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会議の概要 

 

会議名 第３回 宝塚市民文化芸術振興会議 

開催日時 令和元年１２月２３日（月）１０：００～１２：００ 

開催場所 宝塚市役所３階 特別会議室 

出席委員 藤井委員 越知委員 栗本委員 梅田委員 中辻委員 柳楽委員 秋津委員  

三戸委員 土井委員  

公開の可否 可 

傍聴者 なし 

議題及び結果の概要 １ 開会 

事務局： 配布資料確認等。 

会長： 挨拶。 

 

 

２ 報告 

事務局： 会議の成立（宝塚市民文化芸術振興会議規則第５条第２項の規定

により成立）。 

傍聴希望者は会議開始時点でなし。 

 

会長： 途中、傍聴希望者があった場合は、皆様に報告の上入室いただく。 

 

 

３ 議題 

（１）文化芸術振興基本計画骨子（案）について 

 

会長： 宝塚市産業振興ビジョン（骨子案）を新たに資料として出していた

だいている。文化芸術は様々な分野と関わってくるので、これについてま

ずご説明いただく。 

 

産業文化部長： 産業振興ビジョン（骨子案）説明。 

 

会長： 基本計画骨子（案）について詳しく説明いただく前に、産業との関

係が重要ということで、他の計画との関係における位置づけについてご説

明いただいた。続いて骨子案の説明をお願いする。 

 

事務局： 文化芸術振興基本計画骨子（案）（資料①）を説明。および、資

料②～⑥を紹介。 

 

会長： これまでの意見・アイデアなども上手く含めてまとめていただいた

ように思う。今日の会議の目的は骨子案について承認するかという点であ

る。順を追って見ていくようにしたいが、まず全般を通して事務局への質
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問､確認しておきたいことなどがあればお聞きする。 

 

委員： 宝塚学検定受験者の、市民と、外部の方との受験者数のバランスは

どうなっているか。 

 

委員：「市内の方が多い。受検者数の詳細については、本日持ち合わせて 
いないが、市民には在住の方以外にも在勤の方も一部含まれる。市外の方 
は、北海道、九州といった遠方から宿泊をして受検に来られる人もいる。」 

 

委員： 宝塚市に来ないと受験できないのか。 

 

委員： そのとおり。 

 

委員： 聞いた話では、京都などはほとんど市外の方が受験しているという

ことだった。それだけ京都に関心があるということ。もう少し市外の方が

増えると発信していくことにつながるのではないか。 

 

委員： 「創造都市・宝塚の実現」ということを産業振興ビジョンでおっし

ゃったが、これは ユネスコの「創造都市ネットワーク」の参加を視野に入

れているということか。創造都市にはいくつかの分野があり兵庫県内では

丹波篠山市、神戸市がそれぞれクラフト&フォークアートとデザインとで

参加されている。宝塚市はどのあたりを攻めていくのか。具体にそれをや

っていく意識があるのか。 

 

事務局： ユネスコが定義している「創造都市」の概念には「創造都市」と

いう言葉自身にまだ明確な定義が確立されていない。少なくとも ユネスコ

の概念と同じような形で考えていきたいと思っているが、ネットワークに

加入するかどうかは庁内的な合意形成をしていかないとどうなるかわから

ない。どこを尖らせて創造都市になるかはまだ考えていない。 

 

会長： 産業振興ビジョンも骨子でありこれからだんだん明確になるという

ことでもあろう。他に質問はあるか。宝塚学検定については市外の方も受

けていただくことで発信につながるのではないかというお話は骨子、それ

から基本計画と詰めていく中で、具体的に伝えられるような内容になれば

よい。それでは、順番に見ていく。まず１の位置づけについてどうか。 

 

委員： 兵庫県の芸術文化振興ビジョンが来年度までになっている。兵庫県

は、条例は持たずにビジョンで進められている。宝塚市は条例に定めた市

の基本計画として位置づけるということだが、県も今ビジョンの改訂作業

をしていると思うがその辺りの連携などはどのようになっているか。 
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事務局： 県に確認したが、改訂の意識はあるがまだ着手していない。来年

度か再来年度にとりかかりたいということである。法律の改正を含んだビ

ジョンではないので、次は法律改正も含んだものという想定をされている

ようである。計画期間は概ね６年（2020年頃まで）となっているが、次は

2022年度からのビジョンになる可能性があると言われており、本市の方が

少し先行する形になるが、法律等を踏まえたものになると思われるので、

そんなに乖離するようなことはないと思われる。 

 

会長： ２の社会環境についてどうか。 

 

委員： 「（４）情報化の進展」について。情報は現地に行かなくても簡単

に手に入るようになっているが、今の高校生たちは、情報が入ってもそれ

について何も感じなくて受け流してしまうように思う。情報がたくさんあ

るからといって、効果的な発信と共有が実現されるかというとそうではな

いので、危機感を感じるべきである。情報をどうやって定着させるか、ど

うやって実体験させるかということに意識を持っていかないといけない。

ただ情報があるという状況だけではいけない。 

 

事務局： 重要なご指摘だと思う。それぞれの社会環境のところに「→」で

簡単にポジティブな側面について示されているが、「情報化の進展」の負の

側面について言葉足らずのところがあったので、偏らない表現に見直して

いく必要がある。 

 

会長： 人材が不足するとか、ネガティブなところも書かれているので、社

会の状況をバランスよく書いていただければよい。他はいかがか。 

 

委員： ２点ある。１点目は「（６）文化芸術振興基本法の一部改正」の所

で、有機的な連携について書かれているが、生活文化の領域が広がり、食

文化が入ったということも触れた方が良い。先ほどの資料３の４．②に書

かれているようなことである。２点目は、事務局の説明では（１）～（７）

にかけて、大きな話から身近なことへという流れなのだということであっ

たが、「（３）人口構造の変化」は国全体の話ではあるが、「（６）文化芸術

振興基本法の一部改正」というのも国の話で、宝塚市の状況がどうなのか

という話が薄いように感じた。宝塚市としてこの計画において人口がどの

ように変化するかとか、財政的にどうなるかということも社会環境として

は文字として起こしておいた方が良いのではないか。 

 

委員： 人口構造の変化について、30 年後なら確実に人口減少だが、５年

後、10年後くらいでは宝塚市全体でどのくらい人口が減るのか、少子高齢

化はどのくらい進むのか、それを見据えた上で（３）の文言を再検討した

ほうが良い。若者は減るだろうが、高齢者（アクティブシルバー）は増え
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ていくと思われ、文化芸術の継承の考え方も変えないといけない。文化芸

術の継承を高齢者が担っていくところもある。もちろん全体の減少や若手

の不足はあるが、80歳の技術を 60歳の方が引き継ぐといったことも含め、

前向きな表現ができればよい。 

 

会長： 他はいかがか。 

 

委員： 市民アンケートについて、普段の生活に身近なものになればなるほ

ど、市民にとっては意識しないものになるし、それを文化とはとらえない

のかもしれない。例えば、午前中ごみ収集で流れる宝塚市歌のメロディー

を知っている人は多い。何かしらのモニュメントがあるけれど、それを文

化に触れているとは気づかないかもしれない。市民アンケートに左右され

すぎないほうが良いかもしれない。滋賀県では「うみのこ」という琵琶湖

での学習船を使った宿泊体験があるが、滋賀県内で育った人には普通のこ

とで、市民アンケートを取ってもおそらく「うみのこ」が素晴らしいとは

ならないだろう。彦根には「カロム」というビリヤードに似たゲームがあ

るが、そういったものも地域を出ないと気付かないものである。その地を

出て初めて知る文化というものもあるので、市民アンケートをあまり重要

視する必要はないのではないか。 

 

会長： たくさんのご意見をいただいた。 

 

委員： 若い人たちが、情報があっても流していくという意見があった。そ

れは単発でいろんなものが出ているからということもあるかもしれない。

宝塚市には古い物から新しいものまでいろいろな資源があるが、それをデ

ジタルアーカイブにして残していくようにすれば、興味を持って勉強して

いくきっかけになると思う。課題として「一元化とプラットホーム化を掲

げていたが実現できていない」とあるが、これをもう少しきちんとデジタ

ルアーカイブとして、それぞれの資料を残すことに力を入れればよいので

はないか。 

 

委員： アンケートについては、今市民が不安に感じていることが上のほう

に来ている。市民は文化に不足を感じていないと捉えることができるので

はないか。文化芸術振興基本法の一部改正の「福祉、教育、産業などの関

連施策と有機的な連携」というところで、市民が不安に思っている、地震

や災害対策などとうまく結びつけて活動をできるようにしていくとよいか

と思う。 

 

委員： 文化を取り巻く社会環境の項目に「（７）市民アンケート」がある

のは違和感がある。内容を再考された方が良い。 
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事務局： もう一度検討する。 

 

会長： たくさん意見をいただいた。「（７）市民アンケート」が骨子のここ

にあることに対する違和感や、市民アンケートの内容については重要に思

っていないということではなく、不安度の表れではないかということを鑑

みると、方向を変えるか、入れ方を検討する必要がある。「（３）人口構造

の変化」のところは、少子高齢化による人材不足はもちろんそうだが、ア

クティブシルバーが文化芸術の継承を担っていくということも併記してお

くべきであるなど、もう少し市の現状も織り込んで検討していただきたい

ということ。それから食文化も入れておくということもあったのでよろし

く検討いただきたい。（１）の SDGs についてだが、一般市民が見たとき

に「なんのこと？」と思われるかもしれないので、注や簡単な説明があっ

た方が良いかもしれない。３の現状と課題について分析いただいて文言を

考えていただいているが、ご意見はあるか。２の社会環境は文言が限られ

ているので、２で語りきれなかったことをここで補足説明することも可能

かと思う。 

 

委員： （４）「伝える」で「価値が十分に伝承されていないものも多くあ

る」と書かれているが、それは例えばどんなものか。 

 

