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AI、IoTなどを操る世界企業が席巻する今日において、これほど

までに日本全国で「イノベーション」という言葉が蔓延し、VUCA

の霧によって、先行きが見えない中、未来への舵きりを託された経

営者の一助となるよう議論をここにまとめた。

このまちの①産業構造、人口動態などを捉えることにより、②未

来に起こり得るシナリオを複数、想像することで未来のリアリティ

を持ち、その時代の生態系を考え、我々は③八尾の未来を、ひいて

は日本の未来を考え、ここに一つの答えを残したい。

『Be Makers!〜創る人になろう！〜』

10年後の産業への問いであり、あるべき姿だと思って受け取っ

ていただきたい。八尾市の産業政策は一足早くイノベーション推進

拠点「みせるばやお」をオープンさせるなど、過去に例を見ないほ

ど繋がる場があり、官民協働のまちづくりを進めている地方自治体

である。

２年間、ここにまちのことを誰よりも想う委員メンバーとの様々

な議論を重ねた。その熱量は、回を追うごとに上がり、議論が活性

化していくと同様に、関係人口を含めた市民参画型のまちづくりに

より、地域の産業が活性化されていくことを期待するとともに、こ

れまでの八尾市の取り組みがこの提言によってさらにアップデート

され、10年後には「誰もが、いつでも、気軽に、クリエイティブ

を」楽しむことができるまちづくりが実現されていることを期待し

たい。

八尾市産業振興会議 座長 忽那 憲治
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２．数字で見る八尾の未来

【図表1 日本の将来推計人口】

まず八尾市からの与えられたテーマである次期第６次総合計画の策定に向けて「10年後の

八尾の産業について」という施策提言について、まず本題に入る前に、想像を容易くするため

に、今後、外的要因としてどのような変化があり、それに伴いどのような影響があるのか、具

体的な数値を見ながら考察していくこととする。

『人口減少』

ひとつめに、人口減少について日本の人口は2008年の1億2,808万人をピークに減少に転じ、

2018年には1億2,644万人になり、引き続き減少傾向となっている。四国の人口が370万人ほ

どであることから、1千万人の減少という事象を「４県のまちが3回、消滅する」と考えると、

より具体的に想像していただけるであろう。年齢別にみると、65歳以上の老年人口は3,558万

人、高齢化率は28.1%となっており、約3人に1人が65歳以上という高齢化社会となっている。

一方、生産年齢人口(15歳以上65歳未満)は7,545万人となっている。

出典：「令和元年版高齢社会白書」 2019年 内閣府
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【図表2 大阪府人口ビジョンの将来見通し・基本的な視点・取り組みの方向性】

このような少子高齢化による人口減少は、さまざまな分野に、そして我々の生活にも大

きな影響を与えている。そのひとつが財政への影響である。例えば大阪府は、事業の重点

化と資産の適正化、府と国・市町村や民間との役割分担と連携、業務の改善と効率化など

の取り組み、改善を進めているものの、社会保障関係費の増加などの影響を受け、慢性的

な財政収支不足に陥っていると推測される。

また少子高齢化は、企業、特に中小企業による労働力の確保にも影響を与えている。例

えば、IT人材は、IT関連産業の発展により需要はますます増えていくが、実際のなり手

は減少を続けており、2028年には約52万人のIT人材不足※(需要と供給のギャップ)に

陥っている。そのため、国は、生産性向上に関する取り組みに加え、規制緩和等を進め、

外国人を受け入れるための施策を積極的に取り組んでいる。

※ 2016年6月10日「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」

（経済産業省調査）では、2030年に最大78万人不足と公表し、話題となった。

出典：「大阪府人口ビジョン（素案）」 2015年 大阪府

6



【図表４ 八尾市の年齢3区分別人口の推移】

ここで八尾市の人口推移について現状や特徴を把握すべく、国勢調査、住民基本台帳の

データについて考察していくこととする。八尾市の人口は1990年の27万7,568人をピー

クに減少に転じ、引き続き緩やかな減少傾向となっている。なお、平成31年3月31日現在

では、266,593人とさらに減少している。

年齢3区分別人口の推移については、高齢化率は平成26年時点で25.8%であり、年少人

口は年々緩やかに減少している。日本全国と比較すると程度は小さいが確実に少子高齢化

へと向かっている。生産年齢人口は平成26年は61%であり、こちらも全国の動きと同様

に減少傾向にある。八尾市の人口の長期的な見通しとしては、2030年を境に、今後40年

間で人口減少が大幅に加速していくことが予想される。

出典：住民基本台帳

【図表3 八尾市の人口の推移】

出典：国勢調査（総務省）2014年は住民基本台帳

25.8%
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【図表５ 八尾市の人口の長期的見通し】

2030年
▼

出典：八尾市人口ビジョン・総合戦略 2016年 八尾市
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【図表６ 八尾市の流出・流入人口】

八尾市の人口の流出、流入を見てみると、

大阪市への流出が５割近くあり、流入も大

阪市が24％となっており、次いで東大阪市

への流入・流出がともに18％となっている。

市外へ引っ越す（引っ越したい）理由に

ついては、「就学・就職・転勤のため」が

26.5％、次いで「実家を離れて自立するた

め」が22.９％、そして特出すべきなのは、

3番目の「まちのイメージがよくないた

め」であり、ライフステージに合わせた１、

２番の理由とは異なり、単にイメージが悪

いという理由であり、由々しき状況である。

【図表７ 市外へ引っ越す（引っ越したい）理由（複数回答）】

出典：平成22年国勢調査

出典：人口ビジョン・総合戦略 2016年 八尾市
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【図表８ 八尾市の昼間人口】

2010年の昼間人口は2005年から比べると、増加傾向にあり、95.７％となっている。

なお、2017年調査では昼間人口は94.5％と減少している。

続いて、定住意向について、半数が八尾市に定住する意向があり、約３割は流出予定

（希望）である。定住意向の年代別で確認すると、10歳代では、41.9％、20歳代は

30.9％が「いずれ市外に引っ越したい」と考えている。推測するに、八尾に住む若者は、

就学や就職を起点に、市外に出たいと考えており、八尾での将来に希望を持てない、また

は未来に可能性を感じないていないのではないかという印象を感じさせられる。

【図表９ 定住意向】 【図表10 定住意向（年代別）】

出典：人口ビジョン・総合戦略2016年 八尾市
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3．八尾のこれからと

シナリオプランニング
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『 VUCAの時代をどう乗り越えるか』

変動性が高く、不確実で、複雑で、曖昧なVUCA※の時代においては、未来を見通すこ

とは難しい。そこで、本会議では、10年後の八尾の産業を考える上で、想定外の変化の

可能性も考え、より現実味のある未来を予測するために起こり得る未来の可能性を複数

描き、意思決定に活かす手法であるシナリオプランニングを活用することとし、未来を

「確実な未来（ほぼ確実に起きる未来）」と「不確実な未来（考え得る複数の未来）」

に分けて、それぞれにどのように対処していくのかを考察した。「第６次総合計画」の

位置づけについての説明を共有した後、 2ヵ年の大きなテーマである「10年後の産業振

興」を考えるきっかけ・足掛かりとしてこの手法を活用し、10年後に起こり得る大阪府

の産業に関する未来を複数描くことにより、自分たちの身の回りや業界における影響な

どのミクロな視点から、まち全体というマクロな視点にまで視座を上げて検討を行った。

まずは「シナリオプランニングによる大阪府の産業に関連するほぼ確実な世界」をたた

き台に、「もっと知りたいこと、重要なポイント」について話し合った。

また、将来のイメージを元に現在すべきことを考えるバックキャスティングで、未来

を想定し、今すべきことを考える視点を持ち、提言に活かすためにシナリオプランニン

グを用いて10年後の八尾市についてのイメージを共有した。

八尾のこれからとシナリオプランニング

※VUCA（ブーカ）とは、Volatility（変動性・不安定さ）、Uncertainty（不確実性・不確定さ）、Complexity（複雑性）、
Ambiguity（曖昧性・不明確さ）という4つのキーワードの頭文字から取った言葉で、現代の経営環境や個人のキャリアを
取り巻く状況を表現するキーワードとして使われている。



