
「高槻市産業振興ビジョン実施計画」事業実績一覧 資料１－２

前期(25-28)

累計 H29 H30 R1 R2 29 30 R1 R2

17件 7件 12件 0件
(24件) (36件) (36件)

181件 163件 202件 191件
(344件) (546件) (737件)

7件 7件 2件 1件
(14件) (16件) (17件)

140件 202件 185件 746件
(342件) (527件) (1,273

件)

21回 12回 108回 104回
(33回) (141回) (245回)

178件 194件 166件 35件
(372件) (538件) (573件)

13回 12回 11回 12回
(25回) (36回) （48回）

8,000人 6,300人 6,500人 0人
(14,300

人)
(20,800

人)
(20,800

人)

3件 4件 3件 2件
(7件) (10件) (12件)

姉妹友好都市の活用
○（公財）高槻市都市交流協会と連携した海外
のビジネスマーケットへの情報提供

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響により、海
外姉妹都市の訪問及び訪問団の受入れ
などの事業が中止となった。

情報提供先
団体数

- - 8団体 11団体 5団体 0団体
予定を下
回った

-
・市内企業のニーズ等に応じて、引き続
き、姉妹・友好都市との円滑な連絡調整に
努める必要がある。

・海外の姉妹・友好都市であるマニラ市
（フィリピン共和国）、トゥーンバ市（オース
トラリア）、常州市（中華人民共和国）との
関係をビジネス分野においても活用し、姉
妹・友好都市との連絡調整および市内企
業からの海外マーケットへの進出希望等
があれば、必要に応じて情報提供を行う。

実
施

→ → →
市長室

産業振興課
商工会議所

―

（１）市外への
積極的な「営
業活動」の展
開

交通の利便性、36万人の人
口、豊かな自然、充実した住
環境など、ビジネスを興す好
条件が揃った本市の魅力を市
外へと積極的にＰＲし、本市へ
の事業所、人材の誘致を図り
ます。本市に立地する著名な
企業や大学等のネームバ
リューを活かしつつ、「産業都
市」としての知名度を高める営
業活動を積極的に行い、商
業・サービス業、観光、工業な
どあらゆる分野においてプロ
モーションの底上げを図りま
す。

庁内・外との連携によ
るシティセールス

〇関係各課、民間事業者（観光・交通事業者
等）、マスメディアと連携し、積極的な営業活動
を行い、高槻市の効果的な魅力を情報発信・
情報収集

実
施

→

―

○企業誘致等の産業施策パンフレットの作成、
市内外企業・関係機関への配布

○事業者や市民による本市ＰＲに資する取組
において、マスコットキャラクター「はにたん」を
活用してもらうことにより、共同で情報発信を推
進

実
施

主な連携先
実施年度

【趣旨】
素材から部品、最終製品まで、本市で製造されているモノやサービス、そしてそれらを生み出す職人や高度な研究開発を行う研究者、ユニークな店主などに光を当て、市内外に高槻の産業の魅力を発信することによって、市の知名度の向上と販売促進を図ります。
市内に立地している製造業は「研究開発」の機能を有する比率が高く、京都から神戸にかけて集積する大学や企業からのアクセスも容易であるという地理的条件を活かし、その特色をアピールしていきます。
また、市民に対しても、高槻で生まれた製品や商品の魅力を周知し消費の拡大を図るとともに、地元企業への愛着と理解を高める取組みを進めます。

担当課

１　産業都市プロモーションプロジェクト

目標
（平成29～令和2）

事業名称 事業内容 評価 次期計画に向けた今後の方向性

→

実績件数

産業振興課
観光ｼﾃｨｾｰﾙｽ

課

→ →
観光ｼﾃｨｾｰﾙｽ

課

→ →

予定を上
回った

予定を下
回った

（４）海外マー
ケット進出の
促進支援

国や府、経済団体などのセミ
ナーや相談事業を活用しなが
ら、市内企業の海外マーケット
進出に関する情報提供や学
習機会を提供します。また、本
市の姉妹友好都市であるマニ
ラ市（フィリピン）、常州市（中
華人民共和国）、トゥーンバ市
（オーストラリア）との関係をビ
ジネスにおいても活用し、市
内企業の海外マーケットへの
進出を促進します。