事務局： 例えば、小浜というところは江戸時代からの宿場町で宝塚市とし

ては重要なところであるが、そこの文化発信をする拠点施設である「小浜

工房館」を、先月の議会で廃止することが決まった。廃止の背景としては、

作った当初は小浜のまちなみを残していくという市民のモチベーションも

非常に高かったが、時代を経て施設の目的が果たせなくなったことがある。

一方、先日、宝塚映画祭があって、小浜で映画を撮影した時の鶏めし弁当

をツアーで出したら 100名くらい来てとても盛り上がった。そのことをち

ゃんと伝えれば経済効果があることがあるにも関わらず、見えないという

ことがある。 

 

委員： 宝塚市もそうだと思うが、各地でフィールドワークをする中で、「祭

りの継承ができない」という声を多く聞く。若い人がおらず、継承できな

いため祭りが開けないという問題がある。 

 

委員： （６）「発信する」について、「情報の一元化とプラットホーム化を

掲げていたが実現できていない」とあるが、その原因・理由は何か。将来

的に実現できる可能性のある原因なのか、根本的に予算や人が足りないと

実現できないのか。 

 

事務局： 手がかかるということと、財源が理由である。次の計画に引き継

いで取組んでいきたいと考えている。 
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委員： 言い方は悪いが、引き続き実現できていないということ。 

 

委員： （６）「発信する」について、ものすごくたくさんの課題が見えて

いて、その課題をきちんと次に伝えるためにも、現状も含め伝え方は重要。

手間がかかると言われたが、手間をかけてやらないといけないと、これか

らやろうとしていることが机上の空論になってしまう。私はこの中で「発

信する」が一番大事だと思う。今までもいろいろなことをされてきている

が、それが届いていないからアンケートにあまり上がってこないというこ

ともあると思う。知り合いに宝塚市の人がいるが、ここで知っていること

を話しても知らないと言われることが結構多い。一番身近なところでそう

いうことが出来ていないということである。発信すればするほどまちのイ

メージが伝わっていく。別件で茨木市のお手伝いをしているが、茨木市は

すごい発信量である。Facebookでもほぼ毎日何かがアップされている。知

らなかったイメージもある。子育てしやすそうとか、アートに力を入れて

いるとか、災害のことも丁寧に発信しているといったことが見えてくる。

京都市はどうかと思ったら大きすぎるのか細かいところはできていない。

そういう発信する力は大事で外の人が感じるところで、外の目から考えて

いくことが必要。宝塚市もそれができれば、移住してくる人もいるかもし

れない。発信は手間暇かけてでもやらないといけない。また、一元化、プ

ラットホーム化がどのようなものを目指しているのか見えない。どうする

かを考えながら発信しないといけない。市民アンケートにも出ていたが、

今の芸術・文化はわかりにくい。昔は美術館の額の中に入っているものが

芸術だと考えられていたが、生活の中でいろいろ起こっていることがアー

トだと捉えられてきているので、伝えるのが難しくなっている。それをい

かに定着させていくかがすごく大事。施設ができた中で大きな花火を上げ

ても良いが、それ以外でもう少し派生した何かがまちの中に広がっていく

ことを考えないといけない。４の項目に行ってしまうが、「創造力を発揮す

ることによって、すべての市民が豊かで生き生きとした文化の薫り高

い・・・」とあるが創造力を発揮するって誰でもすぐにできることではな

い。創造力を育てるためにどうすれば良いか。小学校など、教育へのアウ

トリーチも重要なのではなないか。発信の仕方にその辺も含めていただき

たい。 

 

事務局： 先程、発信ができないのはお金と時間がないと言ったが、茨木市

を見ていても、ただ単に発信するわけでもなくて、目的があり何かを実現

したいという思いがあるからこそ発信をする。プロジェクトを実現するた

めに発信する。それを考えると、面倒くさいことではない。自分たちの事

業精度を上げるための発信である。とにかく市として「いいこと」を発信

することが発信ではないと思う。発信するということそのものが市全体と

してピンと来ていない感じがする。例えば、宝塚ハイボールはここ１～２
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年でとても有名になったが、わざわざ発信している意識ではない。プロジ

ェクトを推進する中でたまたまである。発信の仕方を考えていかなければ

ならない。プロジェクトとして発信するということが重要。アーカイブも

もうちょっと充実させていきたい。それが読めるように検討していきたい。 

 

会長： ３から４にかけての話になっているが、発信がとても大事であると

いうこと。ただ垂れ流していくだけでなく、プロジェクトとして戦略的に

やる必要がある。お金がないという現状は踏まえないといけないが、ない

ならないなりに市民の力を活用できないか。とにかく発信は重要であるし、

それをいかに活用していくかである。これまでの議論の中でも素材は揃っ

ているので発信さえしっかりできればいいという話もあった。３の中で発

信が課題になっているということは、このとおりであり、文言が足りない

のであれば、もう少し踏み込んだ表現がいるのかということであろう。５

のところで発信するについて、一元化、プラットホーム化にアーカイブと

いうことも入れていくというのも手であると思う。伝え方の部分がとても

大事だということである。 

 

委員： ３のところで、前回の基本計画の振り返りとして、「できたこと」

と「課題に考えていること」が一気に書かれている。「できたこと」と「で

きなかったこと」が正直わかりにくい。流れで書いてあってつながりがよ

くわからないところもある。例えば、これはできた、これはできてないと

いうことを示してもらった方が明解になると思う。例えば（１）「創る」で、

拠点機能が充実した一方で、文化関係施設の不足を唱える声も根強く、ハ

レの場の不足が否めないというのは、言葉を削っているせいもあるが、日

常の創作・練習場所も求められており、活動の障害となっているというの

もあり、もう少し整理が必要である。（２）「つながる」でも、２つ目の今

の活動が地域コミュニティの醸成に寄与しているとは言い難いと断言して

いるところは何か。合唱であれ、何であれいろんな活動があり、直接的で

はなくても地域コミュニティの醸成には寄与していると思うのでここで

「寄与しているとは言い難い」と言い切るのは違和感がある。（４）「伝え

る」のところでも、「宝塚学検定」から多くの研究者が生まれ」の研究者と

はどういうことか。「研究者」という言葉の使い方に違和感がある。（６）

「発信する」の「文化芸術への関心を喚起し、誘客効果や都市ブランドを

強化させるマーケティングの視点を考慮した情報発信」は一体何を指すの

か詰め込み過ぎてよくわからない印象である。（７）「支える」で良いと思

うが、先ほどの体制や財源の話が、例として学校等へのアウトリーチのこ

ととして書いてあるが、７つの方向性をしていくうえで、体制や財源がこ

の５年を振り返った時に不足していたということを言ってもよいと思う。

市の条例の中では、市の役割として財政的措置を謳っていたはずなので、

できなかった理由はあると思うが、できていないことは明確に書いた方が、

次をやるにあたって財源確保しないといけないとか、人を強化することに
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つながるように感じる。 

 

事務局： 地域コミュニティの醸成について、文化活動をしていたらなんら

かに寄与するといえることは理解している。例えば、合唱のグループがあ

るだけでそこには合唱という共通のテーマの中で、コミュニティが生じる。

それはそれで素晴らしいが、それが「地域のコミュニティ」の合唱や文化

の素養のない方にまで届いていくことが「つながる」というところの目標

としての「地域コミュニティの醸成」ということであるので、そこまでは

到達できていないというニュアンスで書いている。例えば、だんじり文化

であれば典型的で、まさに地域のコミュニティを醸成しており、非常にわ

かりやすい文化活動である。そういったコミュニティがもっと広がってい

けばよいというのが書いている側の意図である。 

 

委員： 合唱団などで活動している人が新たにつながって、ステージで何か

発表をすれば、そこに近所の人や家族の方、いろんな人に声をかけてそこ

に集まってくる。そこで新たなつながりができてくると思うので、舞台上

の人が同じ分野で関わるということ以外の波及はある。合唱以外の演劇で

もそう。地域の祭りと同じような直接的なものではないにしても、コミュ

ニティの醸成に寄与していると感じる。「寄与しているとは言い難い」とい

う表現には強い違和感がある。 

 

会長： 意図するところは理解するが、「寄与しているとは言い難い」と言

い切ってしまうのはどうか、もちろん課題としてはあるけれども、そこか

らさらに発展していくような関係性が生まれたらいいなというニュアンス

を書き加えていただければと思う。あとは「できたこと」と「できなかっ

たこと」をもう少し計画につなげていけるようにわかりやすく整理してい

ただく。「研究者」という表現も大学の研究みたいなのでよい表現に言いか

えることができればと思う。では４の将来都市像にうつる。ご意見はある

か 

 

委員： 特になし。 

 

会長： それでは、最後の５取組の方向性について、ご意見あるか。大きく

変わった点として、「伝える」と「守る」が（４）「守り伝える」になった

ということ。省略するのではなく、より市民に伝えたいことを、理解して

ほしいことをわかりやすくするためにこうしたということである。最後に

これらを実施して様々な課題に取り組んでいくということで（７）「発展す

る」を付け足されたということである。 

 

委員： 非常にバランスよく書いているし、基本骨子なので、ディテールに

踏み込めないが、全体としてどこに力を入れるのか、もう少しハイライト



 

9 

 

してもよいように思う。内容としては、他の都市でも使えそうなところが

あり、もう少し差別化する部分、宝塚市として他の都市と違う部分はどこ

にあるのか。タイトルとして掲げていくことができればよいと感じる。提

案としては非常に重く、今すぐ答えるのは難しいことであると思うので、

ご検討いただきたい。 

 

会長： 先程「発信する」というところでも議論はあったが、発信が大事と

いうことをどの都市も言っているが、そこを尖らせるのもあるかもしれな

いし、「守り伝える」と一つにまとめた中に市の強い意志があるのだから、

そこに力を入れるのもありかも知れないし、「文化芸術都市」と謳うならそ

こを出すとか、どの辺に力を入れたらいいかも意見をいただければ市の方

でも検討いただけると思うが、具体的にどのあたりを押せばよいかご意見

あるか。 

 

