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会 議 録 

会議の名称 平成 28年度 第 3回茨木市中心市街地活性化協議会 

開催日時 平成 28年 6月 28日(火曜日)  開始 10：00 ～ 終了 12：00 

開催場所 茨木市役所 南館 6階 第１会議室 

会 長 山野 寿 

出席者 

〔協議会構成員〕 

山野 寿（中心市街地整備推進機構（一社）茨木市観光協会 会長） 

木村 正文（茨木商工会議所 専務理事）（協議会副会長） 

斎藤 雅通（立命館大学 経営学部 教授） 

山本 博史（追手門学院大学 地域創造学部 教授） 

山田 久敬（茨木市商業団体連合会 会長） 

茨木市 市街地新生課 岸田次長 

 

（以上、計６名） 

事務局 

（一社）茨木市観光協会 小池事務局長 

茨木商工会議所 鳥山次長 

茨木市 馬場市街地新生課参事 

    福田市街地新生課参事 

    山根市街地新生課主査 

徳永商工労政課課長 

議題 茨木市中心市街地活性化基本計画検討状況の報告 

配布資料 

資料１）茨木市中心市街地活性化協議会と各種会議の概要 

資料２）中心市街地内市民・事業者の機運の醸成に向けた活動支援企画概要 

資料３）平成２８年度茨木市中心市街地活性化基本計画策定スケジュール 

資料４）上位・関連計画の概要 

資料５）内閣府との協議概要 

資料６－１）コア事業概要（阪急茨木市駅西口駅前周辺整備） 

資料６－２）コア事業概要（JR茨木駅西口駅前周辺整備） 

資料６－３）コア事業概要（市民会館跡地） 

議 題 の 経 過 

発言者 議題（案件）・発言内容・決定事項  

１．中心市街地活性化基本計画検討状況の報告 

事務局 只今から第 3 回茨木市中心市街地活性化協議会を開会する。 

開会にあたり、山野会長からご挨拶を頂戴する。 

山野会長 （あいさつ） 

事務局 本日の出席状況をご報告させて頂く。委員総数 7 名のうち、6 名の委員にご出席頂いて

おり、協議会規約第 10 条第 4 項の規定により、本日の協議会は成立している。 

協議会規約第 10 条第 3 項の規定により、本協議会の議長は山野会長であるが、事務局

に一任して頂くとのことであるので、進行を務めさせて頂く。 

事務局 本日は、中心市街地活性化基本計画策定に向けた取組状況について事務局である市より

説明する。 

事務局 （市より中心市街地活性化基本計画の検討状況（資料 1～6）について説明） 
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事務局 説明は以上である。報告いただいた内容について、何かご意見、ご質問等はあるか。 

  

