
茨木市中心市街地活性化協議会規約（案） 

 

（協議会の設置） 

第１条 中心市街地整備推進機構（一般社団法人茨木市観光協会）及び茨木商工会議

所は、中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号。以下「法」

という。）第１５条第１項の規定に基づき、共同で中心市街地活性化協議会を設

置する。 

 

（名称） 

第２条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、茨木市中心市街地活性化協議会

（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第３条 協議会は、茨木市の中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上

を総合的かつ一体的に推進するため、茨木市が作成する中心市街地活性化基本計

画、並びに認定基本計画の実施に関し、必要な事項を協議し、その実施に寄与す

ることを目的とする。 

 

(活動) 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

(1) 茨木市が作成する中心市街地活性化基本計画及び認定基本計画並びにその

実施に関し、必要な事項についての意見提出 

(2) 中心市街地の活性化に関する事業の総合調整 

(3) 中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換 

(4) 中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施 

(5) 中心市街地の活性化のための研修会等の実施 

(6) 中心市街地の活性化に係る事業に関すること 

(7) その他中心市街地の活性化に関すること 

 

（協議会の事務局） 

第５条 協議会の事務局は、茨木市岩倉町２番 150号の茨木商工会議所内に置く。 

２ 事務局の運営に必要な事項は、茨木商工会議所が処理する。 

 

（協議会の構成員） 

第６条 協議会は、次の者をもって構成する。 

(1) 中心市街地整備推進機構（一般社団法人茨木市観光協会） 

(2) 茨木商工会議所 

(3) 茨木市 
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(4) 法第１５条第４項第１号及び第２号に規定する者 

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者 

２ 前項第４号に該当する者であって、協議会の構成員でないものは、自己を協議会

の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。この場合においては、

協議会は、正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことができない。 

３ 前項の申出により協議会の構成員となった者は、第１項第４号に規定する者でな

くなったとき、又はなくなったと認められるときは、協議会を脱会するものとする。 

 

（協議会の組織） 

第７条 協議会は、会長、副会長、委員をもって組織する。 

 

（会長及び副会長） 

第８条 会長は、中心市街地整備推進機構（一般社団法人茨木市観光協会）の会長を

もって充てる。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、茨木商工会議所専務理事及び茨木市都市整備部長の職にある者をも

って充てる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長

の職務を代理する。 

 

（委員） 

第９条 委員は、構成員のうち第６条各号に掲げる者から会長が指名する者とする。 

２ 会長及び副会長、並びに委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

３ 委員が所属等の異動等により交代した場合は、その職に該当する者が委員の職

を引き継ぐものとする。 

 

（会議） 

第 10条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべ

き事項をあらかじめ構成員に通知しなければならない。 

３ 会長は、会議の議長となる。 

４ 会議は、構成員の半数以上の出席をもって成立し、その議決については出席者

の過半数の同意を必要とする。なお、当該構成員が出席できない場合は、当該構

成員の指名する者を代理として出席させることができる。 

５ 会議の決議において、可否同数のときは、議長がこれを決する。 

 

（書面表決等） 

第 11条 構成員等がやむを得ない理由のため、会議に出席できない場合は、あらかじ



め通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合にお

いて、その構成員は会議に出席したものとみなす。 

 ２ 会長は、緊急に要する事項または簡易な事項については、書面により委員及び

構成員の賛否を求めて会議の議決に代えることができる。 

 

（協議結果の尊重） 

第 12条 協議会の構成員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果

を尊重しなければならない。 

 

（専門部会の設置） 

第 13条 法第９条第２項各号に掲げる事項について必要な調査又は研究を行うため、 

  専門部会を置くことができる。 

 ２ 専門部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（事業年度） 

第 14条 協議会の事業年度は、毎年４月１日から３月３１日とする。 

 ２ 協議会の設立の日の属する事業年度は、設立の日から３月３１日までとする。 

 

（その他） 

第 15条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮

って定める。 

 

