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１．これまでの経緯と平成３０年度・令和元年度の検討内容 

１－１ これまでの検討経緯 

「八尾市産業振興会議」では、平成１０年度に今後の産業振興の方向性や長期的な施策の枠組み等

を提言して以来、「八尾市総合計画」に反映いただきたい産業振興に関する施策体系や、「八尾市中

小企業地域経済振興基本条例」の早期制定、「ＩＴを活用した八尾の産業振興方策」、「産業集積の

維持発展に向けた具体的方策」等さまざまな施策提言を行ってきた。以下は、産業振興会議設置以降

に八尾市で実施されてきた主な施策等である。 

産業振興会議設置（平成１０年度）以降の主な産業振興施策等 

■企業情報データベース化事業（八尾ものづくりネット）（１１年度～） 

■八尾市中小企業地域経済振興基本条例制定（１３年度～） 

■八尾市中小企業サポートセンター設置（１４年度～） 

■八尾ものづくり受注商談会開催（１４年度～２１年度） 

■ビジネスマッチング博開催（１４年度～） 

■商業ネットワーク化支援事業（八尾あきんど On－Doネット）（１４年度～） 

■“ものづくりのまち・八尾”ブランド化推進事業（１６年度～） 

■アントレプレナーシップ教育事業（１６年度～１８年度） 

■地域再生計画「ものづくりのまち・八尾 担い手育成計画」（１６年度～１８年度） 

■異業種交流グループ等の研究・開発への助成制度の創設（１６年度～２６年度） 

■八尾市中小企業サポートセンター機能拡充・移設（１８年度） 

■八尾市ものづくり集積促進奨励金制度（１９年度～） 

■八尾市中小企業地域経済振興功績者顕彰制度の創設（１９年度～） 

■産業政策アドバイザーの設置（２０年度～） 

■ものづくり人材育成事業（２０年度～） 

■地域商業活性化アドバイザーの設置（２１年度～） 

■提案公募型八尾市商業まちづくり推進事業の創設（２１年度～２７年度） 

■八尾市中小企業地域経済振興基本条例改正（２３年度～） 

■「八尾産業情報ポータル」のサイト運用開始（２４年度～） 

■大阪シティ信用金庫との産業連携（２５年度～） 

■ものづくりカレッジの開始（２５年度～） 

■事業承継セミナーの開始（２５年度～） 

■市内事業所人材確保支援（労働支援課、八尾市無料職業紹介所）の開始（２５年度～） 

■八尾あきんど起業塾の開始（２６年度～） 

■環山楼塾の開始（２６年度～） 

■八尾市中小企業ブランド戦略推進事業「STADI」（２７年度～） 

■八尾市製造業現場改善支援事業（２７年度～２８年度） 

■医療機器・介護機器分野参入促進事業（２７年度～） 

■女性の職業生活における活躍推進事業（２７年度～） 

■ものづくり人材育成支援事業（２９年度～） 

■八尾市 IoTを活用したハードウェアイノベーション推進拠点デザイン事業（２９年度～） 
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平成１４年度から平成１８年度までは、これまでに具体化された産業振興施策のより強力な推進や

