性に対して職業紹介したうちの

就職件数」についてはどう思われますか。 

 

織田委員 

失業している人が減っていますが、今は働き方改革が言われており、企業も人手不足の

ため、多様な人を雇用して人手を確保したいと考えています。われわれは東大阪市と八尾

市の両方を管轄しており八尾市だけの人数は分からないのですが、今までは家庭にいたも

のの今後仕事をしたいと考える女性も増えてきています。女性の就職件数を増やすのはよ

いことなので、目標を高くもってもよいと思います。 

従来は 60 歳定年でしたが、65 歳まで継続雇用したり 70 歳まで働ける社会、あるいはそ

れ以上働ける社会ということが言われています。高齢者、女性、外国人の働く環境が変わ

ってきているため、そのような方々が就職を希望すれば、就職件数は増えていくと思いま

す。 

人口が減少して労働力が減少している状況では、「ワークサポートセンターにおける就職

件数」の目標達成は厳しいと思います。「女性に対して職業紹介したうちの就職件数」も数

値的に厳しいと思いますが、どんどん社会に出ていっていただければと思います。保育な

どの環境を整えれば、働く人は増えていくと思います。 

 

野村委員 

ＡＩやロボットがどんどん進歩していますが、外国人人材も優秀な人が入ってきていま

す。弊社もベラルーシ出身の女性をインバウンド対応のために採用したのですが、英語、

ロシア語、中国語、日本語対応が可能な人です。そのような人材も入ってきています。副

業を許可している会社も増えてきて仕事の取り合いになっていることから、スタッフも勉

強しなければならなくなっています。企業も仕事を創出していかなければなりませんし、

創出する責任があると感じています。 

副業に関して 20代の人と話をする機会があったのですが、仕事を３つくらいもっており、

「責任をもつ仕事はしたくない。嫌になったらすぐに辞める」という考え方の人がいまし

た。一方で、「それでは、誰が日本を支えるのか」と考える人と世代ギャップがあります。
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企業がどこまで副業を認めるかによりますが、副業を認めていくと、仕事の取り合いにな

ってもっと大変になります。生活のために、仕事を２つも３つも持たなければならなくな

ると思います。作業の単調化や、仕事をどのように創出していくかなど、先のことを考え

ておかなければならないと思います。 

 

和田部会長 

ただ今の件についてですが、産業構造がめまぐるしく変化していて、特に急激な人手不

足になっています。織田委員のご意見も加味すると、ここ４～５年で急速に変わると思い

ます。「みせるばやお」を生かしていくにも、ＡＩや人材が必要になります。私も「みせる

ばやお」については感動しており、企画にもかなり時間を費やしておられると思います。

子どもは将来の人材です。プログラムを充実することで、子どもが「働く」ことに意識を

もつようになります。子どもが大きくなるまでに時間がありますが、八尾市から発信して

いくための大事な人材であり、様々な目標にも関わってきます。これは大事な問題なので、

後ほど議論したいと思います。 

 次に副業の問題ですが、大学でも働き方改革の勉強をしています。「もっと自分の時間を

もったり趣味を楽しもう」と言う反面、皮肉なことに、多くのアルバイト的な副業をもつ

ことで、体を酷使して逆に病んでしまう本末転倒な働き方改革にならないかという懸念が

あります。そのようなことから、八尾市が副業をどのように考えるかが大事です。主があ

って副なので、主がなく副ばかり欲張って、どれにも責任をもちたくないというのはどう

かと思います。主があっての副業という考え方を八尾市がどう確立していくかを、検討し

ていただきたいと思います。 

 

川崎委員 

「基本目標３」で、もっともインパクトがあるＫＰＩは、「保育所等の待機児童数」です。

昨年度は 18人とかなり減少し、今年度は０を目指すということですが、１人と０では大き

く違います。「待機児童数０のまち」はアピールできます。昨年の取り組みの中で、保育士

への就職支援セミナーがこのような拡大につながったということですが、やはりこれに大

きな効果があったのですか。効果があったのなら、今年度も継続することで、待機児童が

いないことが市の継続的なアピールになると思います。 

 

