平成 29 年度 第 3 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 30 年（2018 年）2 月 18 日（日）
午後 2 時～
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 2 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（報告）
３） 平成 29 年度（2017 年度）とよなか地域創生塾について（報告）
４） 平成 30 年度（2018 年度）事業計画（案）について
５） その他
・平成 29 年度（2017 年度）機関誌について（報告）

３．閉会

（資料）
【資料１】 平成 29 年度第 2 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（報告）
【資料３】 平成 29 年度（2017 年度）とよなか地域創生塾（報告）
【資料４】 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 2 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) 10 月 25 日（水） 18 時 30 分～20 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

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 ： 0人

○開会

○案件（１）ふりかえり
資料：資料 1「平成 29 年度（2017 年度）第 1 回運営委員会議事要旨」
事務局から資料に基づき説明があった。説明内容は略。質疑応答なし。

○案件（４）とよなか地域創生塾について

（※議事進行の都合上、案件の順番を変更した）

資料：資料 4「とよなか地域創生塾の概要」
事務局から資料に基づき説明があった。
・委

員：所属するＮＰＯ法人とよなかＥＳＤネットワークが地域創生塾に協力している。塾
生はとても熱心に参加しており、前半は塾生同士が知り合うことを目標とした内
容だったが、フィールドワークが始まってから、創生塾を修了した後どうするか
というビジョンが見えてきたようである。塾生は 30 歳代から 40 歳代と比較的若
い人が多いので、今後市民活動に関わっていける人材が育つのではないか。

・委

員：関西大学佐治スタジオとは。

・事務局：丹波市にあるコミュニティ拠点で、関大の学生が地元住民と共に空き家を改修し、
地域の交流やまちづくりの拠点として活用している。
・委 員：今年は合宿で企画作りをするが、来年度合宿をオプションにしてしまうと企画はど
こで作るのか。リノベーションも来年度 2 日続けて行なうのは、どのようなアウト
プットを想定しているのか。
・事務局：宿泊できない塾生もいるので合宿はオプションとした。来年度は公開講座を 3 回減
らし、その分を企画づくりに回している。
リノベーションは今年も 2 回だったが、2 回では終わらないので、講座外で活動し

1

ている。
・委

員：2 月 24 日の公開プレゼンテーションは告知されるのか。

・事務局：広報やホームページで告知する。

○案件（２）平成 29 年度（2017 年度）調査研究について（中間報告）
資料：資料 2「平成 29 年度（2017 年度）調査研究（中間報告）
」
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」
・委 員：順位の読み取り方が分かりにくいので、報告書では分かりやすく説明がほしい。
年齢の分類が重複している。
・委 員：アンケートの結果はどういった方向性で分析していくのか。
・事務局：基本指標とアンケートの回答を掛け合わせて総合的に分析する。
・委

員：基本指標が上位だと市民は幸福であると仮定できるが、中核市で総合的に順位が高
い都市はどこか。

・事務局：総合的な順位付けはしていないが、印象としては、地方都市の方が「犯罪が少ない」
「持ち家が多い」などの指標は高くなる。一方で、人口増加率などの指標は低くな
っている。

≫「南部地域の活性化に向けた調査研究Ⅱ」
・委 員：インタビュー対象者の就業地はどこか。
・事務局：半分程度は地域内で、あとは大阪市や吹田市。
・委 員：インタビュー対象者を人の紹介で決めているが、地域の代表性があるのか。
・事務局：30 代 40 代の単身者、家族がいない人は人のネットワークが少ないので、紹介して
もらえなかった。サラリーマンも少なかった。
・委

員：豊中市は大阪市の衛星都市であり、サラリーマンにインタビューしていないのはど
うか。今回の対象者は、似たようなドメインの人ばかり集まったのでは。

・委 員：北部地域の住民は、交通の便が良いため遠距離通勤している人も多い。地域内や隣
接市で就業している人が多いこと自体が、庄内の地域性とも言える。
・事務局：インタビューの対象者はもう決まっており、今後増やす予定はない。インタビュー
できなかった属性の方は、昨年度のアンケートで補足する。インタビュー対象者に
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偏りがあったことは、報告書でも明記しておく。
・委 員：図表４のカテゴリー１の中に「ない」という特徴語があるが、これは何がないのか。
・事務局：いろいろなものが「ない」
、店が無い、電車が無い、など。
・委 員：分析方針で、
「なぜ南部に住み続けるか」
「なぜ南部から出ていくか」はあるのに「な
ぜ南部に入ってくるか」はないのはなぜか。
・事務局：確かに必要なので、その観点も含めて分析していく。
・委 員：インタビュー項目で、社会関係を聞いているが、概略的でよいので回答を教えてほ
しい。
・事務局：いくつかのタイプがあった。地域のつながりが多い人、少ない人。多い人では、そ
の内容は学校の同級生、自治会、祭りのつながりといったタイプがある。
・委 員：地域のつながりには、古くからの人間関係が多い感じだが、新しい人間関係はない
のか。
・事務局：新しいものでは、転入者のＰＴＡでのつながり、シングルマザーでは学校行事には
参加しにくいが、子どもの部活を通じたつながりなどがあった。音大の卒業生では、
大学時代の友人から派生して、音楽関係で地域外とのつながりがある人もいた。
・委 員：自分の地元だと思うのは「庄内」か「豊中」か、という質問については、どのよう
な回答があったか。
・事務局：自分の地元は庄内だという感覚が多かった。豊中の北部と南部を対比させて語る場
面が多く、北と南を一緒にした豊中を自分の地元と思うケースは少なかった。
・委 員：文化的背景は聞いたか。外国籍の方は。
・事務局：プライバシーなので詳しくは聞けないが、子どもの頃の経済状況はどうでしたかと
か、今の暮らし向きは、といった漠然とした聞き方をした。
インタビュー対象の中では、在日コリアンの方が一人、ニューカマーの方が複数人
いる。

○案件（３）平成 29 年度（2017 年度）機関誌について
資料：資料 3「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：トピックスの中の Kippo の内容は。
・事務局：株式会社ライフデザイン阪急阪神が運営する学童保育で、豊中店は駅改札口を出て
すぐの場所にあり、他に、西宮北口店、池田店がある。
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・委 員：民間なので費用はかかるが、沿線の人を呼び込むにはいい。
・委 員：パナホームについて、なぜ企業がＥＳＤに取り組むのか。
・委 員：ＥＳＤは持続可能な開発のための教育という意味。環境に関しては、個人では限界
があるので、企業が大きければ大きいほど関わることに意味がある。大規模開発に
関わる会社が率先して環境を考える活動をすることは、社会に対する発言力もあり、
現実的な取り組みである。
・委 員：資本の論理との相克、利益を犠牲にしてまで活動するかという点については。
・委 員：人権の考え方でもある。住宅会社はまず人の住環境を整備するが、それが自然環境
の破壊につながり、巡り巡っては人の住環境を破壊することになる。環境を守ると
いうことは、結局人権を守ることにつながる。資本という点で考えても、人の生活
を守りながら開発しないと、風評被害も含めて結局は企業も成り立たなくなる。
・委 員：最近はＳＤＧｓ（エスディージーズ。持続可能な開発目標）をモニタリング指標と
して掲げる企業もある。

