
令和３年度第１回 産業振興審議会 委員意見及び回答

No. 案件 意見 事務局回答

1 (1)(2)(3)

計画の実施又は進捗が、いわゆるコロナによる影響を大きく受けています。
このコロナについては、それがいつ終息するかが不明であるのみならず、終息後の社会・経済状況に関しても
原状回復の可能性等について様々な意見があります。
そこで、現行の計画の変更等について、少なくとも検討をする必要があると考えられます。

令和２年度はまさにコロナの影響下での新ビジョン策定となりましたので、委員の皆様のご意見を反映し、
前ビジョンより短いサイクルでの実施計画を運用していくこととしています。
また、今後につきましても、国等の動向を注視しながら、適切かつ迅速に対応する必要があるものと考えて
います。

2 (1)(2)

現状、コロナ感染拡大を考えると２，３年は積極的な活動が難しいと考えられる。
案件(1)は市、会議所、商団連との連携強化を図り、地元事業者への訪問で現状を学ぶ。
案件(2)は市民へのアピール！イベントを通じて観光の考え方を理解してもらって応援団となってもらう。
（例えば高槻コミュニティとの連携）

新型コロナウイルス感染拡大の終息が見通せない状況が続いていますが、引き続き、終息後を見据えた取組
を展開してまいります。

3 (1)(2)

●商店街の振興支援について
・補助金交付件数の目標と、その実績件数の報告がまとめられているが、どのような課題に対して、どのよう
に、それが解消され、どんな効果が生まれたのかが、読み取れない。
・これまでにも、行政と商業団体との間で、意見交換が積極的に行われてきたと思うが、急速な商環境の変化
のなかで「商業団体振興補助金制度」については、改善、改革がなされたところがあれば教えていただきた
い。
・大きな予算が必要となる場合も多く、ハード整備は、要望があっても、なかなか実現に結びつかないところ
かもしれないが、安全対策をはじめ、機能性や利便性の向上、魅力的な環境、空間づくりの観点で、今後も地
元地域との関係も意識しながら、協議、検討を重ねていただきたい。

●観光振興（施策No.23観光推進体制の強化）について
・「観光協会の人的、資金的強化」「DMOを含めた組織のあり方を研究」との記載があるなかで、６度の検
討会が開催されたとのこと。
・高槻の観光事業の拡大について、どの程度の可能性を期待できるのかは、今後の取り組みの成果を待つとこ
ろ。ただ、その過程では、いわゆる「稼ぐ力」も組織として身につけていく必要があろうかと思うのだが、こ
うした点については、どのような認識をお持ちか。

●商店街の振興支援について
・商店街等は、地域経済の活力及び国民経済の向上において、重要な役割を果たしておりますが、多くの商
店街では少子高齢化や大型店の進出、情報化の進展等、社会的・経済的な変化に加え、消費税率の引き上げ
や新型コロナウイルス感染拡大の影響が長引く中、消費喚起につながるイベントや感染防止対策等に取り組
まれています。
本事業では、商店街等が地域コミュニティの担い手として実施する継続的な集客促進、防犯対策、商店街等
の組織強化につながる取組に対して支援することで組合加入率の向上や安心・安全な空間づくりに大きく寄
与してきました。
いただいたご意見を踏まえ、令和３年度から実施する産業・観光振興ビジョンの実施計画では、これらの視
点も踏まえた評価方法を検討してまいります。
・令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、商店街等が実施する社会・生活の新様式に
対応した販売促進やイベント等の新たな取組を支援するため、組織強化事業のうち、研修・講習会の実施、
夏まつり等のイベントの開催に必要な感染防止対策や情報システム構築事業にホームページ制作やアプリ
ケーション、ＡＲコンテンツの作成費用を新たに補助対象経費として追加しました。
・商店街等に対し職員によるヒアリングやアンケートを実施するなど地元地域や商店街のニーズに合ったよ
り効果的な支援策を引き続き、検討してまいります。
●観光振興（施策No.23観光推進体制の強化）について
・高槻市観光協会のあり方検討会においては、高槻市における観光及び、同協会が果たすべき役割や組織コ
ンセプトについて、あらためて議論されました。その中で、同協会の使命と役割は、市や商工会議所、民間
事業者、イベント実施団体などと連携し、新たな街のにぎわいを生み出すことであるとの大きな方向性が示
されました。
・観光事業の「稼ぐ力」については、重要事項であると認識しており、観光体験交流型観光プログラム
「オープンたかつき」において、事業動員数の増加や収支改善に努めるなど、観光協会の将来的な収入源に
なるよう、取組を進めています。
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No. 案件 意見 事務局回答

