平成 29 年度 第 2 回とよなか都市創造研究所運営委員会
議事次第
日時：平成 29 年（2017 年）10 月 25 日（水）
午後 6 時 30 分〜
場所：生活情報センターくらしかん ３階 体験学習室

１．開会

２．案件
１） 第１回運営委員会のふりかえり
２） 平成 29 年度（2017 年度）調査研究について（中間報告）
３） 平成 29 年度（2017 年度）機関誌について（中間報告）
４） とよなか地域創生塾について
５） 平成 30 年度（2018 年度）事業計画について（案）
６） その他

３．閉会

（資料）
【資料１】 平成 29 年度第 1 回運営委員会議事要旨
【資料２】 平成 29 年度（2017 年度）調査研究（中間報告）
【資料３】 機関誌「TOYONAKA ビジョン 22 vol.21」（中間報告）
【資料４】 とよなか地域創生塾について
【資料５】 平成 30 年度（2018 年度）事業計画（案）

資料１
平成 29 年度(2017 年度)

第 1 回とよなか都市創造研究所運営委員会
議事要旨

日

時 ： 平成 29 年(2017 年) 7 月 17 日（月） 10 時 00 分〜12 時 00 分

場

所 ： 生活情報センターくらしかん 3 階 会議室

出席委員 ： 赤尾委員、肥塚委員、宗野委員、森委員、山本委員
事 務 局 ： 足立、糸井、上野、大平、熊本、比嘉、仲谷
傍

聴 ： 1人

○開会

○部長挨拶、事務局員紹介

○案件（１）委員長及び副委員長の選出について
・赤尾委員が委員長に選出された。
・肥塚委員が副委員長に選出された。

○案件（２）平成 28 年度（2016 年度）事業報告について
資料：資料 3「平成 28 年度（2016 年度）事業報告について」
事務局から資料に基づき説明があった。説明内容は略。以下、質疑応答をまとめる。
・委

員：インターンシップを募集する方法とインターンシップの調査の内容はどうだったの
か。

・事務局：総務部人事課を窓口として、大学から募集し、本人の希望を踏まえ各課で調整し受
け入れている。
内容は、昨年度は「豊中市における空き家増加傾向の背景と課題、解決策」をテー
マとして調査研究している。

○案件（３）平成 29 年度（2017 年度）調査研究について（報告）
資料：資料 4「平成 29 年度（2017 年度）調査研究（報告）」
事務局から資料に基づき説明があった。説明内容は略。以下、質疑応答をまとめる。

≫「豊中市民の生活の質に関する調査研究」
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・委 員：この調査研究における仮説は何か。
・事務局：経済状況、家族関係、健康状態が幸福度にどのような関係があるのかについて検証
していきたい。
・委

員：それは研究の目的であって、各要因がどのように関連しているかという仮説が必要
ではないか。ある程度の予測をたてて、それを検証するのではないのか。

・委 員：幸福に関するいくつかの言葉が出てくるが、それぞれが同じものを指すのか、定義
が必要である。また、これらの言葉と主観的厚生との関係をきちんと整理してほしい。
それが今回の研究における基準になる。
・委 員：アンケートの具体的な内容はどうするのか。誰に何を聞こうとしているのか。
・事務局：具体的な質問項目は、年収、主観的な健康状態、幸福感、家族関係、働き甲斐、保
育や高齢者への行政サービスなどについて、豊中市民 18 歳以上 8000 人を対象とし
て実施する予定である。
・委

員：行政サービスと幸福度の関係について、仮説としては保育園に預けることができた
ら幸福感が高いという想定なのか。

・事務局：保育園に預けられないと働くことができない場合が多いので、幸福度が下がると予
測している。認可外の保育所ならば保育料が高いなども幸福度に関係していると考
えている。
・委 員：アンケートはワーディングも重要で、それは質問紙を見ないとわからない。
・委 員：行政サービスに言及していることの目的について、サービスの効果や、質の向上が
主観的厚生に関わることを見たいのか、サービスが届いていないところへの底上げ
を目指しているのか、わかりにくい。質問紙の設計をしっかりしないと、何を調査
するのかわからなくなる。
・委 員：研究結果は、どうやって庁内にフィードバックするのか。他市や市民にどうやって
伝えるのか。
・事務局：庁内に対しては、質問紙の設計の段階で関連部局の意見を聴いた上で進めている。
報告書の作成後には、市民及び職員を対象とした調査研究報告会を開催し、普及啓
発に努めている。また、他市に対しては、報告書を送付するほか、自治体シンクタ
ンク研究交流会議等で報告していく。
・委

員：総合計画のレビューをするときにこの研究成果を基礎的な素材にするなど、市政に
どのように関わっていくか、具体的な目標も必要ではないのか。

・委 員：主観的厚生の研究の中での位置付けが不明である。
先行研究の質問も引用しているようだが、質問の内容と構成を引用元とは変えてい
るのはなぜか。行政サービスを幸福感と直接結び付けることには違和感があるが、
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先行研究はあるのか。
他市の幸福感についての調査は多く、豊中市の研究の意義、ポリシーは何かを明確
にする必要があるのではないのか。また、幸福感ランキングなどが既に公開されて
いるので、結果をまとめるときは、それも考慮にいれるとよいのではないか。幸せ
リーグなどに参加して発表することもできる。
・委 員：研究所の過去の研究データとの相関もみると面白いかもしれない。
・事務局：質問紙は現在関連部局との調整中である。後日、委員には、メールで送付するので、
その内容を確認していただきたい。

≫「南部地域の活性化に向けた調査研究Ⅱ」
・委 員：半構造化インタビューの内容は。
・事務局：居住者を対象とした質問では、南部に住むまでの来歴と、昔からの居住者には地域
の変化を聞く。また、普段の生活における地域との接点、今後の居住意向について、
などについても聞く予定にしている。
・委 員：生活の質研究との関係はあるのか。
南部に関しては、様々な要因で地域にネガティブイメージがあることが過去の調査
研究で明らかになっている。生活の質研究で、豊中市民の幸福感が高いという結果
になると、南部とのギャップをどう説明するのか。二つのテーマには重なり合うと
ころがあり、別々にまとめることがいいのか。
・事務局：今のところ、生活の質研究と関連づけることは想定していない。南部地域の研究は、
現状を詳細に把握し、そこからどういう仕掛けをもっていけば好転していくかを考
えていきたい。昨年度は、アンケート調査を行って南部を他の地域と比較したが、
どうしてもアンケートではネガティブな要因が浮き彫りになったので、今年度は、
インタビューなどを実施することで、もっとポジティブな部分を探したい。
・委 員：南部地域からの転出先の分析をしてはどうか。
・事務局：研究所では、過去に移動要因調査を行っている。その結果も改めて確認していきた
い。
・委 員：インタビュー対象者の数と、選考方法はどうするのか。
・事務局：10〜30 人くらいを予定している。フィールドワークを通じて知り合った団体・個人
からの紹介。属性に偏りが出ないよう、バランスをとるようにしている。
・委

員：地域に対するネガティブなイメージは学力の格差も大きいと思う。格差をなくすた
めに豊中市は何かしているのか。
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・事務局：南部地域に限らず、学力格差が見られる学校には、少人数学級を実施している。ま
た、学力に関わらず、規模の小さな学校では、クラス替えができないなど人間関係
が固定化するので、学年を２学級にするなど、教員配置増を実施している。
・委 員：研究の目的に「活性化策の提案へと結びつけることとしたい」と記載されているが、
「ポジティブな要因を明らかにする」と具体的に書いた方がわかりやすいのではな
いのか。また、南部地域の活性化については、総合計画のリーディングプロジェク
トとして位置づけられていることもふれておく方がいい。

○案件（４）平成 29 年度（2017 年度）機関誌について
資料：資料 5「平成 29 年度機関誌「TOYONAKA ビジョン 22」Vol.21 について」
事務局から資料に基づき説明があった。説明内容は略。以下、質疑応答をまとめる。
・委 員：執筆者は決まっているか。
・事務局：半分ほど決まっている。あとは調整中である。
・委 員：過去の機関誌のテーマは、まちづくり関係が多かったが、今回は個別テーマになっ
ている。
・事務局：過去にあまり取り上げていないテーマだったことと、今回の監修をしていただく予
定の赤尾委員長と編集担当者の専門が教育関係だったことからこのようなテーマ
とする予定である。
・委