○案件（５）平成 30 年度（2018 年度）事業計画について（案）
資料：資料 5「平成 30 年度（2018 年度）事業計画（案）
」
事務局から資料に基づき説明があった。以下、主な質疑応答をまとめる。
・委

員：大学と共同研究をすればいいと思う。千里金蘭大や阪大もあり、一緒にやりたい先
生もいるのでは。

・委

員：地域自治組織は重要だが、研究対象として難しく、アンケートだけでは把握できな
い。参与観察も必要であり、研究期間 1 年では難しいのでは。方法は。

・事務局：研究の背景としては、地域創生塾の卒業生の受け皿として地域自治組織が必要にな
るかと考えてテーマ設定した。具体的な研究方法は、コミュニティ政策課とも相談
し、可能ならば参与観察、少なくともヒアリングなどを行っていく。
・委

員：豊中市に地域自治組織はあるのか。

・事務局：今自治組織は 7 つある。研究員の参与観察は難しくても、市職員が地域担当職員と
して各組織に関わっており、次世代が育ちにくいなどの課題を一緒に考えている。
自治組織の今後の着地点をどうしたらいいか、研究の中で検討できればいいと思う。
・委

員：今、若者と地域自治組織をつなぐという豊中市のモデル事業を自分の所属する団体
が受託している。北丘地域がモデルになっている。大阪ＮＰＯセンターが地域担当
職員への研修などもやっているので、連携をとってみるといい。
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・委 員：豊中市には小学校区が 41 あり、今自治組織が 7 つ立ち上がっている。準備ができ
ているところから始めるというのはいいことだと思う。自治体によっては一斉に導
入しようとするところもあり、市側の思惑と住民の負担感など両者に乖離が見られ
る。そのあたりも汲み取っていってほしい。
・委 員：壮年期の単身世帯の研究について、その意図を説明してほしい。また、単身者の生
活のどのような側面に焦点を当てるのか。
・事務局：高齢期になって生活困窮になる方は、高齢期になって急に困窮するのではなく、そ
れまでの累積の結果であると考える。高齢単身者については様々な研究もされてい
るが、壮年期についてはまだ不明な部分も多く、まずは実態を知るのが目的である。
焦点を当てるのは、健康、食生活、社会関係、家族、結婚、仕事、住居、備蓄、な
ど。
・委 員：研究方法はアンケートやインタビューと思うが、どうやって対象者を選ぶのか。壮
年期で単身であることはネガティブに捉えられがちで、自分が対象に選ばれたとい
うことで答えにくい側面もある。
単身者にも様々なパターンがあり、まずそれを整理して、必ずしもリスクを抱えた
人ばかりではない、という進め方ではないとバイアスがかかってしまう。

○案件（６）その他
≫事務連絡
・次回第 3 回運営委員会は、1 月中旬から 2 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
「豊中市民の生活の質に関する調査研究」の構成
1.はじめに
1-1.生活の質研究、主観的厚生に関する研究とは
1-2.なぜ主観的厚生に注目するのか
1-3.主観的厚生をどのように把握すべきか
1-4.主観的厚生をどう分析するのか
1.5.主観的厚生の向上を政策目的とするべきか
1-6.先行研究は何を明らかにしてきたのか
2.豊中市の生活の質について
2-1.基本指標
2-2.子どもの生活の質
2-3.壮年期における生活の質
2.4.老年期における生活の質
2.5.豊中市の生活の質の分析
3.豊中市民の生活の質について
3-1.調査の概要
3-2.所得の格差は主観的厚生を損ねるのか
3-3.子ども時代の貧困はその後の人生の主観的厚生に影響を及ぼすのか
3-4.生活習慣が主観的厚生に与える影響について
3-5.パーソナリティーの分析
4.おわりに
4-1.各章のまとめ
4.2-研究成果をどう活用するか

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。
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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。

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.アンケート調査の分析
（1）属性
①性別：男性 1,075 名（37.8％）
、女性 1,756 名（61.7％）
、その他・不明 16 名（0.6％）
②年齢
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図表 1 回答者の性別と年齢
男性
女性
合計

合計
18-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-74歳 75歳以上 不明
1075
181
89
162
141
202
124
118
11
47
1756
155
253
297
185
232
276
92
245
21
500
2,838
438
394
310
418
244
363
32
139

（2）収入（等価可処分所得と高齢者の所得）
①現役世代の所得
18-59 歳までの等価可処分所得(1,242 世帯)に基づく困窮度は表のとおりである。分類は、
中央値以上、困窮度Ⅲ(中央値の 60％のライン)、困窮度Ⅱ(中央値の 50％のライン)、困窮度
Ⅰ(中央値 50%未満)。平均値は 395 万円、中央値は 300 万円であった。中央値以上の人数が
多いのは、中央値の 300 万円の世帯が 224 世帯あったため、中央値以上の割合が多い。国の
定める基準では相対的貧困率は 19.0％であった 1。
図表 2 18-59 歳までの可処分所得に基づく困窮度の度合い

困窮度分類
中央値以上
困窮度Ⅲ
困窮度Ⅱ
困窮度Ⅰ

人数

％
823
28
154
237

66.2
2.2
12.3
19.0

②高齢者の所得
収入がゼロや低収入(無年金や低年金)の回答もあり、困窮度Ⅰのクラスにいる世帯の家計
は苦しいものと思われる。
図表 3 60 歳以上高齢者世帯収入 100 万未満の世帯

収入なし
独身（離死別含む）
（395世帯
夫婦のみの世帯
（521世帯）
その他高齢者のい
る世帯（105世帯）

収入100万円未満

24世帯

126世帯

26世帯

7世帯

26世帯

1世帯

1

公立大学法人大阪府立大学(2017)『豊中市子どもの生活に関する基礎調査』では、中央値
332 万円、相対的貧困率は 17.0%だった。
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（3）幸福度 図表 4 男性と女性の幸福度

男性の幸福度平均値 6.37

女性の幸福度平均値 6.91

図表 5 年代別の幸福度
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（4）所得の格差は主観的厚生を損ねるのか
図表 6 幸福度と年収（本人の収入）

幸福度0～3
収入100万円未満
76人（3.0%）
年収100～600万円未満 75人（3.0%）
年収600万円以上
12人（0.4%）

n=2,482
幸福度4～6 幸福度7～10
277人（11.1%） 502人（20.2%）
482人（19.4%） 772人（31.1%）
68人（2.7%） 218人（8.7%）

