
■八尾市総合計画審議会 第１回総合戦略部会（書面開催）における委員意見及び市の見解等
※ご提出いただいたご意見は、趣旨を損なわないように要約しています。

【議事１について】（資料２）

№ 意見者 該当頁 該当箇所 意　見 市の見解等
資料修正
有・無

1 枡谷委員 1 １－（１）

「若い世代に選ばれるまちとなるよう、若者ならではの視点や発想
を取り入れ…」という点は評価できる。その手段として、大学等と
の連携は効果的だが、その中に地域の課題解決を自分ごととして取
り組む人材がどれぐらいいるかが重要。そういう意味では、地域内
の若者コミュニティとの連携を図るのも一つの方法だと思う。

頂いたご意見を庁内関係所属と共有を図り、今後の取り組みに活か
してまいります。

無

2 和泉副部会長 1 １－（１）

交付金事業であるため性格的に難しいかもしれないが、要素事業①
〜④を横断的に捉える視点が今後の発展的展開を考える上で必要で
はないか（例えば①・③・④の成果は、②のICT技術を活用するこ
とでより充実する）

ご指摘の通り、事業の推進にあたっては、各事業の担当課のみなら
ず、庁内横断的なシティプロモーションや、連携実施による相乗効
果を上げる事業展開等を推進していく必要があると考え、今後の取
り組みに活かしてまいります。

無

3 和田部会長 1 １－（１）

「取り組みの概要」の①～④の全事業においてコロナ禍の影響によ
る活動やイベントの中止が記載されているが、オンラインを活用し
て、何らかの代替措置の可能性、もしくは検討を試みなかったので
しょうか？もし、一応検討していたのであればその記述を追加した
ほうが良いのでは？

各要素事業において新型コロナウイルス感染症の影響により令和２
年２月以降に中止等の判断をしたところですが、その時点では本市
においても、各事業の連携先や受託者等においても、これまで経験
したことのない緊急事態であり、オンラインで事業を実施する環境
や設備が十分に整っていませんでした。また、年度末という事もあ
り、オンライン活用による事業の再構築を検討する時間的余裕がな
かったため、代替措置による実施ではなく中止の判断をするに至り
ました。
今後はコロナ禍における実施手法等の工夫なども含め、多様な形で
実施ができるよう、オンラインでの開催を含めた様々な手法を検討
していきます。

無

4 中田委員 1 １－（1）－①

大学等と連携とありますが、大阪府下の商店街等でも他に大学と連
携している地域もあり（天神橋商店街と関西大学）、地域ごとの特
性もあると思いますが、他の地域と似たような取り組みと情報交換
のようなことができれば、八尾市のみならず大阪府下の大学生の学
びのメリットにもなりうるのではないかと思います。

頂いたご意見を庁内関係所属と共有を図り、今後の取り組みに活か
してまいります。

無

5 中田委員 1 １－（1）－②

近畿大学と企業のコラボ商品が何点か市場に出回っていますが、若
者視点から八尾のプロモーションにつながるような商品の開発やイ
ンパクトのあるイベントの発案ができるようになればと思います。
（企業と学生のコラボ→プロモーション）

頂いたご意見を庁内関係所属と共有を図り、今後の取り組みに活か
してまいります。

無

6 和田部会長 1
１－（１）－②－今後の
方針等

「今後の方針等」の②の事業において、「関東圏などの・・・」と
関東圏を特筆している理由はあるのでしょうか？

本記載につきましては、平成30年度の東京におけるPR活動（イベン
ト等）の実績を踏まえ記載したものです。東京一極集中の是正が地
方創生にとっては重要ですが、本市のシティプロモーションにおい
て、関東圏のみをターゲットとして特筆しているものではありませ
んので「今後の方針等」の欄の「関東圏などの」は削除いたしま
す。

有

7 芝田委員 1
１－（１）－②－今後の
方針等

「若者視点・市民視点」はどうなったのでしょうか。「若い世代に
選ばれる」「若者ならではの視点・発想・提案を取り入れる」が１
の事業の大事な要素だったように思えますが、必要性が薄れたとい
うことでしょうか。全く記載がないことに少し違和感を覚えます。

