会議の概要
会議名
開催日時
開催場所
出席委員

第２回宝塚市民文化芸術振興会議
平成２９年２月９日（木）１５：００～１７：００
上下水道局第一会議室

藤井委員 梅田委員 栗本委員 中辻委員 柳楽委員 秋津委員 石田委員
阿部委員

傍聴者
なし
公開の可否
可
議題及び結果の概要 １ 開会

２ 意見交換
（１）子どもを対象とした文化芸術振興施策と事業取組の状況について
事務局から、今年度から新たに始めた取組や（資料１）、現在の子ども施策
全般について（資料２）説明
委員：「産官学民連携による事業の研究」の項目について、甲子園大学と一
緒にやろうという話はないか。
事務局：文化芸術分野では難しいが、他分野では連携している。今回の高
校との連携は、これまで高校との連携が薄かったことや、高校間で横のつ
ながりが薄いと聞いていたことから、このような機会を設けた次第である。
今後は美術部に限らず、他の文化系クラブである写真部などにも広げてい
ければ良いと考えている。
委員：未来の担い手を育てるためにも、高校との積極的な関わりは大切だ
が、即戦力としての大学生や大学院生の力は非常に大きい。市内にこだわ
らずとも、近くには関西学院大学や武庫川女子大学などがあるので、大学
の知識や若い世代の力を利用すべきである。
委員：TAKARA っ子造形作品展や音楽会では、私立の小中学校に声をかけ
てみてもいいのでは。
事務局：私学は私立の学校の連盟の中で行事日程を組むため、市立と日程
が合うかどうかは難しいと思う。補足になるが、市内中学校の生徒は、授
業の一環として宝塚歌劇の観劇に行っているが、その行事には市内の私立

中学校２校も市の予算で参加している。（平成 27 年度実績：14 校 2,100 人）
委員：方向性５（１）について、どのような形で行っているのか。
事務局：都市計画課で景観の啓発をしており、通年を通して写真を募集し
ている。平成２５年度に、子どもを対象にまちの絵を募集したが、現在は
通年の募集である。子ども達にも興味を持ってほしいという思いから、次
年度以降の検討科目として挙げている。
委員：姉妹都市との交流について、次年度以降も継続していくのか、今年
度限りの特別のものなのか。
事務局：姉妹都市は現在、国内には島根県松江市があり、５年毎の相互交
流で来年５０周年を迎える。一方、友好都市は浜松市と大分市がある。浜
松市については、今年度は１１月に当市で開催された市民合唱祭に、浜松
市から合奏団が来宝し、来年度は宝塚少年少女合唱団が浜松市での演奏会
に出演する。また、大分市とも同様の取り組みをしており、今年度は宝塚
市交響楽団のカルテットが夢色音楽祭に出演し、来年度は大分から宝塚へ
来宝・演奏していただく予定である。いずれも、定期的なプログラムの中
で子どもに関連する事業を示している。なお、昨年度は中山五月台中が浜
松市で開催された吹奏楽の全国中学生交流コンサートに出演した。
委員：近隣市では実施していない宝塚市独自のものはあるか。
事務局：中学校での宝塚歌劇鑑賞はその一つ。また、たからんまつりは市
内文化団体が１２団体集まり、持ち味を活かしながらワークショップを開
催しており、まちの特徴を活かしたものだと考えている。
委員：宝塚ならではのワークショップが増えていけば良いし、作る側も今
後それを意識する必要性が出てくるのではないか。差別化を狙いすぎるこ
ともないが、宝塚を誇れるような何かが市の取り組みの中にあれば良い。
委員：全体としてのイメージや、宝塚としてのイメージが伝わってこない。
テーマ性があるとそれに合わせて PR できる。宝塚のイメージが「音楽」
ならば、何かをする際にも音楽性と絡ませるなどのキュレーションが可能。
前回もキュレーター育成の話があったが、個々で行うと個々のイメージが
ある。宝塚全体のイメージをつくるならば、メンバーが集まり話し合って、
色々なところに話をしていくのが、一番宝塚としてのイメージを伝えやす

