
中心市街地活性化基本計画　事業実績一覧

令和2年度の取組内容 今後のスケジュール等

4-1 JR高槻駅北駅前広場の整備（都）高槻駅前線 高槻市 H26 ～ R4 用地補償、物件補償、実施設計を行った。

令和３年度　用地買収、物件補償、整備工事

令和４年度　整備工事 40%

【（都）古曽部天神線】

平成２９年度　事業完了 100%

【（市）西国街道線】

令和元年度　事業完了 100%

4-3 商店街の舗装整備（芥川商店街） 芥川商店街事業協同組合 H30 ～ R2

工事発注の予定だったが、新型コロナウイルス感染症

の影響により工事の発注には至らなかった。

令和３年度　新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しながら地元調整を行う

令和４年度　工事発注 15%

4-4 商店街への動線強化 芥川商店街事業協同組合 H29 ～ H30

イベント開催時におけるのぼりの設置等、動線の強化を

検討した。 引き続き、動線の強化に向けて検討・実施する。 5%

4-5 安満遺跡公園整備事業

高槻市

（独）都市再生機構 H24 ～ R2

防災事業エリア

二次開園エリアの公園施設の整備工事を予定通り完成

した。

史跡事業エリア

公園・電気・植栽工事を予定通り完成した。

歴史拠点施設については改修工事を完了し、展示館・

本館において建物竣工後に展示工事を施工、予定通り

完成した。

以上を受け、令和３年３月に全面開園した。 100%

4-6 商業施設を含む駅前のあり方研究（グリーンプラザ１～３号館） 地権者、民間事業者 H28 ～ 平成２９年度　事業完了 100%

4-7

高槻城公園へのアクセスルートの整備

（市）大手八幡線

（市）紺屋町城北線 高槻市 H30 R8 関係機関と協議を行った。

令和３年度　　用地買収、物件補償、業務委託等

令和４年度　　支障移設工事等

令和５年度～　工事等 5%

4-8 （都）高槻駅緑町線の整備 高槻市 H27 ～ R4 用地補償、物件補償、整備工事、全線供用を行った。 令和３年度　用地買収、整備工事 89%

4-9 （府）伏見柳谷高槻線の整備 大阪府 H28 ～ H29平成２９年度　事業完了 100%

4-11 阪急高槻市駅北駅前広場のバリアフリー化 高槻市 H28 ～ H29平成２９年度　事業完了 100%

4-12 民間事業者による駐輪場整備 たかつき中通り本通り商業振興会 H29 ～

中心市街地における駐輪場の需要等について再度検

討した。 中心市街地における駐輪場の需要等について再度調査・検討する。 5%

4-13 高槻城公園整備事業 高槻市 H28 ～ R8

中央エリアの修正設計を完了し、大阪府への国庫補助

金の申請を行った。

令和３年度　中央エリア公園整備工事

令和４年度　中央エリア公園整備工事

令和５年度　北エリア実施設計
50%

4-14 松原公園の改修事業 高槻市 H27 ～ H31平成３０年度事業完了 100%

4-15 商店街による街路灯の再整備（阪急高槻駅南駅前通り） 阪急高槻南駅前通り商業振興会 H29 ～ R3

街路灯（水銀灯）のLED化に向けて、協議・調整を行っ

た。 街路灯（水銀灯）のLED化を実施する。 75%

4-17 自転車駐輪環境の向上

高槻市

民間事業者 H28 ～

駐輪場マップの配布を行ったほか、短時間利用に対応

した駐輪スペースの設置に向けた検討を継続。また、

ホームページによる違法駐輪啓発強化（啓発ツールを

ホームページ上に公開）や、放置自転車が集中するエリ

アに対する街頭警備の強化を行った。

駐輪場マップの配布やホームページによる啓発、放置自転車が集中するエリアに対する街

頭警備を継続して実施する。また、短時間利用に対応した駐輪スペースの設置に向けた関

係機関との協議を開始予定。 60%

4-18 自転車通行空間の整備 高槻市 H27 ～

「たかつき自転車まちづくり実行計画」に基づき、自転車

通行空間の整備を行った。 「たかつき自転車まちづくり実行計画」に基づき、自転車通行空間の整備を行う。 20%

4-19 安全・快適な歩行空間の実現に向けた啓発事業 高槻市 H22 ～

新デザイン路面標示シート及び新デザイン啓発ポスター

を作成・掲出し、路面標示シートの追加設置を行った。

また、関西大学への職員出前講座を実施した。

追加設置場所の検討及び設置、新デザイン路面標示シート及び啓発ポスター掲出の効果検

証、交通安全教室（職員出前講座を含む）における放置自転車への教育を実施する。 70%

5-1 「高槻子ども未来館」の整備事業 高槻市 H25 ～ H30平成３０年度　事業完了 100%

5-2 子育て総合支援センター運営 高槻市 R1 ～ R4

令和元年度より高槻子ども未来館と連携して、子育て総

合支援センターにて離乳食講座（もぐもぐ教室）を５回実

施した。

継続してもぐもぐ教室を実施するとともに、来館者に対して安満遺跡公園及び高槻子ども未

来館の利用にかかる周知に努める。 50%

5-3 子育て中の就労支援

高槻市

ハローワーク H28 ～

ハローワークマザーズコーナーの周知を図った他、ハ

ローワークと連携したイベントを行った。 引き続きハローワークと連携し、中心市街地に来訪する機会を創出する。 67%

5-4 大学による教育研究・医療高度化事業 学校法人大阪医科薬科大学 H16 ～ R1 A棟の建築工事に着手した。

令和４年度　A棟完成予定

令和５年度　B棟着工予定

令和７年度　B棟完成予定 50%

5-5 市民会館建替事業 高槻市 H28 ～ R4

新施設設置条例の制定及び指定管理者の選定を実施

した。

新施設大ホール、小ホールのネーミングライツパート

ナーを決定した。

プレイベント・開館記念事業等を検討した。

寄付受付を実施した。

施設名称を「高槻城公園　芸術文化劇場」へ改称した。

令和３年度　寄付受付、プレイベント・開館記念事業等の検討、高槻城公園　芸術文化劇場

ロゴ募集

　　　　　　　　飲食事業者選定、緞帳等備品の発注、高槻城公園　芸術文化劇場の受付開始

令和４年度　高槻城公園　芸術文化劇場開館

令和５年度　現市民会館解体撤去 31%

資料３－２

実施主体 事業期間番号 事業名

R2進捗

進捗率

4-2 （都）古曽部天神線、（市）西国街道線の整備

高槻市

H21 ～
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5-6 歴史・文化施設間の連携による集客性向上事業 高槻市 H29 ～

