
■7．中心市街地区域において推進する施策 

3）中心市街地区域において推進する施策のリスト 
 

※68ページに前述した「市街地の整備改善」の活性化の

方向性（1）～（4）を基準に、考えられる施策を一覧に

して示す。 

①市街地の整備改善のための施策 
 

1－中心市街地共通施策 
 
（1）安全性・防災性の維持 

 バリアフリーのまちづくり 
 

（3）街路整備 
 府道豊中亀岡線シンボルロードの整備 
 

 
2－箕面地区施策 

（2）交通機能の向上 
 駐車・駐輪場の整備・改善 
 

（4）生活交流拠点の整備 
 箕面駅前広場の有効活用 

 
 公共施設機能の再配置 
 
 みのおサンプラザの改修・建て替えに向けた検討 

 
 

3－桜井地区施策 
（2）交通機能の向上 

 駐車・駐輪場の整備・改善 
 

（3）街路整備 
 都市計画道路桜井石橋線の整備 
 

府道桜井停車場線の整備  
 

（4）生活交流拠点整備 
 桜井駅前生活拠点づくり（ハード） 
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■7．中心市街地区域において推進する施策 

（1）安全性・防災性の維持と向上 ※実施時期＝着手時期 

 
【バリアフリーのまちづくり】 

 
実施主体 国・府・市・交通事業者 
実施時期 前期～後期（随時） 
実施場所 中心市街地区域 
目的 高齢者、障害者にも安全で快適な歩行空間の確保や、公共交通機関の整

備によるノーマライゼーションの確立。 
概要 主要集客施設、公共施設や街路等の歩行空間について、高齢者や障害者

にとって歩行困難となる段差等を改善し、また点字ブロックやサイン等

によって通行利便性を高める。公共施設巡回福祉バス等の生活支援型の

公共交通機関の運行により、あらゆる人が利用しやすい中心市街地環境

をつくる。 
 
■重点的にバリアフリー化の整備を推進する施設 
・公共交通機関 
・箕面駅前、桜井駅前周辺の生活拠点施設 
・市役所等、公共業務ゾーンの公共施設 
・メイプルホール等、文化・集客施設 
・シンボルロード、都市計画道路桜井石橋線等の歩行空間 

 
 
 
（2）交通機能の向上 

 
【駐車・駐輪場の整備・改善】 

 
実施主体 市 
実施時期 前期～後期（継続） 
実施場所 活性化重点整備地区（箕面地区・桜井地区） 
目的 既成市街地活性化の重要な社会資源として、駐車・駐輪施設の効果的整

備・改善と、効率的な管理運営を行うことによって、交通秩序を維持し

つつ、周辺商業地域の利便性を向上させて活性化を図る。 
概要 既設駐車・駐輪場の美装化や機能更新、アクセス改善等を図るとともに、

桜井地区において駐車場整備を検討する。 
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■7．中心市街地区域において推進する施策 

（3）街路整備 

 
【府道豊中亀岡線シンボルロードの整備】 

 
実施主体 府・市 
実施時期 前期～後期 
実施場所 シンボルロード軸 
目的 府道豊中亀岡線の沿道景観整備及び、道路修景整備を市民と行政との協

働によって行う。 
概要 アドプト・ロード・プログラムを継続的に実施するとともに、市役所か

ら国道 171号にかけて、沿道市民のコンセンサスを図りながら、歩道の
美装化、電線類の地中化等を推進する。また、街路整備完了後の発展的

段階として、広域的なテーマ・コンセプトを有した街並景観整備誘導を

検討する。 
 
 

【都市計画道路桜井石橋線の整備】 
 

実施主体 市 
実施時期 前期～中期 
実施場所 国道 171号から桜井地区商業ゾーン 
目的 桜井駅周辺へのアクセス道路となり、旧西国街道としての歴史性、地域

密着型沿道商業等の特色を持つ、都市計画道路桜井石橋線の地域特性を

活かした景観性の向上などを目的とする。 
概要 街路を緑化する。「あんしん歩行エリア」として、バリアフリー化を推進

する。沿道建築物や工作物の景観誘導を行う。 
 
 

