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2019年末から世界的に生じた新型コロナウイルスの蔓延は、多くの犠
牲者や罹患者を生み出した、誠につらく悲しい事態であった。冒頭にあ
たって、新型コロナウイルスによって亡くなられた方に心からの哀悼を
捧げるとともに、そのご遺族の方々に謹んでお悔やみを申し上げる。ま
た、新型コロナウイルスに罹患された方にも、心からお見舞いを申し上
げ、また一日も早く、健康を回復されるよう祈念せずにはいられない。

同時に、新型コロナウイルスの蔓延は、私たちの生活が何によって支
えられているのかをあらためて考えさせられる事態でもあった。とりわ
け、人と人とのつながりが経済生活に深く結びついていることを思い知
らされた。今期の八尾市産業振興会議の議題が「ニューノーマルの時代
における価値創造」に設定されたのも、こういった背景を受けている。

今期の八尾市産業振興会議においても、これまでの対面型会議が困難
になった。本会議は、しばしば聞くような予定調和的な公的会議とは異
なり、委員各位や市の職員、グラフィックレコーダーをはじめとして、
参加している全員が能動的に考え、また発言するという点で、他に例を
みない提言とそこからの実践を生み出してきた。それゆえにこそ、その
本会議にとっては、いかにして新型コロナウイルスを乗り越え、積極
的・建設的な議論を展開していくのかが大きなハードルであった。しか
し、これまで積み重ねられてきた八尾市民の能動的な協働姿勢が共有さ
れていたからこそ、オンラインによる会議においても、さまざまな積極
的コメントが多々提示され、また可能な状態において開催された対面型
会議においては、それをさらに濃密にする議論が展開された。これは、
八尾市という地域における住民参加の積極性を象徴するできごとの一つ
として銘記されてよい。

さまざまな困難に直面しても、人は生きていかなければならない。人
が生きていくというのは、それぞれ一人ひとりの存在を大事にし、そし
て支え合うということである。産業ないし経済においても、それは同じ
である。今期の八尾市産業振興会議において委員各位によって出された
意見や、そこから展開された議論から導き出された本報告書においても、
そういった認識は共有されている。

今期の提言においては、「ニューノーマルの時代における価値創造」
をテーマとしている。これは前期の『Be Makers 創る人になろう！』
を承けたものであり、それをより具体化していくところに一つの焦点を
当てている。もちろん、具体策そのものを提示するという以上に、その
ための方向性を提示するのが本提言のねらいである。その際のポイント
になっているのが、市民一人ひとりが想い描く「ありたい将来の生活」
である。産業振興とは、八尾市を基盤に活動している企業や個人事業者
がいきいきと活動できるようになるところに狙いがある。ただ、それだ
けではない。八尾に暮らし、また八尾で働く人々もまたいきいきと過ご
せるようになることも、産業振興に含まれる。今回、「やお糠床モデ
ル」というあまり例をみない考え方を提唱するのも、八尾にかかわる
人々が、いきいきと活動し、それぞれの生活を織りなしていくことが産
業振興につながるという観点に立脚しているからである。

このような背景や問題認識に立って、本提言はまとめられた。これが
八尾市の産業振興政策に積極的な貢献をなすことを、委員はじめ本会議
に参加したメンバー一同、心から願っている。

座長 山 縣 正 幸

（近畿大学経営学部教授）
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グラフィック 肥後氏

２．Be Makers 創る人になろう！と本提言書の位置づけ

2-1 前回の提言の振り返り
2-2 本提言書の位置付け



２．Be Makers 創る人になろう！と本提言書の位置づけ

令和２年・３年度の産業振興会議では、新型コロナウイルス等の影響の中、ニューノーマル

の時代を市内企業が乗り越えていくために、解決すべき課題の発見、それに対する支援等の策

定を目的とした「ニューノーマルの時代における価値創造について」をテーマとして検討を

行った。併せて、平成３０年度・令和元年度の産業振興会議においては「１０年後の八尾の産

業について」をテーマとして議論したことから、令和２年・３年度の産業振興会議では前回

テーマを具体化することも目的とした。そのため、まずは前回提言書を振り返るとともに、本

提言書の位置付けを確認する。
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前回提言『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）
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２－１ 前回の提言の振り返り

与えられたテーマは、第六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」で

あり、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を考え、複数のケースを考

察した。いずれの未来においても、将来現実に成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であることが改めて共有された。

併せて、八尾の産業の１０年後を検討する糸口として、２０年間で街の様子が大きく変わっ

た中国の深圳市の事例を参考に、「八尾市はどこまで挑戦したいか」「何を大切にしたいか」

等を議論し、改めて現在地の確認を行った。

上記の経過を踏まえ、提言「Be Makers 創る人になろう！」においては、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、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した。具体的には

「Make a Challenge !!（イノベーションの創出）」、「Make a Mentor !!（人材育成、中核

支援人材）」、「Make a Fun !!（ブランディング）」の３つを柱として提言をまとめた。

２－２ 本提言書の位置付け

前回の提言「Be Makers 創る人になろう！」においては、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（Makers＝創る人）を創出し、具体的に３つの柱を

掲げて定義した。本提言書では、いかに「Makers＝創る人」を生み続けるか、増やしていく

かについて着目し、八尾の好循環やイノベーションエコシステムの構築に繋げることを目指す。

併せて、本提言書のテーマである「ニューノーマルの時代における価値創造について」を踏

まえて議論を展開する。
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３．データに基づく「ニューノーマルの時代」

3-1 旧来型の経済成長の行き詰まり
3-2 産業における「手法」の変化
3-3 社会における「価値観」の変化
3-4 八尾市の取り組み



３ データにもとづく「ニューノーマルの時代」

ニューノーマルの時代における産業や社会への影響について具体的に把握し、本市の現在の

立ち位置を確認するため、定量的なデータによりニューノーマルの時代の影響を可視化する。
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３－１ 旧来型の経済成長の行き詰まり

ニューノーマルの時代の要素の一つであるコロナ禍においては、旧来型の経済成長が通用し

ないケースが出てきた。

外務省経済局国際経済課が公表する「実質GDP成長率の推移（年率換算・季節調整済）」の

データを参照すると、コロナ禍である２０２０年４月―６月期における実質GDP成長率が日本

は▲２８．１％となり過去最悪の落ち込みを記録しており、世界全体で見ても、米国▲３１．

２％、ユーロ圏▲３９．１％、韓国▲１２．０％と、コロナ禍が全国及び世界経済へ大きく影

響し、経済活動の壁として立ちふさがったことがわかる

出典：外務省経済局国際経済課「実質GDP成長率の推移（年率換算・季節調整済）」



また、大阪府景気観測調査の２０２０年４～６月期データを参照すると、業況判断DIは▲６

５．９となり、全産業で６期連続の悪化となった。世界や全国のみならず、大阪におけるコロ

ナ禍の影響も、改めて確認することができる。

9

出典：大阪府「景気観測調査」

次に、八尾市内企業への影響について把握するため、八尾商工会議所が実施する「景気動向

調査」のデータを参照すると、新型コロナウイルスの経営への影響について、「影響が出てい

る」または「今のところ影響はないが、長期化すると影響が出る懸念がある」と回答した企業

が、全産業では９８．２％となり、製造業・非製造業ともに影響が生じていることがわかる。

出典：八尾商工会議所「景気動向調査」



具体的に影響が出ている内容について調査すると、「製品・サービスの受注・売上減少、客

数減少」の項目に対する回答率が、他の項目の倍以上となった。このことから、コロナ禍にお

いては、主に売上減少を課題とする企業が多く存在していることがわかる。また、次いで回答

率の高かった「資金繰りの悪化」の項目については、売上減少がその一因と考えられる他、全

体４番目に回答率の高かった「イベント・商談会等の延期・中止に伴う受注・販売の喪失」の

項目についても、過程がイベント等に限定されているだけで、こちらも売上減少につながって

いる。つまり、コロナ禍においては、さまざまな角度から企業の売上減少を招き、資金繰り悪

化への圧力がかかるのである。
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出典：八尾商工会議所「景気動向調査」

