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１．はじめに 

１．１．背景と問題意識 

我が国におけるほとんどの自治体は東大阪市と同様に人口減少、子育て世代の居住促進、

若者の流出などへの対策が喫緊の課題である。自治体は国の地方創生などの方針を受けて

多様な政策を実施して模索中である。魅力は多様な要素の複合体で構成される主観的な判

断である。目に見えるハードに加えて本質的な魅力の源泉は見えないところに存在する。  

若者や子育て世代が真の意味で何に一番魅力を感じているのかについては彼らにしか

分からない。当事者である子育て世代や若者に対して直接調査をすることで、アンケート

や調査機関などが実施する調査とは違う生活者側からの結果が導出できる。これまでの調

査や施策の多くは行政側、調査者側からの立場での調査で終始していた。結果的に真のニ

ーズと乖離することになり多くの施策は十分な効果が発揮できないままで終了することに

なることが多かった。 

東大阪市住生活基本計画（平成 30年 3月）は｢少子高齢化の進行による超高齢社会や増

加する住宅ストックへの対応、さらなる住まいの安全・安心の確保、人口減少による財政

的制約など本市を取り巻く状況が大きく変化しています。本市の特徴を活かしながら｢住み

たい、住み続けたい｣と思える魅力ある東大阪市の実現と、豊かな住生活の実現を目指すた

め、住生活基本計画を策定し、市、公的団体、大学、事業者、市民など住まい・住環境に

関わる様々な主体が連携・協働し、一体的かつ総合的な取組みを展開していきます（p.1）｣

を掲げている。 

 

１．２．目的と課題 

本報告の目的は、平成 30年度東大阪市研究助成金を受けて｢若年・子育て世帯に本市を

居住地として選んでもらうために行う取組みの方策の研究｣を実施して実態把握と課題を

導出することである。東大阪市では大学への入学に伴い、10 歳代後半から 20 歳代前半に

かけて人口流入が多く見られる一方で、大学卒業後の若年・子育て世帯の流出が著しくな

っている。大学入学を契機とした本市への転入のタイミングがあるにも関わらず、その後

定住化につながっていない状況にあり、平成 29年度策定の東大阪市住生活基本計画におい

ては、住まい・住環境の面から、定住促進に向けての取組みとして、まずは本市のまちや

住まいに興味を持ってもらえるような取組みとして、本市の多種多様な魅力が伝わる情報

発信を行う計画としている。                                    

東大阪市としてどのような情報発信を行うことが得策であるかを検討するため、本市の

居住地魅力の分析等を行うとともに、大学が持つネットワークを活かして、クリエイター

などと協働し、若年・子育て世帯に訴求する他市とは違った独自の切り口を持った多様な

情報発信の方策の研究、提案を目的とするものである。 

本報告の課題は、若年・子育て世帯に訴求する他市と差異化を図った情報発信を行うた

めの、本市の居住地としての魅力の分析、提示すること、若年・子育て世帯・女性に居住



2 

 

地として選択されるまちの特徴の研究、本市の居住地魅力を効果的に市内外に発信するた

めの方策の研究、クリエイターなどの情報発信力を持つ人たちとのネットワークづくりな

どである。 

 

１．３．研究アプローチ 

本報告の課題は若者、子育て世代の真のニーズと東大阪市の実際の地域の魅力について

実態調査をしてマーケティング・アプローチで考察する。研究室ではでこれまでに価値共

創マーケティングのアプローチで流通や地域企業活動などへ向けた基礎的な研究を蓄積

してきた。その結果、住民や地域の組織、事業者、そしてそれらに関係のある人々が地域

の既存のインフラを活用・活性化するためのプラットフォーム（場）の生成方法などにつ

いて一定の法則性があることが分かってきた。住民や個人、地域の組織（事業者、NPO）行

政などが多様なコンテンツを共創しながら場を生成してネットワークを構築するプロセ

スが明確になってきたことから、多くの学会報告や論文、書籍刊行などで発表をしてきた。 

 

１．４．調査方法 

公的な機関などが定期的に統計調査を実施している。リサーチ会社や日本経済新聞など

がその統計資料をもとにして、独自の視点で指標を設定したアンケート調査などを収益目

的で実施してランキング表などを公表している。このような調査によるランキング表は｢住

みたい、住み続けたい｣と思える魅力イメージに結びつきやすい。したがって、東大阪市が

日本や関西の都市の中でどんなランキングの位置にいるのかについて概観する。 

同時に、東大阪市の行政から課題の本質を聞き取ることで調査目的を明確化して質問票

を設計する。行政と共有できる課題を設定した上で、定性的な手法による調査を実施する。

調査対象者は若年・子育て世帯と学生である。調査方法はインタビュー調査が中心の探索

的な調査になることから必要に応じて、事例研究やヒアリング調査も追加的に実施する。

調査内容は、①生活者(本調査は若年・子育て世帯・女性生活者、学生)がどのような生活

で価値を創造しながら暮らしているのか、②東大阪市に居住して満たされること、③東大

阪では不足するので他から満たしていることを明確にする。以上の調査から若年・子育て

世帯が何を求めているのか、何が必要なのか、何が足りないのかが具体的に分かる。 

 

１．５．本報告書の構成 

本報告書は、第２章で東大阪市と他市の２次データを中心とした調査を概観する。第３

章では、若年・子育て世帯へのインタビュー調査、事業者へのヒアリング調査、クリエイ

ターへのインタビュー調査を実施する。第 4章で、スタヂオ・カタリスト、世界ホテルの

ビジネス・モデルなどの事例を研究する。そして、マーケティングのアプローチから考察

してまとめる。 
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２．先行調査 東大阪市と他市の２次データを中心とした調査 

      統計からは特徴が打ち出せない現状 

 

この章のポイント 

１．各種２次データの統計から（２次データとは政府など他機関が調査した資料のこと） 

・814都市（全国 791市と東京 23区）を対象としたランキングで東大阪市は 378位の位置

である(出所：『都市データパック 2018年版』)。 

・大阪府の 10万人以上の人口の市は 22市中、東大阪市は 11位である。 

・門真市は｢住みよさランキング｣では東大阪市(378 位)、門真市（全国 625 位）であった

が、「子育てのしやすさ」だけに絞り込んだ総合ランキングでは全国 325市区の中で 34

位、関西で 2位と上位に位置している。 

・東大阪市と尼崎市は多くの基本的なインフラの指標において同様の傾向を示している。 

・尼崎市は「尼崎を好きな人を増やす」ことを目指してシティプロモーションに積極的に

取り組んでいる。 

・2018年の全国の中核市を対象にした都道府県幸福度ランキングの総合評価では全国の45

都市中、東大阪市が44位、尼崎市が45位となっている(出所：『全４７都道府県幸福度ラ

ンキング2018年版』)。 

・東大阪市は東大阪市住生活基本計画に｢本市は｢モノづくりのまち｣、｢ラグビーのまち｣

としては有名だが、若年・子育て世帯に居住地として選択されにくい｣のが現状である。 

 

２．特徴を打ち出す必要性 
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。 他都市と比較して居住地としての 

魅力が不十分なことから若年・子育て

世帯に居住地として選択されにくい。 

大阪市の西に隣接する、同規模の尼崎

市は積極的なシティプロモーション

を展開中。 

各種統計数字からは中間に位置して

いて良さや特徴が目立たない。 
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２．１．都市データパックの住みよさランキング２０１８ 

東洋経済新報社が全国の都市を対象に毎年公表している「住みよさランキング」は、公

的統計をもとにそれぞれの市区の「都市力」を分析してランク付けをしている。『都市デ

ータパック 2018年版』の｢住みよさランキング｣は、公的統計にもとづき、それぞれの市区

が持つ“都市力”を、「安心度」「利便度」「快適度」「富裕度」「住居水準充実度」の

5つのカテゴリーに分類し、ランク付けしたものである。ランキングの算出には 16の統計

指標を用いている。指標ごとに、平均値を 50とする偏差値を算出、それらの平均値から 5

カテゴリーの部門評価および総合評価を算出している。対象は、2018年 6月 18日現在の

814都市（全国 791市と東京 23区）で、全都市を対象としたランキングは 25回目となる

（2011年は、東日本大震災により非公表）。 

東大阪市は 378位の位置である。 

 

図表２－１ 東洋経済新報社の住み良さランキング１６の統計資料 

 

 

出所：東洋経済新報社〔2018〕。 

 

全国ランキングの総合評価 1位は千葉県印西市、2位が愛知県長久手市、3位が宮城県

名取市である。印西市は、同調査において 2012年のランキングで 1位となってから今回ま

で 7年連続で 1位である。印西市は千葉県の北西部、東京都心から約 40kmの位置にあり、

3市にまたがる千葉ニュータウンの面積の過半を占める住宅都市である。東京と成田国際

空港を結ぶ交通軸上にある。 

2位の長久手市（愛知）は、昨年 3位から順位を 1つ上げた。愛知県の北西部に位置し、

名古屋市の東部と隣接する。 

3位の名取市（宮城）は、昨年 11位から一気にトップ 3入りとなった。宮城県南部の太

平洋沿岸に位置し、仙台市の南東に隣接。JR東北本線、仙台空港アクセス線、国道 4号、

安心度 利便度
①病院・一般診療所病床数（人口当たり） ⑤小売業年間販売額（万円）（人口当たり）
②介護老人福祉・介護施設定員数（65歳以上人口当たり）⑥大型小売店店舗面積）（㎡）（人口当たり）
③出生率（15～49歳女性人口当たり） ⑦飲食料品小売店数
④年少人口（0～14歳人口）増減率

快適度 富裕度
⑦汚水処理人口普及率 ⑫財政力指数
⑨都市公園面積（㎡）（人口当たり） ⑬地方税収入額（億円）（人口当たり）
⑩転入・転出人口比率 ⑭課税対象所得（万円）（納税義務者1人当たり）
⑪新設住宅着工戸数（世帯当たり）

住居水準充実度
⑮住宅延べ床面積（㎡）（1住宅当たり）
⑯持ち家世帯比率
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東北縦貫自動車道、仙台東部道路などが走り、人口集積や企業立地が進んだ広域仙台都市

圏の副拠点都市である。 

大阪府で全国ランクの 100位以内に入った市は箕面市、吹田市、豊中市である。東大阪

市は 22市中 11位と真ん中である。同調査における、大阪府の 10万人以上の人口の市の一

覧表は以下のようになる（図表２－２；図表２－３）。 

都市力の住みよさを構成する「安心度」「利便度」「快適度」「富裕度」「住居水準充

実度」の５つの指標別のランキングはそれぞれ図表２－４のようになる。東大阪市は、利

便度（図表２－５）では上位の 5位に位置するが、住居水準充実度では下位グループにな

っている（図表２－６）。これは、「住居水準充実度」で採用した指標が｢⑮1住宅当たり

住宅延べ床面積｣｢⑯持家世帯比率｣なっているためである（図表２－７）。 

 

図表２－２ 大阪府の 10万以上の都市の住みよさの総合評価 

（全国 814都市中のランキング） 

 

出所：東洋経済新報社〔2018〕をもとに報告者作成。 

 

 

 

 

総合 安心 利便 快適 富裕 住居

箕面 26 177 62 98 52 664

吹田 44 144 44 58 51 762

豊中 71 235 12 175 67 742

大阪 97 338 4 68 56 800

茨木 117 245 71 155 103 722

池田 149 471 59 112 121 718

泉佐野 155 768 3 533 81 647

堺 209 340 70 282 165 698

八尾 296 538 46 427 258 655

守口 340 637 7 295 285 735

東大阪 378 647 11 412 245 730

河内長野 398 742 117 580 416 255

寝屋川 443 542 17 507 401 671

大東 504 667 53 473 311 700

松原 513 743 24 471 471 600

羽曳野 521 709 82 597 478 468

和泉 536 713 297 413 328 534

高槻 597 613 581 351 227 640

門真 625 712 8 502 350 773

枚方 650 698 618 416 235 617

岸和田 751 752 585 526 445 598

富田林 788 780 778 512 377 615
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図表２－３ 都市の住みよさの総合評価（全国 814都市中） 

 

出所：東洋経済新報社〔2018〕をもとに報告者作成。 

 

図表２－４ ５つの指標別のランキング（全国 814都市中） 

 

出所：東洋経済新報社〔2018〕をもとに報告者作成。 
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安心 利便 快適 富裕 住居

吹田 144 泉佐野 3 吹田 58 吹田 51 河内長野 255

箕面 177 大阪 4 大阪 68 箕面 52 羽曳野 468

豊中 235 守口 7 箕面 98 大阪 56 和泉 534

茨木 245 門真 8 池田 112 豊中 67 岸和田 598

大阪 338 東大阪 11 茨木 155 泉佐野 81 松原 600

堺 340 豊中 12 豊中 175 茨木 103 富田林 615

池田 471 寝屋川 17 堺 282 池田 121 枚方 617

八尾 538 松原 24 守口 295 堺 165 高槻 640

寝屋川 542 吹田 44 高槻 351 高槻 227 泉佐野 647

高槻 613 八尾 46 東大阪 412 枚方 235 八尾 655

守口 637 大東 53 和泉 413 東大阪 245 箕面 664

東大阪 647 池田 59 枚方 416 八尾 258 寝屋川 671

大東 667 箕面 62 八尾 427 守口 285 堺 698

枚方 698 堺 70 松原 471 大東 311 大東 700

羽曳野 709 茨木 71 大東 473 和泉 328 池田 718

門真 712 羽曳野 82 門真 502 門真 350 茨木 722

和泉 713 河内長野 117 寝屋川 507 富田林 377 東大阪 730

河内長野 742 和泉 297 富田林 512 寝屋川 401 守口 735

松原 743 高槻 581 岸和田 526 河内長野 416 豊中 742

岸和田 752 岸和田 585 泉佐野 533 岸和田 445 吹田 762

泉佐野 768 枚方 618 河内長野 580 松原 471 門真 773

富田林 780 富田林 778 羽曳野 597 羽曳野 478 大阪 800
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図表２－５ 利便度（全国 814都市中） 

 

出所：東洋経済新報社〔2018〕をもとに報告者作成。 

 

図表２－６ 住居水準充実度（全国 814都市中） 

 

出所：東洋経済新報社〔2018〕をもとに報告者作成。 
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図表２－７ 住居水準充実度を構成する２つの指標 

 

出所：東洋経済新報社〔2018〕をもとに報告者作成。 

 

２．２．シティブランド・ランキング ―住みよい街 2017調査 

日経 BP社（本社：東京都港区、社長：新実 傑）の日経 BP 総研は 2017年 11月 15日、

に働く世代 2万人を対象に実施したシティブランド調査をインターネットで実施した。日

経 BP総研の今回の調査は、全国の働く世代を対象に、実際に住んでいる街、過去 5年以内

の直近で住んでいた街（全国の市および東京 23区）に対する「住みよさ」について、「安

心・安全」「快適な暮らし」「生活の利便性」「生活インフラ」「医療・介護」「子育て」「自

治体の運営」「街の活力」の 8分野、合計 32の評価項目について調査・集計し、「住みよい

街 2017」としてランキングを作成している。したがって、この調査は、「住みよさ」につ

いて、「安心・安全」「快適な暮らし」「生活の利便性」「生活インフラ」「医療・介護」「子

育て」「自治体の運営」「街の活力」の 8分野であると考えている。 

2017年 7月 5日～8月 5日の間、日経 BP社のインターネット調査システム「AIDA」を

使用して実施した。「日経ビジネスオンライン」登録者を中心に、日経 BP社と日経 BPコ

ンサルティングの調査モニター、調査会社のモニターに対して電子メールで告知し、WEB

経由で 2万 4389人のビジネスパーソン（有職者＝働く世代）から有効回答を得た。調査で

はまず、「安心・安全」「快適な暮らし」「生活の利便性」「生活インフラ」「医療・介

⑮１住宅当たり住宅延べ床面積 ⑯持家世帯比率
河内長野 110.71 河内長野 79.8

羽曳野 96.03 羽曳野 74.2

富田林 95.92 和泉 71.4

岸和田 93.26 松原 70.7

泉佐野 92.18 枚方 68.1

和泉 91.26 岸和田 66.4

箕面 86.04 高槻 65.1

高槻 85.9 八尾 64.9

枚方 84.92 富田林 63.8

松原 82.59 寝屋川 63.7

八尾 82.38 泉佐野 62.1

池田 81.25 箕面 61.7

寝屋川 79.63 大東 60.8

堺 79.39 堺 60.1

茨木 78.67 守口 59.5

大東 77.37 東大阪 58.7

豊中 75.92 茨木 57.7

東大阪 74.56 池田 57

吹田 72.79 豊中 55.4

守口 71.83 吹田 51.5

門真 65.14 門真 51.4

大阪 62.92 大阪 44
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護」「子育て」「自治体の運営」「街の活力」という 8つの分野で、合計 37項目について

「住みよい街の条件と思うか」の重要度を尋ねている。次に、現在の居住地と直近（5年

以内）の居住地について、同じ 37項目を使って「住みよい街に当てはまるか」を尋ねた。

今回は、重視度の低かった 5項目を除いた、8分野 32項目への評価を使ってランキング化

した。 

32項目の主な内容は、「治安がよい」「公園が多い」「繁華街へのアクセスがよい」「公

共交通機関が充実している」「病院や診療所が多い」「保育所や幼稚園が充実している」

「行政サービスが充実している」「街に活気がある」などである。評価に当たっては、32

の項目について 5段階で尋ねて加重平均値を算出し、さらに項目ごとの重視度を乗じてポ

イント化。各市区の 32項目のポイント合計値を偏差値化してランキングを作成した。今回

の調査結果は、現在の居住者と直近 5年以内の居住者による回答者の合計が 20人以上とな

る 325市区のデータを基に作成した。 

日経 BP総研はその結果をまとめ、「シティブランド・ランキング ―住みよい街 2017―」

として TOP200を発表している。上位 3市は茨城県守谷市、東京都武蔵野市、福岡県大野城

市で、同率の 1位となった。全国ランキングベスト 30の中で、関西エリアで登場している

のは関西エリアでは 13位芦屋市（兵庫県）、14位西宮市（兵庫県）、18位吹田市（大阪府）

3都市である。 

（出所：http://corporate.nikkeibp.co.jp/information/newsrelease/20171115.shtml 検

索日 2018年 7月 16日）。 

 

２．３．子育てのしやすさ調査 

日経 BP 総研が運営するウェブサイト「新・公民連携最前線」は、全国の市および東京

23区を対象に「子育てのしやすさ」について調査をしている（対象となったのは全国の 325

市区）。今回のランキングは、「ヒト」（住人の評価）、「モノ」（幼稚園や保育所のキ

ャパシティ面）、「カネ」（子ども 1人当たりの子育て関連予算）の 3つの観点で子育て

のしやすさを評価し、それらを合わせて総合ランキングを作成したものだ。 今回の「自治

体子育てランキング」は、「ヒト」「モノ」「カネ」の 3つ観点で子育てのしやすさを自

治体ごとに調査している。総合スコアは「ヒト」「モノ」「カネ」各軸のスコアを合計し、

その数値を偏差値化して集計している。 

（出所：http://www.nikkeibp.co.jp/atcl/tk/PPP/report/021300115/検索日 2018年 7月

16日）。 

 「ヒト」軸のスコアは、ビジネスパーソン 2万人を対象に実施した「シティブランド・

ランキング ―住みよい街 2017―」において、実際に住んでいる（あるいは直近 5 年以内

に住んでいた）自治体について聞いた子育て関連 18項目に対する評価の結果。スコアは、

18項目について 5 段階で尋ね、その加重平均値の偏差値を算出して、この 18項目の合計

値をさらに偏差値化したものである。子育て関連項目は、「小児科／産婦人科が多い」「公
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園が多い」「子どもや若者が多い」「歩道など交通安全に配慮した道路が整備されている」

「図書館や公民館など文化施設が充実している」「自治体による出産・育児・子育て支援が

充実している」「行政からの情報発信が充実している」など 18項目である。 

「モノ」軸のスコアは、幼稚園や保育所などの幼児施設の自治体ごとのキャパシティを

表すために設定したものである。具体的には、自治体ごとに幼稚園や保育所に通う幼児の

在籍人数を公的統計から計算し、その在籍人数を該当自治体に住む対象年齢幼児の総数で

割ることによって在籍比率を算出している。その在籍比率を、幼稚園や保育所など幼児施

設のキャパシィティを近似する値とみなして偏差値化し、それを「モノ」スコアとしてラ

ンキングした。在籍人数は、「幼稚園児在園者数」（文部科学省『平成 28年学校基本調査』

より）と、「保育所在所児数（保育所等＋小規模保育事業所）」（厚生労働省『平成 28年社

会福祉施設等調査』より）の合算。当該自治体の 0～4歳人口（幼児総数の近似値として使

用）は『住民基本台帳』より 2016年数値を使用している。 

「カネ」軸のスコアは、子ども 1人当たりの各自治体の子育て関連予算をスコア化した

ものである。「児童福祉費」と「教育費」（いずれも 2016年 3月 31日、総務省『市町村別

決算状況調』より）の合算金額を子育て関連予算とみなし、当該自治体の 0～14歳人口（2016

年の数値、『住民基本台帳』）で割った値を偏差値化した。教育費には小学校費や中学校費

のほか、高等学校費や公民館・図書館といった社会教育施設などに要する経費（社会教育

費）なども含まれるが、それらを含めて子育て関連予算とみなした。 

 

図表２－８ 新・公民連携最前線の「子育てのしやすさ」調査関西エリア TOP10 

エリア 自治体名 総合 「ヒト」軸 「モノ」軸 「カネ」軸 全国 

1 京都市（京都府） 57.8  58.4  51.1  53.0  32 

2 門真市（大阪府） 57.7  44.5  67.7  50.2  34 

3 生駒市（奈良県） 55.9  62.0  55.7  41.6  51 

4 長岡京市（京都府） 55.2  60.0  51.3  46.9  59 

5 西宮市（兵庫県） 53.6  66.2  43.3  46.1  66 

6 交野市（大阪府） 53.0  54.1  54.9  45.8  72 

7 神戸市（兵庫県） 52.7  62.8  43.9  47.4  76 

8 向日市（京都府） 52.4  59.1  53.3  41.3  82 

9 富田林市（大阪府） 51.9  55.6  55.1  42.2  91 

10 吹田市（大阪府） 50.8  65.3  43.7  42.0  102 

出所：新・公民連携最前線。※スコアの数値は偏差値。 
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関西エリア（京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山の 2 府 4 県）のランキングでは、

