平成 29 年度 第 1 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）7 月 17 日（月）
午前 10 時〜
場所：生活情報センターくらしかん ３階 会議室

１．開会

２．挨拶

３．案件
１） 委員長及び副委員長の選出について
２） 平成 28 年度（2016 年度）事業報告について
３） 平成 29 年度（2017 年度）調査研究について
４） 平成 29 年度（2017 年度）機関誌について
５） とよなか地域創生塾について
６） その他

４．閉会

（資料）
【資料１】 とよなか都市創造研究所運営委員会規則・委員名簿
【資料２】 とよなか都市創造研究所運営委員会の公開について
【資料３】 平成 28 年度（2016 年度）事業報告について
【資料４】 平成 29 年度（2017 年度）調査研究について
【資料５】 機関誌「TOYONAKA ビジョン 22 vol.21」について
【資料６】 とよなか地域創生塾の概要

資料１
とよなか都市創造研究所運営委員会規則・委員名簿
○とよなか都市創造研究所運営委員会規則
公布 平成24.9 .28 規則119
（目的）
第１条 この規則は，執行機関の附属機関に関する条例（昭和２８年豊中市条例第３８号）第２条
の規定に基づき，とよなか都市創造研究所運営委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営
その他委員会について必要な事項を定めることを目的とする。
（所掌事務）
第２条 委員会は，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ものとする。
（組織）
第３条 委員会は，委員６人以内で組織する。
２ 委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱する。
(1)学識経験を有する者
(2)市民
(3)市長が特に必要と認める者
３ 前項第２号に掲げる者は，公募により選考する。ただし，応募がなかったときその他やむを得
ない理由があるときは，この限りでない。
（任期）
第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。
２ 委員は，前条第２項第２号の委員を除き，再任されることができる。
３ 市長は，特別の理由があると認める場合は，第１項の規定にかかわらず，委員を解嘱すること
ができる。
（委員長及び副委員長）
第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
２ 委員長及び副委員長は，委員の互選によって定める。
３ 委員長は，委員会の事務を総理し，委員会を代表する。
４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。
（会議）
第６条 委員会は，委員長が招集し，委員長が議長となる。
２ 委員会は，委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
３ 委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところに
よる。
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（庶務）
第７条 委員会の庶務は，政策企画部とよなか都市創造研究所において処理する。
（委任）
第８条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営について必要な事項は，委員長が定める。

附 則
１ この規則は，平成２４年１０月１日から施行する。
２ この規則の施行の際，現にとよなか都市創造研究所設置規則（平成１９年豊中市規則第４号）
に基づき設置されたとよなか都市創造研究所運営委員会の委員である者（市の職員のうちから任命
された者を除く。）は，この規則の施行の日（以下「施行日」という。）に第３条第２項及び第３
項の規定により委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において，その委嘱された
ものとみなされる者の任期は，第４条第１項の規定にかかわらず，平成２５年３月３１日までとす
る。
３ この規則の施行の際，現にとよなか都市創造研究所設置規則に基づき定められたとよなか都市
創造研究所運営委員会の委員長及び副委員長である者は，それぞれ，施行日に，第５条第２項の規
定により委員会の委員長及び副委員長として定められたものとみなす。
４ 委員長及び副委員長に事故がある場合その他委員長の職務を行う者がいない場合における委員
会の招集及び委員長が決定されるまでの委員会の議長は，市長が行う。
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○委員名簿

区

分

学識経験者

学識経験者

学識経験者

学識経験者

市民

市民

フリ

ガナ

氏

名

役職等

ア カ オ カツ ミ

赤尾 勝 己

コエヅカ

ヒロシ

肥塚

浩

ツチヤマ

キ

ミ

エ

土山 希美枝

ムネ ノ

タカトシ

宗野 隆俊

モリ

ユ

カ

森 由香

ヤマモト

ヨシフミ

山本 佳史

関西大学文学部

教授

立命館大学大学院
経営管理研究科

教授

龍谷大学政策学部

教授

滋賀大学経済学部

教授

市民（豊中市在住）

市民（豊中市在住）
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とよなか都市創造研究所運営委員会の公開について

資料２

○審議会等の会議の公開の実施に関する要領
（平成１３年１０月 １日

施行）

第１ 目的
この要領は，豊中市情報公開条例（平成１３年豊中市条例第２８号。以下「条例」と
いう。）２３条の規定に基づく審議会等の会議の公開の実施に関し，必要な事項を定め
ることを目的とする。
第２
１