附則 

この規約は、平成 27年７月 10日から施行する。 



役職 委員氏名 根拠法令

一般社団法人茨木市観光協会
（中心市街地整備推進機構）

会長 山野 寿
法第15条第１項第１号イ

（都市機能の増進）

茨木商工会議所 専務理事 木村　正文
法第15条第１項第２号イ

（経済活力の向上）

茨木市 都市整備部長 鎌谷　博人
法第15条第４項第３号

（市町村）

立命館大学　経営学部 教授 齋藤　雅通
法第15条第８項
（学識経験者）

追手門学院大学　地域創造学部 教授 山本　博史
法第15条第８項
（学識経験者）

茨木市商業団体連合会 会長 山田　久敬
法第15条第４項

第１号、第２号（商業者）

株式会社ガンバ大阪　事業本部 副本部長 伊藤　慎次
法第15条第４項

第１号、第２号（事業者）

団体名・役職名

茨木市中心市街地活性化協議会　構成員 （案） 資料２ 



法第15条第１項第１号イ
（都市機能の増進）

法第15条第１項第２号イ
（経済活力の向上）

法第15条第４項第３号
（市町村）

法第15条第４項
第１号、第２号（商業者）

法第15条第４項第１号
（事業者）

法第15条第８項
（学識経験者）

団　体　名　等

追手門学院大学

茨木市中心市街地活性化協議会　専門部会構成員（案）

茨木市　関係部局

立命館大学

　■学校関係者

　■市民等

　■関係行政庁

根　拠　法　令

茨木市商業団体連合会

株式会社ガンバ大阪

◎必要に応じて出席を依頼

一般社団法人茨木市観光協会
（中心市街地整備推進機構）

茨木商工会議所

　■商店街　関係者

　■交通事業者

　■建築・不動産事業者

　■情報系事業者

　■イベント系事業者

　■地域金融機関



茨木市中心市街地活性化協議会設立趣意書 （案） 

 

 

 茨木市の中心市街地は、本市の玄関口であるJR茨木駅と阪急茨木市駅を拠点に、

古くから東海道の交通の要衝として栄えた在郷の町として近隣村々の中心地であ

り続けた歴史ある地域です。また、神社、仏閣、町家などの歴史的な遺産が残る複

数の商店街と市役所等の都市機能が集積する「まちの拠点」としても発展してきま

した。 

 しかし、近年は市全域及び中心市街地の人口増加にも関わらず、郊外型大型商業

施設や中心市街地域内 の商業床面積の減少等により往時の賑わいが影を潜めてい

ます。 

 中心市街地の空洞化は多くの都市が抱える問題であり、その再生、活性化を図り、

加速する人口減少社会に対応した新たなまちづくりは喫緊の課題です。 

国も、従来の「まちづくり三法」を改正し、平成18年8月に現在の「中心市街地

の活性化に関する法律（以下「法」）を施行しました。茨木市でも、平成27年3月に

改定した都市計画マスタープランに基づき、中心市街地を多様な都市機能や広域交

通結節点の機能を集積させた多核ネットワーク型都市の中心であるとともに、賑わ

いの核となる拠点として、国の「中心市街地の活性化のための基本的方針」に則り、

新たな「中心市街地活性化基本計画（以下「基本計画」）」の策定が進められており

ます。 

 また、これと平行して、北部地域における安威川ダム周辺の水辺を活かした観光

レクリエーション拠点の整備や、中心市街地をはじめ市内に点在する名所・旧跡等

の歴史、文化遺産等、将来性のある観光資源に加え、近年では茨木フェスティバル

に代表される各種イベントを活かせるよう、アクセス、周辺環境等の整備、良好な

自然環境の保全、また、各イベントのタイアップ等、今ある資源を有機的に連携機

能させるための、産官学民一体となっての取り組みが進んでいます。 

 これを受けて、この度、市の基本計画策定のため協議し、目標達成に向けて中心

市街地整備推進機構（一般社団法人茨木市観光協会）と茨木商工会議所が中心とな

り、法に基づき「茨木市中心市街地活性化協議会」を共同で設立する運びとなりま

した。 

 市内大学をはじめとする地域関係者や民間事業者、行政等の協働により、中心市

街地の活性化を総合的かつ一体的に推進していく機能するタウンマネージメント

組織として本協議会が本市の発展を牽引していくものと確信しております。 

 関係各位におかれましては、本協議会の設立趣意にご理解とご賛同を賜り、主体

的・積極的なご参画をお願い申し上げます。 

 