まず、国や府の計画等に基づいて作成された2028年の大阪府の産業に関するほ

ぼ確実な未来（一般社団法人シナリオプランナー協会提供資料）では、日本全体

の人口が減少するにともなって、大阪府も、地域と比較すると程度は小さいもの

の、少子高齢化の影響を受けているであろうということが記載されている。また、

それに伴い、中小企業による労働力の確保も影響を受け、特に、IT関連産業にお

けるIT人材不足は顕著となる。そのため、外国人受け入れに向けて国や自治体で

は力をいれていくと記載されている。また、そのような労働不足を補うためによ

り一層、AIやIoTといった技術が至る所で活用され、進化していくと見込まれる。

２０２８年の大阪府の産業に関連するほぼ確実な世界

一般社団法人シナリオプランナー協会提供資料をもとにグラフィック
2028年の大阪府の産業に関連するほぼ確実な世界 2018年 イラスト鈴木さよ
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また、IoT化が進むとさまざまな種類のデータが蓄積され、データを分析するAI（人

工知能）が進化する。AIによって、システムやロボット、自動運転車等の実用化が進む

ことになる。一方で、金融分野においては「フィンテック※」が活発になる。それによ

り、金融サービスの個別化、シームレス化が進む。地球環境は依然として厳しいもので、

SDGsの取組みも活発になっていくとされている。

※金融（Finance）と技術（Technology）を組み合わせた造語で、金融サービスと情報技術を結びつけた

さまざまな革新的な動き
14

一般社団法人シナリオプランナー協会より提供

２０２８年の大阪府の産業に関連するほぼ確実な世界

出典：一般社団法人シナリオプランナー協会提供
2028年の大阪府の産業に関連するほぼ確実な世界 2018年 イラスト鈴木さよ



大阪府のほぼ確実な世界を検討部会委員メンバーで確認したのちに、確実に起こり得る未

来の事象である高齢化やAI、IoTなどの技術活用、人材不足などを自分の身近な問題として

捉え、よりリアリティを持ってもらうために、自社や自分の業界への影響について共有。意

見は以下の通り。

▼ヒ ト

○高齢化で高齢者が高齢者を看ることになる。

○高齢者が働き続ける仕組みを構築する必要がある。

○どの分野においてもITが求められるため、ITのできる人材が重宝される。

○配送業務もドローン等の新サービスにより、人手不足が解消される。

○大学生の平均年齢が40歳になり、教育が個別化していく。中小企業が変わっていくための

教育が発展。

▼カ ネ

○どこにいても資金調達できるようになり、世界中のどこでも働けるようになる。

○今はなんとか持ち堪えているが、今後も大型スーパーが増え、個店が少なくなる。

機材投資も必要になるが、利益が出せないため厳しい。
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▼ツール（IT、IoT、ロボット化）

○ITツールが多種多様になり、使いこなせなくなる。

○スウェーデンのようにICチップが国民の手に埋め込まれるようになる可能性がある。

○書類作りがすべてIT化され、人手がいらなくなる。コンサルタント業が発展する。

○介護業界ではロボットが活躍する。ロボットの存在もより身近になる。

○IT化により作業時間が短縮され、思考する時間が増え、クリエイティブな人が増えていく。

▼環境変化

○人口減少により、空き家が増加し、中古物件が増える。

○気候変動により仕入れができなくなる。

○国境がなくなり、海外の友達の存在があたりまえになる。

○八尾から海外へ、海外から八尾へのハードルが低くなる。言語の壁もなくなり、新しい職

種も増えていく。働き方が完全に変化していく。

○企業ブランディングに関して小回りがきく中小企業が大企業に勝つチャンスになる。

▼その他

○“楽しみ”の価値観が変わっていく。「人は何のために生きるのか。どんなことを楽しみと

するのか。」を提案する仕事が生まれるかもしれない。
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次に、2028年の大阪府における産業の複数の不確実な未来について共有した。不確

実な未来は、人口の横軸と、資金調達の縦軸で４つの世界に分けられる。

人口が統計通り減少する場合は、主に15〜64歳までの働き手世代である生産年齢人

口が東京へ流出していることを想定する。一方で、人口が流入し、増加する場合は、国

の機関の一部移転や、大阪への本社移転の増加などを想定している。

資金調達が金融機関の場合は、全国の金融機関を対象として、融資が主な資金調達の

方法として利用される。一方で、ソーシャルレンディング※が普及すると、信頼性の高

い資金調達先が増え、企業やプロジェクトの魅力や、事業の成長の可能性、社会への貢

献性などが審査において考慮されると想定される。

※ソーシャルレンディング（購入型・融資型クラウドファンディング）とは、個人投資家からネットを介して、小口で集めたお金を大口

化し、借り手企業に融資する法人融資サービス。レンディング業者が、企業の事業計画等をHPに掲載し、個人投資家を募集する。
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４つのシナリオに対して、どのような事象が予想されるのか、以下の通り意見を出し合っ

た。いずれの未来も、将来現実になり得る可能性は等しくあり、いずれの未来に対しても対

策を講じていくことが必要となる。

▽ニューノーマル大阪（人口が減少し、ソーシャルレンディングが普及した未来）

税収が減るため、行政もガバメントクラウドファンディングで稼ぐ時代になる。人口が減

少することにより採用難となり、外国人・高齢者が働くようになる。ソーシャルレンディン

グに対する支援が増加する。M&Aが増える。地域らしさが差別化のキーになる。八尾空港の

活用も鍵。

▽チャレンジ大阪（人口が増加し、ソーシャルレンディングが普及した未来）

人口が増えることにより、雇用者数も増加する。外国人労働者も増えていくため、より活

用していくことが必要になる。大学ではプラグマティック※な学部が増加し、ソーシャルレ

ンディングの審査を大学が担うようになる。大企業がより大きく発展し、中小企業間の連携

がより強固なものになる。元気な高齢者が増えることにより、介護費が削減できる。AIの利

用施設ができ、新たなビジネスがどんどん増えていく。

▽オールディーズ大阪（人口が減少し、金融機関による資金調達の未来）

労働者、経営者がともに高齢者になる。採用難が深刻化することにより、ものづくりも後

退し、新規事業に手を出せなくなってしまう。大規模店舗が減少し、ネット販売が発展する。

▽バラエティ大阪（人口が増加し、金融機関による資金調達の未来）

仕事内容が多様化する。大企業では本社機能が重要視されるようになる。大学では社会人

が増える。資金調達しにくいため、補助金事業が増えていく。定住促進のため、大型店舗が

増加する。外国人労働者が増える。

このように、単一の未来予測をして対応策を考えるのではなく、４つの未来、いずれのシ

ナリオについても起こり得ると予測して未来を描くことで、VUCAの時代に、環境変化を先

取りし、戦略を環境に柔軟に対応することで、未来の産業やまちの様子をイメージすること

がこの時代に非常に重要となっている。

※プラグマティックとは、実用的なさま。実利的なさま。
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これからの日本のリアリティ

続いて、10年後となると遠い未来のように感じてしまい、リアリティに欠けてしまうため、10

年後の社会で脅威・リスクとなる「人口減少や市場の縮小」などをよりリアリティをもって考え

るにあたり、総務省が発表した「自治体戦略2040構想研究会」の報告を参考にした。自治体にお

ける人口減少等の現象が我々の社会でどういった影響を及ぼすのか、具体的に予測することで起

こり得る社会変化について共有した。

○1千万人強（四国の人口×３）人口減少すると、地方都市が消滅するくらいの市場縮小が起こる。

○高齢化が進むと電車の乗降に時間がかかり、電車の運行スピードが今よりも格段に遅くなり、

サービスが低下する。

○AIが進化すると、AIに代替できる仕事がなくなり、労働者は低賃金の仕事に就くしかなくなり、

社会には失業者があふれる。一方、企業側ではAIに代替できない人材を求め、人材不足に陥る。
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さらに未来についてのリアリティを持たせるため、国の記した「自治体戦略2040構想研究会概