（２）「地元の製
品やサービス」
の発掘と発信

本市で製造されているモノや
サービス、それらを生み出す
職人やユニークな店主などを
集めて「高槻の意外な一面」を
発信するプロモーション活動を
実施し、高槻発の話題として
市内外に広く展開します。ま
た、マスメディアへの積極的な
情報提供により事業者の販売
促進を支援するとともに、プロ
モーション活動を通じ地元企
業との関係を強化します。

主要な取組み

「産業都市」プロモー
ションツールの作成、
および情報発信

地元製品・サービスの
発掘・発信

海外マーケット開拓に
関する情報提供

・より効果的に情報を発信するため、定期
的にパンフレット内容の見直しを行う。
・「はにたん」をさらに積極的に活用しても
らえるよう、イラストの新規作成等を行い
利用の幅を広げる。
・本市PRに資する取り組みを行う事業者
や有志団体との連携を強化し、はにたん
を通じた共同での情報発信に努める。

・情報発信力のある事業者とさらなる提携
検討していく。
・本市の観光や産業のPR効果を高めるた
め、関係機関の連携先を広げていく。

進捗率取組実績

・市内の観光イベントにおいて、「はにた
ん」を利用して集客を行い、観光パンフ
レットを配布した。
・事業者や市民が制作する商品やPRツー
ルにおいて「はにたん」のイラストを提供
し、情報発信を強化した。
・コロナウイルスの感染症の影響により、
市外の観光イベントへの参加ができな
かった。また、事業者が実施するイベント
も減少し、イベントに係るパンフレット等へ
の「はにたん」イラストの需要が減少したこ
とで、イラスト提供数が減少した。

・マスメディアを通じ、摂津峡やいましろ大
王の杜などの観光資源、高槻うどんギョー
ザやオープンたかつき、はにたんなどにつ
いて情報発信を行った。
（オープンたかつき73件、それ以外274件）
※新型コロナウイルス感染症の影響で、
PRイベントが実施できなかった。

現状の課題

・より効果的な情報発信を行うため、パン
フレットの見直しを定期的に行う必要があ
る。
・事業者や有志団体による本市PRに資す
る取組において、各主体との連携を強化
し、共同での情報発信に取り組んでいく必
要がある。
・「はにたん」の効果的な活用手法につい
てさらに検討・実施していく必要がある。

・情報発信力のある事業者と提携し、更な
る情報発信力の強化が必要である。
・更なる連携先の拡大および既存連携先
との強化を進めていく必要がある。

はにたん活動
実績（市外）

40件 - 90.0%

はにたんイラ
ストデータ提

供数
800件 - 92.1%

PRイベントの
実施

12件 - 141.7%

テレビ・雑誌
等への

観光情報提
供数

160件 -

はにたん営業
日記の

更新回数
60回 -

795.6%

408.3%

企業訪問数 700件

農林緑政課
産業振興課

観光ｼﾃｨｾｰﾙｽ
課

○市内事業所の技術・製品・サービス等に関す
る情報の収集と発信

○本市事業所の製品、商品等の中で、特筆す
べきものを取り上げ、市内外に強力にPR

・新型コロナウイルス感染症の影響で企業
訪問を自粛したことにより、市職員による
企業訪問等が減少したことを受けて、電話
等を用いて市内企業の特長的な技術、製
品に関する情報を収集した。

・産業物産展示コーナー展示ブースを活
用し、本市事業所の製品を市民等に広くＰ
Ｒした。

-
予定を下
回った

81.9%

・産業物産展示コーナー展示ブースの利
用件数を増やすため、事業者へのより一
層の周知活動が必要である。
・「たかつき土産」として認定された商品・
グッズ等の販売場所の新規開拓や今後
のＰＲ方策等について検討する必要があ
る。

-

・市職員による市内企業の優れた技術、
製品・サービスに関する情報を収集すると
ともに、産業物産展示コーナー展示ブース
や産業フェスタ等を通じて積極的なＰＲを
行う。
・商工会議所や観光協会と連携し、「たか
つき土産」として認定された商品・グッズを
市内外に強力にPRするとともに、販売場
所の確保に努める。