平成27年7月10日 

茨木市中心市街地活性化協議会 設立総会 
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ハード事業 ソフト事業

現状・課題・目標

中心市街地活性化基本計画

【茨木市中心市街地活性化連絡会議】 

茨木市中心市街地活性化連絡会議（幹事会） 

茨木市中心市街地活性化基本計画作成に向けた組織体制（イメージ） 

内  閣  府 
【茨木市中心市街地活性化協議会】 

茨木市中心市街地活性化協議会（専門部会） 

意見 

【役 割】 
   ・中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進 
  に関し必要な事項について協議を行う。 
   ・茨木市が作成する中心市街地活性化基本計画に 
  定める事項に対して意見の陳述を行う。 
【構成メンバー】 
  ・協議会設置者 
   （中心市街地整備推進機構（茨木市観光協会） 
    茨木商工会議所） 
  ・茨木市 
  ・中心市街地における商店会の代表者 
      ・学識経験者（立命館大学、追手門学院大学）など 
 

【役 割】 
   ・市作成の中心市街地活性化基本計画に定める 
  事項について、協議又は調整を行う。 
 ・中心市街地活性化に資する民間事業メニュー 
  の具体化の検討 
【構成メンバー】 
 ・中心市街地整備推進機構（茨木市観光協会） 
  茨木商工会議所 
 ・茨木市関係部局 
 ・中心市街地における商店会  
 ・中心市街地におけるイベント等実施者、事業者 
 ・学識経験者（立命館大学、追手門学院大学） など 

【役 割】 

   ・中心市街地の活性化が図れるよう庁内関係各課の 

  調整を行う。 

【構成メンバー】 
 ・両副市長 

 ・関係部課 
  総務部、企画財政部、市民文化部、健康福祉部、 

  こども育成部、産業環境部、都市整備部、建設部 
  教育総務部 

   

認
定
 

意
見
 

申
請
 

【役 割】 

   ・中心市街地活性化基本計画作成のため調査研究、 

  個別事業に関する検討を行う。 

【構成メンバー】 

 ・関係部課 

 ・産業環境部長、都市整備部長 

 ・関係課長 
  商工労政課、まち魅力発信課、文化振興課 

  都市政策課、市街地新生課、道路交通課 

報
告
 

庁内組織 外部組織（法第15条） 

計画
作成 

実施事業に関する協議・調整 
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平成27年度　茨木市中心市街地活性化協議会　スケジュール（案）

専　門　部　会

内　　　　容 備考 内　　　　容 期間 内　　　　容 期間

上旬

中旬

下旬 協議会設立準備会（第１回）【H27.4.23】

上旬

中旬

下旬 協議会設立準備会（第2回）【H27.5.21】

上旬 協議会設立準備会（第３回）【H27.６.2】

中旬

下旬

上旬
中心市街地活性化協議会（第１回）
■　設立総会【H27.7.10】

中旬 ■内閣府協議

下旬

上旬

中旬

下旬

（外部組織）茨木市中心市街地活性化協議会（法第15条） （庁内組織）
茨木市中心市街地活性化連絡会議【幹事会】総　　　会

H27

４月

５月

６月

７月

８月

中心市街地活性化協議会（第２回）
■中心市街地活性化基本計画（素案）に
関する意見陳述

９月

１０月

１１月

１２月

H28

１月

２月

３月

【専門部会 ５回程度】 

 

 

■中心市街地活性化基本計画に定める事項 

   についての協議又は調整 
（基本計画 １～３ 課題・区域設定・目標等） 

 

 

■中心市街地活性化に資する民間事業メ

ニュー 

   の具体化の検討 
（基本計画 ４～８ 各事業に関する事項） 

 

 