要」を共有した。これによると八尾市は2040年には人口が現在の20％程減少することになる。

子育て環境への影響を考えると、児童数の減少により、小規模校や廃校が増加する。介護分野で

は、介護人材の需給ギャップが拡大する。

インフラでは、老朽化した公共施設が大幅に増加し、水道料金等も上昇する。高校生が減少する

と、公共交通機関の利用が減少し、経営環境が悪化してしまう。

高齢者と女性、若者の労働参加が進まなければ、労働力不足が顕著になる。地方圏では、労働集

約型※サービス産業が増加している。

※労働集約型とは、生産要素に占める資本の割合が低く、人間の労働力に頼る割合が大きい産業のこと。

【図表11 人口段階別市区町村の変動（2015→2040）H30推計 抜粋】
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ここまでこのまちに起こり得る様々な影響についてシナリオプランニング、そして数値

データから予測される生活変容について話し合ってきた。ここではマクロな視点に立ち戻り、

まちに視座をあげ、意見を共有した。

▽金融機関

オールディーズ大阪では人口が減少した場合、金融機関は貸し渋り、支店機能がなくなり、

全て本店に集約される。

▽外国人流入による人口増加

チャレンジ大阪では外国人などにより人口が増加し、ソーシャルレンディングが増えると、

多様な企業が増える。

▽ソーシャルレンディング

チャレンジ大阪ではものづくりをブランド化し、「ソーシャルレンディングといえば八

尾！」というように市や大学が保証を付けたソーシャルレンディングを打ち出していくこと

により、プロジェクト型の事業が増加していく。創業のハードルも下がる。

▽働き方

チャレンジ大阪では元気な高齢者や、機械化、短時間勤務などにより働き方が大きく変

わっていく。また、外国人労働者は従来の日本での働き方でなく、本国で現地法人の幹部に

なれるように日本において働くようになる。

このような意見を踏まえ、提言書の内容を後述の通り考察していく。
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４．現在地を確認
「ハイドリーム ロードリーム」

ケーススタディ：深圳の事例（忽那教授レポート）

①やおの未来につながる糸口「将来どうなってほしいか」

②「私たちとして何ができるか/どんな貢献ができそうか」

24
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平成31年3月11日、12日の2日間、香港と中国深圳（シンセン）市を訪問した。20年前に

深圳市は一度訪問したことはあったが、話に聞いた以上に激変しており、今回の訪問でかな

りの衝撃を受けた。20年前は人口40万人の漁村地のような市であったが、現在は約1300万

人。人口と面積ともに東京都と同じ規模で、香港の中心地より新幹線で15分のところにある。

高層ビルが立ち並ぶ巨大な都市として変貌を遂げていた。街全体で電気自動車を推奨してい

るため、空気がきれいでゴミも落ちていなかった。

まず訪問したのは伊藤忠。国内の大手商社の中でも、中国のベンチャー企業への投資のた

め、いち早く進出している企業である。彼らによると、深圳市内のユニコーンの数は200〜

250社とアメリカより多いのではないかとのことである。

さらに、深圳市内にはトップレベルのベンチャーキャピタルがオフィスを構え、ベンチャー

を発掘し、投資している。

伊藤忠はその中でも自動車関連部品の企業や、大型電気自動車をリースして展開する企業

など、自動車関連の企業にフォーカスし投資している。日本の他の大手商社はほとんどこの

手の投資に関心はない。
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テンセントのオフィスは24時間煌々と輝く不夜城である。つまり、24時間、誰かが働いて

いる。まるで日本の高度成長期のようである。そこでは、働き詰めの社員のためにビルの上

層部にジョギングコースが設けられている。

また、市内にはベンチャー企業のために、インキュベーション専用ビル群がなんと24か所

も存在する。深圳市内では年間起業数が約30万社となっており、次々と新しい企業が生まれ

ている。インキュベーションは業種ごとで分かれており、一つの区画であっても、辺り一帯

がインキュベーション施設になっている。

立ち寄ったスーパーマーケットでは、「スマートフォンで商品を映してカバンに入れるだ

けで決済が終わる」というようにキャッシュレスも進んでいた。

2日目は、中国のベンチャー企業と意見交換を行った。20代のエンジニアの年収は平均

2000万円。ドローン関連の企業であるDJIの1400人の社員の平均年齢はなんと26歳。

また、市内人口1300万人の深圳の平均年齢は31歳であり、若者が溢れるまちであった。

そうした若者の大半が”成功“を夢見て市外からやってくる。平均6000〜7000万円するマン

ションは、年収2000万円あれば購入もそう難しくはない。

その後、国内メーカーの太陽ホールディングスを訪問し、日本企業の進出することの難し

さ、中国の人を雇うことの難しさ、深圳で挑戦することの面白さを聞いた。

また、深圳には「デザインハウス」と呼ばれるプロフェショナルな仲介業者が存在する。

深圳スピードと称されるようにデザインハウスにかかれば、シリコンバレーの半分ほどの時

間で試作品が完成する。巨大な秋葉原のように部品だけがそろったビルがある。注文を受け

たデザインハウスは、必要な部品を膨大な数の中から選び出し、予算など顧客の条件に合っ

た試作品を短時間でデザインする。「これが深圳最大の特徴であり、強みでもある」と訪問

した企業の多くが口をそろえて言った。

この2日間で6か所以上を回り、たくさんの刺激を受けた。このように予想以上に進んだ深

圳を間近にすると、覚悟なしに気安くイノベーションについては語れない。ただし、これが

成功か、理想かどうかはわからない。八尾市の特性を鑑みて、“八尾市らしい”最先端のイノ

ベーションを探してほしい。

このレポートがイノベーションについて議論する際の参考となれば幸いである。
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深圳の感想

忽那座長のレポートを受けて、「八尾市はどこまで挑戦したいか」「何を大切にした

いか」「深圳にはできなくて、八尾だからこそできるらしさはどこにあるのか」につい

て以下のとおり意見が挙がった。

○八尾も深圳のように方向性が明確であれば、ある程度行きたい方向へいけると感じる。

○深圳みたいな街は若くて成長をめざす人にとってはいいまちかもしれないが、八尾は

もっと多様なひとが快適である街でありたいと感じる。

○八尾は、今ある会社をいかにして持続的な成長を支援していくのかが課題。

○八尾のものづくりの技術は深圳並みで、ポテンシャルは高いが、深圳のように投資に力

を入れるならば、お金の循環が必要になる。

○エンジェル税制の活用など、いかにエンジェルを地域で育て、お金を循環させるか、

仕組みを創り出す必要がある。

○深圳のように、デザインハウスをベンチャーとして立ち上げてはどうか。「この技術

とこの技術を組み合わせてどうか。」と提案できれば八尾のものづくり企業がコラボ

レーションできる。そのような人を育てることが必要。待つよりも仕掛けていく方が面

白い。

○もっと八尾のすごい技術を知って活性化していけばよい。そのためにはお金が必要。

まち全体でベンチャーを支える会社を育てる。一方で、ベンチャーをやりたい人はどこ

にいるのか。人材を育てるのには時間がかかる。
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『 八尾の未来につながる糸口 将来どうなってほしいか』

