
公民連携箕面観光戦略会議 
第２回策定部会 

検討資料 

令和4年9月20日 

箕面市観光協会 



公民連携箕面観光戦略会議 第２回策定部会 検討資料 

上位概念 第2期 箕面市まち・ひと・しごと創生総合戦略  

自立性 将来性 地域性 総合性 結果重視  

箕面市を取り巻く環境 

計画策定に向けた視点 

社会情勢の変化 

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 

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 

「地域のイメージの向上」と「地域の特性を活かし、地域の魅力を伝えることのできる地域資源の充実」を進め、
車の両輪として相乗効果を発揮させながら、地域が有する魅力を効果的に発信し評価を高めることが重要です。 

他地域と異なる独自の価値を表すとともに、内外からの良好な評価を
得る地域そのもののイメージ。また、その地域の持つ様々な個別資源を
選ばせる力となるもの。 

地域の特性である自然、歴史、風土、文化等との結びつきが深く、他か
らの優位性や良好な市場イメージ、信頼性を有し、地域に愛される
個々の商品やサービスなど。 

地域ブランド（イメージ） 

地域を取り巻く急激な社会構造の変化や時代潮流の中で、活力あふれる地域として持続的に発展していくためには、 
市内外の多くの人々から選ばれる“地域（都市）としての優位性の創出”が求められます。 

地域ブランド（資源） 

相乗効果 
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箕面を好きになってくれる人を増やす！ 

  

箕面に住みつづけることに 
誇りを持つ人 

 
箕面で働く、学ぶ、遊ぶ、 

楽しむ人 

 
箕面に愛着のある人 
SNS等でつながる人 

定住人口拡大 交流人口の拡大  関係人口の拡大 

計画策定の目的 

箕面の魅力創造・魅力発信 

目的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する。 

目的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する。 

目的３ 共に誘い合って来訪する。特に若い人や子どもたちの元気な声が響きわたる。 

《箕面観光の目的（目指す姿・夢・ビジョン）》 
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【箕面市が有する魅力的な資源と特徴】 

明治の森箕面国定公園を核とした豊かな自然 神社仏閣や箕面に刻まれた多くの歴史文化資源 

アクセスを含む箕面市の立地的優位性 シビックプライドランキング全国７位（関西2位） 
豊かな自然をはじめ、魅力的な地域資源に対する愛着や誇りを感じている 

１）競合と差別化出来うる新たな観光ブランディングの構築。 

２）各観光資源の磨きとそれらを繋ぐ新たなルートおよびストーリー（物語）開発。 

３）観光情報の一元化により、ばらばらなコンテンツを纏め、より強力なコンテンツに加工し適切に発信する。 

４）「観光居住のまち箕面」をベースに箕面市民、来訪者がより健康で明るいホスピタリティーに満ち溢れたまちになる。 

５）ゾーンデザインを強化し、サイン等を含めたユニバーサルデザインを志向する。 

６）5年、10年と観光事業に従事する方々が増えていく状況（新たな参画者、事業継承者等）を育成する。 

《 現 状 の課題 に つ い て 》 

地域資源をさらに磨きをかけた魅力的なコンテンツ開発 

通年を通した 
観光メニューと 

ブランディング開発 

コンテンツを活かす基盤整備 

戦略イメージ 

二次交通を活用した 
回遊ルートの 
整備・開発 

インバウンドにも対応し
た話題性の高い 
コア事業の開発 

シビックプライドの育成で
市民と一体となる 

観光ムーブメントの醸成 

箕面観光の 
情報プラットフォーム 

の構築 

-３- 

ＷEBアンケート調査・ＳＷＯＴ分析（次頁） 
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■ 観光交通手段について 
 
  半数が「自動車」、4割が「電車」である。 
  観光地が広域で分散されている。車がないと不便。 
  →市内移動（２次交通）の充実により、より一層の観光入込数の増加が期待できる。 
 

■ 情報発信について 
 
  「もみじの天ぷら」「箕面ビール」以外の特産品の認知が低い。魅力のアピール、箕面公園以外の名所のPR 
  行きたいところはない（28.5％）知っているものはない（27.5％） 口コミ（45％）観光サイト（30％） 
  →観光情報の積極的な発信。情報発信メディア活用に対する工夫が必要。 
 

■ 観光消費額について 
 
  8割弱が5,000円以下 
  6人に1人が宿泊。（箕面宿泊ニーズはあると思われる） 
  美味しい食事やおみやげの開発 おしゃれなお店の整備等の要望 
  →観光消費の拡大をめざすグルメ、おみやげ、施設が、中長期の戦略に重要。 
 

■ 体験観光について 
 
  「野外スポーツ」「ウェルネスツーリズム」に対する興味高い 
  箕面以外での近隣観光地に於いても、身体を動かす公園等の利用が多い 
  →箕面の自然を生かしたウェルネスツーリズムの充実で観光入込数の増加が期待できる。 

箕面市観光戦略／周辺自治体住民WEBアンケート調査からの課題  

※WEBアンケート調査に関しては別途資料参照願います。 

WEBアンケート調査及びＳWOT分析 
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SWOT分析 
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内
的
要
因 

強み（Strengths） 弱み（Weaknesses） 

 「自然が豊か」「良質なベッドタウン」など、総じて良い都市イメージ。 
 リピート来訪が多く、中でも「観光・レジャー」が７割を占める 
 「箕面国定公園」「勝尾寺」をはじめとする多くの観光資源を有している。 
 アドベンチャー＆ウェルネス等、ニーズに合致し、人生を豊かにする観光