公開，非公開の決定
審議会等の会議の公開，非公開については，条例に基づき，当該審議会等がその会
議において決定するものとする。ただし，新たに設置される審議会等であって，審議
会等の設置の趣旨，目的等から当該審議会等の会議を公開することが条例に基づき明
らかな場合は，当該審議会等を設置する執行機関が会議を公開することを決定するこ
とができる。
２ 審議会等は，会議の公開，非公開を決定するときは，原則として，当該決定後に開
催するすべての会議について，一括して決定するものとする。この場合において，条
例第７条各号に掲げるいずれかの情報（以下「非公開情報」という。）に関し審議等
を行う会議（その一部において非公開情報に関し審議等を行う場合を含む。）に限り
非公開とする旨の決定を行うことができる。
３ 審議会等は，個々の会議において審議等を行う情報が非公開情報に該当するか否か
の決定権限を，あらかじめ当該審議会等の長（部会等にあっては，部会等の長）に委
任することができるものとする。
４ 審議会等は，会議を公開しないことを決定したときは，その理由を明らかにするも
のとする。
５ 審議会等は，その所掌事項に変更があった場合又は社会情勢に変化等があった場合
は，適宜会議の公開，非公開について見直しを行うものとする。

第３
１

公開の方法等
審議会等の会議の公開は，会議の傍聴を希望する者に，当該会議の傍聴を認めるこ
とにより行うものとする。
２ 審議会等は，公開で行う会議については，あらかじめ傍聴を認める定員を定め，当
該会議の会場に傍聴席を設けるものとする。ただし，公正かつ円滑な審議等が阻害さ
れるおそれがあると認めるときは，モニターテレビによる傍聴ができる場所に傍聴席
を設けることができる。
３ 審議会等は，公開で行う会議については，当該会議の会議次第を傍聴者に配付する
ものとする。
４ 審議会等は，会議を円滑に運営するため，傍聴に係る遵守事項等を定め，会場の秩
序維持に努めるものとする。

第４

会議開催の周知
審議会等は，公開で行う会議の開催の周知を図るため，会議の開催日の１週間前まで
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に，次の事項を記載した会議開催のお知らせ（様式第１号）を市政情報コーナー及び当
該審議会等の事務局で市民等の閲覧に供するとともに，広報誌等の活用に努めるものと
する。ただし，会議を緊急に開催する必要が生じたときは，この限りでない。
(1) 会議の開催日時及び場所
(2) 議題
(3) 傍聴者の定員
(4) 傍聴手続
(5) 問い合わせ先
(6) その他必要な事項
第５ 情報の提供
１ 審議会等は，会議を開催したときは，速やかに次に掲げる事項を記載した会議録
（様式第２号）を作成するものとする。ただし，非公開情報に係る事項については，
記載しないものとする。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時及び場所
(3) 公開の可否
(4) 公開した場合は，傍聴者数
(5) 公開しなかった場合（会議の一部について公開しなかった場合を含む。）は，
その理由
(6) 出席者
(7) 議題
(8) 審議等の概要（主な発言要旨）
(9) 事務局
２ 審議会等は，１の会議録及びこれに係る会議資料を市政情報コーナーにおいて市民
等の閲覧に供するものとする。ただし，非公開で行った会議に係る会議資料（その一
部を非公開で行った会議にあってはその部分に係る会議資料）については，この限り
でない。
３ 市長は，審議会等の名称，所掌事項等の一覧表を作成し，市政情報コーナーにおい
て，市民等の閲覧に供するものとする。
４ 市長は，毎年度１回会議の公開の状況を取りまとめ，公表するものとする。
第６