ご指摘の点を踏まえ、「今後の方針等」の欄に「今後も大学連携等
の手法をはじめとして若者や市民参画の視点を持って事業を展開し
ていく。」を追記いたします。

有

8 和田部会長 1
（３）重要業績評価指標
（KPI）

「40歳代以下の定住意向割合」において、近年の実績値を見ると上
昇傾向にあり、今回のコロナ禍でさらに貴市が衛星都市としての役
割で注目されるチャンスとも思われますので、より一層の貴市の魅
力発信に期待します。

頂いたご意見を庁内関係所属と共有を図り、今後もまちの魅力向上
およびその発信に取り組んでまいります。

無

9 河上委員 1 取り組みの概要全般
令和元年度は平成29年度からの最終年であるならば、ごく簡単にで
も3年間の総括コメントを挿入してはどうか。

ご指摘の通り、３年事業の最終年度ということもありますので、総
括コメントを追記いたします。

有
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№ 意見者 該当頁 該当箇所 意　見 市の見解等
資料修正
有・無

10 大本委員 2
ヤオツナガルプロジェク
ト

各要素事業の周知、アナウンス方法及び対応実態を具体的に公表し
ていただきたい。

各事業の事前の周知は、市ホームページや市政だより等で行ってい
ます。デザインイノベーション事業については、取り組み実績を市
ホームページで公表しています。加えて、成果報告会を3月に開催
する予定をしていたところ、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴
い開催を見送ったところです。

無

11 河上委員 全体 取り組みの概要全般

「取組概要」の記載について、KPIの“要素事業”という性格か
ら、必ずしもKPIに直結するものばかりではなく、その事業の実際
の成果が分からない。対市民への理解促進の観点からも、事業毎の
定量的評価も記載するべきではないか。評価がなければ来年度方針
の適否も判断が難しいのでは？

地方創生推進交付金事業については要素事業ごとに指標を設定する
仕組みではありませんが、同交付金を活用する新規事業の立案にあ
たっては、可能な限り定量的に事業効果を評価できる指標設定に取
り組んでまいります。

無

12 吉田委員 全体 取り組みの概要全般

コロナ禍での活動の制限がありますので、今後の取り組み実績とし
ては仕方がないと思います。打ち合わせ、MTG、PR等はリモートで
可能なものもあるでしょうから、少しずつでも前に進めていってほ
しいと思います。

頂いたご意見を庁内関係所属と共有を図り、今後の取り組みに活か
してまいります。

無

【議事２（１）について】（資料３）

№ 意見者 該当頁 該当箇所 意　見 市の見解等
資料修正
有・無

1 和田部会長 2
基本目標１の総括―≪基
本目標指標の動向≫

いずれの指標も「めざす方向」に沿った推移を示しており、目標値
に至らないものの目標値の設定も妥当で概して評価できます。

今後も目標値の達成に向けて取り組みを進めてまいります。 無

2 芝田委員 2
基本目標１の総括－≪施
策KPIの動向≫

避難行動要支援者名簿「同意者リスト」を提供した小学校区数は目
標の半分以下に留まっており、「順調に推移している」と言えるか
疑問です。高めの目標でも目標設定した以上、客観的に評価すべき
だと思います。

ご指摘の通り、避難行動要支援者名簿「同意者リスト」を提供した
小学校区数について、総合戦略策定時から毎年増えているものの、
目標値の半分以下に留まっている状態です。
つきましては、「目標値には至っていないものの順調に推移してい
る」を「目標値には至っていないものの毎年増加している」に記載
を修正いたします。

有

3 芝田委員 2
基本目標１の総括－≪施
策KPIの動向≫

「地域活動への参加状況」は「目標値を下回っているが～総合戦略
策定時の数値を上回っている」とありますが、策定時との比較で評
価すべきものか疑問です。この記載だと「策定時より増えたから良
い」と、ゴールを無理矢理変えて評価しているように見えます。
そもそも、実績が減少したのはコロナの影響も大きいのではないで
しょうか？もし影響があるならその旨記載した方が良いと思いま
す。