また、営業活動の自粛についての調査においても「一部自粛している」または「完全に自粛

している」と回答した企業が全体で４６．７％となり、製造業で５１．８％、非製造業で３３．

４％と、特に製造業において影響が生じた。企業の営業活動自体が止まり、こちらも売上減少

へ繋がっている。

出典：八尾商工会議所「景気動向調査」



３－２ 産業における「手法」の変化

コロナ禍においては、人々の生活のありようが変わったことにより、企業がビジネスの「手

法」を含めた産業のありかたを問い直すきっかけとなった。そのため前節で述べた旧来型の経

済成長に行き詰まりが生じた一方で、販売方法や商談方法といった「手法」には変化が生じた。

経済産業省の「令和２年度電子商取引に関する市場調査」においては、全国のB to C-EC市

場規模及びEC化率が２０２０年に大きく拡大しており、オンライン販売の増加を確認するこ

とができた。
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経済産業省「令和２年度電子取引に関する市場調査」

併せて、八尾市内事業所についても、先ほどの「景気動向調査」により、オンライン商談の

実施について調査したところ、「オンライン商談を実施している」と回答した企業が全体の３

０．８％と、前回調査時の２４．１％を大きく上回っており、オンライン販売の実施について

の調査においても「オンライン販売を実施している」と回答した企業が全体の１２．０％と、

前回調査時の８．１％から増加していることが確認できた。

２０２０年４－６月期



２０２０年１０－１２月期
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一方、経済産業省の「令和２年度電子商取引に関する市場調査」において、全国のEC販売

について業種別で見ると、EC化率にはバラつきがあり、特に食品・飲料ではEC化率が低い。

言い換えると、この業種では対面での販売が根強い。これは小売のための仕入原価が比較的高

いことや、低単価な商品を取り扱うことによって、運営コストが大きくなる業態であることを

鑑みれば、当然の結果とも言える。

出典：八尾商工会議所「景気動向調査」



経済産業省「令和２年度電子商取引に関する市場調査」

また、ベルフェイス株式会社による「オンライン商談に関する実態調査」によると、オンラ

イン商談と訪問による商談を比較した際、移動コストの削減や、リードタイムの短縮の項目に

おいてはオンライン商談に成果が見られたが、受注・成約率アップや売上の増加、新規顧客の

拡大の項目については、訪問による商談に成果が見られたことが確認できる。
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ベルフェイス株式会社「オンライン商談に関する実態調査」

以上のことから、コロナ禍においては、ビジネスの手法ついて、オンラインが台頭したもの

の、対面による価値についても、改めて見直される機会になったのである。



株式会社電通「SDGsに関する生活者調査」

３－３ 社会における「価値観」の変化

ニューノーマルの時代は産業分野における変化のみを指すものではなく、社会における「価

値観」も変化した時代である。

株式会社電通が２０１８年から毎年実施している「SDGｓに関する生活者調査」によると、

持続可能な開発目標である「SDGs」の認知度は毎年上昇していることが確認できる。
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また、GSIA（Global Sustainable Investment Alliance）の統計報告書「Global Sustainable 

In-vestment Review（GSIR）」によると、環境・社会・企業統治に配慮している企業を重視、

選別して行なう「ESG投資の投資額」は、世界全体においても、日本単独においても２０１６

年から２０２０年にかけて増加していることが確認できる。ここから、単なる利益追求のため

の投資から、社会や環境を踏まえた投資へと「価値観」が変化した様子が読み取れる。

出典：GSIA「GSIR 2020」

上記２つのデータから、効率的・利益重視的な価値観から、それ以外のものを認知・重視す

る価値観へと、変化が起こっている様子が確認できる。



３－４ 八尾市の取り組み

前節よりニューノーマルの時代は、コロナ禍の産業における「手法」の変化や、社会におけ

る「価値観」の変化が起こった時代である。言い換えると、価値を生み出すためには「手法」

や「価値観」の変化に敏感に反応できることが求められ、多様な参加者が地域で共創すること

が１つのキーワードとなる。そのため、ニューノーマルの時代を迎えるにあたり、八尾市とい

う地域における、これまでの取り組みについて確認する。

なお、八尾市における取り組みについては、あくまでも実施主体は市民であり、行政の役割

はそのサポートやファシリテートであることに注意したい。

まず、本提言書を作成するにあたり開催されているのが「産業振興会議」である。市民や学

識者、各種団体からこの会議の委員が構成されており、様々な角度からの意見を市の施策へ反

映するために議論を続けている。この産業振興会議は平成１３年から開催されており、八尾市

における中小企業地域経済振興基本条例の策定も、この会議からの提言に基づいている。

産業振興会議における提言をもとに、市民や事業者が集まり、イノベーションを生むための

場として生まれたのが「みせるばやお」である。ここでは、地域の子供へモノづくりの魅力を

発信する地域貢献の場として、または事業者同士が人材・場所・ナレッジなどをシェアリング

できる場としての役割を担っている。実際に、会員の中には、これからBtoC商品の開発に取

り組む事業者は、過去に取り組んだことがある事業者のECサイト販売やクラウドファンディ

ングのノウハウを会員同士で共有している。そして、新たなチャレンジを生み出している。

平成３０年５月に「みせるばやお」の検討準備会が発足し、３５社だった参画企業は、令和

２年度末には１０３社に、また、ビジター会員の登録者数は令和３年３月末時点において１０，

３６５人となり、着実にその活動を推進していることが確認できる。

他にも、定期的にイベントを実施している商店街の活動や、地域の子どもに向けた起業家教

育活動、企業の跡継ぎを対象とした経営塾の開催など、地域で市民同士がつながる場が、八尾

には多く存在している。
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４ ニューノーマルとやお糠床モデル

2008年に起きたリーマンショック以降、すでにそれまでの量的な側面に偏重した経済成長

について再考する必要があることは、さまざまなところで提唱されてきた。さらに、近年に

至って、地球温暖化などに代表される自然環境とのかかわり方の再検討、さらに一人ひとりの

生活にかかわる格差問題など、経済、そして産業に重要な影響をおよぼす議論が前面に押し出

されるようになっている。ある意味で、その「とどめ」ともいえるのが、2020年（ないし

2019年末）から生じた新型コロナウイルスの蔓延であった。この新型コロナウイルスの蔓延

は、私たちの生活のありようを大きく問い直すきっかけとなっている。生活のありようを問い

直すというのは、とりもなおさず、産業のありかたを問い直すことでもある。これは、今まで

の産業あるいは経済の動かし方とは異なる。その点で、「脱皮」の苦しみが生じる可能性があ

る。しかし、同時に「脱皮」したあとに、新たなありよう、そして新たな世界が開かれるのも

また確かである。これこそ、イノベーションなのである。しかも、今、私たちに求められてい

るイノベーションは、単に経済や産業の側面に限られたものではなく、新たな社会のありよう

を考えていく一環として位置づけられるべきものでもある。したがって、自然環境や地域、さ

らにいえば文化といった側面も関係しあう営みとして、イノベーションは考えられ、また実践

される必要がある。

このようなイノベーションを可能にする考え方・方法が、ニューノーマルの時代における価

値創造である。ニューノーマルの時代における価値創造とは、いったい何なのか？一言でいえ

ば、経済や社会、自然環境といったさまざまな側面あるいは層が相互に影響しあうことを念頭

に置いて、よりよい生（Well-being）を探究し、描き出し、そしてかたちにしていく営み、そ

れがニューノーマルの時代における価値創造である。

さて、政府・経済産業省によれば、「新しい日常＝ニューノーマル」に関して、今後、以下

のような動きがみられることを指摘している（経済産業省「新型コロナウイルスの影響を踏ま

えた経済産業政策の在り方について」2020年6月17日開催、第26回産業構造審議会総会配布

資料、資料2）。
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①接触回避：デジタル化・オンライン化の加速

