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第1回全体会議 
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箕面市観光協会 



箕面観光戦略策定について（レジュメ） 

１．観光戦略策定の流れ 
２．現状について 
３．箕面観光資源について 
４．目的（目標）の明確化と共有 
５．戦略について 
６．アクションプランの考察 
７．今後の進め方について 
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１．観光戦略策定の流れ 

目的（目標）の明確化と共有 

与条件の整理 

戦略（仮説）の設定 

課題の整理 

各種調査及びヒアリング 

戦略（仮説）の調整 

戦略の策定 

アクションプランの計画・調整 

アクションプランの策定 

概要パンフレット制作 2 



２．現状について 

データから見る観光客の動向について 

観光客入込数の推移 

●明治の森箕面国定公園の入込数は昭和50年の279万人を
ピークに、減少傾向にあり、令和元年は152万人とほぼ
半減しています。 

 

 

 

●直近10年間では平成22年182万人から多少の前後はあるも
のの令和元年では152万人です。 

 

１ 
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２．現状について 

来訪交通手段について 

●令和元年(2019年)に約20万人と宿泊客が増加傾向にあったが、現状では日
帰り客の割合が圧倒的に多い。（出典：RESAS） 

 また、旅行社等によれば箕面にかかるツアー造成はまだ非常に少ないこ
とから個人客が大半であると考えられます。 

 

 

●同伴者、帯同者、交通手段等のデータ収集が必要。 

 電車の場合は阪急箕面駅ー箕面大滝ルート、車の場合は箕面大滝と勝尾
寺もしくはキューズモール等のルートが多いことの調査を検討します。 

 また、箕面大滝と勝尾寺へのニーズ充足調査も併せて検討します。 

２ 

電車利用による日帰り客かつ個人客が多い 
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２．現状について 

宿泊客の客層について 

●令和元年(2019年)の約20万人の宿泊はコロナ禍前であり、インバウンド客
が多く含まれていると推測されます。（出典：RESAS） 

 

 

 

●宿泊者を居住都道府県別に見ると、大阪府内が約半分、兵庫県、京都府と
続き、ほぼ近畿圏からの誘客であると思われます。 

３ 

宿泊客は府内を含む近隣圏からのファミリー層が多い 
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２．現状について 
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２．現状について 
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２．現状について 

滞在時間と消費額について 

●一人当たり観光消費額は、宿泊観光客の方が日帰り観光客より高く、地域 

 活性化につながる観光消費額は日帰りの方が少ないと見込まれます。 

 

 

●データが平成15年頃のものと古いので、調査を検討します。 

 

 

●箕面での滞在時間、消費金額、消費目的(飲食、お土産、その他等)のデータ
が必要です。特に、飲食場所の確認が望まれます。 

（飲食後の箕面市来訪、帰宅後の飲食、弁当持参等の調査。２時間程度の散策
のため箕面市内で飲食をしないなど、消費・地域活性化に結びついていない
ことを確認する必要があります。） 

４ 
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３．箕面観光資源について 

●市域の2/3が山間山麓部で、四季を感じられる里山。 

 

●明治の森箕面国定公園、大阪府営公園、自然休養林、名勝、近郊緑地保全地区、
風致地区等、数々の指定を受ける希有な自然環境を有します。 

 

●「日本の滝百選」に選ばれた箕面大滝、「昆虫の日本三大宝庫」など知名度の
高い観光資源に恵まれています。 

 

●梅田駅から約30分、箕面駅から徒歩５分で箕面国定公園にアクセス可能です。 

 

●滝道は舗装され、ベビーカーから車椅子の方まで気軽に散策を楽しむことがで
きる。特別な準備をしなくても、気軽にすぐに行くことができます。 

箕面観光資源の考察 

明治の森箕面国定公園を核とした豊かな自然 １ 

9 



３．箕面観光資源について 

令和3年度 府営箕面公園 利用者満足度調査 箕面公園調査 N＝400 

利用者属性 Q1 
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３．箕面観光資源について 

箕面公園調査 N＝400 
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３．箕面観光資源について 

●山岳信仰など古くから人々に大切にされてきた歴史資源が豊富。 

 

●平安時代末ごろから歌に詠まれるほど、今も脈々と歴史文化が受け継がれ
ています。 

 

●萱野三平・西国街道等の歴史的財産。 

 

●明治有馬箕面電機軌道、住宅都市としての発展の歴史、大正住宅博覧会等
の近代史が刻まれています。 

 

●良質な住宅地、大阪大学外国語学部・大阪青山大学 /MICEにおける外国人
取り込みの主体、文化施設(市立図書館、メイプルホール、文化交流セン
ター）等の活用の可能性が拡がります。 