事務局 

こども政策課です。現在、全国的に保育士確保が問題になっており、本市も同じような

状況で、保育士の取り合いになっています。昨年実施した就職支援セミナーには 84人が来

場しました。実際に採用に結び付いた件数は、一昨年の件数しか手元にないのですが、13

人です。13 人が多いか少ないかは難しいところですが、募集しても採用に結びつかないと

いう現状を考慮すると、効果があったと思われます。今年度ももちろん継続します。なお、
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今年４月１日時点での待機児童数は０となっています。 

 

和田部会長 

資料３については一旦議論を打ち切って、資料４について、ご意見をお願いしたいと思

います。 

 

谷原委員 

この２つの事業の中で、民間企業に補助金を渡したケースはありますか。 

 

事務局 

２つの事業とも、民間企業への補助金はありません。 

 

谷原委員 

地方創生推進交付金は「自立化」がキーワードです。平成 29年度から令和元年までの３

年で、交付金の期間は終わるため、その後の自立化をどうしていくかが問われている制度

だと思います。この３年で民間企業に補助金という形では出していないものの、今後、自

立化するためのプレーヤーを発掘していくことが大事だと思います。 

 

和田部会長 

「プレーヤーの発掘」について、事務局からコメントはありませんか。 

 

事務局 

産業政策課です。交付金に頼らないという点についてですが、「みせるばやお」は、多く

の参画企業に入っていただき運営を行っていただいています。資料の中に、クラウドファ

ンディングのチラシがあったと思いますが、その中で 2019年３月末の実績として、参画企

業は 103社とあります。「みせるばやお」の運営は、参画企業の会費で賄っています。われ

われとしては、「みせるばやお」の中で、様々なイノベーションを起こしていただき、それ

がひいては八尾市の産業の活性化につながっていくと考えています。今後とも、より多く

の企業に参画していただいて「みせるばやお」のメリットを享受していただき、「みせるば

やお」の理想に向けて取り組んでいきたいと思います。 

 

谷原委員 

「みせるばやお」は話題になっています。参画企業の中には、「自分がやる」と手弁当で

汗をかいて頑張っている企業も知っており、よい循環になっていると思います。 

一方、交付金で進めている観光は、行政と民間が一緒になって最初は助走して、離陸し

た後は、民間がやっていくという段階を踏んでいくものだと思っています。特に観光につ
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いては、どこの自治体でも苦労しています。超一級のコンテンツをもっているところはよ

いのですが、そうでないところは、もっている資源をどのように活用するか、どのような

プレーヤーで官民連携していこうかと頭をひねっているところが多いと聞いています。ぜ

ひ、観光分野でも次の一手を考えていただきたいです。 

 

野村委員 

「みせるばやお」の参画企業は 103 社ということでしたが、今回理事を増やすことにな

り、私も新しく就任することになりました。子どもだけでなく、もう少し上の年齢層の人

にも、「みせるばやお」を使っていただきたいと思っています。今は子ども向けの場所にな

っていますが、子どもも成長していくため、特にインスタグラムやツイッターなどで発信

してくれる人の協力も必要だと思います。 

少しアナログですが、投書箱のようなものを作ってはどうかと思います。もっと学生も

集えたり、「このような商品があればよい」、「こんな場所にしてほしい」などの様々な声が

吸い取れるようにしたいと思っています。103社の中には饒舌な人ばかりではなく、シャイ

な人もいらっしゃると思うため、様々な人の声が届くように、投書箱のようなボックスが

あればよいと思って進めています。そのような声も取り入れて、小さい子どもだけの場所

ではないというところにもっていければと思います。 

次に観光についてです。「ツーリズムＥＸＰＯジャパン」が今年 10 月に開催され、大阪

商工会議所のブースがあります。そこで、八尾市のことも発信できるようにしたいと思っ

ています。 

このように、様々なツールを使って八尾市が世界に発信できるようにしていきたいと思

っています。 

 