員：
「子ども・若者の学びと育ちを支える」とあるが、テーマ候補としては、子どもに
関するものが多く、若者のテーマが少ないのではないのか。
また、子どもと若者の区分はどうなっているのか。

・事務局：若者について執筆したいという先生も含まれている。
子どもは 18 歳以下、若者は 30 代までとしている。
・委

員：こういうテーマは現状の課題中心になりがちだが、豊中市は環境教育も国際交流も
盛んなので、そのような活動も取り上げてもらいたい。
また、このテーマには興味がある市民も多いと思うので、市民に周知してもらいた
い。

○案件（５）とよなか地域創生塾について
資料：資料 6「とよなか地域創生塾の概要」
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事務局から資料に基づき説明があった。説明内容は略。質疑応答は特になし。

○案件（６）その他
≫事務連絡
・次回第 2 回運営委員会は、10 月中旬から 11 月初旬に開催予定。

○閉会
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資料２
豊中市民の生活の質に関する調査研究
1.調査研究の目的
現在の日本では、雇用の非正規化や若者の就職難も進行し、人々の将来に対する不安が高
まっている。また、生活保護受給世帯の増加や貯蓄をしていない無貯金世帯の増加が生じて
おり、格差の拡大や貧困の増大が重要な問題として議論を引き起こしている。貧困や貧困か
ら生じる将来不安は、人間が幸福な状態になることを非常に困難なもとのとすることに疑
いない。
多くの学問の究極の目的は、人間が生きていくうえでの不安を和らげ、福祉を向上させる
ことにある。そのためには幅広い視点から人間を幸福にするメカニズム、あるいは不幸にさ
せてしまうメカニズムについての検証を行い、そこで得られた分析結果を活用しながら、生
活の質の改善に向けた適切な公共政策を設計する必要がある。本研究はこのような問題意
識から出発している。
本研究では、上記のような背景に基づき、人々の生活の質を変える要因について考察して
いく。具体的には、豊中市民の主観的厚生について着目し、
「経済状態と幸福との関係」、
「家
族との生活と幸福との関係」
、
「健康状態と幸福との関係」、
「労働と幸福の関係」、
「行政サー
ビスと幸福との関係」について検証を行う。その際の仮説は、
「老年期において収入が少な
く、また孤独であると幸福度は減少する」
「非正規雇用や無職の人の幸福度は低い」
「不健康
な生活を送り、また健康状態が優れないと幸福度は低い」
「保育園や介護サービスの需要が
満たされない人の幸福度は低い」等を設定する。

2.豊中市の生活の質について
個々人にとって生活の質、生活の豊かさの中身は千差万別であり、一律に規定することは
できない。しかし、人間は生まれてから入学・進学・就職・結婚・出産・育児・退職・老後・
死亡という一連のライフサイクルに沿って共通の生活課題を有する。その解決の状況は「生
活の質」を規定する大きな要因と考えられる。
そこで、この「生活課題」の観点から、豊中市民は全国の他の中核市と比較したとき、ど
の程度生活の質を満たしているかを調査した。具体的には、基本指標と、ライフステージを
成長期(概ね 0～25 歳)、壮年期(概ね 25～65 歳)、高齢期(概ね 65 歳以上)の 3 段階に分け
て、豊中市民が各ステージにおいて生活課題にどのように直面しているかを比較した。
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(1)基本指標
家庭
人口増加率

1.5%(7 位)

1 世帯当たりの人員

2.19 人(34 位)

住宅延べ床面積

72.2 ㎡(46 位)

持ち家世帯比率

52.2%(46 位)

安心・安全(火災、交通事故、刑法犯認知件数は平成 25 年度～平成 27 年度の平均値)
1 万世帯当たり建物火災出火件数

4.2 件(27 位)

人口 1 万人当たり交通事故発生件数

47.6 件 9 位

人口 1 万人当たり刑法犯認知件数

147.6 件 30 位

人口 1 万人当たりの消防団員率

0.10％(23 位)

人口 1 万人当たりの救急車保有率

0.0042％(17 位)

財政
人口 1 人当たりの一般会計歳出額

35 万円(28 位)

(平成 25 年度～平成 27 年度決算の平均値)
財政健全度

50.48(25 位)

1

基本指標のまとめ
・家庭に関しては、人口は増加しているが、1 世帯当たりの人員は多くない。
・安心・安全と財政に関しては、一部に問題のある指標はあるが、概ね中位である。

実質収支比率、財政力指数、経常収支比率、実質公債費比率、将来負担比率の 5 つの実
数値から偏差値を算出し、それらの偏差値の平均値によりランキングを行っている。

1

2

(2)成長期における生活の質
成長期の生活課題

・若くして死亡することなく、すこやかに育つ
・十分な教育環境が提供し、高い教養を身につけ、やりがいのある
仕事を得る

インフラ
人口 1 人当たりの都市公園の面積

2.5 ㎡(37 位)

人口 1 人当たりの公立図書館の蔵書数

2.79 冊(16 位)

0～4 歳児 1 万人当たりの認可保育所の定員数

2,632 人(42 位)

0～4 歳児 1 万人当たりの待機児童率

120.0(47 位)
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3～5 歳児 1 万人当たりの幼稚園の園児数

5,103 人(14 位)

医療
15 歳未満人口 1 万人当たりの小児科医

16.1(27 位)

15 歳～49 歳の女性 1 万人当たりの産婦人科医の数

3.9(42 位)

合計特殊出生率

1.51(29 位)

0-4 歳児の 1 万人当たりの死亡率(男性)

3.79(32 位)

0-4 歳児の 1 万人当たりの死亡率(女性)

1.09(3 位)

教育
15 歳未満の児童生徒一人当たりの一般会計教育費歳出額

29 万円(25 位)

(平成 25 年度～平成 27 年度決算の平均値)
不登校児童生徒率*

1.07%(14 位)

高卒者進路未定者率*

8.3%(39 位)

大学進学率*

70.6%(2 位)

雇用
9.0%(22 位)

若年者失業率

*なしは 48 団体中の順位(平成 29 年度の中核市)。*ありは 42 団体中の順位(平成 25 年度の
中核市)。
成長期のまとめ
・他の中核市と比較すると、都市公園の面積と保育所の定員の順位が低い。
・医療に関しては、産婦人科の医師が少ない。
・教育に関しては、大学進学率はトップクラスだが、高卒者進路未定者率も高い。
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待機児童の数については、まだ全自治体統一の方法で行われていないため、カウントの
方法が異なる。
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(3)壮年期における生活の質
壮年期の生活課題

・就業の場が確保され、経済的なゆとりをもつ。
・安心・安全な環境で子育てを行う

経済
人口 1 人当たりの総生産高

226 万円(44 位)

納税者 1 人当たり所得

392 万円(2 位)

従業員 1 人当たりの付加価値額

1013 万円(28 位)

人口 1 万人当たりの事業所数

2422 事 業 所 (34
位)

1 万事業所当たりの特許所得率

243(10 位)

事業所新設率

16.5%(18 位)

雇用
完全失業率

6.4%(22 位)

生活保護率(世帯)

3.9%(37 位)

正規雇用比率

63.1%(11 位)

30～40 歳代の女性の労働力率

58.9%(45 位)

家庭
離婚率

2.05％(23 位)

人口 1 万人当たりの自殺率

15 人(3 位)

(平成 25 年度～平成 27 年度の平均値)

30-40 歳代 1 万人当たりの死亡率(男性)

214 人(4 位)

30-40 歳代 1 万人当たりの死亡率(女性)

134 人(13 位)

48 団体中の順位(平成 29 年度の中核市)

壮年期のまとめ
・経済に関しては、総生産高は小さいが、所得は多い。また、事業所数は多くないが、それ
と比べると、特許出願数や事業所新設率が高い。
・雇用に関しては、失業率は中位だが、女性の労働力率が低い。また、生活保護率も高い。
・離婚率が中位だが、自殺率や 30～40 歳代の死亡率が低い。
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(4)高齢期における生活の質

