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１．１．１．１．豊能豊能豊能豊能地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける地域地域地域地域活性化の目標・方向性活性化の目標・方向性活性化の目標・方向性活性化の目標・方向性    

 

１－１ 豊能地域における地域産業の現状と課題 

豊能地域は、事業所統計（平成 16 年度）によると事業所数、従業者数に

おいて府内 5%前後を占め、北大阪、北河内、南河内、泉南とほぼ同じ規模で

ある。地域内においては、豊中市南西部、箕面市西部、池田市南部に事業所・

企業の集積がみられ、事業所数の 64％、従業者数の 59％が豊中市に集中す

る。しかし、大手自動車メーカーの本社が池田市に立地しているため、製造

品出荷額では、池田市がほぼ半数を占めている。 

業種でみると、①「製造業」は、事業所数は 8.5％（府 13.4％）にすぎな

いが、従業者数では 17.9％（府 18.5％）と大きくアップするように、大手企

業の存在感が大きい、②「不動産業」、「医療、福祉」、「教育、学習支援業」

において、事業所数・従業者数とも府平均を上回っており、地域内住宅街の

需要を反映している、などの特徴がみられる。 

製造業について工業統計（従業者 4 人以上事業所）でみると、地域 886 事

業所中、豊中市 735（83%）、箕面市 39（4%）、池田市 56（6%）、豊能町 15

（2%）、能勢町 41（ 5%）と豊中市に集中している。経営革新計画においても

重要な指標とされる「付加価値」をみると、一人当たり粗付加価値額の府平

均は 1,284 万円であるが、豊能地域は 1,071 万円とこれを下回っている。さ

らに産業中分類で一人当たり粗付加価値額を分析すると、豊能地域で事業所

数 1 位の「一般機械器具製造業」が 882 万円、2 位の「金属製品製造業」が

806 万円と低い。ものづくりでは、付加価値をいかに高めるかが今後の課題

といえよう。 

豊能地域は、業種の分析でも触れたように、良質な住環境資源ともいえる

住宅街やニュータウンとしての地域性も強く、さらに箕面国定公園を中心と

する観光文化資源、北摂山系の豊かな自然にはぐくまれた農林資源など、地

域の性格がモザイクのように分かれている。このため、産業間での連携が十

分発達しておらず、また地域産業情報の発信がみえにくい。地域内における

同業種および業種を越えた連携の促進や活発な地域産業情報の発信による地

域を越えたネットワークの構築も課題である。 
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１－２ 新たな地域産業創出の必要性と可能性 

このような地域産業の現状から、豊能地域における新たな地域産業創出の

必要性として、以下の点が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、豊能地域の個性・特性から、豊能地域における新たな地域産業創出

にあたって、以下の可能性がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【豊能地域 新たな地域産業創出の必要性】 

○中小ものづくり企業、住宅街・ニュータウン、国定公園、大手企業本社・

工場、山間部と、地域内の性格が比較的分かれているため、豊能地域全

体としての産業情報の発信や地域間連携は途上である。今後の地域活性

化に向けては、地域間連携により各地域の強みを活かすとともに、地域

の性格を形成する地域資源をさらに磨いて、地域の個性・魅力を向上さ

せる地域産業創出が必要である。 

【豊能地域 新たな地域産業創出の可能性】 

○豊中市を中心とした金属製品、一般機械器具などの製造技術や能勢町の

木彫りなどの伝統技術を活用したものづくりにおける新たな付加価値創

出の可能性が期待される。 

○北摂山系の豊富な農林資源を活用した新たな商品の開発の可能性が期待

される。 

○箕面国定公園及び周辺地域の観光歴史文化資源を活用した新たな集客産

業の可能性が期待される。 

○良質な住環境資源を活用して全国に発信できる衣食住関連サービス・商

品の開発の可能性が期待される。 
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１－３ 豊能地域の特性・産業資源 

豊能地域の特性と産業資源について、以下の通り概観した。 

 

 