八尾の産業の10年後を検討する糸口として、まずは「こんな八尾市だったら○○」とい

うように八尾市の最高の状態（ハイドリーム）、最悪の状態（ロードリーム）を想像し検

討部会メンバーで書き出した。

委員ひとり一人異なるイメージを持っている中で、共通のまちの理想イメージを膨らま

せるためにも、お互いのイメージを共有した。

その後、ハイドリームとロードリームの模造紙を部屋の両側に分け、私たちがその間に

立つことにより、今の八尾がどの位置にあるかを確認した。実際に立ってみるとそれぞれ

の中間の位置に立つ者が多く、バランスがとれた結果であったことから、メンバー全員が

未来に対して、あまり悲観的に捉えているわけでなく、未来に希望を持っていることがわ

かった。

どちらかが良いというのではなく、ハイドリームばかり考えていてもリスク管理がおろ

そかになったり、ロードリームばかり考えていても目の前の課題解決ばかりになることか

ら、どちらも考えながら進めていくことが議論にとって重要となるとの認識を持った。

次ページでは、それぞれの委員にとってハイドリーム、ロードリームとはどのような状

態であるのか等、具体的な意見を列挙していく。
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▽ハイドリーム

・ものづくりの街なので、音・においなど住環境と共存できる社会。

・子どもたちの笑いが絶えない社会。

・社会の中でもう一度「互助の関係」が復活している状態。

・多世代が共存し、笑い、分かり合える社会。そこは人が集まり、訪れたくなるまちとなる。
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▽ロードリーム

・若者が大学を出た後に、八尾に帰りたくない、住み続けたくないと出て行ってしまうまち。

・仕事で忙殺されている状態。生活を楽しむ余裕がない。

・絶対にどの家庭においても女性が就業しなければならず選択の自由がない環境。

無理やりの女性の社会進出が進んだ状態。

・声を掛け合うことがない寂しいまち。

・子どもがいないまち。
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さらに具体的なまちの現状について確認するために、2つのチーム分かれ、現在の八

尾の暮らし、生活、まちづくりについて意見を出し合い、10年後の未来に残したいこと

と、手放したいことを列挙した。以下の5つの項目に分類できる。

いずれの項目でも、八尾の魅力を内にも外にもうまく発信できていないという意見が

多く挙がった。まちのイメージを上げる要素は多くあるので、ストーリーづけを行い、

どんどん発信していくことが必要だという認識を共有した。
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▽働く/産業

八尾は約3000社の製造業が集まるものづくりのまちであり、また、その中でも黒字企業

や成長後も八尾に残る企業が多くある。一方で、商業面では自営業も多く、高齢化が進む

中で、事業承継の問題も深刻になっている。そういった課題に対して、新規創業への支援

の必要性が叫ばれている。また、現在「65歳以上は高齢者」ということになっているが、

70歳以上でも働ける人は多くあるのではないか。

▽住む

八尾は働ける場所が多く、職住近在のまちとして、昼夜人口にほとんど変化はない。一

方で、外からきた人に案内できるような場所が少ない。

▽人

人情に厚く、親しみやすい、いい意味でおせっかいというイメージを持つ一方で、河内

弁はきつい響きがあり、ガラが悪いなど相反するイメージを持っている。イメージの悪さ

を逆に利用することはできないだろうか。

▽子育て

子育てしやすい街全国10位※に選ばれたほど、子育て支援が厚く、子どもの多いまち。

しかし、市民として実感はない。制度がうまく活用できていなかったり、支援情報が必要

な人に届いていないのではないか。子育てしやすいまちであることが、外から人が入って

くるきっかけにできればよい。

▽その他

河内音頭や河内木綿が有名。自転車があればどこへでも行ける。飲食店が多く、夜出歩

く人も多い。古墳などの歴史遺跡のあるまち。

※日経DUALと日本経済新聞社が共同で実施した「自治体の子育て支援に関する調査」をもとに独自の指標で「子育てし
ながら働きやすい都市」ランキングを発表しました。 2017年度に全国代10位、大阪府内1位（東京都は除く）の評価。
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『 私たちとして何ができるか/どんな貢献ができそうか』

次に「10年後の可能性」であるシナリオプランニング（確実な未来）について、私たちと

して何ができるのか、何をしていくべきかを2チームに分かれて意見交換した。

▽働く/産業

家・職場・人が近いことを活かせるのではないか。課題解決のための新規事業(高齢者によ

る昼食センター等)などアイデアを創出するしくみをつくる。ものづくりを活かす。

▽住む

人が集まるための循環を生み出すために、繋がる場・対話の場を増やしていく。

▽まち/人

多様な生き方認められる街にしていく。元気な高齢者を増やす。人の温もりが八尾にすで

にある魅力であり、公助のしくみをつくる。

▽その他

IT活用していく一方で、あえてアナログの部分も必要。河内音頭をのこす。全国区に自転

車シェアの仕組みを生み出す。子どもの多さを活かす。
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５.提 言

『Be Makers〜創る人になろう！』
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外に向けてブランディング発信

八尾の外に発信

ものづくり

ビジネス意識

-子どもから老人まで学ぶ

青いシリコンバレー

最先端の新しいものを生み出す

世界最先端イノベーション

大学などのビジネスの学び

八尾の外から移り住む

おせっかい

まちごとメンター

ものづくり参加型

つながり

内面

認め合う

多様性が当たり前

これまで話し合ってきた産業やまちの未来についての意見を整理する際に、提言の大きな柱

として上記３つに分類した。

１つ目に、イノベーションに関する意見が多いことから「青いシリコンバレー」と名付けら

れた理由として、青い＝ブルーオーシャンの意味であり、世界で有名なシリコンバレーを

凌ぐ、八尾の技術力やそれを可能にする頭脳を表現した言葉で、歯ブラシから食品、ロボ

ットまで多種多様なものづくりの集積地であるまちのポテンシャルは計り知れず、まとまって

みるとまちまるごと大きな工場と見たときに、こんなにイノベーションの可能性があるまちは

ないという意味が込められている。

２つ目の切り口として、「おせっかい」である。現在も１万2千社の経営者の知恵やノウハウが

集積しているこのまちでは、つながりを持つことによって、多様性を認め合うことによって、大

きな力となる。隣人が助け合い、認め合うことで先輩企業家が後進を育て、さらに育てられた企

業家はさらにその後進を育てるといういわゆるメンターメンティ制度による学びの循環が重要だ

という意見が多く挙げられた。

３つ目の切り口として、ブランディングである。まだまだ知られていないスモールジャイアン

ツ※も多く存在しており、まちにはまだまだ発信できていない良さがある。それを発信すること

でまちの中にも外にもファンを増やすことが大切だという意見が挙がった。

この３つの切り口の一つだけを作用させるのではなく、相互作用させることが重要である。つ

まり、ブランディングにより、市外へ引っ越したい理由として挙げられていた「まち全体のイメ

ージ」が良くなり、流出が抑えられる。また、まちに魅力を感じることにより、八尾での将来に

希望を持つ若者が増え、その若者を応援したいというメンターが育ち、八尾にチャレンジしやす

い土壌が育まれる。このように３つの切り口を相互作用させることによって、大幅な人口の減少

は防ぐことができるのではないか。

※スモールジャイアンツとは、アメリカのビジネス・ジャーナリスト、ボー・バーリンガムが2006年に上梓した著書

『SMALL GIANTS（2006年）』の中で掲げた、「大きくなること」ではなく、「偉大な会社になる」

ことを志しつつ、逆説的に目覚ましい成長を遂げる小・中規模企業の呼称。
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３つの提言につながるグラフィック

グラフィック 井上保夫

グラフィック 鈴木さよ



提 言『Be Makers〜創る人になろう！』

世界最先端のイノベーションの集積地＝青いシリコンバレー

つながりすぎるまち＝メンターメンティ制度の充実、エコシステム好循環

チャレンジングなまち＝27万人総企業家計画（自己実現で幸福度アップ）

Make a Fan!

Make a Challenge! Make a Mentor!