い。宝塚ならではの人たちを使い、どんなふうに運営していくか、という
点が薄い。個々でいろいろなことをしていて基礎はあるので、何かもう少
し楽しめる企画があると活性化していくと思う。大学との連携に限らずと
も、現在地域に戻っているような若い人々を取り込むような掘り起こし方
も必要ではないだろうか。
委員：宝塚というと歌劇のイメージがとても強い。市民の力を結集させて
行う芸術は、総合芸術であるミュージカルになることが他市でも多いが、
市民ミュージカルなどの事例はあるが、元々活動している団体の発表会の
支援に感じる。しかし、それらを市で取りまとめ、市として人を集めてや
れば、それが財産になる。少し大人数の規模の活動を１００人、２００人
クラスで作り上げ、３年やれば後輩も育つ。
委員：地域の母親は今すごいパワーがある。子育てしながらでもいろいろ
なことに参画しようとされている。そういう人材を集めての目玉が必要だ。
委員：ラインダンスは素晴らしかったが一過性で終わってしまった。歌劇
関係の方も協力してくれたので、一過性で終わらせず、例えばラインダン
スを元歌劇生に教えてもらい、歌劇場を貸しきって発表するなど、盛大な
イベントをしてほしい。歌劇のファンだけではなく、もっと市民も参加で
きるような方向で。その点では、市民貸切公演は今までとは違う層が見に
行っており、評価できる。
委員：西宮では、同じような会議の中で委員がプレゼンする回を設けた。
街の中で文化芸術がいかに力を発揮するか、意見を出し合うこともよい。
例えば、次回までに我々で企画を作ってきて、市長や市議会に提出するこ
とも可能か。
事務局：可能だ。
委員：宝塚市全体の中で文化芸術振興にどれだけ力を入れたいのか、どの
層に向けてなのか、を整理すべきである。将来を担う層として子どもなの
であれば、また、文化芸術が宝塚市に住もうと思うきっかけになってほし
いと考えるのであれば、小学校の体験プログラムの中にもっと積極的に１
週間ぐらいのものを入れて取り組むくらいしないと特色は出ない。文化芸
術体験の場としてであれば、子どもの体験に文化芸術を組み込めるのでは
ないか。市の事業として子ども対象に行うならば、全員に同じように体験
の機会を提供できる。ミュージカルにしてもラインダンスにしても、舞台

上にパフォーマーも裏方もおり、様々なポジションがある。文化芸術から
広がり、舞台に限らず色々な体験ができるプログラムを用意し、教育委員
会と連携し、組み込んでいかなければ、なかなか浸透しない。
委員：宝塚市は子どもたちにどういう風になってほしいのか。具体的に見
えてきたら、ワークショップや色々な企画を組み立てやすい。
事務局：全国学力・学習状況調査で、宝塚市の子どもたちは、学力は高い
が自己肯定感が低い、という結果が出た。それを受け、平田オリザさんの
演劇ワークショップを取り入れた。大変好評でもっと取り組みを広げてい
く方向になっている。家庭の状況によらず、文化芸術を楽しみ、触れる体
験を持ってもらえるよう、市と教育委員会が一緒になって計画を作ること
は、新しい文化施設での運営においても大きなテーマである。
（２）その他の文化芸術振興施策について
事務局から前回の委員会でご意見のあった件について説明
・情報発信について
・コーディネーターなどの人材育成について
事務局から宝塚ガーデンフィールズ跡地利活用事業、文化芸術施設・庭園
整備事業について説明
委員：宝塚らしい一点集中型で、良質なものを育てていくべきだ。質的に
いいものを育てるにはキュレーターが必要だが、特定の誰か一人に頼むの
ではなく、毎年違う形でするのも良い。市内にこだわらず、刺激を与えて
くれる外部の人も必要ではないか。資料については、公民館事業としては
非常に優れているが、分散しすぎの印象である。これを前提に、新しく宝
塚らしいメインを一つ育てていくとよいのでは。それが宝塚の特色になる。
委員：作り手と参加者が乖離している。作る段階から市民が入り、協働で
何かできれば。他市では企画段階からレセプショニストが入るところもあ
る。文化芸術で子どもを育てることを目標にするなら、断片的ではなく小
学校から中学校へと長期の視点をもって教育の中に組み込んでいくべき。
委員：資料について、子どもが参加するものと鑑賞するものが混じってい
るので、どちらに比重を置いているのかなど整理すれば議論しやすい。ど
ういう子どもを育てていくかという基礎がはっきり示してあると、その次