幸福感など主観的厚生は、自らの所得の絶対的な水準だけでなく、自分と社会経済的属性
が似ている他人の所得との相対的関係によって左右される。
相対的関係を明らかにするために、年齢（20-29 歳、30-39 歳、40-49 歳、50-59 歳、60 歳
以上）
、学歴（高校卒業まで、専修学校・各種学校・短期大学、大学以上）
、雇用形態（正規
雇用、非正規雇用、無職）の 5×3×3 の 45 の準拠集団を作り、その準拠集団の平均所得と
自らの所得の差を相対所得として用い分析を行う。
図表 7 相対的所得は幸福感をどこまで左右するか

全体

男性

女性

本人の所得
世帯の所得
係数
標準誤差 係数
標準誤差
自らの所得 0.049⁺
0.005
0.062⁺
0.003
poorer
-0.1088⁺
0.015
-0.1662⁺
0.023
richer
0.092⁺
0.010
0.1729⁺
0.047
自らの所得 0.036⁺
0.080
0.003⁺
0.064
poorer
-0.198⁺
0.040
-0.201⁺
0.042
richer
0.087⁺
0.007
0.097⁺
0.068
自らの所得 0.023⁺
0.041
0.026⁺
0.023
poorer
-0.173⁺
0.021
-0.166⁺
0.023
richer
0.170⁺
0.012
0.197⁺
0.045
（注）ロジット回帰式の推計結果。被説明変数は、11段階
の幸福感で、0-5の幸福感を0、6-10の幸福感を1とする。
世帯所得、相対所得ともに対数値の差。⁺は1％以下の水
準で有意である。

図表 7 からわかること
自らの所得を平均値を上回るか下回る場合で分けないケース（自らの所得）を見ると、そ
の係数はプラスで有意となっており、自らの所得および世帯所得がそれぞれ幸福感と統計的
にみて有意な関係にあると言える（全体、男女ともに）
。また、自らの所得が平均を下回って
いれば幸福感にマイナス、上回っていれば幸福感にプラスの影響を与えている。例えば、本
人の所得と世帯の所得ともに所得が増えれば、幸福度もまた上昇する(自らの所得)。
女性で世帯の所得が平均よりも上回っている場合、
幸福と回答する可能性は 19.7%上昇する。
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同様に健康感についても行う。対象者は 60 歳以上の高齢者 572 名。準拠集団は年齢（60-69
歳、70-74 歳、75 歳以上）
、学歴（幸福度と同様）、雇用形態（幸福度と同様）の 3×3×3 の
27 の準拠集団を作り、その集団の平均所得と自らの所得の差を相対的所得として用いる。
図表 8 相対的所得は健康感をどこまで左右するのか

全体

男性

女性

本人の所得
世帯の所得
係数
標準誤差 係数
標準誤差
自らの所得
0.001
0.050
0.006
0.039
poorer
-0.134⁺
0.012
-0.131⁺
0.021
richer
0.072
0.038
0.119
0.077
自らの所得
0.03
0.068
0.017
0.056
poorer
-0.179⁺
0.047
-0.151⁺
0.067
richer
0.520
0.360
0.478
0.254
自らの所得
-0.082
0.051
0.041
0.022
poorer
-0.181⁺
0.017
-0.148⁺
0.012
richer
0.087
0.640
0.067
0.035
（注）順序ロジット回帰式の推計結果。被説明変数は、3段
階の健康感。世帯所得、相対所得ともに対数値の差。⁺は
1％以下の水準で有意である。

図表 8 からわかること
全体、男性、女性で自らの所得と世帯の所得が平均を下回ると健康感にマイナスの影響を
与えている。例えば、男性で本人の所得が平均所得よりも少ない場合、健康と回答する可能
性が 17.9%減少する。

（5）所得格差の認識と主観的厚生は関係があるのか
所得格差と幸福感・健康感の相関関係は見せかけである可能性もある。そのため、本人の
パーソナリティーの影響も取り除きながら分析を行う。
図表 9 所得格差の認識と主観的厚生の関係は見せかけか

モデル 説明変数に加える要因
Ⅰ：基本属性（性別、年齢、学歴、結婚）
Ⅱ：Ⅰ+パーソナリティ
Ⅲ：Ⅱ+世帯所得
Ⅳ：Ⅲ+5年前と比較して今の暮らしはよく
なっているか
Ⅴ：Ⅳ+現在の生活の水準

幸せではない
OR
(95%CI)
1.73 （1.61-1.84）
1.69 (1.57-1.80)
1.64 (1.52-1.75)
1.64 (1.52-1.75)
1.61 (1.49-1.71)
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健康ではない
OR
(95%CI)
1.32 (1.19-1.45)
1.29 (1.17-1.41)
1.24 (1.12-1.35)
1.22 (1.10-1.34)
1.12 (1.01-1.22)

所得格差が拡大していると認識している人たちが、自分が不幸せまたは健康ではないと感
じる度合い（オッズ比）は、それぞれ 1.73 倍、1.32 倍であった。パーソナリティーの要素や
世帯所得といった変数を除去した結果、オッズ比は低下した。しかし、いまだ 1.61 倍、1.12
倍というオッズ比が残るため、相対的所得によって幸福感や健康感が変化することが明らか
になった。
所得や生活環境が不利な立場にいる人ほど、
主観的厚生は低くなる傾向にあるが、同様に、
所得格差に関しても、所得格差の認識を持っている人ほど敏感になる傾向にあることがわか
る。

（6）子ども時代の貧困はその後の人生にどのような影響を及ぼすか

子ども時代に貧困だと大人になってからの経済状況などにどのような影響を及ぼすかの分
析を行う。この分析で注目する子ども時代の貧困は、
「子ども時代の生活水準」について、11
段階で回答してもらった。
次に、大人になってからの主観的厚生は、幸福感と健康感に注目する。幸福感については、
毎日の生活の中でどの程度幸福を感じているか 11 段階で回答してもらった。
また、健康感については、どの程度健康だと感じているか 3 段階で回答してもらった。子
ども時代の貧困と大人になってからの主観的厚生を媒介する要因の候補として、世帯所得、
学歴、勤労形態、年齢、家族の有無を考える。
まず、サンプル全体で、調査時点で幸せでない（0～3 に回答）、健康でない（3 に回答）と
感じている人の比率は、それぞれ 6.7%、21.3%となっている。子ども時代に貧困を経験した
（0~3 に回答）人の割合は 24.5%となっているが、このうち調査時点で幸せでない人、健康
ではない人の比率は 32.9%、26.2%となっている。つまり、子ども時代に貧困を経験した人
のほうが、大人になってからの主観的厚生の度合いが低くなっている。
回帰分析の結果についてみていく。まず、年齢や現在の家族構成など、個人の属性の影響
だけを取り除くと、子ども時代に貧困を経験した人は、そうでない人と比べて大人になって
から幸せでないと感じる確率が 9.1%ポイント高くなる(表モデルⅠ)。また、健康とは思わな
いと感じる確率は 6.6%ポイント高くなる(表モデルⅡ)。
それでは、世帯所得などの社会経済的属性を加えるとどうなるのか。幸福感に関しては、
9.1%ポイントから 4.6%ポイントへと低下する(表モデルⅠ)。その一方で、健康感については、
6.6%ポイントから 5.5%ポイントに低下したが、幸福感ほどの改善は見られなかった(表モデ
ルⅡ)。表のモデルⅡで有意だったのが、世帯所得であったが、子ども時代生活水準が低かっ
た人が大人になってから人並み以上の生活水準を確保したとしても、子ども時代の生活水準
の低さがいまだにその人の幸福感や健康感に影響を与えていることが推測できる。
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図表 10 子ども時代の貧困は大人になってから幸福度を左右するか