資源を有している。 
 来訪者の８割が満足を得ている。 

 情報発信の不足。（観光受入れ環境の不足） 
 観光地としてのイメージが低い。（観光地の認知が低い） 
 体験型観光コンテンツの不足。 
 交通アクセスによる回遊性・利便性が悪い。 
 数ある観光資源を有効に活用できていない。 
 食や土産品のコンテンツの認知が低い。 
 ナイトタイムエコノミーの不足。（インバウンド対応の不足） 

外
的
要
因 

機会（Opportunities） 脅威（Threats） 

 団体から個人行動へ、ライフスタイルが多様化や、休日集中から平日分
散、密を避ける行動へシフトする等、観光に対する価値観が変化してき
ている。 

 モノからコトへ、観光に対する本物志向が優先されるとともに、訪れた先
の人たちとのコミュニケーションを楽しむコト観光へのニーズが高い。 

 インバウンドを含む旅行者の訪問地が従来の観光エリアから周辺地方に
拡大してきている。 

 少子高齢化による地域を支える産業等の担い手不足が懸念されている。 
 旅行者のニーズが多様化し、観光対象が拡大・分散してきている。 
 自治体間競争の激化。 
 観光のあらゆる場面でデジタルを有効に活用する時代になると考えられる。 
 DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進等、5Gによる通信環境

の飛躍的な向上は、観光に対しても劇的変貌を生み出すことが考えられ
る。 

強
み 

機会（Opportunities） 脅威（Threats） 

 旅行者ニーズに合致した観光コンテンツの開発を図るとともに情報発信
力の強化を図る 

 旅行者、レジャー客が多い「箕面国定公園」「勝尾寺」「キューズモール」
から他のエリアへの観光誘客を図る施策の展開する。 

 市内に点在する観光資源をリデザインして磨き・組み合わせを行うなどし
て魅力の拡大を図ることで、観光誘客を図る。 

 食・土産品等の開発・ブランド化を図ることで、域内消費の拡大を図る。 

弱
み 

 シビックプライドの醸成：市民と事業者が一体となって地域資源の磨き
上げを行う活動を促進する。 

 観光客(来訪者）と市民・事業者が一体となる観光まちづくりの推進を
図る。 

 市民が誇れる「住んで良し」「訪れて良し」の箕面市のブランディングを加
速させる。 

 市民はもとより観光客（来訪者）にとって利便性の高い交通システムの
検討・展開を図る。 
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１．通年を通した観光メニューとブランディング開発 

箕面観光の通年を通した観光客の増加にむけて、四季に合わせたメニュー（観光ブランディング）を開発・育成させること、
箕面の観光エリアブロックでの四季ごとの特性を生かした特徴を強化させることが重要です。 
また、回遊ルートの開発で観光客の循環を増長させる施策が必要です。 

４．箕面観光の情報プラットフォームの構築 

情報プラットフォームは、各事業者・団体が予定しているイベント・催事等を事前に集約し、どのように発信するか、また、
他のイベント・催事と連携したり、来訪者の回遊ルートを組み込んだりして、最大効果を得る加工発信をすることです。 
また、市内の関係メディアだけではなく、大阪都心部を含む京阪神マーケットに如何に適切に情報を発信するか、記事と
してのパブリシティー効果を生み出すかを検討し、プレスリリースの発行をするものです。 

２．二次交通を活用した回遊ルートの整備・開発 

５．シビックプライドの構築で市民と一体となる観光ムーブメントの醸成 

観光と箕面市民が一体となるムーブメントを醸成させます。 
箕面市民の観光に対する理解と興味は、観光ホスピタリティーのみならず、新規事業の参画や、後継者対策、また、企業
や団体の理解や賛同に繋がります。 

３．インバウンドにも対応した話題性の高いコア事業の開発 

大阪都心部から３０分という立地優位性を生かしたインバウンド対応メニューの開発。 
多言語化サイン計画を含むゾーンデザインの整備でホスピタリティーの充実を目指します。大阪まで来たなら、箕面を訪れ
なくてはならない話題性の高いコア事業の検討開発をめざします。 

箕面観光戦略 

《 戦 略 》 
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地域資源を 
さらに磨きをかけた 

魅力的な 
コンテンツ開発 

コンテンツを活かす 
基盤整備 

回遊ルートの整備・開発は、箕面の観光資源や事業者・団体が独自で実施しているイベント催事を効果的に結び、 
箕面市の魅力を体験・体感していただくために重要な施策です。 
バス等の二次交通活用した回遊施策により滞在時間の拡大と地域内消費の活性化を促進させます。 
また繁忙期・閑散期の観光客の流れをコントロールし、特に紅葉期については深刻な交通渋滞を生じさせていることから、 
電車・バス等の公共交通の利用促進をはかります。 
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各観光ブロックエリアの四季メニューを課題も含め棚卸し、通年対応、四季対応メニュー・プログラムを検討。 
観光資源を最大限に活用した、各エリアの新たなブランディング施策を検討実施していくことが必要。観光ブロック
エリアの四季対応マトリックスを作成し、課題と企画・運営を考察。 

目標に向けた時間軸を考慮した戦略マップを作成し、持続可能な観光事業を視野に段階的施策構成を検討
することが重要。観光ブランディングは長い時間をかけて成長させていく必要がある。 
年毎の戦略を策定すること。 
また、観光事業の継続育成については、観光客の消費額拡大を盛り込む施策が必要。 
それによって観光事業の後継者、新規参入等を生み出し事業が活性化する。 