が積み上げやすい。例えば、「宝塚ではこれをやったよ」というのが子ども
の頃にあれば良い。その点、歌劇は武器になる。舞台は総合芸術なので、
そこから派生している色々なことを宝塚歌劇と結び付けるなど、見せ方を
変えるだけで、今やっている事を変えずとも、集約し盛り上げて見せる事
ができるのではないか。
委員：ガーデンフィールズ跡地の説明について、担い手の話になるが、キ
ュレーターは文化芸術施設だけのキュレーターでなく、全体をコーディネ
ートするような人が学芸員の中にいてほしい。ゲストキュレーターが今年
のテーマを決めて、西谷も含めた市内全域をミュージアムとして外部の人
も楽しめるように、その拠点になってほしい。ゲストキュレーターや市民
キュレーターとともに市民をどんどん巻き込んで、みんなで作っていく。
委員：施設の全容が見えてくるとイメージを作りやすい。企画を考える際
にも、もう少し具体的な話ができる。毎年１つずつでも下準備の企画をし
て積み重ねていけば、スムーズにオープンへと移行できる。
委員：平田オリザさんのワークショップも含め、広報が弱い。ホームペー
ジも写真が少なく、文字が多くて見ようという気が起こらない。
事務局：情報発信は出来ていないところがある。今後のイベント情報につ
いては整理されてきているが、事業報告をしてみなさんに知っていただく
よう努力していく。
委員：見やすく楽しく分かりやすいのは大前提で、セキュリティの観点か
ら難しいとは思うが、制約のない市民レポーターなどを活用し、Facebook、
Instagram などの SNS で発信するなど出来るだけ早い発信を心掛けてほ
しい。
委員長：次回は、文化芸術施設を手掛かりに、考えられる事業などについ
て話し合いたい。

〔 資料１ 〕
◎ 新しく平成 28 年度（2016 年度）から子どもを対象に実施した事業
【 新規 】 「吹奏楽部・ミニコンサート（あおぞらコンサート）」
11 月 26 日（土） 宝塚ゆめ広場
宝塚北高校吹奏楽部がクリスマスメロディーを披露
- ねらい –
・ 【方向性７】支える （４）産官学民連携による事業の研究
【 新規 】 「高校生美術部展」
1 月 27 日（金）から 31 日（火）まで 国際・文化センター
市内 6 高校の美術部による合同展覧会
- ねらい –
・ 【方向性７】支える （４）産官学民連携による事業の研究
【 新規 】 「葉っぱの化石づくりと植物かんさつ」
12 月 4 日（日） ガーデンフィールズ跡地、文化創造館
小学校 1～3 年生とその保護者
- ねらい –
・ 【方向性１】創る （１）活動拠点の充実
・ 【方向性３】ともに楽しむ （１）子どもを対象とした文化芸術事業の充実
【 新規 】 「えっちゃんとお庭さんぽと絵本づくり」
2 月 11 日（土） 文化創造館
小学生とその保護者
- ねらい –
・ 【方向性１】創る （１）活動拠点の充実
・ 【方向性３】ともに楽しむ （１）子どもを対象とした文化芸術事業の充実
・ 【方向性２】つながる （２）宝塚ゆかりの文化人や芸術家との連携
【 拡充 】 「宝塚あおぞらげきじょう」
昨年度は 3 回開催から、奇数月の第 2 土曜日に 5 回の開催へ
花のみち･さくら橋公園、文化創造館
- ねらい –
・ 【方向性３】ともに楽しむ （１）子どもを対象とした文化芸術事業の充実
【 拡充 】 「学校コンサート」
市内小学校の希望日
希望日市内小学校児童 150 名程度 9 校から 12 校へ
- ねらい –
・ 【方向性３】ともに楽しむ （２）学校教育事業、社会教育事業の充実
・ 【方向性２】つながる （２）宝塚ゆかりの文化人や芸術家との連携

