
事業No．２
文化芸術を核とした戦略的なプロモーションによる移住・定住・交流促進～ときめく日々がたからもの。宝塚～
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　平田オリザ氏からの助言を参考にして、多く
の来訪者の交流・創造をもたらす場所として、
また文化芸術振興の拠点として「心豊かな生き
方」を提案できる運営を目指すことを掲げた
「文化芸術センター・庭園に係る管理運営の基
本方針」を策定した。

地方創生推進交付金　評価シート（個別事業）

交付対象事業の名称 文化芸術を核とした戦略的なプロモーションによる移住・定住・交流促進～ときめく日々がたからもの。宝塚～

過不足額
（Ａ－Ｂ)

154,6309,020,000
実績額
（B)

8,865,370
総事業費

※交付金以外含
18,040,000

交付決定額
(A)

(単位:円）

事業主体名称 事業名及び内容 交付決定額 実績額 事業経費内訳 実施内容 評価

宝塚市

【企画調整事業（政策アドバイザー）】
　「文化芸術」の専門的な知識を有する
本市政策アドバイザーに、指導、助言を
受け、「文化芸術」のまちづくりを推進
する。

10,500

宝塚市

【シティプロモーション推進事業】
　時代に即した総合的な情報発信の仕組
みを構築するとともに、市民等との協働
により地域イメージやブランド価値の向
上を図るため、官民一体となってシティ
プロモーションを展開する。

4,093,000 3,988,410

（ソフト事業）

10,400

（ソフト事業）

報償費

制作費

印刷製本費

業務委託

ライフスタイルブック、ポスターの制
作、紙媒体での特集等の掲載、シティ
プロモーション動画のYouTube
TrueViewでの情報発信（シティプロ
モーション推進業務委託）

宝塚市
【観光振興・宣伝事業（観光PR）】
　紙媒体への特集等の掲載により、観光
PRを行い、誘客を促進する。

313,500 313,500

　ライフスタイルブックvol.2については、
vol.1に引き続き、宝塚市らしい美しく洗練さ
れたイメージで構成し、阪急沿線の主要駅や多
くの観光客等が訪れる大規模施設のほか、ふる
さと納税記念品にも同封し、市外に向けて広く
配布した。また、冊子の中で読者アンケートを
実施したところ、内容について高い評価をいた
だいた。
　YouTube TrueViewについても、1箇月間で動
画再生回数が約100万回に上り、広域において
宝塚市の魅力を発信できたといえる。また、シ
ティプロモーション動画については、兵庫県広
報コンクール（映像部門）において最優秀であ
る「特選」を受賞し、全国広報コンクールにお
いて入選を果たした。
　フォトブックvol.2についても、日々の生活
の中で発見したときめきの一瞬が詰まったもの
となっており、多くの方から好評を得たが、市
外での配布が課題である。
　ライフスタイルブック、シティプロモーショ
ン動画、フォトブック等によって宝塚市のイ
メージやブランド価値の向上を図ることができ
た。

２ フォトブックの制作

　観光イベント情報を紙媒体や観光協会HPにて発信。誘客の促進
を行った。

【実績】
○「旅と鉄道」平成30年11月号
　・配布部数：10万部
　・販売エリア：全国
○「遊・悠・WesT」平成31年5-6月号
　・配布部数：85万部
　・配布エリア：NEXCO西日本管内

観光宣伝事業補助金

宝塚市

【観光振興・宣伝事業（アニメ・ハロ
ウィンによる文化芸術のまち発信）】
　花のみちライトアップを中心とした
「宝塚アニメフェスタ2018×ハロウィ
ン」を開催する。コスプレパレードやア
ニメ関連のワークショップなど、アニメ
のまちならではの企画を実施し、同時に
参加型イベントを地元の商工関連事業者
と連携して開催することで誘客と経済効
果を狙う。