モデルⅠ
子ども時代の生活水準 0.091(0.027)⁺⁺⁺
年齢
-0.111(0.025)⁺⁺⁺
家族の有無
0.808(0.105)⁺⁺⁺
世帯所得
学歴
勤務形態

モデルⅡ
0.046(0.023)⁺⁺⁺
-0.180(0.044)⁺⁺⁺
0.569(0.161)⁺⁺⁺
0.175(0.028)⁺⁺⁺
0.058(0.129)
-0.079(0.128)

(注)非常に幸福であれば10、非常に不幸であれば0とする
変数を被説明変数とするプロビット回帰式の推計結果の
限界効果を表記したもの。( )内の数字は標準誤差。
⁺⁺⁺p<0.001

図表 11 子ども時代の貧困は大人になってからの健康感を左右するか

モデルⅠ
子ども時代の生活水準 0.066(0.019)⁺⁺⁺
年齢
-0.255(0.050)⁺⁺⁺
家族の有無
0.271(0.571)
世帯所得
学歴
勤務形態

モデルⅡ
0.055(0.025)⁺⁺
-0.225(0.050)
0.246(0.572)
0.65(0.025)⁺⁺
-0.001(0.003)
-0.00(0.004)

(注)健康であれば2、健康とも不健康ともいえないであれば1、
不健康であれば0とする変数を被説明変数とするプロビット回
帰式の推計結果の限界効果を表記したもの。( )内の数字は
標準誤差。
⁺⁺⁺p<0.001、⁺⁺p<0.01

どうすれば子育て世帯の幸福度を向上させることができるのか
図表 12 子育て世代の幸福度を上げる政策とは

健康
0.672（0.173）**
世帯収入
0.101（0.051）*
希望の施設への入所
0.596（0.284）*
（注）非常に幸福であれば10、非常に不幸であれば0とする変数を被
説明変数とするプロビット回帰式の推計結果の限界効果を表記した
もの。
**p<0.001、*p<0.05.
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（7）パーソナリティーの分析

各属性の特徴について
①男性と女性を比較すると、男性は誇りや充実感を持つことに幸福感を得ているが、ストレ
スや怒りの感情によって幸福感の減少が顕著である。その反面、女性は充実感で幸福感を得
ているのではなく、穏やかな生活や楽しさを持つことで幸福感を得ている。男性は仕事など
を通して充実感、幸福感を得ているが、そのストレスが大きくなればなるほど、幸福感を引
き下げていると考えられよう。女性については、アンケートの回答者に高齢者や専業主婦の
割合が大きかったため、穏やかで楽しくストレスのない生活に幸福感を得ていることが考え
られる。
②未婚者は既婚者と比べると、誇り、穏やか、思いやり、優しさ、楽しさの係数が低いため、
また、マイナスの感情の係数も既婚者と比べると高いため、あまり人生を楽しめていない傾
向にあると言えよう。離死別者と既婚者を比べると、プラスの感情全般で既婚者よりも離死
別者の係数が低い。配偶者と離婚または死別したことでこういった感情が幸福感と結びつい
ていないことが伺われる。
③全般的に、18-30 歳代の係数が低い。40 歳～59 歳、また 60 歳以上と比べて、プラスの感
情の係数が高くなく、恐怖以外のマイナスの感情もそのほかの世代と比べると高い。
④学歴についてみていく。全般的に、学歴が上がれば上がるほど、プラスの感情の係数が高
くなり、マイナスの感情の係数もよくなっている。高卒と専門・短大卒との間の係数に大き
な隔たりはないが、中学校卒と高校卒とでは大きな隔たりがあり、学歴の差がその後の人生
の幸福感に大きな影響を与えていることが伺われる。
⑤管理職と事務職・販売職・専門職を比較すると、管理職は誇りをもって思いやりと優しさ
を持ち、充実感を得ている傾向にある。その一方で、失望、恐怖、ストレス、怒り、嫉妬、
欲求不満の感情も他の職業よりも強く感じており、仕事や家庭などで充実しているが、その
一方でストレスなどを抱えていることが伺われる。サービス職はプラスの感情因子は全般的
に他の職種と比べて値が小さいが、楽しさは一番高い。仕事はきついが楽しんでいるといえ
る。現業職は誇りと充実感が一番高い値を示している。パートタイム、専業主婦（夫）
、無職
は穏やかの係数が高い。
⑥会社員と公務員・会社経営者を比べると、会社員はプラスの感情因子、マイナスの因子と
もに公務員・会社経営者と比べるとよくない。また、非正規雇用と比べると変わらない数字
である。非正規雇用も幸福度は高くないが、正規雇用の正社員もなかなか幸福感を感じにく
い環境にあるともいえる。
⑦収入なし・収入 100 万円未満と 100～400 万円未満と比較すると、年収なし・収入 100 万
円未満の人の係数が高い。これは、収入なし・収入 100 万円未満のひとのなかに専業主婦が
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多く、収入が幸福感に反映されず、反対に 100～400 万円未満の場合は、ワーキングプア層
が入り、彼らの幸福度が高くないため、この層の幸福感を引き下げていると考えられる。ま
た、収入 600～800 万円未満と 800 万円以上を比較すると、800 万円以上の係数が低い。こ
れは年収が増えると幸福度を改善させるが、一定程度を超えると年収が幸福度に対してそれ
ほど大きな影響を与えていないということを意味する。
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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

昨年度と今年度の調査研究の関係
昨年度の主な結果

学生調査

若い世代
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

主な問い

今年度の調査

・駅周辺の空間を学生はどのように ・学生の駅周辺での滞留に関する
利用しているのか
観察調査

・自由記述データを用いた地域イ
・居住意向と地域のイメージにはど
メージと居住意向の関連についての
・南部の若い世代は、特に20歳代
のような関連があるのか
分析
後半で移動志向が強くなる
・南部の若い世代は、地域に対す
る評価がネガティブ（特に、治安、 ・居住者はどのような生活の中で居 ・フィールドワークを通じた20～40
住地選択、地域環境の評価、活 歳代の地域居住者へのインタ
教育環境、など）
動を行っているのか
ビュー調査

