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会 議 録 

会議の名称 平成 28年度 第 4回茨木市中心市街地活性化協議会 

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

開催場所 茨木市役所 南館 6階 第一会議室 

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 市街地新生課 福田参事、森主任、黒葛原 

    商工労政課 徳永課長 

議題 

１）中心市街地活性化の基本方針策定に向けた整理 

２）市民アンケート調査 

３）公共空間活用プレイヤー発掘事業 

配布資料 

資料１）基本方針策定に向けて 

資料２）市民アンケート調査票 

資料３）公共空間活用社会実験チラシ 

議 題 の 経 過 

発言者 議題（案件）・発言内容・決定事項  

１．中心市街地活性化の基本方針策定に向けた整理 

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、市が進行を務めさせて頂く。 

事務局 本日は、中心市街地活性化の基本方針に向けた整理について、市民アンケート調査につ

いて、公共空間活用プレイヤー発掘事業について事務局より説明する。 

事務局 （中心市街地活性化の基本方針に向けた整理について説明） 

事務局 中心市街地活性化の基本方針に向けた整理についての説明は以上である。説明いただい

た内容について、ご意見等を頂きたい。 

事務局 最終的にはいくつかの方針を定めていきたいが、まずその前段階として、旧計画を検証

し、未着手の事業について整理したい。また区域を旧計画から減らしているため、それ

に関するご意見も頂きたい。区域については国から概ね 100~150ha が適正と言われて
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おり、今回は商店街、立命館大学を含んだ区域設定としている。 

木村副会長 イオンは計画区域に入れないのか。大型商業施設と地元商店街の共生も可能性があり、

今後のアンダーパス建設は考慮しているのか。 

事務局 イオンを区域内に入れると施設規模などが大きいため数値にも多大な影響を及ぼして

しまい、本来の姿がぼやけてしまう。 

山野会長 商店街と大型商業施設が隣接していれば共生もあり得るが、イオンと商店街はある程度

離れているため共生は困難であろう。 

斎藤委員 中心市街地における人口推移のグラフを提示して頂いたが、その数値は旧計画の区域内

人口か、新計画の区域内か。また商業の衰退も、業種別などでさらに細分化したものが

必要ではないだろうか。 

事務局 人口推移は新計画での区域である。業種別の推移は統計の種類が商業統計から経済セン

サスに変更されたため比較がしにくいが、前年度調査時に業種別の分析しており、飲食

が伸びており、物販が衰退している傾向にある。 

  

木村副会長 茨木市商店街の空き店舗率は他都市に比べてどうか。 

事務局 場所によっては厳しいが、全体的には他都市と比べたら空き店舗は少ない。 

  

  

事務局 空き店舗が少なくても、その多くがフランチャイズなどの店舗で埋まっているのでは地

域活性化には繋がりにくいだろう。新計画ではどのような活性化を目指すのか。商店街

を地元商店などが活躍するチャレンジエリア、チェーン店などの大手店舗エリアなどゾ

ーニングするのはどうか。 

山本委員 チェーン店舗率をみると茨木市は高い傾向にあり、地元商店という意味では衰退してい

る。一緒に何かを実践しようという商店が減っており連携がとれていない。 

山野会長 若者から見ても魅力ある地元商店を発掘したい。両駅周辺は再整備により賑わうことが

想定されるが、その効果が波及するように、商店街においても茨木らしい魅力ある店舗

を発掘することが求められる。 

木村副会長 阪急電車の中吊り広告でレトロなまちを歩こうと、茨木市が挙げられていた。 

事務局 春日商店街は飲食店に力を入れている。 

事務局 山本委員のゼミ生は阪急側の商店街を調査対象としているのか。 

山本委員 そうである。調査した結果チェーン店舗が多いことが明らかになった。また茨木心斎橋

商店会は衰退していきそうな印象を受けた。 

事務局 古くからある店舗は個々に頑張っている。これから新しい店舗も増えていくだろう。 

  

事務局 商業の業種別分類、商店街のチェーン店舗率は検討する。新計画における区域設定につ

いてはどうか。 

  

  

木村副会長 春日丘高校は区域から外れているのか。 

事務局 外れている。 
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山田委員 空き店舗率は新しく調査するのか。 

事務局 空き店舗が減少している可能性があるため、新たな調査はしない。 

山田委員 店舗が空いていてもオーナーが店舗を貸さない傾向にある。 

事務局 既存の茨木市商工労政課が実施した空き店舗率調査の数値は貸す意思がない店舗は店

舗としてカウントしていない。その空き店舗も入れたら空き店舗率はさらに大きくなる

だろう。 

事務局 貸さない理由は何か。 

事務局 知らない人へ貸したくない、手間がかかるなどである。また貸す必要性がない人もいる

だろう。 

事務局 今後、代替わり、相続時期に空き店舗が続々と売却されるだろう。一方で古い店舗は土

地の境界が定まっていないことも多いため売却が進まない可能性もある。 

事務局 資料に空き店舗の「解消」とあるが、ゼロにすることは不可能であるため「減らす」「活

用」など別の言葉に修正したい。 

斎藤委員 10～20 年後に相続、土地区画などの関係で移転・売却が不可能となると、現段階から

対策をする必要があるだろう、長期的な支援の実施が求められる。 

事務局 地籍調査事業というものがあり、中心市街地を優先的に実施して頂く。 

事務局 チェーン店舗率や空き店舗率に関する補足であるが、静岡市の呉服町商店街では不動産

オーナー会議が定期的に開催されており、商店街から不動産オーナーにまちの方向性な

どを伝え、チェーン店以外に貸して頂くようにしている。本協議会でも中心市街地の意

向などを発信していきたい。 

現在の茨木市商店街はチェーン店舗しか入れない家賃設定になっているが、チェーン店

舗は数店舗が撤退すると続々と撤退する傾向にあるため、チェーン店舗が大半を占める

商店街はシャッター街予備軍である。 

事務局 新計画の区域設定については、これで良いか。 

全員 （合意） 

  