検証を行うという主旨のもと、「新たな施策提言」のみならず「既に具体化された産業振興施策の推進と

具体的運営」にも重点を置き、市民及び次代を担う事業者から成る「推進部会」を設置し、具体的な施

策推進と運営を行ってきた。平成１９年度から平成２０年度までは、「地域資源検討部会」を設置し、

「産業振興の種」として十分活用されていない地域資源の実態把握及びそれらを活用したビジネスの

展開可能性、地域産業活性化に向けた具体的方策の検討を行った。 

平成２１年度には平成２３年度から第５次総合計画がスタートすることに着目し、「総合計画策定

部会」を設置し、産業政策の方向性や産業振興のあり方の検討、さらには平成２０年度に実施した八

尾市商業調査の課題・方向性を踏まえ具体的な商業振興施策の検討を行った。 

平成２２年度には、条例制定後約１０年が経過している「八尾市中小企業地域経済振興基本条例」

について、社会経済情勢や本市中小企業をとりまく環境の変化等により、今後の産業政策の方向性等

を新たに示す必要から、改正を視野に内容の検討を行った。 

平成２３年度には、情報発信の重要性を改めて鑑みて、「情報発信部会」を設け、産業情報の発信

の方向性や取組み等について検討を行った。 

平成２４・２５年度は人口減少社会の到来に備え、人口減少社会が産業分野にもたらす影響および

課題を踏まえた上で産業集積の維持・発展を図っていくために、「産業集積検討部会」を設置し、「事

業承継について」「事業者間等連携」をテーマにその対応策について２年間かけて検討を行った。 

平成２６・２７年度は、平成２４年度「小売業・飲食業・サービス業の状況調査」及び平成２５年

度「八尾市製造業実態調査」の絶対値のデータからみえる課題について、「商業振興部会、工業振興

部会」を設置し、求められている産業振興施策を検討した。 

平成２８・２９年度においては、「大きな環境の変化に対応するための産業振興施策」をテーマに

「検討部会」を設置し、人口減少に伴う市場の縮小や ICT化の進展に伴う経済構造の変化といった八

尾市の産業が直面する外的要因などから現状の課題について認識を共有し、検討を行った。 

１－２ 平成３０年度・令和元年度の検討内容 

 平成３０年度・令和元年度においては、「10年後の八尾市の産業について」をテーマに「検討部会」

を設置し、令和３年度からはじまる「第６次総合計画」の方向性について、産業振興の視点からあらゆ

る社会現象が 10年後にどう影響を及ぼすか、リアリティを持って想定するとともに、現状の課題につ

いて認識を共有し、今後どのような理想を掲げ、未来を見据えて産業振興の取り組みを行っていく必要

があるのか、議論を行った。 
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検討部会において、10 年後の八尾の産業を考える上で、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ため、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した。 

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。 

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、意見の

共通点は新たに「つくる」という点。特に、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という議論が展開され、提言書としてまとめた。 
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２．平成３０年度・令和元年度における産業振興施策の実施 

２－１ 主な産業振興施策の実施状況 

当会議からの意見を踏まえ実現された、主な産業振興施策の実施状況は以下のとおり。 

①  「八尾市第６次総合計画」への素案に対する意見反映 

令和３年度からスタートする「八尾市第６次総合計画」に対して、八尾市産業振興会議として

の意見を反映するべく、１０年後を見据えた産業政策の方向性を提言。『Be Makers!～創る人に

なろう！～』という提言を大きく掲げ、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いでいこうと、３つの Make 

a Challenge!!（イノベーションの創出）、Make a Mentor!!（人財育成、中核支援人材（キーパ

ーソン））、Make a Fun!!（ブランディング）で整理した。 

 

２－２ その他の産業振興施策の実施状況 

平成３０年度は八尾市で以下のような施策等が実施された。（各施策等の詳細は資料編を参照） 

 （１）ものづくり関連施策 

  ■ものづくり集積促進奨励金（資料１） 

  ■中小企業サポートセンター事業（資料２） 

■「ものづくりのまち・八尾」ブランド化推進事業（資料３） 

  ■ビジネスチャンス発掘フェア（資料４） 

  ■八尾ものづくりカレッジ（資料５） 

■ものづくり人材育成支援事業（資料６） 

■医療機器・介護機器分野参入支援事業（資料７） 

■八尾市デザインイノベーション推進事業（資料８） 

（２）商業関連施策 

■商業ネットワーク化支援事業（資料９） 

■地域商業活性化事業補助金（資料１０） 

■八尾商業まつり・商店街等にぎわい創出事業（資料１１） 

■創業支援事業（あきんど起業塾）（資料１２） 

（３）その他施策 

■産業情報発信事業（資料１３） 

■融資制度事業（資料１４） 

■意欲ある事業者経営・技術支援補助事業（資料１５） 

■次世代経営者養成講座「環山楼塾」（資料１６） 

■市内事業所人材確保支援（資料１７） 

■女性の職業生活における活躍推進事業（資料１８） 

■みせるばやおイノベーション推進拠点（資料１９） 
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３．今後の産業振興に向けて 

  既述してきたとおり、今年度もこれまでの経緯、成果を踏まえ産業振興施策を検討・実施してき

た。ついては、以下項目ごとに今後の産業振興の方向性を提示する。 

 

■産業振興施策全般について 

「八尾市中小企業地域経済振興基本条例」の理念や基本的施策及び総合計画における産業政策の方

向性等を踏まえ、産業振興会議における検討内容がより充実した施策へと昇華され、地域産業の栄え

るにぎわいのあるまちづくりを実現する施策の推進を適宜実施されたい。 

 

■産業振興施策の検討・実施体制について 

見えてきた課題に対応し、中小企業地域経済振興基本条例及び総合計画に基づく施策を推進してい

くためには、他分野も含め広く産業に関わる機関との連携・協働が必要であるとともに、地域との相

互理解や地域の担い手としての役割が求められていることに触れ、2015 年９月の国連サミットで採

択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」にて記載された 2030年までに持続可能でよ

りよい世界を目指す国際目標「SDGs（持続可能な開発目標）」という大きな流れに沿って地域経済

活性化を進める政策の実現を期待し、本報告書の締め括りとしたい。 
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資料 

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 
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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）  13:00～15:00 

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 

 