【豊能地域の特性と産業資源 概観】 

○機械金属関連のものづくり企業の集積がみられるが、輸送用機械器具・

電気機械器具・食料品等の少数業種の大手企業の存在感が比較的大きい

地域。これらの企業ミュージアムも存在する。 

○大阪大学、産業技術総合研究所関西センターが立地するが、地域のもの

づくり中小企業との連携は途上とみられる。 

○箕面市以北を中心に観光文化面での地域資源が豊富である。 

○池田市に植木産業が集積する他、能勢町、豊能町にかけて、農林資源及

びこれらを加工した炭、酒等の山や水に関連する資源に富む。 

○大阪市への通勤圏として良質な住宅街が発展した歴史があり、地域住民

を対象とした「質」にこだわった個性的なショップが集積している。豊

中市・箕面市・池田市では、独自のまちづくり活動を展開している。 

○とよなかインキュベーションセンターでは、コミュニティ・ビジネスの

起業支援を行う他、金融機関がニュービジネスを対象とした助成金制度

を実施するなど、地域密着型の企業支援活動に熱心に取り組む。能勢町

商工会では伝統工芸技術（木彫り技術等）を活かしたものづくりに取り

組む「伝統文化の黒衣隊」事業という地域資源活用事例がある。 
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豊能地域資源の状況 

分類 個別地域資源 

産業集積資源 

産業技術資源 

●ものづくり企業の集積（豊中市：金属機械製造、金属機械部品製

造加工、薬品・加工食品等の集積） 

●伝統工芸技術（能勢町の木彫り・祭礼具製造技術等） 

●繊維卸売業を中心とした集積（箕面市船場地区） 

●大阪大学・大学院（先端科学イノベーションセンター等） 

●（独）産業技術総合研究所関西センター 

農林資源 ●銀寄栗、止々呂美のゆず等の北摂山系の農林資源 

●地域農林資源を加工した産品、特産品（例「箕面物語」や「止々

呂美三品」などの箕面地域特産品群、地酒、池田炭（菊炭）等多

数あり） 

●植木生産者の集積（池田市細河地域。日本四大植木産地） 

観光歴史文化資源 ●明治の森箕面国定公園地域及び周辺地域（箕面市）、妙見山、初谷

川渓谷（能勢町、豊能町）、猪名川・五月山（池田市）、棚田（能

勢町、豊能町）等の景観資源 

●石仏史跡・高山右近生誕の地（豊能町）などの歴史文化資源 

●伝統文化及び関連施設（能勢人形浄瑠璃と「浄るりシアター」（能

勢町）、「落語のまち池田」と「落語みゅーじあむ」（池田市）等） 

●箕面市の陶芸体験、写経体験、瞑想体験および観光農園・牧場（能

勢町、豊能町）等の体験型観光資源 

●古くから点在する温泉資源 

●がんがら火祭り（池田市）、新緑カーニバル・サマーフェスタ箕面

公園（箕面市）等のお祭り・イベント資源 

●箕面市瀧安寺の富くじ、豊中市の高校スポーツ（野球・ラグビー・

サッカー・アメリカンフットボール）、池田市のインスタントラー

メンなど「発祥の地」としての歴史資源及び企業ミュージアム 

●大阪国際空港及び展望デッキ「La SORA」 

人材資源 

その他産業振興資

源 

●特色あるこだわりの個店（小売業・レストラン・ギャラリーなど）

のオーナー・シェフ・菓子職人など 

●様々な業種業界を網羅できる経験豊富なリタイア人材や、芸術家、

自然歴史文化観光ガイド等の人材資源 

●とよなかインキュベーションセンター（コミュニティ・ビジネス

支援） 

●「地域起こし大賞」等の取組みを進める地元金融機関 

（平成 18 年度地域資源現況調査事業及び地域支援機関へのヒアリングにより把握した地域資源） 
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１－４ 地域活性化の目標・方向性 

豊能地域の特性と産業資源を踏まえて、地域資源を活かした新たな産業の

創出に関する目標・方向性として、以下を取り上げる。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２．地域資源を活かした新しい事業の創出方策２．地域資源を活かした新しい事業の創出方策２．地域資源を活かした新しい事業の創出方策２．地域資源を活かした新しい事業の創出方策    