4 (1)

意見①
４頁、観光分野の成果指標の３つの指標に対し、２つが未達成になっている。これは、コロナ禍の影響による
ものであると察するが、5頁にご提示された今後の方向性は、従来の戦略とあまり変わりがないように思え
る。withコロナ、ポストコロナ社会に向けての観光案内所及び観光ボランティアガイドの利用促進の新たな戦
略が求められている。
どのような戦略を考えているかご提示された以外の戦略についてお聞きしたい。
意見②
一方で、はにたんミュージアムショップの利用者については、コロナ禍以前に目標数値に達しており、高く評
価できる。
早い段階で目標数値に達した要因は何であったかについて教えていただきたい。
意見③
加えて、コロナの影響で高槻市内の観光関連企業は大きな打撃を受けていると思われる。観光業は裾野の広い
産業である。観光業の衰退は、地域の産業に大きな影響を与える。
観光関連企業に対する高槻市の支援策についてお聞きしたい。

意見①
新たな産業・観光振興ビジョンにおける将来イメージを実現するため、「生み出す」「育てる」「整える」
「伝える」の４つの基本目標に基づく各種取組を実施してまいります。駅周辺と観光施設や観光プログラム
実施場所との接続を強化するため、観光アプリを活用し、新たな観光ルートの開発や、魅力的なガイドツ
アーの実施など、市内の周遊性を高める取組を推進します。

意見②
令和元年８月の機構改革以降、マスメディアのロケ誘致に積極的に取り組んでおり、今城塚古墳を取り上げ
られることが多数ありました。こうしたマスメディアへの露出が要因の一つであると考えています。

意見③
事業者応援緊急給付金など、本市独自の給付金制度を実施しており、新型コロナウイルス感染症の影響を受
けた、観光業を含む事業者の支援を行っています。また、体験交流型観光プログラム「オープンたかつき」
において、観光事業者と連携した取組を継続して実施しています。

5 (1)(2)(3)

資料１から資料３までの事業実績一覧について
目標に対する実績の評価についてですが、新型コロナウイルスの影響を受けるまでの令和元年(２０１９）度
までの目標達成率も示しておき、令和２年(２０２０)度末と比較できるようにしておいてはどうでしょうか。
「影響を受けた」と言い切るには、２０１９年度末の数字と比較しておく必要があると感じます。

案件１及び２については、令和３年度からの「産業・観光振興ビジョン」策定にあたって、令和元年度まで
の実績をまとめ、仮総括を行ったものを「参考資料２ 産業振興ビジョン及び観光振興計画の振り返り」と
して添付させていただいています。
また、案件３については中心市街地活性化基本計画の目標指標が以下のとおりの推移となっています。
①歩行者・自転車通行量（人/日）
 H29：74,368
 H30：81,442
 R1：80,315
 R2：73,097

②歴史・文化施設の年間利用者数（人/年）
 H29：151,637
 H30：127,490
 R1： 139,320
 R2： 32,696

③中心市街地の新規出店件数（件・累計）
 H29：3
 H30：6
 R1：4
 R2：4
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6 (2)