箕面への観光客が箕面に対して好印象を持っていただき、関係人口のきっかけから交流人口ひいては定住人口の
増加に繋がることを目標とする。箕面観光の視点としては、若い人たちに共感を得られる観光施策の視点が必要。 
例えばナイトイベントや演出で、箕面の夜の景の展開は定住人口増加に繋がるとともに、市外からの来訪による消
費活性化に貢献する。 
また健康と明るさ、お洒落な演目・空間をベースに展開されることを考察。 

箕面観光戦略 

１．通年を通した観光メニューとブランディング開発 

通年を通した観光客の増加にむけて、四季に合わせたメニュー（観光ブランディング）を開発・育成させることが重要です。 
特に閑散期（冬季）において集客の呼び水となる新たな観光メニュー開発が必要です。 
また、自然資源の恩恵を大切にしながらも、過度に依存しすぎないよう、食をテーマにしたブランディング、デジタル技術等を活用したメニュー開発を検討
します。 

アクションプランへの視点案 

１．それぞれの四季対応 
   プログラムの整理と整備 

２．5年、10年先の目標に 
   向けた段階的な戦略 

３．観光戦略と若者の視点 
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■インバウンド対応、MICE対応など2025年大阪万博を見据えたウェルネスツーリズム 
  ナイトパッケージ、会議プログラム包括商品 等 

■箕面山を取り込んだサイクルルートの検討 

サイクルステーションの整備に伴って様々なオピニオンリーダーを育てる。 

箕面観光戦略 

２．二次交通を活用した回遊ルートの整備・開発 

回遊ルートの整備・開発は、箕面の観光資源や事業者・団体が独自で実施しているイベント催事を効果的に結び、箕面市の魅力を体験・体感して
いただくために重要な施策です。バス等の二次交通を活用した回遊施策により滞在時間の拡大と地域内消費の活性化を促進させます。 
また繁忙期・閑散期の観光客の流れをコントロールし、特に紅葉期については深刻な交通渋滞を生じさせていることから、電車・バス等の公共交通の
利用促進をはかります。 

回遊ルート整備・開発のアクションプランへの重点ポイント案 

１．二次交通を活用した 
   回遊ルートについて 

１）点在する観光名所を二次交通で繋ぐ新たなルート開発による、マイカー総量抑制と交通渋滞の解消 

２）観光事業者・団体のイベント催事をパッケージに商品化する。 
   起点：箕面駅 箕面船場阪大前駅（新駅） 箕面萱野駅（新駅） 大阪・新大阪駅 等 

２．自転車の回遊ルートに 
      ついて 

１）観光と健康をテーマとしたエリア間サイクルルート（サイクル観光）の検討 
       ・自転車走行レーン整備の検討 
       ・路外駅駐輪場の整備 
       ・シェアサイクル事業者 
       ・公共交通との連携（サイクルバス 等） 

-8- 

■西国街道を核とするサイクル観光の検討 

■勝尾寺と滝道ワンウェイ等の観光回遊ルートの創出 



公民連携箕面観光戦略会議 第２回策定部会 検討資料 

２）箕面の歴史・伝統の学習プログラム 
    箕面の神社仏閣や日本の伝統・芸能の体感プログラム 

２）芸術・音楽プログラム 

２）多言語サイン計画の段階整備 

箕面観光戦略 

３．インバウンドにも対応した話題性の高いコア事業の開発 

アクションプランへの視点案 
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１．体験・体感 
   プログラムの育成 

２．話題性の高いコア事業 

３．情報発信整備 

１）体験型プログラム 
    箕面の自然や文化を生かした体験プログラム（ウェルネスプログラム、自然とグルメの複合プログラム等） 

１）箕面の四季を背景に演出される日本の伝統プログラム事業 

１）多言語化情報発信ツールの整備 

大阪都心部から３０分という立地優位性を生かしたインバウンド対応メニューの開発。 
多言語化サイン計画を含むゾーンデザインの整備でホスピタリティーの充実を目指します。大阪まで来たなら、箕面を訪
れなくてはならない話題性の高いコア事業の検討開発をめざします。 
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事業連携検討 

情報加工・編集 

パブリシティー記事 

PR記事 

情報記事 

観光エリア 
５G対応整備 

【事業B 】 

各種ソーシャルメディア 

各種ソーシャル 
メディア 

UGC 

箕面観光戦略 

４．箕面観光の情報プラットフォームの構築 

情報プラットフォームの機能イメージ 

デジタル情報事業 

市内メディア 

観光専門 
メディア 

一般メディア 

プレスリリース 

【事業A 】 

情報集約 

事業者・団体 

事業者・団体 

運輸事業者団体 

イベント・催事事業 PR販促事業 
（地場産品開発等含む） 

印刷制作事業 旅行業 
（着地型旅行商品） 

施設管理・運営事業 

事業A 市内の魅力資源を集約、組み合わせることでより魅力の高い観光コンテンツを創出。 

事業B 新しく創り出された観光コンテンツを取り魅力的に情報発信するために加工・編集する。 
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UGC：ユーザーの手によって制作・生成されたコンテンツの総称。SNS、ブログ、動画投稿サイト、
写真共有サイト、イラスト投稿サイト、電子掲示板（BBS）、プロフィールサイト、Wiki、ソーシャ
ルブックマークなどの各種ソーシャルメディアに書き込まれたり投稿されたコンテンツや、それらに対す
る感想、レビューなどのコメントも含まれます。 