新施設設置条例の制定及び指定管理者の選定を実施

した。

新施設大ホール、小ホールのネーミングライツパート

ナーを決定した。

プレイベント・開館記念事業等を検討した。

寄付受付を実施した。

施設名称を「高槻城公園　芸術文化劇場」へ改称した。

令和３年度　寄付受付、プレイベント・開館記念事業等の検討、高槻城公園　芸術文化劇場

ロゴ募集

　　　　　　　　飲食事業者選定、緞帳等備品の発注、高槻城公園　芸術文化劇場の受付開始

令和４年度　高槻城公園　芸術文化劇場開館

令和５年度　現市民会館解体撤去 31%

6-1 サービス付き高齢者向け住宅の供給推進 高槻市 H21 ～

市内全域を対象にサービス付き高齢者向け住宅の登録

事務を実施した。（令和２年度登録件数：１棟４０戸） 引き続き、市内全域を対象にサービス付き高齢者向け住宅の登録事務を実施する。 67%

6-2 ３世代ファミリー定住支援事業 高槻市 H25 ～

親世帯と子育て世帯を同居または近居に導く補助制度

を実施し、９０件支援を行った。 制度の実施・見直しも含め、検討を行う。 67%

6-3 中心市街地へのまちなか居住推進施策の推進 高槻市 H22 ～

マイホーム借上げ制度に関する説明会及び個別相談会

を実施し、説明会に１２名、相談会に４世帯の参加が

あった。 来年度以降も引き続き、説明会及び相談会を実施する。 67%

6-4 防犯カメラの設置支援 高槻市 H28 ～ 自治会等に防犯カメラ設置費を補助した。 引き続き、自治会等防犯カメラ設置費補助金事業を実施する。 67%

6-5 良好な景観の形成 高槻市 H21 ～

景観賞の実施を契機とした市民意識の醸成を図る取組

として、表彰作品を巡る「たかつき景観まち歩きMAP」を

作成した。

「たかつき景観まち歩きMAP」の配布や景観写真展を通じて更なる市民意識の醸成を図ると

ともに、風格と趣のあるまちなみの形成に向け、良好な景観資源の保全等について検討す

る。 -

7-1 空き店舗リノベーション事業 芥川商店街事業協同組合 H29 ～ リノベーションに適した物件の検討を行った。 引き続き、リノベーションに適した物件の検討を行う。 10%