【府道桜井停車場線の整備】 
 

実施主体 府・市 
実施時期 前期～中期 
実施場所 桜井地区商業ゾーン 
目的 桜井駅周辺のアクセス及び、沿道の安全性や通行性を向上させる。 
概要 街路拡幅、歩車分離を行う。緑化等の街路美装を行う。 
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■7．中心市街地区域において推進する施策 

（4）生活交流拠点の整備 

 
【箕面駅前広場の有効活用】 

 
実施主体 市 
実施時期 中期 
実施場所 箕面市民交流ゾーン（箕面駅前広場） 
目的 箕面駅前広場の美観の向上と景観維持を図る。箕面観光の玄関口として、

滝道（観光の拠点）とシンボルロード（商業の拠点）をつなぎ、広域交

流回遊拠点としての価値と魅力を向上する。 
概要 交通結節点としてのノーマライゼーション機能を維持しつつ、トイレ、

アーケードなどの改修を含め、人々が集い、滞在できる空間づくりの方

策を検討する。 
 
 

【公共施設機能の再配置】 
 

実施主体 市 
実施時期 前期 
実施場所 みのおサンプラザ、シンボルロード軸 
目的 みのおサンプラザにある公共床の機能を再編することにより、市民サー

ビスの向上を図るとともに、みのおサンプラザ及び箕面地区の活性化を

促進する。 
概要 箕面駅前という良好な立地条件を活かし、みのおサンプラザの地階、3

～8 階について、周辺施設を含めた一体的な機能再編を検討し、市民利
便の向上や市民活動の促進、観光シーズンにおける箕面の PR 機能の強
化などを通して、箕面駅前地区及びシンボルロード軸の活性化を促進す

る。 
 
 

【みのおサンプラザの改修・建て替えに向けた検討】 
 

実施主体 管理組合 
実施時期 中期～後期 
実施場所 みのおサンプラザ 
目的 施設・設備の老朽化に対応し、みのおサンプラザの機能を更新する。 
概要 商業施設との相乗効果の発揮をめざした市保有床と連携し、床の改装や、

照明機器の取り替え等による明るい雰囲気の演出と、必要な設備の更新

及び耐震・補強工事を進めるとともに、将来の建て替えに向けた方策を

検討する。 
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■7．中心市街地区域において推進する施策 

【桜井駅前生活拠点づくり】（ハード） 
 

実施主体 市・地元組織 
実施時期 前期～中期 
実施場所 桜井地区商業ゾーン 
目的 桜井駅周辺地区の都市活力再生に向け、駅周辺地区の合理的かつ健全な

土地利用と都市機能の更新を図る。施設建築物の不燃、耐震化及び、駅

前広場等公共施設を一体的に整備して、防災環境の向上と住環境の改善

を行い、地域密着型商業、生活支援交流の拠点として活性化することを

目的とする。 
概要 桜井スーパーマーケットの建て替え及び、駅前広場等公共空間の整備。

駐車、駐輪機能の確保。バリアフリー化の推進。駅前生活交流拠点（地

域商業核・生活支援交流核）の形成。 
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■7．中心市街地区域において推進する施策 

※68ページに前述した「商業等の活性化」の方向性 

（1）～（6）を基準に考えられる施策を、一覧にして

示す。 

②商業等の活性化のための施策 
 

1－中心市街地共通施策 
 
（1）商業等の活性化のトータルコーディネート 

 TMO構想の策定 
 

（2）商業施設の経営力・集客力の向上 
 商店のイメージアップ 
 

（3）商業施設のリニューアル 

新陳代謝促進  
 

新規起業者の育成  
 

（4）商店街活動の充実 
 共同宅配・受発注活動 
 
 販売促進イベントの実施 
 
 定期市の開催 
 
 コミュニティビジネスの運営支援 
 

（5）回遊性の向上 
 ショッピングストリートの創出 

 
 

2－箕面地区施策 
（3）商業施設のリニューアル 

 みのおサンプラザの活性化 
 

（4）商店街活動の充実 
 滝道観光商業の活性化 
 
 