1位・京都市、2位・門真市、3位・生駒市、4位・長岡京市、5位・西宮市などとなった。

TOP10の府県別内訳を見ると、大阪府から 4市、京都府から 3市、兵庫県から 2市、奈良

県から 1市がそれぞれランクイン。京都府、大阪府の自治体がランキング上位となる傾向

にあることが分かる。 

その上で関西エリアの TOP10をヒト・モノ・カネの 3軸で見てみると、全体的に「カネ」

軸のスコアが下振れしていることが分かる。「カネ」軸スコアは 1 位の京都市が 53.0、2

位の門真市が 50.2とかろうじて 50を超えたものの、3位の生駒市以下は、すべて 50を割

り込んだ。41～42というスコアも多く、全体的に“「カネ」不足”の傾向にあるといえそ

うだ。 

「ヒト」（住人の評価）、「モノ」（幼稚園や保育所のキャパシティ面）、「カネ」（子

ども 1人当たりの子育て関連予算）の 3つの観点で子育てのしやすさを評価し、それらを

合わせて総合ランキングを作成している。 

東大阪市と隣接する生駒市が全国で 51 位、関西エリアで 3 位の評価となっている。門

真市は｢住みよさランキング｣では東大阪市(378 位)、門真市（全国 625 位）であったが、

「子育てのしやすさ」だけに絞り込んだ総合ランキングでは全国 325市区の中で 34位、関

西で 2位と上位に位置している。 

 ランキング表は、門真市の事例から分かるように、採用した指標によって大きく順位が

上下する傾向がある。 

 

２．４．尼崎市との比較 

２．４．１．都道府県幸福度ランキング～中核市 

 尼崎市は関西の中では大阪市を挟んで東西に位置している。2018年の全国の中核市を対

象にした都道府県幸福度ランキングでは以下の指標を用いて比較をしている。 

 全国の 45 の中核市を基本指標（人口増加率、一人当たり市民所得、選挙投票率（国政

選挙）、財政健全度、合計特殊出生率、自殺志望者数）、健康（医療福祉（産科・産婦人科

医師数、ホームヘルパー数、一人当たり医療費）運動・体力（健康診断受診率、体育・ス

ポーツ施設数、平均寿命、要介護等認定率）文化（余暇・娯楽（常設映画館数、文化活動

等 NPO認証率）国際（姉妹都市提携数、外国人住民数）、仕事（雇用（若者完全失業率、正

規雇用者比率、高齢者有業率、高卒者進路未定者率）企業（製造業労働生産性、事業所新

設率、女性の労働力人口比率、小売業販売額）生活（個人（持ち家比率、生活保護受給率、

待機児童率、一人暮らし高齢者率）地域（一般廃棄物リサイクル率、刑法犯認知件数、都

市公園面積）教育（学校（不登校児童生徒率、大学進学率、教員一人当たり児童生徒数、

義務教育費）社会（社会教育費、図書館・博物館等施設数、図書冊数）の分野で合計 39

の指標でランキング付けを実施している。総合評価では全国の 45 都市中、東大阪市が 44

位、尼崎市が 45位となっている（出所：『全４７都道府県幸福度ランキング 2018年版』）。 
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図表２－９ 都道府県中核市幸福度ランキングの各種指標（全国の 45中核都市） 

【基本指標】 

 人口増加率 

（％） 

一人当たり市民所得 

（千円） 

選挙投票率 

（％） 

東大阪市(32位) －１．３(33位) ３，１２０（25位） ４８．１(38位) 

尼崎市 (38位) －０．３(23位) ３，１２８（24位）  ４７．１（44位） 

 財政健全度 

（偏差値） 

合計特殊出生率 自殺志望者数 

（人口１０万人当たり） 

東大阪市 ４９．２（26位） １．３４（29位） １４．９（13位） 

尼崎市 ３８．５（42位） １．４７（16位） １９．６（41位） 

 

【健康・医療福祉】 

 産科・産婦人科医師数 

(15～49歳女性人口 

10万人当たり) 

ホームヘルパー数 

（65歳以上人口千人当たり） 

一人当たり医療費 

(円) 

東大阪市(10位) ４１．６(31位) １３．９(3位) ３７３，６６１(27位) 

尼崎市 (7位) ４９．５(20位) １３．３(5位) ３５９，５０９(20位) 

 

【健康・運動体力】 

 健康診査受診率 

（％） 

体育スポーツ施設数

（件） 

平均寿命 

（歳） 

要介護等認定率 

（％） 

東大阪市(44位) ２７．５(39位) １０．７（45位） ８２．５(40位) ２０．３(33位) 

尼崎市 (41位) ４０．１(12位) １５．９(42位) ８１．８(42位) ２１．２(42位) 

 

【文化・余暇娯楽】 

 常設映画館数 

（人口 100万人当たり） 

学術、文化、芸術又はスポーツの振興を行う NPO認

証数（人口 10万人当たり） 

東大阪市(43位) ２．０(41位) ７．３(40位) 

尼崎市 (31位) １０．８(18位) ７．１(41位) 

 

【文化・国際】 

 姉妹都市提携数 外国人住民数（人口千人当たり） 

東大阪市(7位) ２(36位) ３４．３(3位) 

尼崎市 (23位) ２(36位) ２３．９(6位) 
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【仕事・雇用】 

 若者完全失業率（％） 正規雇用者比率（％） 高齢者有業率（％） 高卒進路未定者率（％） 

東大阪市(35位) ７．４(43位) ６１．４(43位) ２５．７(4位) ６．１(34位) 

尼崎市 (43位) ７．０(40位) ６２．４(41位) ２０．２(33位) ６．６(38位) 

 

【仕事・企業】 

 製造業労働生産性

（一人当たり千円） 

事業所新設率 

（％） 

女性の労働力人口比

率（％） 

小売業販売額 

（一人当たり万円） 

東大阪市(40位) ８，３５０(36位) １５．７(38位) ４９．０(27位) １，８７３(33位) 

尼崎市 (25位) １５，１８９(6位) １９．６(11位) ４７．９(30位) １，８８５(31位) 

 

【生活・個人（家族）】 

 持ち家比率（％） 生活保護受給率（％） 待機児童率（％） 一人暮らし高齢者率（％） 

東大阪市(43位) ５８．１(28位) ６．６(43位) １．２(35位) ２３．８(43位) 

尼崎市 (44位) ５０．３(44位) ６．５(42位) １．１(33位） ２３．９(44位) 

 

【生活・地域】 

 一般廃棄物リサイクル率

（％） 

刑法犯認知件数 

（人口千人当たり件） 

都市公園面積 

（一人当たり㎡） 

東大阪市(45位) １０．０(44位) １６．３(45位) ２．７(43位) 

尼崎市 (44位) １３．３(39位) １５．４(44位) ４．５(41位) 

 

【教育・学校】 

 不登校児童生徒率

（％） 

大学進学率 

（％） 

教員一人当児童生

徒数（人） 

義務教育費生徒一人当

（円） 

東大阪市(5位) １．７７(44位) ５７．６(17位) １５．６(26位) ５２０，９１５(2位) 

尼崎市 (7位) １．７１(42位) ５５．９(21位) １６．１(33位) ５２６，３９６(1位) 

 

【教育・社会】 

 社会教育費 

（一人当たり円） 

図書館・博物館等施設数（人

口 100万人当たり件） 

図書冊数 

（一人当たり冊） 

東大阪市(42位) ５，２９６(32位) ２３．９(41位) １．４(44位) 

尼崎市 (44位) ２，６７５(43位) １５．５(43位) １．６(39位) 

出所：都道府県幸福度ランキング〔2018〕をもとに報告者作成。 
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東大阪市はホームヘルパー数が 3位で介護を要する人が自宅など住み慣れた場所で療養

する環境が整備されている。一方で生活分野が下位であり、安定した住環境の整備が求め

られる。 

 尼崎市は｢製造業労働生産性｣が 6位、｢事業所新設率｣が 11位であり、活発な経済活動が

実施されている。また、｢ホームヘルパー数｣が 5位で、在宅での介護環境が整っている。

一方で、生活分野は最下位であり、一人暮らし高齢者へのフォローや安心・安全な地域づ

くりが求められる。 

都道府県中核市幸福度ランキングの各種指標の基本指標（図表２－９）は、東大阪市(32

位) 尼崎市 (38 位)、健康・医療福祉は東大阪市(10 位) 尼崎市 (7 位)、健康・運動体

力は東大阪市(44 位) 尼崎市 (41 位)、文化・余暇娯楽は東大阪市(43 位) 尼崎市 (31

位)、文化・国際は東大阪市(7 位) 尼崎市 (23 位)、仕事・雇用は東大阪市(35 位) 尼崎

市 (43位)、仕事・企業は東大阪市(40位) 尼崎市 (25位)、生活・個人（家族）は東大

阪市(43位) 尼崎市 (44位)、生活・地域は東大阪市(45位) 尼崎市 (44位)、教育・学

校は東大阪市(5位) 尼崎市 (7位)、教育・社会は東大阪市(42位) 尼崎市 (44位)とな

っている。 

このように、東大阪市と尼崎市は多くの基本的なインフラの指標において同様の傾向を

示している。 

寺島（2018）は同書の中で何をもって「幸福」とするのかについて、バートランド・ラ

ッセルの『幸福論』から「幸福な人とは、客観的な生き方をし、自由な愛情と広い興味を

持っている人である」と引用している。地域における幸福を検討するには自我と社会を適

切につなぐことのできる基本条件を整備することが大切だと提示している。 

 

２．４．２．各種統計比較 

東大阪市と尼崎市の比較を総務省作成の「政府統計の総合窓口(e-Stat)」から抽出して

算出した。 

（出所：https://www.e-stat.go.jp/regional-statistics/ssdsview/municipality2017年

6月 23日）。 

（１）人口構成と世帯数 

基本的な人口構成や世帯の直近の政府統計を概観すると、東大阪市と尼崎市の人口は

11.1%東大阪市が多い。特長があるのが、東大阪市は外国人人口が多いこと（177.9%）、出

生率が低いこと（東大阪市 0.7%に対して、尼崎市 0.9%）、年少人口の 15歳未満人口が高い

こと（東大阪市 11.8%に対して、尼崎市 11.1%）が挙げられる。 

 尼崎市が転入 3.4%・転出 3.6%と共に東大阪市の 2.7%、3.0%を上回っている。自市で従

業・通学している人口は東大阪市 29.7%で尼崎市の 27.8%を上回っている。したがって、昼

間人口は人口の 103.8%となり、尼崎市の 96.3%に対して差が大きい。さらに、尼崎市が単

独世帯数の割合が高い(41.2%)に対して東大阪市は 37.8%となっている。 
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図表２－１０ 国勢調査（2015年）などの｢政府統計の総合窓口(e-Stat)」による比較（人

口構成と世帯数） 

出所：政府統計の総合窓口(e-Stat)をもとに報告者作成。 

 

（２）教育と通勤 

東大阪市は他への通勤者数よりも他からの通勤者数が多い(12,004 人のプラス)ことが

特長である。尼崎市は逆に他への勤務者が多い（－10,375 人）。東大阪市は幼稚園の数が

尼崎市に比べて少ない（90.2%)。その一方で公民館(480%)、図書館(270%)は多い。 

 

図表２－１１ 国勢調査（2015年・2016年）などの｢政府統計の総合窓口(e-Stat)」によ

る比較（教育と通期） 

2015年１０月国勢調査 人口比 （東大阪市/尼崎市）
東大阪市 尼崎市 東大阪市 尼崎市 割合

人口総数 502,784 452,563 100.0 100.0 111.1

人口総数（男） 246,053 219,059 48.9 48.4 112.3

人口総数（女） 256,731 233,504 51.1 51.6 109.9

日本人人口 478,933 436,015 95.3 96.3 109.8

年齢中位数 46.7 47.2 0.0 0.0 98.9

年少人口（15歳未満人口）１５歳未満人口 59,078 50,036 11.8 11.1 118.1

生産年齢人口割合（15～64歳人口） 295,365 265,526 58.7 58.7 111.2

老年人口（65歳以上人口） 134,685 121,155 26.8 26.8 111.2

外国人人口 13,564 7,626 2.7 1.7 177.9

出生数 3,480 3,909 0.7 0.9 89.0

死亡数 4,771 4,731 0.9 1.0 100.8

転入者数 13,729 15,520 2.7 3.4 88.5

転出者数 14,915 16,297 3.0 3.6 91.5

自市区町村で従業・通学している人口 149,133 125,863 29.7 27.8 118.5

昼間人口 522,051 435,641 103.8 96.3 119.8

世帯数 223,485 210,433 106.2

核世帯数 123,967 109,810 55.5 52.2 112.9

単独世帯数 84,503 86,612 37.8 41.2 97.6

６５歳以上同居世帯数 50,186 45,292 22.5 21.5 110.8

高齢者夫婦のみ世帯数 25,206 22,524 11.3 10.7 111.9

2015年１０月国勢調査 人口比 （東大阪市/尼崎市）
東大阪市 尼崎市 東大阪市 尼崎市 割合

人口総数 502,784 452,563 100.0 100.0 111.1

人口総数（男） 246,053 219,059 48.9 48.4 112.3

人口総数（女） 256,731 233,504 51.1 51.6 109.9

日本人人口 478,933 436,015 95.3 96.3 109.8

年齢中位数 46.7 47.2 0.0 0.0 98.9

年少人口（15歳未満人口）１５歳未満人口 59,078 50,036 11.8 11.1 118.1

生産年齢人口割合（15～64歳人口） 295,365 265,526 58.7 58.7 111.2

老年人口（65歳以上人口） 134,685 121,155 26.8 26.8 111.2

外国人人口 13,564 7,626 2.7 1.7 177.9

出生数 3,480 3,909 0.7 0.9 89.0

死亡数 4,771 4,731 0.9 1.0 100.8

転入者数 13,729 15,520 2.7 3.4 88.5

転出者数 14,915 16,297 3.0 3.6 91.5

自市区町村で従業・通学している人口 149,133 125,863 29.7 27.8 118.5

昼間人口 522,051 435,641 103.8 96.3 119.8

世帯数 223,485 210,433 106.2

核世帯数 123,967 109,810 55.5 52.2 112.9

単独世帯数 84,503 86,612 37.8 41.2 97.6

６５歳以上同居世帯数 50,186 45,292 22.5 21.5 110.8

高齢者夫婦のみ世帯数 25,206 22,524 11.3 10.7 111.9
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出所：政府統計の総合窓口(e-Stat)をもとに報告者作成。 

 

 

 

 

（３）居住 

 空家率（空家数/総住宅数）は 2013年度の調査では東大阪市が 16.3％、尼崎市は 15%で

あった。また、持ち家数の割合は東大阪市が 45.7%、尼崎市は 40.7%である。 

 

図表２－１２ 国勢調査（2015年・2013年）などの｢政府統計の総合窓口(e-Stat)」によ

る比較（居住に関するデータ） 

     人口1万比 （東大阪市/尼崎市）

東大阪市 尼崎市 東大阪市 尼崎市 割合

幼稚園数（2016年統計） 35 35 0.7 0.8 90.0

小学校数（2016年統計） 52 42 1.0 0.9 111.4

中学校数（2016年統計） 27 20 0.5 0.4 121.5

高等学校数（2016年統計） 14 13 0.3 0.3 96.9

自市で従業している数（2015年統計） 111,975 93,702

他への通勤者数（2015年統計） 82,494 89,346

他からの通勤者数（2015年統計） 94,498 78,971

他への通勤から本市への通勤の差 12,004 ▲ 10375

公民館数（2015年統計） 32 6 0.6 0.1 480.1

図書館数（2015年統計） 6 2 0.1 0.04 270.0

３～５歳 人口 （2015年10月） 10,966 9,887 31.9 35.4 90.2

2015年１０月国勢調査 人口比 （東大阪市/尼崎市）
東大阪市 尼崎市 東大阪市 尼崎市 割合

人口総数 502,784 452,563 100.0 100.0 111.1

人口総数（男） 246,053 219,059 48.9 48.4 112.3

人口総数（女） 256,731 233,504 51.1 51.6 109.9

日本人人口 478,933 436,015 95.3 96.3 109.8

年齢中位数 46.7 47.2 0.0 0.0 98.9

年少人口（15歳未満人口）１５歳未満人口 59,078 50,036 11.8 11.1 118.1

生産年齢人口割合（15～64歳人口） 295,365 265,526 58.7 58.7 111.2

老年人口（65歳以上人口） 134,685 121,155 26.8 26.8 111.2

外国人人口 13,564 7,626 2.7 1.7 177.9

出生数 3,480 3,909 0.7 0.9 89.0

死亡数 4,771 4,731 0.9 1.0 100.8

転入者数 13,729 15,520 2.7 3.4 88.5

転出者数 14,915 16,297 3.0 3.6 91.5

自市区町村で従業・通学している人口 149,133 125,863 29.7 27.8 118.5

昼間人口 522,051 435,641 103.8 96.3 119.8

世帯数 223,485 210,433 106.2

核世帯数 123,967 109,810 55.5 52.2 112.9

単独世帯数 84,503 86,612 37.8 41.2 97.6

６５歳以上同居世帯数 50,186 45,292 22.5 21.5 110.8

高齢者夫婦のみ世帯数 25,206 22,524 11.3 10.7 111.9
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出所：政府統計の総合窓口(e-Stat)をもとに報告者作成。 

 

 東大阪市は居住室畳 11.9畳以下の割合が 13.4%、尼崎市は 10.3%である。このことから

住居室畳面積が小さい住居の割合が多いことが分かる。 

 

図表２－１３ 居住室の広さにおける東大阪市・尼崎市の比較グラフ 

 

出所：政府統計の総合窓口(e-Stat)をもとに報告者作成。 

 

 

2013年度調査 （東大阪市/尼崎市）

東大阪市 尼崎市 東大阪市 尼崎市 割合

総住宅数 265,950 257,660

空家数 43,300 38,610

空家数/総住宅数 16.3 15.0 108.7

持ち家数 121,580 104,820 45.7 40.7 112.4

借家数 91,450 102,910 34.4 39.9 86.1

公営、UR、公社の借家数 10,010 16,670

公営、UR、公社の借家数/借家数 10.9 16.2 67.6

居住室畳5.9畳以下の住宅 2,970 520 1.12 0.20 553.4

居住室畳6畳から11.9畳以下の住宅 32,660 26,140 12.3 10.1 121.0

居住室畳12畳から17.9畳以下の住宅 24,720 29,520 9.29 11.46 81.1

居住室畳18畳から23.9畳以下の住宅 32,900 38,840 12.37 15.07 82.1

居住室畳24畳から29.9畳以下の住宅 36,710 42,770 13.80 16.60 83.2

1住宅当たり居住室の畳数 26.49 25.68

1住宅当たり延べ面積 74.56 69.80

昭和26～35年建築住宅数 4,850 4,330 1.82 1.68 108.5

昭和36～45年建築住宅数 14,560 15,240 5.47 5.91 92.6

昭和46～55年建築住宅数 30,320 30,480 11.40 11.83 96.4

昭和56～平成2年建築住宅数 38,370 37,090 14.43 14.39 100.2

平成3～平成12年建築住宅数 43,430 50,730 16.33 19.69 82.9

平成13～平成17年建築住宅数 25,190 20,140 9.47 7.82 121.2

平成18～平成22年建築住宅数 18,970 17,810 7.13 6.91 103.2

平成23～平成25年9月建築住宅数 9,180 9,480 3.45 3.68 93.8

昭和35年以前建築住宅数 11,470 11,240 4.31 4.36 98.9

昭和45年以前建築住宅数 26,030 26,480 9.79 10.28 95.2
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（４）医療、安心安全 

 東大阪市は尼崎市と比較して病院数（86.3%)、一般診療所数（74.4%)、医師数(62.0%)

と少ない。さらに、保育所数も 79.2%と少ないことが分かる。 

 

図表２－１４ 国勢調査（2015年・2013年）などの｢政府統計の総合窓口(e-Stat)」によ

る比較（医療、安全安心に関するデータ） 

 

出所：政府統計の総合窓口(e-Stat)をもとに報告者作成。 

 

⑤小括 

 以上から東大阪市と尼崎市を比較して特徴をまとめると以下のようになる。 

・東大阪市は年少人口の 15歳未満人口の割合が尼崎市と比較して高い（東大阪市 11.8%に

対して、尼崎市 11.1%）。 

・東大阪市への転入・転出人口が尼崎市よりも緩やかである（尼崎市が転入 3.4%・転出 3.6%、

東大阪市は 2.7%、3.0%）。 

・単独世帯が尼崎市より少ない（尼崎市が単独世帯数の割合が 41.2%に対して東大阪市は

37.8%）。 

・昼間人口が多い（東大阪市は人口の 103.8%、尼崎市は 96.3%）。 

・中間人口が多く、同市居住者が同市内に勤務する割合と他からの通勤者が多い（東大阪

市は 12,004人のプラスに対して尼崎市は－10,375人)。 

・空家率が尼崎市よりも高く（東大阪市が 16.3％、尼崎市は 15%）、持ち家の住居が多い（東

大阪市が 45，7%、尼崎市は 40.7%）。 

・畳 11.9畳以下の狭小住宅が尼崎市よりも多い（東大阪市は居住室畳 11.9畳以下の割合

が 13.4%、尼崎市は 10.3%）。 

・幼稚園（東大阪市人口比 70％、尼崎市 80％）、保育所（東大阪市人口比 1.31、尼崎市 1.66）

と共に尼崎市に比べて少ない。 

・病院（東大阪市 0.46、尼崎市 0.53）、一般診療所（東大阪市 8.08、尼崎市 10.85）、医師

数（東大阪市 15.75、尼崎市 25.39）などであり、医療関係も尼崎市に比べて少ない。 

 

 

 

（東大阪市/尼崎市）

東大阪市 尼崎市 東大阪市 尼崎市 割合

病院数（2015年統計） 23 24 0.46 0.53 86.3

一般診療所数（2015年統計） 406 491 8.08 10.85 74.4

医師数(2014年統計） 792 1,149 15.75 25.39 62.0

保育所数（2015年統計） 66 75 1.31 1.66 79.2

交通事発生（2009年統計） 2,999 2,630 59.65 58.11 102.6

刑法犯認知件数（2008年統計） 12,593 13,118 250.47 289.86 86.4
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２．４．３．尼崎市の取り組み 