 

神社仏閣や箕面に刻まれた多くの歴史文化資源 ２ 
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３．箕面観光資源について 

●阪急梅田駅から電車で約30分という好立地。 

 

●大阪都市圏のベッドタウンとして発展するとともに、日帰り観光の立地として
も顕在的・潜在的ポテンシャルは高いと言えます。 

 

●彩都エリアは大阪大学の市有地があるため茨木市内を通過しなければならない
飛び地でしたが、彩都トンネル開通で府道4号線と接続され解消されました。 

 

●止々呂美と箕面新都心を結ぶ箕面グリーンロードにより、市の南部や大阪都心
へのアクセスが便利になりました。 

 

●こうした地政学的にみても箕面市の観光立地特性は優位にあると言えます。 

アクセスを含む箕面市の立地的優位性 3 
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３．箕面観光資源について 

●箕面大滝や紅葉など箕面の観光資源は市民にとっても大切であり、豊かな
自然を箕面の魅力として満足しています。（市民満足度アンケートより） 

 

●シビックプライドランキング全国７位(関西2位)というデータが示すように、
市民は箕面のまちに愛着や誇りを感じている。豊かな自然を求めて多くの
観光客が来訪することは市民にとっても誇らしく、まちへの愛着につな
がっています。※（株）読売広告社都市生活研究所発表 

 

●滝道は、犬の散歩やウォーキング・ランニングを楽しむ市民に親しまれ、
人々の暮らしに溶け込んでいる。また、箕面大滝や箕面公園昆虫館は子供
たちの遠足でも親しまれています。 

 

●箕面の観光資源は観光地化されて暮らしから分断されることなく、むしろ
観光客と市民とが相互にコミュニケーションし、交流が生まれています。 

市民の暮らしにつながる観光を通じたシビックプライドの醸成 ４ 
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４．目的（目標）の明確化と共有 

目的（目標）の考察 

上位概念 第2期 箕面市まち・ひと・しごと創生総合戦略  

(1)自立性 (2)将来性 (3)地域性 (4)総合性 (5)結果重視  

社会情勢の変化 

目的の明確化と共有 
（理想像の着地点を見据えた5年先10年先からのバックキャスティング） 

人口構造、労働環境、DX、 
食糧、エネルギー、 
ライフスタイルなど 
時代と共に劇的に変化 

する社会情勢 

箕面市を取り巻く環境 

これからの 

観光事業 
 See型観光からDo型観光へ、 
 団体ツアーから個人旅行へ、 

 物見遊山から学習型、 
体験型等への 
観光の変化 

箕面市・市民と 

観光事業 
自立・自走できる独立 
都市として、市民の 

誇りと定住化、観光事業 
が共存。共栄する 
まちづくりへ 

観光地箕面の 

ポテンシャル 
観光資源、立地環境、 
市民のウエルカム 

ホスピタリティなど 
まだまだ可能性を 
秘めた箕面市 
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４．目的（目標）の明確化と共有 

目的（目標）の意義 

箕面市の観光事業は、 

まちづくり、シビックプライドと密接・深甚に関係し、 

互いに影響を及ぼし成長していく。 

箕面市のまちづくりとシビックプライド 

箕面市観光事業 

 市民が誇りに思い、 

ますます箕面市を愛する 

観光振興による 

消費促進、地域活性化 

市民と来訪者との 

交流拡大による 

新たな文化創出 

観光振興と市民の元気 

による持続可能な 

箕面のまちづくり 16 



４．目的（目標）の明確化と共有 

目的（目標）の仮設 

箕面観光共通の目的（目標） 

目標１．通年で楽しめる箕面の魅力を求め、多くの観光客が来訪。 

目標２．観光客はまちを回遊し、食事や買い物をしながら終日箕面観光を満喫。 

目標３．共に誘い合って来訪。特に若い人や子どもたちの元気な声が響きわたります。 

エリアブロックの重点テーマ 

箕
面
公
園
エ
リ
ア 

箕
面
の
森
エ
リ
ア 

止
々
呂
美
エ
リ
ア 

西
国
街
道
エ
リ
ア 

北
大
阪
急
行
線
新
駅
エ
リ
ア 

東
部
エ
リ
ア 

箕面に住む人が増え、特に子どもが多いまちとして全国に広く知られます 17 



４．目的（目標）の明確化と共有 

箕面市観光共通の目的（目標） 

通年で楽しめる箕面の魅力を求め、多くの観光客が来訪。 １ 

●１年を通じて四季折々の魅力が溢れます。春から夏は新緑、ホタル、夏の
涼、自然資源を活用した催し等が広く展開され、箕面ならではの魅力を
体感できます。秋には名所となる紅葉の景を求める方々は多い。 