委員： 今更という話であるが、今回の計画名称は、「文化芸術振興計画」

になっている。文化芸術を振興しようという目的で最初はできたと思う。

兵庫県は「芸術文化振興ビジョン」となっている。「芸術」が先に来て、「文

化」が後になっている。芸術文化センターができるなど、その流れがあっ

て芸術文化なっているけれども、これは非常にわかりやすい。市の計画は、

政府の「文化芸術推進基本計画」を踏襲していると思うが、目的が曖昧に

なるのは文化が先にきているために、ややこしくなっている。芸術文化⇔

文化芸術、前者のほうがしっくりくる。言葉の棲み分け、文章の棲み分け

が明確になってくると、宝塚市が目指すものが見えてくるかもしれない。

産業振興ビジョンの下に芸術振興計画があって、その下に文化芸術とあれ

ばわかりやすいのではないか。 

 

事務局： 他都市でも創造都市ビジョンで一体化しているところもあるし、

内部でもずいぶん議論になった。文化も深い関係はあるが、一旦体系から

切り分けたのには意図がある。創造都市というのは産業全体として活性化

や経済効果、都市政策としてやっていくニュアンスがある。経済効果の追

求が文化ではないので、経済効果は無視できないけれど、それと違う次元

にある。協力することは必要だが、一緒にするのは難しいという議論であ

った。切り分けに軸を置いたので、産業の体系から外して産業ビジョンと

並列で位置づけた。ただ、文化イコールまちづくり全体みたいな感じにな

っているのでわかりにくくなっているが、文化の領域を広げたところが特

徴といえば特徴かもしれない。 

 

事務局： 内部で議論した結果、文化は聖域とまでは言わないが、文化は産

業と密接に連携していながらも、別個のものとして位置づけられているの

と、将来都市像の中にも、「ともに創るまち」「文化芸術あふれるまち」「創

造性豊かなまち」と３点切り分けて文章化しているが、「ともに創るまち」
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は全ての主体が連携・協働して取り組むものだという前提の中で、「文化芸

術あふれるまち」は、文化芸術は決して特別なものではなく、普段の暮ら

しの中に自然にあるものということで、我々としては、より多くの方に、

これが文化芸術なのだという気付きも含め、多くの方に日常生活の中で文

化芸術に親しまれるような取組をしていくためにも今回の計画の見直しを

したいと思っている。芸術文化もイメージしながら、文化芸術という誰で

もが日常生活の中にあるというものを幅広く理解いただける計画にまとめ

ていきたいと考えている。 

 

委員： 資料４、国の文化芸術推進基本計画の概要で左下の「文化芸術政策

を取り巻く状況等」というところに、国はその概念を整理している。芸術

文化そのものの価値をどう高めるかという話と、波及効果のような社会的

価値、あるいは経済的価値の３つの要素があるということで、これを、将

来都市のコンセプトといったときにどの部分がそれを担っているのかとい

うのを整理するのが一つの考え方でないかと思う。（１）「創る」というと

ころで創造都市を目指すということであれば、宝塚市で新しい何か創作活

動をする、場が増えるとか人が増えるとかといった要素が入っていくこと

で、今おっしゃったようなことができるのではないか。（２）～（５）辺り

で、社会的、経済的価値、として全体の環境整備みたいな感じで整理して

はどうか。（７）「発展する」もそうである。その観点と（１）「創る」が何

をつくるのかわからない。美術なのか、演劇なのか、音楽なのか、何かも

う少し具体的なことを、環境づくりだけでなく、もう少し人なのか、何か

もう少し入れてもいいように感じている。環境整備だけでいうと新たに文

化芸術センターができたということで仕掛けていくところもある。既存で

音楽のまち宝塚ということで、ベガ・ホールも来年 40 周年を迎えるとい

うこともあり、市内に今ある文化施設を維持するとかいうことも入れてい

く必要があるのではないか。それと公共施設全体を減らそうとする中で、

市が直接することではなく別の民間活用を含めた仕掛けをしていくのかと

いう視点があってもよい。それが文化芸術を使った新たな産業なのか、何

かにつながっていくと、創造都市としての産業振興につながっていくこと

になると思う。 

 

会長：国の文化芸術推進基本計画に照らして、整理すればもう少しわかり

やすくなるのではないかということ。（１）「創る」のところで、何を創る

のかをもう少し整理した方が良いのではないかということ。あと（５）「発

信する」の５行目終わりのほう。「魅力情報」は「魅力ある情報」のことか。

（７）「発展する」について、「発展させる」のほうが、市民が主体的に取

り組む感じになる。「支える」「発信する」は主体がある。最後の「発展す

る」だけ受動的なので文言の見直しをご検討いただきたい。 

 

委員： 前回の会議で定性的な目標があったほうが良いという意見があっ
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た。これはまだ方向性なので、入っていないかもしれないが、目標が 10

年後どんな形になっているのかを示した方が良い。振り返る時に評価しや

すいようにするべきできではないか。県であれば成果指標を置いている。

必ずしも数値でなくてもよいので、目標か何か、そういったものが計画を

作る中であった方が良い。 

 

事務局： 将来都市像を掲げているが、この「都市像」がわかりにくいかも

しれない。企業であれば、ビジョンを掲げて、もう少しわかりやすく共感

しやすいものになっていてそれがモチベーションにつながる。自治体の都

市は極めて抽象的なので、もう少しブレイクダウンしたものがあっても良

いのかもしれない。目標が実現したらどういう状態になるか、もう少し書

いた方が良いと私も感じている。内部でも検討しているが、まだ落ち着い

ていない。 

 

委員： まだ骨子の段階である。計画に落とし込んで初めてベンチマークが

できるので、骨子にいきなり書かなくても良いのではないか。基本骨子を

どう計画に落とすかの中でそれをよりリアルに表現いただければと思う。 

 

事務局： ベンチマークのひとつが、市民アンケートにもなるかもしれない。

具体的な計画に骨子を落とし込んでいく中で指標を入れ込んで、10年間振

り返れるような指標も必要だと思っている。 

 

委員： 概念的、定性的なものでも良いとは思う。 

 

委員： 宝塚らしさがどこにあるのかをきっちり目標において、計画を立て

た方が良いと申し上げたと記憶している。柱だけ見ると西宮市でも川西市

でも通じそうである。５のところで、固有名詞が入っていて、気になる。

文化芸術センターは大きいので良いと思うが、宝塚学検定やウィルキンソ

ンタンサンなど、ここに入れるほどのことなのか、次の段階でも良いので

はないか、と思えるものが混在していると思う。 

 

会長： 具体で上げているのは、何か象徴的だという意味か。 

 

事務局： 抽象的だとわかりにくいかと思って記載した。象徴的というほど

でもない。宝塚学検定は 300人弱の受験者があり、まち歩きにも繋がって

おり、拡がりを見せているので、ひとつの指標にはできるかと考えている。 

 

会長： 議論は出尽くしたか。基本的にこういう構造で、こういう内容で基

本骨子として掲げてよいかどうか。その承認をいただきたい。 

 

委員： 特に意見なし（承認）。 
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会長： それでは、今日いただいた意見は検討するという条件付きで承認い

ただいた。 

 

 

（２）その他 次回日程等について 

事務局： 次回の振興会議は、文化芸術センターの見学を行ってから、議論

する。２月６日（木）15時から開催予定。 

 

会長： それでは本日の議論はこれにて終了する。 

 

 

４ 閉会 

 



資料１
令和元年12月23日（月）

第三回宝塚市民文化芸術振興会議
宝塚市文化芸術振興基本計画 骨子（案）

１

文
化
芸
術
振
興
基
本
計
画
の
位
置
づ
け

宝塚市文化芸術振興基本計画
現計画(2015-2020年度 6年間)
次期計画(2021-2030年度10年間)

文化芸術振興基本法(2001年制定)

文化芸術基本法に改正(2017年改正)

宝塚市民の文化芸術に関する基本条例(2013年制定)

（第14条文化芸術振興施策を推進するため基本計画を策定）

第6次宝塚市総合計画
計画期間2021‐2030年度 (策定中)
スローガン「わたしの舞台は たからづか」
観光・産業・文化分野のめざすまちの姿

「宝塚らしい“にぎわい”と文化芸術が

あふれる、創造性豊かなまち」

兵庫県芸術文化振興ビジョン

(2015年策定)

文化庁文化芸術推進基本計画

(2018年策定)

宝塚市産業振興ビジョン

計画期間2021-2030年度
(策定中)

農業振興計画

商工業振興計画

観光振興戦略

2

文
化
を
取
り
巻
く
社
会
環
境

(1)SDGsの取組み
→文化芸術の力を活用し、多様性と包摂性のある持続可能な社会の実現を目指す。

(2)グローバル化の進展
→国際交流によって様々な文化芸術が出会い、既存の文化芸術へ浸透することにより、相互理解や
融合による新たな文化芸術が創造される。

(3)人口構造の変化（人口減少、少子高齢化の進展）
→文化芸術継承の人材が不足する。

(4)情報化の進展（情報通信技術の発達）
→容易に文化芸術を享受し、効果的な発信と共有が実現される。

(5)ライフスタイルや価値観の多様化
→新たな文化芸術の創造、市民ニーズの多様化が進む。

(6)文化芸術振興基本法の一部改正
→文化芸術基本法へ（改正の概要：観光やまちづくり、国際交流、福祉、教育、産業などの関連
施策と有機的な連携を図ることにより文化芸術を推進する。）

(7)市民アンケート →市民アンケート調査では「文化・国際交流」施策の重点度は防犯・交通安全などに
比べて低く「普通」であり、満足度は都市景観や緑化・公園と比べて「低い」となっている。