 「高槻市観光振興計画実施計画」の実施結果について、を興味深く拝見しました。着々と観光振興の具体化が
進み、魅力的なコンテンツがそろってきているように思います。今後もその内容充実に向けて努力されていく
ことでしょうが、次の一手も必要になってきていると考えます。
 観光には、観光資源の魅力はもとより必要なのですが、観光客自体の欲求やニーズに目を向けることも重要
です。観光が観光資源と観光客の欲求の両者あって成り立つものだからです。まずは観光資源の充実を図るこ
とは当然ですが、「次の一手」には観光客の欲求の考察が欠かせぬように思います。
 観光資源を設定する側としては、このコンテンツはこう見て欲しい、こういうものだ、と言いたくなるで
しょうが、観光客はともすればそれを押しつけっぽくも感じるもので、それとは別に「わたしは、こう見た」
と言いたいところがあります。前者がコンテンツの充実とすると、後者はコンテンツで遊ぶといえばいいで
しょうか。前者があることを前提に、勝手に観光客が自分たちの欲求をもとに「遊ぶ」のです。そろそろ、そ
うした仕掛けも考える時期かと思います。先日高槻を取り上げていたNHKテレビでは「古墳で遊ぶ人」が紹介
されていましたが、そういう人を内外で増やすことができれば良いように思います。そうした人々を増やす工
夫を市が主催する、それが難しければそうした団体を後援する、ということです。
 必ずしも以下を推奨するわけではありませんが、「高槻のコンテンツで遊ぶ」という具体的イメージをあげ
ると、「高槻ミステリー」はどうでしょう。高槻市が呼びかけて、「高槻ジャズストリート殺人事件」や「安
満遺跡殺人事件」、なんなら「ミューズ・キャンパス殺人事件」などを書いてもらう。あるいは、継体大王が
らみの歴史ミステリーも面白い（わたしが読みたい）かもしれません。山村美紗さんのお陰で、京都には数多
の死体が転がっていますが、それで京都市が文句を言ってるわけではないでしょう。水木しげるや青山剛昌な
どの有名人が高槻にゆかりがあるなら使えるかもしれませんが、いないですよね？。また、いるとしても無理
に書いてもらう必要はないでしょう。今は、「小説家になろう」のサイトなどで素人が気軽に小説をアップす
る時代になっています。その中の一部が好評を得て、出版されたりアニメになったりしています。高槻市がそ
うしたサイトを作って、そこの閲覧が一定程度の人気作品には出版助成などしてあげれば、そういう仕掛け自
体が話題になると思います。
 上記はたんなる一例です。要は「コンテンツで遊ぶ」人を増やし、それに乗っかってくる人を高槻に誘導で
きるようにする工夫を考えるということです。遊ぶ工夫はほかにもあるでしょう。
 市としてはコンテンツの充実に努める。と同時に、高槻市内外の人々が高槻のコンテンツで遊べる仕掛けを
作る、応援する、ということでしょうか。ジャズストリートや高槻バルなどの先行事例もあることだし、高槻
市ならできるように思うのですが、どうでしょうか。

 体験交流型観光プログラム「オープンたかつき」や観光プロモーション「ＢＯＴＴＯたかつき」におい
て、コンテンツの充実に努めています。また、安満遺跡公園等での多くの来訪者が期待できるイベントに対
しては、後援名義の使用承認を行うなどの支援を行っています。今後も高槻市で「遊ぶ」人が増えるよう取
り組んでまいります。
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No. 案件 意見 事務局回答

7 (1)(2)

６つのチャレンジプロジェクトを柱とする後期各４年間の取組活動の資料を読んで気づいた事を下記に示しま
す。

１） 商業・サービス分野計画についてはほぼ達成され活動の努力が認められたと思います。昨年から現在も続
いていますがコロナ感染の問題がなければ各種イベント行事もでき数字もＵＰしたと思います。
２） 観光振興計画についてもっと市民に市内の観光スポットを知って頂くために現在も広報誌等で案内してい
ますがあらゆる機会を通じて発信する必要があると思います。市内の観光スポットも広範囲に点在しているの
で幾つかのコースを作成したら市外から来た客も判り易いのではと思います。
３） 工業分野については市内の既存企業の流出防止[定着促進]について今後ますます環境問題等がクローズ
アップされる中で設備投資又は移転等の場合、市内で代替地等の支援がひつようになると思います。是非、市
内からものづくり企業が外へ移転しないように支援お願いします。
４） 企業誘致については（参考資料３）の案内を活用してまず高槻市を各産業界に理解してもらう必要がある
と思います。大都市等で現在経営されてる製造業・情報通信業・開発研究機関の中では将来の事業継続や拡大
発展のため環境問題、雇用を考えると移転を検討される可能性があると思います。まずはターゲットして近畿
地区（特に大阪市内）に絞り企業にＤＭでＰＲ活動をされたら良いのではと思います。

既に取組まれていると思いますが少しでも参考になればと思います。

１）新型コロナウイルス感染拡大の終息が見通せない状況が続いていますが、引き続き、終息後を見据えた
取組を展開してまいります。
２）昨年１１月にリリースした観光アプリでは、市内の観光スポットをエリアに分けて紹介しています。今
後スタンプラリー機能も実装される予定で、様々な機会や企画を通じて、市内の観光スポットを紹介してま
いります。
３）市内での代替地等を検討されておられる企業については、市内の空き土地情報の収集と提供による支援
に取り組んでいます。
４）参考にさせていただきます。

8 (1)(2)
現況コロナ禍のなかご苦労様です。
産業振興、観光振興只々現況が改善され、プロジェクトが進めばよりよい高槻になっていくと思います。

ご意見ありがとうございます。

9 (3)