②職住不近接：地方居住・生活地選択の自由拡大、労働市場のグローバル化

③ギグエコノミー：デジタル技術を活用した新しい働き方、無人化・AI化の進展

④社会のリスク補完の必要性増大：失業・貧困・高齢者・保健衛生・インフラ対策

⑤グローバリズムの修正：国家の役割増大と不十分なグローバルガバナンス、経済安全保障の定着

⑥社会理念・価値観の変容：危機時の集団対応力､持続可能性や民主主義の在り方

これらは、あくまでも日本あるいは世界レベルでのニューノーマルについての見通しである。

したがって、これらすべてが個々の地域に該当するかどうかは別途の検討を要するであろう。

しかし、八尾を含む個々の地域においても念頭に置いておくべき点であることもまた確かであ

る。では、地域レベルにおけるニューノーマルとして、どのような事態が考えられるのか。経

済産業省による見通しのうち、①や③、④、⑥に関しては、全面的にであれ、部分的にであれ、

地域にも関係してくると想定される。一方で、今回の新型コロナウイルスの蔓延によって、地

域レベルにおいては、以下のような傾向や兆しも見受けられる。

（a）デジタル化・オンライン化の進展

（b）20世紀型コミュニケーションの減退

（c）Z世代に代表される社会的側面や自然環境の重視

（d）地域レベルでの共同体意識の新たな胎動

こういった点は、20世紀から21世紀にかけての社会の変容と軌を一にしつつ、新型コロナ

ウイルスの蔓延によって、私たちの生活を見直さざるを得なくなったことで、新たに気づかさ

れたことによって浮かび上がってきた。
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4-1 「ニューノーマルの時代における価値創造」とは、どのようなものか

19

20世紀の社会のありようは、機能分化という言葉で説明することができる。経済や文化、

技術など、それぞれの機能が独立したものとして考えられ、また実践されてきた。同時に、20

世紀においては、機能未分化な領野が十分に残されていた。そういった「遅れている」とされ

てきた領野こそが、20世紀の経済や技術の進展・成長を支えていた。

ところが、20世紀末から21世紀にかけて、そういった領野が急激に減少した。これは、地

域の衰退と呼ばれる現象とも重なり合う。これは、機能分化が極度に進展したためとみること

ができる。もちろん、21世紀も20年を経た現代においても、それぞれの機能の重要性は減っ

ていない。大事なことは、それぞれの機能が相互に影響しあっているという点である。20世紀

後半以降、システム思考という考え方が徐々に広まっていったのも、機能分化が急激に進むな

かで、それらの機能が決して孤立して存在しているわけではないという問題意識に起因する。

最近、地域あるいは地方に焦点が当てられているのも、従来の地域や地方の良さを継承しつ

つも、新たなエコシステム（生態系）として質的に展開していくことの重要性が認識されてい

るからである。地域や地方は、都市圏に比べて規模としては大きくない。大きくないがゆえに、

さまざまな機能が相互依存的に関係しあっている。地域の社会的な人間のつながりであったり、

受け継がれてきた文化であったり、それを支えている自然環境であったり、そういったさまざ

まな側面が密接にかかわりあって、地域での生活が成り立つ。産業あるいは経済もまた、その

一環なのである。このように考えると、地域における産業振興は、単に経済や技術のみに限定

されるのではなく、地域における人と人とのつながり＝社会的側面、それを支える文化的側面、

その基盤にある自然環境など、さまざまな側面が織り重ねられたうえに成り立っていることが

わかる。

そのような背景を踏まえたうえで、根本的な問いとして「価値」とは何なのかという点があ

らためて浮かび上がる。「価値」にもさまざまな定義があるが、ここでは人が抱く欲望や期待

が、どのように、またどこまで充たされるのかという「欲望や期待の主観的な充足度合」とし

て捉える。ただ、ここで注意したいのは、受け取る側、つまり消費者側の利己的な欲望や期待

だけを意味しない点である。



今回の新型コロナウイルス蔓延以前から、地域や人と人とのつながり、あるいは自然環境な

どに対する関心は、徐々に高まりつつあった。八尾市の場合は、とりわけ地域や人と人とのつ

ながりといった点への関心が高いといえる。そういった点も含めて、「こんな生活がしたい」

という欲望や期待は、個人レベルでの欲望や期待だけでなく、それを取り巻く社会や文化、自

然環境などへの期待も含んでいる。それを考慮に入れた価値提案をおこなっていくこと、それ

がニューノーマルの時代における価値創造なのである。

このように考えると、ニューノーマルの時代における価値創造とは、20世紀型の直線的な大

量生産大量消費という思考枠組ではなく、人々の生活に寄り添い、人々がそれぞれの生活をよ

りよく送っていけるような提案（製品、サービス、コンテンツ、しくみなど）を生み出し、そ

れを届けることができる企業や個人事業者を増やしていくところにポイントがあることがわか

る。
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4-2 地域の産業振興を捉える視座としての“発酵”：糠床モデル

では、それを可能にする考え方、さらには方法には、どのようなものが考えられるのか。続

けて考えてみよう。

（１）メタファーとしての発酵

本報告書では、前節で考察してきたニューノーマルの時代における価値創造を基礎づけるメ

タファーとして“発酵”という考え方を導入する。発酵それ自体については、われわれの生活に

とってもなじみ深いものであり、よく知られている。ただ、それを産業振興に援用しようとい

う試みは、まず耳にしない。その理由は、ひとえに20世紀型の直線的な考え方にそぐわなかっ

たからである。しかし、発酵というメタファーは、前節で述べた新たな時代における価値創造

を考えるうえで、しかも八尾という地域にとってはとりわけ、きわめて有益な視座をもたらし

てくれる。

発酵とは、微生物やその酵素が栄養素を消化し、変容させることのうち、人間にとって有益

な場合をさす。英語ではfermentationというが、ここには揺らぎや興奮、泡立ちといった状態

も暗示されている（小倉ヒラク『発酵文化人類学』角川文庫、2020年；初版2017年、カッツ，

E. S.，ドミニク・チェン監訳『メタファーとしての発酵』オライリー・ジャパン、2021年）。

ここで重要なのは、人間にとって有益な場合であり、そうでない場合は“腐敗”と呼ぶ。発酵は

微生物の働きによるものであり、人間が完全に計画どおりに動かせるものではない。その地域

の地理や気象条件などの自然的要因、さらには適度に人の手が加わることによって、発酵が可

能になる。つまり、ある程度の予測はできるが、完全精緻な予測はきわめて困難であり、その

ときどきの環境の状態を見定めながら、それに応じて、手を入れていくことが必要になる。
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この発酵という状態を、地域の産業振興という場に置き換えてみると、どうだろうか。ことに、

八尾というまちの場合、どう捉えることができるだろうか。すでにここまでに述べてきたよう

に、八尾市には、数多くの企業や個人事業者が活躍している。しかも、業種を問わず、それぞ

れが多種多様な事業を展開していたり、他の追随を許さない能力を持っていたりなど、特徴的

な活動を繰り広げている。さらに、地域へのかかわりも深い。みせるばやおをはじめとして、

そういった八尾市で活躍する多くの活動主体（アクター）が交流する場も設けられている。そ

こから生まれたコラボレーションもある。また、個人事業者が商店街をはじめとする地域の再

活性化をめざして、市も含めたさまざまなアクターを巻き込みながら、持続的な活動を展開し

ている事例もある。これらは、民間の自発的な試みと行政によるサポートがうまく結びついた

結果といえよう。

このような動きこそ、“発酵”というメタファーにふさわしい。それぞれのアクターが、それ

ぞれにめざす状態を想い描きながら、それを他のアクターと共有しつつ、より望ましい、ある

いはより好ましい状態へと協働していくプロセスである。しかも、そこにおいては、それぞれ

のアクターは自らの役割を固定的に捉えるのではなく、状況に応じてそれぞれができることを

おこない、望ましい / 好ましい状態へと進んでいけるように参画しているわけである。行政も

また、単に“指導”をするだけでなく、情報提供や促進など、ファシリテートするという役割を

担う一つのアクターとして位置づけられる。

こういった“発酵”というメタファーに立脚して地域の産業振興を考えるとき、八尾という街

にかかわる人たちが「八尾のありたい姿 / 望ましい姿」を相互の意思疎通によって醸成し、そ

れを共有できるアクターが集まり、協働しあうことで価値を創造する状態をいかにして生み出

すかが重要になる。それが、糠床モデルである。
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（２）やお糠床モデルの提唱