２．市民アンケート調査 

事務局 次いで市民アンケート調査について説明する。 

事務局 （市民アンケート調査について説明） 

  

  

斎藤委員 設問 4-1 においては、業種ではなく具体的な店舗イメージを調査する方が良いのではな

いか。仮説に基づき、スイーツなどの専門食料品店など、中心市街地に置く店舗イメー

ジが可能な選択肢が必要であろう。 

また設問 5 においては、職業についても把握すると、回答属性のイメージをより正確に

捉えることが可能となる。 

事務局 本アンケート調査では、ターゲットを絞ることなく全世代から意向を把握しようと考え

ている。ターゲット設定は重要であるが、それだけに絞ってしまうのはどうだろうか。

職業に関する設問については追加する。 
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山本委員 商店街を調査した際に、買い物客がどこから来訪しているのか気になった。町名などは

アンケート調査で聞くことは可能か。 

事務局 可能である。住居形態も調査するか。 

事務局 住居形態までは必要ないだろう。 

事務局 最近の高齢者はコンビニで食料品や日用品を購入する人もいる。 

木村副会長 決済方法を聞くのはどうか。最近は電子マネーの普及が著しい。 

事務局 使用頻度の高い決済方法も設問に追加する。 

事務局 設問 4-1 の選択肢は適当であるか、ご意見頂きたい。家具、家電量販店、百貨店などを

誘致するのが難しいのであれば選択肢を設けないことも考えられる。 

洋菓子、和菓子、ラーメン店など、どのような賑わいの店舗を誘致したいのか、重点を

決めて他の選択肢で深く質問する形式の方が良いのではないか。 

斎藤委員 選択肢については精査する必要がある。 

山野会長 その他の欄を増やして、詳しく書いてもらう方法もある。 

事務局 自由記入欄で具体的に誘致したい店舗イメージの補足が可能になる。 

木村副会長 まったく同じようなものでは困る。 

昔ほど、百貨店のイメージがあるか、どうか。 

事務局 駅前や市役所周辺、商店街などのまちなかにそれぞれに誘致してほしいものがあれば。 

山本委員 整体やマッサージ関係の店舗も多い。 

事務局 整体、マッサージ関係の店舗は増加が著しい。そのため新規店舗開設の補助対象にはし

ていない。 

斎藤委員 チェーン店と個人商店という記載は市民からすると理解しにくい可能性があり、表現を

工夫する必要がある。 

事務局 チェーン店かオンリーワンの店舗かを把握したい。 

事務局 いくつか気になる点があり、皆様の意見を伺いたい。 

設問 4-2、賑わい亭などは市民向け交流施設になるのか。 

設問 4-5、コミュニティビジネスの意味が分からない。 

設問 3-3-3「今後の立命館大学について」だけ異質な質問に感じるため言葉を変えた方

が良いだろう。 

木村副会長 立命館大学に「求めること」ではなく、「期待すること」にするのはどうか。 

事務局 市民アンケート調査票の内容を精査し、注釈も加える。修正が必要な箇所は修正する。 

山野会長 コミュニティビジネスという文言自体を変更すれば良いのではないか。 

事務局 施策は幅広く実施しているため、コミュニティビジネスに限定する必要はないだろう。 

木村副会長 それかコミュニティビジネスに注釈を付ける方法もある。 

斎藤委員 アクセス性についてはどうか。駅前はアクセスしやすいが、商店街や市役所周辺はアク

セス性が悪いのではないか。 

  

事務局 アンケート調査票については、本日頂いた意見をもとに修正する。 

山野会長 自由回答欄へのご意見が多く集まってほしい。 
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３．公共空間活用プレイヤー発掘事業 

事務局 （公共空間活用プレイヤー発掘事業について説明） 

事務局 開催時期は 11~3 月を想定しており、参加者同士の交流も図っていきたいと考えている。

近日中の情報発信を考えており、広告媒体は、市 HP、Facebook、Twitter、駅のポス

ターなどを想定している。また学校の案内にも掲示をお願いしたい。 

山田委員 想定する参加者には学生も含まれているのか。 

事務局 含まれている。大学の担当課はどこか。 

斎藤委員 地域連携課である（立命館大学）。 

山本委員 社会連携課である（追手門大学）。 

事務局 社会実験の開催時期とイルミネーションの開催時期が重なるが、調整はしているのか。 

事務局 今後、関係部署と調整する。 

  

  

木村副会長 公共空間を活用するための審査はあるのか。反社会的勢力、政治、宗教団体などに使用

されないように文言を追加する必要がある。例えば、「審査によっては、参加をお断り

する場合がございます。」などはどうか。 

事務局 「場合によっては、途中で中断させることがございます。」という文言も必要だろう。 

  

事務局 次回は基本方針策定に向けた整理で頂いた課題などを解消するために必要な方針を提

示したい。 

また市民アンケート調査の内容についてもご提案頂いた内容を検討する。 

社会実験については、この方向性で進めていきたい。 

山野会長 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４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 

 