和田部会長 

そのあたりも、ぜひお願いします。 

資料３、資料４については議論を終えたいと思います。 

本日いただいたご意見を踏まえて、私と和泉副部会長と事務局で調整して、効果検証の

総括をまとめたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

（４）今後八尾市において取り組むべき地方創生推進交付金活用事業について 

和田部会長 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

（資料５、６説明） 
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和田部会長 

資料５にあるように、現在同時に３つの交付金事業が進んでおり、そのうち２つが今年

度で終わります。１つは続きます。八尾市は中枢中核都市に指定されたため、数としては

クリエイティブな事業をどんどん立ち上げてもよいという、ビッグチャンスです。それだ

けに皆様から様々な専門的な見識をいただきながら、八尾市のこれまでの事業とは異なる

ものや発展したものを、提案いただきたいと思います。構想がある人はぜひご提案をお願

いします。具体的でなくても構いません。キーワード的なものでもよいです。八尾市がま

だ行っていないもので、「このようなものはどうか」というものを出していただければと思

います。 

 

和泉副部会長 

先ほどの全体会で市長もインバウンドや観光の広域性について話されていましたが、今

後取り組むべきものとして、観光を１つの柱に立てるべきだと思います。 

一般論ですが、観光で地域を元気にするための柱が２つあります。「滞在コンテンツの充

実」と「来訪需要の喚起」です。「滞在コンテンツの充実」には、「観光しやすくするため

のしくみづくり」、「新しい観光資源の発掘」、「食の展開」、「宿泊」があります。「来訪需要

の喚起」は、「情報発信」、「プロモーションをかけて戦略的に売り出していく」ということ

です。その中で、魅力的な観光地を作っていくことが大事です。 

その地域に魅力がなければ人が来ませんし、人が来なければ始まりません、そのため、

地域の魅力を考えることが必要です。この会議でも何度か出てきたと思いますが、産業に

注目できます。「みせるばやお」で多くのことをされていますが、もっと現場と直結させて

いければと思います。 

他市の例ですが、河内長野市の、つまようじを作っている株式会社広栄社に、つまよう

じ資料室というものがあります。先日も観光的な観点で株式会社広栄社を訪問して、ヒア

リング調査をしたところ、「見られることで、社員のモチベーションが上がる」という話が

ありました。観光の場所ではありますが、自分たちの会社の枝葉を広げたり、モチベーシ

ョンを上げることをされています。八尾市でも、その辺りをうまく企業に伝えることがで

きればと思います。「観光客を呼ぶ」と言うより、「自分たちの会社を新たに見つめ直すき

っかけ」のような、よい言い方で企業に伝えることができないかと思います。その中で、

地域の大学や小中学校などと盛り上がっていくスタイルができればよいと思います。取り

組むべき柱の１つとして、産業観光で何か１つ立てられないかと思います。 

インバウンドも同様です。市長は大阪府や大阪市との広域性を言われていましたが、そ

の通りだと思います。現在、岬町の調査に入っているのですが、ＵＳＪを訪れた外国人が

岬町まで来て宿泊している状況が見られます。八尾市は交通の便が良いので、京都までバ

スで行き来でき、新大阪に行くにも便利で、ＪＲで都心まで行けます。そのような地の利
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を生かして様々なことが考えられます。インバウンドを見せる１つの素材としても、もの

づくりは有効に機能すると思われるため、観光を１つの柱として立てていただきたいです。 

 

和田部会長 

貴重な観点でのご意見をありがとうございます。 

 