高齢期の生活課題

・住み慣れた地域で孤独を感じることなく、健康で長生きをする。
・高齢期を安心して健康に暮らすことができる

介護
65 歳以上人口１万人当たり介護老人福祉施設・介護老人保健施設定 214.3(34 位)
員数
65 歳以上人口１万人当たりホームヘルパー数

98 人(10 位)

要介護認定率

13.4%(29 位)

65 歳以上人口 1 人当たりの介護保険費用

129 万円(9 位)

(平成 25 年度～平成 27 年度決算の平均値)
医療
人口 1 万人当たりの医師数

20.1 人(38 位)

人口 1 人当たりの医療費

69 万円(4 位)

3

平均寿命(男性)

79.7 歳(14 位)

平均寿命(女性)

86.4 歳(9 位)

生活

1 人暮らし高齢者率

22.8%(44 位)

自治会組織率

47 位

48 団体中の順位(平成 29 年度の中核市)

高齢期のまとめ
・介護に関しては、要介護認定率と比べて、介護保険費用が低い。
・医療に関しては、平均寿命が長いが医療費があまりかかっていない。
・生活に関しては、1 人暮らしの高齢者が多く、自治会組織率も低い。

「平成 27 年国民健康保険事業年報」(厚生労働省)の国民健康保険非保険者 1 人あたりの
医療給付費を算出

3

5

3.アンケート調査の実施状況
「豊中市民の生活の質に関するアンケート」
調査期間：9 月 28 日～10 月 18 日
方法：郵送での配布・回収
対象者：豊中市内在住の市民 8,000 人
回収数：2,678 件(10 月 19 日現在、有効送付数 7,951 件に対する回収率 33.6％)

4.今後の調査内容
・アンケート調査の分析を進める。
・豊中市の生活の質についてさらに分析を行う。
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豊中市の生活の質について出典一覧

基本指標
生産年齢人口の人口増加率

「平成 27 年国勢調査」(総務省)のデータを用
い、平成 27 年の生産年齢人口を平成 22 年の数
値で割って算出

1 世帯当たりの人員

「平成 27 年国勢調査」(総務省)

住宅延べ床面積

「平成 25 年住宅・土地統計調査」(国土交通省)

持ち家世帯比率

「平成 27 年国勢調査」(総務省)

1 万世帯当たり建物火災出火件数

「統計で見る市区町村のすがた 2016」

人口 1 万人当たり交通事故発生件数

「統計で見る市区町村のすがた 2016」

人口 1 万人当たり刑法犯認知件数

「統計で見る市区町村のすがた 2016」

人口 1 万人当たりの消防団員率

「平成 28 年都市要覧」(中核市長会)

人口 1 万人当たりの救急車保有率

「平成 28 年都市要覧」(中核市長会)

人口 1 人当たりの一般会計歳出額

「地方財政統計年報」(総務省)

(平成 25 年度～平成 27 年度決算の平均値)
財政健全度

「地方財政統計年報」(総務省)

成長期
人口 1 人当たりの都市公園の面積

「平成 28 年都市公園データベース」(国土交通
省)

人口 1 人当たりの公立図書館の蔵書数

「平成 28 年都市要覧」(中核市長会)

0～4 歳児 1 万人当たりの認可保育所の定

「平成 28 年保育所等関連状況取りまとめ」(厚

員数

生労働省)の数値を平成 27 年度国勢調査(総務
省)の数値で割って算出

3～5 歳児 1 万人当たりの幼稚園の園児数

「平成 27 年学校基本調査」(文部科学省)の数
値をもとに算出

15 歳未満人口 1 万人当たりの小児科医

「平成 26 年医師・歯科医師・薬剤師調査」(厚
生労働省)

15 歳～49 歳の女性 1 万人当たりの産婦人

「平成 26 年医師・歯科医師・薬剤師調査」(厚

科医の数

生労働省) の数値を平成 27 年度国勢調査(総務
省)の数値で割って算出
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合計特殊出生率

「平成 20 年～24 年人口動態保健所・市区町村
別統計」(厚生労働省)

0-4 歳児の死亡率

「平成 27 年市区町村別生命表」(厚生労働省)

15 歳未満の児童生徒一人当たりの一般会

「地方財政統計年報」(総務省)

計教育費歳出額
(平成 25 年度～平成 27 年度決算の平均値)
不登校児童生徒率*

「平成 25 年学校基本調査」(文部科学省)の数
値を児童・生徒の数値で割って算出

高卒者進路未定者率*

「平成 27 年学校基本調査」(文部科学省)の数
値をもとに平成 26 年 3 月卒業者総数で割って
算出

大学進学率*

「平成 27 年学校基本調査」(文部科学省)の数
値をもとに平成 26 年 3 月卒業者総数で割って
算出

若年者失業率

「平成 27 年国勢調査」(総務省)の 15-34 歳の
失業者の数を同年代の労働力人口で割って算
出

壮年期
人口 1 人当たりの総生産高

「2013 年地域経済循環図」(RESAS)

納税者 1 人当たり所得

「市町村税課税状況等の調」(総務省)

従業員 1 人当たりの付加価値額

「2013 年地域経済循環図」(RESAS)

人口 1 万人当たりの事業所数

「平成 26 年経済センサス―基礎調査」(総務
省)

1 万事業所当たりの特許所得率

「2013 年地域経済循環図」(RESAS)の特許数
を事業数で割って算出

事業所新設率

「平成 26 年経済センサス―基礎調査」(総務
省)の新設事業数を事業所総数で割って算出

失業率

「平成 27 年国勢調査」(総務省)

生活保護率(世帯)

「平成 27 年被保護者調査」(厚生労働省)の数
を世帯数で割って算出

8

正規雇用比率

「平成 27 年国勢調査」(総務省)の正規雇用者・
労働者数を雇用者雇用総数で割って算出

30～40 歳代の女性の労働力率

「平成 27 年国勢調査」(総務省)の 30 歳～40
歳代の女性の労働者数を同年代の女性人口で
割って算出

離婚率

「平成 20 年～24 年人口動態保健所・市区町村
別統計」(厚生労働省)

人口 1 万人当たりの自殺率

「地域における自殺の基礎資料」(内閣府)

(平成 25 年度～平成 27 年度の平均値)

30-40 歳代 1 万人当たりの死亡率(男性)

「平成 27 年市区町村別生命表」(厚生労働省)

特定健康診査実施率

「平成 28 年都市要覧」(中核市長会)

老年期

65 歳以上人口１万人当たり介護老人福 「平成 28 年都市要覧」(中核市長会)の数値を
祉施設・介護老人保健施設定員数

65 歳以上人口で割って算出

65 歳以上人口１万人当たりホームヘル 「介護サービス施設・事業所調査」(厚生労働
パー数

省) の数値を 65 歳以上人口で割って算出

要介護認定率

「平成 27 年介護保険事業状況報告」

65 歳以上人口 1 万人当たりの介護保険費

「地方財政統計年報」(総務省)

用
(平成 25 年度～平成 27 年度決算の平均値)
人口 1 万人当たりの医師数

「平成 26 年医師・歯科医師・薬剤師調査」
(厚生労働省)

人口 1 人当たりの医療費

「平成 27 年国民健康保険事業年報」(厚生労
働省)の国民健康保険非保険者 1 人あたりの
医療給付費を算出

平均寿命

「平成 27 年市区町村別生命表」(厚生労働省)

1 人暮らし高齢者率

「平成 27 年国勢調査」(総務省)

自治会組織率

「平成 28 年都市要覧」(中核市長会)
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南部地域の活性化に向けた調査研究Ⅱ
１．調査研究の背景・目的
豊中市の南部地域は現在、市内のなかでも顕著な人口減少と少子高齢化が進
行している。そのような南部地域について、人口や活動を増やし活性化を図るた
めには、どのような取り組みが求められるのだろうか。
2 年研究の 1 年目である昨年度は、南部地域の変遷と現状を既存データに基づ
き整理するとともに、大阪音楽大学の学生を対象にした質問紙調査と、若い世代
（18～39 歳）を対象にした質問紙調査を行った。
本年度は、質的データの収集・分析を中心に、昨年度に示された活性化のおお
まかな方向性について修正・補完する。また、調査研究を通じて、南部地域の捉
え方に変化を与えることを企図し、よりポジティブな情報の収集と発信に努め
ることにしたい。
図表 1 昨年度の調査と今年度の調査の関係
昨年度の主な結果
学生調査