ご指摘の点を踏まえ、「令和元年度実績値は第1期総合戦略策定時
の数値を上回っている。」という文言を削除します。
なお、本KPIは毎年10～11月頃に実施している市民意識調査の結果
から算出しているため、令和元年度実績値については新型コロナウ
イルス感染症の影響はなかったと認識しております。

有

4 吉田委員 3
基本目標２－【施策ＫＰ
Ｉ】－健康相談利用者数

コロナ禍→失業（未就職）→心の病→自殺者増という負の連鎖にな
らないように、若者含めた心のケアが必要なご時世。健康相談利用
者のうち、心の病に該当するものはどれくらいを占めるのでしょう
か。（公表できないですね。）今だからこそ、利用していただきた
いものです。広く周知するように引き続きお願いします。

令和元年度の健康相談利用者数15,707件のうち、こころの健康に係
る相談件数は274件でした。
ご指摘の点を踏まえ、コロナ禍における心の病や自殺予防につなが
るよう、今後もあなたのまちの健康相談をはじめとする各種健康相
談制度の周知に取り組んでまいります。

無

5 芝田委員 7
基本目標３の総括－≪基
本目標指標の動向≫

目標と実績にだいぶ乖離があります。「順調に推移している」と評
価できるか疑問に感じます。

ご指摘の点を踏まえ、「目標値の達成には至っていないものの、
H29年度以降毎年増加している。」に記載を修正いたします。

有
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№ 意見者 該当頁 該当箇所 意　見 市の見解等
資料修正
有・無

6 中田委員 8

基本目標４－【施策ＫＰ
Ｉ】－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

福祉分野の人材確保について、主婦層の掘り起こしでの人材探しは
良いと思うが、就労につながることは前提としても、もっと気軽に
足を運べるような体験型だったり、参加型のプログラムを取り入れ
てみてはどうかと思います。例えば、看護学校のオープンスクール
でも取り入れているような高齢者体験（目のみえにくいを体感する
ゴーグルをし、体の動きにくさを体験する重りなど、妊婦さん体験
の老人バージョンです）や、参加者に実際に手浴や足浴、マッサー
ジ、アロマなどを体験してお世話してもらう気持ち良さ、ここち良
さを味わうなどいかかでしょうか。また、特養を見学すると、介護
度の高い方が多く、少し驚かれることもあると思うので、サ高住や
グループホーム、デイサービスなど様々な施設への見学パターンを
作っても良いかと思います。

福祉分野では介護人材に加え地域における福祉の担い手も不足して
おり、どちらも人材の確保が課題となっています。
ご指摘いただきましたように、専門性の高いプログラムだけでな
く、より気軽に参加できるプログラムを企画するなど、興味や関心
度に応じ幅広く人材を発掘できるよう取り組んでまいります。

無

7 芝田委員 10
基本目標５－【施策ＫＰ
Ｉ】－支援機関相談等対
応件数

「サポートセンターの相談件数は減少」とありますが、実数が記載
されていないので、ここ数年でどの程度減ったかイメージがわきま
せん。新規企業の発掘に注力しているのは誰でしょうか？トータル
の相談件数は増加しているのですから、増加に貢献している主体を
記載すべきではないでしょうか？

令和元年度は相談件数は増加しているため、ご指摘の点を踏まえ、
「相談件数は平成29年度以降増加傾向にあります。また、サポート
センターでは、新たな企業支援や企業間マッチング等を念頭にした
新規企業の発掘に注力しており、引き続き関連支援機関と連携を図
りながら、支援企業の輪を広げていきたい。」に記載を修正いたし
ます。

有

8 枡谷委員 11
基本目標５の総括－≪取
り組み実績≫

「みせるばやお」は全国的に注目されている取り組みだと思う。産
業人材を育成する拠点となるため、この活動に関わった人材が、ど
れぐらい地域で起業、就職したかなどの指標を作っても良いので
は？具体的な数値やストーリーを、地域住民に見せていくことで、
その存在意義がより高まるのではと思う。