実
施

→ → →

・国、府及び各種支援機関等の関係会議
や、Webサイト、メールマガジン等を通じて
ビジネスイベント等の情報収集を行う。
・メールマガジン等を活用し、市内企業に
対して国、府及び各種支援機関等の支援
情報やビジネスイベント等の情報提供を
行う。

実
施

→
予定を上
回った

実
施

→ → 産業振興課

商工会議所

産業・ビジネスイベン
トへの参加促進

○地元企業と連携強化しつつ、メルマガ等を活
用し、各種支援機関等が開催するビジネスイベ
ント等の情報提供により、外部の市内製品接
触の機会を拡大

・メールマガジンを活用して、高槻商工会
議所の主催による「『匠企業』企画展 in
MOBIO 」等、ビジネスイベントの情報提供
を行った。
・コロナ禍における海外戦略情報として、
大阪府による「Webセミナー：Withコロナの
グローバル戦略～インド編～」の情報を発
信した。

メールマガジ
ン配信回数

40回 120.0%

・感染症拡大リスク回避の目的も兼ねた
多様な参加・利用方法を提供するために、
ビジネスイベント、セミナー等の本編の周
知に併せて、リモート参加環境の整備に
つながるデジタル化の支援施策の提供が
必要である。

商工会議所

（３）学校教育
における地元
産業の学習推
進

本市で製造されているモノや
サービスを学校教育の場で取
り上げることで、市内小中学
校に周知を図ります。次世代
の産業の担い手あるいは消
費者となる児童や生徒に対
し、工業の現場見学や取材を
通じて地元企業を知る機会を
提供し、地元企業への関心を
高めます。

産業教育の推進

○企業に対し、市内中学校の「出前講座」協力
（講師派遣）の働きかけ

○「工業の現場見学」等、事業所、店舗におけ
る職業体験機会の拡大

・市内の事業者と市民の交流の場として
「たかつき産業フェスタ」を高槻商工会議
所と共同企画し、出展事業者を募った。(イ
ベント本編は新型コロナウイルス感染症
の影響により中止。)
・小学校では多くの学校が（株）明治大阪
工場への社会見学を行った。中学校の職
業体験については各校予定をしていたが
新型コロナウイルス感染症のため実施を
見合わせた。

たかつき産業
フェスタの集

客数
16,000人 -

予定を上
回った

〇国・府の支援機関等の紹介
（例：（独）中小企業基盤整備機構、（独）日本
貿易振興機構〈JETRO〉等）

・メールマガジンを活用して、「Webセミ
ナー：Withコロナのグローバル戦略～イン
ド編～」や「AFRICA×OKINAWA アフリカ
の可能性」等、企業のグローバル戦略に
関する情報を発信した。

年間紹介件
数

8件 -
予定を上
回った

→
産業振興課
教育指導課

事業者

150.0%

130.0%

・出展事業者と出展内容が固定化してい
る面もあるため、企業の規模にとらわれず
優れた製品、技術、サービスを有する多
様な事業者の認知度向上を目指し、魅力
的な出展内容を検討する必要がある。
・感染症拡大等の社会的リスクが生じた
際の開催方針の修正プロセス、スケ
ジュールや安全な開催方法について平時
より準備を行うことが必要である。
・学校教育の場での市内産業について触
れ、学ぶ機会を確保するためには、一過
性の取り組みではなく、事業者との継続的
な連携が必要である。

・関係機関と連携し、「たかつき産業フェス
タ」を通じた産業教育を推進する。
・小学校における社会見学及び中学校の
職業体験を通じて、市内企業との連携を
推進していく。
・小学校における職業体験において、商店
街等が独自に取り組んでいる職業体験イ
ベント等との連携を検討する。

実
施

→ →

→ → → 産業振興課 商工会議所
・企業の規模、ニーズに応じた海外展開に
関する情報の収集・発信が必要である。

・国、府、各種支援機関等から得られる情
報を通じて海外マーケット開拓等に関する
施策情報を発信する。
・メールマガジン等を活用し、市内企業の
海外マーケット開拓等に関する有益な情
報を提供する。