7-2 商店街による遊休地活用（芥川商店街周辺） 芥川商店街事業協同組合 H21 ～

新型コロナウイルス感染防止のため、遊休地を活用した

イベントは実施しなかった。

新型コロナウイルス感染症の終息後を見据え、遊休地を活用した集客に繋がる取組を継続

する。 50%

7-3 天神まつりの開催 高槻北部商業連合会 S52 ～

新型コロナウイルス感染防止のため、天神まつりの開

催は中止とした。

新型コロナウイルス感染症の終息後を見据え、引き続き、地域が主体となって天神まつりを

実施する。 50%

7-4 日之出町土曜市の開催

芥川商店街事業協同組合

日之出町土曜市実行委員会 H25 ～

日之出町土曜市を３回実施し、来街者の誘引に取り組

んだ。また、3回目については、芥川商店街７０周年記念

イベントと同時開催し、集客の増加を図った。 定例のイベントとして継続実施し、来街者の増加に取り組む。 67%

7-5 高槻ミューズキャンパス祭の開催

学校法人関西大学

高槻市 H27 ～

６月開催予定だったが、新型コロナウイルス感染防止の

ため中止とした。

引き続き、関西大学高槻ミューズキャンパスにおいて市内飲食店等とも連携した学園祭を開

催し、大学の認知を高めると共に来街者の増加を図る。（令和３年度は新型コロナウイルス

感染防止のため中止） 40%

7-6 地域資源を活用した集客事業（高槻阪急）

高槻阪急

高槻商工会議所 H25 ～

高槻にゆかりのある歌手や店舗、事業所などを集める

イベント「たかつき北摂界隈マルシェ」の開催に向けて企

画を行った。 たかつき北摂界隈マルシェを開催する。 50%

7-7 公園でのイベントの開催

民間事業者

高槻市 R1 ～

安満遺跡公園において、指定管理者や他団体による多

彩なイベントを実施または誘致した。

また、令和３年３月の全面開園当日に、市主催の記念

式典を実施した。 100%

7-8 公園での市民によるプログラムやイベントの展開 市民 R1 ～

安満遺跡公園で、安満人倶楽部が本格的なプログラム

やイベントを展開した。また、他の市民団体によるイベン

トも実施した。

引き続き、安満遺跡公園で、安満人倶楽部が本格的なプログラムやイベントを展開した。ま

た、他の市民団体によるイベントも実施した。 90%

7-9 民間活力による公園の魅力向上 民間事業者 R1 ～

安満遺跡公園が令和３年３月に全面開園し、東エリアで

４店舗の営業を開始した。 民間公募による指定管理や民間店舗による魅力的なサービスを展開する。 90%

7-10 商店街と百貨店の連携による集客事業

松坂屋高槻店

高槻センター街商店街振興組合 H22 ～

高槻センター街と松坂屋高槻店が連携し、歳末イベント

の広報でチラシを共同発行した。 広報や企画において、引き続き事業者間の連携を図る。 67%

7-11 たかつき創業塾の開催

高槻商工会議所

高槻市 H25 ～

高槻商工会議所と共催でたかつき創業塾を開催し、受

講した１０名が創業、内３名が中心市街地区域に出店し

た。 今後も継続して、たかつき創業塾を開催し、市内における創業を促す。 67%

7-12 民間事業者による複合施設整備事業 民間事業者 H29 ～ R3

整備の実施に向けて、事業者や地権者等の当事者にお