尼崎市では、平成25 年度から平成34 年度を計画期間とする尼崎市総合計画を策定して 

まちの活力の維持・向上を図っていくための、にぎわいをもたらす交流人口やまちづくり

に取り組む活動人口、子育てファミリー世帯を中心とした人口（定住人口） 増加を目指し

ている。尼崎市では平成 24 年度にシティプロモーション推進部を設置し、シティプロモ

ーションの取組を本格的に開始した（出所：尼崎市〔2013〕尼崎市シティプロモーション

推進指針）。 

 尼崎版シティプロモーションは「まちの魅力を増進すること」と、それを「戦略的・効

果的に発信すること」と定義している。尼崎版シティプロモーションの目的は、まちの活

力の維持・向上を図っていくため、尼崎への愛着と誇りを高めるとともに、尼崎に来てい

ただきたい「交流人口」、尼崎で活動していただきたい「活動人口」、尼崎に住んでいた

だきたい・住み続けていただきたい「子育てファミリー世帯を中心とした人口（定住人口）」

を増やしていくことである。 

尼崎版シティプロモーションの基本となるのは「尼崎を好きな人を増やす」こと。「尼

崎を好きなこと」を「あまらぶ」と名付け、「あまらぶ」な人や「あまらぶ」な人を増や

すための物・事・情報があふれるまちを目指している。 

 

図表２－１５ 尼崎版シティプロモーションの流れ 

 

出所：尼崎市HPhttp://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/si_kangae/si_keikaku/003cpsisin.html

（検索日2018年8月20日）。 

 

取組は全庁挙げての取組であることはもちろん、尼崎に関わるすべての人に役割が求め

られる。「あまらぶ」な人を増やすとともに、交流人口、活動人口、定住人口それぞれに

客観的に表される数字を指標の一つとして参考にすることや、総合計画や行財政改革計画

と連動して取り組んでいく。 

特に、「現在ある魅力のさらなる向上」「新しい魅力の発掘・創造」「マイナスイメー
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ジの払拭」「まちの課題への対応」の4つの視点を重視している。人口からみたまちづくり

の考え方を実現していく上での魅力とは 

 利便性の高さ 

 暮らしやすさ 

 歴史 

 文化・芸術 

 産業 

 充実した子育て支援 

 多彩な個性を伸ばす高校教育 

 地域ごとにいろんな表情があり、多様性がある 

人口からみたまちづくりの考え方を実現していく上での課題 

 実態と違うイメージを持たれている 

 まちの魅力が十分に伝わっていない 

 地域の個性（エリアごとの特徴）が魅力に結びついていない 

 子育てファミリー世帯の転出超過の原因と考えられる治安や教育の問題 

 

魅力があまり伝わらず、課題がより強く伝わっていることから、実力とイメージのギ 

ャップを埋めることも、尼崎版シティプロモーションにとって大切な目的である。そこで、

尼崎版シティプロモーションの取組の方向性は、①魅力へのアプローチと、②課題へのア

プローチに分かれて実施されている。 

魅力へのアプローチは「現在ある魅力をさらに高める」ことと「今はまだ魅力とは考え

られていないものを磨き上げ魅力にする」ことである。課題へのアプローチは「解決・克

服しているのに、いまだに引きずっている過去のマイナスイメージを払拭する」ことと「依

然として残っている課題に取り組む」ことである。以上に取り組むことで、尼崎への愛着

と誇りを高めることをベースに「交流人口の増」「活動人口の増」「定住人口の増」を目

指している。 

さらに、指針の推進について、①尼崎版シティプロモーションの取組は全庁挙げての取

組であることはもちろん、尼崎に関わるすべての人に役割が求められること、②「あまら

ぶ」な人を増やすとともに、交流人口、活動人口、定住人口それぞれに客観的に表される

数字を指標の一つとして参考にすること、③総合計画や行財政改革計画と連動して取り組

んでいくこと、④「現在ある魅力のさらなる向上」「新しい魅力の発掘・創造」「マイナス

イメージの払拭」「まちの課題への対応」の 4つの視点で、尼崎版シティプロモーションの

取組を進めていくとして実施している。 
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図表２－１６ 尼崎版シティプロモーション方向性 

 

出所：尼崎市HPhttp://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/si_kangae/si_keikaku/003cpsisin.html

（検索日2018年8月20日）。 

 

尼崎市は「尼崎を好きな人を増やす」こと。「尼崎を好きなこと」を「あまらぶ」と名

付け、「あまらぶ」な人や「あまらぶ」な人を増やすための物・事・情報があふれるまち

を目指している。尼崎市がシティプロモーションに積極的に取り組んでいる背景には、か

つて高度経済成長期に直面した公害や治安が悪いことなどのマイナスイメージの払拭があ

る。東大阪市と比較した統計データからも家族での長居住地としてよりも単身者が通勤の

便利性から尼崎市に住んでいることが伺える。 

 単身時に尼崎市に居住して通勤していた若者が、結婚して家族を持つ段階で他へ転居し

ていることへの対策であろう。 

 

２．５．まとめ 

東洋経済新報社が全国の都市を対象に毎年公表している「住みよさランキング」は、“都

市力”を、「安心度」「利便度」「快適度」「富裕度」「住居水準充実度」の 5つのカテ

ゴリーに分類し、ランク付けした。 

日経 BP 社の日経 BP 総研は「住みよさ」について、「安心・安全」「快適な暮らし」「生

活の利便性」「生活インフラ」「医療・介護」「子育て」「自治体の運営」「街の活力」の 8

分野であると考えている。 

日経 BP 総研が運営するウェブサイト「新・公民連携最前線」は、全国の市および東京

23区を対象に「子育てのしやすさ」について「ヒト」（住人の評価）、「モノ」（幼稚園

や保育所のキャパシティ面）、「カネ」（子ども 1人当たりの子育て関連予算）の 3つの

観点で評価し総合ランキングを作成している。 

いずれの調査も、それぞれが設定した項目別に政府などが定期的に実施する統計資料の
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多様な指標、一部は独自調査の数字を割り当てて分析をしている。 

東洋経済新報社が全国の都市を対象に毎年公表している「住みよさランキング」は、政

府の統計資料やインフラに関する統計資料の比較から順位付けされている。東大阪市は

378位の位置である（図表２－２）。大阪府の中で人口 10万人以上の 22都市の内 12位で

ある（図表２－３）。 

門真市は｢住みよさランキング｣では東大阪市(378 位)、門真市（全国 625 位）であった

が、「子育てのしやすさ」だけに絞り込んだ総合ランキングでは全国 325 市区の中で 34

位、関西で 2位と上位に位置している（図表２－８）。 

2018 年の全国の中核市を対象にした都道府県幸福度ランキングの総合評価では全国の

45都市中、東大阪市が 44位、尼崎市が 45位となっている（図表２－９）。 

東大阪市は東大阪市住生活基本計画に｢本市は｢モノづくりのまち｣、｢ラグビーのまち｣

としては有名だが、若年・子育て世帯に居住地として選択されにくい｣のが現状である。 

東大阪市住生活基本計画は「本市が若年・子育て世帯に居住地として選択され、愛着と

誇りを持ってもらえるようなまちとなる」ために「本市の持つ多種多様な魅力が伝わる情

報発信」をすることを目指している（p.25）。東大阪市の内部環境である経営資源として

の都市の魅力を何の指標で捉えて行けば「若年・子育て世帯」に伝わるのかは以上のよう

な調査を踏まえながら、より目指すターゲット層に届ける効果的な情報を明確にしていく

ことが求められる。 
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３．調査 

    若年・子育て世帯は｢居心地の良さ｣、若者は｢自己実現感｣ 

 

この章のポイント 

１．若年・子育て世帯へのインタビュー調査から 

・それぞれが目指す快適な環境は、家族や夫婦をとおしての｢居心地の良さ｣。 

・東大阪市のイメージが実態より悪い。 

・日常生活は満足している。 

・若者・子育て世帯へ情報発信の工夫が必要である。 

・子育て中の母親といっても「多様な幸せ感」をもっている。 

・大学生は自分自身が｢自己実現｣する場を求めている。 

 

２．不動産事業者へのヒアリング調査から 

・法律・政策上の課題があるが、情報発信や市場価値創造へ向けた工夫をすれば不動産流

通の活性化は可能である。 

 

３．クリエイターや情報発信事業者へのグループインタビュー調査 

・学生が魅力を感じる機会、イベントや楽しめる機会を提供する。 

・子育て中の世帯が魅力を感じる、たとえば AI、ITなどの教室を開催する。 

・若者から見てみて魅力のある人たちが集う場を設定する。 

 

４．若年・子育て世帯のニーズと対応の可能性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

それぞれが目指す 

快適な環境 

自分にとっての居心地の

良さ 

子育て世帯は家族や夫婦をとおした

居心地の良さ 

 

学生は自分の楽しさや｢自己実現｣の

機会 

情報発信の工夫 

機会の提供 

政策の支援 

場の設定 

アイデアや創意工夫 
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３．１．若年・子育て世帯へのインタビュー調査 

３．１．１．はじめに 

（１）調査の目的 

第 2章において東大阪市と他市の２次データを中心とした調査を概観した。さらに、近

隣都市で尼崎市、さらに大阪府下の他都市との比較を政府の統計資料をもとに人口、世帯

数、生活インフラ（教育、住環境、安全など）のデータで比較した。各自治体は魅力の向

上に向けて、それぞれの環境の中で目指すターゲットに向けたメッセージの発信、イメー

ジの醸成に努めているようだ。 

本調査の目的は、若年・子育て世帯に選択されるまちの特長や要素をインタビュー調査

から導出することである。子育て中の家族（主に３０代）にとっての居住地としての魅力

は何なのか、コアなコンセプトは何なのかを導出してからそれに合った、魅力の発信すな

わちブランド化を目指すことになる。 

 

（２）調査方法 

行政が実施してきたこれまでの調査方法は下図の左側の方法が中心であった。本調査は

右側のようになる。あらかじめ行政側が意図して想定した範囲で質問票を設計してからア

ンケートで実態を量的に調査する手法である。本調査は、住民の立場・視点での会話形式

による質的調査である。収集したデータは質的データの分析ソフト（NVivo 11 Pro for 

Windows）を使用して概念化、抽象化をする。 

 

図表３－１－１ 調査手法 

これまでの調査方法       本調査 

（量的調査）         （質的調査） 

 

出所：報告者作成。 
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３．１．２．子育て中の主婦に対するインタビュー 

（１）調査概要 

若年・子育て世帯に選択されるまちの特長や要素を導出するために合計 8人に対して事

前に質問を準備した半構造化インタビュー調査を実施した。インタビュー調査から得られ

たデータをもとに、定性調査の分析ソフト NVivo を使用して複数の研究者の分析結果をも

とに子育て中の母親が目指す「快適な環境」と東大阪市での生活をとおして「魅力や満足

していること」「不満足なこと」「不足するので他から充足していること」の概念化を試み

た。そして、さらに「魅力的な都市」になるための取り組みについてまとめた。 

事前に用意した質問票と調査対象者の属性は以下のとおりである。 
 

 

 

図表３－１ インタビュー調査質問票と調査対象者属性 

【質問項目】 

A：基礎的質問（30分） 

１．あなたが目指す快適な環境とはどんなことですか？ 

２．東大阪の魅力はどのようなところで、どのようなところに満足されていますか？ 

３．どのようなところが不満ですか？ 

４．東大阪市では満たされないので他から充足することはどのようなことですか？ 

５．あなたにとって、東大阪市がもっと魅力的な街になるにはどのようなことが必要です

か？ 

  

B：追加質問（30分） 

1～2問程度 

 

出所：報告者作成。 

 

 

年齢 出身地 現在の職業 主人（年齢）職業（現在勤務地）出身地 子供

A 43 東大阪市 専業主婦 （４４）会社員（生駒市）広島県 女13歳・男４歳

B 35 堺市 パート勤務 （３５）会社員（茨木市）東大阪市 男８歳（小２）・女４歳（幼）

C 28 東大阪市 パート勤務 （３５）会社員（兵庫県）生駒市 男６歳（小１）・男５歳（年長）・女１歳

D 39 東大阪市 パート勤務 （４０）会社員（八尾市）東大阪市 男12歳（小６）・女８歳（小２）・男５歳（年中）・女１歳

E 46 鹿児島県 正社員 （４３）自営業（東大阪市）東大阪市 ６歳（小１）・２歳（保育園）

F 32 東大阪市 正社員 （３３）会社員（名古屋市）京都市 男６歳（小１）・男４歳（年少）

G 44 大阪市 正社員 （５０）会社員（奈良市）奈良市 男18歳（高３）・女13歳（中１）

奈良市居住・勤務地東大阪市

H 40 大東市 正社員 （４０）会社員（奈良市）茨城県 女６歳（年長）・女３歳（保育園）

東大阪市居住後現在は大東市
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（２）インタビュー調査 

① あなたが目指す快適な環境とはどんなことですか？ 

 

A：都会でなくて、田舎でもない。便利な立地である。暮らすのが楽な場所である。 

普段の生活でストレスを感じないところが良い。 

子供たちは元気で育てば良い。 

 

B：女性も仕事をするようなことを奨励する雰囲気があるが自分は反対である。自分は父親

が外で稼ぐ、母親は家庭を守るスタイルが良いと考えている。 

勉強ができないとよいところに就職できないと考えている。 

自分は保育士の資格をもっているので保育園で働いていた。子供はお母さんが好きだ。な

るべく一緒に過ごせる時間を作ってあげる環境が必要だ。自分が目指す快適な環境は心の

拠り所があるところ、自分にとって居心地の良いところである。 

子どもは自分の好きなことをして、自分にとって良いところに就職してくれればよい。 

母親が家庭でしっかりと子供の面倒をみる専業主婦が理想的な環境だと考えている。 

 

C：子供が安全に過ごすことができる環境が良い。 

 

D：幸せな人生とは、家族みんなで揃って仲良く暮らせることだ。 

今は価値観が多様化している。親の世代が正しいと言ってきたことがそうではなかったこ

とをずっと見てきた。子供は自由に生きてほしい。 

親の時代は将来への夢とか財力があったが今は何を目指したら良いのかがわからないし、

現役世代の生活が苦しくなっている。 

 

E：幸せな人生とは、子供を優先した子供中心の生活であるが、専業主婦にはなる気はない。 

仕事と子育てとは何とか両立したい。 

仕事をとおして客とのつながりを大事にしたい。 

自分の価値観にあった暮らしを選択しながらつくりながら暮らしている。 

 

F：今の仕事は充実感が有り自己実現感があることからずっと一生仕事をしていくつもりだ。 

子育て期間だけに転勤エリアが限定の地域限定の総合職の職種制度がある。未就学の子供

がいるときは母親が仕事を辞めることが多いが会社の制度を活用して継続する。 

子供には心身ともに元気であればよい。 

本人がやりたいと思ったときに、それを実現できるように経済的な備えをしておきたい。

本人の主張を聞いて納得できれば反対はしない。 

G：女性は結婚、出産、育児、などライフイベントが多くあるので時々に優先する環境が変
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わる。 

子どもが小さい内は、自然環境、治安が良い、地域全体が子育て世帯が沢山あって、地域

に活気がある。 

仕事は今まで経験してきたことを十分に活かせて自己実現ができている。困っている人に

寄り添って伴走する、仕事をとおした充実感がある。 

 

H：母性があるので子供は宝物のような存在である。主人が育児に理解があり協力的である

ことや朝忙しい時に手伝ってくれるし送迎もしてくれる環境が良い。 

自分自身働きたい気持ちもある。働くという一人の女性としての幸せ感と母親としての母

性の幸せ感の比較である。 

 

［分析ソフト NVivoで抽出した概念］ 

①便利の良さ 

A：都会でなくて、田舎でもない。便利な立地である。 

 

②家族全員の幸せ 

B：自分は父親が外で稼ぐ、母親は家庭を守るスタイルが良いと考えている。 

D：幸せな人生とは、家族みんなで揃って仲良く暮らせることだ。 

 

③子育て環境の良さ 

A：子供たちは元気で育てば良い。 

B：勉強ができないとよいところに就職できないと考えている。 

子供はお母さんが好きだ。なるべく一緒に過ごせる時間を作ってあげる環境が必要だ。 

E：幸せな人生とは、子供を優先した子供中心の生活。 

F：子供には心身ともに元気であればよい。 

G：自然環境、治安が良い、地域全体が子育て世帯が沢山あって、地域に活気がある。 

H：母性があるので子供は宝物のような存在、主人が育児に理解があり協力的。 

 

④安全・安心感 

A：暮らすのが楽な場所である。 

B：自分が目指す快適な環境は心の拠り所があるところ、自分にとって居心地の良いところ

普段の生活でストレスを感じないところが良い。 

C：子供が安全に過ごすことができる環境が良い。 
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⑤仕事と家庭のバランス 

E：専業主婦にはなる気はない。仕事と子育てとは何とか両立したい。 

F：今の仕事は充実感が有り自己実現感がある。 

G：仕事をとおした充実感がある。 

H：働くという一人の女性としての幸せ感と母親としての母性の幸せ感の比較である。 

 

図表３－２ 目指す快適な環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：報告者作成。 

 

② 東大阪の魅力はどのようなところで、どのようなところに満足されていますか？ 

 

A：東大阪市は便利な立地である。 

子育てサークル、支援センターの活動が活発である。内容が充足してきた。たとえば、イ

ベントとか。よく行くのは東大阪大学の実施している子ども支援の活動がよい。大学の教

員や学生が来てくれる。地域の人たちは楽しい。このような活動が盛り上がるとよい。 

行きやすいところ、大学の中でやるのでとっつきやすくて入りやすい。大学は安心感があ

る。 

生まれたところは知っている人が多い。 

団地は人の距離が離れている。 

生駒に比べて混沌としているところが良いところ。 

 

B：堺市に住んでいた時に、東大阪市のイメージは良くなかった。しかし、家を建てて住ん

でみると、周りの地元に長く住んでいる人たちが暖かいことに気が付いた。 

東大阪市は居心地が良い。 

③子育て環境の良さ ①便利の良さ 

④安全・安心感 
②家族全員の幸せ 

⑤仕事と家庭のバランス 

それぞれが目指す 

快適な環境 
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結婚して主人の母親が単身で暮らしていることから、東大阪市に家を購入して引越した。

父親から東大阪市は治安が悪いと言われていたが、住んでみると住みやすいところだ。便

利が良い。近所にも恵まれている。人が温かい。今は満足しているので東大阪市から出る

つもりはない。たとえば、北摂は自分のライフスタイルと合っていないので居心地が悪く

なると思う。 

近所の方が良い方ばかりだ。周りの人の面倒見がよい。おばあちゃんがいろいろなものを

もってきてくれる。自分に孫がいないので世話をするのが嬉しい。 

周りの人に支えられている。 

仲良くしている人たちもよい人ばかりだ。停電したときにいろいろと心配をしてくれた。 

コミュニティが生きている。 

 

C：自分の両親が近くに住んでいるので生駒の方へ住もうとは思わない。自分の親が近いと

ころに住んでいることは大きい。子供が熱を出したりしたときなどに対応できるし、主人

の両親が暮らしている生駒はそんなに遠くないので預けにいくこともできるので東大阪市

は自分にとって良い場所である。 

東大阪市で生まれて育ってよかった。今現在は、人生に満足している。 

ボランティアでシルバーが交通安全をみてくれるのがありがたい。 

お祭りなど（8月、10月）コミュニティが残っている。 

住んでいてガラが悪いと思ったことはない。 

 

D：東大阪市に家を購入した。 

主人は東大阪市が本社の会社に勤務しているが、勤務地は違う場所である。どこに家を購

入して住むかで悩んだ。自分が親元で生活したいと考えた。両方の親元の間に住んでいる。 

助け合いの精神がある。 

東大阪市は地元の人たちに良い人が多い。 

 

E：朝の保育園の送りは主人がしているので満足している。 

治安は特に悪いとは思わない。 

 

F：一軒家を購入している。 

ずっと東大阪市に住むつもりである。 

都会に行こうと思えば、近い。 

交通の便はよい。 

コストパフォーマンスがよい。 

 

G：瓢箪山商店街は賑やかで活気がある。 
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瓢箪山はシルバー世代が活気づいている。元気で活力がある商店街である。 

瓢箪山で治安が悪いと思うことはない。 

治安が悪いことを実感したことはない。 

東大阪市では、平成 26年度から利用者支援事業をいち早く実施している。利用者支援相談

員を設置している。利用者支援相談員の存在も幅広く知れ渡っている。地域のお母さん方

にとって子育て支援サポーターに聞けば、必要な機関に取り次いでくれる。国の制度であ

る。 

 

H：東大阪は良くも悪くもこてこて関西のイメージがある。布施は大阪、関西のイメージが

強い。 

地域のコミュニティが強い。 

治安については大東市と変わらない。 

東大阪市は一人目を生んだ時の助成金が良かった（当時）。子育て支援に力を入れているイ

メージがある。高速が近いのでどこに行くのでもアクセスが良い。 

子どもの施設や図書館などの公共施設は充実している。 

都心に近い。 

 

［分析ソフト NVivoで抽出した概念］ 

①交通・立地の良さ 

A：東大阪市は便利な立地である。 

B：便利が良い。 

F：交通の便はよい。 

H：高速が近いのでどこに行くのでもアクセスが良い。都心に近い。 

 

②大阪らしさ 

A：団地は人の距離が離れている。生駒に比べて混沌としているところが良いところ。 

H：東大阪は良くも悪くもこてこて関西のイメージがある。布施は大阪、関西のイメージが

強い。 

 

③地域コミュニティ 

A：子育てサークル、支援センターの活動が活発である。地域の人たちは楽しい。 

B：住みやすいところだ。近所にも恵まれている。人が温かい。近所の方が良い方ばかりだ。

C：周りの人の面倒見がよい。コミュニティが生きている。お祭りなど（8月、10月）コミ

ュニティが残っている。 

D：助け合いの精神がある。東大阪市は地元の人たちに良い人が多い。 

G：瓢箪山はシルバー世代が活気づいている。元気で活力がある商店街。 
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H：地域のコミュニティが強い。 

 

④安心感 

A：大学は安心感がある。生まれたところは知っている人が多い。 

B：家を建てて住んでみると、周りの地元に長く住んでいる人たちが暖かい。住んでみると 

自分の親が近いところに住んでいることは大きい。 

C：周囲のボランティアのシルバーが交通安全をみてくれるのがありがたい。住んでいてガ

ラが悪いと思ったことはない。 

D：両方の親元の間に住んでいる。 

E：治安は特に悪いとは思わない。 

G：治安が悪いことを実感したことはない。東大阪市では、平成 26年度から利用者支援事

業をいち早く実施。 

H：治安については大東市と変わらない。 

 

⑤大学や公共施設が多い 

A：イベントとか。よく行くのは東大阪大学の実施している子ども支援の活動がよい。大学

の教員や学生が来てくれる。 

H：子どもの施設や図書館などの公共施設は充実している。 

 