計画の変更認定（令和３年３月）
①②の支援メニューの変更・削除を新旧表ではわかりにくいので、別途書き出ししていただければ助かりま
す。

別途資料に反映させていただきます。
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10 (1)(2)

資料1-1：取組の成果指標に関し、コロナの影響が１年間に及んだＲ２年度は例年とは別扱いとし、算出する
ほうがよいと考えます。
Ｈ２５～Ｒ１の７年間、Ｒ２の単独と２本立とし、評価に関しても、Ｒ２年度は算入せず、７年間の評価とす
る。したがって目標も「７年/８年」の数値とする考えはいかがでしょうか。

資料1-2：資料1-1のコメントと同様の考えです。
実績件数、評価の項目で、コロナ禍において、下回るのは当然と考えます。また、上回った際、コロナ禍にお
いて、このような活動を実施したのかと、批判に近い意見が出ないか心配です。

資料2-1：資料1-1のコメントと同様の考えです。

資料2-2：資料1-2のコメントと同様の考えです。

案件１及び２については、令和３年度からの「産業・観光振興ビジョン」策定にあたって、令和元年度まで
の実績をまとめ、仮総括を行ったものを「参考資料２ 産業振興ビジョン及び観光振興計画の振り返り」と
して添付させていただいています。
令和2年度については、感染拡大防止の観点から人が集まる内容の事業について延期、中止または縮小して取
り組んでいます。

11 (3)

資料3-1：目標指標の達成状況に関しては、資料1-1のコメントと同様の考えです。ただし、ハードの建設・誘
致等に関しては、掲載は問題ないと考えます。

資料3-2：イベントの開催に関しては、進捗率が下回って当然と考えます。
また、資料1-2のコメントと同様の考えです。

案件３につきましても、令和2年度は感染拡大防止の観点から人が集まる内容の事業について延期、中止また
は縮小して取り組んでいます。

12 (1)

目標数値の未達成は残念ですが、コロナ禍での緊急事態宣言や外出自粛が原因であり、やむを得ない結果であ
ると理解しています。

新型コロナウイルス感染拡大の終息が見通せない状況が続いていますが、引き続き、終息後を見据えた取組
を展開してまいります。

13 (2)

コロナ禍での緊急事態宣言や外出自粛が原因であることは理解しています。計画最終年度の未達成は残念です
が、既存の観光資源の活用と安満遺跡公園などの新たな施設の周知を図るとともに、観光協会や市民との協働
による本市の魅力発信を継続してお願いします。

新型コロナウイルス感染拡大の終息が見通せない状況が続いていますが、引き続き、終息後を見据えた取組
を展開してまいります。

14 (3)
コロナ禍の影響で数値が減少している項目もありますが、計画期間内に目標が達成できることを期待していま
す。

新型コロナウイルス感染拡大の終息が見通せない状況が続いていますが、引き続き、終息後を見据えた取組
を展開してまいります。
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15 (1)(2)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業展開が難しい今日、産業振興にかかわる、さまざまなビジョン
や計画の振興は、大まかなラインを描きながらも、これまで課題とされていた細やかな点に着手していく必要
性を感じます。
例えば、たかつき産業フェスタは、近年の累計で２万人を超える集客数となっていますが、今後、このような
大規模イベントがすぐさま開催できるかは、コロナ禍が落ち着かないと無理だと思います。
課題としては、「学校教育の場での市内産業について触れ、学ぶ機会を確保するためには、一過性の取り組み
ではなく、事業者との継続的な連携が必要である。」と記されています。
これについても、企業側の受け入れ準備にはご尽力いただかなければならないですが、学ぶ側に児童・生徒に
とっても、お膳立てされた場所に見学しに行くのではなく、どの企業に行きたいのか。それはなぜか？どんな
プロセスを踏めばその思いは実現するのか？といった最初から最後まで、意味を持った活動にならなければ、
地元企業を知りうることにはならないと思います。その積み上げこそが、近い将来、高槻の産業振興を押し上
げてもらえる力になりえると考えるからです。
人をたくさん集めることも効果的だと考えますが、一方、少ない人数でも手間暇かけて、モノづくりの精神で
丁寧に積み上げていただく事業も重要視していただくことに期待します。

地元産業の学習推進につきましては、次世代の産業の担い手あるいは消費者となる児童・生徒に地元産業を
より知ってもらえるよう工場の現場見学や取材を通じて地元企業を知る機会を提供し、地元企業への関心を
高めてまいります。

16 (1)(2)