〔 資料２ 〕

◎ 文化芸術振興施策の方向性と子どもを対象とした文化芸術事業の取組状況

★ 平成28年度（2016年度）から新しく実施した事業
○ 平成29年度（2017年度）から新たな取組を検討している項目

【方向性３】 ともに楽しむ

文化芸術に触れ、活動できる機会を提供し、市民誰もがともに楽しめる環境づくりをめざします。

重 （１） 子どもを対象とした文化芸術事業の充実
次年度
№
事業名
実施時期 実施場所
事業の概略
平成 28 年度
の予定
文化財団事業
通年
ソリオホール こども落語教室、こどもいけばな教室、たから （ﾍﾞｶﾞ･ﾎｰﾙ）
継続
等
んまつりなどを実施する。
・8月1日 体験しよう！ホールの秘密
・10月1日 0歳からのクラシックコンサート
（ｿﾘｵﾎｰﾙ・ｶﾙﾁｬｰ）
・3月～5月 こどもいけばな教室
・7月～8月 こども落語教室
1
・3月5日 びっくり箱
（文化創造館）
・5月からの奇数月 あおぞらげきじょう
・3月25、26日 わくわく!そうぞう!たからんまつ
り
大型児童館事業
通年
フレミラ宝塚 中高生を対象にミュージックスクールなどを実 ・ミュージックスクール（ギター、ベース、ボー 継続
施する。
カルなど）
2
・夢のかけはしクラブ（老人福祉センター利用
者と囲碁、将棋、陶芸の教室）
人権文化センター事業 通年
各人権文化セ 小・中学生を対象とした絵画教室や書道教 文化系事業
継続
ンター
室、夏休みに小学生を対象に工作教室を実 ・くらんど 6事業
施する。
・まいたに 5事業
3
・ひらい 3事業
夏休み子どもプログラム －
東・西公民館 夏休み期間中に子どもを対象にしたコンサー ・8月27日 サマーライブコンサートを開催 継続
ほか
ト、工作教室などを実施する。
4

1

担当課
文化政策課
（文化財団）

子ども家庭支
援センター
各人権文化セ
ンター（くらん
ど、まいたに、
ひらい）
東公民館

【音楽隊】市内9小学校で活躍する音楽隊
が、学校の 式典や文化祭での発表など校内
での活動のほかに、コンクールや発表会、地
域の行事で演奏している。

5

宝塚市少年少女
音楽隊バトン隊

通年

サマースクール

－

6

7

★

宝塚文化芸術施設及び －
庭園整備事業
8 （プレ事業）
【 再掲 】
宝塚市文化団体連絡会 通年
の運営
9 【 再掲 】

№

・5月28日 社会を明るくする運動啓発パレー 継続
ド
・11月26日 ベガ・ホールで発表会
・その他にも地域の事業に随時参加

青少年課

各小学校

【バトン隊】市内3小学校バトン隊と1中学校バ ・5月28日 社会を明るくする運動啓発パレー 継続
トン隊が、花と緑のフェスティバルなどの地域 ド
の行事に参加している。
・8月24日 宝塚サマーフェスタ
・3月にスポーツセンターで発表会を開催予
定
東・西公民館 夏休み期間中に、公民館活動グループが指 ・7月25日～28日 公民館で、手工芸、演劇、 継続
導者となり、小・中学生を対象にサマースクー 工作などの文化芸術系25コースを開催
ルを開催し、学習の成果を還元する。
施設予定地及 文化芸術施設及び庭園の開設に向けて、市 ・12月4日 庭園整備事業のプレ事業として 継続
び
民の関心や期待を高めるため、様々な事業 作品作りのワークショップを開催
文化創造館な を展開していく。
・2月11日 施設のテーマの一つでもある「絵
どその周辺
本づくり」のワークショップを開催
－
文化財団が中心となり、市内で活動する会員 ・3月25、26日 文化創造館で「わくわく!そう 継続
数が10名以上の文化団体を対象に入会を呼 ぞう!たからんまつり」を開催予定
びかけ、文化団体相互の連携と情報交換を
行う。