「みせるばやお」での起業支援として、潜在的創業者の発掘のため
のゆるっとカフェセミナーの定期開催とあきんど起業塾実践編の
チャレンジカフェの実践の場として活用しております。登壇者は、
これまでの創業支援等を受けられて創業された方が講師として登壇
しており、その方々の人数を指標とする事を検討しているところで
あります。

無

9 中田委員 12
基本目標６－【施策ＫＰ
Ｉ】－八尾探プログラム
の提供数

八尾探プログラムについて、先日の常光寺さんでの講談のイベン
ト、私もぜひ行ってみたいと思いました。また、話は少しずれます
が、NHKで水呑地蔵や神立、八尾のえだまめ等が紹介されて良かっ
たです。SNSやフェイスブックの影響もあったと思いますが、いち
ごかき氷の反響がすごく（私も2週続けて行きましたが）神立地区
の渋滞に驚くほどでした。

頂いたご意見を庁内関係所属と共有を図り、今後もまちの魅力向上
およびその発信に取り組んでまいります。

無

10 和泉副部会長 12・13 基本目標６

八尾探や地域連携活動などのアクションプログラムには積極性が見
られ評価できる。ただ、今後の展開を充実させるためにはアクショ
ンのみでなく、アクションを創造する仕組み・組織にも「八尾らし
さ」を思考する必要があると考えられる。観光というコンテクスト
において八尾市を特徴づけるリソースには、ものづくり・歴史資
源・高安付近の自然（含バラタナゴ）などをあげることが出来よう
が、これらは教育分野と親和性の高いものである。ここから、例え
ば、現実的でないのかもしれないが、観光の部署に社会教育主事や
商工会議所からの出向職員を配するなど、リソースの特徴から組織
を考えるなどのまなざしも有効ではないかと考える。（どうなるか
は分からないが）オリンピック、カジノ、広域連携、また、
with/afterコロナで注目されるマイクロツーリズムなど、大きな潮
流への意識は不可欠であり対応が迫られるところではあるが、「何
を魅力と捉えて観光者にどのように披露したいのか？」、「創造し
たいのはどのようなにぎわいであるのか？」をこれまで以上にきち
んと整理する必要がある。今一度、観光を創造する仕組み・組織へ
もまなざしを向ける必要があるのではないか。

頂いたご意見を庁内関係所属と共有を図り、今後の取り組みに活か
してまいります。
なお、令和２年度より、市の組織として「やおプロモーション推進
プロジェクトチーム」を発足させており、やおの魅力資源の創出
や、市内外の事業者や大阪観光局をはじめ近隣自治体等と連携した
広域的な取り組みや発信を行ってまいります。

無

11 和田部会長 13 《参考》の【Ｒ元年度】

上記「資料２－１（１）事業内容」の意見とも重なるが、ICTを活
用した取り組みをされている一方、コロナ禍で計画を中断せざるを
得なかったとのことで、むしろICTを活用した何らかの代替的なオ
ンラインイベントなどの実施は出来なかったのでしょうか？今後
は、ますますオンラインによるイベント企画が一般化すると思われ
ますので、そのことを考慮した積極的な取組が必要ではないでしょ
うか？

新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年２月以降に中止等
の判断をしたところですが、その時点では本市においても、各事業
の連携先や受託者等においても、オンラインで事業を実施する環境
や設備が十分に整っていませんでした。また、年度末という事もあ
り、オンライン活用による事業の再構築を検討する時間的余裕がな
かったため、代替措置による実施ではなく中止の判断をするに至り
ました。
今後はコロナ禍における実施手法等の工夫なども含め、多様な形で
実施ができるよう、オンラインでの開催を含めた様々な手法を検討
していきます。

無
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№ 意見者 該当頁 該当箇所 意　見 市の見解等
資料修正
有・無