情報プラットフォームは、各事業者・団体が予定しているイベント・催事等を事前に集約し、どのように発信するか、また、
他のイベント・催事と連携したり、来訪者の回遊ルートを組み込んだりして、最大効果を得る加工発信をすることです。 
また、市内の関係メディアだけではなく、大阪都心部を含む京阪神マーケットに如何に適切に情報を発信するか、記事と
してのパブリシティー効果を生み出すかを検討し、プレスリリースの発行をするものです。 
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５．シビックプライドの構築で市民と一体となる観光ムーブメントの醸成 

箕面観光シビック・プライド 整備・発信のポイント 

下記の９つの要素がメディアとして、箕面市民とコミュニケーションツールとなり、それぞれの横の繋がりが、観光ネットワーク（連携イベント、ルート連携等）
に拡充される。 

歴史・史跡寺院等 
公共空間 

 
観光事業 
関連施設 

 

自然・環境 

メディア発信 
WEB・映像 

広域ネットワーク ビジュアル 
アイデンティティ 

全体を 
コントロールする 

情報プラットフォーム 

ツーリズム イベント・催事 
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箕面観光戦略 

観光と箕面市民が一体となるムーブメントを醸成させます。 
箕面市民の観光に対する理解と興味は、観光ホスピタリティーのみならず、新規事業の参画や、後継者対策、また、企業や団体の
理解や賛同に繋がります。 
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アクションプランへの視点案－1 

１．箕面イベントファンドの 
   立上げ 

公的資金からのみイニシャルコストを調達するのではなく、イベント等事業内容に応じてファンデイングの活用を検
討します。ファウンディングは、資金提供者が資金調達者にリターンとして何を期待するかによって、「寄付型」「購
入型」「投資型」などに分けることができる。 

タイプ 内    容 

寄付型 Donations 資金提供者が調達者に寄付 

購入型 Rewards 
民法上の売買契約に基づき、資金提供者が資金調達者に資金提供し、
物やサービスを受け取る 

貸付（融資）型 Rending 
貸金業法上の契約に基づき、資金提供者が資金調達者に対して融資し、
元本と利子（利子のない場合もある）の返済を受ける 

投資型 

ファンド形態 Royalty 
資金提供者が資金調達者と匿名組合出資契約などを締結して資金を
提供し、分配等を受ける 

株式形態 Equity 
資金提供者が資金調達者に株式等による出資により資金を提供し、配
当等を受ける 

【種類と仕組み】 
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箕面観光戦略 

２．企業版ふるさと納税 

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）は、企業が地方公共団体の地方創生の取り組みに対して寄附を 
行った場合に法人関係税を税額控除するもので、企業として地域振興やSDGsの達成などの社会貢献ができるほか、
法人税の高い軽減効果を受けられるメリットがある。 
 
■企業が寄附しやすいよう 
 ・損金算入による軽減効果に税額控除による 
   軽減効果を上乗せ 
 ・寄附額の下限は10万円と低めに設定 
■寄附企業への経済的な見返りは禁止 
■寄附額は事業の範囲内とすることが必要 

寄附額 

企業負担 
（1割） 

～R１年度 
（税額控除 
最大３割） 

R２年度～拡充 
（税額控除 
最大３割） 

通常の寄附 

損金算入 
約３割 
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アクションプランへの視点案－２ 

３．ビジュアルアイデンティティ 

観光には様々なシーンでデザインが関わっています。観光の情報を発信する様々なデザイン（観光広告・広報、
サイン、インターネット）や、地域の伝統工芸や地場産業のデザイン（プロダクトデザイン）、観光地としての建築
や街、 そして景観にいたる空間のデザイン等がある。 
デザインは地域のアイデンティティや観光としてのプライオリティを確立させるためのブランディングも観光に関わる重
要なテーマとなる。 

１）観光地や地域のアイデンティティを明確に示すブランドデザイン   
   （CI 事業、シンボルマーク、地域ブランド商標等） 
   
２）ブランディングに基づいた観光情報発信としてのグラフィックデザイン   
   （ポスター、パンフレット、インターネット、ノベルティ、パッケージ）  
  
３）景観や地域性にマッチングしたサインデザイン    
   （観光サイン、防災サイン、マップ）  
 
４）地域のシーズを活かしたお土産物・プロダクトデザイン  
   （伝統工芸、地場産業における商品開発、プロモーション、プレゼンテーション） 

【展開例】 

４．箕面検定の推進 

箕面のファンづくりの一環として、箕面の歴史や文化、観光地、特産品等に関する知識の理解度を判定するとと
もに、箕面の魅力を再発見する機会として展開している箕面検定の拡充の検討。 
 
 ・分野を分けて展開（より細分化することでマニアックな知識が必要） 
 ・子供から大人まで参加できる入門編等の開発（誰でもが参加できることで箕面ファンの入口に） 
 ・初級・中級・上級・箕面博士・・・などの設定 
 ・エンターテイメント性を盛り込んだミステリー仕立ての箕面を知る展開 …など 
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箕面観光戦略 
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箕面観光ブロックエリアの戦略重点ポイント 

観光ブロックエリアでの戦略及び重点施策の検討 

箕面市の観光戦略を検討する場合、それぞれのエリア特性に基づく、戦略を検討する必要がある。 
箕面市には、地域が歩んできた歴史や地理的条件などの特性から、５つのエリア（地域）と、 

北大阪急行線が延伸され誕生する新駅（２駅）の２つのエリアの７つのエリアに分けられます。  
戦略策定にあたり、これら7つのエリア（地域 ）の特性を生かした戦略の検討が必要であり、それらはアクションプランに繋がっていく。 