３

宝
塚
市
の
文
化
芸
術
振
興
の
現
状
と
課
題

4

将
来
都
市
像

文化芸術における10年後の目指すまちの姿については、第６次宝塚市総合計画

「観光・産業・文化分野のめざすまちの姿」から【ともに創る 文化芸術あふれる

創造性豊かなまち】 になるよう右記のとおり取組を推進し、

将来都市像 『創造力を育む 文化芸術の薫り高い 宝塚』 を目指します。

・「ともに創るまち」 文化芸術振興の主役は市民（個人、法人、団体）であり、すべての市民と宝塚市文化財団、そして市が連携・協働して

取組みます。

・「文化芸術あふれるまち」 文化芸術は決して特別なものではなく、普段の暮らしの中に自然にあるものです。すべての市民が文化芸術の情報を

得ることができ、活動の場が身近にあること、そして、人と人とがつながり、それぞれの日常の中で文化芸術に気付き、親しまれるよう取組みます。

・「創造性豊かなまち」 創造力を発揮することによって、すべての市民が豊かで生き生きとした文化の薫り高い創造都市になるよう取組みます。

政府は、2018年、「文化芸術推進基本計画」を定めるとともに、地方公共団体において、同計画を参酌して、そ
の地方の実情に即した「地方文化芸術推進基本計画」を定めるよう努めるものとするとしています。今回、見直し

する「宝塚市文化芸術振興基本計画」についても、法律に規定された「地方文化芸術推進基本計画」にあたるも

のとして、策定します。

・中央公民館が2019年2月にグランドオープン、2020年4月には文化の複合施設として「文化芸術
センター」が誕生し、文化芸術の拠点機能の充実が図れた。

・一方、市民や文化活動団体からは、近隣他市と比較して文化関係施設の不足を唱える声も根強く

あり、いわゆるハレの場の不足が否めない。

・加えて、日常の創作・練習場所も求められており、活動の障害となっている。

・市や宝塚市文化財団、文化団体による多彩な文化事業をはじめ、姉妹都市との交流事業、市民レベルの文化

事業、さらに、産業・教育・福祉・環境等の関連分野での事業によって人と人との交流に繋げてきた。

（例えば、宝塚映画祭、宝塚歌劇市民貸切公演、宝塚アニメフェスタ等）

・このように多彩な事業を展開してきたが、これらの事業は文化施設を拠点とした活動団体によるものが

主体となっている。このため、全ての活動が地域コミュニティの醸成に寄与しているとは言い難い。

・例えば、宝塚のだんじり文化のように地域コミュニティの醸成に寄与しているものもあるが、まだまだ活動が

小集団、あるいは活動カテゴリ内にとどまっているものも少なくない。

・姉妹都市等の自治体交流も充実を図ってきたが、交流分野の拡大や、市民レベルへ広げていくことも

課題となっている。なお、海外姉妹都市との交流は休止状態となっている。

・本市では音楽や美術をはじめ、様々な芸術に触れる機会を提供する事業を展開してきた。

・しかし、これらの芸術体験を享受できるのは、芸術への一定の関心を前提としている等、一定の層への提供

という側面もある。

・文化芸術活動の外側にいる人や文化芸術への親しみが薄い人に通じる事業が不足している。

・例えば、市内小学校では、平田オリザ氏による演劇的手法を活用したワークショップや宝塚市文化財団による

学校等へのアウトリーチ（本市ゆかりの文化人・芸術家による芸術に触れる機会の提供）等を継続して実施

しているものの、限定的な取組となっている。

・高齢者や障碍者等に通じる事業も、福祉関連事業としての側面が強く、文化芸術の社会包摂機能を

発揮できる事業の必要性が高まっている。

(1)「創る」・・・文化芸術に触れ、創る喜びを実感できる環境づくり

(2)「つながる」…文化芸術活動が地域コミュニティを醸成し、人と人とがつながる

(3)「ともに楽しむ」…市民の誰もが文化芸術に触れ、活動し、楽しめる環境づくり

(4)「伝える」…文化遺産を伝え、市民がまちに愛着を持てるまちづくり

(5)「守る」…景観を守り、宝塚らしいまちなみをつくる

(6)「発信する」…いつでも文化芸術に親しめるような情報が発信できる体制づくり

(7)「支える」…市民の文化芸術活動を支え、応援できる体制づくり

・本市のかけがえのない、また膨大な有形・無形の文化遺産は、市民や各種団体、行政の手で受け継がれてきた。

・そのなかで、文化遺産の価値が明確で、多くの市民に受け継がれているものもある一方、その価値が十分に伝承

されていないものも多くある。

・また、伝承されないまま時が流れ、本来の価値が潜在化し、見えにくくなっているもの多く存在している。

・本市においては、近年、「宝塚学検定」から多くの研究者が生まれ、伝承活動が展開されている。

また、伝統芸能を継承する事業も継続的に実施している。しかしながら、全体として、文化遺産の伝承を担う人材

は減少傾向にあることが否めない。

・本市はこれまで、都市計画法・景観法・市条例等による制度を活用し、良好な景観の保全と誘導に努めてきた。

また、歴史的建造物や樹木等についても、法令に基づく指定を行い、その保全を図ってきた。

・しかし、現行の景観保全ルールは大まかで緩やかな内容となっており、法令の規制だけで景観の保全は困難である。

・このため、本市は、良好な景観に対する市民の総意を形成しながら、市民主体の景観保全・形成活動の支援を行っている。

・一方、「守る」ものは、景観だけではない。前項の「文化遺産」も含めて「守る」取組が求められている。故に景観

の概念にも、文化遺産を包含することで良好な景観を保全している。

・広報たからづかや市HP、宝塚市文化財団からの各種イベント情報については積極的に実施してきた。
・また、宝塚歌劇や大本山中山寺、清荒神清澄寺など、本市が誇る文化情報は、市広報・文化・観光・教育・環境等、

適宜、行政関連情報として発信する一方、民間の各事業主体から文化関連情報が発信されている。

・現計画において、文化芸術に関する情報の一元化とプラットホーム化を掲げていたが実現できていない。

・また、文化芸術への関心を喚起し、誘客効果や都市ブランドを強化させるマーケティングの視点を考慮した

情報発信も課題となっている。

・現行の支援としては、各文化団体や活動団体に対し、文化施設を中心とした活動機会の提供や補助金の交付、

個別文化事業に対する後援や広報支援等を行っている。

・しかし、現行の支援は、市内の文化施設における各種の文化事業を通じて展開している支援が中心となっており、

市民文化の裾野を広げるための支援は未だ十分とは言えない。

・例えば学校等へのアウトリーチ活動等の展開も行っているが、新たな拡充・発展は、体制や財源の問題もあり、

厳しい状況にある。

・こうした状況のなか本市並びに宝塚市文化財団は、市民や文化団体、アーチスト等、多様な主体が有機的につながる

ことで市民文化を活性化させる、いわゆる「中間支援機能」を強化していく必要がある。



５

将
来
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・文化芸術センターが新たな宝塚文化を創造する拠点として成長するよう、市民（利用者、事業者
等）と行政が協働しながら育てていく。
・文化芸術センターの誕生を契機として、手塚治虫記念館、文化創造館をはじめとする周辺の
文化関連施設が有機的に連携し、中心市街地に新たな活力を生み出すとともに、本市の
魅力を内外に発信していく。
・今後、公共施設全体の最適化の観点から統廃合や再配置が進んでいく。こうした動きを注視
しつつ、民間の施設も含めて、文化芸術を創造する空間が創出できないか、可能性を検討していく。
・まちなかの様々な空間と芸術を融合させる取組を推進していくことで、身近な芸術空間を創出する
とともに、「アートのまち宝塚」としての魅力を高めていく。
・潜在的ニーズのある「市民ホール」については、文化政策だけでなく、都市経営的な観点も含めて、
長期的な検討課題と位置づける。

・市や宝塚市文化財団、文化団体等が行ってきた多彩な文化事業が、人と人との様々な交流
を生み出していることを再評価し、継続していくことが重要である。
・そのうえで、市民とアーティスト、活動カテゴリを超えた交流、異文化の交流等、交流を一層促進
させる事業展開を推進していく。(例えば、市民、アーティスト、文化団体、商業者、大学、企業、
行政等、多様な主体が参画する芸術祭)
・とりわけ、市と宝塚市文化財団は、人と人とをつなげる役割を一層強化することで、 市民の文化
芸術活動を促進させ、活動を通してコミュニティも深めていく。
・姉妹都市としての松江市をはじめ、友好都市としての浜松市、大分市等、さらに、フラワー都市
交流も含めて、より一層、交流と絆を深めていくために、交流事業を継続的に推進するとともに、
市民レベルの交流につなげていく。

・施設の中で、文化芸術を鑑賞・体験し、感動できる良質な事業を今後も継続していく必要がある。
・しかし、これからは、市民が日常生活において、文化芸術を身近に感じることができ、来訪者も、
まちなかでアートを体験できるような環境づくりも重要である。
・こうした認識のもと、他分野との連携、とりわけ、教育・福祉・子どもの分野との連携を強め、社会
包摂的な機能を重視した事業の充実を図る。(例えば、文化芸術の校外学習・福祉とアートの
連携事業等)

(1)「創る」・・・文化芸術に触れ、創る喜びを実感できる環境づくり

(2)「つながる」…文化芸術活動が地域コミュニティを醸成し、人と人とがつながる

(3)「ともに楽しむ」…市民の誰もが文化芸術に触れ、活動し、楽しめる環境づくり

(4)「守り伝える」…文化遺産や景観を守り伝え、市民がまちに愛着を持てるまちづくり

・本市のかけがえのない、また膨大な有形・無形の文化遺産は、市民や各種団体そして行政が連携
しながら、調査研究を継続し、伝承活動を積極的に推進していく。
・そのために、ひとつは、市民力を生かす取組である。「宝塚学検定」から派生して活動を展開して
いる「博士の会」のような人材や市民組織を育成し、研究成果の蓄積と魅力を発信する取組を
支援していく。
・また、研究成果をまちの愛着につなげていくためのプロジェクトの推進も必要である。
「ウィルキンソン タンサン」発祥地に関する調査・研究は、市民の研究成果が発端となり、現在、
行政・企業・観光協会・商業者が連携した、様々なプロジェクトに繋がっている。
・このように、本市は、潜在化している魅力を掘り起こし→まちの魅力につなげ→市民の愛着を高める、
という一連のプロセスを機能させるために必要な支援を行う。
・一方、景観は「公」と「私」の財産が混在し、文化的な価値も加味されながら、総体として成り立って
いる、いわば「まちの有形無形資産」と言える。
・引き続き、景観を守り育てるために、地域の総意を形成しながら、市民の主体的な保全・育成活動
を支援する。