２．調査研究の結果
（１）庄内駅周辺の空間における大阪音大の学生の滞留状況の分析
・目的

昨年度の調査からは、大阪音大の学生は庄内駅周辺であまり消費をしていないことがうかがわ
れた。そこで、実際の庄内駅周辺の経路の観察から、庄内駅周辺の空間の学生の利用状況やその
背景についてより詳細に分析する
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・方法 庄内駅周辺の空間の利用実態の観察
：観察経路法 2による駅周辺の
往来者の行動観察により、音

図表 2

観察経路

大生の庄内駅周辺での滞留
状況を分析
：ゲール（2014） 3などの都市

大阪
音大

研究に基づくならば、特定の
都市空間が活気にあふれる

③

ためには、そこを多くの人が
⑧

通過するだけでは十分では
ない。その場に留まり任意の

④

②

活動をする（滞留する）人び

⑨
⑦

庄内駅

との存在が一定必要である 4

⑤

：事前に予備調査を行った上
①

で、片道約 30 分（およそ 1.6
㎞）の観察経路（図表 2）を

始点／終点

設定。10 時～11 時、12 時～

⑥

13 時、14 時～15 時、16 時
～17 時の時間帯ごとに、約 1 時間かけて徒歩で往復
：ルートを歩きながら往来者 5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 6
：観察日は平成 29 年（2017 年）10 月 5 日（木）と 11 月 15 日（水） 7の 2 日間。

2

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）
。
3 ヤン・ゲール、2014、北原理雄訳『人間の街』鹿島出版会
4 「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）
5 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。
6 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、目視によるカウントでも問題ないと判断した。
7 10 月 5 日の天気は曇り、気温は 23.4℃、11 月 15 日の天気は晴れ、記憶は 16.3℃（気温はいずれも 1
4 時時点） 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/stats/etrn/index.php）
。
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・結果
：観察された行動を 2 つに分類

図表 3

移動…「歩く」「自転車に乗
る」
（駐輪作業を含む）
滞留…「立つ」
「座る」
「買う」
「立ち話をする」「た
ばこを吸う」「携帯電
話などを操作する」
：全体で 3,937 人の往来者（全ル
ート・全時間帯・2 日間）
。うち、

属性別の行動の比較
0%

20%

40%

子ども
（n=234）

60%

80%

100%
9.0

91.0

学生
（n=365）

95.9

4.1

青年・壮年
（n=1,949）

86.4

13.6

高齢者
（n=1,389）

85.5

14.5

計

87.2

12.8

学生は約 1 割（365 人）
：他の属性に比べて学生の駅周

移動

辺での滞留は確かに少ない（図

滞留

表 3）
：加えて、庄内駅の東側に行く学

図表 4

ルート別の属性の比較

生は少ない（図表 4）
。

0%

20%

40%

60%

80%

100%

：ただし、学生の往来が多い西側
ルートに限ると、属性による滞

西側（n=1,907）

6.5

留の発生の差は小さい
（図表 5）

17.5

48.2

27.8

1.6
東側（n=2,030） 5.4

50.7

42.3

・考察
：学生の庄内駅周辺での滞留行

計（n=3,937）

5.9 9.3

49.5

35.3

動は少なく、多くの学生にとっ
子ども

てもっぱら移動のための空間

青年・壮年

学生

高齢者

：ただし、学生の滞留の少なさ
は、学生の特性によるというよ
りも、特に駅西側の空間の特性
によるものと考えらえる

図表 5
（％）

100.0

：駅西側の空間に滞留を起こす

80.0

路面上の工夫を埋め込むとと

60.0

もに、学生を駅東側に呼び込む

40.0

ことが、交流人口としての学生

20.0

を庄内駅周辺の活性化に結び

0.0

つけるためには重要

西側ルートの属性別の行動の比較
西側ルート
5.6

4.5

9.1

3.6

6.6

94.4

95.5

90.9

96.4

93.4

子ども
（n=124）

学生
（n=333）

青年・壮年
（n=920）

高齢者
（n=530）

計
（n=1,907）

移動
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滞留

（２）地域イメージと居住意向の関連の分析
・目的 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イメージのあり方について考察する
・方法 地域イメージの計量テキスト分析 8
：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。南部地域の若い世代の地
域イメージと、居住意向と地域イメージの関連を分析

・結果
①地域別の特徴語
：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（図表 6）
→ 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 6

各地域の特徴語

④
②
⑤

①

③

8

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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②語の共起関係
：語と語の結びつき（共起関係）を分析し、各地

図表 7

域のイメージを析出（図表 7）
。南部地域の共

地域

生活利便性に関するイメージは各地域

北東部

中北部

・居住環境が良好な住宅街
・生活が便利／不便なまち
・子育て・教育環境の良いまち
・治安の良いまち
・道が狭いまち
・都会で田舎なまち

南部

・少子高齢化が進むまち
・生活が便利／不便なまち
・雑多なまち
・治安に課題があるまち
・古くて新しい、都会で田舎なまち

で共通。ただ、住宅都市としてのイメー
ジ、子育て・教育に関するイメージは北
東部・中北部では明瞭、南部では不明瞭
→

治安に関するイメージが、北東部・中
北部と南部では対称的。前者でポジティ
ブ、後者でネガティブになる傾向

→

いずれの地域でも生活の便利さ／不便
さ、新しさ／古さ、都会／田舎といった
両義的なイメージが抱かれている

図表 8

南部の共起ネットワーク図
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主なイメージ
・緑が豊富で静かなまち
・人の流入や建物の更新が進むまち
・生活が便利／不便なまち
・街並みが新しい／古いまち
・治安の良いまち
・子育て・教育環境の良いまち

起関係の詳細は図表 8 のとおり
→

各地域の主なイメージ

③地域イメージと居住意向の関係
：以上の結果をふまえて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
：その結果、有意な差（5％水準）が認められたのは「治安」と「人間関係」
（図表 9）
→ 定住志向の人ほど、地域のつながりやフレンドリーさなどのイメージを抱いている傾向
→ 移動志向の人ほど、治安の課題に関するイメージを抱いている傾向
：コード間の関係を分析すると、
「治安」と「人間関係」は「下町」と近いイメージを形成（図表 10）

・考察
：南部地域は相対的に独自の地域イメージを形成している
：南部地域における治安のイメージは、地域からの転出志向を刺激する要素になっている
：
「下町」イメージを媒介することで、治安に関するネガティブな地域イメージに、人びとのつながり
に関するポジティブな地域イメージを重ねていくことができるのではないか
図表 9