いて協議が進められた。 事業の実施に向けて検討を進める。 5%

7-13 TAKATSUKI唄まきstatioNの開催 TAKATSUKI唄まきstatioN H21 ～

阪急高槻市駅高架下広場で毎月1回音楽イベントを開

催する予定だったが、新型コロナウイルス感染防止のた

め中止とした。

阪急高槻市駅高架下広場で毎月1回音楽イベントを開催する。

安満遺跡公園等の新たな集客拠点も活用し、中心市街地での継続的活動を行う。 50%

7-14 たかつき産業フェスタの開催

高槻市

高槻商工会議所 H26 ～

市内産業のＰＲイベントを実施のため準備を進めていた

が、新型コロナウイルス感染防止のため中止とした。

産業ＰＲの効果を高めるため集客力・発信力のあるイベントを継続し、中心市街地への来街

機会の増加に寄与する。 50%

7-15 高槻商工会議所70周年記念事業開催事業 高槻商工会議所 H29 平成29年度事業完了 100%

7-16 高槻城公園　芸術文化劇場を活用した市民交流事業 民間事業者 R4 ～

新施設設置条例の制定及び指定管理者の選定を実施

した。

新施設大ホール、小ホールのネーミングライツパート

ナーを決定した。

プレイベント・開館記念事業等を検討した。

寄付受付を実施した。

施設名称を「高槻城公園　芸術文化劇場」へ改称した。

令和３年度　寄付受付、プレイベント・開館記念事業等の検討、高槻城公園　芸術文化劇場

ロゴ募集

　　　　　　　　飲食事業者選定、緞帳等備品の発注、高槻城公園　芸術文化劇場の受付開始

令和４年度　高槻城公園　芸術文化劇場開館

令和５年度　現市民会館解体撤去 31%

7-17 中心市街地におけるイベント情報発信事業（高槻城公園等） 高槻市中心市街地活性化協議会 R1 ～

高槻城公園等や商店街などの拠点において、相互に情

報発信できる方法を検討した。

引き続き、高槻城公園等や商店街などの拠点において、相互に情報発信できる方法を検討

する。 5%

7-18 商業者と音楽グループの連携事業 TAKATSUKI唄まきstatioN H28 ～

イベント時における店舗PRなどの事業者連携を検討し

た。

TAKATSUKI唄まきstatioNが行う毎月のイベントと、商業施設や集客拠点との連携機会を増

やし、購買機会の増加につなげる。 10%



中心市街地活性化基本計画　事業実績一覧

令和2年度の取組内容 今後のスケジュール等

資料３－２

実施主体 事業期間番号 事業名

R2進捗

進捗率

7-19 たかつき活性化塾の開催 高槻市中心市街地活性化協議会 H28 ～

芥川商店街でクイズラリーイベントを開催し、消費者が

商店街店舗を知る機会を創出した。また、商店街を含め

たエリアマップを作成し、周知活動を行った。（令和元年

度事業完了） 100%

7-20 魅力ある個店への出店支援 高槻市 H22 ～

集客性・話題性の見込める店舗の出店を１件支援し、商

業地としての中心市街地の魅力向上に寄与した。 新たな店舗の出店を支援し、商業地としての中心市街地の魅力向上を図る。 42%

7-21 空き店舗等情報ストックバンク事業 高槻都市開発株式会社、各商店街 H29 ～ 実施に向けて検討を行った。 関係機関と連携し、情報管理と発信の体制づくりに向けて協議を進める。 10%