・市民や来訪者が、本市の文化芸術に触れることのできる情報が的確に伝わるよう、広報たからづか
や市HP、各種イベントチラシ等を通じて、積極的に発信する。
・市や宝塚市文化財団をはじめ、それぞれの機関から発信されている情報について、一元化とプラット
ホーム化を推進する。
・関係機関から発信する情報だけでなく、宝塚のまちが好きな人がSNS等を通じて魅力情報を発信
してもらうような仕組みも構築する。こうした関係人口の情報発信を通じて、市民の愛着を高めると
ともに「宝塚市ファン」を増やしていく。
・また、発信する情報は、イベント案内情報だけでなく、本市の文化的魅力を効果的に伝える手法も
取り入れる。マーケティングの視点から、ターゲットに響く情報を発信することで、本市への関心を
喚起し、誘客効果や都市ブランドの強化に努める。

・公共の文化施設における指定管理事業として展開している各種の支援事業は、今後も充実を
図りながら推進していく。
・市や宝塚市文化財団は、市民やアーティスト、文化団体等による文化芸術活動を促進するための
支援の充実を図りつつ、市は宝塚市文化財団の持続的な発展に向けた支援を行う。
・市民やアーティスト、文化団体等が主催する各種のイベント事業には、できる限り後援するとともに
広報、その他、市として可能な支援を行う。
・また、イベント事業の公益的効果を高め、まちの魅力をつなげていくため、適切な人材や関係機関
との連携を促し、市や宝塚市文化財団がそれぞれの立場で適切な中間支援を行う。

・文化芸術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、福祉、教育、産業その他の関連分野の施策と
有機的連携することで公共的課題の解決を図っていく。
・文化芸術の持つ創造性を活かして産業振興(観光・商工業・農業・労働)や地域活性化の取り
組みを推進する。文化芸術を経済効果にも繋げながら、文化政策の持続性も高めていく。

(5)「発信する」…いつでも文化芸術に親しめるような情報が発信できる体制づくり

(6)「支える」…市民の文化芸術活動を支え、応援できる体制づくり

(7)「発展する」…「文化芸術都市宝塚」として成長を続けるまちづくり
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基本構想                
このフレーズは、第６次総合計画の策定に向けた市民ワークショップ「タカラ ミライ ラボ」    の提言書の中で、まちづくりの視点として提言されたものです。 
「市民が主体となり、こどもから大人まであらゆる世代がまちづくりに関わることが必要であり、 

『やりたい』ことができる環境を創り出し、まちを若返らせ、多くの市民が『つながり』を持てる 
ようになることが大切」との想いが込められています。 

この想いを受け止め、さらに発展させ、総合計画のスローガンとして定めることとします。   

１ スローガン 
わたしの舞台は たからづか  

このまちをより良くしていくための取組がまちづくりです。 
これからのまちづくりを市民と行政がともに進めるにあたり、「わたしの舞台は たから

づか」をスローガンに掲げます。  
このスローガンには、 
「活動・活躍できる場」（舞台）をつくり 
「暮らし」（舞台）を支え 
「まち」（舞台）を未来につなげていく 
との想いを込めています。  
宝塚に関わるすべての人が幸せと感じられ、安心な毎日を過ごすことができる未来を願 

い、このスローガンを掲げ、まちづくりを進めます。 
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     スローガンに込められた想いの実現に向けて、３つの重要なまちづくりの視点を定めます。    スローガンに込められた想い        ３つの重要なまちづくりの視点                                                                      

２ まちづくりの視点  

「活動・活躍 
できる場」 
（舞台） 
をつくる 

「暮らし」 
（舞台） 
を支える 

「まち」 
（舞台） 
を未来に 
つなげる 

（１）活動・活躍できる場があるまちづくり 
○一人ひとりの想いを行動に移していけるよう、「や

りたい」ことができる環境づくりや人の「つながり」

づくりに取り組みます。  
（２）あらゆる人の暮らしを支え、 

誰もが幸せに住み続けられるまちづくり 
○すべての人の人権が尊重され、自分らしくいきいき

と安心して住み続けられるまちづくりに取り組み

ます。 
○あらゆる世代が、お互いの存在を認め合い、支え合

う「お互いさま」があふれるまちづくりに取り組み

ます。 
（３）活力を創出し、将来を見据えた持続可能なまちづくり 

○豊かな自然や文化などの様々な資源を生かすこと

により、宝塚らしい魅力を備えたまちの賑わいの創

出に取り組みます。 
○人口減少・少子高齢社会の進展を見据え、特に子育

て世代が住んでみたいと思えるまちづくりに取り

組みます。 
○社会情勢を的確に把握し、限られた資源の有効活用

や広域的な連携に取り組むとともに、市民と行政が

ともに力を発揮する持続可能なまちづくりに取り

組みます。 
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（１）人口減少社会に対応したまちづくり 

・人口減少をはじめとする社会経済情勢が大きく変化 
・既存の社会資本を最大限に活用し、無秩序な都市機能の拡散を抑制しつつ、必要なところに適切な

都市機能を集積させる、といったコンパクトなまちづくりが必要   
（２）地域ごとの土地利用の方針    市域を「南部地域」と「北部地域」の２地域に区分し、さらに南部地域を都市計画法に基づく市街

化区域に概ね整合する「南部市街地」と、自然緑地の部分である「市街地周辺緑地」に区分   【南部地域】    ・「南部市街地」は、原則として現在の市街化区域を堅持し、市街地の拡大を抑制する。    ・「市街地周辺緑地」は、保全や育成に努め、緑地として整備に努める。   【北部地域】    ・豊かな自然環境や水辺、農地など、自然環境と田園環境を保全するとともに、地域活性化を図る。         
（３）都市拠点の基本的な考え方   ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。    

＜主なポイント＞ 
３ 将来都市構造の基本的な考え方 
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４ めざすまちの姿      まちづくりの視点、将来都市構造の基本的な考え方を踏まえ、10 年後のめざすまちの姿を以

下のとおり定めます。    （１）は５つの分野に共通するものとして、（２）～（６）は、市民ワークショップ「タカラ ミ

ライ ラボ」提言書をもとに、現状認識（社会経済動向や宝塚市の現状、市民アンケート調査の

結果等）を踏まえるとともに、「地域ごとのまちづくり計画」の地域
ま ち

の将来像と整合を図り、定

めるものです。  
【６つのめざすまちの姿】  
5 つの分野に共通する            ５つの分野ごとのめざすまちの姿    めざすまちの姿                        

（２）住み続けたい、安全・快適な暮らしがあるまち 
～安全・都市基盤～ 

（３）福祉が充実し、安心して暮らせるまち 
～健康・福祉～ 

（４）子どもたちの生きる力が育ち、誰もが自分らしく輝けるまち 
～人権・子ども・教育～ 

（５）豊かで美しい環境をともに育むまち  
～環境～ 

（６）宝塚らしい“にぎわい”と文化芸術があふれる、創造性豊かなまち  
～観光・産業・文化～ 

～
都
市
経
営
～ 

と
も
に
創
り
、
未
来
に
つ
な
ぐ
ま
ち 

（１） ▶  
▶  
▶  
▶  
▶ 
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行政とのおの          
※「ともに」の主体は、「市民と行政」、「市民と市民」。                     

 自治会加入率は減少傾向にある。行

政との協働の取組を行っている人

の割合は3.5％と低い。人口減少社

会が到来し、少子高齢化が進行する

中、まちづくりの担い手づくりが課

題である。    
近年、ＩＣＴが普及・発展し、情報

や人の交流が拡大している。交流と

対話によるまちづくりが求められ

る中、ＩＣＴを活用し、情報共有を

進めることが重要となる。 
Society5.0（超スマート社会）にお

ける技術発展に対応した自治体へ

の転換を図るため、ＡＩなど高度な

ＩＣＴ技術を使ったスマート自治

体の取組が求められている。 
ＳＤＧｓの推進による持続可能な

社会の実現と将来を見据えた行財

政運営が求められている。 

  
○ 「やりたい」ことができる環境が整えられ、あらゆる世代が関わる 

市民主体のまちづくりが展開されている。 
○ 協働の理解や取組がさらに広まり、市民と行政がそれぞれの役割を 

分担し、協力しながら、まちづくりを進めている。 
○ 市民と行政の情報共有が進み、交流と対話によるまちづくりが進ん 

でいる。   
○ ＩＣＴ技術の活用による「スマート自治体」の推進により、市民の 

利便性が向上している。 
○ 人口減少、少子高齢化など社会構造が変化する中でも、将来を見据 

えた持続可能な行財政運営により、効果的な行政サービスが提供さ 
れている。 

（１）ともに創り、未来につなぐまち           
～都市経営～ 

め
ざ
す
ま
ち
の
姿 
現
状
認
識 

※ 

市 民 自 治 ・ 協 働 
開 か れ た 市 政 
情 報 化 
行 財 政 運 営 
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引き続き、ライフラインの

一つである上下水道の安

全安心を確保していく必

要がある。 

人口あたり犯罪発生件数

は、減少傾向にある。人身

事故、死傷者数は減少して

いたが、近年は、増加傾向

にある。より安全安心なま

ちにしていく必要がある。 
南海トラフ地震等の地震

や風水害に備えるため、自

助、共助の取組を引き続き

充実させ、いざという時で

も安心できる体制づくり

に取り組む必要がある。 
人口減少、少子高齢社会に

対応した土地利用が求め

られている。 
市民アンケートで住環境

の良さが評価されている。

しかし、少子高齢化等によ

る住環境の変化が起きて

おり、社会情勢に対応した

取組が必要である。 
市民アンケートでは、「道

路・交通」施策に対する満

足度は低い。道路環境の改

善やあらゆる世代に対応

した移動手段の確保が求

められている。 

若返る安全･快適 Let’s 生き活きたからづか 
◇ 人口の構成が若返って、まちの活力が維持されている。 
◇ 住環境が向上する。 
◇ 安全な生活ができている。 
◇ いざという時でも安心できる体制が整っている。 