・大阪音楽大学の学生は庄内駅
周辺の店舗利用が少ない

・南部の若い世代は、特に20歳代
後半で移動志向が強くなる
若い世代
・南部の若い世代は、地域に対す
調査
る評価がネガティブ（特に、治安、
教育環境、など）

問い

今年度の調査

・駅周辺の空間は学生によって具
体的にどう利用されているのか

・学生の駅周辺での滞留に関する
観察調査

・具体的な暮らしとライフステージの
変化の中で地域の環境はどのよう
に受け止められているのか
・居住意向には具体的にどのような
要素が関係しているのか
・居住者は地域のどのような点をポ
ジティブに捉えているのか

・自由記述データを用いた地域イ
メージと居住意向の関連についての
分析
・フィールドワークを通じた20～40
歳代の地域居住者へのインタ
ビュー調査

２．現時点での調査研究の結果
（１）庄内駅周辺の空間と大阪音楽大学の学生の行動の関連の分析
・目的 昨年度の調査からは、大阪音楽大学の学生は庄内駅周辺の店舗をあまり利用しておらず、駅周辺
は通過するのみの人が多いことがうかがわれた。そこで、実際の庄内駅周辺の経路の観察から、
庄内駅周辺の音大生の利用状況やその背景についてより詳細に分析し、学生の滞留の増加につ
ながり得る駅周辺空間のあり方について考察する
・調査 庄内駅周辺の空間の利用実態の観察
：観察経路法 4による駅周辺の往来者の行動観察により、音大生の庄内駅周辺での滞留状況を分析

4

事前に設定した観察経路に沿って移動し、移動時に観察できるすべての行動を記録する調査方法。先
10

：先行研究はゲール（2014） 5 、有馬ほか
（2008） 6など。これらに基づくならば、

図表 2 観察経路

特定の空間が活気にあふれるためには、そ
こを多くの人が通過するだけでは十分で

大阪
音大

はない。その場に留まり任意の活動する人
びとの存在が一定必要である

7

：事前に予備調査を行った上で、片道約 30
分（およそ 1.6 ㎞）の観察経路（図表 2）
を設定。10 時～11 時、12 時～13 時、14
時～15 時、16 時～17 時の時間帯ごとに、
庄内駅

約 1 時間かけて徒歩で往復
：ルートを歩きながら往来者 8を観察。目視
によりおおまかな属性（子ども／学生／青
年・壮年者／高齢者）と行動を記録

9

：観察日は 2017 年 10 月 5 日（木）
。天気は
曇り、気温は 23.4℃（14 時時点） 10。

・結果
：観察された行動を 2 つに分類
移動…徒歩、自転車、車椅子、などでの移動（自動車、自動二輪などは除く。駐輪作業は含む）
滞留…購買、会話、電話等の操作、飲食、喫煙、休憩、などで特定の場に留まる行為

行研究では、
「広範かつ多数のエリアを同一調査者によって効率的に観察することが可能な調査方法」
と説明され、利用の発生箇所を地図上にプロットするとともに、利用者の属性や利用内容などが記録さ
れている（武田重昭ほか、2010、
「利用実態から捉えたニュータウン再生に資する屋外空間の活用に関
する研究」
『都市計画論文集』45（3）
、p.788）。
5 ヤン・ゲール、2014、北原理雄訳『人間の街』鹿島出版会
6 有馬隆文ほか、2008、
「商業地街路における行動誘発要素と歩行者のアクティビティ」『日本建築学会
計画系論文集』73（623）
、pp.177-182.
7 「誘引を強化して、人びとが都市空間で長い時間を過ごすようにする。少数の人でもその場所で長い
時間を過ごせば、多くの人が短い時間しか過ごさない場合と比べて、遜色のない活気を空間に与えるこ
とができる」
（ゲール 2014、p.240）
8 沿道で営業している店舗の関係者と見なされた者、長時間同一場所で作業をしている工事関係者は、
往来者とは見なし難いため除く。また、大人数の同一集団と思われる往来者についても、変則的な出来
事であり結果を歪める外れ値と見なして分析から除外した。今回の場合、大阪音楽大学のオペラハウス
から大学に移動していた外国人の集団、豊南市場を見学していた小学生の集団、が当てはまる。
9 目視による判断のため、見落としや属性の誤認などが発生していると思われる。よって、観察結果は
駅周辺の通行量とその属性を正確に反映しているとは言えない。ただ、今回の調査の主目的は、正確な
通行量を知ることではなく学生の滞留状況を把握することであり、目視によるカウントでも問題ないと
判断した。
10 天気は気象庁ウェブサイトの「過去の気象データ検索」を参照（http://www.data.jma.go.jp/obd/stat
s/etrn/index.php）
。
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：ルート全体・全時間帯では、
1,882 人の往来者。うち、学
生は 142 人（約 7.5％）

図表 3 観察調査結果
ルート全体

移動
滞留
計

：学生の 9 割半ば移動。高齢
者の 2 割強、青年・壮年の
1 割半ばが滞留していたの

子ども
学生
青年・壮年
高齢者
18歳未満 18～22歳 18～64歳 65歳以上
86.7
94.4
83.1
77.6
13.3
5.6
16.9
22.4
100.0
100.0
100.0
100.0

（％）

に比べて、学生の駅周辺で

移動
滞留
計

の滞留は少ない
：駅の東西でみると、東側に
移動していた学生は少な

子ども
学生
青年・壮年
高齢者
18歳未満 18～22歳 18～64歳 65歳以上
104
134
716
588
170
16
8
146
862
758
120
142

（人）

駅西側

子ども
学生
青年・壮年
高齢者
18歳未満 18～22歳 18～64歳 65歳以上
56
124
332
252
7
8
47
18
63
132
379
270

（人）
移動
滞留
計

い。高齢者や青年・壮年の滞
留は駅の西側より東側で滞
留する傾向にある。学生の

移動
滞留
計

かい側に渡る学生が希少な
こともひとつの要因か
：駅東側では、駅前の待ち合

子ども
学生
青年・壮年
高齢者
18歳未満 18～22歳 18～64歳 65歳以上
88.9
93.9
87.6
93.3
6.1
12.4
6.7
11.1
100.0
100.0
100.0
100.0

（％）

滞留の少なさは、線路の向

駅東側

子ども
学生
青年・壮年
高齢者
18歳未満 18～22歳 18～64歳 65歳以上
336
48
10
384
9
0
99
152
57
10
483
488

（人）

わせスペースや喫煙所、豊

移動
滞留
計

南市場や銀座通り商店街と
いった街路にせり出した店

子ども
学生
青年・壮年
高齢者
18歳未満 18～22歳 18～64歳 65歳以上
79.5
68.9
84.2
100.0
15.8
0.0
20.5
31.1
100.0
100.0
100.0
100.0

（％）

舗がある場所などで、滞留

移動
滞留
計

が見られやすかった

計
1,542
340
1,882
計
81.9
18.1
100.0
計
764
80
844
計
90.5
9.5
100.0
計
778
260
1,038
計
75.0
25.0
100.0

（２）南部の若い世代の地域イメージと居住意向の関連の分析
・目的 30 歳代の子育て世帯を中心とした南部の社会減の背景には、地域に対するネガティブな印象が
関係していると考えられる。南部地域に居住する若い世代（18～39 歳）が抱く地域に対するイ
メージの傾向と、その居住意向との関連を分析し、若い世代を惹きつける地域のあり方について
考察する
・調査 地域イメージの計量テキスト分析

11

：昨年度の質問紙調査で収集した地域イメージについての自由回答を分析。他地域との比較から南部
の若い世代の地域イメージを分析。また、居住意向と地域イメージの関連を分析
11

