
参考資料１ 

箕面駅周辺整備方針検討懇話会及び検討ワークショップの開催について 
 

 

【検討懇話会及び検討ワークショップの開催】 

箕面駅周辺整備方針検討にあたっては、学識経験者、関係者代表、関係機関からなる懇話会を

開催したほか、一般市民、商業者、関係団体、行政の参加によるワークショップを開催した。 

 

 

【検討懇話会の役割】 

検討懇話会は、次の事項について検討する機関である。 

・ パブリック・コメントへの提示資料の検討、箕面駅周辺整備方針案の検討・作成を行う。 

・ ワークショップや意向把握の実施にあたって、その手法や内容等について助言する。 

・ その他の事項に関すること。 

 

 

【検討ワークショップの役割】 

検討ワークショップは、箕面駅周辺整備方針策定のため、一般市民、商業者、関係団体、行政

の意見集約の場として開催し、出し合った意見や公共施設整備のアイデアを懇話会に対して提案

する。 
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図 検討懇話会及び検討ワークショップの位置づけ 



【検討懇話会及び検討ワークショップの委員名簿】 

 

●検討懇話会委員名簿 

名前 団体・組織 備考 

加藤 司 大阪市立大学大学院経営学研究科教授 学識経験者（商業振興） 

久 隆浩 近畿大学理工学部社会環境工学科教授 学識経験者（まちづくり・景観計画）

平井 甚一 箕面商工会議所 商業者 

稲垣 千秋 箕面地区商店会連絡協議会 商業者  

植山 哲志 みのおサンプラザ１号館運営管理委員会 商業者 

上田 豊 みのおサンプラザ２号館運営管理委員会 商業者 

小枝 正幸 箕面市観光協会 商業者 

林  和利 箕面まちづくり協議会 まちづくり団体 

日永田 実 箕面わいわい株式会社 ＴＭＯ 

木内 徹  阪急電鉄株式会社 交通事業者 

山西 弘剛 阪急電鉄株式会社 交通事業者 

上田 春雄 箕面第三自治会 自治会 

神崎 房子 公募市民 市民（ワークショップ代表） 

田宮 有樹恵 公募市民 市民（ワークショップ代表） 

八束 庸子 公募市民 市民（ワークショップ代表） 

武井 義孝 大阪府池田土木事務所 行政（平成１９年３月３１日まで） 

山内 一浩 大阪府池田土木事務所 行政（平成１９年４月１日から） 

芝山 邦雄 箕面市役所政策総括監 行政（平成１９年３月３１日まで） 

伊藤 哲夫 箕面市役所都市計画部長 行政（平成１９年４月１日から） 

井上 雅司 箕面市役所政策総括監 行政 

西尾 末生 箕面市役所都市環境部長 行政 

岡  孝 箕面市役所市長公室専任理事 行政（平成１９年３月３１日まで） 

井上 隆志 箕面市役所地域振興部長 行政（平成１９年３月３１日まで） 

能勢 芳樹 箕面市役所地域振興部長 行政（平成１９年４月１日から） 

（順不同、敬称略） 

 

 

 

 

 