  
○ 命や生活に関わる危機に備え、いざという時には、迅速かつ適切な対 

応をとれる体制が整っている。 
○ 地震や風水害に市民と行政がともに備え、地域で助け合う意識が高ま 

ることにより防災力が強化されている。 
○ 充実した消防救急体制のもとで、安心して暮らしている。 
○ 犯罪や交通事故がなく、誰もが安全・安心に暮らしている。   ○ 消費者トラブルの予防や対処に関する知識が広がり、自ら考え行動す     する消費者が増えている。 
○ 人口減少、少子高齢社会に対応し、豊かな自然や文化など様々な特性 

を生かしつつ、都市機能を集積するなどコンパクトなまちづくりが進 
んでいる。 

○ 良好な住宅を次の世代へつなぎ、誰もがずっと住み続けたいと思える 
魅力的な住環境が整っている。 

○ 歩行者や車両にとって安全で快適な道路環境の整備が進むとともに、 
生活を支える移動手段が確保されている。 

○ 河川の治水や土砂災害対策が進むとともに、うるおいや安らぎある 
水辺空間がつくられている。 

○ 安全でおいしい水が安定して供給され、公共下水も適正に処理されて 
いる。 

（２）住み続けたい、安全・快適な暮らしがあるまち  
～安全・都市基盤～ 

め
ざ
す
ま
ち
の
姿 
現
状
認
識 

市民ワークショップ「タカラ ミライ ラボ」提言書 

危機管理・防災・ 
消防 

防犯・交通安全 
土地利用・市街地・
北部整備 

住宅・住環境 
道路・交通 
上下水道 河川・水辺空間 

近年、集中豪雨が多発して

いる。関係機関との連携に

よる総合的な治水対策が

求められている。また、水

辺空間をまちづくりに生

かしていく必要がある。 

消費生活相談の相談件数

は約2,000 件前後で推移

している。自ら考え行動す

る消費者を育むことが求

められている。 

消費生活 
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つながりの中で『すこやか』があふれるまち 
◇ 健やかに暮らせる市民がたくさんいる。 
◇ つながりが多様になり生きがいがある暮らしができている。 

 
○ あらゆる世代で体とこころの健康づくりが進み、安心で健やかな暮 

らしができている。 
○ 保健、医療、福祉の連携が進み、病院・診療所や在宅で適切な医療 

を受けられる環境が整っている。 
○ すべての人の人権が尊重され、つながり、認め合い、支え合いなが 

ら、生きがいのある暮らしができている。  
○ 全世代にわたり、困難を抱える人も安心して生活を送ることができ 

るよう、身近な地域で包括的な支援が受けられる体制が整っている。 
○ 高齢者がいきいきと活動し、健康で生きがいのある生活を送れ、 

地域の様々な支え手になる高齢者が増えている。 
○ 障碍(がい)者が地域で暮らしていくための様々な支援を受けながら、 

自立した生活を送り、社会に参加している人が増えている。 
○ 社会保障制度により、若い世代をはじめ、あらゆる世代の人々の 

安心で健やかな暮らしが守られている。 
 

高齢化が進行しており、要介護・要

支援認定を受けている高齢者の比

率は増加傾向にある。高齢者の社会

参加を促進する必要がある。 

人と人との関係が希薄化し、孤立す

る人が増加しており、単身世帯も増

加している。住民同士で支え合う地

域社会や安心できる居場所、支援体

制が求められている。  
障害者手帳の所持者数は微増で推

移している。障碍（がい）者が地域

で安心して暮らせ、自立した生活や

社会参加ができるようにしていく

ことが大切である。 

生活習慣病や歯周病、こころの病が増加している。ライフステージに応じた病

気の予防や、健診の受診、食育の推進などにより、あらゆる世代の健康づくり

を進めていく必要がある。高齢者の増加に伴い、在宅医療のニーズが高まるこ

とから、保健、医療、福祉のさらなる連携が求められている。  
生活保護世帯は微増で推移し、若い

世代をはじめ、様々な世代でニー

ト・ひきこもりなどの問題が深刻化

しており、自立への支援が求められ

ている。国民健康保険事業の健全で

安定的な運営が求められている。 

（３）福祉が充実し、安心して暮らせるまち  
～健康・福祉～ 

め
ざ
す
ま
ち
の
姿 
現
状
認
識 

市民ワークショップ「タカラ ミライ ラボ」提言書 

地域福祉 
高齢者福祉 
障碍

がい

者福祉 

健康・医療 

社会保障 
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あそびがそだつ こどもがつくる 

◇ あそびの場や子育て環境が充実している。 
◇ 日常的にこども同士や世代を超えた交流ができる。  
◇ 次世代を担うこどもたちが、地域や学校の活動の中で、地域、社会への関わり方を学び、まちづ

くりに参加している。 

 
○ すべての人の人権が尊重され、あらゆる人が自分らしくいきいきと 

暮らすことができている。  
○ 子どもたちが、豊かな自然や文化に触れ、他の世代や地域・社会と 

関わり、たくさんの遊びや学びを経験し、心豊かに成長している。 
また、子どもたちの意見がまちづくりに生かされている。 

○ 妊娠期からの切れ目ない支援により、家庭環境や経済的状況に関わ 
らず、誰もがゆとりを持って、安心して子どもを生み育てることが 
できる環境が整っている。 

○ 学校・家庭・地域のつながりの中で、子ども一人ひとりが大切にさ 
れ、未来を切り拓く子どもたちの生きる力やふるさと宝塚を大切に 
する心が育まれている。 

○ 誰もが生涯を通じて学ぶことができるとともに、学ぶことがその人 
の生きがいや心豊かな生活につながり、まちづくりにも生かされて 
いる。 

○ 生きがいや健康・体力づくりのため、様々な人がスポーツに親しん 
でいる。 

 
子どもがいきいきと健やかに育つ環境づくりや子どもの最善の利益を考慮した

取組が大切である。また、子どもの社会参加の促進とその行動を支援する人材

育成が必要である。子育ての孤立感や負担感が高まっている中、発達課題等を

抱えた子どもとその家庭への支援や児童虐待の発生防止のために、関係機関が

連携し、切れ目ない支援に取り組む必要がある。 
市民アンケートでは、学習活動への参加状況は２割程度で推移している。学び

の場・機会を拡大し、学んだことがまちづくりにも生かされることが大切であ

る。スポーツは、生きがい・健康・体力づくり、青少年の健全育成など、様々

な有用性がある。誰もが、いつでも、どこでもスポーツに取り組める環境づく

りを推進する必要がある。 

差別解消に向けた法整備が進む一

方で、インターネットの普及による

人権侵害が広がっている。多様化す

る人権問題への認識と理解を深め

ていくことが大切である。 

（４）子どもたちの生きる力が育ち、誰もが自分らしく輝けるまち 
～人権・子ども・教育～ 

め
ざ
す
ま
ち
の
姿 
現
状
認
識 

市民ワークショップ「タカラ ミライ ラボ」提言書 

児童福祉・ 
青少年育成 
学校教育 
社会教育 

家庭や地域における人間関係の希

薄化、子どもの自尊感情を育む機会

の減少、子どもの貧困などへの対策

が必要であり、学校や家庭、地域が

一体となった取組が求められてい

る。 

人権・同和・ 
男女共同参画 
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市民アンケートでは、取り組むべき

と感じている環境問題１位が生活

環境の保全（ポイ捨て禁止など）と

なっており、市民意識の向上が求め

られている。 

市民アンケートでは、他都市より優

れていることの１位がまちに緑や

花があふれているところとなって

いる。地域ニーズにあった魅力的な

公園づくりが求められている。 
市民アンケートでは、「都市景観」

施策に対する満足度は高い。引き続

き、宝塚らしい景観を守り育ててい

く必要がある。 
里地里山・まち山など、自然豊かな環

境を有し、魅力の一つとなっている

が、動植物の絶滅が危惧されている。

生物多様性の保全や人と自然との共

生を図っていく必要がある。 
資源リサイクル率は 30％前後で推

移し、市民一人1日あたりの燃やす

ごみ量は減少傾向にある。引き続

き、3Ｒ（発生抑制、再使用、再資

源化）を推進する必要がある。 

 
あふれる自然が夢となるまち 

◇ 美しい自然の中で恵みある暮らしができている。 
◇ 自然が守られ、活用（遊びなど）されている。 

  
○ 北部地域の田園・農村景観、山並みを背景とした自然景観、文化を感 

じる街並み景観が調和した宝塚らしい景観が保たれ、魅力を増してい 
る。 

○ まちに花や緑があふれ、地域のニーズにあった魅力的な公園づくりが 
進み、住む人、訪れる人を魅了し、利用されている。 

○ 自然とのふれあいや学びを通して、環境への関心が高まり、生物多 
様性の保全や人と自然との共生が図られている。 

○ 地球温暖化の防止に向け、省エネルギーの取組や再生可能エネルギー 
の導入が進んでいる。 

○ ごみの発生を抑え、資源のリサイクルが進むなど循環型社会に向けた 
取組が進んでいる。 

○ まちの美化活動により、きれいで快適な生活環境が保たれている。 

（５）豊かで美しい環境をともに育むまち  
～環境～ 

め
ざ
す
ま
ち
の
姿 
現
状
認
識 

市民ワークショップ「タカラ ミライ ラボ」提言書 

都市景観 
緑化・公園 
環境保全 

循環型社会 
都市美化・環境衛生 
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“にぎわい”を創り続けるまち             文化･歴史街道 たからづか 