新しい発想を生む例は、社会課題を解決するものやサービス等であり、官民それぞれの参加

者が、できることを持ち寄りあいながら作っていくことが必要とされている。そのなかで有効

な経営学の考え方として、M.コーエン，J.マーチ，J.オルセンが提唱した「ゴミ箱モデル」が

あげられる（J. G. マーチ / J. P. オルセン、遠田雄志 / アリソン・ユング訳『組織におけるあい

まいさと決定』有斐閣、1986年）。これは、選択機会としての「ゴミ箱」の中で「参加者」が

「問題」や「アイデア」を創り、または投げ込み、意思決定されていくモデルであり、意思決

定のランダムさやダイナミクスに焦点をあてた考え方である。ただ、「ゴミ箱モデル」におい

ては、投げ込まれた問題やアイデアがどのように結びつき、新たな提案へと結実するのか、さ

らに価値の創造へとつながるのかという点までは十分に論じられていない。それゆえ、前節に

おいて、この点を考える手がかりとして“発酵”という概念を援用したわけである。この“発酵”

をもっともイメージしやすいのが、「糠床」であろう。そこで、この提言書においては「やお

糠床モデル」として表現する。

この糠床には糠をはじめとして、さまざまな要素からなる「床」としての八尾があり、そこ

に、いろんな野菜（問題やアイディアや参加者）が付け込まれ、発酵を経ておいしくなる。参

加者は八尾市民や八尾関係者であり、すぐに解決できない問題や、不要だと思われていたアイ

デアは一旦漬け込み、発酵されるのを待つ。発酵が進むと、ふとしたタイミングでそこから

「新しい発想＝解」が生まれる。そしてこの「解」からまた新しい問題やアイデアが生まれ、

再び糠床に入れられ、発酵されていく。この循環を生み出す「やお糠床モデル」が、「新しい

発想＝解」を生み出し続けるソフトウェアとして機能することが期待されている。

また、あくまでも「やお糠床モデル」はソフトウェアである。この「ソフトウェア＝仕組

み」を実際に活用するための「ハードウェア＝場所＝プラットフォーム＝コミュニティ」が必

要とされている。既存のプラットフォームやコミュニティに、「やお糠床モデル」をインス

トールすることで、新しい発想が生まれ「ニューノーマルの時代における価値創造」につな

がっていくのである。既存のプラットフォームやコミュニティを活性化するものとしても、こ

の「やお糠床モデル」は有効と考えられる。

では、この「やお糠床モデル」がうまく機能するためには何が必要で、何が重要とされてい

るのか。この点を以下に記載する。
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５.八尾がMakers！で溢れるまちになるために
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5-2 Makersを増やしていくために
5-3 かき混ざる人を集める
5-4 かき混ざる人の生み出し方・育て方
5-5 “かき混ざる”シナリオ



５.八尾がMakers で溢れるまちにするために

コロナ禍という未曾有な世界で強くたくましく生きていくためにニューノーマルのイメージ

の共有を図り、前回の提言「Makers 創る人になろう！」を振り返りつつ、経営学のゴミ箱モ

デルを参考に八尾のオリジナル「やお糠床モデル」にたどりついた。そこに求めらるもの、そ

こにはどのような人が集まるのか、約２年かけて話し合った具体的な道のりを以下に示す。

（１）令和２年度第１回目の本体会議

コロナ禍で世界が、日本が、混乱にみまわれている状況下で、令和２年7月27日に開催され

た。そこでは、テーマである「ニューノーマルの時代における価値創造について」委員それぞ

れがイメージする内容を第1回、第２回の本体会議で共有した。第１回目は、「ニューノーマ

ル」について、意見交換した。変化しないと生き残れない、前回の提言書で想定した最悪の世

界より最悪な世界が訪れた、ニューノーマルな感覚は世代、性別などによって変わる、イベン

トできないがYouTubeをはじめ集客できたなどイメージは様々であると意見があった。

次回は、価値創造について議論する。
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5-1 提言までの道のり

令和２年3年のテーマ「ニューノーマルの時代における価値創造について」施策提言を行う

ため、18名の委員で本体会議5回と検討会議7回実施した。２年かけて、検討を重ね提言書ま

でたどり着いた。そして、八尾がMakers で溢れるまちにするために、やお糠床モデルにおけ

る、かき混ざる人について、集め方や育て方を述べ、あるべき未来像をシナリオを作成した。



（２）令和２年度第2回全体会議

価値創造についてイメージを共有を図るために、八尾市の現状を把握し、価値の循環を把握

するための顧客価値連鎖分析（CVCA）を活用してワークショップを行った。そこで出た意見

をもとに、八尾にどんな価値をもたらしているのか、そこを見つけ出すために、八尾に住んで

いる人がどれだけいるか、また、八尾がどれだけ他地域に入りこめているか、八尾市と他市の

つながりを把握することを検討会議への付託事項として決定した。
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（３）令和２年度第１、２、３回検討会議

第1回検討会議では、八尾市と他市のつながりを把握するために関係人口を調べ、また、前

回の提言書「Be Makers 創る人になろう！」を振り返った。第2回検討会議ではウイルスの

脅威と人類と社会を振り返りつつ、価値創造を考えるために本来の生産性とは何なのかを話

合った。充実した時間を過ごすことや自分の好きなことをするなどお金より大事な何かであり、

本来の生産性は、人生において「実り豊かな」ものをだと考えた。その実り豊かさを実現する

には新たな発想が必要となる。第3回検討会議では、新たな発想を生み出すために、そもそも

日々の生活の中で、困っていることやモヤッとしたことを解決した方法などについて意見出し

を行った。その中で解決方法として、経営学のゴミ箱モデルにたどり着いた。



（４）令和２年度第3回全体会議

第２回全体会議で付託された八尾市と他市のつながりについて、3回の検討会議で議論した

内容を報告し、1年間の取り組みを振り返った。ニューノーマルの時代は他人事ではなく、今

のままではどうにもならない。そして、価値創造していくためには、本来の生産性を考え、実

り豊かさを実現する必要がある。そのためには、従来のやり方、考え方では到底太刀打ちでき

ず、新しい発想が求められる。それが、経営学のゴミ箱モデルを応用した八尾ならではのやお

糠床モデルである。このやお糠床モデルをどのように根付かせ広げていくかを検討部会に付託

することが決定した。
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（５）令和3年度第1、2回検討部会

第１回検討部会では、八尾ならではのやお糠床モデルとは何なのか。みんなが参加したくな

るプラットフォームについて考えた。集まる目的が明確であること、自分自身が楽しめること、

そして、主体的に行動できることが重要であると意見が集まった。問題、アイデア、参加者が

ため込まれた糠床は、かき混ぜなければ機能しない。第2回検討部会では、Makersとはどのよ

うな人材なのかを探るためにMakersである勝浦委員と佐藤委員へほかの委員から質問をする

ワークを実施した。Makersの特徴は、色々な人を受け入れる寛容さや大変な仕事でも楽しむ

力がある。Makersは、社会課題に向きあい、人々を巻き込んでいくダイナミズムさを兼ね備

えている。



（６）令和3年度第1回全体会議

令和２年度第３回全体会議で付託された内容について、3回の検討会議で議論した内容の結

果、やお糠床モデルの要件とかき混ぜる必要性について報告した。これまでの議論を踏まえる

と、前回提言の「Be Makers 創る人になろう！」を土台とし、理想とするやお糠床モデルを

根付かせ広げていくために、「Makersにあふれるまちに～」することを提言案にした。提言

書のアウトラインを示し、自分たちがイメージする提言書について意見出しをした。そこでは、

地域の中で人を育てる仕組みや小さなことでも情報発信する大切さなど様々意見があった。子

どもたちに多様な働き方や金融リテラシーの向上などを地域の社長が教える仕組み、地域で働

く従業員が横につながる仕組みが重要である、地域の人たちが接する機会があることでアイデ

アが生まれ、地域の中で人を育てる環境づくりが重要である。そして、さらにどんなプラット

フォームが理想であるか深堀りをするよう検討部会に付託された。
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（７）令和3年度第3、4、5回検討部会