12 和泉副部会長 全般
出張所や校区という単位を大切に行政展開されている点は、きめ細
かさという観点から、評価すべき点であると考えられ、今後の展開
においても不可欠な観点ではなかろうか。

頂いたご意見を庁内関係所属と共有を図り、今後の取り組みに活か
してまいります。

無

【議事２（２）について】（資料４）

№ 意見者 該当頁 該当箇所 意　見 市の見解等
資料修正
有・無

1 和田部会長 49、50
６．将来人口の展望を実
現するための課題

将来人口の展望実現のための課題に関する6項目につきまして、コ
ロナ禍の最新事情も含めてとても分かりやすい表現で記載されてい
ると存じます。なお、(4)のタイトルのみが「…環境整備」となっ
ていて、それ以外のタイトルは「…の実現」と表現されているた
め、(4)も統一されてはいかがでしょうか。

ご指摘の点を踏まえ、現状と課題の全ての表題を「・・・まちの実
現」に統一いたします。つきましては、（２）は「いつまでも心身
ともに健康に暮らせるまちの実現」、（３）は「若い世代が地域に
定着し、将来も見据えた安心して暮らせるまちの実現」、（４）は
「一人ひとりが個性を尊重され、自分らしく活躍できるまちの実
現」に修正いたします。

有

2 吉田委員 49、50
６．将来人口の展望を実
現するための課題

若い世代の地域定着のための環境整備は重要だと思います。今後は
「デジタル化」「グリーン化」「グローバル化」が不可欠ですの
で、行政自身の改革と、住民、事業者への支援が重要だと思いま
す。

頂いたご意見を庁内関係所属と共有を図り、今後の取り組みに活か
してまいります。

無

3 大本委員 49、50
６．将来人口の展望を実
現するための課題

課題解決策を含め、具体的施策の提言のもっと厚みをもたせたもの
が必要ではないかと思います。

最終的な資料の構成としましては、人口ビジョンで課題を示し、総
合戦略でそれらの課題に対する具体的施策を記載するものとしてお
り、具体的な内容は総合戦略にて記載する形としております。

無

【議事２（３）について】（資料５）

№ 意見者 該当頁 該当箇所 意　見 市の見解等
資料修正
有・無

1 河上委員 4
（３）基本目標と基本的
方向・施策に関する考え
方

大阪府の計画では２０２５年大阪・関西万博を大きな契機として、
取組の加速化を念頭に置いている。市の戦略においても重要なポイ
ントであり、ＳＤＧｓの理念も包含する、大阪・関西万博のインパ
クトを活かした取組を記載すべきではないか。

ご指摘の点を踏まえ、「さらに、2025年に開幕する大阪・関西万博
に向けて、万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」
に資する取り組みを加速化させることにより、地域経済の活性化及
びSDGｓの達成をめざします。」を追記いたします。

有

2 増田委員 5 ３－（１）
「地域特性を踏まえた・・・まちの実現」の「地域特性」の定義は
どのようなものでしょうか。「地域特性」の具体的な定義があれ
ば、より認識が深まると思います。

地域別人口の推移や傾向は地域でそれぞれ異なるものと認識してお
り、例えば、高齢化が進んでいる地域では地域活動の担い手の確保
や育成に取り組む必要がある、などといったことを意図しておりま
す。

無

3 大本委員 5～6
３．人口ビジョンから見
える本市の現状と課題

超高齢社会においても持続可能な地域づくりの方向性について課題
提言及び対応策の深堀りが必要ではないかと思います。

ご指摘の記載につきましては、人口ビジョンの49、50ページからの
引用（再掲）となります。最終的な資料の構成としましては、人口
ビジョンで課題を示し、総合戦略でそれらの課題に対する具体的施
策を記載するものとしております。深掘りしました具体的な対応策
については、（主な取り組み）として、各基本目標の基本的方向・
施策ごとに記載しているという認識です。

無

4 和田部会長 5～6
３．人口ビジョンから見
える本市の現状と課題

将来人口の展望実現のための課題に関する6項目につきまして、コ
ロナ禍の最新事情も含めてとても分かりやすい表現で記載されてい
ると存じます。なお、(4)のタイトルのみが「…環境整備」となっ
ていて、それ以外のタイトルは「…の実現」と表現されているた
め、(4)も統一されてはいかがでしょうか。