枡谷委員 

ただ今の話に重複する部分があるかもしれませんが、私は、八尾市でものづくりに関す

る活動を行っています。産業観光についてですが、東京都墨田区がものづくりのまちとし

て有名です。墨田区で、すみだファクトリーめぐり「スミファ」という産業観光の取り組

みを行っており、私も実際に体験したことがあります。「スミファ」は、地域に点在してい

る工場をオープンにして、観光客を招き入れて体験をしていただき、ものづくりの面白さ

を知っていただくというものです。企業は、自分の会社がもつ資源を何と掛け合わせれば

よいかが分からないため、ものづくりのクリエーターを仲介させることで、資源×資源で

新しいものを作り、それをスカイタワーの観光客向けの店で販売しています。このような

形でものづくりから観光につなげており、循環がうまくいっています。 

八尾市もこれだけ土壌があるため、できるのではと思いますが、やる際には、キーパー

ソンが必要です。個人的に「みせるばやお」は大変面白いと思うのですが、あの場所でな

ければならなかったのかなと思います。駅に近いよい場所なのですが、外から見えず、わ

ざわざあそこまで上がらなければなりません。まちを歩く市民から見るともったいないと

思います。現在、場所代がかなりかかっていると思われるため、今後のランニングコスト

を考えると、八尾らしく、企業がもっている廃工場などを活用してはどうかと思います。

規模の大きな廃工場を新しい拠点として路面店で活用すれば、歩いているときに見えて、

入ってみようかと思うのではと思います。その企業拠点のなかに、クリエーターが活動の

場をレンタルするアーティスト・イン・レジデンスを行えば、もっと盛り上がります。そ

のような事業を実現していけば、八尾市の新しいものづくりの形を発信できると思います。 

 

和田部会長 

 市民ならではの貴重なご意見をいただきました。 

 

増田委員 

私は八尾市の大学院生です。大学時代に自分の地元の観光地を発掘するという研究を行

っていました。私がよくやっていたのは、出身が和歌山県なので、大阪の大学で友人をつ

かまえて研究チームに引き入れて、その友人を和歌山県に旅行感覚で行ってもらうという

ことです。大学には、高知県など様々なところから学生が来ているので、大阪人やその人

たちから見た和歌山県というものを分析しました。モデルケースは和歌山県でしたが、八
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尾市と比較する例もあり、「このようなよさがある」、「この点が他の地域に比べると弱い」

などの意見が出ていました。 

同じようなことが八尾市でもできないかと思います。他の地域から来ている人に八尾市

を見てもらって意見交換を行う場を、補助金を使ってできればと思います。若い世代は自

分なりの視点で、「これは生かせるのではないか」などの意見をもっているため、行政だけ

でなく、市民枠を広げて行えば面白いと思います。 

産業についてですが、「みせるばやお」で、子どもを対象に様々なプロジェクトを行って

いますが、私も大学内で、「八尾シンポジウム」というものをやっています。町工場まで学

生が足を運んでその会社の社員となり、「八尾シンポジウム」でその企業の宣伝をするとい

うことをやったことがあります。その際に学生は、「就職活動」とまでは言い難いですが、

その企業に対して、「やってみたい」、「この企業をもっと発信したい」という思いをもって

いました。また、学生で専門知識がない分、分かりやすい言葉で皆様に伝えることができ

たと思います。 

 「みせるばやお」でも、学生が企業を訪問して、現地でどのような仕事をしているかを

肌で感じて、「みせるばやお」でプレゼンテーションをすれば、社員とは違う視点になって

面白いと思います。 

 

和田部会長 

様々なアイデアが出されました。中田委員は、いかがですか。 

 

中田委員 

ガバメントクラウドファンディングの話がありましたが、もうすぐ天神祭が開催されま

すが、毎年資金が足りないので、クラウドファンディングを行っています。インターネッ

ト上で、現在貯まっている金額の情報提供があったり、金額に応じて景品がもらえたりし

ます。自分も大阪や天神祭を応援したいという気持ちもありますが、それ以上に天神祭な

らではの景品がもらえることが魅力で、昨年、天神祭のクラウドファンディングをしまし

た。寄付の金額によって景品が異なり、私は最も安い 5,000 円を寄付したのですが、名前

を御本殿前の芳名板に掲揚してもらえ、天神祭で使われる花火のレプリカをもらいました。

そのような、寄付をしてみようと思わせるようなところがあります。  

天神祭とは趣旨が違うので寄付したいと思う人は異なると思いますが、「みせるばやお」

で寄付金を募る場合、八尾市オリジナルで、欲しいと思える商品があれば、金額に応じて

寄付したいと思う人が出てくると思います。 

 先ほど、八尾市のハローワークの話が出ていましたが、私もここ何年間かで、ハローワ

ーク布施を利用したことがあります。今回の指標に、ハローワークの求人や就職率が使わ

れていますが、私の意見を述べたいと思います。今は、仕事を探すときに派遣会社や人材

紹介会社など様々なツールがあるため、私の周囲でもハローワークに足を運ぶ人がかなり
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少なくなっています。事務職でも派遣会社のほうが様々な条件の求人があります。人材バ