3,750,000 3,750,000
交付金実績額（事業費計×1/2）

観光宣伝事業補助金

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

　平成29年7月に、著名な劇作家・演出家であり、文化芸術や教
育の分野等の専門的な知識を有する平田オリザ氏に政策アドバイ
ザーに就任いただいた。
　新たな文化芸術センターについて、美術作品の展示機能だけで
なく、市民活動・交流機能を持つ複合施設として整備することの
意義や管理運営の考え方などについて助言をいただいた。

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

　平成29年度に引き続き、「ときめきに満ちた日々」を送る4組
のライフスタイル等を紹介するライフスタイルブックvol.2を制
作・配布するとともに、周知ポスターを阪急神戸線・JR神戸駅で
2週間、JR大阪駅・JR三宮駅で4週間掲出した。また、阪急沿線情
報誌TOKK3月1日号にて2ページの特集を掲載する等、本市のPRを
行った。
　平成29年度に制作した本市の文化芸術都市のイメージを生かし
たシティプロモーション動画の15秒版をYouTube TrueViewで発信
した。
　宝塚大学の学生及び教員の協力のもと、インスタグラムに市の
PRに資する写真を投稿いただいている「たからづかなフォトグラ
ファー」との協働により、フォトブック「ときめく日々のたから
ばこvol.2　小さな発見」を制作、配布した。

【実績】
○ライフスタイルブックvol.2：40,000部
○YouTube TrueViewでの情報発信
　・15秒版を近畿、関東、東海地域で1箇月間
　・動画再生回数（平成30年度末時点）：約100万回
○フォトブック「ときめく日々のたからばこvol.2　小さな発
見」：3,000部

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

事業費計

　イベントでもより多くの集客が見込める
“食”の要素を盛り込むことで幅広い世代の集
客を図った。また、コスプレパレードではファ
ミリー層の参加者が著増し、過去最高の来場者
数を記録した。近隣店舗にヒアリングを実施し
た結果、対前年度同日売上比で約150％を記録
するなど、本事業が近隣に与えた経済効果も大
きかった。
　各イベントでは様々な団体と協力連携するこ
とにより、それぞれのイベントの質を落とさず
コストの削減圧縮を可能とした。

　手塚治虫ゆかりの地である宝塚市で、アニメに関連したイベン
トを実施することにより、市内外からの来場者がアニメや漫画文
化に親しむ機会を作るとともに、会場となる宝塚駅、花のみち周
辺といった本市観光の中心的なゾーンの賑わいや活気を創出し
た。今年度は‟食”のイベントである宝塚ファミリーバーガーラ
ンドを実施し、より集客を図った。
　実施期間は平成30年10月25（木）～11月4日（日）。※メイン
イベントは10月27日（土）、28日（日）

【実績】
集客人数：42,300人（前年度16,898人）

　企業と交渉を行い、通常の広告掲載コストを
大きく削減した。
　多様化する観光客に合わせ、様々なシーンに
おいて本市が印象づくよう、効果的かつ広域的
な情報発信を行う必要があることから、どの媒
体がどれほど効果があるのか検討する必要があ
る。
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事業No．２
文化芸術を核とした戦略的なプロモーションによる移住・定住・交流促進～ときめく日々がたからもの。宝塚～

地方創生推進交付金　評価シート（個別事業）

交付対象事業の名称 文化芸術を核とした戦略的なプロモーションによる移住・定住・交流促進～ときめく日々がたからもの。宝塚～

過不足額
（Ａ－Ｂ)

154,6309,020,000
実績額
（B)

8,865,370
総事業費

※交付金以外含
18,040,000

交付決定額
(A)

(単位:円）

事業主体名称 事業名及び内容 交付決定額 実績額 事業経費内訳 実施内容 評価

（１） 406,121

406,121

203,060

0

0

（ソフト事業）

1,200,000

600,000

0

0

宝塚市

【海外魅力発信事業】
　大学と連携し、外国人留学生に宝塚歌
劇を観劇してもらい、日本が誇る舞台芸
術の魅力を伝えるとともに、留学生自身
によるSNSや口コミなどで広い情報発信を
図る。