（２） 学校教育事業、社会教育事業の充実

事業名
実施時期 実施場所
事業の概略
平成 28 年度
のびのびパスポート事 通年
各施設
神戸市を中心とした博物館、美術館などを無 ・神戸市の近隣市町で継続して実施
業
料で利用できるパスポートを小中学生に配布 市内の「のびのびパスポート」対象施設
し、子どもたちの豊かな情操や感性を育むた ・手塚治虫記念館
・宝塚文化創造館
めに活用する。印刷製本費を市で負担。
1
・小浜宿資料館
・旧和田家住宅
※類似事業：ひょうごっ子ココロンカード
TAKARAっ子造形作品 －
市内公民館 市立幼稚園、小・中・特別支援学校の子ども ・1月13日～18日
展
たちの図工や美術などの造形作品を展示す 東公民館で幼、小、中、特別支援学校の作
2
品を展示
る。

2

東・西公民館
文化政策課
文化政策課
（文化財団）

次年度 担 当 課
の予定
継続 手塚治虫記念
館
文化政策課
(文化財団）
社会教育課
継続

学校教育課

小・特別支援学校合同 －
音楽会
3
中学校合同音楽祭

－

4

吹奏楽フレッシュコン －
サート
5
6

ベガ・ホール 市立小学校4年生が、合唱と合奏を発表し交 ・11月25日 ベガ・ホールで開催
流する。7部制で3日間開催。

継続

学校教育課

ベガ・ホール 市立中学校12校が、合唱を発表し交流する。 ・11月1日 ベガ・ホールで開催
2部制で1日開催。

継続

学校教育課

川西市みつな 市立中学校のコーラス部、吹奏楽部による部 ・4月30日 川西市みつなかホールで開催 継続
かホール 活動発表会。

学校教育課

継続
宝塚市部活動推進委員会に委託し、中学校 ・継続して実施
の部活動に外部指導者を派遣する。
宝塚市部活動推進委員会に委託し、茶華
道、琴、吹奏楽などの指導者を派遣
各中学校の部活動の充実を図るため、中学 ・継続して実施
継続
校部活動支援補助金、対外課外活動補助金 部活動への補助
として、各種大会の参加費や交通費などを補
助する。
吹奏楽部の楽器購入の支援を行う。
・継続して実施
継続
楽器の新調、更新

学校教育課

「みんなの先生」として地域の人材を活用した ・継続して実施
り、専門性の高い郷土出身者を「ふるさとの先
輩」として招聘するなど、地域の教育力を取り
入れた活気あふれる学校園づくりを目指す。

学校教育課

中学校部活動外部指導 通年
者活用事業

各中学校

対外課外活動補助金 通年

各中学校

中学校吹奏楽部楽器購 通年
入

各中学校

TAKARAっ子いきいき 通年
スクール

各学校

7

8
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№

（３） 障がいのある人の活動機会の充実

事業名
ふれあい作品展

1

さよならコンサート
2

実施時期 実施場所
事業の概略
平成28年度
－
東公民館 特別支援学級及び市立養護学校、特別支援 ・2月3日～7日 東公民館で開催
学校（こやの里、こばと聴覚）の幼児児童生徒
作品を展示し、発表や交流の機会としてい
る。
－
フレミラ宝塚 特別支援学級の児童生徒が集いコンサート ・2月13日 ぷらざこむで開催
を実施する。卒業生を送る意味も込めてい
る。