7-22 市民フェスタ高槻まつりの開催 高槻まつり振興会 S45 ～

第５１回となる市民フェスタ高槻まつりは新型コロナウイ

ルス感染防止のため中止としたが、過去の高槻まつりを

振り返る特別番組「高槻まつり２０２０　今年はおうちで

高槻まつり」をケーブルテレビにて放映した。（８月２２

日、２３日） 第５２回市民フェスタ高槻まつりを実施予定（８月７日、８日） 67%

7-23 たかつきアート博覧会の開催 たかつきアート博覧会実行委員会 H13 ～

高槻センター街に巨大絵画を飾った他、ギャラリー合同

企画展を行い、中心市街地の活性化に繋がるイベントを

1か月に渡って実施した。 ＪＲ高槻駅及び阪急高槻市駅周辺を基点に、地域と連携したアートイベントを実施する。 67%

7-24 高槻ジャズストリートの開催 高槻ジャズストリート実行委員会 H11 ～

第２２回高槻ジャズストリートは新型コロナウイルス感染

防止のため中止としたが、次年度の開催に向けて準備

に着手した。

令和３年度　第２３回高槻ジャズストリートを開催予定

令和４年度　第２４回高槻ジャズストリートを開催予定 50%

7-25 たかつきバルの開催 たかつきバル実行委員会 H25 ～

新型コロナウイルス感染防止のため、バルイベントは中

止とした。 中心市街地の飲食店のＰＲとともに、来街者の増加に繋がるイベントを実施する。 50%

7-26 商店街のイベント開催 各商店街 H13 ～

商店街等が行うスタンプラリーなどの地域イベントを支

援し、来街者の増加を図った。 引き続き、商店街等が行う地域の賑わい創出につながるイベントを支援する。 67%

7-27 宿泊施設（ホテル）の誘致事業 高槻市 H28 ～ R4 平成３０年度事業完了 100%

7-28 中心市街地まちあるき事業

（公社）高槻市観光協会

高槻所商工会議所

高槻市 H28 ～ R4

体験交流型観光イベント「オープンたかつき」を実施し、

商店等が体験イベントの提供者となるプログラムを設

け、中心市街地への来街を促した。

引き続き、「オープンたかつき」を実施し、来街機会を創出するとともに、まちのPRに取り組

む。 67%

7-29 中心市街地マップの作成 高槻市中心市街地活性化協議会 H29 ～

中心市街地において、芥川商店街を中心としたエリア

マップを２種類作成し、周知活動を行った。（令和元年度

事業完了） 100%

7-30 ご当地グルメを活用した魅力発信 高槻うどんギョーザの会 H28 ～

新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりご当地グ

ルメ関連のイベントは中止となったが、高槻うどんギョー

ザに係るテレビ取材への協力を通じて街の魅力のPRを

行った。また、ふるさと納税制度の返礼品として登録さ

れている高槻うどんギョーザについて、新たに寄付申込

サイトを複数活用し、積極的なPRを図った。

引き続き、高槻うどんギョーザの会の加盟店増加に向けた勧誘を行うと共に、新型コロナウ

イルス感染症の状況を見ながら、まちおこしイベントへの参加を行うなど、来街者の増加を

図る。 67%

7-31 特産品開発事業 たかつきバル実行委員会 H29 ～

新型コロナウイルス感染症の影響により食べ歩きイベン

トは中止となったが、高槻商工会議所が主催する「たか

つき土産認定制度」により、新たに２事業所から３品目

がたかつき土産として認定された。また、市バスの広告

を活用した事業のPRを行った。 引き続き市内飲食店や企業等と連携した新たな特産品の開発を支援・促進する。 67%

7-32 運転免許証自主返納制度を活用した商店街振興 高槻中心市街地活性化協議会 H29 ～ 平成３０年度事業完了 100%

7-33 中心市街地活性化協議会運営支援事業

高槻中心市街地活性化協議会

高槻市 H21 ～

中心市街地活性化に向け、中心市街地活性化協議会を

書面にて開催した。（新型コロナウイルス感染防止のた

め） 協議会の開催を支援するとともに、中心市街地の活性化に取り組むための研修等を行う。 67%

7-34 エリアマネジメント機能の強化 高槻都市開発株式会社 H29 ～ R3