3－桜井地区施策 
（6）共同化、近代化等一体的再生による機能充実 

 桜井駅前生活拠点づくり（ソフト） 
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■7．中心市街地区域において推進する施策 

（1）商業等の活性化のトータルコーディネート 

 
【TMO構想の策定】 

 
実施主体 TMO 
実施時期 平成 17年度 
実施場所 中心市街地区域 
目的 商業の活性化にまちづくりの要素を組み入れ、中心市街地全体で一体的

に推進する商業の活性化の指針を決定する。 
概要 箕面都市開発㈱を主体として、まちづくり会社（TMO）の設立を検討す

る。TMO は、TMO 構想認定事業推進事業者として、TMO 構想を策定
し、市に提出する。その中で、各商店街のコンセプトや面的なゾーンの

商業活性化の方向性を明らかにし、具体的な事業構想を作成する。 
 
 
 
（2）商業施設の経営力・集客力の向上 

 
【商店のイメージアップ】 

 
実施主体 TMO・商工会議所・商店会等 
実施時期 前期 
実施場所 商店街等 
目的 商店街を形成する各個店の個性や商品の魅力を、最大限に引出す工夫を

施すことで、商店街全体のイメージアップに繋げる。 
概要 商品の質や買物利便性の向上、オンリーワン商品の開発、入店し易い店

作りやきめ細かなサービスといった持て成しの向上等など、商工会議所

のノウハウ提供のもとで、商業者の自助努力として販売促進活動を行い、

店のイメージアップに繋げる。TMO・商工会議所のサポートのもとで、
各商店は、統一されたファサードやサインデザインなど、商店街毎のテ

ーマに基づいてイメージアップを図る。 
また、活発な商活動を行っている魅力ある商店のＰＲを行う。 
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■7．中心市街地区域において推進する施策 

（3）商業施設のリニューアル 

 
【新陳代謝促進】 

 
実施主体 商工会議所・商店会等 
実施時期 前期～後期（随時） 
実施場所 商店街等 
目的 時代の流れや商店街自身のコンセプトに応じて店舗の入替えを行い、顧

客のニーズに対応して常に活発な商店街活動が行える状態を維持する。 
概要 商店街を構成する個店の入退店情報を管理し、後継者の目途が立たない

などの理由で退店の意向がある商店主に対して、適切な退店処理支援を

行う。また、空き店舗を生じさせないよう、入店意思のある新規起業者

に対して常に適切な情報を提供し、商店街全体の業種構成等も考慮しつ

つ、スムーズに入店手続きの支援を行う。 
 
 

【新規起業者の育成】 
 

実施主体 TMO・商工会議所・商店会等 
実施時期 前期～後期（随時） 
実施場所 商店街等 
目的 空き店舗対策や雇用の機会など、商店街に新たな活力を生み出す。 
概要 新規起業の意志がある者に対して、その業種や資質の精査を行う。起業、

経営の教育を行い、低賃料でチャレンジ・ショップのテナントブースを

賃貸して営業実践の機会をつくる。一定期間の後、本格的に事業継続意

志のある者に対して、中心市街地商店街内の空き店舗を賃貸して、独立

開業を支援する。 
 
 

【みのおサンプラザの活性化】 
 

実施主体 TMO・商店会等 
実施時期 前期～後期（随時） 
実施場所 みのおサンプラザ 
目的 みのおサンプラザの活性化に向けて、継続的かつ安定的な管理運営体制

の確保や空き店舗対策を推進する。 
概要 箕面都市開発㈱による空き店舗のサブリースなど、空き床対策を進める

とともに、ショッピングセンターとしての総合力の発揮をめざす。また、

市保有床との連携を図りつつ、商業施設との相乗効果の発揮をめざす。 
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■7．中心市街地区域において推進する施策 

（4）商店街活動の充実 

 
【共同宅配・受発注活動】 

 
実施主体 TMO・商店会等・NPO等 
実施時期 中期 
実施場所 牧落地区商業ゾーン・桜井地区商業ゾーン 
目的 高齢社会や女性の社会進出に向けた、商圏範囲の生活支援及び、地域商