◇ 市内で買い物・飲食をもっと楽しんでいる。        ◇ 教育現場でこどもが宝塚の歴史に親しんでいる。 

◇ 西谷に行きたいと思う人が歌劇を観に行き  ◇ 宝塚の文化・歴史が十分に発信できている。 
たいと思う人と同じぐらい増えている。     

◇ 市民も市外の人も、まち（市街地・西谷地域）    ◇ 大人（市民・観光客）が宝塚の歴史に親しんでいる。 
の情報をよく知り、利用している。 

め
ざ
す
ま
ち
の
姿
・
状
態 

 
文化芸術を心豊かな市民生活やま

ちの活力向上に生かしていく必要

がある。在日外国人との共生に対す

る社会の意識が高まってきており、

多文化共生社会に向けた取組が求

められている。 

市民アンケートで買い物や余暇活

動が不便との声が多い。人口減少に

よるまちの活力の低下が懸念され、

産業活性化に向けた取組が求めら

れている。 
平成29 年度（2017 年度）に宝塚

北スマートインターチェンジ、サー

ビスエリアが開業した。訪日外国人

は増加傾向にある。豊富にある地域

資源を観光振興に生かしていく必

要がある。 
市民農園の利用や農福連携など、農

の持つ魅力を生かしていく必要が

ある。農家戸数は減少傾向にあり、

担い手、後継者不足の課題を抱えて

いる。農業を志す人を増やし、活性

化を図る必要がある。 
市内従業割合は低い。共働き世帯の

増加、ワーク・ライフ・バランスへ

の意識の高まりなど、ライフスタイ

ルが変化しており、多様な働き方へ

の対応が求められている。  

 
○ 既存の地域資源の活用等により、新たな魅力が創出され、その魅力が 

国内外に伝わり、訪れる人が増えている。 
○ 起業・創業が盛んになり、地域特性を生かした宝塚らしい産業が成長 

し、その魅力が発信され、市内で買い物する人や働く人が増えている。 
○ 多くの人が身近に「農」に触れるとともに、農業を志す人が増え、農 

産物や加工品のブランド化が進んでいる。 
○ 多様な働き方が広がり、働く意欲を持つすべての人が安心していきい 

きと働いている。 
○ 多くの人が日々の暮らしの中で文化芸術や歴史に親しみながら、心豊 

かに暮らし、その魅力がまち全体で発信されている。また、文化芸術 
と福祉や教育、産業などとの連携が進んでいる。 

○ 国内外の人々との文化交流が広がるとともに、異文化を認め合い、 
ともに生きる多文化共生社会の形成が進んでいる。 

（６）宝塚らしい“にぎわい”と文化芸術があふれる、創造性豊かなまち 
～観光・産業・文化～ 

め
ざ
す
ま
ち
の
姿 
現
状
認
識 

市民ワークショップ「タカラ ミライ ラボ」提言書 

観光 
商工業 
農業 

雇用・労働環境 
文化・国際交流 
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５ 市民と行政の協働による推進      基本構想の実現に向けて、「基本計画」と「地域ごとのまちづくり計画」の両輪で推進します。      また、「基本計画」と「地域ごとのまちづくり計画」に基づく具体的な取組の実施にあたって

は、双方の調整を図りながら進めていく仕組みを構築していきます。   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案概要 

 
１．文化芸術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、
産業その他の各関連分野における施策を法律の範囲に取り込むこと 

２．文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継承、発展及び創造に
活用すること 

第一 趣旨 

 
１．題名等 
 法律の題名を「文化芸術基本法」に改めるとともに、前文及び目的について所
要の整理を行う。 

 
２．総則 
 基本理念を改めるとともに、文化芸術団体の役割、関係者相互の連携及び協働
並びに税制上の措置を規定する。 
〈基本理念の改正内容〉 
①「年齢、障害の有無又は経済的な状況」にかかわらず等しく文化芸術の鑑賞等
ができる環境の整備、②我が国及び「世界」において文化芸術活動が活発に行わ
れる環境を醸成、③児童生徒等に対する文化芸術に関する教育の重要性、④観光、
まちづくり、国際交流などの各関連分野における施策との有機的な連携 
 
３．文化芸術推進基本計画等 
 政府が定める「文化芸術推進基本計画」、地方公共団体が定める「地方文化芸
術推進基本計画」（努力義務）について規定する。 
 

４．基本的施策 
① 芸術、メディア芸術、伝統芸能、芸能の振興について、伝統芸能の例示に「組
踊」を追加するとともに、必要な施策の例示に「物品の保存」、「展示」、「知識
及び技能の継承」、「芸術祭の開催」などへの支援を追加。 

② 生活文化の例示に「食文化」を追加するとともに、生活文化の振興を図る。 
③ 各地域の文化芸術の振興を通じた地域の振興を図ることとし、必要な施策の
例示に「芸術祭への支援」を追加。 

④ 国際的な交流等の推進に関する必要な施策の例示に「海外における我が国の
文化芸術の現地の言語による展示、公開その他の普及への支援」及び「文化芸
術に関する国際機関等の業務に従事する人材の養成及び派遣」を追加。 

⑤ 芸術家等の養成及び確保に関する必要な施策の例示に国内外における「教育
訓練等の人材育成への支援」を追加。 

                                 など 
 

５．文化芸術の推進に係る体制の整備 
 政府の文化芸術推進会議、地方公共団体の文化芸術推進会議等について規定する。 

 文化芸術に関する施策を総合的に推進するため、文化庁の機能の拡充等につい
て、その行政組織の在り方等を含め検討を加え、必要な措置を講ずる。 

第三 その他 

（施行期日は公布の日） 

第二 改正の概要 

資料 ３



「文化芸術推進基本計画（第１期）」の概要
～文化芸術の「多様な価値」を活かして、未来をつくる～

○ 新・文化芸術基本法第７条に基づく初めての文化芸術推進基本計画。今後の文化芸術政策の目指すべき姿や今後５年間（2018～2022

年度）の文化芸術政策の基本的な方向性を示したもの。

○ 文化芸術の本質的価値に加え、文化芸術が有する社会的・経済的価値を明確化。文化芸術立国の実現に向けて、文化芸術により生
み出される多様な価値を、文化芸術の更なる継承・発展・創造に活用・好循環。

○ 関係府省庁の文化芸術関連施策について新・文化芸術基本法第36条に基づく「文化芸術推進会議」（関係府省庁の局長級会議）での
連絡調整を経て盛り込み。文化ＧＤＰ等の評価指標に基づく評価検証サイクルを確立し、毎年度計画をフォローアップ。

○ 文化審議会ではこれまで総会、文化政策部会、基本計画WGを計15回、分野別分科会・WGを計14回開催。文化芸術関係者を委員に迎
え、文化芸術団体からのヒアリングを実施するなど、現場の意見を幅広くくみ取って審議。

本計画の位置付け・ポイント

（１）文化芸術の価値
（本質的価値）
・豊かな人間性を涵養，創造力・感性を育成
・文化的な伝統を尊重する心を育成

（社会的・経済的価値）
・他者と共感し合う心，人間相互の理解を促進
・質の高い経済活動を実現
・人間尊重の価値観，人類の真の発展に貢献
・文化の多様性を維持，世界平和の礎

（２）文化芸術を取り巻く状況変化
・新・文化芸術基本法の成立
・少子高齢化・グローバル化・情報通信技術の
急速な進展等社会状況の変化

・2020年東京オリンピック・パラリンピック競
技大会の開催

Ⅰ文化芸術政策を取り巻く状況等 Ⅱ今後の文化芸術政策の目指すべき姿

目標１ 文化芸術の創造・発展・継承と教育
文化芸術の創造・発展，次世代への継承が確実に行われ，全ての人々に充実し
た文化芸術教育と文化芸術活動の参加機会が提供されている。

目標２ 創造的で活力ある社会
文化芸術に効果的な投資が行われ，イノベーションが生まれるとともに，文化
芸術の国際交流・発信を通じて国家ブランド形成に貢献し，活力ある社会が形
成されている。

目標３ 心豊かで多様性のある社会
あらゆる人々が文化芸術を通して社会に参画し相互理解が広がり，多様な価値
観が尊重され，心豊かな社会が形成されている。

目標４ 地域の文化芸術を推進するプラットフォーム
地域の文化芸術を推進するためのプラットフォームが全国各地で形成され，多
様な人材や文化芸術団体・諸機関が連携・協働し,持続可能で回復力のある地
域文化コミュニティが形成されている。

文化芸術は，それ自体が固有の意義と価値を有し，心豊かな活力ある社会の形成にとって極
めて重要な意義を持ち続けるという文化芸術基本法の精神を前提とし，以下のように定める。

文化芸術立国の実現を 1

い

かん



著作権

Ⅴ評価・検証サイクルの確立等 Ⅵ今後の文化芸術政策を総合的に推進するための文化庁の機能強化等

文化芸術に対する
効果的な投資と

イノベーションの実現

文化芸術に対する
効果的な投資と

イノベーションの実現

国際文化交流・協力の推進と
文化芸術を通じた相互理解・
国家ブランディングへの貢献

国際文化交流・協力の推進と
文化芸術を通じた相互理解・
国家ブランディングへの貢献

多様な価値観の形成と
包摂的環境の推進による
社会的価値の醸成

多様な価値観の形成と
包摂的環境の推進による
社会的価値の醸成

地域の連携・協働を推進する
プラットフォームの形成

地域の連携・協働を推進する
プラットフォームの形成

多様で高い能力を
有する専門的人材の
確保・育成

多様で高い能力を
有する専門的人材の
確保・育成

Ⅲ・Ⅳ 今後５年間の文化芸術政策の基本的な方向性
（2018～2022年度）

• クールジャパン戦略（内閣府）
• 放送コンテンツ等の海外展開（総務省，外務省）
• 外務省・国際交流基金の文化・日本語事業（外務省）
• スポーツ文化ツーリズム（スポーツ庁，文化庁，観光庁）
• 児童福祉文化財（厚労省）
• 障害者芸術文化活動（厚労省）
• 和食文化の国内外への発信、国産花きや茶の需要拡大、鯨類に関
する文化の情報発信（農水省）

本質的価値

• 日本商品・サービスの海外需要開拓、伝統的工芸品、
コンテンツ産業（経産省）
• 歴史・文化を活かしたまちづくり、海外日本庭園の再生（国交省）
• 訪日プロモーション、文化観光資源の活用、多言語化解説整備支援
（観光庁）
• 国立公園の情報発信（環境省）
• 国際的な文化発信拠点、地域の文化クラスター（文化庁）