【幹事会 ３回程度】 

 

 

 

■中心市街地活性化基本計画の策定に向けた 

   庁内検討 

 （基本計画 １～３ 課題・区域設定・目標等） 

 

■基本計画に掲載の市実施事業の検討 

 （基本計画 ４～８ 各事業に関する事項） 

 



茨木市の中心市街地活性化に
向けた取組について 

茨木市 都市整備部 都市政策課 

平成27年7月 
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１ 現行中心市街地活性化基本計画について 



１ 現行中心市街地活性化基本計画について 

■改正の背景 

■平成18年法改正 「改正中心市街地活性化法」 

【平成16年】 

・総務大臣が経済産業省、国土交通省へ勧告 

・基本計画の的確な作成、事業の着実な実施、   

 基本計画の見直し等改善が必要 

 

■「まちづくり三法」とは 
【平成10年】 

・「大規模小売店舗立地法」 

・「旧中心市街地活性化法」 

・「改正都市計画法」 



１ 現行中心市街地活性化基本計画について 

■旧中活法に基づく計画（平成16年11月策定） 

■課題 

■本市中心市街地の状況の変化 
・立命館大学の進出 

・JR茨木駅、阪急茨木市駅周辺等の再整備 

・総合交通戦略の策定など 

⇒本市中心部における構想や計画が進展 

・輻輳する行政計画を総合的に取りまとめる必要 
・現行「中心市街地活性化基本計画」は、方向性を示したレベル 

改正中心市街地活性化法に基づく 

      中心市街地活性化基本計画』の作成 



２ 改正中心市街地活性化法に基づく 

  中心市街地活性化基本計画について 



■趣旨 
・都市機能の増進および経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進 
 する実効性のある計画 
・市町村が作成する基本計画の内閣総理大臣による認定制度を創設 
・地域が一体的にまちづくりを推進するための「中心市街地活性化 
 協議会」の法制化等の措置 

・多様な主体の参画 

・掲げた事業等が実践的または試行的活動に裏付けされる 

 など、厳選されたもの 

・具体的な取組の効果が発現する時期等の考慮 

・各種取組が総合的かつ一体的に実施することが可能な区 

 域設定 

・掲げた事業等が円滑かつ確実に実施され、中心市街地の 

 活性化に相当程度寄与 

■計画作成にあたって 

２ 改正中心市街地活性化法に基づく 

  中心市街地活性化基本計画について 



設置者（必須構成員） 

【都市機能の増進】 【経済活力の向上】 

任意構成員 

茨木商工会議所 
（法第15条第１項 

 第2号イ） 

中心市街地整備推進機構 

（茨木市観光協会） 
（法第15条第１項 

 第1号イ） 

・基本計画に記載された
事業実施者 

参画 
・認定基本計画を実施の
際に密接な関係を有する
者 

・当該中心市街地をその
区域に含む市町村 

（デベロッパー、商業関係
者、地権者等） 

■中心市街地活性化協議会とは 

■役割 

・基本計画の策定や実施等に対する意見 
・民間事業者が事業計画を作成する際の協議 など 

２ 改正中心市街地活性化法に基づく 

  中心市街地活性化基本計画について 



■中活法に基づく基本計画策定フロー 

中
心
市
街
地
活
性
化
協
議
会 

 

 

中心市街地 

活性化基本計画 

【市作成】 
 

内閣総理大臣 

による認定 

 

【認定】 
中心市街地 

活性化基本計画 

 

意見 

意見 

認定申請 

認定 

重点的な 

支援 

市街地の 

整備改善 
都市福利施設
の整備 

まちなか居住 

の推進 

商業の 

活性化等 

計
画
策
定 

事
業
実
施 

２ 改正中心市街地活性化法に基づく 

  中心市街地活性化基本計画について 



３ 中心市街地活性化基本計画の概要 



３ 中心市街地活性化基本計画の概要 

■計画区域（案） 

町数 面積 備考

（A） 今回計画区域（案） 16町 約123ha
立命館大学
区域の追加

（B） 現行計画区域 26町 約220ha

凡　　　　　例



３ 中心市街地活性化基本計画の概要 

■本市の人口推移【人口】 



 