3

継続

学校教育課
学校教育課

次年度 担 当 課
の予定
継続 学校教育課
継続

学校教育課

№

（４） 福祉関係団体との連携

事業名
障害者福祉事業

1

№
1

実施時期 実施場所
事業の概略
平成28年度
－
総合福祉セン 障がいのある人の社会参加を促進し、安心し ・2月18日 総合福祉センターで、いくせい会
ター
て地域で自立した日常生活や社会生活を営 まつりを開催
むことができるよう支援する。

（５） アウトリーチ活動の充実

事業名
学校コンサート

実施時期 実施場所
事業の概略
平成28年度
通年
各学校
市内小学校を対象に、学校の音楽室や体育 ・継続実施
館にて、アンサンブルなどの生演奏の披露 前年度9校から12校へ拡大
や、楽器に触れる体験を企画・実施する。

次年度 担 当 課
の予定
継続 障害福祉課

次年度 担 当 課
の予定
継続 文化政策課
（文化財団）

【方向性１】 創る

市民の創造力が発揮されるよう、市民が身近で気軽に、文化芸術に触れ、創る喜びが実感できる環境づくりをめざします。

重 （１） 活動拠点の充実
№
事業名
実施時期 実施場所
事業の概略
平成28年度
宝塚文化芸術施設及び 平成25年度 －
緑あふれる庭園と文化芸術の発信拠点づくり ・前年度に基本設計を終え、施設の整備等
庭園整備事業
～平成30年度
に向けて整備を進めるている。さまざまな文 詳細設計を実施
化芸術活動への出会いを提供し、未来の担 ・新しい文化の交流、子どもと家族を中心とし
1 （エリア拠点施設整備）
い手となる子どもたちの夢や感動を育むまち た事業展開を検討中
を目指す。
宝塚文化芸術施設及び －
施設予定地及 文化芸術施設及び庭園の開設に向けて、市 ・12月4日 庭園整備事業のプレ事業として
民の関心や期待を高めるため、様々な事業 作品作りのワークショップを開催
庭園整備事業
び
・2月11日 施設のテーマの一つでもある「絵
文化創造館な を展開していく。
★ 2 （プレ事業）
本づくり」のワークショップを開催
どその周辺

4

次年度 担 当 課
の予定
継続 文化政策課
継続

文化政策課

№
1

（２） 既存施設の改修

事業名
中央公民館

次年度 担 当 課
実施時期 実施場所
事業の概略
平成28年度
の予定
平成25年度 －
耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いこと 新しい中央公民館は平成29年12月に一部開 継続 社会教育課
～平成30年度
から、現市立勤労市民センター（市役所西側 館し、その後平成31年2月に全面開館を目指
末広公園内）駐車場敷地に新築し移転する。 す。

【方向性２】 つながる

文化芸術活動を通して地域コミュニティを醸成し、人と人とがつながるまちづくりをめざします。

重 （１） 宝塚ゆかりの文化人や芸術家との連携
№
事業名
実施時期 実施場所
事業の概略
平成28年度
宝塚市文化団体連絡会 通年
－
文化財団が中心となり、市内で活動する会員 ・3月25、26日 文化創造館で「わくわく!そう
の運営
数が10名以上の文化団体を対象に入会を呼 ぞう!たからんまつり」を開催予定
びかけ、文化団体相互の連携と情報交換を
1
行う。
TAKARAっ子いきいき 通年
各学校
「みんなの先生」として地域の人材を活用した ・継続して実施
スクール
り、専門性の高い郷土出身者を「ふるさとの先
輩」として招聘するなど、地域の教育力を取り
2 【再掲】
入れた活気あふれる学校園づくりを目指す。
学校コンサート
通年
各学校
市内小学校を対象に、学校の音楽室や体育 ・継続実施
【
再掲
】
館にて、アンサンブルなどの生演奏の披露 前年度9校から12校へ拡大
3
や、楽器に触れる体験を企画・実施する。
（２） 宝塚の特徴を活かした発信と交流の促進