業施設の利用率の向上。共同宅配、受発注を商店街全体で組織化して行

うことで、一連の作業に係る効率を高める。また、受発注、宅配作業の

運営管理を NPOが引き受けることで、地域活動の活性化をも促す。 
概要 商店会と NPOの連携による宅配サービス事業。TMOの支援により、注

文カタログ作成や受注取りまとめ、配達を一体的に行う NPO 団体を設
立する。 

 
 

【販売促進イベントの実施】 
 

実施主体 TMO・商工会議所・商店会等・観光協会 
実施時期 前期 
実施場所 中心市街地区域 
目的 名店、名物、特産品の情報発信と販売促進。 
概要 「ほんまもんネットワーク」中心市街地の名店、名物、特産品を発掘し、

各商店街の面的な連携のもとで一体的に情報発信を行うためのツールを

作成する。 
「みのおシール会」商店街共通買物ポイントシールを用いた販売促進。 

 
 

【滝道観光商業の活性化】 
 

実施主体 TMO・商店会等・観光協会 
実施時期 中期 
実施場所 観光レクリエーションゾーン 
目的 観光資源と商業との連携により、より来街者のニーズに応えるサービス

を提供し、効果的な集客をもたらす。 
概要 レクリエーションや自然散策に訪れる来街者に対して集客・滞在を向上

させるような食事や休憩等の場所や機能を整備する等、付加サービスを

充足させる。 
 
 
 
 

88



■7．中心市街地区域において推進する施策 

【定期市の開催】 
 

実施主体 商工会議所・商店会等 
実施時期 前期 
実施場所 箕面地区商業ゾーン・牧落地区商業ゾーン・桜井地区商業ゾーン 
目的 地域商業施設を利用する機会の促進と、市民が気軽に商業活動に参加す

る機会をつくることで、中心市街地のにぎわいを創出する。 
概要 商店街の中の市民交流スポットとなる場所で、定期的に朝市等を実施す

る。市民の参加、臨時出店やパフォーマンス等も奨励する。 
 
 

【コミュニティビジネスの運営支援】 
 

実施主体 TMO・商工会議所・NPO等 
実施時期 中期 
実施場所 中心市街地区域 
目的 コミュニティビジネスの運営支援を行うことで、新しいビジネスの創出

のみならず、地域コミュニティの充実や雇用機会の創出等、地域社会の

活性化に貢献するさまざまな相乗効果を生み出すことを目的とする。 
概要 箕面市中心市街地に根ざしたコミュニティビジネス運営の可能性調査・

研究及び、支援。 
 
 
 
（5）回遊性の向上 

 
【ショッピングストリートの創出】 

 
実施主体 TMO・商工会議所 
実施時期 後期 
実施場所 箕面地区商業ゾーン・桜井地区商業ゾーン 
目的 商店街をショッピングストリートとして一体的に演出し、歩行者にとっ

て安心・安全・快適に歩ける空間を整備することで、より多くの来街者

や地域住民の利用を促進し、商業者の安定的な経営を支援する。 
概要 商店街で一体的に統一されたストリートファニチャー（花壇、サイン、

ベンチ等）や放送設備の設置。オープンスペースの確保や空き店舗を利

用した交流スペースの設置。 
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■7．中心市街地区域において推進する施策 

（6）共同化、近代化等一体的再生による機能充実 

 
【桜井駅前生活拠点づくり】（ソフト） 

 
実施主体 地元商業者 
実施時期 中期～後期 
実施場所 桜井地区商業ゾーン 
目的 桜井駅前地区の商業施設（桜井スーパーマーケット）の地域商業核・生

活支援交流核としての機能更新。 
概要 地区のコンセプトや活性化の方向性、周辺の商業集積の業種等を検討し

た上で、適切なテナントミックスを行う。生活支援交流スペースの維持

管理及び、朝市の開催等交流イベントの企画運営を行う。 
 
 
 
 
 
 