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）

図表 10

治安
14.6%
16.1%
26.7%
18.0%

高齢者
12.7%
16.1%
16.7%
14.8%

子ども
10.1%
8.9%
10.0%
9.7%

景観
14.6%
8.1%
10.0%
11.3%

コードの階層的クラスター分析
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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 南部地域に住む 20～40 歳代は、居住地選択、消費活動、地域つながり、地域環境の評価（子育
て・教育環境）をどのように行っているのか。居住者の生活構造とその変化についての分析を行
いながら、昨年度の質問紙調査の結果を補う
・方法 南部居住者に対するインタビュー調査
：20～40 代の居住者に、1 時間半から 2 時間程度の半構造化インタビューを実施（図表 11）
：対象者は南部地域でのフィールドワークを通じて募った（図表 12）
図表 11

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
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図表 12
性別
A

男性

インタビュー対象者
年齢

居住
履歴

家族
婚姻 子ども

30代

地元
定住

既婚

あり

未婚

なし

B

男性

40代

地元
定住

C

女性

40代

地元
定住

離別

あり

D

男性

40代

Uターン 既婚

あり

E

男性

30代

市内
定住

なし

未婚

F

男性

40代

Uターン 既婚

あり

G

女性

40代

転入

既婚

あり

H

男性

20代

転入

未婚

なし

I

女性

20代

Uターン 未婚

なし

仕事
被雇用

（非正規）

性別
J

女性

年齢

居住
履歴

家族
婚姻 子ども

20代

地元
定住

未婚

なし

未婚

なし

仕事
被雇用

（非正規）

K

女性

20代

地元
定住

L

男性

40代

地元
定住

既婚

あり

自営業

自由業

M

男性

40代

地元
定住

既婚

あり

自営業

自営業

N

男性

30代

地元
定住

既婚

あり

既婚

あり

自営業
自由業

自営業
被雇用

（正規）

自営業
主婦

（パート）

自由業
被雇用

（正規）

O

女性

20代

地元
定住

P

女性

20代

転入

未婚

なし

Q

女性

30代

転入

既婚

あり

R

女性

30代

転入

既婚

あり

被雇用

（非正規）

被雇用

（正規）

主婦

（専業）

主婦

（専業）

・主な結果と考察
①居住地選択について
Q．居住地選択に影響する地域の条件にはどのようなものがあるのか
：ライフコースとライフスタイルの別に、地域の引きつける力（引力）
、地域の押し出す力（斥力）を
析出（図表 13）
。地域からの転出を引力の弱さ、斥力の強さとして、地域での定住を引力の強さ、斥
力の弱さとして解釈
：過去 5 年間（H24～28）の人口移動（社会動態）を改めて見ると、南部地域の子育て世帯の社会減
は、転出の多さよりも転入の少なさの影響が大きい
→ 地域の斥力である地域環境へのネガティブな評価を改善することの重要性の確認
→ 生活利便性や「下町」への愛着は転入者においても地域に引きつける力になりうる
図表 13

南部地域の引力と斥力
地域に
引きつける力（引力）

地域から
押し出す力（斥力）

ライフコース

・進学・就職の選択肢の確保
・実家（家の継承、経済的なセーフティネット、
子育てサポート、親のケア、など）
・仕事の近接性
・社会関係資本の仕事への転換
・楽器練習可の住宅（音楽関係者の居住）

ライフスタイル

・生活利便性（生活圏内の商業施設の豊富さ
と地域外への高い移動性）
・子育て・教育環境へのネガティブな評価
・地域への愛着や安心感（社会関係資本との
・治安へのネガティブな評価
関連）
・「下町」の雰囲気の選好

・実家（自立志向、自由志向）
・強い地位達成志向
・強い都心への憧れ
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②消費活動（生活利便性）について
Q．昨年度の質問紙調査をふまえると、南部では地域の生活利便性への評価は高い。しかし、同調査で
は庄内駅周辺の店舗に対する選好はあまり高くない。どのように関係しているのか
：生活利便性ゆえに転入先を南部に決めたケースなど、生活利便性は地域の引力のひとつ
：生鮮食品・日用品は庄内駅周辺のスーパーや豊南市場（利用には個人差）などで購入できて便利。し
かし、居住者は駅周辺の店舗が高齢者を主なターゲットにしていると認識しており、衣料品など品目
によっては地元での購入が避けられる。大阪市内や北摂・阪神間のショッピングモールへ
：子育て世帯への移行に伴い、生活圏は「南部‐大阪市内」から「南部‐北摂・阪神間」へ北上する傾
向（ただし豊中市の北側への移動は少ない）
。インターネットでの購入も日用品レベルで活発
→

大阪市内や近隣のショッピングモールへの移動、ネット利用により、地域で買えないものが

あったとしてもそれは生活利便性への不満に結びつかない
→

つまり、南部地域の生活利便性は、大阪市内や近隣のショッピングモールなどへの高い移動

性への評価も含んでいる（生活利便性の評価と地域内での消費活動が連動していない可能性）

③地域のつながりについて
Q．南部地域はしばしば、地域のつながりが強いと言われる。しかし、昨年度の質問紙調査では、若い
世代のつながりは弱い。地域のつながりの強さと弱さの関係をどう捉えればよいか
：消防団や祭りの運営、PTA 関係、同窓生のつながりなど、南部の地縁は強く相互扶助の関係も見ら
れる。つながりが仕事に関連していたり、地域に対する愛着を生んでいたり、子育て環境への高評価
につながっている面も（社会関係資本）
。ただ、地縁はしばしば血縁を介して再生産されており、単
身者や未婚者との接点は弱い。地域に単身者が多いという実感がないケースも
：各自が感じる「地元」の範囲は地域内で細分化（居住地域や生活構造を反映）。主な境界線は線路と
学校区。ただ、名神高速道路より北が「地元」と感じられにくい点は多くの人に共通
：地縁から半歩ずれた「居場所」の形成・参加によるつながり構築が見られるケースも（PTA を離れ
た母親の集まりを定期的に行う転入者、地域のまちづくり組織に関わる未婚者、国際交流協会の「お
やこでにほんご」活動に参加する外国人、など）
→ 南部は確かにつながりの強さがうかがわれる。他方、つながりが切れる局面も多々見られる
→ 南部地域は 100 年単位で代々地域に住む「地の人」
（定住者）と、高度成長期以降に急増した
「風の人」
（転入者）のギャップが目立ちやすい。そのため、印象と実態がズレやすいのでは