計量テキスト分析とは、
「計量的分析手法を用いてテキスト型データを整理または分析し、内容分析
（content analysis）を行う方法」を指す（樋口耕一、2014、
『社会調査のための計量テキスト分析』
ナカニシヤ出版、p.15）
。分析にあたっては、フリーソフトウェアである KH coder（http://khc.sourcef
orge.net/）を利用する。
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・結果
①地域別の特徴語（図表 4）
：各地域で頻繁に用いられている特徴語を分析し、各地域のイメージを大まかに検討
：それぞれの地域の特徴語は次のようなものであった
北東部…「マンション」
「豊か」
「公園」「環境」（③）
中北部…「住宅街」
「閑静」
「交通」
「狭い」
（④）
南部…「下町」
「高齢者」
「古い」
「近い」「不便」「駅」「豊中」「悪い」
（②）
北東部&中北部…「子育て」
「緑」
「静か」
「落ち着く」
（⑤）
→ 良好な居住環境・住宅地といったイメージを共有する北東部と中北部
他の 2 地域と南部の間の地域イメージの重なりは小さい
図表 4 各地域の特徴語

④
②
⑤

①

③
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②語の共起関係（図表 5） 12
：語と語の結びつき（共起関係）を分析し、各地域のイメージを析出した。分析は、図表 5 のような
共起ネットワーク図と、もとのテキストデータの引用を照らし合わせながら行った
：南部地域については、次のようなイメージが析出された
「高齢者－多い」
「子ども－少ない」など（①）→少子高齢化が進むまち
「買い物－便利」
「店－不便」
「物価－安い」など（①②③）→生活に便利／不便なまち
「治安－悪い」
「治安－良い（－ない）」
「夜－怖い」など（⑤⑥）→治安に課題があるまち
「ゴチャゴチャー駅前」
「道－狭い」など（②⑥）→雑多なまち
「古い－新しい」
「都会－田舎」など（⑦⑧）→古くて新しい、都会で田舎なまち
図表 5 南部の共起ネットワーク図

⑦
①
②

⑥
⑧

④

⑤
③

図表 5 は、各語がどのような語とつながって出てきやすい（共起しやすい）かを示した図。線で結ば
れた語が共起関係にある。線の太さは共起関係の強さを、円の大きさは出現回数の多さを示している。
サブグラフ検出により、比較的強くお互いに結びついている部分を自動的に検出し、グループごとに色
分けしている。なお、視認性と解釈可能性を考慮し、分析に用いる語からは一部の品詞（
「動詞 B」
（ひ
らがなのみの動詞。
「する」
「ある」など）
、
「形容詞（非自立）」
（「がたい」「にくい」など）、
「未知
語」
、
「感動詞」
）を除いている。また、利用する語はおよそ 50 程度になるように調整し（結果、7 回以
上出現した語を採用）、パスの数についても Jaccard 係数（共起関係の強さを示す係数）が高いものか
ら 30 本に絞った。以上のような分析の手続きは、樋口（2014）前掲を参考にした。

12

14

③地域イメージと居住意向の関係（図表 6）
：以上の結果をふまえて素のテキストデータのコーディングを行い、どのようなイメージを抱いてい
る人が定住／移動志向を有する傾向にあるのかを分析
：結果、有意な差が認められたのは「治安」と「人間関係」（カイ二乗検定 5％水準）
定住志向の人ほど「人間関係」に関するポジティブイメージを抱きやすい
移動志向の人ほど「治安」に関するネガティブイメージを抱きやすい
図表 6 地域イメージと居住意向の関係
定住志向（n=158）
どちらともいえない（n=124）
移動志向（n=90）
合計（n=372）

治安
14.6%
16.1%
26.7%
18.0%

高齢者
12.7%
16.1%
16.7%
14.8%
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子ども
10.1%
8.9%
10.0%
9.7%

景観
14.6%
8.1%
10.0%
11.3%

交通
7.6%
4.0%
7.8%
6.5%

買い物
人間関係
12.7%
11.4%
12.1%
4.0%
8.9%
3.3%
11.6%
7.0%

下町
15.2%
14.5%
11.1%
14.0%

利便性
19.6%
16.1%
15.6%
17.5%

（３）南部居住者の生活と地域の関連の分析
・目的 南部地域は人口減少傾向にあり、特に子育て世帯を中心とした社会減が進んでいる。彼ら・彼女
らはどのような論理で定住・移動を選択しているのか。南部に居住する 20～40 歳代に対し聞き
取りを行い、居住者の具体的な生活とライフステージの変化をふまえた分析を行う
・調査 南部居住者に対するインタビュー調査
：20～40 代の南部地域の居住者（20 人程度を想定）に、1 時間半から 2 時間程度の半構造化インタビ
ュー 14を実施
13

下図は、四角の大きさが各コードの出現割合を、色の濃さが標準化残差を示している。
半構造化インタビューとは、
「おおまかに質問項目を決めておき、話の展開に応じて、表現を変えた
り順序を入れ替えたりしながら聞いていくような形式」のインタビュー（丸山里美、2014、
「フィール

14

15

：対象者は南部地域でのフィールドワークを通じて、地域内のネットワークをたどるかたちで協力を
お願いした（インタビューデータの利用については了承を得ながら調査を遂行）
図表 7 主なインタビュー項目
①基本的なプロフィール
・出身地、出生年、現住地、世帯構成、職業、学歴、居住履歴、など
②子どものころの生活についておたずねします
・親にどのように育てられたと思いますか（しつけ、進学期待、など）
・進学の経緯・理由について教えてください
・（地元出身者の場合）子どものころと今を比べて、地域はどのように変わっていますか
・（転入者の場合）生まれ育った地域はどのようなところでしたか
③現在のお仕事について教えてください
・現在のお仕事に就いた経緯・理由について教えてください
・お仕事の内容について教えてください（場所、就業時間、休日、など）
・いまのお仕事についてどのように感じていますか（満足、やりがい、など）
・仕事について将来の不安などはありませんか（経済状況の変化、など）
④現在の場所にお住まいになった経緯・理由について教えてください
・居住地の選択に際して、何を考慮しましたか。どこを探しましたか
・より都心／地方に移動したいと思ったことはありませんか
⑤お仕事以外の普段の生活について詳しく教えてください
・買い物はどこでされることが多いですか
・休日はどのように過ごされることが多いですか
・梅田、千里中央、兵庫方面などへは、どの程度、どういった理由で行きますか
・お住まいの地域は生活しやすいと思いますか（具体的に）
・不安に思っていること、不満に感じていることはありませんか（具体的に）
⑥ご家族について詳しく教えてください
・（既婚の場合）配偶者はお仕事は何をされていますか
・（未婚の場合）結婚や子育てに対する願望はありますか
・（子育て世帯の場合）どんな子どもに育ってほしいと思いますか（しつけ、進学期待、など）
・子どもを育てる環境として、お住まいの地域をどのように感じていますか
・ご両親はいまどこで何をされていますか（健康）
・家を継ぐことについてはどのように考えていますか
⑦現在の社会関係について教えてください
・現在の友人関係はどこで出会った人が多いですか
・現在、ご近所とのお付き合いはどの程度ありますか
・自治会など地域の組織・団体には加入・参加されていますか
⑧南部地域の印象についておたずねします
・他地域の人に南部地域を紹介するとしたら、どのように説明しますか
・地域の治安についてどう感じていますか
・大阪音楽大学と接点はありますか。どのようなイメージがありますか
・南部地域が好きか嫌いかと聞かれたら、どのように答えますか
⑨ご自身が「地元」だと思うのはどこ（どの範囲）ですか
・ご自身は「庄内の人」だという感覚はありますか
・ご自身は「豊中の人」だという感覚はありますか
⑩ご自身は今後、どこで何をしていると思いますか
・今後も現在の地域に住み続けると思いますか
・今後、お住まいの地域はどうなっていくと良いと思いますか

ドワーク」
『質的社会調査の方法』有斐閣、p.53）
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・インタビュー進行状況
：2017 年 10 月 25 日現在 16 人（今後 3～7 人程度増える予定） 15
：インタビュー対象者の主な属性は次のとおり
性別…男性 9 人、女性 6 人
年齢…20 歳代 6 人、30 歳代 3 人、40 歳代 7 人
出身…地域内出身 12 人、地域外出身 4 人
仕事…自営業 6 人、正規雇用 3 人、非正規雇用 3 人、自由業 3 人、無職 1 人
婚姻…既婚 8 人、未婚 7 人、離別 1 人
→地域ネットワークをたどるかたちで対象者を募った関係上、地域内出身者や自営業者が多い。居住
意向は南部地域での定住を志向する人が多くなった
図表 8 インタビュー対象者
性別