その他
この要領に定めるもののほか，審議会等の会議の公開の実施について必要な事項は，
別に定める。
附 則
１ この要領は，平成１３年１０月１日から施行する。
２ この要領の施行日前に審議会等の会議の公開に関する指針（平成１１年６月１日策定）
によりなされた手続その他の行為は，この要領によってなされたものとみなす。
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○とよなか都市創造研究所運営委員会の会議傍聴要領
実施 平成２３年 ７ 月１日
改正 平成２４年１０月１日
１ 目 的
この要領は，とよなか都市創造研究所運営委員会の会議（以下「会議」という。）の傍聴
に関し必要な事項を定めることを目的とする。
２ 傍聴定員
会議を傍聴しようとする者（以下「傍聴者」という。）の定員は，５人とする。ただし，
会場の都合によりこれを増減することができる。
３ 傍聴手続き
(1) 傍聴者は，受付で所定の用紙に氏名及び住所を記入しなければならない。
(2) 傍聴の受付は，会議の開始時刻の３０分前から先着順に行うものとする。ただし，受
付開始時に傍聴定員を超える希望者があるときは，抽選により傍聴者を決定する。
４ 傍聴できない者
次のいずれかに該当する者は，会議を傍聴することができない。
(1) 凶器その他人に危害を与えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 旗，のぼり，プラカード類を携帯している者
(4) 前３号に掲げる者の他，議事を妨害し，又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯
している者
５ 傍聴者の守るべき事項
傍聴者は，次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会場における言論に対して，拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 放言，放歌等により騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻，腕章，たすきの類を着用する等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙しないこと。
(5) みだりに席を離れ，又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(6) 前各号の定めるもののほか，会場の秩序を乱し，又は議事進行の妨害となる行為をし
ないこと。
６ 撮影，録音等の禁止
傍聴者は，写真，ビデオ等を撮影し，又は録音等をしてはならない。ただし，会長の許可
を得た者は，この限りではない。
７ 係員の指示
傍聴者は，係員の指示に従わなければならない。
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８ 違反に対する措置
会長は，傍聴者がこの要領に違反するときはこの要領の定めに従うことを命じ，その命令
に従わないときは当該傍聴者を退場させることができる。
９ その他
この要領に定めるもののほか，会議の傍聴に関し必要な事項は，会長が定める。

附 則
この要領は，平成２３年７月１日から実施する。
附 則
１ この要領は，平成２４年１０月１日から実施する。
２ この要領の実施の際，現にとよなか都市創造研究所設置規則（平成１９年豊中市規則
第４号）に基づき設置されたとよなか都市創造研究所運営委員会の会議（平成２３年６月
１０日平成２３年度第１回会議）での審議を受けて実施したこの要領は，とよなか都市創
造研究所運営委員会規則（以下この項「規則」という。）附則第２項及び第３項の規定に
基づき，規則施行の日に規則第８条の規定により委員長が定めたものとみなす。
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資料３
平成 28 年度（2016 年度）事業報告について
Ⅰ．調査研究活動
○調査研究
１）基幹研究 「公共データの活用のあり方に関する調査研究」
２）基礎研究 「南部地域の活性化に向けた調査研究Ⅰ」
３）基礎研究 「豊中市の地域経済構造分析に関する調査研究」
〇自治体交流会等
・関西・自治体シンクタンク情報交流会（大阪市）参加：1 名
・自治体シンクタンク研究交流会議（佐世保市）参加：2 名
Ⅱ．データバンク
○資料の収集
種類

冊数

市政資料

169 冊

書籍

28 冊

雑誌

126 冊

シンクタンク刊行物

98 冊

計

421 冊

Ⅲ．普及啓発事業
１）機関誌「TOYONAKA ビジョン 22

Vol.20」の発行

【特集テーマ】

地域公共人材

【トピックス】

地域の人材づくり

【発 行 部 数】

300 冊

２）調査研究報告
・調査研究報告書の発行
「公共データの活用のあり方に関する調査研究」：280 冊
「南部地域の活性化に向けた調査研究Ⅰ」：280 冊
「豊中市の地域経済構造分析に関する調査研究」：280 冊
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・調査研究報告会の実施
【 日

時 】

平成 29 年（2017 年）5 月 30 日（火）

【 場

所 】

市役所別館 3 階

【 内

容 】

平成 28 年度調査研究（3 テーマ）の報告会

【参加人数】

午後 3 時～午後 5 時

研修室

69 名

３）その他
「（仮称）とよなか大学院」（現「とよなか地域創生塾」）
・（仮称）とよなか大学院

プレ事業

① 平成 29 年（2017 年）1 月 28 日（土）
「ワークショップ：豊中がもし 100 人の村だったら」
② 平成 29 年（2017 年）3 月 11 日（土）
「地域課題解決のための企画書作成セミナー」
・（仮称）とよなか大学院

開設記念事業

平成 29 年（2017 年）2 月 22 日（水）「地域の活性化を担う次世代人材の育成」
Ⅳ．人材育成
○大学インターンシップ生の受入れ
【受入人数】
【受入期間】

1名
10 日間

Ⅴ．とよなか都市創造研究所運営委員会
○委員

6名

〇開催内容
回

第1回

日程
平成 28 年

1. 平成 27 年度（2015 年度）事業報告について

(2016 年)

2. 平成 28 年度（2016 年度）調査研究について

6 月 29 日

3. 平成 28 年度（2016 年度）機関誌について

平成 28 年
第2回

(2016 年)
11 月 24 日

第3回

案件

1. ふりかえり
2. 平成 28 年度（2016 年度）調査研究について（中間報告）
3. 平成 29 年度（2017 年度）事業計画（案）について
4. 平成 28 年度（2016 年度）機関誌について（中間報告）