ンクのような紹介会社は採用につながると報酬を得られるため、ハローワークよりフォロ

ーが丁寧です。ハローワークに求人を出す企業は、お金がかからず、手数料も必要ないと

思われるため、きめ細かいフォローがありません。 

求人に関しても、同じ求人が様々なところに出ているケースが多いですが、ハローワー

クより一般企業のほうがフォローが丁寧で、情報が新しいという実感をもっています。私

は３年前にハローワーク布施を利用しましたが、求人の紙を５枚出して４枚問い合わせを

してもらったところ、４枚は既に求人が終わっていました。情報が古く、問い合わせが不

親切でした。私は看護師なのですが、一般の人材紹介会社では、求人が出ていない事業所

や病院にも採用枠があるかどうか問い合わせてくれるなど、きめ細かな対応をしてくれま

す。実体験として、今の時代に、ハローワークだけで女性の就職件数を図るなどは難しい

のではないかと思います。 

 

和田部会長 

実体験に基づく、説得力あるご意見をいただきました。資料３にも関連するため、事務

局も、ご意見をしっかり受け止めていただきたいと思います。 

 

谷原委員 

先の全体会の冒頭で市長が、「光と影ができないよう、ＳＤＧｓで市民皆が等しく平等に」

ということを言われ、大変よいことだと思いました。ＳＤＧｓには 17の分野がありますが、

「みせるばやお」はそのままＳＤＧｓと言えます。これからの交付金は、「平等」だけでな

く、「環境」や「産業基盤」などの様々な分野を見て、どの分野に該当するかを意識して考

えていただきたいと思います。来年度の交付金の募集要項はこれから時間を掛けて作って

いくと思います。ＳＤＧｓがどのくらい義務づけられるか分かりませんが、少なくとも、

すべてにおいて考えておくのがよいと思います。 

八尾市が中枢中核都市に選ばれましたが、中枢中核都市は、大阪府下でも、岸和田市、

茨木市など少ないです。中枢中核都市は、人口が増えることを期待されていますし、周辺

の雇用、つまり、中河内の若者の雇用を吸収して、大阪市や首都圏に出ていかないように

するなどの、ダム機能を果たすことも期待されていると思います。そのため、いかにダム

機能を果たすかという視点で交付金のメニューを検討していただきたいと思います。 

無理難題かもしれませんが、八尾市内には工業科の高校がないものの、隣の市に工業科

の高校があれば、そこの学生を八尾市の中小企業に引っ張ってくることを考えれば、広域

連携になってよいと思います。今までは、自治体の中だけで完結するように考えていたた

め、隣の市の学生を引っ張ってくるということは文字にしにくいと思いますが、このよう

な点も、中枢中核都市に求められる機能だと思います。ぜひ広域連携という視点で考えて

いただきたいと思います。 
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企業誘致については、内発的に企業を元気にしていくことに加えて、外から企業を誘致

することが大事ですが、八尾市には土地がなく難しいです。そうであれば、既存の企業の

用地拡張のニーズはあると思います。用地拡張にどのような手法で応えるかについても考

えていただきたいです。そこに交付金が必要であれば、交付金を引っ張ってくればよいで

す。 

以上の３つの視点が必要だと思います。 

 

和田部会長 

 テーマ型で３点挙げていただきました。 

 

野村委員 

先ほどの３点目のお話は本当にそうだと思います。弊社でも、工場が老朽化しており、

できれば八尾市内で新しく建設したいと思っていますが、土地がありません。経営の視点

で考えると、現在の土地を貸して、新たに賃貸する案もあり得ますが、そのような情報が

届きにくいです。様々なところに声掛けをしていますが、八尾市がもっている土地を貸し

てもらえないかというのが正直なところです。弊社はこんぺいとうを作っており、堺市に

も支店があるのですが、堺市は南蛮文化ということで文化も大事なのですが、八尾の事業

所と堺の事業所を統合するかどうかも含めて、ある程度の土地が必要になっています。 

 