▼人財育成

①子ども「企」業家教育の充実

②企業家育成（企業しやすい）

③まちまるごとメンター

（学びが続き、循環が生まれる）

▼ブランディング

①郷土愛の醸成

（内への発信：住み続けてほしい）

②全国、世界へのPR（外への発信）

▼イノベーション

①コラボレーション/

クロスイノベーション

②シェアリングプラットフォーム

（働く）

③多様性（認め合うことで

イノベーション）

これまでの議論を整理していくと、今の現状を憂えるのではなく、新たな活路、環境、

土壌づくりに関するポジティブな意見が多くあった。意見の共通点は新たに「つくる」と

いう点だ。人にフォーカスし、新たに「挑戦する人」「八尾のファン」「八尾のおせっか

いな人」たちを創出し、育むことがこのまちの未来にとって重要であり、それらをMakeし

続けること ー つまり、「Makers ＝ 創る人」を生み続けることが、八尾の好循環を支え、

イノベーションエコシステムが構築される。

ものづくりというモノをつくる人から、先の未来を創造する人になることが10年後のま

ちのアイデンティティとして引き継がれるべきマインドである。
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「SDGs（エスディージーズ）」とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開

発目標）」の略称であり、2015年9月に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによっ

て決められた、国際社会共通の目標であり、このサミットでは、2015年から2030年までの長

期的な開発の指針として、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択された。

八尾の10年後を考える上でも、長期的な視点に立った目標を掲げるために、提言の３つの柱

をSDGsの17の目標に照らし合わせ、次ページ以降にどの提言が世界を変えるための17の目標

に沿ったものなのかを記載する。

SDGsと提言の３つの柱



①コラボレーション／クロスイノベーション

②シェアリングプラットフォーム

「働く人のための改革（AI・IoT活用促進）」

③多様性（認め合うことでイノベーション）
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①コラボレーション／クロスイノベーション

『共創が生まれる土壌づくり』

八尾市は1万２千社の工業・商業等の事業所が所在する産業集積のまち。市内にはたくさんの

異業種交流グループ、商店街をはじめとした地域に特化した団体などがある。しかし、一団体

に所属するとその垣根を超えた活動やつながりは希薄になり、「地域を、このまちを良くした

い」という大きな方向は合致するものの、コラボレーションや団体を超えた連携が行われない

ことが多いという意見が上がった。

近年にはイノベーション推進拠点「みせるばやお」が立ち上がり、垣根を超えたコラボレー

ションが少しずつ合同開催のイベントなどを契機に盛り上がりを見せるものの、地域でより

「共創」を生み出し、イノベーションを加速するためには、超異業種間交流やプロジェクト型

のコラボレーションを偶発的に創出する必要があり、その多様性とある種カオスの中から、ク

ロスイノベーションが起こる可能性がある。そういった意味ではみせるばやおの存在は、地域

内外の企業も多く所属することから、コラボレーション、企業間共創の土壌を容易に作り出せ

る可能性がある。さらには、当事者同士ではこのコラボレーションの糸口と思われる接点や、

数多ある企業の技術やできることなどのテクニカルマップを作るのは容易ではないため、先の

座長の深圳レポートで挙げられたような共創の仲介役である「デザインハウス」といったコ

ミュニケーターが今後、必要となってくる。

このように、共創が生まれる土壌づくりを長い年月をかけて育む必要がある。
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②シェアリングプラットフォーム
「働く人のための改革（AI×データ・IoT活用促進）」

『 AI×データ・IoTと上手く付き合って働く人のための改革の実現』

女性の社会進出について提唱されてかなりの年月が経つが、やはり八尾の産業の強みである

製造業種においては子連れ出社や短時間労働などがまだまだ進まず、仕事をしたくても社会参

画できない状況にある。一方、現在、クラウド上で仕事とやってほしいことをマッチングする

ランサーズやクラウドワークスといったベンチャーがサービスを展開しており、都市部を中心

に副業やフリーランスなど自分の専門性を活かした起業の増加が近年、見受けられる。このよ

うにシェアリングプラットフォームを利用することで、その道のエキスパートに家事や育児な

どの日々の負担をシェアリングすることで働きたいときに、働きたいと思う仕事で、働きやす

い環境を整えることが当たり前になる。

また、今まで手作業でやっていた伝票や記帳作業なども、AI活用やRPAなどを活用すること

で人の手から解放し、空いた時間で人と人とのコミュニケーションであったり、本来、人がや

るべき仕事やクリエイティブな仕事に集中できるようになる。

このようによりやりがいのある仕事に人が注力することで生産性が上がり、さらに働く人自

体がハッピーになることで働きがいのある環境が整う。もちろん企業風土の改革も必須であり、

こうした短時間だけの労働など育児や介護などで時間的制約のある労働者の働く人のための改

革が必要になってくる。

AI×データ、そしてIoTが脅威ではなく、フレンドリーになることがこの地域にも求められて

おり、積極的に取り入れていくための支援や機会が求められている。
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③多様性（認め合うことでイノベーション）

『多様性が生むイノベーションの可能性』

自分の基準が当たり前と思っていることが他者にとって非常識となるなど、ものの見方や捉

え方、視点、その人の背景に至るまでそれぞれが違うことを認識し、違ってもいい。違うこと

が新たな価値を生む、つまり多様性が生むイノベーションについて議論を行った。八尾には外

国人登録数は、現在、人口の約２.78%にあたる7420人となっている。世界でも有数のイノ

ベーションのまち、シリコンバレーでは、外国人在住者が約３割にまで昇るという統計情報も

ある。またハンディキャップを持っていることで生活における課題認識も異なり、その経験か

ら解決に向けたアイディアを製品やサービスに転換するベンチャーも多く存在する。

一人一人の個性の尊重と多種多様な人材が双方向にコミュニケーションをするごちゃまぜコ

ミュニティの重要性について議論を行い、これからはそうしたコミュニティやつながりの創出

自体が課題解決に向けた第一歩となり、認め合える風土づくりをまち一体となって作り上げて

いくことで、イノベーションが生まれる。そういった風土を今後の10年でどのように作り上げ

ていくか、垣根を超えたつながりを生むまちとしてオープンマイドな姿勢でつながりあえるこ

とが重要になってくるとの結論にいたった。
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Make a Challenge!

▼イノベーション

①コラボレーション/

クロスイノベーション

②シェアリングプラットホーム

③多様性（認め合うことで

イノベーション）
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①子ども「企」業家教育の充実「まちの企業教育論」

②企業しやすいまち 企業家育成

③まちまるごとメンター（学びが続き、循環が生まれる）
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①子ども「企」業家教育の充実
「まちの企業家教育論」

『まちの企業家教育論』

小１起業家というニュースが話題になった。彼は家庭内起業として、自分がほしいおもちゃ

を買うために、父親に借金してコーヒー豆を購入する。メニュー開発を行い、コーヒーの淹れ

方を勉強し、そして家庭内で父母がコーヒーを飲みたいときに200円で販売するという内容だ。

6年目を迎えた八尾商工会議所青年部の取り組みであるジュニアエコノミーカレッジ※において

は、小学生が、本物の経営者から厳しい指導のもと、イベントにおける店舗出店に向けてビジ

ネスプランを作り、仕入れから販売まで、そして出資してもらう経営者へのプレゼンなど本番

さながらのビジネスを実践し、ビジネス感覚を身につける。

日本では、義務教育やはたまた大学でさえもお金儲けや儲けの仕組みについて勉強すること

はない。しかし社会に出た途端にビジネス感覚なるものが急に求められる。

ただ単に大人になったら起業家になろうという投げかけではなく、知識や経験を子どもの頃

から身につけられる環境を整えることで、自分で業を起こしてもいいし、社内起業家でもいい。

1万２千社の経営の専門家が業を「企てる」戦略的な「企」業家を子どものうちに育成する。そ

んなまち丸ごとメンター制度がこのまちの未来を、そして子どもたちの未来の可能性を広げて

いくことになる。このように小さい頃からアントレプレナーシップ教育を推進することがまち

の起業を増加させ、チャレンジャーを増やす第一歩となる。

※ジュニアエコノミーカレッジ（通称ジュニエコ）とは、商売体験を通して「自ら決めて行動できる人材の育成プログラ
ム」。子ども達に商売を通じて、自ら決め、行動し、その結果を受け入れる体験をさせ、自立心と自律心を育み、自分以
外の他者や社会へ貢献することの出来る子ども達の育成を目指している。
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②企（起）業しやすいまち 企業家育成