④地域環境の評価について
Q．質問紙調査では、南部地域は子育て・教育や治安などの面で地域環境の評価が低い。しかし、「子
育て・教育環境」
「地域の治安」として何が指し示されているのかは不明瞭
：子育て・教育の環境については、子育て世帯を中心に確かに課題であるという声が多数。具体的には、
子どもの遊ぶ環境（自然の少なさ、商業施設の多さ、校区の狭さ、など）
、待機児童問題、学校の課
題（児童生徒数の少なさ、学習指導・生徒指導面での不安、など）が指摘
：治安に関しては、具体的な事件・事故などではなく、主に「空間」
（道の暗さや狭さ）などに焦点を
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あてた不安や不満。治安のネガティブ評価を一種の自虐的ユーモアとして語る場合も
：子育て・教育環境や治安について、地域に「馴染み」がある自分はあまり問題には思わない（場合に
よっては良いと思う）が、周囲にアピールすることは難しい、としばしば語られる。背景に、豊中市
の「北」との比較で南部地域を評価する傾向（「北」と「南」に東京と大阪のイメージを重ねる場合
も）
。
「豊中」イメージの核は「北」に置かれ、
「豊中の人」というアイデンティティが抱かれにくい
：地方出身者は「都会」と「田舎」を対比させ、南部地域を「都会」に位置づけて高評価（便利）、あ
るいは「田舎」に位置づけて高評価（つながりが強い。子育て環境がよい）
→ 地域の認識枠組みとして豊中市の「北」と「南」を対比させるフレームが用いられ、地域の環
境が実態以上にネガティブに評価されている可能性
→

地域環境の実態を改善する試みを進めつつ、地域を捉えるフレームを中長期的には転換して

いくことも必要ではないか

⑤音楽関係者の居住について
Q．昨年度調査では、大阪音大の学生は地域との接点が少ないことがうかがわれた。実際どうなのか
：大阪音大の卒業生によると、地域内での消費が活発な学生も少なくない。在学中にまちづくり活動に
関わったり、庄内の「下町」の雰囲気に愛着を強くもつケースも
：フリーランスで音楽活動を続ける場合の、仕事獲得の難しさとアルバイトの忙しさ。仕事は大阪音大
を始点に各自で構築した音楽関係者のネットワークから得られる
：南部地域には音楽の練習が可能な住宅が多い。そのため、他大学の出身者を含め、さまざまなコミュ
ニティから音楽関係者が流入して住んでいる
：他方、地域居住者の多くは大阪音大との関係は疎遠（幼少期の子を育てる中国出身者 2 人が活発に
音大のイベントに参加）。
「音大」は地域のアイコンとして認識されているが、具体的な接点に乏しい
→

住宅の条件に規定されつつ、地域に愛着をもち定住している大阪音大の卒業生をはじめ、音

楽関係者が地域に潜在。マイノリティかもしれないが、活性化を考える際には重要な存在
→

大阪音大と地域の居住者の接点が少ないのは、地域活性化の観点からも損失。地域に愛着を

もち定住している音楽関係者の存在が、地域と大阪音大・学生の媒介となる可能性
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３．活性化の方向性についての考察
・2 年間の調査研究の結果をふまえ、南部地域の活性化の方向性として次の 4 点を提示（昨年度示した方
向性の修正・再構成）

①「駅前」を学生の滞留が起こりやすい空間にする
学生をはじめ往来者の滞留が起こりやすい庄内駅周辺の空間形成。路面店の展開、ベンチの設置、屋
台・移動販売車などの設置による往来者の変化に関する社会実験の実施、など
昨年度研究：交流人口としての大阪音大の学生、学生の地域内消費の少なさ、一部の学生による地
域の「レトロ」な雰囲気の選好
今年度研究：学生の滞留の少なさ、地域住民と大阪音大の接点の少なさ、一部の学生の活発な地域
内消費、駅前の雑多性のイメージ、駅周辺空間の改善による治安改善イメージ

②「居場所」を介して単身者と地域をつなげる
単身者をはじめ地域とのつながり構築が難しい人を包摂する居場所づくり。音楽を介した居場所づ
くり、単身者の生活に関する調査、など
昨年度調査：単身者の多さ、単身者の社会的つながりの弱さ、ひとりでの充実した生活を志向する
人の定住志向の強さ
今年度調査：地縁と単身者の接点の薄さ、ローカルな社会関係資本の仕事活用や地域愛着形成と
の関連、地縁から半歩ずれた「居場所」の存在

③「音楽」の仕事を地域から発信する
地域内外の音楽関係者の職域を開発し、キャリア構築を支援するとともに地域の音楽ニーズの充足
を図る。子育て支援、福祉・医療ケア、ソーシャルワークの分野での音楽の活用、など
昨年度調査：子育て世帯の社会減傾向、子育て・教育環境へのネガティブ評価
今年度調査：楽器練習可の住宅の集積に伴う音楽関係者の居住、大阪音大でのつながりを起点と
したフリーランスの音楽家の仕事獲得、地域住民と大阪音大の接点の少なさ、一部の
子育て世帯の音大イベント参加

④「下町」イメージを再構築する
南部独自の「下町」イメージを再構築。戦後史のなかで南部地域を捉える生活史の聞き取り、文化住
宅の利活用、
「下町」のポジティブ面を評価する質問紙調査の指標の開発、など
昨年度調査：一部の大阪音大の学生の「レトロ」な雰囲気の選好
今年度調査：
「北」との対比で構築される南部地域のローカルアイデンティティ、
「下町」イメージ
を介した治安イメージの改善可能性、「下町」を選好する音楽関係者や外国人
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資料３
平成 29 年度（2017 年度）とよなか地域創生塾（報告）
1. 平成２９年度（2017 年度）活動報告
１．「とよなか地域創生塾」とは
地域課題の解決を実践する人材育成を目的とする、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．開設準備から開校まで
「とよなか地域創生塾」は、平成 27 年度（2015 年度）に「
（仮称）とよなか大学院」として創
設の検討を始め、平成 28 年度（2016 年度）には開設準備を行い、平成 29 年（2017 年）2 月開
催の開設記念事業の際に名称を「とよなか地域創生塾」に改めました。
豊中市で新たに取り組む事業であり、塾生が受講料として事業費の一部を負担するので、塾の
基本理念と塾生の求めるものとのずれを防ぐため、入塾説明会への参加を受講申込みの条件とし、
51 人の参加者のうち受講を申込んだ 25 人が第 1 期塾生として開校日を迎えました。塾の企画・
運営は、平成 28 年度に引き続き、有限会社協働研究所に委託しました。
３．「とよなか地域創生塾」カリキュラム構成について
カリキュラムは、基礎編 4 回、企画編 5 回、実習編 4 回、理論編 7 回の合計 20 回です。
平成 29 年度（2017 年度）カリキュラム概要
日時
内容
5 月 13 日 開校式とオリエンテーション（基礎編）※
5 月 27 日 「協働のためのスキルコミュニケーションデザイン入門」
公開講座
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（基礎編）
講師：作曲家・野村誠さん
日本センチュリー交響楽団・近藤 孝司さん、柿塚 拓真さん
6 月 24 日 「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
公開講座
7 月 8 日 地域の課題について考える＆傾聴プログラム（基礎編）
講師とファシリテーター：NPO 法人とよなか ESD ネットワークの皆さん
7 月 22 日 「多文化共生とは何か？～難民・移民と共に生きるには～」
公開講座
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 29 日 課題設定ワークショップ（基礎編） ※
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
8 月 26 日 「地域問題の解決には『お金』よりも大切なことがある」
公開講座
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（企画編） ※
9 月 23 日 「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」
公開講座
講師：大阪大学大学院人間科学研究科助教・樋口麻里さん
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10 月 14 日
10 月 28 日
公開講座
11 月 11 日
11 月 25 日
公開講座
12／9～10
合宿
1 月 13 日
1/27、2/10
2 月 24 日