    H6 H9 H14 H19 H24 

小売業事業所数 

（所） 

市全体 2,148 2,138 1,867 1,658 1,101 

中心市街地 704 688 622 523 282 

対市シェア率 32.8% 32.2% 33.3% 31.5% 25.6% 

小売業従業員数（人） 

市全体 12,119 13,362 14,447 13,547 9,837 

中心市街地 3,572 3,566 3,280 3,156 1,817 

対市シェア率 29.5% 26.7% 22.7% 23.3% 18.5% 

小売業年間商品販売額 

（百万円） 

市全体 252,360 264,389 220,724 232,112 205,095 

中心市街地 62,021 62,389 41,763 33,374 28,114 

対市シェア率 24.6% 23.7% 18.9% 14.4% 13.7% 

小売業販売面積（㎡） 

市全体 169,552 178,995 219,355 236,445 196,590 

中心市街地 50,577 45,897 43,649 38,431 27,616 

対市シェア率 29.8% 25.6% 19.9% 16.3% 14.0% 

３ 中心市街地活性化基本計画の概要 

■本市中心市街地の現状【商業】 



３ 中心市街地活性化基本計画の概要 

■本市中心市街地の現状【鉄道（年間利用者数）】 

H21 H22 H23 H24 H25

JR茨木駅 16,352 16,021 16,137 16,177 16,496

阪急茨木市駅 25,557 25,257 25,678 25,799 26,206

【参考】

総持寺駅 7,266 6,932 7,208 7,099 7,161

南茨木駅 15,844 15,769 15,835 15,844 16,357

宇野辺駅 2,422 2,409 2,399 2,427 2,425

南茨木駅 8,939 8,956 9,014 9,138 9,255

沢良宜駅 1,127 1,080 1,159 1,191 1,171

阪大病院前駅 1,953 2,096 2,170 2,268 2,506

豊川駅 693 729 781 831 942

彩都西駅 1,631 1,775 1,955 2,199 2,579

中心市街地

阪急電鉄

大
阪
モ
ノ
レ
ー

ル

※JR茨木駅は乗車数、それ以外の駅は乗降客数  出典：茨木市統計書（平成26年版） 

（単位：千人） 



３ 中心市街地活性化基本計画の概要 

■本市中心市街地の現状【路線バス（年間利用者数）】 

※  出典：茨木市統計書（平成26年版） 

バス会社名 H21 H22 H23 H24 H25

阪急バス 4,140,738 4,454,842 4,377,507 4,326,885 4,542,382

近鉄バス 3,293,430 3,205,907 3,126,257 3,120,784 3,203,645

京阪バス 1,525,521 1,524,390 1,493,886 1,529,979 1,504,141

（単位：人） 



３ 中心市街地活性化基本計画の概要 

■本市中心市街地の現状【歩行者・自転車交通量】 

H17 H22

歩行者
（人／12h）

3,576 3,277

自転車
（台／12h）

5,700 5,299

交通量

調査区域：JR茨木駅～阪急茨木市駅間及び周辺地区の交通量 

 出典：平成17年度、平成22年度道路交通センサス 



３ 中心市街地活性化基本計画の概要 

■本市都市計画マスタープラン【H27.3月策定】に
おける位置づけ 

 「コンパクトな生活圏を形成する「拠点」と「ネットワーク」
で構成される「多核ネットワーク型都市構造」の形成 

【拠点とネットワークのイメージ図】  



３ 中心市街地活性化基本計画の概要 

■都市構造の区分【中心市街地（都市拠点） 】 

 【施策展開イメージ】  



３ 中心市街地活性化基本計画の概要 

 ●市民・民間との協働により展開が望まれる施策例  

■都市構造の区分【中心市街地（都市拠点） 】 

○空き店舗・空き家の活用を促進するための改修支援策や所有者 
 と活用希望者のマッチングの仕組みづくり 
 
○「アーティスト」「デザイナー」と「ものづくり」のコラボレーションによる 
  新たなビジネスの創出（アート活動拠点、シェアアトリエ、シェアオフィス 
  の整備など） 
 