次年度 担 当 課
の予定
継続 文化政策課
（文化財団）
継続

学校教育課

継続

文化政策課
（文化財団）

次年度 担 当 課
事業名
実施時期 実施場所
事業の概略
平成28年度
の予定
－
文化財団が中心となり、市内で活動する会員 ・3月25、26日 文化創造館で「わくわく!そう 継続 文化政策課
宝塚市文化団体連絡会 通年
（文化財団）
数が10名以上の文化団体を対象に入会を呼 ぞう!たからんまつり」を開催予定
の運営
1 【再掲】
びかけ、文化団体相互の連携と情報交換を
行う。

№

5

学校コンサート
【 再掲 】
2

通年

文化財団事業
【再掲】

通年

3

○

各学校

市内小学校を対象に、学校の音楽室や体育 ・継続実施
継続
館にて、アンサンブルなどの生演奏の披露 前年度9校から12校へ拡大
や、楽器に触れる体験を企画・実施する。
継続
ソリオホール こどもいけばな教室、たからんまつりなどを実 （ﾍﾞｶﾞ･ﾎｰﾙ）
等
施する。
・8月1日 体験しよう！ホールの秘密
・10月1日 0歳からのクラシックコンサート
（ｿﾘｵﾎｰﾙ・ｶﾙﾁｬｰ）
・3月～5月 こどもいけばな教室
（文化創造館）
・3月25、26日 わくわく!そうぞう!たからんまつ
り

文化政策課
（文化財団）
文化政策課
（文化財団）

子どもも親しめるプログラムを宝塚映画祭で検討する。

（３） 姉妹都市、友好都市等との文化芸術交流

○

次年度、少年少女合唱団が浜松市の合唱団の定期演奏会へ出演する予定

【方向性４】 伝える

地域に受け継がれた貴重な文化遺産を伝え、市民がまちに愛着を持てるまちづくりをめざします。

№

（１） 伝統芸能の保全と継承

事業名
文化財団事業
【 再掲 】
1

№
1

実施時期 実施場所
事業の概略
平成28年度
通年
ソリオホール こども落語教室、こどもいけばな教室、たから （ｿﾘｵﾎｰﾙ・ｶﾙﾁｬｰ）
等
んまつりなどを実施する。
・3月～5月 こどもいけばな教室
・7月～8月 こども落語教室

（２） 活動環境、発表機会の充実

事業名
邦楽のつどい

次年度 担 当 課
の予定
継続 文化政策課
（文化財団）

次年度 担 当 課
実施時期 実施場所
事業の概略
平成28年度
の予定
－
ソリオホール 園児、児童、生徒が和楽器（琴、太鼓）を主 ・2月11日 ソリオホールで、園児、児童、生 継続 学校教育課
体とした演奏及び地域伝統芸能を披露する。 徒が琴や和太鼓を中心に演奏

6

解放文化祭

－

2

№

くらんど人権 センターで活動を行っている団体（生花、書 ・10月27、28日 くらんど
文化センター 道）の作品や、一般から公募した作品、地元 ・11月10、11日 まいたに
の小・中学校児童・生徒の作品を展示する。 ・11月11、12日 ひらい
日頃の活動成果を発表

（３） 伝統、文化教育推進事業の充実

事業名
実施時期 実施場所
事業の概略
平成28年度
歴史民俗資料館管理運 通年
小浜宿資料 歴史民俗資料館の管理運営を行い、広く市 ・小浜宿資料館、旧和田家住宅の運営
営事業
館、旧和田家 内に残る歴史資料を公開する。
・旧東家住宅は4月から休所
1
住宅、旧東家
社会見学などでの活用
住宅

№
1

（４） 伝統ある優れた食文化の継承

事業名
給食事業

各人権文化セ
ンター（くらん
ど、まいたに、
ひらい）

次年度 担 当 課
の予定
継続 社会教育課

次年度 担 当 課
実施時期 実施場所
事業の概略
平成28年度
の予定
通年
市立小、中学 安心で安全な学校給食を継続的に実施する ・食育の一環として、年中行事や節句に因ん 継続 学校給食課
校、特別支援 ことで、健全な食生活の習慣を身につけ、心 だメニューを提供
学校
身の健全な発達に資するとともに、食育の ・1月23日 勤労市民センターで、学校給食
「生きた教材」としての役割を担う。
展を開催