まちづくり会社としての機能強化について検討を行っ

た。

安全で快適かつ魅力ある中心市街地のまちづくりを進めるため、まちづくり会社の機能強化

を図る。 10%

7-35 各種イベントと商業の連動促進 高槻中心市街地活性化協議会 H28 ～

たかつきアート博覧会において、専門家を派遣して課題

の整理と今後のアート博覧会のコンセプトを再確認し、

今後の事業運営についてビジョンの策定を行った。

商店街等が実施するイベントと有志グループが行うイベントを連動させ、集客効果の向上を

図る。 67%

7-36 移動困難者の外出支援 高槻市 R1 ～

民間事業者における車椅子やベビーカーの貸し出し等

の状況把握及び、周知方法を検討した。 検討結果をもとに、外出支援方策を実施する。 55%

7-37 定住促進プロモーション事業 高槻市 H27 ～ H29平成２９年度　事業完了 100%

7-38 キャラクターを活用したまちの魅力発信 高槻市 H23 ～

マスコットキャラクター「はにたん」のさらなる活用促進に

向け、はにたんグッズの作成及びインスタグラムのキャ

ンペーンやイベントでの配布を行った。また、より「はに

たん」の活用の幅を広げるため、新規デザインを開発し

た。

新型コロナウイルス感染症の状況を見極めながら、市内外のイベントにおいて、「はにたん」

を活用した情報発信を行う。また、「はにたん」の新規デザイン開発に努めるとともに、デザイ

ン使用にかかる適切な運用を行う。 67%

7-39 ボランティア活動の活性化 高槻市 H28 ～

新型コロナウイルス感染防止のため、例年と比べ開催

回数は少ないが、ボランティア・市民活動センターと連携

し、各種ボランティア講座の開催を通じてボランティア活

動の推進、啓発を行った。また、地域福祉会館に設けた

ボランティア・市民活動センター活動室を活用し、ボラン

ティアの交流の場を充実し、活動を支援した。

ボランティア・市民活動センターと連携し、地域福祉会館にてボランティア活動の推進、啓発

を行う。 67%

7-40 市有地を活用したホテル等整備事業 民間事業者 H29 ～ R2

コンベンション施設及びホテルの建設工事が完了し、８

月に開業した。 100%
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8-1 安満遺跡公園等へのアクセス強化 高槻市 H28 ～ R2 平成３０年度　事業完了 100%

8-2 交通事業者と連携した情報発信事業 JR高槻駅・阪急高槻市駅 H28 ～ 市内全駅で広報誌「たかつきＤＡＹＳ」を配架した。 継続して市内全駅で広報誌「たかつきＤＡＹＳ」を配架する。 67%

8-3 高槻城公園等へのアクセス強化 高槻市 H28 ～ R8

公園外周道路実施設計において城下町の歴史的な景

観に配慮した設計を行った。

令和３年度　道路工事発注に向けた各種調整中央エリアの公園整備工事

令和４年度　外周道路整備工事

令和５年度　北エリアの実施設計 50%

8-4 観光基盤の整備・サービスの充実

タクシー協議会

高槻市 H25 ～

市営バスと連携し、路線バスで巡る高槻観光ガイドマッ

プ」を更新し、増刷した。（令和元年度事業完了） 100%

8-5 中心市街地の車両流入抑制（駐車場のあり方） 高槻市 H25 ～

高槻警察署管内に導入された駐車監視員の活動と連携

した違法駐車等防止啓発活動を実施し、市営駐車場（３

施設）の統廃合等に係る在り方を検討した。また、弁天

駐車場を廃止した。

弁天駐車場の解体工事を行うほか、駐車監視員の活動と連携した啓発活動を継続して実施

し、市営駐車場の統廃合等に係る在り方の検討を行う。 70%

8-6 中心市街地における歩行者優先の交通体系の研究 高槻市 H30 ～ 平成３０年度事業完了 100%

8-7 高齢者への市営バス無料乗車証の配布 高槻市 S47 ～

70歳以上で申請があった市民に対して、市営バス高齢

者無料乗車券（ICカード）を交付した。

75歳以上で申請があった市民に対して市営バス高齢者無料乗車券（ICカード）を、70歳以上

75歳未満で申請があった市民に対して割引乗車券（ICカード）を交付する。 67%