地域の拠点をつくる（実習編）①塾生の案内でリノベーション物件周辺まち歩き
講師：関西大学佐治スタジオ室長・植地惇さん
「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
地域の拠点をつくる（実習編）②リノベーション実習
講師：SAJIHAUS 代表・出町慎さん、植地惇さん
「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
・講義「地域課題の解決とまちづくり」
（企画編）
講師：京都市まちづくりアドバイザー・谷亮治さん
・公開プレゼンテーションとイベント実施に向けた企画づくり（企画編） ※
中間プレゼンテーション（企画編） ※
地域の拠点を活用する（実習編）※ 1/27：イベントの実践、2/10：振り返り
公開プレゼンテーション、修了式（企画編） ※

※の回のファシリテーターは、森本誠一さん 及び NPO 法人とよなか ESD ネットワークの皆さん

（１）基礎編
カリキュラム前半の基礎編では、地域活動をする上で
欠かせないコミュニケーション能力や傾聴力を高めるた
め、ワークショップ形式のプログラムで塾生同士のチー
ムワーク向上を図りました。音楽創作ワークショップで
イナロク

は、オリジナルソング「176 ドリーム」が生まれました。
塾生が即興で言葉と
音をつないで作った
「176 ドリーム」

（２）企画編
企画編は、グループワークを中心に、地域で活動する

ための具体的な企画を作ることをめざす内容です。企画づくりのための基礎
を培ってから、５つのグループに分かれ、グループごとに課題の設定や取組み内容の検討を始め
ました。12 月の合宿では、子育て支援や地域のつながりなど、各グループで選んだテーマに即し
た企画づくりを集中的に進めました。各グループで練り上げた企画は、実習編での実践を経て、
カリキュラム最後の公開プレゼンテーションの場で発表します。
（３）実習編
① リノベーション実習
空き家を借り、なるべく壁や床に傷をつけないリノベーション方法を学びました。
具体的には、土足用フローリン
グの上に、板と木材を組み合わせ
て作った床用ユニットを並べて、
靴を脱いで上がれるスペースを設
けたほか、壁面に置けば本棚に、床

リノベーション前
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リノベーション後

に置けばベンチにと、用途に合わせて自由に組み合わせられるよう、同じサイズの箱を 30 個
作成しました。
床用ユニットおよび多目的の箱のデザインと材料は、講師の先生方に予め準備していただき
ましたが、組み立てと設置は、実習日とその後数日かけて塾生が中心となって行いました。
リノベーション物件は塾の拠点とし、塾生の打合せやオプション企画の定例会などに活用し
たほか、塾生の修了後の活動拠点となることも想定しています。
②

イベントの実践
企画編でグループごとに作成した企画内容に基づくイベントの準備を進め、商店街や公共施

設などで実践しました。
 各グループで企画したイベントの概要
· 「ご当地ウルトラおじさんクイズ」
（グループ名：Team とよなか村で暮らす）
チームメンバーが属する商店街のイベント会場を舞台に、「まちの手しごと」や「商店主
の顔」を子どもたちが楽しみながら知ることのできるクイズゲーム（借り物競争など）を実
施しました。
· 「親子でパンづくり」
（グループ名：育く育くかふぇ）
パン生地がペットボトルの中で発酵するのを待つ間、母親を対象にアンケート調査とアン
ケートの設問を軸にした意見交換のワークショップを行ったほか、アンケート結果から子育
て中の母親のニーズの把握を試みました。
· 「おでんを囲む会『ODEN サミット』
」
（グループ名：おでん）
ゲストスピーカーに車いすバスケットボールチーム代表の諸隈有一さんを招いて講演会
を行い、質疑応答や参加者の自己紹介を通してお互いの距離を縮めた後、おでんを囲んで交
流しました。
· ＳＮＳでトーク番組を発信（グループ名：ヒトヂカラ）
グループメンバー同士や他の塾生を交えて語り合う様子を録音し、SNS を通じてラジオ風
に発信しました。
· 朝ごはんの会（グループ名：チーム「庄内」）
ホカホカの白ご飯やダシのきいたみそ汁、卵焼きなどの朝ごはんをみんなで一緒に食べて
から、絵本の読み聞かせを行いました。
（４）公開講座（理論編）
地域活動をする上で必要となる知識の吸収を目的とした理論編は座学中心で、無料の公開講座
として、各回 15 人前後の一般参加者にも参加していただきました。
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2. 公開プレゼンテーションについて
9 月に結成した 5 つのグループごとに練り上げた企画を、塾生や一般参加者の前で発表します。
発表内容について、ゲストコメンテーターからの講評やアドバイスを受け、修了後の活動につな
げます。


開催日時：平成 30 年（2018 年）2 月 24 日（土）午後 2 時から午後 4 時



開催場所：豊中市男女共同参画推進センター すてっぷホール（豊中市玉井町）



ゲストコメンテーター：甲南大学経済学部教授・石川路子さん
京都市まちづくりアドバイザー・谷亮治さん



各グループの企画概要
グループ名

企画内容
「子育て世代の女性がやりたいことを実現できる環境づくり」にむ

い

い

育 く 育 くかふぇ
AE

AE

AE

けて検討中。子育て世代の女性のサードプレイスや、互いにつなが
り成長していける企画を考えています。
普段、出会うことのない多様な背景をもつ人たちが集まり、相手の

おでん

知らなかったことを知ることで距離が縮まる「おでん」のような集
まりを検討しています。
「朝ごはん」を食べると、少し気持ちの弱っている人も元気になれ

チーム「庄内」

るかも？！ みんなで一緒に「朝ごはん」を食べることで、子どもの
育ちを考えたり、おばあちゃんの知恵を伝えたり…色んな可能性を
追求します。
本来の「ムラ社会」がもっていた地元・町でのつがなりや関係を再

Team とよなか村で暮らす

構築することで、モノやお金ではない「人」の価値をつくり出して
いくことをめざしています。
豊中市における Inclusive society…包括型社会づくりのための Social

ヒトヂカラ

inclusion 社会的包摂について考察します。包摂型社会を実現するた
めの「ローカルメディアの構築」について検討しています。

3. 平成３０年度（2018 年度）のカリキュラム案について


主な特徴
·

基礎編 5 回、企画づくり編 8 回、リノベ編 3 回（うち 1 回は公開講座を兼ねる）
、公開講
座 5 回の全 20 回とする。平成 29 年度の企画編と実習編を統合し、企画編を充実させる。

·

平成 29 年度の実習編からリノベーションに関する講義と実習を独立させてリノベ編とし、
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。
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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。
（５）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。
（６）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。
（７）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。

‐5‐

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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