年齢

居住
履歴

家族
婚姻 子ども

仕事
職種 就業地

性別

年齢

居住
履歴

家族
婚姻 子ども

仕事
職種 就業地

A

男性

30代

地元
定住

未婚

なし

無職

ー

I

女性

20代

地元
定住

未婚

なし

事務職 隣接市

B

男性

40代

地元
定住

既婚

あり

自営

地域内

J

女性

20代

地元
定住

未婚

なし

フリー
ター

隣接市

C

女性

40代

地元
定住

離別

あり

事務職 隣接市

K

女性

20代

地元
定住

未婚

なし

フリー
ター

隣接市

D

男性

40代

Uターン 既婚

あり

自由業 地域内

L

男性

40代

地元
定住

既婚

あり

自営

地域内

E

男性

30代

市内
定住

未婚

なし

自営

地域内

M

男性

40代

地元
定住

既婚

あり

自営

地域内

F

男性

40代

Uターン 既婚

あり

自営

地域内

N

男性

30代

地元
定住

既婚

あり

調理師 隣接市

G

女性

40代

転入

既婚

あり

パート

隣接市

O

女性

20代

地元
定住

既婚

あり

自営

H

男性

20代

転入

未婚

なし

自由業 隣接市

P

女性

20代

転入

未婚

なし

自由業 隣接市

地域内

・分析方針
：対象者の偏りも考慮し、
「誰が、なぜ、南部に住み続けるのか」という問いを中心に取り組む。その
答えと反照させながら「誰が、なぜ、南部から出ていくのか」を検討する
：地域に愛着をもち、地域で定住する人が多くみられたため、南部居住のポジティブな側面を浮き彫り
にする。また、質問紙調査の結果では居住者からの評価がネガティブな傾向にあった治安といった地
域環境について、別の角度から解釈する

インタビュー調査の対象者を募る過程で、高齢者 1 人、地域外居住・地域内勤務 1 人に対してもイン
タビューを実施した。分析に際し、適宜参照することとする。
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・主な論点
：定住の動機としての生活利便性
幅広い人に強く支持されている南部の暮らしやすさ。買い物・交通面での不満のなさ
反面、庄内駅周辺の商業圏は自分たちがターゲットではないと感じる→大阪市内やネット通販
：地域居住の紐帯としての「イエ」
資産（土地・家業）がある人はその継承
子育て期にある人は親との近居による子育てサポート
未婚者は親元同居による暮らしやすさ
：地域の治安に対する解釈
地元出身者の多くは「慣れ」を語る（
「危険」と「マナー」の区別）
地域の人が語る治安には多分に「自虐」が含まれているという声
確かに、子育てを始めてから治安が不安になる人が一定いる
：南部に住み続けている大阪音大の卒業生
地域の条件として、楽器可の賃貸の多さ。個人の条件として、
「下町」へのシンパシー
地域内の音楽関係者のつながり。地域外とのネットワーク
：
「庄内」への愛着と誇り
豊中の北側と対比させて「庄内」を語る→「豊中の人」という感覚の薄さ
：その他、子育て・教育について、地域のつながりについて、など

４．今後の予定
・観察調査の追加と詳細分析
・インタビューの追加実施と分析
・2 年間の調査研究のまとめと活性化の方向性の検討
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資料３
機関誌「TOYONAKA ビジョン 22 vol.21」中間報告
Ⅰ．機関誌 TOYONAKA ビジョン 22 の目的
都市政策に関するデータや情報について、TOYONAKA ビジョン 22 を通じて発信、提供することによ
り、都市に関する問題や市の抱える様々な課題などについて、市民や職員の認識を深め、市行政の運営や
調査研究活動に対する理解と協力を啓発することを目的とする。

Ⅱ．平成 29 年度（2017 年度）機関誌企画
（１）テーマ
特集

子ども・若者の学びと育ちを支える

トピックス

子どもの学びと育ちを支える企業

（２）編集アドバイザー（監修）
関西大学文学部総合人文学科 教授 赤尾 勝己さん
（３）構成（全 65 ページ（表紙込）予定）
①刊行によせて（1 ページ）
執筆者： 関西大学文学部総合人文学科 教授 赤尾 勝己さん
②目次（1 ページ）
③特集 子ども・若者の学びと育ちを支える（各 8 ページ 計 40 ページ予定）
タイトル（仮）
子どもの貧困と教育・福祉連携

執筆者（所属）
新崎 国広さん
（大阪教育大学教育学部教育協働学科 教授）

子どもの学びと育ちを支える学校・地域のつな

若槻 健さん

がり

（関西大学文学部総合人間学科 教授）

義務教育を終えた障害のある子ども・若者を支

林 美輝さん

える

（龍谷大学文学部哲学科 教授）

外国ルーツの子ども・若者を支える

榎井 縁さん
（公益財団法人とよなか国際交流協会 理事）

生きづらさを抱える若者の「支援」のあり方

泉 翔さん

（インタビュー）

（特定非営利活動法人ウィークタイ 代表理事）

④トピックス 子どもの学びと育ちを支える企業（各 8 ページ 計 16 ページ予定）
タイトル（仮）
企業による学童保育の取り組み
（インタビュー）

執筆者（所属）
竹之内 麻里さん
（株式会社ライフデザイン阪急阪神 アフタースク
ール事業部）

企業による ESD・環境教育の取り組み

阪田 真帆さん

（インタビュー）

（パナホーム株式会社 品質・環境本部環境部）

⑤平成 29 年度活動報告（各 2 ページ 計 4 ページ）
・とよなか都市創造研究所活動報告
・とよなか地域創生塾活動報告
⑥平成 28 年度出版物案内（4 ページ）
⑦編集後記（1 ページ）

Ⅲ．編集スケジュール

平成 29 年（2017 年）
7〜8 月
執筆依頼

11 月
原稿締切り
（11 月 24 日）

平成 30 年（2018 年）
12〜1 月

2月

3月

校正作業

印刷製本

発行

Ⅳ．頒布・閲覧など
・300 部発行、価格 1,000 円
・場所：本研究所、情報公開課内市政情報コ―ナー、市立図書館（閲覧のみ）
・配布先：庁内、議会、研究機関、他自治体企画部局、大学図書館、など
・ウェブ公開：とよなか都市創造研究所公式サイト（http://www.tium-toyonaka-osaka.jp/）
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資料４
とよなか地域創生塾について
１. 平成２９年度の経過報告
日時
5 月 13 日

内容
開校
・開校式（市長挨拶）
、オリエンテーション
・「とよなか地域創生塾」で共有するルールづくり
ファシリテーター：とよなか ESD ネットワークの皆さん
・NASA ゲーム（グループで合意形成を図る難しさを体験するゲーム）
講師：大阪大学産学共創本部特任研究員・森本誠一さん

5 月 27 日

公開講座「協働のためのスキルコミュニケーションデザイン入門」
講師：大阪大学産学共創本部特任研究員・森本誠一さん

6 月 10 日

音楽創作ワークショップ
講師：作曲家・野村誠さん、日本センチュリー交響楽団から 2 人
・音楽ゲーム（さまざまな楽器を各々が持ち、一斉に音を出してみる、など）
・即興でオリジナルの曲作り「176 ドリーム」

6 月 23 日

公開講座「幸せな地域社会をめざすアクション・リサーチの試み〜市民協働と信頼
構築のカギは何か？」
講師：関西大学社会学部教授・草郷孝好さん

7月 7日

地域の課題について考える＆傾聴プログラム
講師とファシリテーター：とよなか ESD ネットワークの皆さん
・傾聴の基本的な考え方についての講義とロールプレイング
・
「ご近所さんゲーム」
（
「役割カード」に書かれた人物になりきり、日常生活におけ
る支障の有無などについて考える）

7 月 22 日

公開講座「多文化共生とは何か？〜難民・移民と共に生きるには〜」
講師：大阪大学大学院国際公共政策研究科特任講師・安藤由香里さん

7 月 28 日

課題設定ワークショップ（PCM 手法の活用）
講師：大阪大学大学院国際公共政策研究科特任講師・安藤由香里さん
ファシリテーター：森本誠一さん、とよなか ESD ネットワークの皆さん
・与えられた課題設定のもと、関係者分析と問題分析を行う。