①産業振興ビジョンにおける各分野の成果指標の達成度が説明されており、未達成のものは全て「新型コロナ
ウィルス感染症の影響」と説明されている。昨年度はそうであるとしても、計画期間の最終年度であるなら
ば、次期計画へ繋げる意味でも、期間を通した評価が必要ではないか。
②特に未達成の計画をみると、令和2年度の影響を考慮しても、期間を通して低調なものも見受けられる。本
質的な課題を捉えて分析しなければ、次の計画以降も同様の結果になってしまうため、改めて上記評価を示さ
れたい。

２．令和３年度実施計画について
○今回の会議では昨年度の実施結果のみが示されているが、今年度以降の計画や今後の進め方についてはどの
ように考えておられるのか、ご説明いただきたい。

１．
令和３年度からの「産業・観光振興ビジョン」策定にあたって、令和元年度までの実績をまとめ、仮総括を
行ったものを「参考資料２ 産業振興ビジョン及び観光振興計画の振り返り」として添付させていただいて
います。

２．
令和3年度につきましては、令和3年3月30日の審議会でお示しさせていただいた「高槻市産業・観光振興ビ
ジョン実施計画フェーズ１」に基づき事業推進に取り組んでいます。

17 (4)

資料4：問題ないと考えます。
参考資料3：非常に良い資料だと思います。
１点、 産学連携の項目において、現在は大阪医科薬科大学と統合されていませんでしょうか。ご確認お願いし
ます。

ご指摘いただきました大阪医科薬科大学についてですが、配布しているパンフレットが令和2年3月発行です
ので、統合前の表記になっています。次回作成時には正しい表記にいたします。

18 (4)
改正に賛成です。（理由：社会情勢の変化に的確に対応しようとするものであり、改正によるデメリットがな
いこと）

ご意見ありがとうございます。

19 (5)

このプロジェクトは高槻市をアピールするに有効なものと考えられるので、会議所として対応を検討したいと
思います。

本プロジェクトは、将棋を通じた文化振興に大きく貢献するものです。
また、現関西将棋会館には年間４万人もの来訪者があることから、本市に移転した際には地域経済にも大き
く波及するものと考えています。
引き続き、会館の移転に向けて取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。

6 
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20 (5)

会館の建設費用など総費用を推計したうえでの寄付金目安４億円なのでしょうか？
４億円という数字が出てきた経緯を、次回の審議会でご説明ください。

日本将棋連盟は、関西将棋会館移転にかかる総事業費を１３億円と見込んでおり、それに充てるための寄付
金の目標額を５億円と定めています。
また、本事業は、内閣府から認定を受けた地方創生プロジェクトであり、企業版ふるさと納税制度の寄附対
象となっていますが、上記５億円のうち４億円を、企業版ふるさと納税の上限額としたものです。
今後も適宜、進捗についてご報告いたします。

21 (5)

資料5：問題ないと考えます。 引き続き、本プロジェクトを推進してまいります。
適時、本審議会で報告等させていただきますのでよろしくお願いいたします。

22 (5)

すでにマスコミ等に取り上げられており、本市の活性化の一助になると期待しています。幅広い市民の賛同が
得られるように積極的な周知・広報をお願いします

引き続き、本プロジェクトが市民のみならず多くの方々に認知頂けるよう積極的に周知・広報を行ってまい
ります。

23 その他

その他の審議会でも申し述べましたが、審議会の開催形式ですが、コロナ禍、非常事態宣言下で、多数が集ま
ることが憚られる中に置いては、書面開催ではなく、ＷＥＢ開催を希望します。
現在、どこの企業においても、ＷＥＢ会議が当たり前になっており、今後も収束の見通しがつかない中、やは
り、「誰が、どのような意見を、どのようなタイミングで、どのような表情で」述べたかが、分かるために
も、検討をお願いします。

Web開催につきましては、委員の皆様の環境が整っていることが条件となりますので、慎重に検討したいと
思います。

24 その他

コロナ禍での緊急事態宣言や外出自粛で本市の産業振興は困難な状況にあると思いますが、市役所全庁で知恵
と工夫を発揮いただき、コロナに打ち勝つ施策の立案・実施を期待しています。

新型コロナウイルス感染拡大の終息が見通せない状況が続いていますが、引き続き、終息後を見据えた取組
を展開してまいります。

25 その他

産業の振興に関する案件及び添付資料を確認致しました。
高槻の現状がよく解かる資料だと感じました。
審議に対する異議はございません。

ご意見ありがとうございます。
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