止々呂美
エリア 

箕面公園エリア 
（箕面駅周辺含む） 

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 

エリア名 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（箕面駅周辺含む）  通年集客及び新たなブランド構築のための施策 

箕面の森エリア  ツーリズムプログラムの事業化 

西国街道エリア  街道整備と魅力アップ施策 

箕面萱野駅（新駅）周辺 
 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 

箕面船場阪大前駅（新駅）周辺  健康福祉・文化芸術に沿った観光事業の展開 

東部エリア  定住拡大に向けた居住・商環境の融合と拡大 
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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 

１.「止々呂美産（もん）」ブランドの育成、強化 

箕面市止々呂美産ではなく、「止々呂美産（もん）」のブランディング戦略を進めます。 
２次３次産物を中心に展開することになるが、現在進行中の６次産業についても公民連携をより一層強化し、箕面萱野駅周辺でのパイロッ
トショップ（コーナー）展開や、ECモールでの「止々呂美もん」を纏めて発信、購買力、ブランディング強化に努める。 

２.「止々呂美の郷」の景観整備とゾーンデザイン 

止々呂美エリア全体の景観保全と育成は、止々呂美の自然（山、川、田畑）と住民のいとなみで構成される。 
止々呂美エリアの植栽、サイン、建造物等の統一のゾーンデザインをめざして、中長期ビジョンの策定が必要。 

３.「止々呂美の郷」の中核施設及びシンボルの計画 

止々呂美は交通の結束点に位置し、箕面グリーンロードの開通で、箕面中心街から短時間で「止々呂美の郷」の新たな箕面の一面が展開さ
れることになります。この郷に足を踏み入れたゾーンとしての魅力とそれを印象づける、中核施設やシンボルが効果的。 
中核施設は、道の駅のような観光物産センターを併設し、「止々呂美産（もん）」をより高付加価値で展開することも考察。 
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箕面観光ブロックエリアの戦略重点ポイント 

アクションプランへの視点案 
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箕面公園エリア（箕面駅周辺含む） 通年集客及び新たなブランド構築のための施策 

１.滝道の歩く楽しさ / 紅葉の季節だけではない四季の風情 

１）親水性や、四季の表情・変化等の歩く楽しさ 
２）老若男女問わず、優しい配慮の導き 
３）飲食物販等の絵になる風情とエリアデザイン 
４）週末ウォーキングの拡充 

３.四季のグルメ（名物）の開発 

４.「新箕面物語」で演出 
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箕面観光ブロックエリアの戦略重点ポイント 

地域の飲食店等が主体となり、地域に根付く食材や食文化（箕面に縁のある食品・飲料）等の特徴を活かした「あらたなグルメ開発」をおこなう。 
外部アドバイザーの招致や、ワークショップなどもを活用する。 
地域の飲食店等での継続提供と食による消費・滞在時間・周遊の促進をはかる。（グルメツーリズム） 

「物見遊山」的に史跡名勝を巡る「観光」ではなく、地域を訪れ、そこにある「物語」を味わいながら様々な体験を提供するコンテンツツーリズムを推進。
地域にはその土地に根ざした生活の知恵や価値観が様々な形で受け継がれ、そして常に生み出される。そうした地域の文化はそこに住む人々に生
活の豊かさや楽しみ、地域への誇りを与えてくれる。そうした地域資源を効果的に活用した箕面の新しい物語を創出し、「新箕面物語」として発信。 

２.既存建物・遊休地等を活用したエリアの活性化 

既存建物・遊休地などの史財を活かした観光・レジャーと拠点なる施設の整備によるエリアの活性化施策の検討。 
合わせて、後継者・サブリース等の新たな事業者マッチングシステムの整備が重要。 

アクションプランへの視点案 
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箕面の森エリア ツーリズムプログラムの事業化 

１.健康・未病をテーマとしたツーリズム開発と整備 

２.アクティブツーリズム 
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箕面観光ブロックエリアの戦略重点ポイント 

観光という楽しみの中で、健康の回復や健康増進を図るとともに、その観光をきっかけに健康へのリスクを軽減することができるウェルネスツーリズ
ムの開発の検討。 
ウェルネスツーリズムは、「旅をきっかけに健康になる・健康を意識する」というもので、「旅（観光/レジャー）」を日常とは違う行動変容の場として
体験することで、予防という観点で、健康的な日常生活を手に入れる。 

地域資源を健康や観光の双方に活かすウェルネスツーリズムは地域ヘルスケアビジネスとして地方創生の観点から、取組みや需要が飛躍
的に高まってきています。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大を受け、世界中の人々の意識は大きく変化していきま
した。健康、観光・旅行分野においても、質の高い衛生管理が求められるようになってきています。 

【参考】 

郷土の史財を有機化するべく、他地域の類似施設の施策も参考としながら観光誘客を基本に地域の活性化を目的とした拠点整備をおこなう。 
 
アクティブツーリズムをウェルネスの一環と捉えるならば、食事（場所）、トイレ、温浴（汗を流し疲労を回復）施設の整備が重要。 
快適な施設整備で来訪者を拡大できる。 
 
来訪者がフォトスポットとして利用できるインスタ映えするスポット等の整備を検討。 
SNS等での箕面の魅力拡散施策についても検討する。 

アクションプランへの視点案 



公民連携箕面観光戦略会議 第２回策定部会 検討資料 

西国街道エリア 日本遺産登録を考慮した街道整備と魅力アップ施策 

１.日本遺産をめざし、近隣町村と連携し西国街道の物語を完成する。 

２.箕面市内の街道の拠点を確定し、様々なアクセスに対応する整備を進める 

３.情報提供に於ける新たなシステムを検討する。（５G、６G対応） 
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箕面の市街地を東西に横断する西国街道。京都から西国（下関・九州）へ至る西国街道は、参勤交代や西国巡礼の人々でにぎわった重
要な道です。箕面市内は国道171号に沿うように走っており、昔の面影が残る街並みは歴史に触れることができる。 
この西国街道を活用した「魅力づくり」「物語づくり」を推進する。 