ご指摘の点を踏まえ、現状と課題の全ての表題を「・・・まちの実
現」に統一いたします。つきましては、（２）は「いつまでも心身
ともに健康に暮らせるまちの実現」、（３）は「若い世代が地域に
定着し、将来も見据えた安心して暮らせるまちの実現」、（４）は
「一人ひとりが個性を尊重され、自分らしく活躍できるまちの実
現」に修正いたします。

有

4



№ 意見者 該当頁 該当箇所 意　見 市の見解等
資料修正
有・無

5 和田部会長 9～11 基本目標１

基本目標３の(主な取り組み)の詳細な記載に比して、基本目標１、
基本目標２の(主な取り組み)が少ないですが、バランス上、もう少
し追加する必要はないでしょうか。とりわけ気になったのが、高齢
者への支援体制の具体的な記載があまりないことです。実際に貴市
が取り組まれていることとして、例えば、老々介護問題や認知症、
独居高齢者のケアなどで列挙できる内容はありますれば、既存の取
り組みとして記載されてはいかがでしょうか。
なお、基本目標４に高齢者の自立と生きがいに対する支援について
は述べられているので、いずれの目標の(主な取り組み)に記載する
のが良いのか気になるところではありますが…。

本市の総合戦略では、人口減少を克服し地方創生を目的として、特
に重点的に進めるべき取り組みを位置付ける総合計画の実行計画と
しているため、子育て支援に係る基本目標３に記載される取り組み
の本数が必然的に多くなるものと認識しております。
ご指摘の高齢者への支援についてですが、基本目標１のめざす姿に
「・身近な地域で高齢者の居場所や社会参加の機会があり、それら
を活用しながら高齢者が生きがいをもって自立した生活を送ってい
ます。（24－１）」を、基本目標１の基本的方向・施策の(2) 安全
で安心な暮らしができるまちづくりに「・高齢者の生活の自立と生
きがいづくりを支援するため、住民運営による通いの場の充実や自
主活動の支援など、地域住民をはじめ民間団体も含めた多様な活動
主体の参画と連携による地域での支え合い体制づくりを推進しま
す。（24－①）」と「・高齢者が尊厳を保ち、自立した暮らしを送
れるように、高齢者あんしんセンター（地域包括支援センター）を
はじめとした機関等が連携し、認知症や権利擁護に対する理解への
啓発を進めます。また、制度や分野ごとの関係を越えた相談・支援
体制の充実に取り組みます。（24－②）」を追記いたします。

ご意見いただきました具体的な取り組みにつきましては、基本目標
１の（主な取り組み）の(2) 安全で安心な暮らしができるまちづく
りに「高齢者見守りサポーターにおける登録事業者の登録の促進及
び登録事業者に対し研修等の実施」と「認知症地域支援推進員の配
置による、地域の連携や支援体制の充実」を追記いたします。

高齢者の支援等の具体的な記載について、同じ高齢者施策であって
も、福祉的な要素が強く安全・安心な暮らしにつながるものは基本
目標１に、生きがいづくりや活躍につながるものについては基本目
標４に位置付ける整理としております。

有

6 和田部会長 12～13 基本目標２
オンライン診療の解禁を含め、医療機関の積極的なＩＣＴ導入およ
び整備が必須な状況下、文中にそのようなことを踏まえた表現を追
加するのはいかがでしょうか。

まず八尾市立病院としては、オンライン診療は、基本的に長期療養
が必要な患者に対して行うものであり、手術・検査・化学療法・放
射線治療等を提供する急性期医療を担う八尾市立病院ではあまり適
さないものと考えております。ただ、今後の技術進歩等を踏まえ
て、導入について検討するための情報収集には努めてまいります。
次に市内医療機関に関してですが、医療機関の積極的なＩＣＴ導入
および整備が必須な状況であることは認識しており、本市市内でオ
ンライン診療ができる医療機関については、本市ホームページにて
情報提供しております。しかしながら、診療手法にかかる内容につ
いては、国において所管・決定されており、本市独自でのそれらの
規制緩和等は難しく、現時点では文中に表現を追加することは難し
いと考えております。