    

２－1 地域資源の活用イメージ 

１－１における地域産業の現状と課題、１－３の地域の特性や産業資源の

状況等及び１－４の活性化の目標・方向性をふまえて、豊能地域における地

域資源の活用イメージとして、以下を挙げる。なお、これらは平成 19 年度時

点での地域資源活用イメージであり、今後、産業資源の発掘状況によってお

のずと変化していく性質のものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【豊能地域活性化の目標・方向性】 

自然・自然・自然・自然・文化文化文化文化・・・・歴史歴史歴史歴史・まち・ものづくり技術等の・まち・ものづくり技術等の・まち・ものづくり技術等の・まち・ものづくり技術等の    

多彩な魅力を活かした個性豊かな地域産業づくり多彩な魅力を活かした個性豊かな地域産業づくり多彩な魅力を活かした個性豊かな地域産業づくり多彩な魅力を活かした個性豊かな地域産業づくり    

○豊能地域では、地域間連携により各地域の強みを活かすとともに、地域

の性格を形成する地域資源をさらに磨いて、地域の個性・魅力を向上さ

せる地域産業創出が必要である。そこで、ものづくりにおける新たな付

加価値創出の可能性、豊富な農林資源を活用した新たな商品の開発の可

能性、新たな集客産業の可能性、衣食住関連サービス・商品の開発の可

能性を追求し、個性豊かな地域産業づくりを進める。 

【豊能地域ブロック 地域資源の活用イメージ】 

①ものづくり技術や製品の活用・連携等による新たな展開等の事業 

②農林資源を活用した新商品開発等の事業 

③観光歴史文化資源を活用した新たな集客やものづくりに関する事業 

④地域住民の生活の質を改善向上させる衣食住関連サービス・商品の開発

事業 

⑤上記において、ブランド形成を図る事業、産学官連携による事業及び上

記組み合わせによる事業 
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２－２ 重点的に支援すべき事業分野 

平成 18 年度地域資源現況調査事業や、ヒアリング等で明らかになった地

域資源に基づき、１－４に記載した地域活性化の目標・方向性、今後の地域

ブランド形成に資するとみられる代表的な地域資源を、重点的に支援すべき

地域資源として、以下を抽出した。また、これら資源の担い手、支援者とし

て期待される資源、今後の発掘や活用が期待される地域資源も併せて抽出・

記載した。 

なお、これらも先に挙げた地域資源活用イメージと同様に、今後、産業資

源の発掘状況によっておのずと変化していく性質のものである。 

【豊能地域ブロック 重点的に支援すべき地域資源等】 

分 類 地域資源など 

重点的に支援すべき代表

的地域資源 

ものづくり企

業の集積 

機械・金属等のものづくり技術及び伝統工芸技術 

農林資源 北摂山系の植木・栗等の農林資源及び水資源 

観光歴史文化

資源 

箕面国定公園及び周辺地域の自然、里山、街並、

寺院等の観光資源、伝統文化及び関連施設 

担い手としての地域資源 技術力・専門性の高い中堅・中小企業及び伝統工芸技術の伝承者 

特色あるこだわりの個店のオーナー・シェフ・菓子職人など 

支援側としての地域資源 商工会・商工会議所、市役所、町役場、観光協会 

とよなかインキュベーションセンター 

地元金融機関、公共交通機関 

今後の発掘や活用が期待

される地域資源 

大学発ベンチャー企業、技術力・専門性の高い中堅・中小企業 

産業技術総合研究所や大阪大学、芸文系大学・専門学校等 

様々な業種業界を網羅できる経験豊富なリタイア人材や芸術家、自

然歴史文化観光ガイド等の人材資源 

 