箕面観光ブロックエリアの戦略重点ポイント 

MaaSへ向けた第一歩として、二次交通の拠点を目指します。 
レンタサイクル、周遊バス、おもてなしタクシー、レンタカーなどの情報提供や周辺駐車場連携などを通じて、サービスの向上に繋げる。 
 
※MaaS：バス、電車、タクシーからライドシェア、シェアサイクルといったあらゆる公共交通機関を、ITを用いてシームレスに結びつけ、人々が効 
             率よく、かつ便利に使えるようにするシステム。    

情報発信については後述。 

アクションプランへの視点案 
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箕面萱野駅（新駅）周辺 箕面観光の新たな拠点としての展開 

１.箕面観光の活動拠点としての整備（ビジターセンターの整備） 

２.箕面特産品・グルメの発信拠点 
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新しく誕生する新駅（箕面萱野駅）に、新たな箕面観光の拠点となるべく、多様で多彩な体験機会の創出と、「地域住民と観光客」や「観
光客相互間」の生活の共有化によるこころの交流を促進するビジターセンターの整備を行います。ビジターセンターは、単に観光客のためのものだ
けではなく、地元の人々が使える場、全国に向けて自慢できる場であることこそ、その目的を達成できる良い施設であると考える。 
 
箕面観光のゲートウェイとして、地域の観光情報を一元化するとともに、より効果的に発信・体感していただくことで、各エリアへの周遊を促す。 

「仕掛けづくり」「場づくり」「機会づくり」の基盤となる施設として、また一方では、地域の魅力を内外に発信し、地域住民の自信とプライドの助力

とするとともに、高レベルのイメージを発信し、来訪者の質を高める施設として機能させることを検討。 

旅行スタイルが個人旅行に移行し、旅行者からの多様なニーズにきめ細かく
応えることが必要。 

1 

モノ消費からコト消費へ旅行動態が変化する中で、最新かつ深い観光情報
の発信及びサービスの質の向上が必要。 

2 

観光案内所が地域内の交流拠点となり、地域内での存在価値を高めること
が必要。 

3 

ホスピタリティ向上による、より高い顧客満足の獲得 

先進機能を取り入れた新しい情報提供と、より魅力的な
観光サービス 

地域の参画・共生と地域内外の回遊性の向上 

箕面観光ブロックエリアの戦略重点ポイント 

前述のビジターセンター内において、地域産品をはじめグルメ情報等の発信をする。 
（特産品や土産品等については販売も検討） 
 
地域定住化促進（地域コミュニティの促進） ＊シェアカフェ展開 
シェアカフェは、曜日ごとに飲食スペースをレンタルする形式で、今後地域で開業したいと考えている方々を対象に、店舗運営をしながら、資金調
達、営業戦略、会計など、開業までを支援。また、地域の特産品の販売、地域の情報収集・共有できるアンテナショップ的役割も担います。 
地域で起業（移住）したい人を中心に、実際店舗を運営しながらリアルなシミュレーションをし、安心して移住＆起業をしていただく、移住＆起
業促進事業とする他、地域の情報収集や共有、地域活性の場を提供します。 

アクションプランへの視点案 
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箕面船場阪大前駅（新駅）周辺 健康福祉・文化芸術に沿った観光事業の展開 

１.スポーツ・健康をテーマとした新しい観光融合機能 

２.文化・学習体験プログラム / 文化・学習イベント・催事の開発 
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箕面観光ブロックエリアの戦略重点ポイント 

文化芸術に触れる機会を創出し、誰もが気軽に文化・芸術等に親しむことができる機会の創出することで、市民の心の豊かさを育み、文化度の
向上を図るとともに、地域の歴史や文化を学びながら観光を楽しむことができるツアーの開発。 
また、箕面の素晴らしい自然・歴史・文化を生かした、教育旅行プログラムの開発も検討。 
 
  ・地域が有する文化を体験できるワークショップ 
  ・地域の歴史・文化を知る語り部とめぐる箕面観光 
  ・健康プログラムを組み込んだワークショップやヘルスツーリズム 
  ・地域文化・芸術等をテーマとしたイベントの開発 
  ・地域の歴史をや文化をはじめ、様々な分野の学びができる学習イベントの開発（地元大学との連携） 
 
※観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の関連分野等、様々な分野の施策との連携を図り、 地域の活性化に繋げる。  

「自然とのふれあい」「文化交流」「フィジカルなアクティブティ」の３つを柱としたアドベンチャー＆ウェルネスツーリズムを検討する。 
アドベンチャー＆ウェルネスツーリズムは下記の５つの要素を満たすツーリズムとして世界的な風潮。 
（地元大学との連携も念頭に計画を検討） 

①今までにないユニークな体験…他の場所では味わえない体験ができる。 
②自己改革……………………  体験を通じて、自らの成長・変化を感じることができる。 
③健康…………………………  心身ともに健康になった感覚を得ることができる。 
④挑戦…………………………  身体的・心理的、様々な意味での「挑戦」の要素がある。 
⑤ローインパクト…………………体験にあたって自然や文化への影響が抑えられている。 