無

7 和泉副部会長 16～18 基本目標３

「未来を切り拓く子どもを育てるまちづくり」もしくは「居住魅力
にあふれたまちの整備」に関して、「知」・「美」・「動」などへ
のイメージアプローチも有効な取り組みの１つではないかという観
点から、以下のような事業の展開も思考されるのではないか。※す
でに記載のあるP27の「芸術文化振興プランの推進を図り、地域文
化の魅力の発信の推進」に含まれているのかもしれませんが、一
応、思うところを記しておきます。
□主な取り組み
・毎年、図書館における蔵書数を増加させる。また、作家や芸術家
などの講演会を定期的に開催する。
事業内容＝本の数を増やす。講演会を開催する。→KPIや実績値化
も可能
・アートプロジェクトを積極的に推進する。
　　事業内容＝アートを活かした地域づくりの実践とPR
・歩けるまち構想を推進する。
　　事業内容＝駅や停留所までの距離・学校・買い物・病院・文化
施設・散歩など、とにかく歩いて完結するまちである、利便性の良
いまちであることをPR

図書館の蔵書数につきましては、図書館サービス向上を目的とし
て、近年では毎年増加させている状況です。
その他のご提案いただきました取り組みにつきましては、基本目標
６「行ってみたい、関わってみたい、住みつづけたい、魅力があふ
れるまち」の基本的方向・施策（１）「居住魅力にあふれたまちの
整備」と（２）「 市内外への地域資源の発信等によるイメージ
アップの実現」に関連して記載している主な取り組みに包含されて
いるものと認識しておりますが、頂きましたご提案を庁内関係所属
と共有を図り、今後の取り組みに活かしてまいります。

無
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№ 意見者 該当頁 該当箇所 意　見 市の見解等
資料修正
有・無

8 増田委員 18 基本目標３
「（４）若い世代のニーズに対応した住まいづくり」の部分に「定
住できる仕組みについての調査研究」の具体的な進捗状況とこの研
究がどのように還元されているのか分かる方が良いと思う。

「調査研究」とは、今後、様々な移住・定住を促進する取り組みを
検討していくといった主旨で記載しているものであり、その具体的
な進捗状況や研究の還元についてご提示することは難しいものと認
識しており、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

無

9 芝田委員 23 基本目標５

ＫＰＩの「地域就労支援センターにおける相談者の雇用達成の割
合」の目標を実績値より低く設定している理由は何ですか？市民に
とっては達成率より雇用達成した人の数（実数）の方が大切のよう
に思うのですが、達成割合で評価する理由がよく分かりません。

新型コロナウイルス感染症の拡大以前であるR1年度は、人材不足の
状況にあり、雇用達成者数及び達成率ともに近年で最多となる実績
でありました。しかし現在、急速な景気の悪化により求人数が減少
し、雇用率も合わせて低下しております。今後、雇用状況の早急な
る回復は見込めないため、R2年度の雇用達成割合の見込み値を基準
として目標数値を設定しております。（R2年度見込み30％）
また、指標につきましては、相談者数及び雇用達成者数は景気の影
響を非常に受けやすく大きく増減いたします。そのため、事業効果
を検証するにあたっては、人数より割合の方が適当であると考えま
す。

無

10 芝田委員 23 基本目標５

ＫＰＩとして「八尾市立中小企業サポートセンター相談件数」が設
定されていますが、第１期総合戦略の施策ＫＰＩ「支援機関相談等
対応件数」の元年度実績をみると、サポートセンター以外の支援機
関による相談の方がはるかに多いように思います。八尾市立中小企
業サポートセンターに限定する必要があるのでしょうか。