『投資の見える化』

子どもたちが１０年後、あるいはその先に企業家として新たなビジネスを開始した際に、今

度はその資金が必要になってくる。風土は違うものの、アメリカでは起業家が出身大学に寄付

することで、その先に生まれるであろう起業家予備軍の育成に投資のサイクルが回っているこ

とが多い。

今、クラウドファンディングをはじめ、個人でも少額から事業や新たなアイディアなどに投

資できるソーシャルレンディングが普及しはじめている。このような仕組みを活用して若き企

業家たちの想いに、そして社会課題を解決しようとする挑戦に投資ができる仕組みができない

か。さらに、その企業家たちの活動がわかり、さらに投資したのち、どんなことに活用されて

いるか、投資を通じてまちづくりに参加できる仕組みにより、持続的に地域内で再投資が行わ

れる仕組みを構築する必要がある。

また身近に企業家がいることでメンターとなり、エンジェルとなることで企（起）業が促進

される。企業家コミュニティの構築をはじめ、投資や企業家応援の好循環を生み出すことが重

要である。
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③まちまるごとメンター（学びが続き、循環が生まれる）

『学びが続き、循環が生まれる』

その土壌は幸いにも、知識やノウハウのシェア、いわゆるメンターメンティ制度といった形

で八尾に根付いている。現在、14期目を迎える次世代経営者養成講座である「環山楼塾」だ。

環山楼塾は、単年度の事業ではあるものの、多くの修了生は、その後も同じ学び舎の同期とし

て環山楼塾OB会に所属し、自ら学びの機会を創出し、共に自己研鑽に取り組んでいる。

みせるばやおでも、同じく経営者や従業員同士で自分たちの経験値を惜しみなく、共有する

ことで共に支え合うコミュニティが育っている。

こうした投資や経験のシェアを地域内で引き継ぎ、さらにそのまた次の世代に引き継ぐこと

で学びの循環とお金の循環、そして地域で人とお金を育む仕組みを構築することが起業しやす

いまちとなる。

新たなまちのチャレンジャーが現れたときに、まちまるごとメンターとなり、学びが続き、

学びの循環が生まれていくことが重要であり、そのコミュニティづくり、土壌づくりが引き続

き、求められている。
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Make a Mentor!

▼人財育成

①子ども起業家教育の充実

②起業家育成（起業しやすい）

③まちまるごとメンター

（学びが続き、循環が生まれる）
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①郷土愛の醸成（内への発信：住み続けてほしい）

②全国、世界へのPR（外への発信）

マニアック（クリエイター等）向けオープンファクトリー
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①郷土愛の醸成（内への発信：住み続けてほしい）

『働く人にフォーカスし、住み続けたい、働き続けたいまちへ』

内なるまちのブランディングについて、コンセプトはやはりつながりではないか。これまで

も八尾は製造業を中心にまちにオンリーワン、ナンバーワンの技術を保有するものづくりのま

ちとしての発信を行ってきた。しかし、そうしたまちは他にもたくさんある。昨年8月にオープ

ンしたみせるばやおでは、他業種で従業員同士がつながりを見せ始めているが、企業間の連携

の中で、八尾で働く若い人たちが元気になってもらい、どう働き続けてもらうかということが

重要である。中小企業は大企業のように１年に100人近い採用を行うところはない。ただ地域

全体で考えれば同時期に入社する新規採用はたくさんいる。若手が地域とのつながりを持って

楽しく働けるようにレクレーション活動である運動会を企業合同で開催する、または若手のあ

るある失敗談ピッチなどの合同研修を通じて、同じ境遇の従業員同士が繋がることが悩める時

も、支え合い、まちのファンとなり、働き続けることができる地域を生む。商店街でのイベン

トなど各々で主催している地域活性化の取り組みについても同じことが言え、いかにまちをよ

くしようとして地域活性化のイベントを仕掛けている人々がつながりを持って活動できるかが

取り組みの継続にも繋がってくるし、同じ想いがつながることが重要となってくる。これから

はもっと人にフォーカスをし、そこで働く人がいかに横でつながっていて楽しく幸せに働ける

か、仕事を通じて生まれた果実が社会にどう影響を与え、その成果がどう見える化できるかが

重要になってくる。 50
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②全国、世界へのPR（外への発信）

『全国にFanを作る、産地を体感してもらうオープンファクトリー』

経営者のつながりによって、子どもの頃から起業家教育を受けることができ、さらにはその子ど

もたちの夢やチャレンジにまちぐるみで投資する。そこでは先輩経営者が後輩を育てる「学びの好

循環」が絶えず生まれることで、イノベーションのエコシステムが構築できている。先に述べた項

目が実現され、外向けに発信することでブランディングが確立される。

また単なる観光という消費の視点ではなく、このまちの産業資源をどうコンテンツ化し、 産地に

足を運んでもらえるか。特にまちのアイデンティティを考えると、ものづくりのほか、独自のメ

ニューやサービスで差別化しているまちの飲食店などは、産地に来てはじめて触れることができる。

こうしたまちに関わるゆるいきっかけを作り、産地を体験してもらう。まちへの興味やまちづくり

への参加につながる入り口をいかに設けるかが重要になってくる。

特にものづくりに関しては、他地域のクリエイターや大企業の新規事業開発、大学関係者などこ

の会議で定義するマニアックな人たちに、素晴らしさを伝えることで、単なる交流人口ではなくま

ちづくりを担う関係人口として、いかにオープンなマインドで共創までつなげるか、また、ビジネ

スを生む観光であるオープンファクトリー、産地ツーリズムにまで昇華していく必要がある。

そうすることで、外部にも熱狂的なまちを想う人を創出することになり、さらに外部の視点を上

手く取り入れることで、新たなイノベーションが生まれる土壌づくりにつながる。

※「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関
わる人々のことを指す。
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Make a Fan!

▼ブランディング

①郷土愛の醸成

（内への発信：住み続けてほしい）

②全国、世界へのPR（外への発信）
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世界初のエコシステム

「八尾の好循環システム」

参加型のまち＝入口の敷居が低い

おもしろそうだからやる

団体、組織の垣根をこえてつながる

＝つながりすぎるまち

まちの当事者として、参画者として

見える化、OPEN化

全体を通じてのポイント、キーワード
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提言書についての指標
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『どのような指標があると達成が見える化できるのか』

次に、定量的、定性的な指標の両側面から、思い描いた１０年後のまちのイメージがどれだ

け達成しているかを見える化する方法はどういった観点で測られるべきかを考察した。

特に定性的な指標づくりは一般的には難しいと捉えられているが、付箋紙にたくさんの想い

をつづっていただき、様々な視点から議論ができた。

ポイントとしては、まち全体の人々、団体の「つながり」の実感の測定や、そこに住んでい

る個人のやる気やモチベーションの保持などに関するコメントが多いことから、新たなコトや

コラボの数などに焦点が当てられ、常に挑戦している人々が集まり、「ワクワク感があふれる

まち」をどう見える化できるかといった議論があった。

また最後に、事務局から資料提供された「関係人口」についての議論の際には、参加型のま

ちづくりを進めることへの重要性について改めて認識することができた。委員を見渡してみる

と、過去に何らかの関係で八尾を訪れたことがある方や、そもそも関わりがなかったが、会議

の運営で声をかけられ、自然と毎回参加するグラフィッカーなど、この会議その自体が関係人

口の人々の関わり、そしてつながりにより成り立っていることがわかったからだ。今後、あら

ゆる取組やプロジェクトを通じて、関係人口をどう増やしていくか、それが年々増えることに

よってどう変化していくのかなど、関係人口の増加数などについても大きな指標のひとつに

なってくる。
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成果の見える化の指標（案）

Make a Fan!