アクションプランへの視点案 
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東部エリア 定住拡大に向けた居住・商環境の融合と拡大 

■お洒落な大人の街としての情報発信 
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東部エリアは、人気の飲食店やおしゃれなセレクトショップが集まった高級感漂う明るいまちであることから、その特色を活かした「お洒落な大人の街」と
しての情報発信を行う。 
 
＊インターナショナルスクールが近くにあり、外国人が多い国際色豊かなまちでもある。 

箕面観光ブロックエリアの戦略重点ポイント 

アクションプランへの視点案 
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【これまでの観光】 

一定のエリア内に長期的に滞在する「厳選消費」へ。 

観光地とともに観光客も価値を生み出す「価値共創」へ。 

with＆afterコロナ時代のニューノーマルな旅のキーワード 

【アフターコロナーの旅行者ニーズ】 

開 放 的 少 人 数 滞在型 清   潔 

観光におけるＤＸの更なる推進 

空間的マッチング 時間的マッチング 

・需要を分散化するマーケティング（国内外＆多元テーマ化） 
・エリアの混雑状況の遠隔での見える化（ﾘｱﾙﾀｲﾑﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ/可視化） 
・旅行前のバーチャルツアーの提供（ＶＲ等） 
・観光客の嗜好に合わせたツアープランニング・アレンジ 
・遠隔からの問い合わせ対応（多言語対応） 

・事前の需要把握とサービス提供の最適化 
・ツーリズム体験のパッケージ化 
・SNS等を通じた観光客との時間差ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 
・ワーケーションにおけるe-Learning 

※NTTデータ経営研究所作成資料を抜粋・編集 

 地域の魅力や安全・安心の情
報を顧客にダイレクトに伝える情
報発信。 
 

 ｵﾝﾗｲﾝ配信による事前学習等。 
 

 旅行者は事前に健康ﾁｪｯｸ。 

旅マエ 

 SNS等を活用し旅で得た価値
を広く共有。UGC 
 

 レビューベース発信で顧客満足
度を上げてリピーター獲得へ。 

学びでライフスタイルをデザインする「過ごし旅」 
 五感と好奇心を刺激する学び・体験が主眼の観光 
 都会の喧騒から離れてリゾートテレワーク 
 

デジタル技術で快適な行動をサポート 
 混雑を避けてスムーズで快適な旅を。 
 「もっと知りたい」 新たなコンテンツを造成。 

旅アト 旅ナカ 

全体  DX時代の観光に対応するソフト・ハード戦略 

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
ハードの整備。情報プラットフォームの検討。 

不特定多数の短期的な来訪 
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第１回策定部会でのご意見に関して 

委員様からの主なご意見 

１．「観光資源の保全」が持続可能な観光になるという視点で重要。 
   ご意見の通り箕面の４分の３を占める森林が箕面にもたらす恩恵は多大なものだと理解しています。 
   箕面の観光事業者・団体だけではなく、市民も含め持続可能な観光事業とくらしを実現するために、 
   これらの山林保全の重要性を広く啓蒙・理解する取り組みからはじまると考えます。 
   観光戦略で「活用」だけでなく「保全」に関して触れていきます。 
  
２．箕面の森エリアに於いて、「健康」という切り口で深掘してはどうか。 
   新緑カーニバルで森林ヨガ箕面国定公園トレッキングを取り入れたところ大好評でした。ウォーキング、ヨガ、 
   トレッキング森林セラピーなどを広く「アクティビティツーリズム」と捉え、観光客のみならず市民もターゲットにして、 
   健康寿命の延伸を意識した取り組みを引き続き展開します。戦略においてはP17に記載しました。 
    
３．箕面検定の強化推奨をお願いしたい。 
   箕面市民も含めたシビックプライドの醸成が大切だと考えます。その手法については箕面検定だけでなく様々なアプローチを一緒に 
   考えていけたらと思います。 
 
４．日本文化の体験（浴衣・着物・人力車等）・昭和の疑似体験を実施したらどうか？ 
   この後、戦略に基づくアクションプランいわゆるコンテンツを作っていく際にいかしていきたい視点だと考えます。 
 
５．若いカップルをターゲットにした戦略を考えていってはどうか。 
   P2箕面観光の目的 目的３にまさしく合致するご意見です。戦略に基づくアクションプランを作っていく際にいかしていきたい視点だと考えます。 
 
6．郷土資料館の場所と運営或は、誘導サイン等の再考 
   滝道に来た観光客を駅南の商店街に回遊させるために重要な施設であると考えています。 
   観光マップ掲載時に強調したり、広報の機会を増やしていきたいと考えます。 
 
７．食とその土地の文化・美意識等を提供することが重要だと考えている。 
   ガストロノミーの展開をベースに、グルメツーリングが重要だと思われます。 
   それぞれのエリアでの協働が大きな発信に繋がっていく。それを推進する仕組みを考察します。 
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第１回策定部会でのご意見に関して 

８．滝道の遊休施設はない。高齢化で住居となっている。借り手の斡旋等の仕組みを提案して欲しい。 
   令和元年に箕面市と箕面FMまちそだて株式会社で滝道の空き店舗対策、魅力向上を目的としたサブリース事業に関する 
   スキームができています。令和3年度にはこのスキームを活用し、テイクアウト・イートインできる店舗「YUZUYA別邸」が 
   オープンしています。今後は滝道の空き店舗情報をタイムリーに収集し、空き店舗と魅力的な出店者のマッチングを 
   おこなっていくようです。戦略においてはP1６に追記しました。 
 