●検討ワークショップ委員名簿 

名前 団体・組織 備考 

生田 妙子 市民 

片岡 正彦 市民 

神崎 房子 市民 

木下 芳彦 市民 

滝澤 里代 市民 

田中 一夫 市民 

田宮 有樹恵 市民 

土田 和子 市民 

二宮 郁子 市民 

二宮 妙子 市民 

松下 清子 市民 

八束 庸子 市民 

一般公募 

（１２名） 

江間 毅 箕面商工会議所 青年部 

大下 正司 みのお桜通り商店会  

尾崎 勝之 みのお本通り商店街振興組合 

鬼木 一郎 サンクスみのお商店会 

紀ノ崎 之宏 阪急セブンテナント会 

高村 公 みのお本通り商店街振興組合 

竹内 治夫 商店街振興組合みのおサンプラザ名店会 

竹中 啓文 みのおメイプル通り商店会 

西川 肇 箕面物産商組合 

花畑 舜一 みのお桜通り商店会 

久國 春一 みのお本町会 

堀戸 由紀夫 商店街振興組合みのおサンプラザ名店会 

福西 治 箕面シンボルロードまちづくり協議会 

前田 智章 箕面都市開発株式会社 

特定公募 

（地元・関係団体より） 

武知 尚美 箕面わいわい株式会社 まちづくり会社 

桑本 祐二 大阪府池田土木事務所 

荒木 一弘 

波多野 輝 
都市計画部交通政策課  

桃山 悟 

川崎 潤 
都市環境部道路課 

灘本 正太 市長公室政策企画課 

前田 佳則 地域振興部商工観光課 

村上 奈緒子 都市環境部都市環境政策課 

岡 裕美 

藤田 豊 
都市計画部まちづくり政策課 

岸本 知宏 都市計画部建築住宅課 

広瀬 幸平 

青柳 英晃 
地域振興部地域振興政策課 

行政 

（順不同、敬称略） 

平成１９年３月３１日、現在 



参考資料２ 

箕面駅周辺整備方針検討懇話会及び検討ワークショップ開催経過 

 

検討懇話会は、計画策定期間中に計５回、検討ワークショップは６回開催した。 

検討及び審議内容、開催時期については、下記の通り。 

 

●検討懇話会の開催経過 

回 審議・決定内容 開催日 

第１回 ・懇話会委員長及び副委員長の選出 

・懇話会の運営について 

懇話会の役割とスケジュール 

・今後の進め方 

指針策定スケジュール及び開催スケジュール、検討ワー

クショップの開催内容等について確認。 

・整備方針検討に至る経緯と駅周辺の現状報告 

整備方針検討の背景と目的の確認。箕面駅周辺の現状に

関する調査概要を報告。 

平成18年7月19日 

 

第２回 ・ワークショップ及びアンケート調査の実施報告 

・箕面駅周辺の課題について 

 調査結果等を踏まえ整理した箕面駅周辺の問題点や課題

に関する内容の確認。 

・箕面駅周辺整備の方向性について 

 整備コンセプト、各施設の整備コンセプトの検討。 

平成18年10月13日 

 

第３回 ・ワークショップ及びアンケート調査の実施報告 

・整備内容の検討 

 整備内容の確認及び検討事項、修正事項の確認。 

平成19年２月７日 

 

第４回 ・箕面駅周辺整備のあり方について〔箕面駅周辺整備計画〕

（素案）について 

箕面駅周辺整備計画（素案）の確認及びパブリック・コ

メント実施の承認。 

平成19年３月22日 

 

第５回 ・パブリック・コメント実施結果の報告 

・箕面駅周辺整備のあり方について〔箕面駅周辺整備計画〕

（案）について 

箕面駅周辺整備計画（案）の最終確認。 

平成19年5月28日 

 

 



●検討ワークショップの開催経過 

回 検討・作成内容 開催日 

第１回 ・ワークショップの運営について 

ワークショップの流れとスケジュールを確認。 

・箕面駅周辺整備方針とは 

整備方針検討の背景や目的を整理し、今後の検討事項を

確認。 

・タウンウォッチング 

４グループに分かれ、検討対象区域内を現地踏査し、現

状や問題点、課題を確認。 

・まちの点検結果の整理 

タウンウォッチングの結果を整理し、情報共有。 

平成18年８月18日 

 

第２回 ・タウンウォッチング結果の再確認とまちづくりの課題の

絞り込み 

 まちの点検結果を地図等を用いて改めて確認し、整備方

針検討にあたっての問題点、課題を抽出整理。 

平成18年９月８日 

 

第３回 ・整備のあり方の検討 

駅前広場、駐車場、駐輪場、アーケード・街路について

整備のあり方を検討。 

・委員からの報告 

委員による整備事例のプレゼンテーションを実施。 

平成18年10月２日 

 

第４回 ・箕面駅周辺整備の全体コンセプトの検討 

全体コンセプトを検討。 

・施設整備イメージの検討と共有 

施設整備の際の整備方針、整備イメージを検討。ワーク

ショップ案として懇話会に提案することを確認。 

平成18年10月30日 

 

第５回 ・駅前広場の整備イメージ、整備計画案の検討 

 駅前広場の整備イメージ及び整備計画案（整備内容・デ

ザイン等）を検討。 

平成18年12月22日 

 

第６回 ・駅前広場の整備イメージ・整備計画案の確認 

・第一駐車場、自転車駐車場、アーケード・街路の整備イ

メージ、整備計画案の検討 

 駐車場、自転車駐車場、アーケード・街路の整備イメー

ジ及び整備計画案（整備内容・デザイン等）を検討。 

平成19年１月26日 

 

報告会 ・箕面駅周辺整備のあり方について〔箕面駅周辺整備計画〕

（案）の報告 

・今後のスケジュール（事業実施予定）の報告 

平成19年６月18日 
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