平成 29 年

1. ふりかえり

(2017 年)

2. 平成 28 年度（2016 年度）調査研究について（報告）

2 月 16 日

3. 平成 29 年度（2017 年度）事業計画(案)について
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資料４
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。
2.主観的厚生とは
主観的厚生とは、2 つのキーワードで構成されている。
(1)「厚生(well-being)」は、直訳すれば、
「良い状態」と訳すことができる。満足している、楽しんでい
る状態を指す。その満足したり、喜んでいる対象が、人生そのものであったり、日常生活や結婚、仕事、
健康などである。
(2)「主観的」とは、まさに客観的に把握できるものではなく、あくまでも個人が感じている、主観的
に評価している、という点がポイントである。1000 万円の所得を得ていても、ある人は喜び、ある人は
不満に感じているかもしれない。あくまでも、その人がどう感じているかが問題となる。
(3)なぜ主観的厚生に注目するのか
主観的厚生分析は通常の経済分析とは異なり、主観的厚生の阻害要因を明確に抽出することができる
ため、政策のターゲットが絞り込みやすい。主観的厚生の低い人たちだけを重点的に支援でき、そうした
人たちの主観的厚生が低い理由も特定できるので、効果的な政策を打ち出すことができる。この点は、効
率性・公平性の観点から見ても重要である。
例えば、子ども時代に親から虐待を受けた経験や貧困な家庭に育った経験が、大人になってからの幸福
感にどのような影響を及ぼしているかを調査した研究がある。その結果によると、学歴や所得、就業状態
といった子供時代以降の社会経済属性や社会的サポートを経由することなしに、かなり直接的に大人に
なってからの幸福感を下げることがわかっている(小塩(2014)『幸せの決まり方』)。
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3.各分野の先行研究等について
(1)経済状況について
一人当たりの国民所得：303 万円(平成 9 年)→291 万円(平成 23 年)

(2)健康と幸福について
身体や精神の健康が幸福に少なからぬ影響を与えていることは普段の生活実感を考慮しても明らかで
ある。健康疫学の分野ではライフスタイルと健康の関係を検討した研究が多い(例えば、大竹・白石・筒
井(2010)『日本の幸福度』など)が、近年、健康と社会経済要因の関係を扱う研究が増えている(例えば、
近藤編(2007)『検証健康格差社会』など)。これらの研究によって、人の健康と幸福感は従来型のライフ
スタイルに影響されるのではなく、社会経済的要因に強く左右されることが明らかになりつつある。
(3)結婚や人間関係と幸福について
所得の相対的水準や絶対水準と同様、あるいはそれ以上に、
「家族との結びつき」が幸福に対する重要
なファクターになっている。例えば、既婚者は未婚者や離婚者と比べて主観的幸福度が高い研究結果も
ある(例えば、Diener and Seligman(2004) “Beyond Money:Toward an Economy of Well-being”)。また、
家族との関係に加えて、近隣の住民とのネットワークや生活環境がどのような特徴を持っているかも、
そこで暮らす地域住民の幸福感と密接に関連していることが明らかにされている(例えば、Berkman and
Kawachi(2000)“A Historical Framework for Social Epidemiology” Social Epidemiology)。
(4)労働と幸福
大阪大学の調査によると、男女とも 30-49 歳のいわゆる壮年期の失業が幸福度を下げているという結
果が得られており、アメリカの調査と同様、失業と幸福との間に負の相関が見いだされる。また地域間の
幸福度格差が、地域の人的資本や物的資本の状況、あるいは産業構造の差異によってその大部分が説明
可能である(筒井(2010)『日本の幸福度』)。
(5)行政サービスと幸福度
豊中市の 0-5 歳児童 1000 人に対する保育所の定員と、高齢単身世帯と高齢夫婦世帯 1000 人に対する
介護老人福祉施設と介護老人保健施設の定員の割合は、大阪府内でみると高くない(保育園の場合は大阪
府内の自治体で 1000 人当たり平均 332 人、豊中市 223 人(下から 2 番目)、高齢者福祉施設の場合は大阪
府内の自治体で 1000 人当たり 113 人、豊中市 109 人)。働きたい意思があっても認可保育園に預けるこ
とができない場合、あるいはやむを得ず、無認可の保育園に預けている世帯の幸福度は下がることが考
えられる。高齢者福祉施設についても同様である。
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4.スケジュール
4-6 月