９．箕面の紅葉は場所によって見ごろの時期が異なる。観光客へタイミング良く情報発信できるシステムがあればよい。 
   着地でしかわかりえない情報は非常に有用であると考えています。twitterなどのSNSを活用したタイムリーな情報発信ができないか 
   一緒に検討していきたいと考えます。 
 
10. 観光と商業の一体化の視点が必要。周辺の商店街も一体として考えられないか？ 
   観光と商業は一体化であるべきと考えます。戦略P14P16「箕面公園エリア」に（箕面駅周辺を含む）を追記し一体的な戦略を 
   考えます。また、戦略に基づくアクションプランを作っていく際にいかしていきたい視点だと考えます。 
 
11.  夜の滝道の活性化の視点も必要。魅力的なテナントの誘致も視野に夜の時間帯の観光活性化の検討も。 
   消費単価の高い夜の観光は日本人向けのみならず、インバウンド対応においても重要な視点と考えます。戦略P7P8に 
   追記しています。また、戦略に基づくアクションプランを作っていく際にいかしていきたい視点だと考えています。 
 
12.  TV番組にもなっている体験型の滞在がこれから求められる。 
   様々な体験観光が注目を浴びていますが、箕面の各エリアにあった体験ツーリズムを構築します。戦略に基づくアクションプランを 
   作っていく際にいかしていきたい視点だと考えます。 
 
13.  何かに取り組んでる姿勢の発信で、外部の方々が感じて頂ければ、サポータが集まり実現に向かうことがある。 
   ご意見の通りと考えます。このアクションプランを考える時にも皆で企画を作り上げる場を設け、サポーターを増やす姿勢を  
   大切にしていきます。 
 
14. 西国街道は街道全てをブランディングすることで街道の事業者・団体・住民が目指すべき方向を理解しブランディングに近づく。 
   箕面市も歴史街道推進協議会事業等を通して、西国街道のブランディングを考慮しています。西国街道関連市町村とも連携しなが 
   ら、西国街道のブランディングの方向性を見据えていきます。 
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委員様からの主なご意見 



アクションプランの検討 
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アクションプランの考え方（案） 

戦略とアクションプランの関係 

戦略の重点ポイントに於いて、実施に取り掛かる優先度の上位で構成される。 

アクションプランの視点（案） 

１．現状のイベント催事の情報を集約し、ターゲットへ適切に発信する。 

 

２．現状のイベント催事を複数繋ぐことにより、1×１→５の効果を生む事業に進化させる。 

   また、イベント催事のブロックを繋ぐルート化によって、箕面市の全域を効率・効果的に回遊させることで 

   滞在時間の向上、消費額の拡大を目指す。 

 

３．箕面観光戦略が箕面市のまちづくりに繋がるために、観光事業者・団体だけではなく、箕面市民も参画できるしくみを 

   取り入れ、市内外の発信力を高める。 

 

４．ブロックエリアに於いて、箕面観光のコアである箕面公園（箕面駅周辺含む）を中心とするアクションプランを 

   提案整備する。 

 

５．その他ブロックエリアの戦略重点ポイントに関しては、中長期を見据えて引き続き地元住民、関係者での検討を 

   スタートさせ、継続するものとする。 
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ブロックエリア戦略（仮説） 

西国街道エリア 箕面の森エリア 
箕面公園エリア 

（箕面駅周辺含む） 
止々呂美エリア 東部エリア 

箕面船場 
阪大前駅周辺 箕面萱野駅周辺 

止々呂美エリアの 
ポテンシャルの 
向上と発信 

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・ 
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 

各エリアの重点テーマ 

Priority 

アクションプラン検討及び展開に向けたプライオリティ 

 現在の箕面市観光の中心ともいえる箕面公園エリア（箕面駅周辺含む）の更なる集客を目指すアクション 

 効率・効果的に集客効果を得るためのアクション 

 持続可能な観光を目指すアクション（サスティナブルツーリズム） 

 各ブロックのへの集客と、各ブロック間の回遊促進を実現し、更なる集客を目指すためのアクション 

 シビックプライド向上のためのアクション 

アクションプランの検討 

箕面公園エリア（箕面駅周辺含む）を中心とした 
新たな観光コンテンツの開発・整備 

情報発信・プロモーション施策の 
開発・整備 
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箕面公園エリア 
（箕面駅周辺含む）を中心とした 
新たな観光コンテンツの開発・整備 

アクションプランの検討 

新たな観光開発/ルート開発 
（サスティナブル/ウェルネス/アドベンチャー） 

体験施策（体験施設） 
イベント 

お土産・ブランド開発 
ナイトタイムエコノミー 
（インバウンド施策） 

食・グルメ 

情報発信・プロモーション 

交通・アクセス 
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★ターゲット設定 
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アクションプランの検討 

情報発信・プロモーション施策の開発・整備 （情報プラットフォームの整備） 

《観光資源の登録》 

観光スポット 
/歴史・文化 

観光施設 
体験施設 

イベント・祭 食・グルメ 
お土産 

ショッピング 
宿泊・交通 

登録された観光情報の整備（整理） 事業連携等の検討 
（新たな観光コンテンツ開発） 

観光コンテンツの効果的な情報発信に向けた加工・編集 

《アウトプット》 

観光アプリ開発 
プロモーション 
（イベント） 

PRツール 
（デジタル以外） 

DX 
HP・SNS 

ビジターセンター 広告媒体 
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