築澤委員 

先ほど谷原委員から、人材の流出防止の話がありましたが、大阪府は昨年度まで東京一

極集中の是正として、関西出身で東京の大学に行っている学生に、大阪府内の中小企業の

魅力を発信して、大阪に就職してもらう取り組みを行っていました。今年度からは、大阪

府内の学生が東京に就職することを防止するために、府内の大学に対する府内企業の魅力

発信を始めました。八尾市は、「みせるばやお」で様々な企業が参画しているため、コンテ

ンツを開発して、府内の学生に対して八尾市の中小企業やものづくりを行う企業の魅力を

発信すれば、大学卒業後の就職に結びつき、人材不足解消やものづくりの高度人材の採用

につながり、産業振興につながっていくと思います。 

 

和田部会長 

大阪府から、どれだけ多くの人材に留まってもらうか、帰ってきてもらうかという大事

な視点をいただきました。 

大本委員はいかがですか。 

 

大本委員 

私どもも、「みせるばやお」のサポーター企業です。昨年８月からスタートして、子ども
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に向けた「見せる場」はしっかり提供できていると思います。さらに、その企業が、子ど

もたちが働く年齢になったときに働ける場を提供できる企業であり続けることが必要です。

実際に、八尾市の中小企業の中には、事業承継や技術面などの様々な課題を抱えて悩んで

いるところが多いです。そのような、今を生きている企業がさらに発展して永続できるた

めのサポートの場としても、子どもに見せる場、そして、その子どもが大きくなったとき

に働く場を提供できる企業を支援し続けることが必要です。「みせるばやお」のサポーター

企業は 103社ということですが、八尾市にはもっと多くの企業があることを考えると、「103

社とは、なんと少ないのだろう」というのが私の実感です。 

また、高齢者の働ける場や活躍の場を、八尾市で交付金を絡めて展開すればよいと思い

ます。 

 

和田部会長 

皆様から事業承継の話が出なければ、私から提案したいと思っていたため、大本委員か

らご意見が出されてよかったです。また、定年がなくなる世の中になっているので、シニ

アの働く場についてご意見をいただき、ありがたく思います。 

 

丹波委員 

私も事業承継について話をしようと思っていました。八尾市の全体の企業数が増えてい

るのか、減っているのかは分かりませんが、人材の流失防止の観点からも、働く場を増や

したり、減らさないようにすることが大事です。技術がありながらも、引き継ぐ人がいな

いために、廃業せざるを得ないことは防がなければなりません。そのようなところに交付

金を活用できればよいと思います。 

 

吉田委員 

皆様と同じような意見で繰り返しになるかもしれませんが、八尾市は、曙川や郡川の土

地区画整理事業のように、長期のプロジェクトに多く取り組んでおられ、われわれも関わ

っています。用地拡張や企業誘致にも取り組んでおられます。野村委員が言われたように、

工場用に 1,500 坪や 3,000 坪の土地の要望を受けることも多いです。長期の課題になるた

め、この辺りの手当ては引き続き行っていただきたいと思います。 

 

和田部会長 

 全員に発言をいただきましたが、言い残したことがありましたら、お願いします。 

 

和泉副部会長 

先ほど、「観光しやすくするためのしくみづくり」という話をしましたが、スマートフォ

ンの利用やＡＲの活用も考えられます。また、先日職員の方とまちを一緒に見て、ほとん
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どの駅にレンタサイクルがあることに驚きました。私も知らなかったのですが、もっと活

用すべきだと思いました。文化財だけでなく、飲食などの様々な情報を視野に入れながら、

観光しやすくするしくみを考えることが必要だと思います。 

 