第3回検討部会では、「やお糠床モデルのイメージは？」「かき混ぜる人の集め方」「かき

混ぜる人の育て方」の３つのテーマをグループに分かれて話し合った。かき混ぜる人は、人を

巻き込む力がある、一方で、自分自身も他者に巻き込まれる側面がある。それを「かき混ざる

人」とした。

第4回検討部会では、「かき混ざる人」の集め方・育て方を具体化するために、物語を作成

した。「次世代経営者」、「子ども」、「従業員」の３つのグループに分かれて、“かき混ざ

る”シナリオを作成した。グループ発表にあたっては、委員がそれぞれ役になり切り喜劇のよ

うだった。

第５回検討部会では、“かき混ざる”シナリオを実現するための方法について深堀りし、プ

ラットフォーム＝コミュニティの活性化や、教育コンテンツの必要性、情報発信の仕組み等に

ついて議論した。
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【次世代経営者】
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【子ども】

【従業員】



（８）令和3年度第2回全体会議

令和３年度第１回全体会議で付託事項を踏まえて、この２年間で議論してきた内容を提言書案

としてまとめあげ、内容の確認をした。３つのグループに分かれて、提言内容で印象に残っ

ていることや追加したい内容などを話し合った。また、「未来のMakersへ」メッセージ内容

を考え、委員一人ひとりが白い紙に一言書いて思いを形にした。（巻末のあとがき参照）
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Makersであるためには、「かき混ざる姿勢」が重要になる。「かき混ざる」は、辞書に記

載はなく、我々、産業振興会議で定義した言葉になる。「かき混ざる」とは、ある時は、自分

自身も和の中にかき混「ぜられ」る、ある時は、和の中で人と人をかき混「ぜ」る、そんな主

客一体な存在を意味する。

やお糠床モデルには「問題」、「アイデア」、「参加者＝かき混ざる人」という要素が溜め

込まれている。いかにして、「かき混ざる人」を増やしていくのか。「かき混ざる人」が増え

ると、自ずと問題、アイデアが増えていき、解が生まれ、イノベーションが循環する。たとえ

ば、「みせるばやお」では、サービス業から製造業と多種多様な業種が会員になり、また、み

せるばやおに魅力を感じ、市外の企業も参加し増えている。業種や地域を超えたつながりによ

り、企業間の共創によるコラボレーションにより問題を解決しイノベーションにつなげている。

このように「かき混ざる人」増やすためには、外から中へ「かき混ざる人」を集めることと

中から生み出し育てることが必要となる。

＜やお糠床モデルによるイノベーション循環図＞
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5-2 Makersを増やしていくために



5-3 かき混ざる人を集める

「かき混ざる人」は、自分たちの経験値を惜しみなく共有するメンターであり、常にmake

するチャレンジャーでもある。他者に教え、また、自分たちも教えられる主客一体な存在であ

る。そのような人たちが集まってくるような仕組みについて、令和3年度8月の検討部会などで

話し合った。その結果、やお糠床モデルで重要となるのは、「主体性」「多様性」「行政との

繋がり」「目的の明確性」の４つに分類された。主体的な活動でファンを増やし、多様な考え

方を受け入れ、様々な企業や人材が集まることで、やお糠床モデル内の問題を解決することが

できる。そんな魅力的なやお糠床モデルでは、目的を明確にすることで、継続的な運営ができ

るため、「かき混ざる人」が集まってくる。まず、「主体性」について、小さくても継続する

ことで、外部からの注目を集め、ファンを増えていく。次に「多様性」や「行政との繋がり」

については、外から入ってくる人の敷居を下げることや異端を受け入れる寛容さで、多種多様

な考え方の人たちと関わる機会を増やせる。分野や価値観が異なる人たちが集まることで、新

たなアイデアの創出や問題の解決に向かうことができる。行政は、中立的な立場であるので安

心感がある。その中で、国や地域とのつながりがあるなど、情報と人脈があり、相談すること

で問題の解決につながる。最後に「目的の明確性」については、何のために集まるのか、目的

を明確にすることで継続性が生まれる。外から中に入るための動機づけにもつながる。
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5-4 かき混ざる人の生み出し方・育て方

検討部会の委員たちに自分たちがどのようにチャレンジしてきたか、また、失敗した際にど

のように乗り越えてきたかヒアリングを行った。失敗することを認めない雰囲気を社会が作っ

ており、失敗を恐れてチャレンジできない。そのため、「かき混ざる人」を生み出し・育てる

には、失敗をほめる環境づくりや、自分自身は、失敗を笑いに変える力が求められる。人間の

本質でもある生きる価値に気づいてほしい。そんな思いから働くことの楽しさや多様な働き方

について知ってもらいたい。働くことが辛いものだと捉えられることなく、働くことの本来の

楽しさややりがいを伝え、共有できる場が必要であると検討部会で意見があった。検討部会の

中では、特に「子ども」と「従業員」に焦点をあてた議論となった。

（１）「子ども」

これまでの小学校、中学校、高校、大学や専門学校など当たり前かのように学校に通い、企

業に就職するという固定概念にとらわれない多様な働き方を伝えることが重要になる。働き方

はさまざまで、新しい職業を自分で作っても良いし、大学や専門学校に行くことなく起業する

のも一つの選択肢である。働き方について子どもたちへ伝えるために教育委員会と連携し、働

き方の多様性や金融リテラシーについて地域の企業家が伝えてくことが必要である。

（２）「従業員」

中小企業では、大企業のように毎年、何十名も採用するようなことはなく、新規採用の中で

同期と呼ばれる存在も少ない。社外において、社外の方と交流する機会を設けることで、企業

を超えて繋がり、お互いに切磋琢磨でき、各々のやる気を高めることができる。その交流の機

会は、参加するための敷居を低くするために、まずは、ランチ会、旅行などの共通の趣味など

から始めることが望ましい。
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5-5 “かき混ざる”シナリオ

実現したい未来について具体的にイメージできるように、検討部会の委員でシナリオにした。

ある人物が、プラットフォームを利用することで、どんな「成長」や「変身」が実現できるの

か。次期経営者（アトツギ）、小学生、従業員の3者についてまとめた。

＜事例＞

・次期経営者（アトツギ）の場合

「5-3 かき混ざる人を集める」についての具体的な事例とする。

★シナリオ概略★

★何かしないといけないと思いつつも、どうしたらいいかわからない経営者・アトツギは多い。
★アトツギの先輩との出会い。プラットフォームを紹介、つないでくれる。
★第三者に聞いてもらうことで、自社の強みを知る。

幸子は、父親の会社の経理を担当。夫も婿入りして同じ会社で務めている。父親は、先行き

の見えないこの会社を幸子に継がせたくないと思っている。また、夫も継ぎたくないと思って

いる。

しかし、幸子は父親が作ったこの会社を残したい、継ぎたいと思っている。

ただ、この会社をどう立て直していいかわからない状況であった。

そんなとき、アトツギの先輩である美馬社長からビジネスマッチングアプリの存在を教えて

もらう。試しに登録してみると、そこでは活発に情報交換や商談が行われていた。ここに登録

している企業は、新規販路開拓や情報収集を「目的」に積極的に活動している。知っている同

業の会社も登録されており、そういえば以前その会社の社長に会ったときイキイキしていたの

が印象的だったのを思い出す。

後日、対面で会えるイベントが開催されたので、行ってみると、美馬社長がいて、イベント

会場を案内してもらった。色んな会社の経営者と話をしていると、実は幸子の会社は他社には

ない技術を持ったオンリーワンの会社であることがわかった。そのことに気づいた幸子はその

技術を積極的にＰＲした。その甲斐もあり、「行政」の「オンリーワン企業特集」というｗｅ

ｂページの取材を受け、その記事を見た事業者から新規の仕事が舞い込むようになった。その

後も同アプリで活動を続けた結果、廃業寸前であった幸子の会社は、業界で知らない人がいな

いくらいの会社になった。幸子は会社を継いだ後も、積極的に活動を続け、自分のように困っ

ている経営者やアトツギを見たら声をかけるようにしている。
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・子どもの場合

「5-4 かき混ざる人の生み出し方・育て方」の「子ども」について焦点をあてた具体的な事

例とする。

★シナリオ概略★

★子どもの頃の体験がきっかけになり、将来の職業をイメージする。
★きっかけを与える大人・サポートする大人が大事。
★子どもたちが、工場へ行くきっかけを大人が作る。
★イベントに子どもたちの入りシロを作る。
★体験させることが大事。大人と子どもが一緒にする。
★体験した子どもたちが大人になり、また次の子どもたちにきっかけを与えたりサポート
をしたりすることで、地域が活性化していく。