○多様な主体（NPO、アーティスト、商業者、大学生など）のコラボレーション 
 を促すためのプラットフォームの運営を行い、市民による公共空間の活用 
 促進 
 （例：空き店舗を活用したアート展示、公共空間のイルミネーション、 
                                地産地消 イベントなど） 
○公共空間における緑化のレベルアップ 



３ 中心市街地活性化基本計画の概要 

■計画記載内容（案）【計画期間：H29～H33（5年）】 

① 中心市街地の活性化に関する基本的な方針 
 ・中心市街地にふさわしい魅力ある商空間づくり 
 ・安全で快適な公共空間の整備と積極的な活用による 
  回遊性と賑わいの創出 
 ・産官学民連携による新たな魅力・産業づくりなど経済 
  活力の創造 
 
② 中心市街地の位置及び区域 
  ⇒123ha（立命館大学区域を含める） 
 
③ 中心市街地の活性化の目標 
 ●基本方針を踏まえて数値目標を設定 
 ・商業集積の推進 
  ⇒指標：空き店舗の活用数 
 ・回遊性の向上 
  ⇒指標：歩行者通行量 
 ・経済活力の向上 
  ⇒小売業年間販売額、販売効率（売場面積あたり） 



３ 中心市街地活性化基本計画の概要 

■計画記載内容（案）【計画期間：H29～H32（5年）】 

【ハード事業】 
④ 市街地の整備改善のための事業 
⑤ 都市福利施設を整備するに事業 
⑥ 居住環境の向上のための事業 
【ソフト事業】 
⑦ 経済活力の向上のための事業及び措置 
【公共交通の利便性の向上】 
⑧ ④から⑦までの事業及び措置と一体的に推進する事業 
【行政の推進体制・中心市街地活性化協議会】 
⑨ ④から⑧までの事業及び措置の総合的かつ一体的推進 
【既存ストックの有効活用】 
⑩中心市街地における都市機能の集積の促進を図るため 
 の措置 
⑪その他中心市街地の活性化のために必要な事項 
⑫認定基準に適合していることの説明 



４ 中心市街地における主な事業 



総合案内板 

の設置 

西中条町１号線整備 

（都）茨木松ヶ本線整備 

岩倉町２号線整備 

岩倉町歩専 

１号線整備 

（都）西中条奈良線整備 

総合案内板 

の設置 

送迎バス発着場 

の設置検討 

JR茨木駅～阪急茨木市駅周辺 

のバリアフリー基本構想の策定 

南茨木駅とJR

茨木駅を連絡 

するバス路線
の検討 

OIC 

４ 中心市街地における主な事業 

事業中、計画中

整備済

凡　　　　　例



岩倉公園 
（防災公園） 

茨木高校 

JR茨木駅西口駅前広場
再整備検討 

JR茨木駅東口 

駅前広場再整備 

JR茨木駅改築 

阪急茨木市駅西口 

駅前広場再整備検討 

茨
木
市
役
所
 

４ 中心市街地における主な事業 

事業中、計画中

整備済

凡　　　　　例



■中心市街地一方通行化検討 

４ 中心市街地における主な事業 

JR茨木駅 

阪急茨木市駅 



５ 今後のスケジュール 



５ 今後のスケジュール 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

中心市街地活性化基本計画策定

中心市街地活性化協議会関連

中心市街地活性化協議会の開催

平成28年度
（予定）

業務内容
平成27年度（予定）

現況調査、課題分析等

中心市街地活性化協議会設立

地域ニーズの分析、調査

中心市街地活性化基本計画の作成

平成26年度

計画に基づく事業実施
（H29～H33　5年間）

中心市街地活性化協議会
（庁内検討会）の開催【3回程度】

中心市街地活性化協議会
（専門部会）の開催【5回程度】

内閣府協議

平成
33年度

平成
32年度

平成
31年度

平成
30年度

平成
29年度

基
本
計
画
の
認
定