図表３－３ 東大阪市の魅力と満足 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：報告者作成。 

 

①交通・立地の良さ 

③地域コミュニティ 

②大阪らしさ 

⑤大学や公共移設が多い 

自分にとっての

居心地の良さ 
④安心感 
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③ どのようなところが不満ですか？ 

 

A：中学生の給食がない。もうすぐ給食が始まるというときに、取りやめになったようだ。

地区によって給食の事情が違う。子供の立場では好き嫌いがある子供なので喜んでいる。 

今は育児の環境が良くなってきた。 

学校給食がないとエリアを動く人はいない。大きな引っ越しをしないといけないので、我

慢している。 

 

B：堺市に住んでいた時に、東大阪市のイメージは良くなかった。 

学校のイメージが地域によってばらつきがある。自分自身が過去にいじめられたことで悩

んだ経験があることから、イメージの悪い学校には行かせたくない。 

 

C：保育園の入園手続きをするのに、勤務証明がないと入れないのは順番が逆ではないかと

思う。決まっている人が優先されるので、なかなか保育園に預けられない。保育園は少な

いと思う。子供を預けにくいことから待機になる。 

学童保育の手当て、東大阪市は月間 8千円、大阪市内は年間 5百円と大きな違いがある。 

一人につきなので３人いると３倍かかる。 

 

D：今の風潮は働かないといけないような雰囲気である。 

最初の一歩で東大阪市に入り込むとすごく良いところだが、地元でない人が入りにくい雰

囲気がある。 

一緒に過ごす時間が欲しい。子供が中学校になってバラバラになるので、必要な時に集ま

れる状況でいたい。 

税金が高い。 

保育園は上の子供が小学校に入ると子供のカウントされなくなる。間が空いていると恩恵

がない。 

行政が言うことと支援や、現実にやっていることが矛盾していると感じている。 

制度や雰囲気がそのようになっていない。 

働け、子供を増やせと言われるが子供が多いと周りが嫌な顔をする雰囲気がある。子供を

4人連れていくことはたいへんだ。 

子供の遊び場がない。大きな公園は八戸ノ里公園と交通公園しかない。幹線道路の側に小

さな公園しかない。危ない。子供が家にこもる。子供が遊びに行っても子供がうるさいと

叱られることがある 

昔は学校で 17時まで遊べた。今は 30分以内に帰らないといけないルールである。 

水道代が高い。行政のインフラが高い。行政サービスが悪い。 

図書館などの公共施設に駐車場がない。 
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E：保育園を決めるのがたいへんだ。 

大阪市内は補助とかがあることが多い。大阪市と区域が違うだけで特典が違う。 

主人が朝子供を送迎しないとストレスになる。 

東大阪市での暮らしは良い、13年住んでいる。自分が住んでいるところが良いところだか

らかもしれない。 

学童は 17時までに迎えに行く、土曜日保育は 18時までみてもらえる。 

バスが少ない。 

近鉄の横の交通はあるが縦の交通手段がない。住居から布施までバスがない。 

便数がすくなくなった。雨の日に自転車がたいへん。 

コミュニティバスを走らせてほしい。 

 

F：主人と別々に暮らしているので主人に帰ってきてほしい。 

子供の保育園がすぐに見つからない。 

治安が悪いと思ったことはない。イメージが悪い。 

よその人は治安が悪くないことがわからない。 

ラグビーは関心のある人だけである。 

 

G：外国からの子育てする外国籍の父兄が多くすんでいる。日本語が通じないことがある。

外国籍の方が国際センターの存在を知らないことが多い。外国人に周知すればよいと思う。 

 

H：子育てをする中で、子育てだけになるとストレスになる。仕事をすることでバランスが

取れると感じている。バリバリやりたくはなく程良く仕事をしたい。 

主人の母親は外に出るよりも家にいる方を好むタイプである。子どもを育てるのは女性の

仕事だというタイプである。 

外から来ると閉鎖的な雰囲気がある。地縁があるのとないのと違う。 

東大阪市は大都市である。大東市は小さくまとまっている。東大阪市は公共施設に行くの

に遠いし、不便である。東大阪市はお祭りに参加したくてもお祭りの地元の人以外は入り

込めない雰囲気がある。 

住道よりも放出は大きい駅でも周りに何もないところである。生活の利便性は悪い。道が

狭くて整備されていない印象がある。住道は便利が良い。駅の周りに生活の利便性が良い。 

子ども会や地元のコミュニティに入りにくい。 

東大阪市、大東市は教育レベルが低い。全国の偏差値の学力レベルが低いと言われている。

教育熱心な友人は偏差値の高い場所、豊中などの北摂と上本町に移転するケースが多い。 

保育園が人口に対して足りていない。 

高校・大学は東大阪の学校であった。 

実際に怖いことはない。 
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［分析ソフト NVivoで抽出した概念］ 

①イメージが悪い 

B：堺市に住んでいた時に、東大阪市のイメージは良くなかった。 

F：イメージが悪い。 

H：実際に怖いことはない。 

 

②閉鎖的な雰囲気 

D：地元でない人が入りにくい雰囲気がある。 

H：外から来ると閉鎖的な雰囲気がある。東大阪市はお祭りに参加したくてもお祭りの地元

の人以外は入り込めない雰囲気がある。子ども会や地元のコミュニティに入りにくい。 

 

③育児環境 

C：保育園に預けられない。保育園は少ないと思う。 

D：子供を 4人連れていくことはたいへんだ。子供の遊び場がない。 

E：保育園を決めるのがたいへんだ。 

F：子供の保育園がすぐに見つからない。 

H：保育園が人口に対して足りていない。 

 

④教育環境 

A：中学生の給食がない。今は育児の環境が良くなってきた。 

B：学校のイメージが地域によってばらつきがある。 

H：東大阪市、大東市は教育レベルが低い。 

 

⑤経済面・行政サービス 

C：学童保育の手当て 

D：税金が高い。水道代が高い。行政のインフラが高い。行政サービスが悪い。バスが少な

い。図書館などの公共施設に駐車場がない。 

E：大阪市内は補助とかがあることが多い。 

G：外国からの子育てする外国籍の父兄が多くすんでいる。日本語が通じないことがある。 
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図表３－４ 東大阪市の不満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：報告者作成。 

 

④ 東大阪市では満たされないので他から充足することはどのようなことですか？ 

 

A：日常生活は東大阪市で充分である。 

非日常的なショッピングは難波に行く。 

特別な日だけである。 

学習塾のために難波に通っている人もいる。 

 

B：日常生活に必要なことはすべて完結できる。 

すべて東大阪市で充足する。 

子供の理想として自分の考えを押し付けることはしない。商大幼稚園が大好きだ。 

保育園に勤めていた時に上の子供と一緒に通っていた。 

体で感じる遊びがよい。  
C：東大阪市内で必要なものは揃う。 

東大阪市から出ることは少ない。 

 

D：大型ショッピングセンターがない。八尾のアリオのような店舗が欲しい。 

遠くまで行きたいときは自動車が必要だ。 

日常生活で遊び場に不自由している。遊び場とショッピングなどが一か所で済ませられる

場所が欲しい。 

日常生活をするためには不満はない。 

①イメージが悪い 

イメージが実態

より悪い 

③育児環境 

④教育環境 

②閉鎖的な雰囲気 

⑤経済面・行政サービス 
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E：ファミリーレストランが近くにない。 

小さい店は結構あるがファミリーで行けるところが少ない。 

日常生活をするためには不満はない。自転車でどこにでも行ける。  
F：百貨店 

非日常感、日常的なことは困らない。 

チェーン店ではだめ。 

友達と一緒に行って喜んでもらう。  
G：瓢箪山、石切地区は生活インフラがすべて揃っている。 

 

H：百貨店で贈答品をするときくらい。 

普段の生活は困らない。 

大きな公園がない。 

 

［分析ソフト NVivoで抽出した概念］ 

①非日常的なこと 

A：非日常的なショッピングは難波に行く。 

F：百貨店、非日常感 

H：百貨店で贈答品をするときくらい。 

 

②専門店や百貨店・大型ショッピングセンター 

D：大型ショッピングセンターがない。 

E：ファミリーレストランが近くにない。 

 

③大きな公園・遊び場 

D：日常生活で遊び場に不自由している。 

E：小さい店は結構あるがファミリーで行けるところが少ない。 

H：大きな公園がない。 

 

④自慢するところがない 

友達と一緒に行って喜んでもらう。 
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図表３－５ 東大阪市で充足できないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：報告者作成。 

 

⑤ あなたにとって、東大阪市がもっと魅力的な街になるにはどのようなことが必要です

か？ 

 

B：学校の教育をきちんとしてほしい。 

天災が多い年であった。地震や天災が怖い。 

今の藤田小学校は川のそばで水没しそうな立地なのに、避難場所になっている。 

耐震用になっていない。校舎がつぶれるのではないか。校舎を少しずつ安心な建物にして

ほしい。 

 

D：もっと本当に子供を育てている人の声を収集してほしい。 

自分で要望を伝えに市役所に行っていた。 

保育園や幼稚園の情報が伝わるのが遅い。開園の情報が 1か月前でもわからない。 

お母さんとの間で子育て支援の人が行政のスタッフでいるが情報が入らない。 

自分で動いているお母さんのほうが情報通である。周りのお母さんは情報通のお母さんに

聞いている。担当者がきちんと教えてくれないので不信感がある。直前直前のことが多い。 

情報が降りてこない。入園しようと考えている親は仕事の関係や準備がある。 

 

E：コミュニティバスが東大阪市にはない。 

 

F：おしゃれな街並み  
G：国からの補助金は子育て中とシルバーに政策が偏っている。現実的にお金がいるのは大

学生や高校生の時代である。児童手当など充実してほしい。 

②専門店や百貨店・大型

ショッピングセンター 

③大きな公園・遊び

①非日常的なこと 

日常生活は満足 

④自慢するところがない 
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保育所も幼稚園も定員がある。駅の周辺は人気が高い。子どもを預けて出勤しやすい。 

公立の幼稚園が二年保育で人気がなくなって閉園になることや認定こども園になる。保育

園も幼稚園も一緒になる。どんどん認定こども園が増えてきているので、少しずつ待機児

童問題は解消しそうである。 

安全安心を感じる基準がそれぞれのお母さんによって価値観が違う。必要なサポートが受

けられるセンターがあれば満たされる。社会福祉協議会が実施する有料のサービス、実際

に支援してくれるファミリーサポートセンターがある。 

病気の子どもを預けるセンターが閉園した。河内英和や小阪までいかないと預けられない。 

仕事をする母親にはそれぞれの環境を整備しなくてはいけない。 

自分は子育てをしたかったのでしばらくは自分で子育てをした。 

病気の子どもを預かる施設は瓢箪山にあったが、閉園された。 

自分の自己実現を中心に育児している人もいる。 

多様な母親がいるので対応できるサービスが必要である。 

他の方の困った時は面倒を見ようと思う。自分のマンションは仲がいい、お互いの相互扶

助の精神である。皆で声を掛け合って暮らしている。 

普通に挨拶をして、困っていることを相談できることが重要である。 

人が優しい、地域が優しい、周りのヒトが助け合う精神がある。シルバー世代が元気であ

る。子育て世代に関わっていただくとシルバー世代が元気になる。 

 

H：東大阪市は大きな街なので街並みを整備すると良い。 

布施、八戸ノ里、放出など街並みを整えるとイメージが良くなる。 

子ども支援のサービスは良い。 

子育て世代は教育レベルをすごく意識しているところがある。 

インターナショナルスクールを誘致しているケースがある。大学を活用して教育について

良いイメージを発信すると良い。 

教育の街と言うイメージを発信すると良い。 

街のイメージを変えれば地価が上がる。天王寺に家を見に行って、町のイメージが良くな

って行くことで実際に地価が上がっているのを実感した。 

 

［分析ソフト NVivoで抽出した概念］ 

①安全・安心感の提供 

G：安全安心を感じる基準がそれぞれのお母さんによって価値観が違う。必要なサポートが

受けられるセンターがあれば満たされる。 

H：街のイメージを変えれば地価が上がる。 
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②情報収集と提供 

D：もっと本当に子供を育てている人の声を収集してほしい。保育園や幼稚園の情報が伝わ

るのが遅い。 

 

③学校教育の充実 

B：学校の教育をきちんとしてほしい。校舎を少しずつ安心な建物にしてほしい。 

H：子育て世代は教育レベルをすごく意識しているところがある。教育の街と言うイメージ

を発信すると良い。 

 

④シルバー、子供、若者が 3世代で交流できる機会の創造 

G：子育て世代に関わっていただくとシルバー世代が元気になる。 

 

⑤行政サービス・街並みの整備 

F：おしゃれな街並み。 

E：コミュニティバスが東大阪市にはない。 

G：国からの補助金は子育て中とシルバーに政策が偏っている。多様な母親がいるので対応

できるサービスが必要である。 

H：東大阪市は大きな街なので街並みを整備すると良い。 

 

図表３－６ 東大阪市がもっと魅力的になるため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：報告者作成。 

 

 

⑤行政サービス・街並みの整備 

②情報収集と提供 

③学校教育の充実 

①安全・安心感の提供 

若者・子育て世帯へ

情報発信の工夫 

④シルバー、子供、

若者が 3 世代で交流

できる機会の創造 
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（３）小活 

上記８名へのインタビューから、子育て中の母親といっても「多様な幸せ感」をもって

おり、自分たちが自由な環境で育てられたこともあり、しっかりとした目指す姿を描いて

いることがわかった。主婦業に専念する母親は、自分の価値観でそれが良いと考えており

決して何かを犠牲にして子育てをしなくてはならない状況ではなかった。 

働く主婦は自己実現から仕事に対する働き甲斐を持っており、仕事と家事の両立を目指

している。よく言われるような「家事と育児に追われ、じぶんの時間が殆ど取れず不満で

いっぱい」なのではなかった。多くの東大阪市で生まれ育った母親は東大阪市が良いとこ

ろで居心地が良いと述べていることから東大阪市は住民から見ると、便利が良く、地域に

は温かみがあり、住みやすい環境であることも分かった。 

その一方で、結婚して東大阪市に居を構えるまでは、周囲から治安が悪いと言われ、住

むのに不安があったことも分かった。しかし、住んでみると居心地の良い環境だと述べて

いる。東大阪市は布施、河内、枚岡の旧 3 市の間で、広域行政の必要性が強まり、昭

和 42 年 2 月 1日 3市が合併して誕生した経緯がある。したがって、住民にとっては

東大阪市という歴史や伝統はない。他から見られている東大阪市のイメージと住む人

たちが感じる実態は大きく遊離していた。 

地域やそれぞれの母親にとって目指す幸せな状況はすべて違っているが現在まで

に抽出された住民視点からみた東大阪市の魅力と可能性は「居心地の良さ」である。すな

わち、共通項は「居心地の良さ」である。行政が実施する多様な支援制度や施設建設も重

要であるが、生活者が東大阪市の生活をとおして自分たちが描く「幸せな人生設計ができ

る」ための安心感、納得感が一番必要であるようだ。 

「職住接近」の視点から中間人口が多い「働く場」をもつ本市の特徴を生かすことがで

きれば若年・子育て世帯に選択されるまちとしての潜在的魅力がある。あくまでも「魅力

的な場の創造」を主導する主体は民間である。そのなかで、住宅政策室の役割は、「魅力的

な場の創造」を推進するためのきっかけづくりや、「魅力的な場の創造」を促進するための

機能を住宅政策の視点から支援することになる。 
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３．１．２．大学生へのインタビュー調査 

（１）調査概要 

東大阪市では大学への入学に伴い、10 歳代後半から 20 歳代前半にかけて人口流入が多

く見られる一方で、大学卒業後の若年・子育て世帯の流出が著しくなっている。 

大学入学を契機とした東大阪市への転入のタイミングがあるにも関わらず、その後定住

化につながっていない状況にあり、平成 29年度策定予定の東大阪市住生活基本計画におい

ては、住まい・住環境の面から、定住促進に向けての取組みとして、まずは東大阪市のま

ちや住まいに興味を持ってもらえるような取組みとして、東大阪市の多種多様な魅力が伝

わる情報発信を行う計画としている。 

東大阪市としてどのような情報発信を行うことが得策であるかを検討するため、東大阪

市の居住地魅力の分析等を行うとともに、大学が持つネットワークを活かして、クリエイ

ターなどと協働し、若年・子育て世帯に訴求する他市とは差別化した独自の切り口を持っ

た多様な情報発信の方策の研究、提案を目的とするものである。 

 本インタビュー調査は東大阪市内の大学にて学んでいる学生２人に対して半構造化イン

タビューである。音声を ICレコーダーにて記録した後に文字化したデータを発言者にメー

ルにて送信して内容の確認を依頼した。文字化したデータをもとに、２人の研究者で定性

分析ソフト NVivoを用いた分析を実施した。 

 インタビュー対象者の属性は以下のとおりである。 

 

Ａ氏 大学３回生 和歌山県出身 高校まで和歌山県居住 現在は一人で賃貸アパートに

居住して自炊している。一人っ子、長女。父親は地方公務員、母親は家で自営業、個人で

仕事をしている。将来はＩＴ関係の仕事に従事したい。 

 

Ｂ氏 大学２回生 奈良県奈良市出身 奈良市内の自宅から通学中 一人っ子、長男。 

父親は自営業でパソコン教室を経営している。母親がそこで従業員としてインストラクタ

ーで勤務している。将来は地方公務員として勤務したい。 

 

（２）調査 

①あなたが目指す幸せな、快適な環境とはどんなことですか？ 

 

（Ａ氏） 

４０歳くらいで結婚して、子供が二人くらい。 

働かないと主婦だけでは経済的に子育てができない時代になってきた。 

子育て中は会社を休職してから復職する。 

福利厚生を重視して会社を選ぶ。 
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待機児童が問題になっているので保育所がきちんとして整っている。 

病院も近くにあるような社会的な安心できるインフラが整備されていることが大事である。 

自分は安心・安全が重要だと思う。 

結婚して一人っ子だったら親の面倒はどうするのか、親は好きにしたら良いと言われてい

る。自分たちのことは自分たちが考えるので気にしなくてよいと言われている。 

実家は人口減少が深刻なエリアである。職業を得たら親の近くに住んでも仕事ができない

状況である。 

 

（Ｂ氏） 

大きな市でも機能が集約している利用しやすいコンパクトシティが良い。 

子育てをするにも孤立しない環境が良い 

地域のあったかい環境、シングルマザーがいても一人で子育てしなくてはいけなくても、

地域同士で助け合えるような環境が必要である。住んでいて心地よい環境であること。近

所づきあいが大事である。自分は人づきあいが明るい方ではないが、出会ったらあいさつ

していただけるような温かい触れ合いのある環境が良い 

自分の地元に住んでいても近所づきあいが良いとは思わない。 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

②東大阪の魅力はどのようなところですか？ どのようなところに満足されていますか？ 

 

（Ａ氏） 

地域が暖かいと思う。困っていたら、さりげなくおじいちゃん、おばあちゃんがフォロー

してくれる。自分が育ったところよりも暖かい。自分は田舎で育った、山の上の孤立した

村落でそだった。東大阪市は人口密度が高くて人との触れ合いが否応なく生じる。 

 

（Ｂ氏） 

現在のわが国の現状を冷静に認識している。そして、自分自身の可能性と将来に対して

しっかりとした現実的な展望をもっている。 

子育てができると感じられる安心安全な環境を基礎として不安のない社会基盤、温かみ

のある皆で支えあう社会づくりが重要である。 

職場環境も同様に子育てしやすい環境を整備することが前提である。 

だが、国が重視して奨励する男女が働き続ける社会が良いとは限らない。 

ここからは、安全・安心できる社会インフラのもとで。地域や職場でお互いに支え合いな

がら子供を育てながら、暮らすことに幸せ感があることが伺える。  
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立地的、交通の便も良い。休講があって時間があればすぐに大阪市内に行ける。 

 

 

 

 

 

 

 

③どのようなところが不満ですか？ どのように改善してほしいですか？ 

 

（Ａ氏） 

他県に住んでいたが東大阪市に実際に住んでいると治安が悪いというイメージがない。 

今もそんなに感じないが、布施の駅前はさすがに夜のイメージが強い。 

東大阪市は３つの町が合併した。布施のイメージがよくない。 

夜中に学生がバイクでうるさい。 

 

（Ｂ氏） 

なんとなくごちゃごちゃしているイメージがある。 

統計的に、自転車の盗難率が高い。奈良の住民として大阪に良いイメージがない。勝手に

そのようなイメージができたようだ。 

親が言っているのを聞いてイメージができたようだ 

１年半東大阪市に通学して治安が悪いと思ったことはない。  
何で東大阪市から生駒市に流出するのか。生駒市は人が生活しやすい、イメージ戦略が良

い。たとえば、学習環境や閑静な住環境が良いイメージがある。 

        
 

 

 

大阪市内に近い交通の利便性である。 

住んでみてよいと実感したのが、地域の人たちが温かいことである。助け合いの精神が

生きている、触れ合いを感じる街である。 

 

他地域で暮らしていて周りから入る東大阪市のイメージが悪かった。 

しかし、実際に暮らしてみると決してそのようなことはない。 

特に、治安が悪いと感じたことはない。 

東大阪市のイメージは布施のイメージが強いようだ。 
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④東大阪市では満たされないので他から充足することはどのようなことですか？ 

 

（Ａ氏） 

布施の商店街は歴史のある古い街のイメージである。 

３０代くらいの人達が経営をしていないイメージがある。若者をターゲットとしていない。

少し枯れたイメージがある。商店街は歩いたら楽しい。 

 

（Ｂ氏） 

服を買ったりする、買い物は他所で買う。この服は長島のアウトレットで購入した。 

自分で見て選んで買う、フィーリングで購入する。 

センスの良い若者向けの店がない。 

ふせの商店街には行かない。 

学生がふせの商店街で買い物をしない 

若者向けの店もあるのだが情報が伝わってこない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤あなたにとって、東大阪市がずっと住んでいたいもっと魅力的な街になるためにはどの 

ようなことが必要ですか？ 

 

（Ａ氏） 

一人暮らしという立場から考えます。市内の小中学校で活躍する給食を作るような管理栄

養士の方による「学生のための一人暮らしごはん」というようなサービスが市の取り組み

としてあればうれしいと思います。これだと、自分で献立を考えるきっかけにもなるとお

もいますし、経済的観念も身につくと思います。また、初めて親元を離れる学生が「食」

に対して規則的な生活の概念を持ち続けることができるのではないでしょうか。 

 