8 月 26 日

公開講座「地域問題の解決には『お金』よりも大切なことがある」
講師：大阪大学大学院工学研究科助教・猪井博登さん

9月 9日

計画づくりとグループづくり
講師とファシリテーター：森本誠一さん、とよなか ESD ネットワークの皆さん
・講義「グループで計画づくりをするということ」
・グループづくり（各々が関心のあるテーマを発表し、ともに企画を作れそうな人
とグループをつくる）とグループ作業
1

9 月 23 日

公開講座「いいところも悪いところもすべて包み込む社会をつくる」
講師：大阪大学大学院人間科学研究科助教・樋口麻里さん

10 月 14 日 リノベーション実習に向けたフィールドワークと講義
・塾生の案内によるフィールドワーク（服部天神駅周辺のまち歩き）
・講義「リノベーション事例で考える計画策定のポイント」
講師：関西大学佐治スタジオ室長・植地惇さん
※ 12 月の合宿までに、
各グループで自主的に集まり、企画づくりに必要な情報収集などを行う。
※ 平成 29 年 10 月 13 日時点で、塾生 25 人のうち 3 人が、就職等のため退塾。

２. 平成 29 年度

今後の予定

日時

内容

10 月 28 日 公開講座「専門家の科学から市民の科学へ」
講師：大阪大学 CO デザインセンター教授・平川秀幸さん
11 月 11 日 リノベーション実習
講師：SAJIHAUS 代表・出町慎さん、植地惇さん
11 月 25 日 公開講座「地域から

持続可能な社会 を構想する」

講師：大阪市立大学大学院経営学研究科教授・除本理史さん
12 月 9 日
【合宿】

・講義「
（仮）地域課題の解決とまちづくり」
講師：京都市まちづくりアドバイザー・谷亮治さん
・各グループ進捗状況の報告、企画づくり①

12 月 10 日 ・目覚ましワーク（傾聴プログラム）
【合宿】

・企画づくり②
・
「地域の拠点を活用する」に向けた全体会議

1 月 13 日 中間プレゼンテーション
1 月 27 日 「地域の拠点を活用する①」各グループの事業計画に基づいて拠点で活動してみる
2 月 10 日 「地域の拠点を活用する②」各グループの活動成果や課題をまとめ、検証する
2 月 24 日 公開プレゼンテーション

３. 平成３０年度のカリキュラム案について
（１）平成 30 年度のカリキュラムの主な特徴
·

基礎編 6 回、企画づくり編 7 回、リノベ編 4 回、公開講座 4 回の全 20 回とする。

·

平成 29 年度はカリキュラムに組み込んでいた合宿を、オプション企画とする。

·

合宿に代わり、リノベーション実習を 11 月に 2 日連続で行う。

·

カリキュラムに、演劇を活用したワークショップを取り入れる。

·

塾生以外も参加できる無料の公開講座を 4 回に減らし（平成 29 年度は 7 回開催）
、企画づ
くりを充実させる。
2

資料５

平成３０年度 事業計画(案)

とよなか都市創造研究所

‐0‐

目

次
ページ

第１章 とよなか都市創造研究所の機能及び組織体制 ････････････ 3
第１節 機能
第２節 組織体制

第２章 平成３０年度 調査研究方針及び機能別事業体系 ････････ 5
第１節 調査研究方針
第２節 機能別事業体系

第３章 平成３０年度 事業計画 ･･････････････････････････････ 7
第１節 調査研究事業
第２節 データバンク事業
第３節 普及啓発事業
第４節 人材育成事業
第５節 その他事業

‐2‐

第１章 とよなか都市創造研究所の機能及び組織体制
第１節 機能

とよなか都市創造研究所は、中長期的視点に立った都市政策に関する調査及び研究を
実施する組織であるから、当研究所に期待される主たる機能は「調査研究機能」である。
また、その成果や研究ノウハウをもって関係部局の政策立案を支援し、組織の政策形
成能力に寄与しようとすることから、主たる機能を補完するその他機能を持つことが必
要である。
（１）調査研究機能
市の持続的な発展と計画的な市政の推進に資するため、市を取り巻く社会経済環
境の変動を見据えながら、中長期的視点に立った都市政策に関する調査及び研究を
行う。
（２）データバンク機能
豊中市政資料やまちづくり・行政経営など都市政策全般に関わる様々な文献、デ
ータ、関係機関の資料などを収集・整理し、必要に応じて関係部局や市民に提供す
ることにより調査研究の環境を整備する。
また、この機能の発揮により、市職員の政策形成能力の向上や、市民のまちづく
りに対する意識の醸成にも貢献できることから、普及啓発機能及び人材育成機能を
も補完する。
（３）普及啓発機能
調査研究の成果や都市政策に関するデータや情報を刊行物やホームページなどを
通じて発信、提供することにより、都市に関する問題や市の抱える課題等について
市民や職員の認識を深めることにより、市職員の政策形成能力の向上や市民のまち
づくりに対する意識の醸成を図るとともに、市行政の運営や調査研究活動そのもの
に対する理解と協力を普及啓発する。
（４）人材育成機能
調査研究への取組みを通して、職員の政策形成能力の向上や、地域課題の解決を
実践する人材の育成を図る。
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第２節 組織体制

執行機関
行政委員会等

市長

運営委員会

副市長
執行機関の補助機関

部

副市長

部

部

政策企画部

とよなか都市創造研究所
所長
主任研究員

専門事務職員

専門事務職員

(非常勤研究員)

(非常勤研究員)

研究助手

研究助手

事務職員

とよなか都市創造研究所は、市の執行機関である市長を補助する機関で、所長１名、
主任研究員１名、専門事務職員（非常勤研究員）２名、事務職員（非常勤）１名の計５
名で構成されている。また、必要に応じて各専門事務職員に研究助手（臨時職員）を配
置する。
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第２章 平成３０年度 調査研究方針及び機能別事業体系
調査研究方針 調査研究方針及び機能別事業体系
Ⅲ 第１節
平成２０年度

（１）市の持続的な発展と計画的な市政の推進に資することを目的に、中長期的な視点
に立った都市政策に関する調査及び研究を行う。
（２）自治体としての自律性を高め、政策形成能力の向上に寄与しうる調査及び研究を
行う。
（３）本市にあって未だ取り組むべき政策課題にはなり得ていないが、今後行政として
何らかの対応を要する事項について調査及び研究を行う。
（４）調査及び研究に関する事項については、市各部関係者並びに運営委員会の助言等
を参考に検討のうえ決定する。
調査及び研究は、本市のまちづくり全体の考え方や方向性に影響を及ぼす事項に
関する「基礎研究」と、具体的な事案のうち関係部局の政策形成に関係する事項
を対象とした「基幹研究」により実施する。
（５）データバンク機能、普及啓発機能及び人材育成機能を効率よく効果的に発揮させ
ることにより、主たる機能である調査研究機能を充実させる。
（６）調査及び研究の成果は、行政関係者のみならず市民、関係諸機関・団体等（以下
「関係者等」という。
）に広く公表し、都市政策に関する問題意識を喚起する。
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第２節 機能別事業体系
調査研究機能
○調査研究事業
・基礎研究、基幹研究
○その他
・大学連携（調査研究活動の専門性・客観性の向上に活用）

（補完）

データバンク機能
○データバンク事業
・市政資料の収集・整理
・都市政策関連資料の収集・整理

普及啓発機能
○普及啓発事業
・機関誌 TOYONAKA ビジョン 22 の発行
・研究成果の公表
（調査研究報告書の発行，研究報告会の開催，広報媒体による成果 PR)
・研究所ホームページ
（関連情報の提供）

人材育成機能
○人材育成事業
・研究員配置（職員の政策形成能力の醸成）
・人事課との連携（グループ研究を支援）
・インターンシップの受入（大学生の受入）
・地域課題の解決を実践する人材の育成（
「とよなか地域創生塾」の運営）
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第３章 平成３０年度 事業計画
第１節 調査研究事業