木村副会長 市民アンケートを実施するとの説明があったが、現在の段階でアンケート素案は作成し

ているのか。 

事務局 アンケート素案については検討中である。茨木市では過去にまちづくりや商業など中心

市街地に関係するアンケート調査を色々な課で実施してきた。同じ質問を繰り返しては

意味がないので、まずは既存のアンケート調査結果を集約し、そこから素案を決めてい

く方針である。 

事務局 既存のアンケート結果を分析することで、市民の需要などが明らかになるだろう。それ

を踏まえて、アンケート項目を決めていきたいと考えている。 

木村副会長 説明の中で中心市街地に関係する飲食関係の話が出てきていない。今後、既存アンケー

ト結果を分析した後には、アンケート調査の素案を協議会に提示して頂けるか。 

事務局 提示する。 

木村副会長 アンケート調査が重要であることは、内閣府との協議からも分かる。中心市街地活性化

の目標数値の設定においてアンケート結果は具体的な指標を検討する際の根拠となり、

説得力があると思う。 

事務局 商業に関するデータは今後さらに分析を進めていくが、JR・阪急の駅前整備を実施す

る上で、商業コンサルタント会社数社にヒアリングを実施した。 

各社で意見が一致したのは、茨木市は、駅周辺において住宅需要は非常に高いが、商業

施設については規模を十分に検討すべきとのことであった。茨木市は大阪及び京都とい

った大商業集積地が近いため、それらと争わないターゲット設定、展開をする必要があ

る。例えば、駅が生活圏内の市民や駅を日常利用する人をターゲットとした商業の展開

などが考えられる。 

山野会長 駅前を整備して駅前だけが賑わうというのでは意味がない。社会的、経済的、文化的に

茨木市中心市街地が賑わうためには、ハード整備以外の観点も重要となる。 

またアンケート調査も重要であるが、調査するだけでなくそこから事業の実施へと発展

させていく必要があり、試験的にでも学生や市民が月に 1 度活動する場を設けるべきで

あろう。活動を通じてプレイヤーの育成が期待できるが、学生や市民に単独で参加して

頂くのはハードルが高く、難しいだろう。そこでイベント性を含ませた活動や、安心し

て歩ける歩道整備など日常の生活・まちづくりと関連した活動はどうだろうか。中心市

街地活性化基本計画ではそのような大胆な事業構想がほしいと考える。 

山野会長 コア事業の中でも市民文化会館の建て替えは、駅前再開発等の他とは異なる趣旨の事業

であろうと思う。市はワークショップを実施し、慎重に事業を進めているが、茨木市が

文化のまちであると言うならば、時間を浪費せず早急に庁内で適切な分析をし、答えを

提示する必要がある。一般の市民のニーズを把握することも大事だが、専門家の知見を

活用する等の取組も必要ではないか。 

事務局 市民会館については新市長も早急な対応をすべきであるとの考えである。何年も放置す

るべきではないと意見されており、今年度中に市民会館跡地活用のスケジュールを確定

するため、早期に市民会館に関する判断を下す意向である。 
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山田委員 前市長の任期時に話を聞いたが、阪急駅前の駐輪場は今後どうなるのか。 

事務局 阪急駅前にある市営駐車場（駐輪場含む）は再整備に伴い撤去する予定である。市営の

駐車場の代替としては阪急高架下にある阪急の駐輪場を想定している。阪急の駐輪場は

２階建てであり、現在は２階部分を閉鎖しているが、その部分を利用する方向で調整し

ている。 

山田委員 東側の府営住宅跡地の駐車場はしばらくは駐車場のままになるのか。 

事務局 その予定である。 

  

事務局 以前の協議会では、基本計画の素案についてコンセプトが弱い、茨木らしい要素を加え

るべきではという意見が出ていた。茨木らしさやコンセプトについては、本年度の庁内

検討会や協議会で決めていきたいと考えている。 

茨木らしさとは何かという問いに対してすぐに具体的な答えは出ないが、JR、阪急両

駅の再整備のコンセプトを例に出すと、阪急駅前再整備では、「暮らしに彩りを持たせ

る交通・交流拠点の創出」をコンセプトに掲げている。暮らしは定住人口を増やすこと、

彩は賑わい、交流は商業施設での滞留、交流空間の場づくりを表している。 

JR の駅前再整備では「地域のくらしに交わり、コミュニティの中心となる交通交流拠

点～みんなが楽しめる駅前広場～」とコンセプトを掲げている。 

山野会長 駅前整備は市街地新生課が中心市街地活性化とは別で進めてきた業務ではないのか。そ

のコンセプトを中心市街地活性化基本計画に反映するのか。 

事務局 直接的には反映しないが、中心市街地活性化基本計画と関連付けたいと考えている。 

  

木村副会長 基本計画を策定した後、認定を受けるために内閣府に提出するという手続きになるのだ

ろうか。 

事務局 今年度で基本計画の素案（コンセプトや数値目標の設定も含めて）を検討する。内閣府

への提出の期限は設けていないが、平成 29 年度末には内閣府からの認定を取りたいと

考えている。 

木村副会長 認定を受けてから計画に位置付けた事業を実施するのか。また基本計画は協議会が主体

で策定し、内閣府から認定を受けることになるのか。 

事務局 基本計画の策定は市が行い、内閣府からの認定も市が受ける。協議会は市が策定した基

本計画案に対して、内閣府への提出前に、意見を述べて頂くということになる。 

木村副会長 認定に向けては、市は協議会と並行して内閣府とも協議する必要がある。 

事務局 基本計画について内閣府からの認定を取るためには、ハードとソフトの事業を同レベル

で基本計画に組み込む必要がある。5 年間で、誰が、いつ、どこで何を実施するという

細部までスケジュールを確定し、その通りに実施することが求められる。 

しかし現段階ではハード事業のスケジュールが不確定なので、その動向を把握しながら

認定を受けるタイミングを合わせていきたいと考えている。 

ソフト事業については、現在でも商工がイベントなどを実施しているが、今後は短期的

なイベントではなく、継続性のある仕組みを構築したいと考えている。そのため今年度

は新たなプレイヤーの掘り起こしを検討している。 
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山田委員 回遊性の問題について、一方通行化はいつまでに実現する等決まっているのか。 

事務局 一方通行化の実現条件として、東西の一方通行化に係る南北の道路整備や歩道にある電

柱の無電柱化など、求められるハード整備が多いことから、現時点では決まっていない。 

  

事務局 インキュベーション、チャレンジショップの設置については、商工労政課の産業振興ア

クションプランの中でも施策として挙がっており、今年度から 5 年間で実施するロード

マップに記載している。今年度、来年度で施設設置について検討し、平成 31 年に向け

てニーズ等を踏まえたうえで、設置できればと考えている。 

また現在の賑わい施設（具体的には、にぎわい亭）の中には民間の土地を貸借して運営

している施設でもあり、いずれは土地を返還する必要があるので、その機能の代替も組

み合わせた施設にするかどうかも、検討する必要がある。中心市街地活性化基本計画と

産業振興アクションプランを踏まえたうえで、3 年後に何かできないかと動いている。 

  