7-9 月

10-12 月

1-3 月

研究計画の検討

アンケートの作成

アンケートの分析

研究報告書の作成・

アンケートの作成

アンケートの実施

発行

(8 月下旬予定)
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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の活性化を図るためには、どのような取り組み
が求められるのか。ソフト面のアプローチを重視しつつ、活性化に向けた方策を
検討する。
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・分析を中心とした調査研究を進め、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・補完しつつ、より具体的な活性
化策の提案へと結びつけることにしたい。

２．昨年度の調査研究の主な結果
・南部地域は昭和 45 年（1970 年）ごろから長期にわたる人口流出傾向にあり、近年も 30 代の子育て世
帯を中心とした転出傾向が続く。少子高齢化が顕著であり、30～40 代の単身者の割合も他地域に比べ
高い。
図表 1 庄内地域人口推移

図表 2 南部地域社会動態（H23～27 年度）

（人）

人口

100,000
86,280

89,859

世帯数

79,947

80,000

68,048

60,000

2,500

転入
転出
社会動態

2,000
63,990

58,956
52,435

51,052

（人）

1,500
1,000

資料：豊中市（1997）
『庄内まちづくりのあ
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100歳以上

90～94歳

85～89歳

80～84歳

75～79歳

70～74歳

65～69歳

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

35～39歳

30～34歳

-500

0

25～29歳

5,080

0

20～24歳

3,440

14,114

500

15～19歳

14,896

24,946 24,418 23,326
21,837

5～9歳

20,000

30,528 28,838

10～14歳

27,514

21,405

0～4歳

40,000

資料：住民基本台帳（各年度末）

らまし』
・南部地域の 20 代後半の居住者は、地域に関する各種の評価（居住意向、地域環境の評価、地域への愛
着、地元店舗の利用志向、地域内で子育てをする志向、など）がネガティブなものとなる。地域とギャ
ップがある人が 30 代にかけて実際に地域外へと転出していると考えられる。
・南部地域の若い世代は他地域に比べると地域での定住志向が弱く、移動志向が強い。定住志向を強める
ためには、教育環境やまちなみの改善が相対的に期待できる。特に 20 代後半では教育環境の評価と居
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住意向の相関が強い。
・南部の若い世代は、ひとりでの行動と文化系の趣味を好むライフスタイルの人が他地域に比べ多い。そ
のようなライフスタイルの人たちは経済不安が強く、地域での定住を相対的に強く志向する傾向にも
ある。
・大阪音楽大学の学生と地域との間にはギャップがあり、学生は庄内駅周辺の店舗をあまり利用してい
ない。また、多くは治安への不安などネガティブな地域イメージを抱いている。
・他方で、地域の「レトロ」な雰囲気やおいしい飲食店の存在には学生もポジティブな感覚を抱いており、
これらは地域と学生との間で共有できるイメージではないかと考えられる。

３．本年度の調査研究の内容
昨年度の結果を修正・補完し、より具体的な方策の提案へと結びつけるために、以下のような調査研究
を行うことにしたい。
（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が庄内駅周辺の店舗とあまり接点がないこと
がわかった。そこで、実際の庄内駅周辺の経路の観察と学生へのインタビューから、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 1 庄内駅周辺の空間の利用実態の観察
：観察経路法 1による駅周辺の街路の通行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
：事前に設定したルートを時間帯ごとに歩きながら往来者を観察。目視によりおおまかな年
齢層（18 歳未満／18～60 歳未満（／うち学生）／60 歳以上）
、性別、行動を記録
：平日の 2 時点（開講期間と夏季休暇期間）で調査
・調査 2 音大生に対するインタビュー調査
：音大生（10 人程度を想定）への半構造化インタビューにより、駅周辺空間での行動、地域
や消費に対する意識を分析
：質問項目は、駅周辺の店舗等の利用状況、大学帰りの行動、消費や遊びの選好、地域イメー
ジ、など

1

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
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）。
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（２）南部の若い世代の地域・教育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、地域やその教育環境に対す
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や「良い教育環境」についてのイメージの傾向と、
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 1 地域イメージの計量テキスト分析 2
：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
・調査 2 教育環境イメージの計量テキスト分析
：昨年度の質問紙調査で収集した「良い教育環境」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教育環境イメージを分析。また、居住意向と教育環境イメージの関
連を分析

（３）南部居住者の生活と地域の関連の分析
・目的 昨年度はアンケート調査を実施し、南部地域の若い世代の意識や行動を分析した。本年度
は、フィールドワークを通じて南部に居住する 20～40 代に対し聞き取りを行い、居住者
の地域での具体的な生活構造の把握を試みる。過去から現在にいたる地域の変化や、各居
住者から見える地域の多様性もふまえて分析し、昨年度研究の結果も再解釈しながら今
後の地域活性化に結びつく契機について考察する。
・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 3を実施
：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
で探索する。性別、世帯構成（単身／子育て世帯）
、来歴（地元出身／転入）
、南部内の地区
などのバランスを考慮
：インタビュー項目は、南部に居住するまでの来歴、過去の地域の状況とその変化、現在の普
段の生活と地域との接点、近隣付き合い・地域組織・行事などでの地域とのつながり、現在
の南部地域の印象、今後の生活と居住意向、など