小学６年生のこうすけが通う学校では、キャリア授業というものがあり、その特別講師とし

て来たのが製造業の社長だった。ものづくりのおもしろさを語る社長の工場に後日行くことに。

こうすけはテレビドラマで見た薄暗い・汚い町工場をイメージしていたが、そのイメージとは

違い、明るく・整理整頓された綺麗な町工場に驚いた。また、町工場で働いている人たちもイ

キイキとしていて、鉄を曲げたり、くっつけたりする姿を見て格好いいと思った。

自分もやってみたいと思ったこうすけは、工場見学イベントが近日開催されることを知る。

そのイベントでは、町工場で働いている人たちが、この工場でどんな製品を作っているかわか

りやすく説明したり、ワークショップをしたりするイベントで、こうすけは両親と一緒に行く

ことにした。

イベント当日、いろんな工場を見て回ったが、どこの工場も楽しかった。キャリア授業で講

師をしてくれた社長のところにも行き、楽しかったと伝えると、また来年このイベントをやる

から手伝ってみないかと誘われる。こうすけは「子ども広報隊長」に任命され、いろんな工場

を回って取材し、その内容をＨＰに掲載した。

すると、その年のイベントの参加者数が倍増になり大成功をおさめた。

数年後、こうすけは町工場を魅せるイベントプロデューサーになった。

この工場見学イベントは今年も開催され、まちには多くの人たちであふれている。
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・従業員の場合

「5-4 かき混ざる人の生み出し方・育て方」の「従業員」について焦点をあてた具体的な事

例とする。

★シナリオ概略★

★仕事に対して前向きになれない・スキルアップしたい・同世代の同僚が少ない・仕事の相談
ができない・仕事以外での接点もない・外部と関係が持てる場づくりができれば変わるのでは
ないか。
★趣味や共通項を通じて集まる「じむじょ会」（事務担当の若い女性社員を対象）
★積極的じゃない人でも参加しやすいような入り口。
★旅行をするが、裏テーマとして、人材育成の研修をしたり、福利厚生について考えれたりす
る機会があればいい。

サユリは社会人２年目で受付事務をしている。会社に同期はいるが部署が違うため、ほとん

ど会社で会うことがない。同世代の社員も少なく、地方から出てきているため、知人も少なく、

仕事の相談ができない環境だった。そんな環境に対し、サユリは仕方ないと諦めていた。ある

日、取引先の人に「じむじょ会」を紹介される。「じむじょ会」とは、市内企業で、事務をし

ている入社５年目までの女性社員を対象にしたコミュニティで、月に１回集まっている。興味

を持ったサユリは行ってみることにした。集まりは５人だけだったが、カフェに集まりおしゃ

れなランチを食べながら、普段の愚痴や悩み事を好きなだけ喋るというものだった。参加を強

要されるわけでもないので、気軽に参加できた。

みんなの話を聞いてると、自分だけだと思っていた悩みも実はみんなが思っていることだっ

たので、すごく安心できた。みんなの悩みや愚痴をみんなで聞いて、特にその悩みなどが解決

するわけではないが、ただ話して気が楽になった。ある時、サユリは会社の社員旅行の幹事を

任せられることになった。そのことをじむじょ会で話すと、その下見ということにして旅行に

行くことになった。観光して、温泉に入り、懐石料理を食べていつものように話していると、

こんな研修なら喜んでいくのになーと誰かが言ったとき、以前の会話を思い出した。

それは、自主研修を受けるべきかという相談で、行ってみたいが、一人で行くのも不安だし、

費用もかかるし、そもそも効果があるかわからないから踏み出せないでいるという内容だった。

普段と違う場所で、同じ悩みをもった仲間たちだったら研修も安心して受けれられると思い、

じむじょ会のメンバーでセミナーに参加してみることにした。何回か研修に参加するうちに、

参加する側から開催する側に興味をもった。セミナーには自分たちが話を聞きたい講師の人を

呼ぶようにし開催するようにした。そうしたことを重ねた結果、「じむじょ会」はいまでは全

国に広がっている。
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Makersで溢れるまちにしたい。そんな産業振興会議の委員それぞれの思いをもとに２年間

議論してきた。Makersで溢れるまちにするために、やお糠床モデルがあり、この産業振興会

議自体が、やお糠床モデルである。アイデア、問題、かき混ざる人が、産業振興会議というや

お糠床モデルに集められ、提言書を作成するという解を導きだした。やお糠床モデルでは、

「主体性」「多様性」「行政との繋がり」「目的の明確性」この４つの要素が重要となる。産

業振興会議の目的は、市民や商工業者との双方向のコミュニケーションを通じて、市域産業の

状況やニーズを把握し、市民や商工業者のコンセンサスを得ながら、より有効な施策を展開し

ていくための「施策提言の場」としている。平成10年に設立し、行政、社長、大学の先生、グ

ラフィッカー、市民など八尾市に関わる様々な立場の人たちが集まり、多様な意見、多様な考

え方をもとに八尾の未来について語り合ってきた。委員一人ひとりが主体的に未来のやおのこ

とを考え、発言してきた。そして、産業振興会議に関わるひとたちの小さな情報発信から八尾

の産業振興会議を覗いてみたいと他府県から視察にこられる方も現れ、外部から人々が集まっ

た。そして、「ありたい未来の姿をシナリオにする」というアイデアを活かして、前章では、

次期経営者、子ども、従業員と、様々な立場の方をモデルに、どんな「成長」や「変身」が実

現できるのか委員で話し合った。そして、３つの提言という解を導き出した。

①コミュニティ参加への支援

②働くことの楽しさを伝えるためのコンテンツ制作

③挑戦する人を育てるための情報発信
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①コミュニティ参加への支援

地域レベルでのニューノーマルの時代における価値創造において、もっとも重要な意

義をもつのがコミュニティである。経済活動それ自体は、個人に保証された自由の一つ

である。しかし、同時に経済活動は他者に対して価値をもたらそうとする営みでもある。

つまり、経済活動はつねに社会的なつながりや関係性を基盤に置いている。この社会的

なつながりは、他者と交わり、ひとりではできないこと、複数ならできることを浮き彫

りにする。このように考えると、産業振興政策においては、社会的なつながり・関係性

としてのコミュニティへの参加を促していくことが重要である。八尾に来ると対話があ

る。そんな、まちになってほしい。たとえば、八尾市で活動する企業の従業員どうしの

交流を促す場として、合同入社式や合同新人研修などが考えられる。八尾の産業を支え

る企業の多くは中堅・中小企業である。これらの企業においては、新しく入社した従業

員も同期がいないなどの事態がしばしば起こる。そういった新メンバーが孤独を感じな

いように、それぞれの企業においても融け込んでもらえるような試みがなされているが、

企業の境界を超えた交流もまた、働く人々の心の支えとなり、また意欲の源泉ともなる。

こういったコミュニティに従業員が参加するのを促進するためには、企業への支援も必

要であろう。コミュニティ通貨を活用した表彰制度を創設することで、企業の地域コ

ミュニティへの参加と従業員育成の両方を同時に促すことが可能になる。また、企業に

とっては、自社だけでは担いきれない福利厚生をコミュニティレベルで実現できるとい

う効果も想定される。
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➁働くことの楽しさを伝えるためのコンテンツ制作