 

 

●歴史・文化資源、事業者が提供する体験プログラムが十分に活用され、デ
ジタル技術等を取り入れた新しい観光コンテンツが創出されるなど、自
然資源だけに頼らない取り組みにより、冬場や天候にも強い観光地とな
り、観光客が増加することをめざします。 
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４．目的（目標）の明確化と共有 

観光客はまちを回遊し、食事や買い物をしながら、 

終日箕面観光を満喫。 

２ 

●阪急箕面駅から箕面大滝を往復する定番観光ルートだけでなく、バス等の
二次交通利用により、離れた名所をも巡ることが可能。ストレスなく市
内の名所を回遊できる。滝道ワンウェイ観光も注目され、観光ルートの
バリエーションの拡大を検討します。 

 

●回遊拡大により滞在時間が延長。飲食や買い物が欠かせない楽しみへ。箕
面駅周辺の商店街や市内エリアを巡る観光客の増加をめざします。 

 

●イルミネーションや文化芸術など夜の観光コンテンツが創出され、滞在時
間の延長と消費単価の上昇により観光消費額が増加をめざします。 
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４．目的（目標）の明確化と共有 

共に誘い合って来訪。 

特に若い人や子どもたちの元気な声が響きわたります。 

３ 

●赤ちゃんから高齢者まで多様な世代に人気の観光地。特に、休日は若年層
のデートスポットとして、家族でのお出かけスポットとして賑わう。また
食に敏感な女性が、箕面ならではのお洒落な飲食店を求めて来訪する仕掛
けを検討します。 

１ ２ ３ の目的（目標）を達成した結果 
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４．目的（目標）の明確化と共有 

箕面に住む人が増え、 

特に子どもが多いまちとして全国に広く知られます。 

●箕面ならではの体験がＳＮＳ等で広がり、箕面の魅力が全国に知られ、
「みのお」と正しく読める人が拡大します。 

 

●観光客は箕面の良さを体感し「いつか箕面に住んでみたい」という感情を
萌芽。そして、就職や結婚、出産、転職等、ライフイベント等による居
住選択の機会に箕面を想起し、移住を促進。 

 

●また、既存市民も多くの観光客に愛されるまち・箕面に誇りや愛着を持ち、
継続的に定住する方が増大します。 

 

●子どもの多い人口トレンドが将来にわたって維持され、持続可能な都市と
して活気にあふれます。 21 



４．目的（目標）の明確化と共有 

観光ブロックの仮設定（案） 

戦略は目的（目標）も合わせて、観光エリアブロックを設定します。 

止々呂美エリア 

箕面公園エリア 

箕面の森エリア 

西国街道エリア 

箕面萱野駅（新駅）周辺 

箕面船場阪大前駅（新駅）周
辺 

東部エリア 
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４．目的（目標）の明確化と共有 

観光ブロックの重点目標テーマ（例） 

止々呂美エリア  止々呂美エリアのポテンシャルの向上と発信 

箕面公園エリア 

箕面の森エリア 

西国街道エリア 

箕面萱野駅（新駅）周辺 

箕面船場阪大前駅（新駅）周辺 

東部エリア 

 通年集客及び新たなブランド構築のための施策 

 ツーリズムプログラムの事業化 

 日本遺産登録を考慮した街道整備と魅力アップ施策 

箕面逸品等の地元産品の展開 

箕面特産品パイロットショップの展開と発信 

健康福祉・文化芸術に沿った観光事業の展開 

定住拡大に向けた居住・商環境の融合と拡大 
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５．戦略について 