2

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。
3 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「フィールドワーク」
『質的社会調査の方法』有斐閣、p.53）
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４．スケジュール
4～7 月

7～9 月

・研究計画の作成

・研究計画の見直し

・計量テキスト分析

・インタビュー調査（居

・観察調査（予備調査、
経路等検討）

10～11 月

12～3 月

・インタビュー調査（居
住者、学生）

住者）

・観察調査（2 回目）

・観察調査（1 回目）
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・報告書執筆・発行

資料 5
機関誌「TOYONAKA ビジョン 22 vol.21」について
１．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。

２．平成 29 年度機関誌の企画
（１）編集アドバイザー（監修予定）：赤尾勝己教授（関西大学文学部総合人文学科）
（２）内容
１）特集
子ども・若者の学びと育ちを支える
子どもの 6 人に 1 人、ひとり親家庭の場合には 2 人に 1 人が相対的貧困の状態
にあるとされるなど、
「子どもの貧困」が社会問題となっている。また、外国にル
ーツのある子どもや発達障害の子どもなど、特別な支援が必要な子どもも増加し
ている。このような社会的不利を抱える子どもたちが自己肯定感を育み、平等なラ
イフチャンスのもとで育つためには、幼少期からの良質な学びと育ちの場・機会が
すべての子どもに、個々の特性にあわせつつ担保される必要がある。
また、従来の「学校から仕事へ」というレールの自明性が薄らぐなかで、いわゆ
るニートや引きこもりの問題にみられるように、就労に困難を抱え社会的に孤立
する若者が増えているとされる。就労支援や居場所支援などをはじめとした、若者
背
景

の学び直しの場・機会の提供にも注目が集まりつつある。
子どもや若者に対する適切な学びや育ちの場・機会の提供は、一方では、個人の
生活とその履歴を支えるものである。しかし、子どもの貧困や若者の就労困難とい
った問題を放置することは、将来的な税収減や社会保障費の増大にもつながり得
る。子どもや若者の学びと育ちを支えることは、持続可能な社会に向けた社会政策
の一環として取り組まれる必要もあると言えるだろう。
では、そのようななかで、自治体はどのような政策を展開していく必要があるの
だろうか。教育と福祉の連携や、学校・家庭・地域の連携、外国ルーツや障害のあ
る子ども・若者の支援、若者の学び直しなど、子ども・若者をさまざまな側面から
支えるための方策について論じていただく。

テ
ー
マ
候
補
（
仮
題
）

子どもの貧困と教育支援
子どもの学びと育ちを支える学校と地域の連携
障害のある子どもの学びと育ちを支える
外国ルーツの子どもの学びと育ちを支える
生きづらさを抱える若者の「支援」のあり方

２）トピックス

企業による地域学習の取り組み
学校や地域だけではなく、民間事業者もまた子どもの学びや育ちを支える重
背
景

要なアクターである。近年は、学習塾のような形態にとどまらず、学童保育や
環境教育などへの参入もみられる。民間事業者を主体とした、地域学習の取り
組みを紹介してもらう。

テ
ー
マ
候
補

事業者へのインタビュー記事（2～3 本）
学童保育、環境教育、などに取り組む事業者

３.編集スケジュール
7～8 月

11 月
原稿締切り

執筆依頼

※11 月 24 日頃

12～1 月

2月

3月

校正作業

印刷製本

発行

［参考］過去５年の特集とトピックス
特集

トピックス

2016 年度

地域公共人材

地域の人材づくり

2015 年度

これからの産官学の連携

豊中市内の大学の地域連携

2014 年度

2013 年度

2012 年度

都市の更新とこれからのまちなか政
策
都市のブランド戦略
地方政府間の広域連携における課題
や方策

豊中に住むということ
様々な主体による活力・魅力向上の
取り組み
海外における広域連携の現在

資料 6
とよなか地域創生塾の概要
１. 目的
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です。
修了した人が地域の魅力づくりや課題解決に取り組むことで、地域の未来を創造していくこと
をめざします。

２. とよなか地域創生塾 創設の経緯
平成 27 年度

担当課：教育委員会生涯学習課

豊中市の地域課題を実践する人材育成を目的とした「（仮称）とよなか大学院」の開校に向けた
検討開始
・庁内委員による検討会議およびワーキンググループ会議を開催（5 回）
・市民対象のワークショップ開催（2 回）
平成 28 年度