私たちが想像もできないような、今は存在しない新しい職業がこれから生まれてくる。

あらゆる分野で技術が指数関数的に進歩し、社会が大きく変わりつつある。電話という

コミュニケーション手段を例に挙げると、この20年で固定電話、携帯電話、スマート

フォンと急激な変化を、私たちは経験している。数十年前にはなかったサービスが次々

と生み出され、それとともに新たな職業も生まれてくる。そのような将来世界において、

社会の中心となっていってくれるのは、子どもたちである。子どもたちが、よりワクワ

クする未来を築いていけるように支援するのが、私たち現役世代の責務であろう。その

一つが、八尾という地域全体でのキャリア教育である。八尾市には数多くの企業家

（Entrepreneurs）がいる。企業家というのは、実際に会社を経営している人はもちろ

んのこと、個人事業者、複業的に事業を営んでいる人、会社のなかで新しいアイデアを

カタチにしていこうとしている人、地域を活き活きとしたものにしようとしている人、

すべてを含む。まさに、事業を企てる人である。こういった、今、活躍している八尾の

企業家の方々は、すでに小学校や中学校などで、「事業を企てる」ことのおもしろさを

伝え始めてくださっている。そういった機会をこれからも拡充し、継続していくために

は、民間企業の力だけでは限界があり、取り組みの仕組化を行政がバックアップするこ

とが重要になる。学校、行政、企業の三者が連携し、八尾の学校に行ったら、八尾の大

人たちと距離が近い、話する場があると八尾市外の人から感じられるまちでありたい。

また、同時に、いつでもそういった魅力に子どもたちが触れられるようなコンテンツを

制作していくことが必要であろう。具体的には、企業家として活躍されている方々への

インタビューを記事や動画などのかたちで制作し、どんな仕事も社会問題の解決につな

がることを伝え、働くことのおもしろさ、魅力、醍醐味を、世代を超えて共有していく

といった施策が考えられる。
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③挑戦する人を育てるための情報発信

インターネットの普及は、虚実不定の情報が広まることをも可能にしてしまっている。

そこから、まっとうな挑戦の結果としての失敗に対してまで、いわゆる「炎上」と呼ば

れるような過剰非難が生じてしまうという残念な実態も存在する。しかし、新たなこと

にチャレンジするのは、楽しいことなのである。子どもの「遊び」というのは、いろん

なことに挑んでみるという側面も有しているのだ。そして、それは大人にとっても同じ

ことなのである。であるならば、挑むという素晴らしい行為に踏み込んだにもかかわら

ず、うまくいかない結果に終わってしまった人に対して、失敗を失敗として終わらせて

しまうのではなく、そこから立ち直り、ふたたび挑んでいけるように、そして最終的に

はめざす状態を実現できるように応援していく環境づくりが不可欠である。そのために

は、「挑んだ人は、誰でも失敗した経験を持っている」ということを共有できることが、

まず出発点になるだろう。そして、誰かのために、何かの価値を創造しようとする挑戦

は楽しく、そしてかっこいい行為であるという共通認識が醸成されることがポイントに

なる。たとえば、中学生が新規事業を考え、プレゼンテーションするチャレンジの場を

設け、挑戦することのカッコ良さを情報発信する。また、「しくじり共有」や、僅かに

であっても何か新しいことをやってみたいと心に抱いている人に向けて、その想いこそ

が素晴らしく、ぜひカタチにしていくといいということを伝えていく情報発信、そして

そういった想いを抱いている人たちが、ともに語り合えるコミュニティの構築とその情

報発信が、施策として想定される。その際、行政だけが情報発信するのではなく、一人

ひとり、そして企業や諸団体などが、どんどん情報発信していくことで、その応援メッ

セージは豊かになり、挑戦する人の支えとなる。
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今の世の中、「こんなことやったら怒られるかな」とか、「うま
くいかないかも」とか、どうしても後ろ向きに考えてしまって、
「こんなんできたら楽しいのに」という思いを押さえこんでしまい
がちです。けれども、いろんな人々とともに、そしてそれぞれの人
が「楽しく」「ワクワクして」生きていけること、これこそが「よ
りよく生きる＝ウェルビーイング」ことなのです。Makersとは、そ
ういった一人ひとりが「よりよく生きる」ことを可能にする人です。

大きな活動でも、小さな試みでも、一人ひとりが「こんなんできた
ら、もっとより楽しく暮らせる」という“種”を植えて、それを育て
ていくことで、いろんな“花”が咲くのです。大人たちは、その“種”が
育つように“土”を整えていきます。みなさんも、種をまいて、育て
て、一人ひとりの花を咲かせることに参加してみませんか？わたし
たちは、みなさんが参加してくれるのを、心から楽しみに待ってま
す！

座長 山縣 正幸

チャレンジしたいと思っても、結局リスクを取るのは自分。。。
そういったことがチャレンジへの障害になっているのなら、八尾に
は多くのサポートシステムがあります。チャレンジの成功確率を高
めるために企業家の先輩方と出会いアドバイスや取引につながる場。
公的な補助金や専門家からのアドバイスをどう受けるのかといった
支援。多くのMakersと出会い、思いを共有できる場、みせるばやお。
独りで戦うのではないことを知ってほしいです。

副座長 滝本 優枝

私は大好きな八尾の街を「チャレンジした人を応援する」街にし
ていきたいと思っています。チャレンジすればするほど失敗は増え
ます。でも、それを何も行動せず批判ばかりする人より、失敗を恐
れずチャレンジする人の方が成功に近いということを理解し、応援
してあげる人がたくさんいれば八尾の街にMAKERSがたくさん増え
ていくことでしょう。自分の価値を認めて、他人の価値も認め合え
るそんな街を一緒に創っていきましょう。

委員 美馬 功之介



44

これから皆さんが歩んでいく人生の中で、いろんな人との出会い
があるでしょう。そこで出会った人を大切に思いやり、喜ばせてい
くことで自然とMakersにつながっていくのだと思います。これから
起こる様々な出来事にもすべてが「チャンス！」と考えチャレンジ
してみましょう。尻込みして何事もやらずにいれば今までと一緒で
何も変わらないし、首を縦に振ることで道は開けるでしょう。なん
でもやってみる。そしてやる時には、今できることを精一杯考え、
予測を上回るように頑張ってください。そうすれば運命はどんどん
開けてくるでしょう。どうか世の中の役に立つ人（Be Makers）と
なれるよう、夢はとことんリアルに描け！

委員 勝浦 宏祐

変化・進化を恐れることなく突き進みましょう。今あるものは、
時代の変化とともに一瞬で色褪せることがよくあります。そのよう
な中で、我らが八尾市のmakersはいつも挑戦者です。 失敗なんて成
功への通過点です。八尾市の皆が笑っている未来に繋がるような価
値を共に創造しましょう。

委員 三宅 隼平

最近子どもの犯罪が増えているが、今の子どもは夢がないように
思う。物には不自由なく与えられているが、親、ともだち、先生と
のコミュニケーションがあまりなく、心のケアが足らないように思
う。結果ストレスがたまり孤立化してしまい犯罪に走ってしまうの
ではないか。大事なこれから社会を担っていく子どもたち。何でも
語り合える居場所があれば、いろんな人々と繋がりもでき、将来へ
の夢も広がり、そこから地域社会で活躍する人材も出て来るのでは
ないでしょうか。お一人お一人の個性、才能を見い出すためにも互
い語り合える居場所を作ってほしいと思います。

委員 岡田 千津代

“失敗は成功のもと”以前程最近は耳にすることが少なくなってき
たように思える言葉ですが…。“失敗”ときくと、できるだけ避けた
いと思いがちですが、みな失敗をくり返しながら成長、成功がある
のです。失敗を恐れることなく、勇気と情熱をもってチャレンジし
続けてください。そして是非、さまざまな人達、さまざまなコミュ
ニティとの繋がりを大切に生活していって欲しいと願います。

委員 樫本 佳子
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約6年間産業振興会議のメンバーとして、そしてMakersの一員と
して参加させていただきました。すでに、今の産業振興会議のメン
バーはMakersとして、さまざまな分野で活動を始めています。この
活動はコロナ禍においてもチャレンジを続け、メンターを生み、
ファンをつくろうとしています。私たちの小さな一歩が未来の
Makersへ続く道になることを願っています。

委員 山田 裕也

働くことって楽しいこと！未来のmakersの皆さん、働くことを嫌
だなあ～と思ったり、不安に思っていたりしませんか？大人になる
と人生のほとんどの時間を働くことに使います。家にいる時間より
も、遊ぶ時間よりもずっと長い時間を働く時間に使います。でも大
丈夫！働くことって、本当はすごく楽しくて、わくわくすることな
んです！八尾は、未来のmakersを支えてくれるおせっかいな大人た
ちがいっぱいいます。安心して巣立って行こう！