目標と課題→戦略策定 

それぞれのブロックエリアごとに目的（目標）に向けた戦略プランを策定。 

これらのエリアブロックだけではなく箕面全市を包括する目的及び戦略も

併せて検討。 

ブロックエリアをつなぐルートの発掘と開発の戦略を検討し全市にまたがる

観光戦略を検討・策定します。 
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５．戦略について 

箕面の四季が生みだす情景や特産グルメの開発戦略 ２ 

●自然豊かな箕面市が生み出す四季の多様性、そこに根付き継承される特産品などの魅力を
活かし、通年の「景」と「食」の魅力を開発・発信。 

自然と触れ合う有効なメニューの開発 ３ 

●都心から近い衛星都市でありながらも、貴重で稀有な自然が残された箕面市の天然資源を
生かした体験メニューを開発。 

進化する箕面観光ブランドの創生戦略 １ 

●箕面市の認知・知名、観光資源の魅力、アクセシビリティの良さなどが周知され、箕面観光
ブランドをあらためて創生。 

箕面観光戦略の視点（例） 
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５．戦略について 

立地的優勢を活かした新たな観光戦略 ４ 
●阪急梅田駅から30分という立地的優位性を活かし、さらに多くの観光客の来訪機会拡大を

拡大する観光戦略を立案。 

インバウンド・生活スタイル変化に対応するメニュー開発戦略 ５ 

●ポストコロナ禍におけるインバウンドや生活スタイルの変化に対応し、新しいカタチで
の体験型観光のメニューを模索し、開発。 

DX時代の観光に対応するソフト・ハード戦略 ６ 

●事前の観光情報の入手から箕面市に来訪してからの情報入手、利便性や魅力を高める情報受発
信など、DX時代に対応した観光ソフト・ハードの整備。情報プラットフォームの検討。 

発信力の強い新たな観光コア事業の推進戦略 ７ 

●人々の注目・関心を集め、パブリシティ効果を最大化する発信力の強いコア事業を企画
し、観光事業の牽引エンジンとして推進。 26 



５．戦略について 

観光地とまちの情景を一体化するゾーンデザイン戦略 ８ 

●ピンポイントの観光地開発のみならず、まちの情景を演出し、観光要素として開発・一体化
することで周遊の魅力を生み出すゾーンデザインを計画。 

情報集約及び効果的な情報発信に対応する組織対応戦略 ９ 

●市行政、観光協会、各種組合や団体、民間組織などの情報を一元集約化し、無駄な発信や
重複を避け、効果的に整理・発信する組織対応戦略を構築。 

市民と一体となった観光シビックプライドの醸成戦略 10 

●箕面市に暮らす観光産業従事者、事業者のみならず、一般市民も巻き込んで市民と一体的
に推進する観光シビックプライドのムーブメントを醸成。 
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６．アクションプランの考察 

目的やブランディングに寄与するもの以外は逆効果を生みだす場合もあるため、 

アクションプランの実施効果を検討・深耕することが重要。 

来場者、入込客数、メディア露出度などのコストと関係する 

目標数値（KPI）を設定することも重要です。 

アクションプランの企画・実施にあたっては、ブロックエリアでの 

プランと全市におけるコア事業の可能性を検討します。 

アクションプランは戦術にあたります。 

戦略を実現するために戦術は効果的でないと意味がありません。 

アクションプランは大きく３つに分類できます。 

地域ポテンシャルの認知拡大のために多くの人を集客する。 １ 

継続することによって成長性とブランディングを目指す。 ２ 

実験的、話題的に特定の観光資源にスポットをあてる。 ３ 
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６．アクションプランの考察 

アクションプランの展開例 

体験型ツーリズム 
地産特産品 

加工品グルメ 

箕面歴史探訪 

ツーリズム 

ナイト 

エンターテインメント 
フェスタ 箕面コア事業 

参加ゲーム型 

エンタテインメント 
アートツーリズム 

自然と音楽 

実験劇場 

トレッキング、サイクリング、 

工芸、伝統芸能ツアーなど グルメパーク、ビアフェスなど 神社仏閣、修験道巡りなど 

音楽フェス、お笑いフェス、 

ダンスフェスなど 

長年かけて育てていく 

箕面市独自のビッグイベント 夜の箕面公園ツアーなど 

 アートフェス、ストリートアート、 

箕面ビエンナーレなど e-スポーツ、通信ゲームなど 箕面大滝ミュージックコラボなど 
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７．今後の進め方について 

先述の戦略策定の流れで推進いたします。 
公民連携観光戦略会議の策定部会において、ご意見拝受及び確認をいたします。 

策定部会は、分科会方式で検討事項ごとにお集まりいただきます。 

全体会議について 

全体会議は、策定部会で検討いただく、戦略プラン、アクションプランの 

最終確認と修正ポイントのご意見をいただく会議です。 

策定部会の進行に沿って今回を含め計３回の開催予定です。 

現在のマスタースケジュールに沿えば、１０月下旬、１２月上旬を予定して 

います。 
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●観光コンテンツ部会 

   通年観光を実現するための新しいコンテンツの創出、 

   昼及び夜のコンテンツづくりなど 

 

●観光消費・物産部会 

   観光客の動線を誘導し、消費活性化に繋げるための 

   取り組み検討、食や土産物等の開発、後継者等人材育成の話など 

 

●交通・受入環境部会 

   交通渋滞の解消、観光客の回遊性向上のための交通網等の話など 

  

７．今後の進め方について 

策定部会について 

※策定部会の進め方について、ご意見いただきたく思います。 
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