サポートセンター以外の支援機関としましては、商工会議所におけ
る相談がほとんどを占めております。ただ、当該支援機関の相談
は、些細な事案や補助金関係の申請手続きなど多岐にわたってお
り、また、例えば新型コロナウイルス感染症といった社会情勢に
よっても件数が大きく左右されることがあります。このため、本項
目における内容に関しましては、技術課題を中心とした支援を行う
サポートセンターの相談件数に限定することが指標としてが適当と
思料し設定しています。

無

11 芝田委員 23 基本目標５
ＫＰＩの「先輩起業家として登壇した割合」の意味が分かりませ
ん。何に登壇するのか、分子・分母が何かが分からないので、適当
な目標か判断できません。

平成30年・令和元年度の八尾市産業振興会議にて「10年度の八尾産
業振興について」議論してきたところでありますが、そこで、産業
振興支援を受けて企業された方が次の企業家を育てていく循環型な
まちづくりとなるエコシステムの構築をめざす重要性が挙げられて
おります。そのため、他地域の専門家の方に協力を願うだけでな
く、市内の企業家が次の企業家育成に貢献している状況を指標とし
たものであります。なお、本課では「ゆるっとカフェ」「あきんど
起業塾」「環山楼塾」「ものづくりカレッジ」等の事業において連
続セミナー等を実施しており、これらにセミナー講師として登壇す
る回数を総数で除し割合を算出する予定です。
つきましては、よりわかりやすい指標名とするため、本指標名を
「次世代企業家育成において市内企業がメンター役を担う割合」に
修正いたします。

有

12 和田部会長 24 基本目標５

(主な取り組み)の(2)につきまして、近年、優良な中小企業におい
ても後継者がいないことから廃業や売却を決めるケースが多々見受
けられる状況下、貴市においてぜひ事業承継の仕組みやサポート、
および起業家へのマッチングサービスなどの体制整備を期待しま
す。

事業承継につきましては、これまでも大阪府事業承継ネットワーク
を活用した支援を行ってきたところですが、令和３年度には、国に
おいても新たな事業承継・世代交代集中支援事業が始まり、中小企
業再生支援・事業承継総合支援事業予算が倍増されるなど、体制が
大きく強化される見込みです。今後はこれらの事業も十分に周知・
活用し、事業承継支援を行ってまいります。

無
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№ 意見者 該当頁 該当箇所 意　見 市の見解等
資料修正
有・無

13 吉田委員 24 基本目標５

SDGｓの社会環境に配慮した目標がたてられていると思います。経
済のところについては、「デジタルトランスフォーメーション」の
推進とありますように支援自治体№１を目指してほしいと思いま
す。

頂いたご意見を庁内関係所属と共有を図り、今後も未来志向の産業
振興の推進に取り組んでまいります。

無

14 増田委員 27 基本目標６
KPIの欄に「インスタグラムのフォロワー数」とあるが、八尾市に
まつわるものや人と一緒に撮った写真の投稿数なども入れてみては
どうか？

ご提案いただきました指標についても検討させていただきました
が、突発的や大きな出来事といった社会・経済情勢等の外的要因の
影響を多分に受けるものと考えられるため、指標として適さないも
のと考えております。

無

【議事３について】（資料６）

№ 意見者 該当頁 該当箇所 意　見 市の見解等
資料修正
有・無

【議事４について】（資料７）

№ 意見者 該当頁 該当箇所 意　見 市の見解等
資料修正
有・無

【その他】

№ 意見者 該当頁 該当箇所 意　見 市の見解等
資料修正
有・無

1 吉田委員

ITで何かが起こるのがこれからの時代（今もそうですが、さらに）
だと思います。今までの常識とはかけ離れたことが現実に行われて
いる時代（オンライン面接の志望者がアバターで出てくる等）。エ
ンジニアの採用を増やす等、ITで何ができるか常にアンテナを立て
ておく必要があると思います。

頂いたご意見を庁内関係所属と共有を図り、ご指摘の点を踏まえ、
今後の取り組みに活かしてまいります。

無

本議事については、委員からの意見はありませんでした。

本議事については、委員からの意見はありませんでした。
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