委員 阿部 ミチル

不便に感じたり不満を持つことは悪いことではありません。それ
は欲求の裏返し。新たな未来への気づきを大切にして下さい。あな
たの感性が未来を変える第一歩です！

委員 居合 浩介

皆さんは夢を持っているでしょうか？もしも、考えたことがない、
という人は考えてみてください。少し先、10年後、20年後の自分自
身は何をしてどんな人なのか？ そんなこと「浮かんでこない」と思
う人もいると思います。でもそれを考え、夢を持てれば未来ば必ず
キラキラと輝きだします。それはあなた自身が輝くことだからです。
その夢は、やってみることで本当に動き出します。なぜなら「やっ
てみよう」とするあなた自身が輝いているからです。周りの人に伝
えてください。興味を持つ人、一緒にやろうと声をかけてくれる人、
助けてくれる人、そんな人が集まって来ます。そんな人が集まる街
がこの八尾市です。「Boys be ambitious！」

委員 今岡 和雄
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「新しいことを知ること、できなかったことができるようになる
こと」こんなに楽しくて嬉しいことを大人になるにつれて忘れてし
まう人が多いけれども、小さな挑戦を積み重ねなければ大きな挑戦
はできません。大きな目標を立てすぎず、挑戦とも呼べないような
小さな挑戦を繰り返し、前向きに取り組むことを自然と身に着けて、
いつか自分が望んだ時には大きな挑戦をしてみてください。そして
結果がどうであっても、ナイストライ！と自分を褒めてあげてくだ
さいね！

委員 梶本 比沙

「なんのために生まれて何をして喜ぶ わからないまま終わるそ
んなのは嫌だ♪」これは私の大好きなアンパンマンマーチの出だし
です。この住んでいる八尾市の街が、みんながつながっていって、
キラキラピカピカワクワクな人生になっていったら最高です♡自分
の人生の主人公は自分‼誰がなんと言おうともあなたはあなた1人の
かけがえのない人生☆勇氣を持って、いっぱいチャレンジし続けて
無難な人生を、有り難いありがとういっぱいの人生にしてほしいで
す!!

委員 佐藤 彩弓佳
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令和2年7月から始まった2020年-2021年度の八尾産業振興会議の
提言書をお届けします。

本会議のメンバーになることを内々に依頼された時は、まだ新型
コロナウイルスなど誰も知らない時期でした。それが、会議の始動
からしばらくしてオンライン開催となり、当初は慣れない感覚に戸
惑うことも少なからずありました。しかし、委員各位はこういった
状況にも積極的に参加くださり、数多くの有益な意見・提言を示し
てくださいました。この能動的な参加姿勢、言い換えるならば
Makers Mindこそが、八尾市の強み・美質であると確信しています。

今期の産業振興会議においては、前期の提言をより具体化させる
という方針で議論をおこないました。そのための思考モデルとして
の「やお糠床モデル」、それを具体化する3つの方針、そして具体的
な施策提案を盛り込んでいます。こういった提言が、八尾市をさら
に活力あるものとする一助となることを、会議の委員一同、心から
願っています。

そして、八尾市がさらにいきいきとした「まち」として発展して
いくことを願い、またその一助となることを期しつつ、本提言書を
閉じたいと思います。

座長 山 縣 正 幸

（近畿大学経営学部教授）
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氏名 役職等 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

今岡 和雄 公募市民

岡田 千津代 八尾市女性団体連合会 理事

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）

河上 康裕 近畿経済産業局地域経済部地域開発室長

佐藤 彩弓佳 公募市民

滝本 優枝 近畿大学経営学部商学科 准教授 副座長

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

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

山縣 正幸 近畿大学経営学部経営学科 教授 座長

山田 裕也 公募市民

山本 俊史 大阪シティ信用金庫企業支援部 統括推進役

令和２年度・令和３年度「八尾市産業振興会議」委員名簿
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今岡 和雄 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）

佐藤 彩弓佳 公募市民

滝本 優枝 近畿大学経営学部商学科 准教授 副座長
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グラフィッカー
肥後祐亮 出村さよ 二瓶智充
井上保夫 永阪佳世



令和２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２年７月２７日(月)15:00～17:00

場 所：八尾商工会議所 ３階 大ホール２

議 事：

（１）委嘱式

（２）産業振興会議の仕組みと本年度の進め方について

（３）国の産業政策と施策について

（４）自己紹介とあなたが考えるニューノーマルについて

（５）その他

第２回八尾市産業振興会議

日 時：令和２年９月１４日(月)15:00～17:00

場 所：八尾商工会議所 ３階 大ホール２

議 事：

（１）八尾市の産業を取り巻く状況について

（２）CVCA（顧客価値連鎖分析）について

（３）ワーク：「価値の循環を図式化」

（４）その他

第３回八尾市産業振興会議

日 時：令和３年３月１１日(木)10:00～11:00

場 所：八尾商工会議所 ３階 大ホール２

議 事：

（１）検討部会からの報告について

（２）ワーク１：「今年度の振り返りを聞いて大事だと思ったこと」

（３）ワーク２：「次年度の検討部会のテーマについて」

（４）その他
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令和２年度「八尾市産業振興会議 検討部会」審議経過

第１回八尾市産業振興会議検討部会

日 時：令和２年１０月５日(月)18:30～20:30

場 所：八尾商工会議所 ３階 大ホール２

議 事：

（１）第2回本体会議の振り返りと論点整理

（２）ワーク１：「自社のストーリーを話す」

（３）ワーク２：「前回提言内容の共有」

第２回八尾市産業振興会議検討部会

日 時：令和２年１１月２日(月)18:30～20:30

場 所：八尾商工会議所 ３階 大ホール２

議 事：

（１）ウイルスの脅威と人類と社会について

（２）ワーク１：「コロナによる危機感の共有」

（３）本来の生産性（実り豊かさ）について

（４）ワーク２：「これから実り豊かにするためにできることとは」

（５）ワーク３：「自分ができること、サポートしてもらってできること

（企業、まち、社会）」

第３回八尾市産業振興会議検討部会

日 時：令和３年１月２５日(月)18:30～20:00

場 所：オンライン

議 事：

（１）これまでの振り返りについて

（２）意味のイノベーションについて

（３）ワーク１：「日常生活で困ったこと、もやっとしたことについて」

（４）ワーク２：「困ったこと、もやっとしたことの解決方法のリサーチ」

（５）その他
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令和３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３年７月１２日(月)15:00～17:00

場 所：八尾商工会議所 ３階 大ホール２

議 事：

（１）検討部会からの報告について

（２）ワーク１：「時間、お金、つながりの３軸について」

（３）提言書の目次（案）について

第２回八尾市産業振興会議

日 時：令和３年１１月２９日(月)15:00～17:00

場 所：八尾商工会議所３階 セミナールーム・多目的室

議 事：

（１）総評

（２）検討部会委員より報告

（３）提言書について

令和３年度「八尾市産業振興会議 検討部会」審議経過

第１回八尾市産業振興会議検討部会

日 時：令和３年４月２３日(金)18:30～20:30

場 所：オンライン

議 事：

（１）前年度の振り返りについて

（２）SDGｓトリプルボトムラインについて

（３）ワーク１：「皆が参加し続けたくなるプラットフォームを作るには」

（４）ワーク２：「問題点をグルーピング」

第２回八尾市産業振興会議検討部会

日 時：令和３年５月２７日(木)18:30～20:30

場 所：オンライン

議 事：

（１）これからのスケジュールの確認

（２）ワーク：「委員へのインタビュー」

（３）次回の７月本体会議に向けて
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第３回八尾市産業振興会議検討部会

日 時：令和３年８月３０日(月)18:30～20:30

場 所：オンライン

議 事：

（１）提言案について

（２）ワーク：「糠床／発酵プラットフォームについて」

第４回八尾市産業振興会議検討部会

日 時：令和３年９月２９日(水)18:30～20:30

場 所：オンライン

議 事：

（１）提言書作成に向けて

（２）ワーク：「シナリオの作成について」

第５回八尾市産業振興会議検討部会

日 時：令和３年１１月１８日(木)18:30～20:30

場 所：八尾市本庁 ８階 第二委員会室／オンライン

議 事：

（１）提言書作成に向けて
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