担当課：教育委員会生涯学習課

「（仮称）とよなか大学院」の開校に向けた事業の実施
・平成 29 年度の開校に向けたカリキュラム作成とプレ事業の企画・運営を委託
（委託先：有限会社協働研究所）
・庁内委員による検討会議を開催（2 回）
8 月～10 月

「
（仮称）とよなか大学院」の開設に向けた公開研究会の実施（5 回）
・地域の課題を学ぶための講演会
・カリキュラム案やプレ事業・開設記念事業の案の検討と意見交換会

平成 29 年
1 月 28 日(土)
2 月 22 日(水)

プレ事業「ワークショップ：豊中がもし 100 人の村だったら」
講師：とよなか ESD ネットワークの皆さん
開設記念事業「地域の活性化を担う次世代人材の育成」
・劇作家・演出家の平田オリザさんを招き、基調講演と市長との対談を実施
・
「
（仮称）とよなか大学院」改め正式名称「とよなか地域創生塾」を公表

3 月 11 日(土)

プレ事業「地域課題解決のための企画書作成セミナー」
講師：コミュニティサポートセンター神戸 事務局長・飛田 敦子さん

平成 29 年度
平成 29 年 4 月

担当課：政策企画部とよなか都市創造研究所
・塾生募集説明会の実施
・平成 29 年度のとよなか地域創生塾の企画・運営と平成 30 年度のカリキュ
ラムの作成を有限会社協働研究所に委託

4 月 19 日～27 日 とよなか地域創生塾参加申込受付
5 月 13 日(土)

とよなか地域創生塾 開校

委託事業者、市関係部局および運営協力者による運営会議を開き、事業の運営について協議
（月 1 回）
1

３. 塾生の募集
（１）募集説明会の実施（51 名参加）
①4 月 19 日（水）19 時～20 時 30 分 参加者数：23 人
②4 月 22 日（土）14 時～15 時 30 分 参加者数：23 人
※ 募集説明会への参加を入塾申込みの条件としたため、上記の日程に参加できなかった人に
は、個別に説明会を実施。5 人参加。
（２）募集期間：4 月 19 日（水）～4 月 27 日（木）
（３）募集人数：20 人。定員を超えた場合は抽選となる旨、募集説明会において説明。

４. 入塾申込み受付
（１）入塾申込み受付期間：4 月 19 日（水）の募集説明会後～4 月 27 日（木）
（２）申込者 25 人（抽選にはせず、全員受け入れ）
。
（３）応募者の内訳
市内在住者：19 人、市外在住者:6 人
男性：12 人、女性：13 人

５. 受講料
26,000 円（学生は半額の設定だったが、学生の応募はなし）
。合宿代は別途要。

６. 会場
とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ（豊中市玉井町 1－1－1 エトレ豊中 5 階）
※ 合宿及び実習は、別会場

７. 事業の運営
平成 29 年度のとよなか地域創生塾の企画・運営と平成 30 年度のカリキュラムの作成を民間
事業者（有限会社協働研究所）に委託。

８. カリキュラム
基礎編 4 回、企画編 5 回、実習編 4 回…塾生のみ
理論編 7 回…公開講座（無料）として実施。一般参加可（一般参加者はそのつど募集）。
※ 合宿を除き、原則土曜日の午後に開催
※ 全 20 回のうち、15 回以上参加した塾生には、修了書を発行。
※ カリキュラムの詳細は、別紙のとおり
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資料 6 別紙

2017 年 5 月 13 日改訂

※日程・内容は変更になる場合があります。

◆時間◆
＜基礎編、企画編、実習編＞
14 時〜17 時 ワークショップ等

※合宿（12 月 9 日〜10 日）は別日程

＜理論編（公開講座）＞
14 時〜16 時 講座・セミナー／16 時〜17 時 交流会（自由参加。参加費：300 円）

◆会場◆
とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ セミナー室１（阪急豊中駅西側エトレ豊中５階）
※実習会場および合宿会場は未定