※68ページに前述した「観光・文化」の活性化の

方向性（1）～（3）を基準に考えられる施策を、

一覧にして示す。 

③観光・文化の活性化のための施策 
 

1－中心市街地共通施策 
 

（1）地域資源の調査 
 各種地域資源の調査と発信 
 

（2）地域資源の保全と利活用 

特産品の開発と販売促進  
 

箕面まつり開催の支援  
 
 文化財の保護・活用 
 

（3）回遊性の向上 
 中心市街地広域回遊ルートの創出 
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■7．中心市街地区域において推進する施策 

（1）地域資源の調査 

 
【各種地域資源の調査と発信】 

 
実施主体 TMO・NPO等 
実施時期 前期～後期（随時） 
実施場所 中心市街地区域 
目的 各種地域資源を調査、発掘、データベース化し、次世代に継承する。 
概要 各種民間団体と連携し、市民の参加を広く募って観光・文化資源の調査

等を行う。そこから得た情報を、まちづくりの有効な要素として発信、

活用していくことを目的にデータベース化し、必要に応じ公開可能な状

態にする。 
 
 
 
（2）地域資源の保全と利活用 

 
【特産品の開発と販売促進】 

 
実施主体 TMO・商店会等 
実施時期 中期 
実施場所 中心市街地区域 
目的 地域資源としての特産品の販売促進を通して、箕面観光の活性化を図る。 
概要 箕面独自の特産品の伝統を引継ぐ人材の育成を支援する。また、新たに

箕面の顔となりうる特産品の発掘・調査研究を行う。中心市街地の来街

者に対して商品ＰＲ展開を行う。 
※箕面の特産品 
・もみじの天ぷら・行者そば・箕面焼・止々呂美三品  等 

 
 

【箕面まつり開催の支援】 
 

実施主体 市 
実施時期 前期～後期（継続） 
実施場所 箕面駅前ロータリー・芦原公園・シンボルロード等 
目的 箕面まつりに対して支援を行うことによって、地域振興を図る。 
概要 箕面まつりに対する事業費、事務局経費補助。 
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■7．中心市街地区域において推進する施策 

【文化財の保護・活用】 
 

実施主体 市 
実施時期 前期～後期（継続） 
実施場所 中心市街地区域 
目的 区域内に所在する文化財の保護と活用に努める。 
概要 文化財保護審議会を開催し、文化財の保護活用について審議する。平成

11～13年度に実施した箕面市文化財総合調査の活用を図る。 
 
 
 
（3）回遊性の向上 

 
【中心市街地広域回遊ルートの創出】 

 
実施主体 TMO ・観光協会・NPO等 
実施時期 後期 
実施場所 中心市街地区域及び、周辺区域 
目的 中心市街地区域及び、その周辺の地域資源と中心市街地の求心的な拠点

とのネットワークを形成することで、広域的な回遊性を向上させる。 
※地域資源…商業、観光、文化、芸術、歴史資源として、中心市街地の

活性化や集客力の向上に貢献する施設や、イベント活動等。 
概要 街路の誘導・案内サインやレンタサイクルの設置、地域資源を活用した

一体的な回遊イベントの開催等を行う。また、公共交通機関を活用した、

区域内の商業・観光施設利用における回遊性の向上を検討する。 
地域資源と広域回遊ルートを中心市街地のセールスポイントとしてＰＲ

する。 
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■7．中心市街地区域において推進する施策 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・シンボルロードや旧西国街道

を軸に、中心市街地及びその

周辺に存在する地域活性化の

拠点をつなぎ、広域的な回遊

ルートを創出する。 

 
 
 

 
93



■7．中心市街地区域において推進する施策 

※68ページに前述した「地域社会形成」の活性化の

方向性（1）～（3）を基準に考えられる施策を、一

覧にして示す。 

④地域社会形成のための施策 
 

1－中心市街地共通施策 
 

（1）地域活動の推進体制の確立 

各種団体事務局機能の集約  
 

市民コンセンサスの形成  
 
（2）生活、交流の舞台としての環境づくり 

都市景観形成  
 

（3）地域活動の推進 

自治会・NPO活動の支援  
 
 アドプト活動の推進 
 

各種芸術文化活動の振興  
 

（4）回遊性の向上 
 

身近な生活回遊路づくり  
 
 
 