２－３ 事業創出に向けた具体的方策 

豊能地域では、後述する地域活性化推進協議会を中心に、地域資源を活用

した新事業創出に向けて、主に以下の方策等によって取り組むものとする。 

○地域資源活用産業や豊能の地域資源に関連する広報普及活動 

○おおさか地域創造ファンドや国の地域資源活用制度等に関する説明会開催 

○マーケティングや地域ブランドの専門家等によるセミナー・相談会開催 

○地域活性化コーディネーター等による地域資源、担い手等の発掘調査 

○地域の研究機関・大学との産学連携促進に向けたニーズ・シーズマッチング

の促進 等 
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３．地域活性化の推進体制の構築３．地域活性化の推進体制の構築３．地域活性化の推進体制の構築３．地域活性化の推進体制の構築    

 

３－１ 地域活性化推進協議会の設置・運営 

豊能地域では関係市町村、商工会、商工会議所を構成員とする「豊能地域

活性化推進協議会」を平成 19 年 6 月 14 日に設置し、ファンド助成対象事業

の選定及び支援の実施主体とする。 

同協議会は、豊中商工会議所が事務局を担い、運営にあたるものとし、 

地域活性化コーディネーターを配置し、地域活性化プランの推進をはじめ、

ファンド事業全般を推進する専門人材として位置付け、これら業務にあたる

ものとする。 

また、助成対象事業の選定は公募によるものとし、選定に際しては、外部

有識者等で構成する豊能地域助成事業選定委員会を設置するものとする。 

 

【豊能地域活性化推進協議会 構成メンバー】 

・能勢町、同商工会 

・豊能町、同商工会 

・箕面市、同商工会議所 

・池田市、同商工会議所 

・豊中市、同商工会議所 

・株式会社日本政策金融公庫 十三支店 

【豊能地域活性化推進協議会 事務局】 

・豊中商工会議所 

【豊能地域助成事業選定委員会 構成メンバー】 

・学識経験者 

・専門委員 

技術分野 

経営分野 

マーケティング分野 
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３－２ 支援機関・関係団体の役割 

ファンド事業を効果的に推進し、地域活性化に資するため、「豊能地域活

性化推進協議会」を構成する支援機関・関係団体・構成員のみならず、大

阪府・市町村・商工会・府立産業技術総合研究所、金融機関、公益財団法

人大阪産業振興機構等の機関・団体、関係職員の知識・経験・技術・ノウ

ハウを結集して推進していくものとする。 

 

４．助成対象事業の選定・支援４．助成対象事業の選定・支援４．助成対象事業の選定・支援４．助成対象事業の選定・支援    

４－１ 助成対象事業の要件 

４－２ 助成限度額、助成率及び助成期間 

４－３ 選定方法 

以上については、おおさか地域創造ファンド豊能地域支援事業助成金交

付要綱に定める。 

 

４－４ 事業支援方法 

３－２に示した支援機関・関係団体がその役割と機能を活かして助成対

象事業を支援する。 
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５５５５．事業．事業．事業．事業目標の設定と評価目標の設定と評価目標の設定と評価目標の設定と評価    

５－１ 事業目標の設定 

おおさか地域創造ファンドによる支援事業計画に掲げる事業成果に係

る目標に準じて、事業実施期間（10 年間）終了後の成果目標として、お

おむね以下の通り設定する。 

①支援事業（プロジェクト）件数 

おおむね 40～50 件（単年度あたり 4～5 件） 

②支援事業（プロジェクト）の参加企業数 

おおむね 80～100 社（単年度あたり 8～10 社） 

③支援事業のうち中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の

承認を得た数 

おおむね 20～30 件（単年度あたり 2～3 件） 

 

５－２ 事業評価の方法と体制 

上記事業目標の達成状況については、「豊能地域活性化推進協議会」に

おいて評価を行うとともに、公益財団法人大阪産業振興機構に設置する

「ファンド事業審査委員会」において、毎年度、評価を受けるものとする。 

 

 

 

【改訂等履歴】 

平成１９年７月策定 

平成２０年７月改訂 

平成２１年１月改訂 

平成２２年２月改訂 

平成２３年３月改訂 

平成２４年３月改訂 