Make a Challenge!

Make a Mentor!

・事業者満足度：前年に比べ「つながり」が増えた・深まった（％）

・新事業開発支援企業数（社）

・八尾の産業振興によって産まれた創業者数（人）

・八尾の産業振興に関わる関係人口数（人）
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『どのように伝えるか』

概要版として市民の想い、ここに集まる委員の皆さんの想いを伝える方法を模索した。イラ

ストやマンガ、YouTubeなどが手段として上がり、また出来るだけこどもたちにも伝えていき

たいという話が上がり、10年後にめざしているイメージをイラストで表現し、ある一定の期間

で進捗が管理できるよう、チェック項目を設けることでどれだけ達成しているかや目で見てわ

かるような方法で管理することが大切だという話に至った。

この想いをどう届けるか？
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今現在の八尾、未来の八尾にも「Be makers! 創る人」が必要で

す。創る人とは新たな未来を創造できる方、すべてであって、誰も

がこのまちの主人公であり、誰もが八尾のまちをクリエイティブに

していく参画者です。

誰かに任すというのではなく、まちを形成する「当事者として」

10年後の次世代に向けてできることから始めることが大切です。

多様性を認め合い、共創できる土壌づくりに一人一人がまちの当

事者として取り組むことで、一人でできること、10人でできるこ

と、100人、1000人…そしてまち全体でできることを増やしてい

くことが今、求められています。

私たち市民も事業者も行政も自分たちがまちのmakerであり、

まちのストーリーを語る発信者です。私たちのまちにはオンリーワ

ン、ナンバーワンの技術を保有する製造業が多いものの、中小企業

は人手が少なく、後継者不足などの問題も重なり、残念なことにそ

の技術が途絶えてしまう可能性があります。今後はその技術を、ス

トーリーを、未来のため、そして八尾、日本、世界のためにも伝達

伝承が必要です。

そのためにも、企業間でのつながり、社員間でのつながりによっ

て参画したくなるまちをめざし、この地に足を運んでもらうしかけ

の創出（オープンファクトリーや産地ツーリズム）や、私たち市民

一人ひとりが「語り部」として伝達伝承の参画者となることが必要

です。

八尾の一人一人が世界へ発信する参画者となり、八尾の関係人口

を増やすことで、人のつながりにより、八尾が世界へと広がってい

く。そんな想いを込め、今後もこのメッセージを多くの方々に届け

たいと考えています。

八尾市産業振興会議委員一同
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『Be Makers!〜創る人になろう！〜』

1989年、私は当時、大学院で研究テーマを探していたところ、

あるレポートで雇用創出に寄与している企業の70〜80％が中小

企業・ベンチャー企業であるという調査結果を目の当たりにし

た。

それから30年の月日が経過し、今でも中小企業・ベンチャー

に関する研究に携わり、「地方創生」が全国で求められている

今日において、これまでに得た研究を実践で活かすために本会

議の座長を仰せつかった。

ここで話し合われた議論は、どれも未来志向であり、一つに

は人やまちの「つながり」や「学びの好循環」をどうサイクル

として回し、10年後このまちの生態系を維持、そして発展して

いくか、今ある地域における資源をどう最大限に発揮するため

に地域内外とを結びつけるかという部分が大半であった。

委員の皆さんは地域にとって今を見るだけでなく、未来を見

据えてどう産業を創出していくかを真剣に議論し、「まちの幸

福論」を語り合っていただいた。こうした場づくりを通じて、

このまちの可能性を感じるとともに、意見を出した方々がこの

まちのプレーヤーとして一人一人がこれからもその実現に向け

て活躍されることで、「まちの幸福論」が少しずつ形成され、

イノベーションエコシステムの波が生まれ、次世代にまで続く

ような循環が創出されることを期待したい。

八尾市産業振興会議 座長 忽那 憲治
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氏 名 所属団体等 備考

阿部 ミチル 公募市民

居相 浩介 公募市民

乾 真治 ラピス株式会社 代表取締役社長

梶谷 隆久 公募市民

樫本 佳子 八尾市消費問題研究会 環境部長

梶本 比沙 公募市民

勝浦 宏祐 北本町中央通商店会会長（香留壇 代表者）

忽那 憲治
神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科

副研究科長・教授
座 長

佐藤 彩弓佳 公募市民

浜田 真紀
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

〜平成31年3月31日

髙橋 慎二 大阪経済法科大学 経済学部教授

田口 一江 近畿経済産業局 地域経済部 地域開発室長 〜平成31年3月31日

滝本 優枝 近畿大学経営学部商学科 准教授 副 座 長

谷原 秀昭 近畿経済産業局 地域経済部 地域開発室長

寺西 幸雄 安中市場商業協同組合 理事長（㈱寺西 代表取締役）

築澤 愼一
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

水野 清美 八尾市女性団体連合会

美馬 功之介 株式会社MIMA 代表取締役社長

三宅 隼平 株式会社あぷり 代表取締役

山田 紘也 公募市民

山本 俊史 大阪シティ信用金庫企業支援部 副部長

平成30年度・令和元年度「八尾市産業振興会議」委員名簿
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平成30年度・令和元年度「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

阿部 ミチル 公募市民

居相 浩介 公募市民

乾 真治 ラピス株式会社 代表取締役社長

梶谷 隆久 公募市民

梶本 比沙 公募市民

勝浦 宏祐 北本町中央通商店会会長（香留壇 代表者）

忽那 憲治
神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科

副研究科長・教授
座 長

佐藤 彩弓佳 公募市民

髙橋 慎二 大阪経済法科大学 経済学部教授

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（㈱寺西 代表取締役）

美馬 功之介 株式会社MIMA 代表取締役社長

三宅 隼平 株式会社あぷり 代表取締役

山田 紘也 公募市民
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平成30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30年７月24日（火）10:00〜12:00

場 所：八尾商工会議所会館 ３階 大ホール２

議 事：

（１）委嘱式

（２）産業振興会議のしくみと本年度の進め方

（３）国の産業政策と取り組みについて

（４）大阪府の産業政策と施策について

（５）八尾市の産業振興に向けた課題と取り組みについて

（６）その他

第２回八尾市産業振興会議

日 時：平成30年9月19日（水）15:00〜17:00

場 所：八尾商工会議所会館 ３階 中会議室

議 事：

（１）ワーク１：「ロードリーム、ハイドリーム」

（２）シナリオプランニングとは？確実な未来を考えて

（３）10年後の可能性

第３回八尾市産業振興会議

日 時：平成31年2月18日（月）15:00〜17:00

場 所：八尾商工会議所会館 ３階

セミナールーム

議 事：

（１）検討部会からの報告について

（２）国と大阪府からのインプット

（３）ワークショップ
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平成30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30年10月17日（水） 19:00〜21:00

場 所：八尾商工会議所会館 ３階 セミナールーム

議 事：

（１）八尾市総合計画について

（２）シナリオプランニング活用について

（３）10年後の八尾市の産業について

（４）その他

第２回産業振興会議検討部会

日 時：平成30年11月13日（火） 19:00〜21:00

場 所：八尾商工会議所会館 ３階 セミナールーム

議 事：

（１）今後の進め方について

（２）４つのシナリオについて

（３）ワーク１：

４つのシナリオの世界での自社・業界への影響

（４）ワーク２：

「八尾市の視点」「産業の視点」から見たときにどのような影響がありそうか

（５）ワーク３：

対話から気づき・キーワードを洗い出す

（６）その他
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平成30年度「八尾市産業振興会議 検討部会」審議経過