事務局 中心市街地における市民の公共空間活用イメージは公園、広場としての活用だけでな

く、飲食店等を開業する事前練習の場所としての利用が考えられる。小規模な商いの練

習ができる場をエリア内に用意することで、練習を積んだ事業者が中心市街地内への出

店につながるサイクルを生み出せる可能性がある。このような取り組みはニューヨーク

や、全米住みたい街ランキング一位のポートランドでも実施されている。小規模な商い

にチャレンジしやすくするための取り組みを、行政側が支援することでインキュベーシ

ョンへと繋がる可能性が十分にあると考えられる。 

また公共空間を街づくり会社などが管理・運営し、インキュベーションに向けたマーケ

ットの場等へと活用する取組を収益事業として展開することが考えられる。そうするこ

とで、取組に継続性が生まれるだけではなく、公共空間を保有する行政も収益が得られ

る可能性がある。 

茨木市は、中心市街地のまさに中心地に豊かな緑地や広場があることが特徴的であり、

そのような空間を歩きながら楽しく買い物できるような賑わいを想定しながら、新たな

商いにチャレンジする者を増やしていく取組に着手すると良いのではないかと考える。 

山野会長 非常によい意見である。 

事務局 公共空間としては道路も含まれており、例えば JR 茨木駅前のデッキも道路である。現

在は飲食販売等禁止されているが、飲食が可能になるような仕組みも今後検討していき

たいと考えている。中心市街地活性化基本計画の認定が取れれば、占用許可の特例等の

措置も適用できる。 

  

斎藤委員 茨木市の賑わいは単純に高槻市のような賑わいを模倣することではない。また茨木市は

これからが中心市街地の賑わい創出であるので、新規性を追求できるだろう。 

まちと大学との関係について、関西大学前には学生向けの大衆食堂が自然発生している

が、そのような状況が茨木らしさとは違うような気がする。例えば、茨木市には小売店

舗の事業者が努力して、京大のレストランのように小さく目立たない飲食店を特色と魅

力ある飲食店へと発展させる可能性があるのではないか。学生たちによる飲み会での駅

前利用はあるが、全ての飲食店がそのような状態ではいけない。大学としての意見は、
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茨木らしい飲食店が存在し、学生を育むまちを目指してほしいと考えている。 

斎藤委員 高速道路の高架下にも市場やイベント開催などを実施して賑わい創出できないかと考

えている。中心市街地だけでなく周辺地区からの視点もあれば、より楽しい街として魅

力的になるのではないか。そのような取り組みがハコモノのハードだけでなく、ソフト

の仕掛けとして必要ではないだろうか。 

事務局 近畿自動車道高架下利用については NEXCO 西日本と民間事業者とで事業実施を検討

していたが、20 年以内に近畿道の桁の架け替えを実施すると国交省から申し渡された

め、その計画は頓挫した。しかし行政側が占用主体になるのであれば相談に乗って頂け

るとのことであるため、何か仕掛けることは可能である。 

斎藤委員 承知した。 

キャンパス開学時には、周辺に神社があるという地域特性から参道の活用等も検討し、

ハード以外でもソフトで可能なことを検討した。歴史的に考える事も大事と考える。 

  

山本委員 ゼミの活動で学生が阪急駅周辺にどのような商店があるかを地図にマッピングする調

査を実施している。調査内容は空き店舗数、チェーン店と茨木ならではの店舗との比率、

扱っている物品・サービスの種類等である。 

また、調査すると、阪急茨木市駅周辺では、現在ロサヴィアビルで買い物が完結してし

まいがちで、ソシオビルとロサヴィアビルがデッキで連結されていてもソシオビルに人

が流れていないことが明らかになった。 

こうした現状から、今後駅前再整備が進むにあたり、駅と商業ビルや商店の動線がハー

ドとして連結していても、商店街周辺は活性化しないのではないかと懸念する。特にこ

こで買いたいという店舗がほとんどないのが気になっており、魅力あるテナントがなけ

れば再整備して動線が良くなったとしても、賑わいは創出されないのではないか。 

木村副会長 人が通行するだけでは意味がなく、買い物をして頂きたいと思う。 

事務局 阪急茨木市駅周辺については、通行量は現在 7,000 人くらいで他市と比べて多い。駅前

再整備では、既存の商店街が駅からの視界に入るような景観計画を検討しており、既存

の商店街を活かした動線計画を考えている。 

  

鳥山委員 ＪＲだけが駅前の土地を保有しているのか、阪急も駅前に土地を保有しているのか。 

事務局 ＪＲだけである。 

山野会長 阪急の駅前ビルについては耐震補強ではなく、建て替えが決定したのか。 

事務局 建て替えを推進し、93％の駅前ビル区分所有者が賛成している。生活形態が異なるので、

複合ビル２棟を住居と商業ビルに分けた方がよいと考えている。 

  

事務局 委員の方々には長時間に渡り議事運営にご協力いただき、お礼申し上 

げる。次回の会議の日程等につきましては、決まり次第事務局より連絡 

させていただく。 

以上で、第 3 回茨木市中心市街地活性化協議会を閉会する。 

 （12 時 00 分閉会） 

 以上 