（1）地域活動の推進体制の確立 

 
【各種団体事務局機能の集約】 

 
実施主体 TMO 
実施時期 前期 
実施場所 中心市街地区域 
目的 中心市街地の活性化に関わる各種団体の事業の連携と、効率性の向上を

図る。中心市街地のまちづくりとしての市民コンセンサスを得るための、

組織運営体制を整備する。 
概要 「箕面まちづくり協議会」等の事務局を TMOに集約する。 
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■7．中心市街地区域において推進する施策 

【市民コンセンサスの形成】 
 

実施主体 TMO・商工会議所 
実施時期 前期～後期（随時） 
実施場所 中心市街地区域 
目的 中心市街地の活性化のためのまちづくり全体の方向性や、各種個別事業

活動の方針に対し、真に合意形成の取れた活動を展開するため、市民の

意見を十分に反映させ、情報を交換する機会を設けることを目的とする。 
概要 ＴＭＯは、商工会議所と連携して「箕面まちづくり協議会」の活動を発

展させ、場所や目的に応じた市民コンセンサス形成の支援を行う。 
 
 
 
（2）生活、交流の舞台としての環境づくり 

 
【都市景観形成】 

 
実施主体 市・地元組織等 
実施時期 前期～後期 
実施場所 中心市街地区域 
目的 中心市街地の将来像にふさわしいまちなみ景観を保全、育成、創造する。 
概要 市民・事業者の合意のもと、屋外広告物や建築物等の形態、意匠、色彩

等を含む景観形成基準を定めるなど、地域ぐるみでまちなみづくり活動

を進める。 
 
 
 
（3）地域活動の推進 

 
【自治会・NPO活動の支援】 

 
実施主体 市・TMO・自治会組織・NPO等 
実施時期 前期～後期（継続） 
実施場所 中心市街地区域 
目的 市民が主体となった福祉介護、育児や生活支援、雇用、社会参画機会創

出等の活動を奨励する。 
概要 TMOは各種活動運営支援、企画調整、情報提供業務等を行う。 
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■7．中心市街地区域において推進する施策 

【アドプト活動の推進】 
 

実施主体 地元組織等 
実施時期 前期～後期（継続） 
実施場所 中心市街地区域の公共空間 
目的 市民・事業者等の地元組織が、身近な公園・緑地・道路等の公共空間の

里親となり、その公共空間の快適な環境を創出し、まちの魅力を高める。 
概要 地元組織等が、身近な公共空間の清掃や草花等による緑化を進め、市は、

それらの活動に必要な資材等を支給する。 
 
 

【各種芸術文化活動の振興】 
 

実施主体 市・TMO・NPO等 
実施時期 前期～後期（随時） 
実施場所 駅前交流拠点・商店街のコミュニティスペース・メイプルホール等、市

民交流の場 
目的 市民に芸術活動（美術・音楽・演劇等）の発表及び、鑑賞の機会を提供

することにより、市民の芸術文化活動に対する意識の向上及び、創作活

動の活性化を図る。 
概要 市民交流の場における芸術活動の開催支援。 

 
 
 
（4）回遊性の向上 

 
【身近な生活回遊路づくり】 

 
実施主体 市・自治会組織・NPO等 
実施時期 中期 
実施場所 中心市街地区域 
目的 住民が自ら参加して、日常利用する生活道路の通行利便性や防災性、魅

力を向上させることで、中心市街地内の快適な回遊空間を創出すること

をめざす。市民コンセンサスの場を形成し、さまざまな地域活動に発展

していくきっかけとなることを目的とする。 
概要 自治会組織等によるソフト活動のルールづくり（防災目的の見回りや散

歩道のルート設定、魅力発見ウォーキングイベント、清掃活動等） 
NPO団体等の協力による活動拠点運営管理。 
バリアフリー化、緑化、ストリートファニチャー設置、道沿いの景観整

備等を官民協働で行う。 
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