（１）調査研究事業
市の持続的な発展と計画的な市政の推進に資するため、市を取り巻く社会経済環
境の変動を見据えながら、中長期的視点に立った都市政策に関する調査及び研究を
行い、その成果を関係部局に提供することで組織に還元する。
① 基幹研究
未だ行政上の問題や課題は顕在化していないが、今後関係部局において政策形成
過程において何らかの対応を要する事項に関する調査研究

○テーマ 「豊中市の単身世帯の生活に関する調査研究」（平成３０・３１年度）
近年、全国的に壮年期の単身世帯の増加が指摘されており、豊中市でもほぼ同
水準で見られる。世帯形成は個人の自由の範疇ではあるものの、単身者は高齢期
に生活リスクを抱えやすいことも指摘されている。そこで、今後の予測と対応に
向け、壮年期の単身世帯の生活の現状や展望などを明らかにする。

② 基礎研究
中長期的な視点から、本市のまちづくり全体の考え方や方向性に影響を及ぼす事
項並びに研究所の機能及び役割に関する調査研究
○テーマ「豊中市の地域自治組織に関する調査研究」
（平成３０年度）
本市の地域自治組織が立ち上がってから 5 年が経過した。地域自治組織によって
その取り組みの温度差もあるであろう。なぜそうなっているのか、どうしたらその活
動が盛り上がるのかについて、そして、地域自治組織と事業者による協働がどうした
ら実現するのか探っていく。
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第２節 データバンク事業

（１）データバンク事業
豊中市政資料やまちづくり・行政経営など都市政策全般に関わる様々な文献、データ、
関係機関の資料などを収集・整理し、必要に応じて関係部局や市民に提供することによ
り調査研究の環境を整備する。また、この事業の実施により、市職員の政策形成能力の
向上や、市民のまちづくりに対する意識の醸成にも貢献できることから、普及啓発事業
や人材育成事業をも補完する。
（平成３０年度事業計画）
調査研究データの収集・蓄積を行うほか、都市政策に関する図書、論文、資料、市政
資料等の収集を行い、必要に応じて職員や市民の閲覧に供することができるよう整理す
る。

第３節 普及啓発事業

（事業目的）
調査研究の成果や都市政策に関するデータや情報を刊行物やホームページなどを通じ
て発信、提供することにより、都市に関する問題や市の抱える課題等について市民や職
員の認識を深めることを通じて、市職員の政策形成能力の向上や市民のまちづくりに対
する意識の醸成を図るとともに、市行政の運営や調査研究活動そのものに対する理解と
協力を普及啓発する事業である。
（平成３０年度事業計画）
（１）機関誌の発行
都市政策に関する情報誌 TOYONAKA ビジョン 22 を継続発行する。
発行回数は原則年１回とし、主題を決定のうえ、編集企画を行い、年度内に発行
する。なお、発行にあたっては、都市政策に関心を有する関係者等に広く公表する
ほか、希望者に有料（実費程度）で頒布する。

（２）調査研究成果の公表
調査研究事業の最終到達目標は、市の政策への反映である。その研究成果につい
ては、政策立案に関与する市職員や都市政策に関心を有する関係者等に以下のとお
り広く公表する。
① 調査研究報告書の発行
１テーマにつき１冊の調査研究報告書を担当する研究員が執筆し、研究所が発
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行する。年度末に発行することとし、都市政策に関心を有する関係者等に広く公
表するほか、機関誌同様有料（実費程度）で頒布する。
② 研究報告会の開催
調査研究成果を報告書にまとめると同時に、その内容につき報告会を開催する。
報告会の形式は、その内容を一方的に伝達する講演会やセミナー形式、問題を
多面的に捉えるシンポジウム形式、問題や課題の所在について体験的に気づきを
得るワークショップ形式など、その時々の調査研究テーマや成果内容により適宜
選択のうえ実施する。
また、必要に応じ、職員研修などの職員啓発の場を利用して職員への情報提供
と意識啓発を行う。
③ 広報媒体による成果のＰＲ
調査研究成果の内容や、報告書の発行、研究報告会の開催など調査研究成果に
つながる情報は、広報誌「広報とよなか」のほか、市のホームページ、ケーブル
テレビなど市の広報媒体を有効活用し、多方面から不特定多数の職員・市民に向
け PR する。
（３）研究所ホームページによる情報の発信
研究所の調査研究成果の概要、普及啓発事業の実績、所蔵している書籍・雑誌・
シンクタンク刊行物等の一覧などの情報を常時提供することにより、市職員の政策
形成能力の向上や、市民のまちづくりに対する意識の醸成を図るため、適宜情報の
更新を行う。

第４節 人材育成事業
（事業目的）
調査研究への取組みを通して職員の政策形成能力の向上や、地域課題の解決を実践す
る人材の育成を図ろうとする事業である。
（平成３０年度事業計画）
（１）職員参加型の体制づくり
調査研究成果がより市の政策に反映されるよう、研究過程の段階において、関係
する部局職員との意見交換を行える体制を整備し、調査研究にあたる。
（２）人事課との連携
市の人材育成機関である人事課と連携し、人事課主催のグループ研究について、
関係情報や調査研究手法の提供などを通じて支援することにより職員の政策形成能
力の向上に貢献する。
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（３）大学インターンシップの受入
インターンシップは、学生が一定期間企業等の中で研修生として働き、自分の将
来に関連のある職業体験を行える制度である。
当研究所での職場体験を通して行政運営の一端に触れ、行政に対する理解が深ま
り、行政職員を志す学生が増えるよう、この制度に基づく職場実習生を引続き受け
入れる。
（４）とよなか地域創生塾の運営業務
（地域創生塾の性格と役割）
とよなか地域創生塾は、地域課題の解決を実践する人材育成を目的に、学習と
実践のプログラムを提供する学びの場として、平成２９年５月に開校した。
平成 30 年度は、第 2 期として引き続き事業を継続する。
当研究所は、とよなか地域創生塾の業務を受託する団体との調整業務を行うと
ともに、運営業務を行う。

第５節 その他事業
基本的には上記４事業のいずれにも属さないが、研究所が調査研究機能を発揮させる
うえで欠くことのできない諮問機関となっている運営委員会の開催のほか、留意すべき
その他の事業は次のとおりである。
（１）運営委員会の事務局業務
（運営委員会の性格と役割）
運営委員会は、とよなか都市創造研究所に設置された諮問機関で、学識経験者・
市民・市長が特に必要とする者ら６名以内の委員で構成され、
「市長の諮問に応じ
て、都市政策に関する調査及び研究計画の策定等について調査審議し、その意見
を答申」する。
（運営委員会規則第２条）
（平成３０年度開催計画）
年３回程度開催し、調査研究等について調査審議する。
（以下例示）
・研究所で調査及び研究すべき都市政策に関する事項について
・調査研究機能及びその他機能の発揮のさせ方について
・次年度の都市政策に関する調査及び研究計画の策定について
・調査研究活動の進め方について
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（２）大学連携の活用
（大学連携の意義と締結実績）
本市は文化、教育、環境、医療などさまざまな分野にわたる連携協力を進め、
人的な交流促進や、共同による研究や事業などに取り組むため以下のとおり大学
との間で包括協定を締結している。
・大阪大学と豊中市との連携協力に関する包括協定（平成 19 年 2 月 27 日締結）
・千里金蘭大学と豊中市との連携協力に関する包括協定
（平成 19 年 8 月 6 日締結）
・武庫川女子大学・同大学短期大学部との連携協力に関する包括協定
（平成 20 年 2 月 29 日締結）
・大阪音楽大学・同短期大学部との連携協力に関する包括協定
（平成 23 年 12 月 9 日締結）
・大阪成蹊大学・同短期大学との連携協力に関する包括協定
（平成 25 年 5 月 16 日締結）

（研究所における大学連携と活用）
当研究所では、大阪大学との包括協定に基づく連携として、同大学院工学研究
科と覚書を交わし、平成１９年度には公共施設の有効利活用に向けた共同研究に
取り組んだ。
平成２９年度の調査研究を実施するにあたり、よりよい成果を得ることができ
るよう必要に応じて大学連携を効果的に活用していく。また、市長部局における
大学連携の窓口として、連携大学と関係部局との橋渡し役として両者の調整業務
も行う。
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