※アイコンについて

１

5 月 13 日（土） 基

基 基礎編

2

開校式、オリエンテーション
コンセンサスゲーム等によりお互いを知り合いなが
ら、対話と合意形成について学びます。

公開
講座

企 企画編

実 実習編

理 理論編

5 月 27 日（土） 理
「協働のためのスキル
コミュニケーションデザイン入門」
「コミュニケーション論」について講義形式で学
びます。

講師：森本誠一さん
（大阪大学産学共創本部特任研究員）

3

6 月 10 日（土） 基
音楽創作ワークショップ

４

オーケストラ楽団員とともに、グループで一つの音楽
を作りあげていく体験をし、グループ作業することの
意義や個人の役割について学びます。

講師：野村誠さん（作曲家、ピアニスト、日本センチュリ
ー交響楽団コミュニティプログラムディレクター）、
日本センチュリー交響楽団の皆さん

5

7 月 8 日（土） 基

公開
講座

る視点を養います。また、コミュニケーションスキル

6
公開
講座

8

課題設定ワークショップ
問題認識、対応方法の確認、行動範囲の設定、実行計
画作成の一連の手法を学び、自らの課題を設定しま
す。

講師：安藤由香里さん（大阪大学大学院
国際公共政策研究科特任講師） 他

7 月 22 日（土） 理
「多文化共生とは何か？
〜難民・移民と共に生きるには〜」
「多文化共生」について講義形式で学びます。

国際公共政策研究科特任講師）

講師：とよなか ESD ネットワークの皆さん

7 月 29 日（土） 基

「社会関係資本（ソーシャルキャピタル）
」について
講義形式で学びます。

講師：安藤由香里さん（大阪大学大学院

として、傾聴の考え方を学びます。

7

「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：草郷孝好さん（関西大学社会学部教授）

地域の課題を考える＆傾聴プログラム
地域課題の具体例と実践事例から、地域課題を発見す

6 月 24 日（土） 理

公開
講座

8 月 26 日（土） 理
「貧困問題の解決には『お金』よりも大切
なことがある」
（仮題）
アマルティア・センの「潜在能力アプローチ」に
ついて講義形式で学びます。

講師：猪井博登さん
（大阪大学大学院工学研究科助教）

9

9 月 9 日（土） 企

10

計画づくりとグループづくり
事業計画の作成方法を学び、ワークショップにより企
画・実習のグループをつくります。

公開
講座

9 月 23 日（土） 理
「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」
「社会的排除と包摂」について講義形式で学びま
す。

講師：樋口麻里さん
（大阪大学大学院人間科学研究科助教）

11

10 月 14 日（土） 実
地域の拠点をつくる①リノベーション計画

12

空き家等を活用した活動拠点づくりに向けて、地域と
の関係づくりや継続するための仕組みなどを検討し、
改修等の計画を作成します。

講師：出町慎さん（SAJIHAUS 代表）、

「専門家の科学から市民の科学へ」

公開
講座

11 月 11 日（土） 実

「科学哲学・科学リテラシー」について講義形式で
学びます。

講師：平川秀幸さん

植地惇さん（関西大学佐治スタジオ室長）

13

10 月 28 日（土） 理

（大阪大学 CO デザインセンター教授）

14

11 月 25 日（土） 理

拠点づくりの計画に基づいて、空き家等の改修・改装

「地域から〝持続可能な社会″を構想する」
（仮題）
公開

作業を行います。

講座

地域の拠点をつくる②リノベーション実習

講師：除本理史さん
（大阪市立大学大学院経営学研究科教授）

講師：出町慎さん（SAJIHAUS 代表）、
植地惇さん（関西大学佐治スタジオ室長）

17

15・16

事業計画の内容や実習で検証したい事項について、グ

※合宿形式で行います。会場未定

ループごとに発表します。講師から助言を受け、事業

課題の設定と事業内容の検討

計画をブラッシュアップします。

地域課題解決の実践事例を学び、実習で取り組む事業
内容をグループで検討します。

講師：（塾生の希望を基に選定します）

18

課題の共有化と事業化＆傾聴プログラム

地域との関わりをつくりながら、各グループの事業計

討します。また、ロールプレイングにより傾聴の訓練

画に基づいて、拠点で実際に活動してみます。

を行います。

2 月 10 日（土） 実

1 月 27 日（土） 実
地域の拠点を活用する①

課題についてグループ内で合意形成し、事業内容を検

19

1 月 13 日（土） 企
中間プレゼンテーション

12 月 9 日（土）午後〜10 日（日） 企

合宿

「環境と経済」について講義形式で学びます。

20
2 月 24 日（土） 企

地域の拠点を活用する②

公開プレゼンテーション、修了式

各グループの活動成果や課題をまとめ、事前に設定し

つくりあげた事業計画を発表し、講評を受けます。ま

た検証項目に基づいて検証を行います。

た、一般の参加者と意見交換します。

※講師が無記入の回は、森本誠一さん（大阪大学産学共創本部特任研究員）および、
とよなか ESD ネットワークの皆さんがファシリテーターをつとめます。