203,000 203,060

（ソフト事業）

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

海外誘客事業補助金

宝塚市

【学力向上推進事業（自己表現力向
上）】
　小学校の授業で、劇作家による演劇手
法を活用したワークショップを実施す
る。コミュニケーション能力や自己表現
力の向上を図るとともに、文化芸術に触
れる機会を創出する。

600,000 600,000

　普段の生活の中では、人間関係が固定化して
しまい、それが原因で自己を表現することに抵
抗を持つ子どもも少なくない。このような状況
の中、専門家による演劇的手法を活用したワー
クショップを実施し、自己の内面を表現するこ
とを通して、これからの時代を生きる子どもに
とって必要な基礎能力であるコミュニケーショ
ン能力を培うとともに、自己表現力の向上を図
れ、文化芸術に触れるよい機会となった。自己
表現力ワークショップ実施校において、児童の
活き活きした活動の様子が見られた。今後、引
き続き、市内小学校全校でワークショップを実
施できるよう事業を進める。

宝塚市

【商工振興事業（文化芸術産業等活性化
事業）】
　商店街の空き店舗へギャラリーなどを
設置する事業者へ家賃の補助を行い、文
化芸術産業や関連産業の振興を図る。

50,000 0
事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

事業費計

交付金実績額（事業費計×1/2）

　市内小学校において、5年、6年生児童を対象に専門家による自
己表現力向上のためのワークショップを開催した。
　6人から7人のグループに分かれ、決められたテーマに即した対
話劇の台本を創作する。その後、役割分担を行い発表し合う。発
表後、対話劇を通してお互いに面白かったことや難しかったこ
と、不自然に見えたところ、気づいた点などの意見交換を行い、
交流を図った。
1,2校時：対話劇について
3校時：台本作成及び対話劇練習
4校時：発表及び評価・振り返り

【実績】
小学校6校、延べ13クラスで演劇ワークショップを実施

1,200,000演劇のワークショップ
に係る講師（劇作家）
派遣手数料

（１）

0
交付金実績額（事業費計×1/2）

事業費計

9,020,000 8,865,370

宝塚市

【新名神高速道路建設促進事業（新名神
高速道路活用魅力発信）】
　平成30年3月に供用を開始した新名神高
速道路のスマートインターチェンジ、
サービスエリアにおいて、道路会社と連
携し、特産品販売などのイベントを開催
し、同施設の認知度増を図るとともに、
本市の魅力をPRする。

0

　京阪神間の大学に在籍している外国人留学生を対象に、本市が
誇る日本文化「宝塚歌劇」の観劇料の一部（1人あたり1,000円）
を補助し、観劇した留学生にその素晴らしさを体感してもらっ
た。また、参加留学生からの口コミやSNSにより、母国の友人や
家族への情報発信を図った。実施日は平成30年11月17日（土）、
18日（日）、25日（日）、12月2日（日）の4日程。

【実績】
参加校数：11大学（前年度：11大学）
参加者数：296名（前年度：307名）
インスタグラムによる拡散数：フォロワー3,282人、いいね！629
人（前年度：フォロワー2,413人、いいね！288人）

　本事業については、「事業No.1地域資源を活かした活力あるま
ち」の「新名神高速道路利活用等地域活性化推進事業」に統合し
て執行した。

　過去に参加している大学からは喜ばれてお
り、前年同様11大学からの参加申し出があっ
た。参加留学生からアンケートをとった結果
は、概ね高い満足度を得ている。
　SNSにおける情報発信については、各国にお
いて主流となっている媒体は異なっているた
め、全ての参加者にSNSでの発信を促すのは難
しく、参加者を巻き込んだ効果的な拡散手段の
検討が必要である。

　窓口やホームページで制度についての情報発
信を行うとともに、関係機関と連携し出店希望
者への制度の周知を図っていく。

　商店街の空き店舗への出店する事業者に対する家賃補助制度を
実施したが、ギャラリーを設置する事業者からの申請はなかっ
た。
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