 

若者向けのショッピングと自分が楽しみたいことをするところがない。 

若者に対してサービスやビジネスを展開しようとする事業者が少ないようだ。 

学生は商店街に対して魅力を感じているようだが敷居が高いのと相手にしてもらってい

ない閉鎖性を感じ取っている。 

本当は商店街がもっと若者をターゲットとした品揃えと情報発信をすれば可能性があ

る。 

学生を取り込んでいく仕組みをつくれば可能性はある。 
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（Ｂ氏） 

東大阪市内の商業施設や飲食店で使うことができる、割引券などがあるとありがたいです。

また、市内の商業施設などで買い物をしたり、飲食店で食事をしたりすると、ポイントが

たまり、たまったポイントを使って、市内の映画館などの施設を利用できるようなポイン

トカードがあったら便利だと思います。  
環境や街の活性化の団体など多様な団体がある。周りで触発されてやっているようだ。 
若者が顧客層に含まれていないので若者も関心がない。 
学生で起業したい学生を集める仕組みとかを考えて提案するとよいのではないか。  
 

 

 

 

 

以下の３点について追加的質問をした。 

 

①どうして、若者が流出して戻って来ないのだと思いますか？ 

 

（Ａ氏） 

音楽が好きな方にとっては、ライブハウスを設ける。そのためには、音楽に関わる企業を

東大阪へ誘致するなどの、現在の学生が好き、熱中したいと思うものに関わる企業を誘致

することを考えます。つまり、自分の自己実現が東大阪で、わざわざ、なんばなどに出か

けなくてもすむ環境。 

 

（Ｂ氏） 

奈良の餅井殿商店街というところが若者向けの商店街として、イメージが若者に浸透し

てきた。若者がはじめて店を開業するインキュベーション施設がある。3 年間お試しで店

を運営して独創的な商店街になってきた。猫のグッズ専門店など新しい店がオープンして

いる。 

若い人の感覚を取り入れる工夫がいる。なぜそれがうまくいっているか、そこはもとも

と大きなパチンコの店があったところを更地にしてガラス張りの建物を建設した。商店街

の振興組合が運営しているようだ。 

餅井殿の夢キューブという仕組みである。事前の開業までのプレゼンテーションを実施

する。アイデアから独創性、事業性があるかどうかを審査する。カキ氷屋やクラフトの店、

稲荷ずしの店など創意工夫している。 

学生が自発的に取り組みたい、自己実現したい、周りの人たちと触れ合いたいと活動で

きる垣根の低い、オープンな場を設定する。  
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②情報発信のアイデアはありますか？ 

 

（Ａ氏） 

若者は新しいことが好きだ。 

たとえば、インスタで新しい体験や情報を発信する。 

 

（Ｂ氏） 

いかに若者が発信したいと思うコンテンツをそろえることが必要である。 

写真を撮り、SNSに撮影した写真を投稿したいと思えるようなコンテンツが必要。 

→視覚的に「おしゃれ」なことなどが分かりやすいもの。 

情報を拡散することで、何らかの利益が返ってくるような仕組みがあればいいのではない

か(例：情報を拡散・投稿した人には、東大阪市内の飲食店で使えるクーポン券をプレゼン

ト など)。 

 

まずは、東大阪といえば！というようなものが必要だと思います。ラグビーが有名ですが、

市外出身の自分としてはあまり知りませんでした。 

例えば、現代だと 65歳以上でも元気に働く人がいます。なので、「東大阪は最高平均雇用

年齢全国１位」などのキャッチコピーがあればどうかなと。 

 

市民の方に、「東大阪市がいかに暮らしやすくていい街であるか」についてインタビューを

行い、そのインタビュー映像を交えた、東大阪市のプロモーション動画を制作し、インタ

ーネット上(YouTubeなど)に投稿するという取り組みを提案したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一言で言うならば、東大阪市の何かと特定の学生とが愛着が湧くような関係性を構築する

ことで輪が大きくなり魅力が創出できる。 

学生が一度何らかの形で必然的に東大阪市と関係ができても、学生時代に東大阪市に愛着

がわくような関係性が構築できないからである。 

たとえば、主体的に地域と関わった活動をとおして温かい人間関係に触れることで将来暮

らしたいという気持ちを醸成する仕組みづくりをする。 

 

若者に向けた情報発信の方法に創意工夫が必要である。 

学生や若者に関心がないのではなく、学生が興味を持つような魅力がない。もしあった

としても、情報が伝わっていないのである。 
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③ 学生が自己実現したいことは？ 

 

（Ｂ氏） 

安全・安心に暮らしていけることが大前提だと思います。そのうえで、自己実現に向けて

の情報収集が行いやすい環境が望ましいと考えます。 

また、私は騒がしい環境が好きでないため、自己実現に向けての勉強などをするためにも、

都会の喧騒を感じないような静かな環境を望みます。 

さらに、休日などには、ショッピングや友人たちと遊ぶことができるような場所に近い、

あるいは、そのような場所にアクセスしやすいような環境であれば、いいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生たちは、現在、地域の活動をしている。 

活動をとおして社会と触れ合うことができる。コミュニケーション能力や自分自身の能

力開発につながる。 

学生たちはこのような活動に価値を感じている。 
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３．２．不動産事業者へのヒアリング調査 

３．２．１．ヒアリング 

平成 30年 8月 25日（土）と 9月 10 日(月)に全日本不動産協会大阪府本部大阪東支部

の事業者様へのヒアリング調査を実施した。また、平成 29年の東大阪市住生活基本計画策

定に向けたヒアリングなどからの意見を集約すると以下のとおりである。 

  

 

 

 

 

 

（１）情報発信（今ある仕組みを活かすための情報発信、今ある良いところを伝えるため

の情報発信）の課題 

 

所有者の居住環境、狭小住宅などの不動産に対する知識不足が挙げられる。 

狭小住宅などの不動産などの居住環境の活用等に関する相談窓口、所有者への実際の活用

事例の紹介等。 

東大阪市では、リフォームを行う人の中に、東大阪市職員がとても多いように思う。その

理由としては、市の補助制度をよく理解しており、その補助制度を活用したいということ

があるのだと考える。市の職員等でないとリフォームに係る補助制度を知る機会がないの

だと思う。 

住宅を購入したい人はここに来ればその情報が得られるといった仕組みを作る必要がある。 

相談したくてもどこに行けばいいのかわからない状況。 

東大阪市に住んでも良い条件にある人が、意外と住んでいない。 

中古住宅のリノベーションに対して、購入者の意識が低い。 

狭小住宅などの居住環境の利活用の取り組み例の紹介などをする方がよいのではないか。

狭小住宅などの不動産を“使って欲しい人”と“使いたい人”を繋げるということである。 

狭小住宅などの不動産を借りてくれそうな人を見つける方法の１つとしては、まちづくり

等に関するイベントの開催がある。 

リフォーム・リノベーションを依頼してくる人がその情報を取得する手段としてはインタ

ーネットや雑誌（ライヴス等）が多い。 

若い方でリフォーム・リノベーションを検討する人は、インテリアに興味があること等が

きっかけとなっている人が多い。 

 

 

 

道路整備が進んでおらず、活用しづらい状況にある。 

法律上の多くの制約がある。 

建て替えると経済的な価値が減少することから放置する案件がある。 
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（２）法律・政策上の課題 

 

利活用にあたり、用途や接道要件が障害となっている。 

用途地域による制限が挙げられる。 

不動産業者が狭小住宅などの不動産の所有者に直接近づくと、（だまされると勘違いして）

引いてしまう所有者が多いので、市にお膳立てをして民間での取り組みに対し、行政が信

用を付与する必要がある。神戸市などで取り組んでいる（すまいるネット）。 

多くの狭小住宅などの不動産で検査済証がないことが挙げられる。検査済証の交付を受け

ていない建築物については、原則、増築等を行うことができない。しかし、和歌山市や北

九州市では、建築士が責任を持って現場調査を行い、確認申請書等のとおり施工されてい

ることを確認できれば可能とする取組みを行っている。 

近年、狭小住宅などの居住環境について活用に関する相談が多く、石切地域の地主の多く

が建物や土地を手放すことは考えていないものの、固定資産税等の費用が必要最低限賄う

ことができれば、地域のために活用してもらってもよいという考えを持っている。 

ミスマッチを解消するマーケティングからの仕掛けが必要である。そのような話に住生活

基本計画でどこまで踏み込めるのか。 

優良狭小住宅などの居住環境と特定狭小住宅などの居住環境等の間の物件の対応が課題と

なる。 

東大阪市の「ものづくり」のブランド力は高いので、活用できるのではないか。 

狭小住宅などの不動産の居住環境の改修・活用に対して出資をしてくれる人を募るまちづ

くりファンドの取組みも検討している。新しい所に開発の場を求めるのではなく、既存の

宅地で地元のホームビルダーが狭小住宅などの不動産を壊して新たな家を建てたりできる

ような情報提供が必要ではないか。 

リフォーム・リノベーションを依頼してくる方々の中で最も多いのは 30代くらいの住宅購

入世代である。次に多いのが、子どもが手離れした世代の大学教授やクリエイター等の文

化的な人である。 

 

（３）市場価値創造へ向けた工夫 

 

東大阪市は職からみた職住共存ができていない。 

狭小住宅などの不動産所有者と借り手のマッチングのコーディネートが重要。 

市場流通でみると価値がない物件の良いところを見つけて、付加価値を付ける。 

東大阪市は住工混在しているという住まい手側としてはデメリットとなる部分があるが、

その分、家賃を下げて調整しているため住工混在が居住需要に影響しているとは言えない。 

中古住宅でも優良物件は売れるが、そうでないものは売れない。 

その中でも中古マーケットで扱えるものは、あたりをつける“場”をつくることができれ
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ば、流通されるのではないか。 

東大阪市ではファミリー向けの賃貸住宅の供給がない。ワンルームの方が事業性が高いた

め、どうしてもそちらの方の供給が多くなってしまう。ただし、学生が減少している状況

にあるので、ファミリー向けの事業メリットを東大阪市で見出せるとよい。 

戸建て賃貸物件は、ペットがいる人からの相談はある。若い人からの需要はない。 

東大阪市としてのターゲットと魅力が結びついていない。東大阪市の魅力は安いことだと

思う。 

定住ではなく、人生のある期間を東大阪市で過ごしてもらうという考え方でもよいかと思

う（例：超高層マンションで倉庫は狭小住宅などの不動産を活用するなどすると、住宅費

を下げることができる）。 

東大阪に住むことに意義がある・評価してくれる層を見出す必要がある。 

リフォーム・リノベーションを目的として中古住宅を取得する若い世代の所得層としては

共働きで新築マンションも購入できるくらいの人が多い。 

リフォーム・リノベーションを検討する人は都心に多い。 

リノベーションスクールには教える側の立場で参加することがあるが、リノベーションに

関心を持っている人同士が集まって仲良くなり、自分たちで活動を始めたりすることは非

常に良いことであると思う。 

東大阪市に住んでいる知り合いになぜ東大阪市に住んでいるのか聞いたところ、大阪市に

勤務し、また、実家が奈良にあるといった大阪と奈良のどちらへも行きやすいという点が

あがってきた。 

東大阪市は地の利があるが、大阪市よりも住宅価格は安いため、上手くそれを活かしてい

ければと思う。 

 

３．２．２．ヒアリングの整理 

（１）ニーズの把握 

 

 

 

（１）ニーズの把握

東大阪市は職からみた職住共存ができていない。

市場流通でみると価値がない物件の良いところを見つけて、付加価値を付ける

東大阪市は住工混在しているという住まい手側としてはデメリットとなる部分があるが、その分、家賃を下げて調整しているため住工

混在が居住需要に影響しているとは言えない。

中古住宅でも優良物件は売れるが、そうでないものは売れない。

東大阪市の魅力は安いことだと思う。

定住ではなく、人生のある期間を東大阪市で過ごしてもらうという考え方でもよいかと思う。（例：超高層マンションで倉庫は空家を活用

するなどすると、住宅費を下げることができる）

リフォーム・リノベーションを目的として中古住宅を取得する若い世代の所得層としては共働きで新築マンションも購入できるくらいの

人が多い。

東大阪市に住んでいる知り合いになぜ東大阪市に住んでいるのか聞いたところ、大阪市に勤務し、また、実家が奈良にあるといった

大阪と奈良のどちらへも行きやすいという点があがってきた。

東大阪市は地の利があるが、大阪市よりも住宅価格は安いため、上手くそれを活かしていければと思う。



52 

 

（２）ターゲットの明確化 

 

 

（３）場の設定 

 

 

３．２．３．小括 

東大阪市内の昭和 40年代、50年代の住宅は、50㎡程度の狭小住宅が多く、解体も再建 

築も難しい物件が多い。利活用にあたり、用途や接道要件が障害となっている。さらに、

費用面の問題もある。儲けるよりも地域貢献の観点で狭小住宅などの不動産を利活用して

もよいという所有者が多いが、狭小住宅などの不動産の多くは耐震性がないなどの質の良

くない物件が多く、改修費に数百万円かかると聞くと、手を引いてしまう人が多い。 

狭小住宅などの不動産の所有者は、物件の実態の価格よりも上にあると思い込んでいる

傾向にあり、価格を伝えると今はそのまま所有しておき、景気が良くなった時に売ればよ

いと考える人が多い。潜在的な狭小住宅などの不動産は相当あると感じる。固定資産税が

払える間は所有しておく人が多いが、そのまま放置することで、市場にのらない物件にな

ってしまう。 

そのような物件は、再建築できないため、相談されても値がつかず、対応できない。狭

小住宅などの不動産の所有者は、相談したくてもどこに行けばいいのかわからない状況に

ある。狭小住宅などの不動産の利活用については、所有者と借り手のマッチングのコーデ

ィネートなどの創意工夫が重要となる。 

市場流通でみると価値がない物件の良いところを見つけて、付加価値を付けることがで 

きないかと考えている。東大阪市では古い村が点在しており、年季の入った物件も多いが、

道路整備が進んでおらず、活用しづらい状況にある（道が狭く、車が入れないから安全と

いう見方もできる）。そのような所でできる狭小住宅などの不動産対策はないかと考えてい

る。 

不動産事業者へのヒアリングからは、以上のことが導出できた。 

 

 

（２）ターゲットの明確化

東大阪市としてのターゲットと魅力が結びついていない。

東大阪に住むことに意義がある・評価してくれる層を見出す必要がある。

リフォーム・リノベーションを検討する人は都心に多い。

東大阪市ではファミリー向けの賃貸住宅の供給がない。ワンルームの方が事業性が高いため、どうしてもそちらの方の供給が多く

なってしまう。ただし、学生が減少している状況にあるので、ファミリー向けの事業メリットを東大阪市で見出せるとよい。

戸建て賃貸物件は、ペットがいる人からの相談はある。若い人からの需要はない。

（３）場の設定（相互作用）マッチング

狭小住宅などの不動産所有者と借り手のマッチングのコーディネートが重要

その中でも中古マーケットで扱えるものは、あたりをつける“場”をつくることができれば、流通されるのではないか。

リノベーションスクールには教える側の立場で参加することがあるが、リノベーションに関心を持っている人同士が集まって仲良くなり、

自分たちで活動を始めたりすることは非常に良いことであると思う。
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図表３－７ 課題の解決に向けた方向性 

      既存・現状          今後 

  

             【第一段階】                 【第二段階】 

                場の設定、プラットフォーム          創意工夫 

出所：報告者作成。 
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３．３．クリエイターや情報発信事業者へのグループインタビュー調査 

３．３．１．グループインタビュー概要 

３名に対するグループインタビューを 2018年 12月 27日（木）16時から 17時 30分ま

で布施商店街の中の SEKAI HOTEL FUSEのラウンジで実施した。事前に用意した質問項目は

以下の 3点である。内容を ICレコーダーに録音したあとに文章に書きおこして報告用に要

約した。 

グループインタビュー参加者は以下のとおりである。 

N氏：地域メディア会社員 

H氏：IT,AIを中心に新規事業に取り組む事業者 

Y氏：SNSでの情報発信、イベント活動などの事業者 

 

３．３．２．グループインタビュー 

 

①東大阪の魅力はどのようなところですか？  

 

H：もともとは大阪市生まれである。5歳の頃の幼稚園に入る前に東大阪市に転居した。自

分の生活感から東大阪市は噂されているように危ないと思ったことはない。スリもひった

くりにもあったことはない。東大阪市は他所では安全でない安心できないと言われている。

近鉄奈良線は車内犯罪件数が比較的少ないと聞いている。布施の商店街のイメージが醸し

出しているのではないか。 

 

Y：布施は伊勢参りの宿場町として栄えた場所のようである。街の魅力は人の魅力である。

東大阪市は人口が多いのが魅力である。５０万都市で人口が多いことは前提条件としての

一番の魅力であり強みである。スポーツ選手で言えば体格が良いことは資質的に大きな魅

力である。 

そして、自分が学生時代は商店街が活性化して機能していた。東大阪市は駅ごとに駅前

商店街があり繁栄して地域生活に機能してきたが最近衰退している。自分はインターネッ

トを使用した情報発信の仕事を商店街起点に実施している。商店街は人と人との交流、コ

ミュニケーションの拠点としては最適である。東大阪市の強みは人が沢山住んでいて商店

街の商業集積があることだ。地域の多様なイベントの実行を担っているのは商店街の人た

ちや組織である。この上にどのように東大阪市の魅力を構築できるかが課題である。 

商店街は情報発信する力を持っている人が少ない。イベントを実施するときでもポスタ

ーを貼ったり、チラシを巻いたりする古い伝統的なやり方しかできないし知らない。今ま

で工夫をしなくても人が集まってきたから、積極的にメディアを活用して情報発信をする

ことの重要性を感じていなかったようだ。最近自分が中心で実施したイベントを大手メデ

ィアが採用して掲載したことや、SNS で情報発信することで数百人も集客した実績をみて
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商店街の人たちが新しい情報発信の方法に関心を強く持ったようだ。 

東大阪市で布施は過去を振り返ると、自分たちが高校生の頃までは、本当に治安が悪か

った。かつて治安が悪かったのは事実である。地域外の人たちには、この頃までのイメー

ジが強く残っている。しかし、最近２０年間くらいで本当に治安が良くなってきたことか

ら東大阪市で現在暮らしている人たちは気にならないようだ。 

 

N：東大阪市にはラグビーのイメージがあると思うがラグビーだけで魅力を打ち出すことは

難しい。東大阪市は立地が良いし生活するのに便利である。そして、大阪市内に比べると

家賃などが安くてコストパフォーマンスが良いという魅力がある。 

学生の街でもある。４つ市内に大学があるし近畿大学や大阪商業大学のような大きな大

学がある。学生が多く活気の多い街である。特に、近畿大学の通りは学生街として栄えて

いる。東大阪市内で日常生活が完結できる便利な場所である。ただし、就職先としては東

大阪市内には就職したくなるような大きな会社がないことから学生の定住にはつながらな

い。 

 

②その魅力をもっと磨いて他の人達が共有できるためには、どのような取り組みをしたら

よいと考えられますか？ 

 

N：東大阪市はものづくりの町、中小企業の町である。東大阪市の企業の方は、学生に情報

発信する機会がないことから情報発信が上手ではない。大学との接触の機会が少ない。先

日、近畿大学の近くの商店街の団体の人たちと話をしたら、その人たちは大学生に東大阪

市に就職して欲しいと思うが企業が大学生に向けて情報発信する機会がない情報発信する

ことが苦手であると言われていた。自分たちが学生と出会う場がないことからマッチング

する機会がないと言われていた。学生と事業者間の橋渡しが何らかの方法で上手く機能で

きる仕組みができると良いのではないか。そうすると、東大阪市内で上手く完結できる循

環ができるのではないかと感じている。 

 

Y：自分は大学生を集めて主に SNSを活用した情報発信の仕事をしている。たとえば、地域

CATVのローカルニュース番組は素晴らしいメディアである。若者や子育て中の若い世代を

はじめとして地域の人達が欲しい情報は日常の生活圏内の情報である。自分が参加したり

知っている人が参加したりするメディアの活用は面白いしこれから多くの可能性がある。

マスメディアに対する逆転の発想である。地域の人達は外国や全国の情報よりもまずは地

元の生活の情報が欲しいはずである。東京駅から東花園駅まで２回乗り換えたら行ける。

このような立地の良さを伝えるためには SNSや地域メディアの活用が重要である。 

今の若者や子育て中の若い世代は情報が身近に沢山あるので受け身であることが多い。

学生は自分が主体的に活動しないと、真の意味で自分の能力開発にはつながらない。その
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ためには、自分のやりたいことを自分の力で考えさせることが重要である。自分の意志で

自分の力で進むことが必要だ。自分の力で何らかの活動をした街には自然と愛着心が出る。 

我々は学生がやりたいことに対して、それを支援する、マッチングするような活動が重

要だ。大きな資金を投資してブランド力や有名人を活用して広告宣伝する方法もあるが身

近な小さな活動の積み重ねが重要である。 

 

N：地域メディアはローカルに徹底的にこだわっている。東大阪市では元気なシニアの方々

が結構活発に活動されている。そこに地域メディアは関心を持っている。シニアの人たち

はテレビをよく見ている。このようなシニアの方々と若者とのマッチングができないか関

心がある。たとえば、東大阪市内の行政センターの行事にシニアの人たちが積極的に参加

して活動されている。アイデアとしては学生がそのような場を活用できないかと考えてい

る。学生が自分の得意分野を教える機会としてそのような場に参加できないか、教える側

として参画する、現在実施している商店街の街ゼミのような感覚である。 

これまでのように、大手のメディアや広告代理店に丸投げして情報を発信する方法では

限界がある。小阪では大阪商業大学などの学生がボランティアで多様なイベントに参加し

ているようだ。たとえば、学生に自分たちが関心のある東大阪市のテーマについてプレゼ

ンをしてもらうような機会の提供からスタートするのがよいのではないか。予算をいつも

同じ団体が助成金で実行する方法では活力にはつながらない。 

 

H：自分は IT関連のクリエイティブな仕事に従事している。最近ではドローンを活用した

ビジネスにも取り組んでいる。これからのビジネスには新しい感覚での発想が基本である。

習い事と同じで学生が自分からやりたいと思うことが重要である。商店街活動に地域の大

学の学生がボランティアで参加している場面に出会ったが彼らは本当に前向きに取り組ん

でいた。 

 

③東大阪市の魅力を発信するための方法はどのようにしたら良いでしょうか？ 

 