和田部会長 

皆様に貴重なご意見やアイデアをいただきました。八尾市に取り組んでいただきたいも

ので、皆様から出なかったものを私から述べさせていただきます。キーワードだけなので

事務局と今後詰めていきたいと思います。 

まずは、環境、特に景観です。総合計画審議会でも出ましたが、八尾市は緑化に取り組

んでおられ、きれいにされているという話がありました。緑化に加え、廃プラスチックの

問題も出てきています。環境はＳＤＧｓには外せないものです。今回ご意見が出てきませ

んでしたが、その視点はもっていただきたいと思います。 

 次に６次産業化です。産業では、「みせるばやお」の話題が多く出されましたが、一方で、

えだまめや若ごぼうなどの非常によい農業ももっておられます。今は、地域での都市農業

が言われているため、八尾市でも、強味である農産品を生かしてはどうかと思います。資

料を見ると、「６次産業化」という言葉だけが一人歩きしていて、実際は産物を販売してい

るだけに過ぎず、一次産品止まりになっています。「６次産業化」を謳うなら、農業者と、

レストランや居酒屋、スーパーマーケットなどのサービス業、加工業者、販売などの様々

なところと連携することが必要です。若ごぼうの新鮮さもアピールしなければなりません

が、これだけ様々な業種の人が関わってくると佃煮にしたり、炊き込みご飯にするなどの

加工品の販売戦略も必要です。「６次産業化」をどんどん具体化する視点をもつのがよいと

思います。 

次に、少し話題が出たシティプロモーションです。おおさか東線は、新大阪と八尾を直

結させるとても大きいもので、その利便性はシティプロモーションとしてもっと推進でき

ます。そのような点を、線そして面につなげていただきたいと思います。 

最後に、市長も言われていた「皆でつくる八尾」についてです。市政運営方針で市長が

述べておられますが、外国人労働者や外国人居住者へのサポートも大事です。市政運営方

針の 22 ページの「（目標６）みんなでつくる八尾」の「多文化共生の推進」は、総合計画

でもかなり話題になると思いますが、ここで１つ事業が立てられると思います。外国人の

文化によって八尾市が多面化して、様々な催しができたりします。野村委員のところで、

ベラルーシ出身の人を採用されたという話がありましたが、観光ではあまり訪れないよう

な国の方とコミュニケートするきっかけの場づくりにも生かせると思います。 

このようなことも事業化できればと思い、キーワード的にお話ししましたので、ご配慮

いただければと思います。 

 皆様から貴重なご意見をいただきました。事務局にて、ぜひ事業立案の参考にしていた

だければと思います。これで本日の議事はすべて終了します。 
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事務局 

 本日は、様々な貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。皆様の見識に基づ

き、活発に意見交換いただき、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します。また、今後、次年度の交付金の活用等について、庁内を上

げて検討するタイミングに入っていきますので、いただいたご意見をしっかり生かして、

取り組みに反映していきたいと考えています。 

なお、次回の本部会の開催につきましては、現時点では、例年通り今年度の末頃を予定

しておりますが、議事の中にもありました、国における第２期総合戦略の議論の進捗具合

等によっては、年度途中に追加での開催をさせていただく可能性もあると考えております。

その際には、事前に部会長、副部会長と相談して、委員の皆様に事務局より開催案内をお

送りさせていただきますのでよろしくお願いします。 

それでは、最後に政策企画部長の吉川よりご挨拶申し上げます。 

 

吉川政策企画部長 

本日はお忙しい中、ありがとうございました。本部会ではいつも、様々なご意見、ご提

案をいただきまして、本当に感心しているところです。 

私は、第５次総合計画の策定の際にも担当しており、10 年前の今頃、この会議室で同じ

ように市民の皆様に集まっていただき議論していただいたことを、ふと思い出しました。

その際に印象に残っているのは、観光でした。当時は、市の政策の中に観光は位置付けら

れていなかったのですが、市民の皆様から「八尾市でもぜひ観光に取り組みたい」という

非常に強いお声をいただきました。その時に八尾市で初めて「インダストリアルツーリズ

ム」について議論したことが心に残っています。 

当時から考えると、「みせるばやお」は想像もできませんでしたし、ＳＮＳもやっと出始

めた程度でした。総合計画は現在から未来につないでいくものだということを、本日改め

て実感しました。本日のご意見が５年後、10 年後にさらに進化して、新しい八尾市を創っ

ていければと思います。ご多忙とは思いますが、今後とも、八尾市の総合計画、及び総合

戦略にご尽力賜りますよう、心よりお願い申し上げます。どうもありがとうございました。 

  

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 