等

戦略６戦略５

戦略3 戦略2 戦略4

文化芸術の
創造・発展・継承と

豊かな文化芸術教育の充実

文化芸術の
創造・発展・継承と

豊かな文化芸術教育の充実

社会的・経済的価値

戦略1

・文化庁の機能強化（政策機能強化、博物館・芸術教育関係事務の文科
本省からの移管等）を通じて、2018年度中に「新・文化庁」を実現。

・毎年度、文化ＧＤＰなど36の評価指標に基づき計画の
進捗状況をフォローアップ。2020年度中に中間評価。

今後5年間に推進すべき
170の基本的な施策を記載

芸術

文化財

国語・日本語
メディア芸術

芸能

暮らしの文化

伝統芸能

2
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芸 術 文 化 振 興 ビ ジ ョ ン の 改 定 （概 要）  
 

                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
１ 芸術文化を創造・発信する          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 芸術文化の“場”を育て拡げる 
 

 

 

 
 
３ 文化力を高め、地域づくりに活かす 
 

 

 
    
４ みんなで支え、総合的に取り組む 
 

（指標１）「住んでいる市・町で、芸術文化に接する機会があると思う人の割合」  H26：40.7%→H32：50% 
（指標２）「住んでいる地域で、自慢したい地域の「宝」（風景や産物、文化など）があると思う人の割合」  H26：49.3%→H32：60%  ※「兵庫のゆたかさ指標」より 

芸術文化立県ひょうご 

～芸術文化が暮らしに息づき、芸術文化で人や地域を元気にする社会の実現～ 

基本目標 
ビジョンの概要 

成果指標 

基本方向 

 
【基本部分】 
○ 基本的な考え方、基本目標、基本方向は維持し、 
引き続き取り組む。 
 

【新たな要素】 
○ 今後６年間の重点取組項目、成果指標による 
効果測定を新たに導入し、実効性を確保する。 

 
《芸術文化を取り巻く環境の変化》 
○ 本格的な人口減少社会の到来等人口構造の変化、社会の成熟化による価値観や豊かさの変容、 
ＩＣＴ技術の発展による情報化の進展、ＮＰＯの拡大等、時代潮流がめざましく変化している。 

○ 国では「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」や「古典の日に関する法律」が施行された 
ほか、「関西元気文化圏」の取組や、2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向け、文化施 
策の基盤を強化する動きが進んでいる。 

《本県の芸術文化施策の成果》 
○ 芸術文化センターや兵庫陶芸美術館、横尾忠則現代美術館等の拠点となる施設整備が進んだ。 
○ 芸術家に発表・交流の機会を提供する「ひょうごアーティストサロン」の設置や、青少年に 
本物の芸術文化の鑑賞機会を提供する「わくわくオーケストラ教室」「ピッコロわくわくステー 
ジ」等、新たな事業展開が進んだ。 

  
「21 世紀兵庫長期ビジョン」の趣旨や方向性を踏まえ、本県の芸術文化振興のための取組の展開 
方向を示す指針 

ビジョンの位置付け 

    
 2015 年～2020 年（H27～32）頃の概ね６年間 

計画期間 

 

【重点１】 

県民誰もが身近に芸術文化に親しむ環境の充実 

【重点２】 

「ふるさと意識」に根ざした兵庫の文化の継承・発展 

【重点３】 

兵庫の分厚い文化力の国内外への積極的な情報発信 

【重点４】 

芸術文化施設の適切な維持・保全と活性化の推進 

芸術文化振興ビジョン【改訂版】 

ビジョンの構成 

第Ⅰ期ビジョン策定以降(H16～)の動き 〈参考：芸術文化団体へのアンケート結果（H26.6）〉 
この 10 年で兵庫県において取組が進んだと思われる項目（３つまで） 

重点取組項目 

第
Ⅰ
期
ビ
ジ
ョ
ン 

改
定
ビ
ジ
ョ
ン 

【基本部分】 

・基本目標 

・基本方向 

【新たな要素】 
 ・重点取組項目 

・成果指標 

再構築 検証 

〈参考：県民モニターアンケート結果（H25.10）〉 
地域の文化的環境の充実に必要な事項（複数回答） 

■芸術家等が地域へ出向くアウトリーチ活動の推進 

■若手芸術家の発掘・育成 

■県民の芸術文化活動への支援 

■あらゆる場の活用の促進 

■青少年が本物の芸術文化に親しむ機会の充実 

■学校教育との連携の推進 

■親への啓発や親子交流の促進 

■芸術家を支え育てる目を持つ観客の育成 

■ＩＣＴ等を活用した多彩な芸術文化情報の発信等 

■芸術文化施設のネットワークの拡充による集客強

化等、観光分野と連携した情報発信の展開 

■東京オリンピック等の機会を捉え、本県の文化力

を活かした国際的な芸術文化事業を展開 

■国、関西広域連合、市町、団体、企業等との連携

体制の確立 

■適切なメンテナンスによる安全・安心で快適な施

設づくり 

■県内外の施設とのネットワークの拡充による利活

用の促進 

■施設の効率的な運用と活性化の推進 

■施設運営への住民参画の促進 

■伝統文化や伝統芸能等の継承・発展 

■芸術文化を通じた世代間交流の仕掛けづくり 
■学校や家庭、地域での芸術文化教育の充実 

■地域文化の発掘・保存・活用 

■文化財等地域の文化資源の活用支援 

■地域の文化力等を活用したまちづくりの推進 

 全国的・国際的に評価される優れた芸術文化の創造・発信拠点としての兵庫を確立

するため、芸術文化活動を実践する層の拡大を図り、優秀な人材育成につなげる。ま

た、芸術文化センター等の芸術文化施設がその機能を一層発揮するよう施設の活性化

を図るとともに、コーディネーター等の専門人材を育成する。さらに、東京オリンピ

ック・関西ワールドマスターズゲームズ等も視野に入れ、観光分野とも連携し、ＩＣ

Ｔ等を活用した国内外への情報発信の強化に取り組む。 
 芸術文化のすそ野を拡げるため、空き施設等あらゆる場を活用し、県域文化団体や

地域の芸術家の協力も得ながら、アウトリーチ活動を充実する。また、学校や地域と

連携し、子どもたちが本物の芸術や伝統文化にふれる機会を提供する。さらに、拠点

となる芸術文化施設の安全・安心で快適な施設づくりを進める。 
 県民や地域の持つ文化力を高めるため、県民が自分の住むまちが有する文化資源や

伝統芸能等に関心を寄せ、誇りを持つ「ふるさと意識」を高め、兵庫の文化の継承・

発展に取り組む。また、これらを活用し、ツーリズム振興等、観光分野との連携強化

を図るなど、まちづくりや産業振興につなげる。 
 県だけではなく、芸術家や芸術文化団体に加え、県民、企業、市町等幅広い主体の

参画と協働により、県民全体で芸術文化を支え育てる。また、国や関西広域連合とも

協調・連携を図り、県域を越えた取組も進める。 

１ 芸術文化振興の根幹をなすものとして引き続き進めるもの→継続的な取組が必要（基本目標、基本方向は維持） 
  （芸術文化を担う人材の育成、芸術文化事業の企画・実施、芸術文化を通じた交流の機会や場の整備・充実 等）             
２ 今後さらに重点的な取組が必要なもの→改定ビジョンにおいて重点取組項目として設定 

（芸術文化にふれる機会の地域偏在への対応、芸術文化情報の県内外や世界への発信、伝統文化や伝統芸能等の継承・発展 等） 

芸術文化振興ビジョン検討委員会 
（新野委員長：H26.6～H27.3） 

による検証 

重

点

取

組

項

目

の

設

定 

60.7%

39.3%

39.3%

28.6%

28.6%

21.4%

17.9%

14.3%

10.7%

10.7%

7.1%

7.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

芸術文化施設の充実（ハード面）

芸術文化を担う人材の育成

生活文化の向上

芸術文化の拠点機能の強化（ソフト面）

青少年が芸術文化に親しむ場の拡充

地域で多様な芸術文化に親しむ場の拡充

地域の文化力を活かしたまちづくりの推進

国、市町等との連携体制の整備

世界への発信力

文化資源や地域特性を活かした芸術文化活動

文化資源を活用した産業づくりの進展

県民自らが芸術文化を支え育てる力

21.4%

24.4%

40.2%

44.2%

45.2%

47.5%

49.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

芸術家や文化団体の活動支援

芸術家の積極的活用

文化施設の整備・維持

歴史的な建物や遺跡などを活かしたま

ちづくり

地域の伝統芸能や祭り等の継承・保存

公演、展覧会、芸術祭等の文化事業

子どもが芸術文化に親しむ機会

資料 ５　　　
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1. 平成 30年度市民アンケート調査より 

平成 30年（2018年）11月に市内在住の 16 歳以上の市民 3,000人に対して実施した

アンケートの結果を用いて、文化に対する市民の意識について把握します。 

 

(1) 文化に対する満足度・重点度 
宝塚市の各施策に対する満足度と重点度を尋ねて比較した結果、「文化・国際交流」は

重点度が低く、満足度が普通という位置づけです。 

 

  

資料６ 
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(2) 市民活動や地域活動への参加 
市民活動や地域活動に既に参加している人（11.4%）の 4 割弱の方々は、「文化・芸

術・スポーツ活動」を行っていますが、参加している人自体の割合は減少傾向にあり

ます。逆に、「あまり参加しようと思わない」「参加しようと思わない」という人の割

合は増加しています。 
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(3) 公共施設の利用状況 
産業・文化施設をよく利用（年 5回以上）している人は 7.6%、社会教育施設をよく

利用している人は 26.9%です。産業・文化施設を利用していない人は約 60％です。 
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(4) 理想とする宝塚市の将来イメージ① 
理想とする宝塚市の将来イメージとして「市民の文化・スポーツが盛んなまち」を

選んだのは 10％です。上位には防災・医療・子育て・防犯・福祉といった項目が挙が

っています。 
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(5) 理想とする宝塚市の将来イメージ② 
自由記述で理想とする宝塚市の将来イメージを聞いたところ、「芸術・文化のまち」

というキーワードが最も多く挙げられています。 

 

 

 