H:ラグビーは東京などが大いに盛り上がっているようだ。実際は、ものづくりは八尾の方

が進んでいるし、八尾は工場が多くて先進的な中小企業が多くある。八尾市は NHKなどが

主催するロボットを活用したコンテストと同様のイベントを独自に開催されており参加す

るチームが八尾には多くあるが、東大阪市は盛り上がっていない。子育て中の世帯にとっ

てこれからは、IT や AI に対する教育的関心は高い。子育て中の方が、東大阪市の企業を

知り、愛着を持つためには ITや AIの教育について情報発信することが最適である。ITの

最先端の知識を東大阪市で生活しながら体験できるなどアイデアは多くある。自分は小学

生相手に無料でプログラミング教室を開催しているが住民の関心が高い。現在は兄弟で取

り組んでいるが東大阪市から将来のビルゲイツやスティーブ・ジョブズに出て欲しい。 
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地域メディアで子供のプログラミングの番組を放送すると反響が大きいと考える。小さ

いドローンを工場の敷地内で子供が自分でプログラミングを組んで飛ばすことができる。

これからは、１５年後に社会に出る今から小学生になる子供たちと、来年から社会に出る

学生たちでは異次元になるくらい ITスキルに差が出る時代だ。今の学生が社会の中で学ぶ

環境をいち早く作ることが重要だ。IT教室をやっているとおじいちゃん、おばあちゃんが

関心を示す。孫に習わすこともあるがシニアの方が学習するニーズがあるかもしれない。 

 

Y：東大阪市は３年くらい前にタブレットを活用した取り組みとか多くやっていたようだ。 

自分がチャレンジしたユニークなイベントは四大新聞紙が積極的に取り上げてくれた。メ

ディアは話題性のあることは関心が高い。 

これからは、学生が自己実現できる場を積極的に提供していきたい。最初は、何事も行

政や助成金を頼らない方法が良い。民間の力でやる気のある人たちが集まって考えた方が

良いし当事者が主体的に取り組むことで面白そうなワクワク感がある集いになる。 

 

H：学生も自分たちが面白いと感じられる取り組みであれば関心を示すのではないか。大手

メディアにこのような構想を話したところ、スポンサーがいないということで行き詰まっ

たことがある。NHK で WHY プログラミングの番組をやっていたがユーチューブで何百万回

も再生されている。 

 

N：学生と地域を結びつける活動をやってみたい。東大阪市は良いところが沢山あるが、多

様な組織や機関などの一体感が不足しているように感じている。それに対して、八尾は目

標に向かって一体感があるように感じる。これからは、行政があまり先導的な役割でない

方がよい。 

 

３．３．３．小括 

街の魅力は人の魅力である。東大阪市は、人口が多いことや学生が多いことそれ自体が

最大の魅力である。 

商店街や中小企業は情報発信力が弱い。せっかく若者や子育て中の若い世代が、関心を

持つ素材をたくさん持っているが伝えることや活かすことができない。若者や子育て中の

若い世代を引き付けることができる魅力づくりが重要である。子育て中の世帯は教育や子

供の将来が大きな関心である。学生が自分たちの関心のあることをテーマにした活動を実

施することで、元気なシニアと子供たちの橋渡しとして機能できる可能性がある。 

 最近は企業が社会貢献に関心を持っている。また、多様な投資家やベンチャーも投資先

を見つけようとしている。企画を継続的に実施するためにはスポンサーをつけることや将

来的には新たな投資先として育てるビジョンが必要である。 

たとえば、その第一歩のきっかけ作りをどのようなテーマで設定するかが重要である。
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小さいきっかけ作りを提供して支援していくと学生が関わることで愛着心が醸成される。 

座談会形式のインタビューから東大阪市はものづくりの街からひとづくり、コトづくりの

街へと視点を移す時期に来ているようだ。従来型の偏差値重視の教育では上本町や北摂が

子育て中の世帯の定住先として人気が高かった。スマートな魅力的なシニアとしての IT

スキルの学習に学生や子供たちを巻き込んでいくことがヒントになる。 

 

図表３－８ 学生が魅力を感じる機会の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．４．まとめ 

第３章では、｢３．１．若年・子育て世帯へのインタビュー調査｣ために子育て世帯の母

親に対して８人、大学生２人に対して調査を実施した。そこからは、各自がそれぞれの「多

様な幸せ感」をもっており目指しているのは｢居心地の良さ」の実現であった。その行為

は東大阪市の住居環境を含む自分にとって活用できる｢居心地の良さ」を実現できるすべ

ての資源を組み合わせながら生活していた。住民にとっての住居環境とは取り巻く環境に

含まれており｢居心地の良さ」を｢交通・立地｣｢安全・安心｣｢大阪らしさ｣｢地域コミュニテ

ィ｣｢イベント｣などと一体的に構成していた。 

子育て中の母親は生活に忙しく家族の幸せをとおした自己実現の基礎として｢居心地の

良さ」を追求していた。学生は自分が｢自己実現｣できる機会と場を求めていた。自分の充

実感や将来へ向けての能力開発を目指して多様な大学外での活動に意欲的である。だが、

東大阪市の地域社会は学生がもつ能力を活かしながら積極的に地域活性化へ向けて一緒に

取り組む契機や環境が不足していた。 

｢３．２．不動産事業者へのヒアリング調査｣からは、東大阪市の住宅には流通が困難な

経済的、法律的な制約が多くあることがわかった。一方で、そのような中でも行政が政策

的に情報発信や創意工夫をする環境を整えることで前に踏み出すことができる可能性があ

 

学生が魅力を感じる機会の

提供～イベントや楽しめる

場 

 

子育て中の世帯が魅力を感

じる機会の提供～たとえば

AI、IT、IoTなどの教室 

プレゼンを聞く機会を設定

する 

 

地域活性化の支援者やクリ

エイターなどの若者から見

てみて魅力のある人たちが

集う場の設定 
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ることも伺える。重要なことは機会や場を提供するための支援であって、基本的には活動

自体は地域の参加者が主体的に運営することである。 

｢３．３．クリエイターや情報発信事業者へのグループインタビュー調査｣からは東大阪

市には魅力的な資源が豊富にあり、活動家や事業者がたくさんいることがわかった。学生

が魅力を感じる機会の提供、子育て中の世帯が魅力を感じる機会の提供などを可能にする

クリエイターなどの魅力のある人たちが集う場を政策的に設定することが望まれる。 

続く第４章では第３章の調査から導出した課題を解決するために参考になる２つの事

例を考察する。 
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社会性のある商品

住民

大学 事業者

行 政

支援・下支え

顧客

投資家

４．参考事例 

   場を支援して促進する機能、社会課題の解決をビジネスにす

る取り組み 

 

この章のポイント 

１．スタヂオ・カタリストの事例 

・住民が主体で住宅環境を改善することが結果的に街づくりに結実する。 

・具体的な方向性を示すことや何かに予算を付けることではない。 

・地域には多様性があり多種多様な立場があることを前提とした自律した多様な主体が参

画できる場を設定することが必要。 

・小さく分けて育て大きく開いて収穫すること。 

・触媒的アプローチにおいて重視していることはコミュニケーション、ファシリテーショ

ン、コーディネーションである。 

 

２．SEKAI HOTEL 布施の事例  

・ビジネス・モデルとして標準化されて投資家を巻き込んで実施する。 

・地域活性化への強い思いは最低必要であるが客観的に実現可能なモデルをつくらなけれ

ば実現しない。 

・魅力のある格好良い大人に若者は憧れて引き寄せられる。 

 

 ３．民間を取り込んだビジネス・モデル 
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第３章では行政は住民や学生が主体的に自己実現に向けて行動する場や機会を提供す

ることが必要であることを提示した。重要なことは機会や場を提供することであって、具

体的な方向性を示すことや何かに予算を付けることではない。今回採用した神戸市のスタ

ヂオ・カタリストの事例は住民が主体で住宅環境を改善することが結果的に街づくりに結

実する事例である。行政は「協働と参画のまちづくり」の仕組みを政策的に整えて推進し

ている。もう一つは、東大阪市で事業展開している SEKAI HOTEL 布施の事例である。SEKAI 

HOTEL 布施は地域活性化と狭小住宅などの住環境と観光ニーズをリンクさせて投資家を巻

き込んで不動産流通を活性化している事例である。 

両者共に視点や発想を変えて多様な視点から東大阪市の住宅政策を検討するための示

唆を提供する。 

 

４．１．スタヂオ・カタリストの事例 

４．１．１．松原永季氏の講演より（日本マーケティング学会価値共創型マーケティング

研究会 2018年 12月 2日大阪産業大学梅田サテライト） 

一級建築士の松原氏の学生時代は近代建築や近代都市計画のあり方について問題意識

をもつポストモダン運動の最中であったポストモダン運動は近代の建築全般における街並

みや歴史的文脈を軽視した方法に対する違和感をもつ考え方で、当時の過剰な建築的自我

の表出や均質性を帯びる都市の様相への課題意識が強かった。 

氏は名護市庁舎を見ることで風土性、歴史性、現代的社会性にもとづき高い造形性、空

間性へ昇華していることに感動したそうである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：名護市 HP（検索日平成 30年 12月 1日）。 

 

これが契機となり設計者の「TeamZOO いるか設計集団」へ入社した。その後、阪神淡路

大震災を経験して神戸市の「協働と参画のまちづくり」の仕組みの中で活動をしてきた。

松原氏は平成 7年の阪神・淡路大震災を神戸で経験し、それを機にまちづくり活動に取り

組んできた。松原氏は、平成 17年にまちづくりにおける触媒的機能の重要性を確認して「有
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限会社スタヂオ・カタリスト」を設立した。 

 

４．１．２．神戸での活動 

設立後、NPO法人神戸まちづくり研究所の理事、兵庫県景観アドバイザー等を務め、「住

民主体のまちづくり支援」の立場から、密集市街地の再生、小規模集落の再生、市民と行

政の協働促進、景観・土地利用に関わるルールづくり、東北大震災の復興まちづくりなど、

幅広く活動を展開している（出所：https://tedxkobe.com/speaker/speaker0017/（検索日

2018年 12月 3日））。 

震災後、神戸市長田区・駒ヶ林では路地を生かしたまちづくりを進めている。駒ヶ林地

区は神戸市中央区から南西に 5km程度で三宮から電車で 10分程度に位置する。面積約 19ha、

人口約 3,090人、1,458世帯、高齢化率が 31%という場所である。住宅を中心に魚の加工所

やいろんな工場が入り交じる住商工の混在したエリアとなっている。古い街なので景観資

源が点在的にあるがまとまりはなく一体的な景観には乏しく伝統的な漁村集落の路地構成

を残した高齢化の進む木造密集地域である。したがって、東大阪市と同様に狭小敷地や未

接道敷地が多く、建替え更新に課題が山積している。さらに、震災による影響で地区内に

多くの空地が残っている。現在では、道幅が平均して 1.8mくらいの路地があちこちにあり、

1m未満の所も多い。 

このような背景から、平成 3 年にまちづくり協議会が設立され、平成 12 年頃から神戸

市のまちづくり条例にもとづくアドバイザーとコンサルタント派遣によって松原氏が関わ

ることになった。駒ヶ林町の中でも自律的な 1丁目が先導的に活動して、その後、まちづ

くり協議会が地区全体を包括して活動していくという二段構えが自然に行われることにな

った。松原氏の支援活動は、ワークショップを多用した住民・行政・コンサル協同型の進

め方である。住民が主導で、その後を行政がついて行く形ではなく三者一体となって進展

させていく方法である。神戸市は条例においてこのカタリスト的な役割を果たす専門家に

対して一定のフィーを支払う制度を策定している。 

1 丁目のやり方は住民の意見がまとまり、できることから整備事業を先行的に実施し、

小さくスタートさせて機運が盛り上がったところで、まちづくり構想を策定している。1

丁目の進展をみてこれは神戸市のまちづくり条例にもとづき、全体のまちづくり協議会が

まちづくり構想を策定してさらに、協定にまで進展させることでルールづくりやものづく

りを行なっている。現在の 1丁目は、さらに進んで近隣住環境計画をつくろうとしている

ところである。 
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出所：http://www.city.kobe.lg.jp/life/town/create/support/index.html（検索日 2018 年 12 月 3

日）。 

 

駒ヶ林町１丁目地区の取組みは神戸

市の「スポット創生事業」を活用して、

震災後に土地を神戸市が借り上げて、そ

れを地域住民団体が管理するというもの

で、公園の整備助成が受けられる制度で

ある。震災後の空地は、ゴミ捨て場にな

っていた。また、雑草、虫の問題があっ

た。松原氏はこの後の細街路整備事業制

度を活用した「やすらぎ小路」の事業か

ら関わっている。 

この制度は道路の中心線を確定して一部

2m後退すれば、あとは行政負担で道路と埋

設管の整備を行うという仕組みである。こ

の事業を進める中で、多くのワークショッ

プを実施するプロセスで、望ましい道路幅

などを住民と一緒に協議した。このプロセ

スが、近隣住環境計画にも繋がっていって

いる 
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（出所：http://web.kyoto-inet.or.jp/org/gakugei/judi/semina/s0702/ro004.htm（検索日 2018 年

12月 3日）。 

 

 

４．１．３．触媒機能 

氏が触媒的機能の重要性を確認して「有限会社スタヂオ・カタリスト」を設立したのは、

建築家、研究者の無責任な提案と放置との遭遇が契機である。特に、阪神淡路大震災を経

験して神戸市の「協働と参画のまちづくり」の仕組みの中で活動することで住民と一緒に

なって課題を把握して解決するために取り組むことのまちづくりにおける触媒的機能の重

要性を体験したからである。 

触媒的機能とは専門的な用語を住民などへわかりやすく翻訳して伝えることである。そ

のためにはまちづくりワークショップが有効である。具体的にはグループによる話し合い、

KJ法、ワールドカフェなどの方法でワークショップの場を設定する。そして、氏が重視す

る対話方式の仕方はパーソンセンタード・アプローチである。「パーソンセンタード・ア

プローチ／人間性中心療法」は、アメリカの臨床心理学者 カール・ロジャース（Rogers,C.R. 

1902-1987）が提唱した方法である。人の持つ「実現傾向」への信頼が根底にあり、その技

法の最大の特徴は「非指示的」である。 実現傾向（actualizing tendency）とは、「人

間には生来の傾向として『適応・回復・成長』へと向かう性質がある」とする人間哲学で

ある。パーソンセンタード・アプローチでは、カウンセラーは来談者にある特定の行動や

考え方をするように助言や指導といった指示的な態度は基本的に採用しない。カウンセラ

ーと来談者がありのままのひとりの人間としてお互いに向き合い、対話を重ねることによ

って、総合的・人間的な変容を自然な流れの中で実現していくことを目指す。ロジャース

は、カウンセラーは上記の３つの基本的態度を保持したうえで、来談者の話を遮ることな

く傾聴に徹する「積極的傾聴（active listening）」という技法を用いることがカウンセ

リングにおいて最も効果的であると結論付けている。 
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現在、ロジャースのカウンセリング理論は、多くの心理臨床家にその価値を認められ、

特に「カウンセラーの基本的態度」の概念と「傾聴」の技法は、カウンセラーだけでなく

対人援助に携わるすべての人に必須のものとして受け入れられ実践されている。カウンセ

ラー自身の意見や考えを述べることを最小限に抑え、来談者の話す内容に集中して親身に

なって丁寧に傾聴することである。 

 話の途中にカウンセラーが口を挟むことで、来談者は思考を乱され、自分は何を話そう

としていたのか分からなくなってしまうことがある。来談者が自身の思考と感情に意識を

向け、その中に深く入っていくことで自己理解が深まり、悩みや症状が改善していく効果

がある。カウンセラーが静かに話を聴くのは、来談者が深く自分自身の中に入っていける

ようにするための重要な技法である。 

 

４．１．４．考察 

 氏は対話を重ねるプロセスが重要だと述べている。行政と住民だけの二者間ではお互い

に意見が対立して前に進まなくなる。このような利害対立や住民による行政への依存関係

から、地域には多様性があり多種多様な立場があることを前提とした自律した多様な主体

が参画できる場を設定することが必要だと考えている。当事者である住民が参画すること

で次第に合意形成されて行くプロセスが重要である。 

 多様な主体が参画する場を運営して促進する、調整する役割を第三者の立場で参画する

カタリストが担っている。まちづくりワークショップは話を聞いて、話して、相互理解を

深める場の役割を果たす。まちづくりワークショップは様々な立場、意見の人が参加し、

何らかの共同作業を通じて、まちづくりの課題や方向性について、公平かつ創造的な議論

を行なう場である。進め方は３つのキーワード「小さく分けて育て大きく開いて収穫する

ことである。参加者は話しやすく聴きやすい単位の少人数のグループで温度が高く密度が

高まることが基本である。そして、全体で共有しコンセンサスをつくり見える化する。参

加者は多様な立場なのでギャップを埋めるためにプログラム・ツールを活用する。 

 触媒的アプローチにおいて重視していることはコミュニケーション、ファシリテーショ

ン、コーディネーションである。 
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４．２．SEKAI HOTEL 布施の事例 

４．２．１．SEKAI HOTEL株式会社 概要 

SEKAI HOTEL は狭小住宅やリノベーションを活

用した新たなサービスを実施する事例である。主

としてインバウンド向けに大阪の伝統的な日常生

活を体験することを商品化している。SEKAI HOTEL 

の設立会社は建設デザインの会社である。市場で

の流通性が低い狭小住宅をリノベーションするこ

とで他所の観光客に提供することで、地域の活性

化、日常の防犯、交流が生まれることを目指している。 

・本社所在地：〒530-0016 大阪市北区中崎 2-5-18中野ビル本館 1F 

・代表取締役：矢野 浩一 

・HP：https://www.sekaihotel.jp/ 

・ グルー プ会社 ：クジ ラ株 式会社

（http://www.kujira-mall.co.jp/） 

・事業内容 ：クラウドホテル事業 

・資本金 ：1,923万円 

・設立 ：2014年 11月 

 

・SEKAI HOTEL 布施概要 

・所在地：〒577-0841 大阪府東大阪市足代 1-19-1 

・営業時間：7:00～23:00 

 

４．２．２．矢野社長の講演より 

平成 30年 10月 30日（火）に、大阪府が主催

する商店街活性化セミナー「ベンチャー×商店

街～新たな発想でまちに賑わいを！」と題して、

SEKAI HOTEL 布施を経営する矢野社長を講師と

して 14時から 16時まで、クレアホール・ふせ

１階多目的ホールにて実施された。矢野社長は

独立心が強く 25 歳までにオーナーになること

を目指した。そして、2007年に不動産業として

くじら株式会社を創業したところ、翌年リーマ

ンショックが発生した。現在で 12期目の会社の

創業社長である。 

 理念は「100 年後まで続く事業」を目指すことである。民泊がはやっているから目を付



67 

 

けたわけではない。人が流出する商店街や地方を活性化したい。事業は「不動産業×デザ

イン×建築」である。自分の専門性を活かして、まだ、世の中に無いサービスを創造する

会社にしていきたい。そこで、新しいサービスとして「街ごとホテル」を目指す「SEKAI HOTEL」

をくじらの子会社として設立した。SEKAI HOTEL は建物のリノベーションと宿泊を加えた

新しい地方創生モデルである。インバウンドは日本の日常（オーディナリー）を体験した

いニーズがある。 

地方都市は築 50～60年以上の一度壊したら法律上新築ができない物件が多く存在する。

たとえば、路地裏の長屋の一番奥の部屋とか狭小住宅などである。東大阪市にはこのよう

な物件が多い。このような建物を投資物件としてリニューアルしてから投資家に販売する。

そして街中に世界ホテルのフロントを構えて点在する部屋を管理している。その運営費を

SEKAI HOTEL が宿泊客からの売上高からいただいて残りは機関投資家の利益になる仕組み

である。 

 インバウンドの観光客は地域のお祭りや日常生活に入り込むことができる。たとえば、

SEKAI HOTELの SEKAI PASSには提携してい

るレストランの地図と割引などの特典が示

されている。インバウンドにその街の当た

り前が体験できる、街の日常に溶け込むこ

とができるという観光では体験できない非

日常体験を提供する。SEKAI HOTEL が地域

と連動して通常の観光では体験できないア

クティビティを多く揃える。 

 

 

出所：現物を筆者作成。 

 

そして、地域の祭りに観光客が混ざることで活性化する。2017 年 6 月にオープンした

SEKAI HOTEL の 1号店の西九条は、それまではテーマパークの USJへの通過点に過ぎない

街であった。SEKAI HOTEL 西九条がオープンしたことで夫婦が経営する客足が悪くて閉店

を考えていた喫茶店が蘇った。経営者夫婦は今では多様な国からのインバウンドと触れ合

うことが楽しみになった。 
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東大阪市布施は商店街の衣料品店の

空き店舗を利用した。東大阪市の「町

工場に泊まれる」イメージをコンセ

プトにした内装にした。実際に東大

阪市の照明会社や木材加工の会社と

一緒に共同開発をして空き店舗の什

器や照明に工夫をした。東大阪の企

業が持つ技術とアイデアを集約した

部屋はツィーンとドミトリーの二つ

のタイプである。 

 

 

 

 

 

出所：現地にて筆者作成。 

 

 これまでの地方創生の成功事例には汎用性のある事業モデルがない。SEKAI HOTEL はク

ラウド型ホテルの事業モデルである。フロントとそれぞれの宿泊場所が離れている。そし

て、SEKAI PASSを持参することで多様なサービスを受けられる仕組みである。 

 SEKAI HOTEL は所有している不動産はない。あくまでも投資家の物件を借りて運用して

いるだけである。地域活性化は大手とは競合しない枠組みを考えることが重要だ。自分た

ちの強みを活かせることは、専門的な不動産の知識、デザイナーの知識と技術、建築の技

術と知識である。この専門性を活かして街を盛り上げるサービスを提供することに特化し

ている。地域活性化にはマーケティングやブランディングなどの専門家が必要である。 

収益の中で一泊分の内 200円は将来への地域活性化へ向けた子供などへの投資に向けて

いる。この間は地域の子供たちを募ってハロウィンイベントを実施したところ子供達には

大好評であった。ブランドとしての SEKAI HOTELを周知させていく。 

 地域活性化への強い思いは最低必要であるが客観的に実現可能なモデルをつくらなけ

れば実現しない。自分たちがやりたいこと、やれることを、大手が参入できない方法でや

ることだ。大手が手をつけられなかったことを変えていきたい。今後早急に世界ホテルで

3つめの町づくりをしたい。全国に 20拠点を構えるのが当面の目標である。 

西九条では明らかに SEKAI HOTEL で新たな雇用が生まれて転居してきたことで若年層が

流入している。部屋の清掃などで雇用も生まれる。地域に開かれた SEKAI HOTELのフロン

トには多様な相談が寄せられる。世界ホテル事業で①地域の自治防犯、②投資家への地方
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への投資喚起、③地域の子供への教育効果（イベント、無料語学講座、インターンシップ