第３回産業振興会議検討部会

日 時：平成31年１月22日（火） 19:00〜21:00

場 所：八尾商工会議所会館 ３階 セミナールーム

議 事：

（１）今後の進め方について

（２）10年後の八尾市について

（３）ワーク１：「将来どんな八尾市になってほしいか」

（４）ワーク２：重要なポイントの共有

（５）ワーク３：対話からキーワード、項目を洗い出す

（６）その他
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令和元年度「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：令和元年７月３日（水） 15:00〜17:00

場 所：八尾商工会議所会館 ３階 中会議室

議 事：

（１）提言書の三本柱について

（２）検討部会からの報告

（３）ディスカッション

第２回八尾市産業振興会議

日 時：令和元年11月25日（月）

場 所：八尾商工会議所会館 ３階 セミナールーム

議 事：

（１）総評

（２）検討部会委員より報告

（３）提言書についての議論

令和元年度「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31年４月17日（水） 19:00〜21:00

場 所：八尾商工会議所会館 ３階 セミナールーム

議 事：

（１）アイスブレイク

（２）提言書について

（３）最先端のイノベーション〜深セン訪問録〜

（４）ワークショップ
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第２回産業振興会議検討部会

日 時：令和元年５月15日（水） 19:00〜21:00

場 所：八尾商工会議所会館 ３階 セミナールーム

議 事：

（１）チェックイン

（２）Make a challenge／Make a Fanの具体的な内容を２つに分かれて議論

（３）Be Makersの具体的な内容なイメージを全員で共有

（４）次回の7月全体会議にむけて準備

第３回産業振興会議検討部会

日 時：令和元年８月８日（木） 18:50〜20:50

場 所：八尾商工会議所会館 ３階 セミナールーム

議 事：

（１）定量/定性指標を考える

（２）関係人口について

（３）今後の進め方についてのアイデアディスカッション

第４回産業振興会議検討部会

日 時：令和元年９月11日（水） 18:50〜20:50

場 所：八尾商工会議所会館 ３階 セミナールーム

議 事：

（１）前回議論の振り返り

（２）事務局より指標案について

（３）自分たちに実現できること

（４）提言書の形について
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(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り上げ状況について、

検討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30.0%が製造業で占

められており、全国10.8%や大阪府14.1%と

比べても高い比率となっている。

また、従業者でみると製造業の割合は

44.4%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、か

つそれらが全国平均、大阪平均との比較にお

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の区分にとらわれず、

「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

みていくが、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 －全産業花火図－

（総務省・経済産業省「平成26年経済センサス－活動調査」）

【図表1-1 業種ごとの比較】

参考：八尾市の産業構造について
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出典：工業統計調査・経済センサスをもとに作成

【図表1－2 製造業事業所数の推移・大阪府下順位】

(イ)製造業事業所数の推移

まずは、中核業種である製造業事業所数の推移を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検討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年度から事業所数は減少傾向を示してい

る。その中でも、減少率については、大阪市は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。

八尾市の創業比率は下がっており、起業意欲の減少が見受けられるため、ものづく

りの中核をなす製造業について、単純に新規創業を望むことが難しく、今後は製造業

にとってどのようなパラダイムシフト※をたどるのかが重要になってくる。

※その時代や分野において当然のことと考えられていた認識や思想、社会全体の価値観などが革命的に
もしくは劇的に変化すること。

府下順位 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年

第１位
市町村 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市

金額 8,981 8,098 8,090 8,442 7,340 6,873 7,591 6,403 6,043 5,727 6,325 5,142 5,026

第２位
市町村 東大阪市 東大阪市 東大阪市 東大阪市 東大阪市 東大阪市 東大阪市 東大阪市 東大阪市 東大阪市 東大阪市 東大阪市 東大阪市

金額 3,634 3,413 3,417 3,468 3,111 2,939 2,950 2,780 2,709 2,595 2,671 2,332 2,349

第３位
市町村 八尾市 八尾市 八尾市 八尾市 八尾市 八尾市 堺市 堺市 堺市 堺市 堺市 堺市 堺市

金額 2,017 1,875 1,841 1,896 1,702 1,600 1,659 1,560 1,492 1,471 1,556 1,381 1,355

第４位
市町村 堺市 堺市 堺市 堺市 堺市 堺市 八尾市 八尾市 八尾市 八尾市 八尾市 八尾市 八尾市

金額 1,958 1,826 1,804 1,804 1,644 1,592 1,525 1,504 1,451 1,425 1,456 1,320 1,310
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(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、製造業に続いて全産業に占める企業数の割合が高い、卸売業・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傾向にある。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年度と平成26年度を比較すると半数近く減少している。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】
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出典：商業統計調査（単位：所）※堺市には旧美原町を含む。



(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

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は図表1‐4に示すとおりである。

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。

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

どの減少傾向ではない。堺市においては、平成17年と平成27年の比較において、40％程度

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17年から平成27

年の減少率を見ると、事業所数は27.8%減、製造品出荷額等は8.7%減であり、製造業の現

状においては、規模の経済が働いている傾向にあると見える。しかし、平成19年から平成

27年の減少率を見ると、事業所数は20.9%減、製造品出荷額等は24.6%減であり、産業が

縮小してい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

八尾市より上位で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。
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【図表1‐4 製造品出荷額等の推移・大阪府下順位】

【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】

府下順位 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年

第１位

市町村 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市 大阪市 堺市 堺市 堺市 大阪市 大阪市

金額 4,045,046 4,013,010 4,472,298 4,589,056 3,747,543 3,566,885 3,867,881 3,522,064 3,526,522 3,821,278 3,741,642 3,557,798 3,681,623

第２位

市町村 堺市 堺市 堺市 堺市 堺市 堺市 堺市 堺市 大阪市 大阪市 大阪市 堺市 堺市

金額 2,698,492 2,734,242 3,154,228 3,300,988 2,645,259 3,225,587 3,532,371 2,457,509 3,485,277 3,634,825 3,686,994 3,247,070 3,518,667

第３位

市町村 東大阪市 東大阪市 八尾市 八尾市 八尾市 八尾市 東大阪市 八尾市 八尾市 東大阪市 東大阪市 東大阪市 東大阪市

金額 1,134,242 1,156,386 1,319,338 1,398,943 1,130,441 1,059,756 1,027,713 1,065,511 1,026,961 1,033,262 1,060,572 1,048,870 1,153,313

第４位

市町村 八尾市 八尾市 東大阪市 東大阪市 東大阪市 東大阪市 八尾市 東大阪市 東大阪市 八尾市 八尾市 八尾市 八尾市

金額 1,089,657 1,130,099 1,253,810 1,248,920 1,008,027 983,212 1,024,011 1,009,176 1,004,008 974,781 994,294 903,446 1,124,075

（単位：百万円 出展：経済センサス・工業統計調査）

72



【図表 地域データ 産業マップー自治体比較ー】

【図表 事業所数(全業種)の自治体ごとの比較】
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【図表 付加価値額(全業種)の自治体ごとの比較】

【図表 付加価値額(製造業)の自治体ごとの比較】
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Be Makers!!

【図表 年間商品販売額(卸売業、小売業)の自治体ごとの比較】

【図表 製造業 製造品出荷額等推移】
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【図表 全業種 従業者数の推移(1事業所あたり)】

【図表 創業比率の推移】
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【図表 黒字赤字企業比率(全業種)の自治体ごとの比較】

【図表 黒字赤字企業比率(製造業)の自治体ごとの比較】
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参考：平成30・31年度の産業振興会議について

参考：第５次総合計画と八尾市の産業振興について
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参考：関係人口とは！？

総務省ホームページ抜粋：「地域への新しい入り口『関係人口ポータルサイト』」
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グラフィック 二瓶智充
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