など）、地域社会への効果（雇用、国際交流など）である。 

 ゴールは 100年続くことをやることだ。そのためには、将来の地域を支える子供達との

触れ合いが重要だ。インターンシップには 20名を超える学生が参加している。交通費を払

うが無料のインターンシップである。ほとんどの学生は 1年以上続いている。インターン

シップを経て卒業後に入社する社員も多い。インターンシップの中での毎月投票で MVPを

決めて表彰している。自分は彼らに「格好良い大人」を伝えたい。子供たちの周囲にあこ

がれる人の影響で地域の子供たちの将来が決まることが多い。地域の大人たちが無気力だ

と子供たちに伝染する。地域活性化は大人たちが格好よく元気が良いことが必要だ。 

 SEKAI HOTELは若者があこがれる豊富な選択肢の一つになりたい。そのためには、SEKAI 

HOTEL が格好良いこと、魅力的であることが必要だ。専門的なナレッジ・スキルは地域に

は不足しているので SEKAI HOTELが引き受けたい。この地域ならばこの人たちと一緒なら

できそうだと直感的に思えるかが重要だ。 

 

４．２．３．責任者へのインタビュー 

 SEKAI HOTEL 布施の責任者にインタビュー調査を実施した。調査は半構造化インタビュ

ーで 12月 14日に現地にて実施した。 

 

①東大阪市の布施を出店地として選択されたのはどうしてですか？ 

 

世界ホテルのコンセプトは「大阪の日常」を届けることだ。 

東大阪市布施の魅力は｢伝統的大阪らしさ｣｢立地の良さ｣｢夜の観光・レジャー｣の 3点に集

約できる。 

｢伝統的大阪らしさ｣ 

布施商店街のような商店街はなかなかない。大型の心斎橋商店街はチェーン店などが進出

して伝統的な大阪の商店街のイメージと違う。布施商店街は商業の都市、大阪らしい昔な

がらの商店街である。店主が何代も相続しながら大きな規模で残っている。大阪の「ザ・

日常」を伝えるためには一番適している。 

｢立地の良さ｣ 

アクセス、立地がよい。奈良と大阪中心部の難波などに近い。京都、関西空港に直行バス

がアクセスしている。関西圏の主な場所に行きやすく、将来的には観光のハブになれる立

地である。 

｢夜の観光・レジャー｣ 

大阪に観光客が訪問しても夜遅くまで遊べることができる場所が少ない。駅の北側がその

場所である。 

以上が、我々が思う、伝統的な大阪、立地、夜の観光・レジャーである。 
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インバウンドと日本人の比率については現在の宿泊客は日本人が多い。利用者の目的は多

様である。年齢は 20代から 50代まで、ビジネス客や観光客など幅が広い。大阪城ホール

や京セラドームなどに行く客も多い。近鉄電車が阪神電車と乗り入れていることから便利

が良い立地である。テレビで見たので近くに住んでいるのだが泊まりに来たという客がい

る。 

 

②地域との連携はどのようにされていらっしゃいますか？ 

 

地域活性化に向けての取り組みは、地域によって課題は違うと思うが、遊休不動産を活用

することがビジネスのベースにある。我々のビジネス・モデルを適応させて不動産の流動

性を上げる、その結果、地価を上げることを目指している。リノベーションを核に価値を

上げて行きながら活性化と市場での価値の上昇を目指していく。 

 

親会社のくじら株式会社が不動産流通の川上に位置するリノベーションを担当する。川上

をくじら株式会社が担って、顧客や地域との日常的な接点を SEKAI HOTELが担っている。 

 

地域との関係性が重要であるが、商店街との関係性を構築していくことは難しい。布施は

地元が好きな地元愛に溢れる人が多い。若い商店街の経営者や地域の人たちが多いことか

ら地域活動にも積極的に関わっていきたい。 

 

商店街以外でも地元の企業と一緒に製品開発や情報発信などを行っていきたい。地元の企

業は技術力があっても情報発信力やプロモーション力が弱いところがある。たとえば、現

在は、店の照明の会社と取り組んでいる。地元の企業は、SEKAI HOTEL 布施をショールー

ムとして利用して欲しい。メーカーは生きた空間で自社製品を使用することをすごく重要

にされていて望まれている。SEKAI HOTEL 布施はテーブルやいすなどの家具にも地元の企

業の製品を使用している。このような、店舗のデザイン、設備、建物などはくじら株式会

社が本業として関わっている。 

 

③ビジネスで、東大阪市がもっと魅力的な街になるためにはどのようなことが必要です

か？ 

 

前提として自分たちがゼロから形をつくっていく意志がある。行政は公平性がないと関わ

れない。個人としての意見では、行政主体のプロモーションは民間の観点を捉えられてい

ない。情報発信のレベルをもっと上げる必要がある。若者にとって何が格好良いかの認識

を社員間で揃えることが重要である。最初の流行に敏感な層に訴えなければトレンドとし

て広がらない。 
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動画で伝えることが一番わかりやすい。大阪人の日常、町工場や石切り、和紙作り体験、

河内木綿づくりなどを伝えたい。インスタグラム、文化的な価値に敏感な層、普通の宿泊

に飽きてきた層に訴求したい。たとえば、https://www.youtube.com/watch?v=Iq8rWcpUn4k 

https://www.youtube.com/watch?v=MrWC8gd1op8などで情報発信をしていく。 

ベースのコンセプトに日常（オーディナリー）がある。そこの魅力を伝えることがベース

である。 

布施の動画は現在制作中である。 

個人旅行が増えてきた。この地域の日常を切り取って情報発信すると反応する外国人が多

い。 

SEKAI HOTELは、民泊ではない。したがって、法律的な規制が違う。 

自分自身高校時代に健康を壊して長期休んだことがある。いろいろな若者がいるので、い

ろいろな働き方や生き方があることを自分自身が多様な生き方の魅力を若者に伝えて行き

たい。 

若者は魅力がないと関心を払わない。 

 

４．２．４．留学生のフィールドワーク 

商店街の大通りから少し曲がった路地の衣料品店の建物を賃貸して 1 階部分を SEKAI 

HOTEL FUSEの受付にしている。SEKAI HOTELパスを出すと提携店でサービスが受けられる

特典がある。今から地域との関係性を構築しながら提携店も開発していく予定のようだ。 

現在は、この建物の 2階以外に離れたところに一か所一軒建の家を契約している。現在、

商店街のローソンのところを入ったところに 2棟来春オープンを目指して工事中である。 

 ちょうど２人の社員が勤務していた。その内一人が大学 4回生のインターンシップ学生

であった。彼女は 3回生の時に語学留学をして帰国後にインターンシップ専用のサイトで

SEKAI HOTEL を自分で見つけた。彼女は来春大学を卒業したら、衣料品業界に就職する予

定である。魅力は、自分自身で社員と同じような企画などを考案できることだそうだ。 

商店街のインバウンド政策と観光の研究をしている中国からの大学院生２名が一泊二

日でフィールドワークを実施した。宿泊したのはフロントの２

階の 15600円の部屋である。世界ホテルは、古い建物をリフォ

ームして、内装はシンプルで余計なものを置かないようなきれ

いなホテルである。 

SEKAI HOTEL FUSEは、多様なサービスを提供している。ホテ

ルの受付は、喫茶店のカウンターと一緒になっている。近所の

人がコーヒーだけを飲みに来ることもある。来店者が受付の社

員と話しやすいオープンな雰囲気である。SEKAI PASS（カード）

は、布施商店街の一部の飲食店と提携して割引キャンペーンを

実施している。世界ホテルとビジネスホテルの違う点は、スタ
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ッフたちが、宿泊客に周りの状況、観光地紹介をして、宿泊客のガイドとして一緒に近く

に連れていってくれる。とても話しやすい雰囲気である。 

中国には布施商店街のような生活に密着した商業集積はない。最近は観光用に再開発し

た中国の町並みは人気がある。日本的な食事をするところなので、このような施設はたい

へん満足度が高い。このような料亭でインバウンド向けの料理を提携して出すと人気にな

る。また、最近は中国でも寿司の人気が高い。東大阪市の布施の駅前が、回転ずしの発祥

の地だと初めて知って驚いた。 

布施商店街は日本の伝統的な建物が多く、日本人の普段の生活を体験できるところであ

る。日本への観光旅行で人気のあるツアーとは全然違う体験の旅ができる。 

布施商店街は、飲食店、居酒屋、八百屋が多い。SEKAI PASS（カード）は、商店街の一

部の飲食店と提携して、割引キャンペーンを行なっており世界ホテルに泊まるお客様にと

って、少し安くなる特典があるので、行きやすいイメージがある。提案は、商店街に八百

屋は何軒もあるので、観光客が商品を見て買いたくなる場合は、商店街の飲食店で料理し

てくれる所があったらいいなと思う。 

商店街に料理教室、書法教室があった、これらは日本文化の一部である。世界ホテルに

泊まるお客様で日本文化に興味があれば、気軽に参加できるコースがあれば、インバウン

ド観光客にとって、とても良い。 

 

４．２．５．考察 

 SEKAI HOTEL のビジネス・モデルは地域活性化の新たな方向性として大きな示唆を与え

てくれる。地域活性化に向けた活動が点として成功事例として脚光を浴びることはあるが、

ビジネス・モデルとして標準化されて投資家を巻き込んで実施されている事例はほとんど

ない。多様な制約上流通ができない不動産を再生して個人投資家や機関投資家に向けた商

品として提案している。まさに、民間の力による地域を巻き込んだ地域活性化のビジネス・

モデルである。 

 矢野社長や運営責任者が述べた魅力のある格好良い大人に若者は憧れて引き寄せられ

る。今回は大学生がインターンシップという形であるが能動的に｢自己実現｣を目指すこと

で、地域活性化の原動力として大きな役割を果たしている。惹きつけられた学生は自分自

身の自己実現へ向けての機会として捉えて積極的に SEKAI HOTELのビジネス・モデルを推
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進している。SEKAI HOTEL のビジネス・モデルは地域（商店街や企業さらに住民）と一緒

に提供商品を磨くことで投資家に対して提案する。参加する主体がそれぞれ自分の利益に

向けて活動を推進することが結果的に地域の活性化に結実している。 

 

図表４－１ SEKAI HOTELのビジネス・モデル 

 

出所：報告者作成。 

 

SEKAI HOTELのビジネスは、2019年１月 14日の日経 MJ誌（マーケティングを取り扱う

の新聞）の１面に民間が実施する新たな地域活性化の事例として大きく取り上げられてい

る。ただし、内容は 1号店の西九条店を中心とした古い情報の範囲内で掲載されている。 

  

 

 

 

 

 

         出所：報告者撮影。 
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５．考察と提案 

      クリエイティブな都市東大阪市の価値共創の視点 

 

この章のポイント 

１．これまでの調査から 

・東大阪市は若年・子育て世帯へ向けた大きな魅力が打ち出せていない。 

・東大阪市と同規模の尼崎市は積極的に行政が主体で多様な取り組みを実施している。 

・子育て中の世帯は各世帯にそれぞれの「多様な幸せ感」をもっており目指しているのは

家族や夫婦をとおして｢居心地の良さ」の実現である。 

・学生は自らの｢関心・楽しさ、自己実現｣の機会を求めていた。 

・情報発信や創意工夫をするためのきっかけとなる場を支援する環境ができるかどうかが

新たな展開に向けた第一歩として重要。 

・東大阪市は、魅力的な資源が豊富にあり、学生や子育て中の世帯が魅力を感じる機会の

提供などが可能な環境下である。 

・住民や民間が主体で住まい・住環境を改善することが結果的に街づくりに結実。 

・子育て中の世帯は、住まい・住環境は、｢居心地の良さ」を実現するための一つの構成要

素にしかすぎない。 

 

２．クリエイティブな魅力溢れる都市｢東大阪｣の実現へ向けた研究 

第一段階の研究               第二段階の研究 

５．２．１．魅力の創造            ５．２．２．魅力の商品化 

大学研究者の主導による           民間主導の自律的な 

スモールスタートでの研究会           場の設定と活動 

  

 

 

 

 

          多様な主体が参加する場を          民間主導で実施 

          生成するきっかけの研究           される、社会的な 

                                課題を解決するた

めの方法について

の研究 

 

＊「商品化」とは行政がモノを作ったり売ったりすることに関わる意味ではなく、アイ

デアが付加価値を持ち対価となる形で具現化することを意味する。 
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５．１．マーケティング・アプローチでの考察 

本報告は、東大阪市住生活基本計画（平成 30年 3月）の｢少子高齢化の進行による超高

齢社会や増加する住宅ストックへの対応、さらなる住まいの安全・安心の確保、人口減少

による財政的制約など東大阪市を取り巻く状況が大きく変化しています。東大阪市の特徴

を活かしながら｢住みたい、住み続けたい｣と思える魅力ある東大阪市の実現と、豊かな住

生活の実現を目指すため、住生活基本計画を策定し、市、公的団体、大学、事業者、市民

など住まい・住環境に関わる様々な主体が連携・協働し、一体的かつ総合的な取組みを展

開していきます（p.1）｣を受けての調査結果である。 

第２章の「２．先行調査 東大阪市と他市の２次データを中心とした調査」からは、多

様な主体が多様な目的で国などが実施する統計資料をもとにした定期的なランク付けを実

施しているが、東大阪市は大きな魅力が打ち出せていないことが分かった。東大阪市と同

規模の尼崎市は積極的に行政が主体で多様な取り組みを実施している。 

第３章の調査の「３．１．若年・子育て世帯へのインタビュー調査」では各自がそれぞ

れの「多様な幸せ感」をもっており目指しているのは｢居心地の良さ」の実現であった。

そして、各自はそれぞれの「幸せな居心地の良さ」を求めながら生活していた。学生は自

らの｢関心・楽しさ、自己実現｣の機会を求めていた。｢３．２．不動産事業者へのヒアリ

ング調査｣からは、東大阪市の住宅には流通が困難な経済的、法律的な制約が多くある一方

で、情報発信や創意工夫をする環境を整えることが新たな展開に向けた第一歩として重要

であることが導出できた。｢３．３．クリエイターや情報発信事業者へのグループインタビ

ュー調査｣からは東大阪市には豊富な人口、活動家や事業者など魅力的な資源が豊富にあ

り、学生や子育て中の世帯が魅力を感じる機会の提供などが可能な環境下であることが分

かった。 

第４章の「４．１．スタヂオ・カタリスト」の事例は住民や民間が主体で住まい・住環

境を改善することが結果的に街づくりに結実する事例である。行政は住民主体の住まい・  

住環境整備に向けての活動を支援する黒子役であった。「４．２．SEKAI HOTEL 布施」の

事例は地域活性化と狭小住宅などの住まい・住環境の整備と観光ニーズをリンクさせてい

るところに特徴がある。持続的な事業展開を水平展開するためにビジネス・モデルとして

磨き上げ、投資家を巻き込んで不動産流通を活性化している先進的な取り組みであった。

その結果、各自がそれぞれの目的に向かって自主的に活動を進めることが結果的に、狭小

住宅などの住まい・住環境の整備につながっていた。 

 本章では、調査から導出した知見をもとに、２つのマーケティングの視点で考察する。

東大阪市が伝統的に持っているクリエイティブなアクティブな経営資源を組み合わせて、

価値共創することでシナジー（相乗効果）を誘発させる。そして、多様な価値観の主体が

相互作用しながら新結合することでイノベーションを目指す。東大阪市のクリエイティブ

な強みを活かして独自性のある魅力を創造するためのアプローチについて検討する。 
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５．１．１．伝統的マーケティング・アプローチでの考察 

マーケティングには企業（行政）の立場から考察する手法（図表５－１）と、顧客（住

民）の立場から住民の課題解決を推進・支援するための手法（図表５－３）の、大きく２

種類の考え方がある。本報告は２つのマーケティングのアプローチで考察をしてみたい。 

一般的に、企業が市場（消費者、ここでは住民)に向けて行う様々な活動の総称をマー

ケティングと呼んでいる。マーケット（市場）プラス ing（現在進行形の活動する）で市

場へ向けた活動の意味である。最近では、マーケティングの考え方を行政の課題解決やブ

ランドづくりなどに適応する事例が多く見受けられる。地域ブランドやシティプロモーシ

ョンの政策が代表的な事例である。 

伝統的マーケティングは、事前にアンケート調査やインタビュー調査などをもとにして

ニーズを把握して、計画を立ててからマス媒体をとおして情報発信をしてきた。今回の調

査では尼崎市が採用している方法がこの事例である。尼崎市は行政側が掲げる政策目標を

達成するために、シティプロモーションを実施している。 

伝統的マーケティングのアプローチでは、事前に市場調査や環境分析をしてニーズを把

握しながら、自社の強みを市場の機会に適応させる。そして、民間企業の場合は標的顧客

と呼ばれる一番自社の商品を高く評価してくれる顧客をセグメンテーション（的を絞り込

むための選択）する流れである。 

 

図表５－１ 従来のマーケティング 

 

出所：報告者作成。 

  

（１）環境分析（SWOT） 

SWOT 分析は本市を取り巻く環境を外部、内部と分けて分析するフレームワークである。

強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会（Opportunities）、脅威（Threats）の頭文字

である。調査から得られたデータをもとに本市の環境を分析すると以下のようになる（図

表５－２）。 

 

 

住民

市全体

行政
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図表５－２ 東大阪市の環境分析とクロス分析～伝統的マーケティング 

 

出所：報告者作成。 

 

（２）実行計画 

企業は戦略（方向性）を決めるとターゲットを設定して商品、価格、流通経路、プロモ

ーションを計画する。どんな魅力的な商品を作るか、どんな価格で販売するか、どんな経

路で商品を届けるか、どんな方法で広告宣伝を実施するのかの４つの視点で資源配分など

の投資計画を検討する。 

行政の場合は広く住民全員に対してサービスを提供するということが前提となるため

に、大きな対象に対して経営資源を投下することになる。したがって、資源が分散するこ

とで期待する効果を得ることが難しい。 

 本調査からは行政が提供する商品（行政サービス）は同質化して、他都市との横並びで

あること、価格は補助金などの経済的な支援が中心であることが分かる（第２章の各種調

査参照）。このことは、行政の特性や財政の制約上やむを得ない面が大きい。 

流通経路、プロモーションは行政サービスを提供する多様な子育て中の世帯がそれぞれ

の目指す快適な環境である「居心地の良さ」に対する情報発信や提供の仕方などの対応で

ある。行政サービスは公共的な福祉的なサービスが中心である。また、全住民を対象とす

ることが前提となることから、自分が欲しいサービスを求める子育て中の世帯に情報を届

けるためには工夫をする必要があり課題が多い（図表３－２）。 

しかし、事業者への調査からは情報発信や創意工夫をする環境を整えることで前に踏み

出すことができる可能性があることがわかった。さらに、クリエイターへの調査からは、

　　　　　　強み 　　　　　　弱み
内部資源
（ヒト・モノ・カネ・
　　情報など）

外部環境
（政治・経済・社会
　文化・自然環境等の
　　　　　　　マクロ環境と
　顧客・競合・業界等の
　　　　　　　ミクロ環境）

強み・機会の活用◎ クロス・分析 弱みを克服し機会を活かす○

　機会

脅威を回避し強みを活かす△ 撤退×

　脅威

日常生活の便利さ

交通の便の良さ

職住接近の利便性

古い歴史

多様な文化

豊かな自然や地形

下町情緒

活きているコミュニティ

活力がある街
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多い
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経済活力の溢れる街

中小企業の街
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IT技術

魅力の打ち出し方が
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統計的調査で圧倒的

な強さが見い出せな

い

住環境に関する積極

的な情報発信不足

住環境として、自分らしい・居心地の

良さを求めている

個性的な生活を楽しみたい

健康に対する関心が高い

AI化、IT化の進展

インバウンド観光客の増加

若者・子育て中の世帯に向けて、

東大阪市の良いところを積極的

に情報発信する

魅力の創出ができていない

情報発信力が不足している

財政的に限界がある

専門家などとのネットワーク化で外部資源

の取り込みを図る

投資家などにアピールする

人口減少

少子高齢化

大阪市

魅力の創造と情報発信に成功した周

辺立地の都市

東大阪市の魅力を創出することで全面的な

競合を避ける

既存事業の見直し



78 

 

商店街や中小企業は情報発信力が弱く、若者や子育て中の若い世代が、関心を持つ素材や

資源が周辺に豊富にあるが、魅力を感じる相手に伝えることや活かすことができていない

ことが分かった。 

本調査からは行政の情報発信がマス媒体でのプロモーションを中心にしていることが

課題として挙げられる。今までの主流の地域活性化の方法は、図表５－１の視点で、シテ

ィプロモーションや地域ブランドなどの手法で実施される。マスメディアを使用する従来

の広告宣伝の手法が基礎である。スタート時点で行政の施策を実行するために実施される

場合が多く、多くは横並びの同質化競争のバラマキと自己満足で終了するケースが多いと

思われる。 

 

５．１．２．価値共創マーケティング・アプローチでの考察 

これまでの考察から、クリエイティブでアクティブな都市｢東大阪市｣にとってふさわし

い手法は、イノベーションをとおした新たな居住地の魅力を創造することである。そのた

めには、大学が持つ多様な知見とネットワークを活かして、多様な主体と協働し、価値共

創をすることである。そのためには、価値共創マーケティングの視点でクロス分析をする

と｢東大阪市の魅力を創造しながら情報発信をするためのプラットフォームを生成する｣

ことが前提となる。 

 

図表５－３ 東大阪市の環境分析とクロス分析～価値共創マーケティング 

 
出所：報告者作成。 
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マーケティング研究の第一人者であるコトラーは、マーケティングの考え方は伝統的マ

ーケティングの消費者志向の2.0から現在は価値主導のマーケティング3.0へと移行した

と提唱している。この大きな背景には、（１）市場の成熟化、（２）社会的課題の顕在化、

（３）SNSの発達の3つマーケティング環境の変化がある。 

 

（１）市場の成熟化と多様な｢幸せな居心地の良さ｣ 

 これからは、伝統的なマーケティングとデジタル・マーケティングを統合させたマーケ

ティング4.0の時代に入る。そこでは「自己実現」を目指す人を対象とすることが重要だ

と提示している。コトラーのこの考え方と類似する概念に「価値共創」マーケティングが

ある。「価値共創」マーケティングは、自立した個人、個人が決める価値、その価値を支援

する多様なサービス提供者から構成される。 

調査から、自立した、主体的な住民・民間事業者が自分たちの目指す活動を支える役割

が求められていることが伺える。そして、活動は多様な主体が集まり活動する魅力的な場

が生成されることが基礎となる。「価値共創」マーケティング（図表５－４）の視点では、

住民や顧客側の立場から考えることが重要となる。行政が支援できることが何なのか、そ

のサービス提供は家族、地域社会、NPO、そして民間企業と何が違うのかという視点が求め

られる。住民はそれぞれの「幸せな居心地の良さ」すなわち豊かな住生活の実現を目指す

ために多様な選択と意志決定をしながら暮らしている。一般的に、住民の選択パターンは

以下のとおりである。 

 

図表５－４ 価値共創マーケティング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：報告者作成。 

住民の選択パターン
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住民

家族や
地域社会

行政

企業

NPO

利用・消費する時の
価値重視

民間

企業

ＮＰＯ

協同

組合

政策上

の主体

ボランティア

事
業

主
体



80 

 

１． 民間との取引（有償） 

２． NPOとの取引やサービス（有償・無償） 

３． 行政からのサービス（税金） 

４． 家族や地域コミュニティ（無償） 

 

以上のことから居心地の良さを形成する「安心感」につながる行政サービスについては、

住民から見ると、多様な行政サービスが縦割り組織で提供されていることは便利が悪く感

じる。欲しい情報が欲しい時に入手できないという課題が生じている。もっと視点を広げ

て住民の立場に立つと、代替サービスとして４つの選択肢があることから、住民はこれら

が連動してワンストップ・サービスが受けられることを求めている。 

 

行政は自分たちの施策を実行しようとして住民サービスを実施するが、住民側から捉え

ると、｢同じ課題｣に対して多くの主体から同様のサービスの提案を受けていることになる。

東大阪市と国だけでも担当部署が分かれていることから必要な情報収集が難しい。住民の

立場での「多様な幸せ感」である｢居心地の良さ」はそれらのサービスの束を通して実現さ

れるからである。 

 

G：「東大阪市では、平成 26年度から利用者支援事業をいち早く実施している。利用者支援

相談員を設置している。利用者支援相談員の存在も幅広く知れ渡っている。地域のお母さ

ん方にとって子育て支援サポーターに聞けば、必要な機関に取り次いでくれる。国の制度

である（ｐ.31より）」。 

 

多くの住民は少子高齢化の進行による超高齢社会の到来により、「４．家族や地域コミ

ュニティ（無償）」の関係性が希薄化してきたことを、「１．民間との取引（有償）」の経済

行為を中心に「２．NPOとの取引やサービス（有償・無償）」「３．行政からのサービス（税

金）」によって充足しながら生活している状況である。 

政府や自治体などが実施する各種統計データやアンケート調査は、行政サービス提供者

側からの立場や視点での評価基準であらかじめ設定されて実施されている。しかし、住民

はインタビュー調査から分かったように自分にとっての「幸せな居心地の良さ」を求めて

生活をしている。 

子育て中の住民にとって住まい・住環境は自分たちが目指す「幸せな居心地の良さ」を

形成するための一つの構成要素に過ぎない。「幸せな居心地の良さ」を感じるための共通

点は機能性では「便利さ」、心理的には「安全安心」である。たとえば、「職住接近」や特

に母親の「両親と近くに住む」ことが大きい。すなわち、「親と職場との近住」であり、

子供や夫婦間の家族を中心として自分が感じる「幸せな居心地の良さ」である。 

成熟した市場の中で、子育て世代は｢それぞれが目指す快適な環境（図表３－２）｣を目
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指して、｢自分にとっての居心地の良さ（図表３－３）｣を紡ぎ出しながら家族や地域の中

で生活していた。住環境は｢自分にとっての居心地の良さ｣を構成するひとつの要素である。 

 

（２）社会的課題の顕在化 

社会的課題について、国は 2014 年の中小企業白書の中で、大企業の社会的課題への積

極的な取り組み事例を挙げて中小企業や小規模事業者には同様の手法が適応できるのでは

ないかと提示している。そして、2015年の中小企業白書に継承されて、国の政策として活

かしていくために多方面の施策を講じて支援すると述べている（pp.439-448）。 

2015 年の中小企業の調査は、地域課題解決への取組を行う事業者の創業動機について、

「地域社会の課題を解決したいから」「社会に貢献したいから」と回答した事業者の割合が

それぞれ約 5割、「アイデアを事業化するため」が約 4割、「専門的な技術・知識を活かし

たかった」が約 2割となっている（図表５－５）。このことから、地域課題解決への取組を

行う事業者は、全体的に、自己の利益よりも他人（地域）の利益になるような考え方によ

り創業しているという傾向が見て取れる（中小企業庁編、2015：329）。 

 

図表５－５ 地域課題解決への取組を行う事業者の創業動機 

 

出所：中小企業庁編（2015）。 
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 マズローは欲求を下記のような５つの段階で構成されていると提示した。現在は精神的

欲求を充足する時代である。伝統的マーケティングは物が不足する時代に経済的、物質的

な豊かさへの欠乏欲求に対応する方法が中心で発展した経緯がある。したがって、伝統的

マーケティングは主として物に対する欠部欲求に対して訴求すると効果がある。伝統的マ

ーケティングのアプローチで計画を策定する場合は尼崎版シティプロモーションと同様の

計画を策定することになろう（図表２－１６）。 

 

図表５－６ マズローの欲求5段階  

 

 

 

 

 

マス・マーケティングはすべてを 

対象に広告宣伝をする。 

 

 

 

 

出所：A.H.マズロー（1987）をもとに報告者作成。 

 

子育て中の若い世帯は家族や夫婦間をとおしての幸せの実現であるが、大学生は自分の

ための楽しさや充実感を含む「自己実現感」が重視される。地域社会が連携しながら、地

域の中で生活する学生が魅力を感じる機会の提供が望まれる。多くの若者は「４．２．SEKAI 

HOTEL 布施」の事例で導出できたように自分のためであれば時間や労力を惜しまない。ど

のようにして「魅力を感じる機会」を提供するのか創意工夫をするための機会の提供につ

ながる場の支援が行政の果たす役割であろう。 

このように、住民生活の立場から考察すると、東大阪市に居住して生活することは、衣

食住さらに職などを総合的に検討して意思決定をすることになる。そして、他都市との比

較でどこに住むのが一番自分にとって幸せなのかという選択になる。 

 

（３）SNSの発達 

現在は、住民が情報の一方的な受け手になっている時代ではなく、住民が自分に必要な

情報を必要な時に必要な相手から受け取って選択しながら生活している時代である。した

がって、伝統的マーケティング用に行政が意図的に情報を発信しても相手には関心がなく

届かないことが多い。 
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流通学では消費者と供給者の間には、情報（知覚）のギャップがあると提示している。

これは、消費者が欲しい生産物の供給者（生産者、流通業者）について知らないこと、供

給者（生産者、流通業者）は顧客について知らないことを指している。重要なことは、消

費者（住民）が知りたい情報と、供給者（行政）が知らせたい情報の間にギャップが存在

することである。本調査からは行政の情報発信がマス媒体でのプロモーションを中心にし

ていることが課題として挙げられる。 

コトラーは「社会」や「世界」といった社会性のある言葉を使用して、人間の精神部分

に訴える社会貢献の考え方を重視するようになった。SNS の発達により、提供する情報が

ネット上に溢れ、ポジティブな情報からネガティブな情報までが消費者（住民）に届くよ

うなった。そのため、SNS をとおした情報が消費者（住民）に影響を及ぼすことが大きく

なっている。 

地球温暖化をはじめとする環境問題や国内外における貧困問題などの社会的課題が顕

在化され、身近になってきたために、他者あるいは社会・世界のために自分は何ができる

かを考えるようになった。コトラーはマーケティング 3.0中で新しい技術を活用した多数

対多数のネットワークの関係を重視している。  

特に、若年・子育て世帯に選択されるためには「情報発信の方法」「情報発信のアイデ

ア」が重要である。「情報発信の方法」としてはマーケティングのマス媒体を使用したプロ

モーション、たとえば、メディア、パンフレット、広報誌、そしてパブリシティなどを活

用する方法に加えて、SNS やフェイストゥフェイスでのコミュニケーションの手法を積極

的に活用できないか検討することが必要である。マーケティングのマス媒体を使用したプ

ロモーションの事例はシティプロモーションやブランド化に向けた取り組みである。これ

は事業者や行政側があらかじめ提供する価値である「商品価値」を決めて顧客や住民に効

率的かつ効果的に提供することを目指す方法である。 

SNS やフェイストゥフェイスでのコミュニケーションの手法は自己実現を目指す住民そ

れぞれが何をしたいのかを考え、それを地域や社会で共有しながら情報発信するマーケテ

ィングである。ここで、大切になるのは住民の自己実現を支援したり、促進したりするよ

うな行政サービスを開発することである。この方法は、伝統的なマーケティングを否定す

ることではく、お互いに補完し、情報を自然に広めていくための方法である。重要なこと

は、伝統的広告宣伝重視から SNSやデジタルへ向けてニューウエーブの技術を最大限に活

用することである。情報発信者は行政でなく住民である。住民が驚きや感動の体験をする

ことで SNSをとおして自己実現することになる。  
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図表５－７ 情報発信への連鎖 

 

出所：報告者作成。 

 

５．２．残された研究課題 

５．２．１．魅力の創造の研究 

若年・子育て世帯に選択されるまちの特長や要素をインタビュー調査から導出した「居

心地の良さ」「大阪らしい街並み」をもとに、多様性や独特のカオス状態から東大阪の現状

の資源を最大限に活かせる、魅力の創造・創出活動を促進する。 

東大阪市には多様な資源がある。また、多様な居心地の良さを感じる住民が存在する。

多様性の中から、能動的な自律的な多様な主体に呼び掛ける形で、いくつかのニーズの塊

を創造しながら情報発信をし続けるそのような活動が若年・子育て世帯に選択されるため

の第一歩である。本市の住まいや住環境に関する基本理念は｢みんなが愛着や誇りを持ち

住み続けられる、東大阪らしさを活かした多様で豊かな住まい・住環境の実現｣である。 

愛着とは、「なれ親しんだものに深く心が引かれること（デジタル大辞泉）」である。み

んなの中のある層（ターゲット）が東大阪市になれ親しんで深く心が引かれる状態である。

たとえば、何回も東大阪市に触れ合う中で親しみ、好きだという感情が醸成されることで

離れても引き付けられて戻ってきたい、感情が芽生えることが前提である。このような気

持ちは最初に個人の中で生成される。 

誇りとは「名誉に感じること。また、その心（デジタル大辞泉）」である。東大阪市に

《コミュニケーション・マーケティング》
(SNS等の新デジタル技術を

最大限活用)

★プラスイメージを発信
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愛着や引き付けられる気持ちが他者との関わりで強くなることで誇りとなる。誇りになれ

ば大事にしたい、他者に自慢したい、伝えたいという気持ちになるのが自然である。それ

が、ブランドの原点であり、ブランドになるための原動力である。すなわち、他者と相互

作用するプロセスをとおして連帯して魅力を感じることで価値となりステータスになるこ

とで市場での流通価値が生じる。 

流通価値が生じて情報が伝播して話題になることで共感や共通の価値観が徐々に醸成

されていく。このまちの好きな雰囲気、このまちの醸し出す雰囲気、このまちで生活する

誇らしい自分、そしてこのまちに居ることが幸福になる。基本理念に謳われている、｢み

んなが愛着や誇りを持ち住み続けられる｣ことがブランドになるための前提である。 

シビック・プライド（civic pride）とは市民が都市に対してもつ誇りや愛着のことで

ある。日本語の同類後の郷土愛とは少し意味合いが違い、自分が住む場所をより良い場所

に当事者意識をもって関わっているという自負心が強いことである。高度成長時代の環境

下で、我が国の都市づくりは画一的なインフラ整備を目的とした公共的な目標で計画実行

されてきた。21世紀の人口減少下の縮小経済や都市間競争が激化する中で、都市の魅力を

創造するためには、画一性を前提とする行政が横並びでキャッチアップする模倣の考え方

から一歩進めて、個性的な独自な魅力を創造しながら発信する必要がある。具体的には、

住む、働く、学ぶ、余暇を過ごすための場所として選ばれるために、意識的に東大阪市の

個性を磨いて魅力にしていくことである。 

ブランド（BRAND）とは「焼印をつけること」を意味する ノルウェーの言語から派生し

た言葉である。他社とまったく同一の機能・性能を持つ商品を販売する場合、他社よりも

高い値段を付けても売れるならそれはブランドの信用力に由来する価値である。東大阪市

が掲げる３つの基本方針の「魅力ある住まい・住環境づくり」を目指すためには、「魅力の

ある人柄」「魅力的な笑顔」のように、人の心をひきつけて夢中にさせる力が必要である。  

 以上のことから、基本理念に謳われている、｢みんなが愛着や誇りを持ち住み続けられる｣

都市を目指すためには、個人としての住民がまちと関わり合いながら多様な人たちと出会

い、触れ合いながら暮らすことが前提である。それをとおして他者との関係が構築されな

がら、調査から導出できたそれぞれの個人としての「幸せな居心地の良さ」「自己実現感」

のある環境を支援することである。個人にとって居心地の良いコミュニティが生まれるこ

とが重要なのであり、住まい・住環境はその一部を構成する要素に過ぎない。 

ブランド構築や観光などの分野で脚光を浴びているのが「経験価値」である。「経験価

値」は製品やサービスそのものがもっている物理的・金銭的な価値を指す「商品価値」で

はなく、その利用体験を通じて得られる効果や感動、満足度といった心理的・感覚的な価

値を指す。リノベーションの事例ではその土地にあった自然環境を生かして魅力的な眺め

と快適な体感、自然環境を共有することで自然に醸成されるコミュニティ、共有する偶発

的な住人同士の関係、さらに一歩進んで子供、親、地域住民が互いに認め合い学び合う関

係を育む文化とコミュニティの創出などである。 
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住み続けたい 他者に自慢したい

個人
出会い、触れ合い

愛着心の醸成

他者との

関係
誇り・魅力

コミュニ

ティ
共感

都市で個人の幸福を追求するためには、そこで時間を過ごし他者と関わり合うことが必

要である。多様な他者との関係性によって生まれる価値こそが都市の魅力であり、個人の

幸福の基礎である。そのためには共感、共創するプロセスこそが価値の源泉である。 

「経験価値」を高めるためには「場」「人」「時間」の３つの視点が重要である。「場」

が「人」の出会いを導き、そこに時間という要素が加わることで物語が生まれる。場を舞

台とする人の相互作用が時間と共に堆積していくなかで文化が育まれる。現代の都市生活

においては周囲の人との関係が希薄になり、暮らしの中で地域に根ざした文化と触れ合う

機会が少ない。文化が時間を超えて受け継がれている人のつながりであるのに対して「コ

ミュニティ」は同一の時間の中で育まれている人のつながりである。他者との関係でいう

と他者との関係を煩わしく感じる一方で、自分のことを承認してくれる他者がいなければ

とても不安である。他者からの承認こそが「自分が自分らしくいられる」アイデンティテ

ィを確立することの本質である（甲斐〔2016〕pp.131-132）。 

｢３．３．クリエイターや情報発信事業者へのグループインタビュー調査｣からは街の魅

力は人の魅力であること、東大阪市は、人口が多いことや学生が多いことそれ自体が最大

の魅力であることが導出された。 

東大阪市の基本理念は｢愛着や誇り｣を持つ｢東大阪らしさ｣を活かした多様で豊かな住

まい・住環境の実現である。｢愛着や誇り｣は他者と東大阪市の場で出会い、触れ合うこと

からスタートする。場での他者との関係づくりをとおして誇りや魅力は醸成される。共有

することで共感が生まれる。東大阪市は生活者に魅力として伝わっている「東大阪らしさ」

が若年・子育て世帯「幸せな居心地の良さ」や若者の「自己実現感」として伝わっていな

いことである。近づきたいと思う魅力的なメッセージ性に欠けていることである。 

課題解決の出発点はこのような場をどのようにしたら提供できるのかである。 

 

図表５－８ 愛着心と誇りへのステップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：報告者作成。 

 

そこで、第一段階の研究課題は｢多様な主体が集まる場の生成と価値共創のプロセスに

ついて｣と｢若年・子育て世帯に対する東大阪市の魅力の創造と発信について｣の研究を実施
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したい。具体的には、大学の研究者が１年間、「若年子育て世帯に選択される街」としての

アプローチで少人数（１０人前後がよい）での研究会をスタートさせる。想定される参加

者は、不動産をはじめとする事業者、住宅政策室、大学研究者、専門家他である。課題を

参加者が持ち寄ることで、その課題に対して自由な発言やアイデアを尊重して進める。 

そこでは、①イメージの向上へ向けた具体的な取り組み、②多様な主体が積極的に関わ

る場の設定のあり方、③多様な方法での情報発信について研究をする。 

 

 ５．２．２．魅力の商品化の研究 

｢３．２．不動産事業者へのヒアリング調査｣からは、情報発信や創意工夫をする環境を

整えることが新たな展開に向けた第一歩として重要であることが導出できた。｢３．３．ク

リエイターや情報発信事業者へのグループインタビュー調査｣からは東大阪市には豊富な

人口、活動家や事業者など魅力的な資源が豊富にあり、学生や子育て中の世帯が魅力を感

じる機会の提供などが可能な環境下であることが分かった。特に、SNS 事業者や地域メデ

ィアで地元愛に溢れるクリエイターが充実しており、子育て中の母親からは教育環境に向

けた関心が高いことが導出できた。 

以上の流れで、魅力の創造を促進することができればそこに顧客（住民）にとっての経

験価値が生まれる。これらの価値は経済的な価値として活用することで民間事業者のビジ

ネス活動と接続可能となる。魅力の商品化の段階である。これらは、民間事業者によって

ビジネス・モデルとして生成され、商品化され投資家や顧客に対して販売され流通される。

このモデルを象徴するのが SEKAI HOTELの事例である。 

SEKAI HOTEL FUSEのビジネス・モデルは価値共創のプラットフォームとして捉えられる。 

SEKAI HOTEL FUSEの事例から社会貢献を理念として掲げる企業が民間事業者の役割を担っ

ていた。その社会貢献の商品は住宅とホテルの組み合わせである。住宅を投資家が購入し、

ホテルを利用する顧客はそれぞれのニーズを充足している。この事業のコンセプトは若者

の共感を生み出しインターンシップをとおして学生の心を掴んでいることがわかった。 

さらに、地域活性化の理念のもとに、地元の商店街、中小企業などとの連携を促進して

いる。さらに、社会貢献を目指す事業を推進しようとする機関投資家の関心を集めている。

このように、魅力を商品化までブラッシュアップすることで多様な主体が関心を示すこと

になる。 

このモデルは、事業者（SEKAI HOTEL）が理念として｢社会貢献｣を魅力的に格好良く掲

げていることがポイントである。投資家がリノベーションした家に資金を投入することで

事業者には資金的な負担はなく、逆に事業者はリノベーションすることが本体の収益にな

る。事業者はホテルの運営に学生ボランティアを引きつけることで若い力で事業を推進し

ている。そのプラットフォームに地域住民、商店、中小企業などの事業者が参画すること

で、ホテルを利用する多様な顧客に対して魅力的なサービスを継続的に提供する仕組みを

確立している。 
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第二段階は多様な主体が抱える課題を事業化へ向けて進展させる、具体的なより発展的

な段階である。情報発信への取組み方、アイデアを発展させる。助成金や行政に頼らない

自律的、自立的な場を設定する方法で進める。ここで留意すべき点は「魅力的な場の創造」

を主導する主体はあくまでも民間であり、行政は繋ぎ役であり黒子役であることである。 

行政はきっかけとなる場づくりを支援する。キャンペーンやコンクールなども含む。ただ

し、一過性のイベントではなく継続的で自律的かつ自立的な場の生成を目的とする。 

 

図表５－９ 全体的な流れ 

 

出所：報告者作成。 

 

最近はクラウドファンディングを活用する方法もある。クラウドファンディングは日本

では一般的認知が 2011年頃と言われ比較的歴史が浅く、何か新しいことを始めたいときや

新しいものを作りたいときに、社会（不特定多数の人）に訴えて、賛同者を募り資金を集

める新しい手法（プラットフォーム）である。当初は町おこしなど社会貢献プロジェクト

が主流であったが、近年は、新商品のプロモーションやマーケティングとして活用され、

大手企業の参入はもとより、地方自治体と金融機関が提携し、中小企業をサポートする事

例がメディアなどでも多く報道されている。 
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６．おわりに 

 マネジメント研究の第一人者であるドラッカーは、企業は何かを決めるのは顧客だと提

示している。そして、企業の目的は顧客の創造であるとして、重要な機能はマーケティン

グとイノベーションの二つだと述べている。マーケティングの本質は顧客を理解して顧客

に合わせてサービスを創造的に適応することである。イノベーションは新しい満足を生み

出すことである。ドラッカーは、企業のマネジメントに対して社会のニーズを事業の機会

として捉えることを強く求めている。 

社会ネットワーク理論の研究分野で「弱い紐帯（ちゅうたい）の強さ」という概念があ

る。これは、職場におけるビジネス関係者やプライベートでの家族や親友などの仲間のよ

うな強いつながりでの発想よりも、緩やかな弱い社会的なつながりでの関係の方が新しく

価値の高い情報をもたらしてくれる可能性が高いという考え方である。 

 この概念は、企業経営や研究開発の分野においてイノベーションを起こす試みとして関

心を集めている。特に、個人の場合は、ソーシャルメディアの普及が弱い紐帯の形成を促

し、ネットを介して緩くつながる絆が新しい商品やサービスのきっかけにつながっている。 

東大阪市は、一般的にイノベーションやクリエイティブな創造性と活力溢れる街として現

在日本の発展に大きく貢献したイメージがある。行政と民間が連携して地域の課題に取り

組むことで自律的な新たな商品やサービスの開発や働き方さらに子供の能力開発の方法な

どのイノベーションが実現できる。AI や IT 化さらに国際化が進展する中で、本市の特徴

を活かしながら｢住みたい、住み続けたい｣と思える魅力ある東大阪市の実現と、豊かな住

生活の実現を目指すためには新しい視点からのクリエイティブな挑戦が求められている。 

 

図表５－１０ クリエイティブな東大阪市らしさの創出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：報告者作成。 
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