【方向性５】 守る

市民の貴重な財産である、まちに息づいた景観を守り、宝塚らしいまちなみづくりをめざします。

（１） 都市景観の形成に関する啓発活動

○ 通年、宝塚らしい景観の写真を募集しているが、子どもたちにも応募を働きかける。

【方向性６】 発信する

いつでも、身近で気軽に、文化芸術に触れ、親しめるよう様々な情報が発信できる体制づくりをめざします。

重

継続

（１） 文化芸術に関する情報の一元化

○ 子育て・子育ちガイド「たからばこ」、子ども向けホームページ「たからづかKIDS（キッズ）」や子育て応援サイト
「ママフレ」などでの情報発信の検討

7

【方向性７】 支える

市民の文化芸術活動を、様々な形で支え、応援する体制づくりをめざします。
重 （１） 文化芸術活動を支援する体制の拡充
次年度 担 当 課
№
事業名
実施時期 実施場所
事業の概略
平成28年度
の予定
中学校部活動外部指導 通年
各中学校 宝塚市部活動推進委員会に委託し、中学校 ・継続して実施
継続 学校教育課
者活用事業
の部活動に外部指導者を派遣する。
宝塚市部活動推進委員会に委託し、茶華
道、琴、吹奏楽などの指導者を派遣
1 【 再掲 】

№

（２） 活動助成制度などの研究

事業名
実施時期 実施場所
事業の概略
平成28年度
きずなづくり推進事業 通年
－
市民と市の協働のまちづくりを推進することを 市民活動への助成事業
目的に、市民活動を行う団体に事業費の一 文化芸術系事業の採用3件
部を補助する。
・子ども、障がい者対象のコンサート
1
・障がい者を中心とした人形劇
・作詞家、岩谷時子をテーマとしたコンサート
各施設
神戸市を中心とした博物館、美術館などを無 ・神戸市の近隣市町で継続して実施
のびのびパスポート事 通年
業
料で利用できるパスポートを小中学生に配布 市内の「のびのびパスポート」対象施設
【 再掲 】
し、子どもたちの豊かな情操や感性を育むた ・手塚治虫記念館
めに活用する。印刷製本費を市で負担。
・宝塚文化創造館
2
・小浜宿資料館
・旧和田家住宅
※類似事業：ひょうごっ子ココロンカード
対外課外活動補助金 通年
各中学校 各中学校の部活動の充実を図るため、中学 ・継続して実施
【 再掲 】
校部活動支援補助金、対外課外活動補助金 部活動への補助
として、各種大会の参加費や交通費などを補
3
助する。
中学校吹奏楽部楽器購 通年
各中学校 吹奏楽部の楽器購入の支援を行う。
・継続して実施
入
楽器の新調、更新
4 【 再掲 】

8

次年度 担 当 課
の予定
継続 市民協働推進
課
文化政策課
継続

手塚治虫記念
館
文化政策課
(文化財団）
社会教育課

継続

学校教育課

継続

学校教育課

重 （３） 産官学民連携による事業の研究
次年度 担 当 課
№
事業名
実施時期 実施場所
事業の概略
平成28年度
の予定
市内の高校との連携事 －
国際・文化セ 公立・私立高校と連携し、駅前での吹奏楽部 ・11月26日 吹奏楽部・ミニコンサート（宝塚 継続 文化政策課
ンター等 ミニコンサートや美術部展を開催する。
北高校）
★ 1業
・1月27日～31日 高校生美術部展（市内6高
校）
重

（４） コーディネーター等育成のための研究

○ 次年度、高校との連携事業（美術部展）の中で、企画の段階からの参加を促し、コーディネーター等を目指すきっかけづくりとする。
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計画の期間 ： 平成２７年度（２０１５年度）～平成３２年度（２０２０年度）

宝塚市文化芸術振興基本計画のあらまし

１ 計画の位置づけ
◇ 宝塚市民の文化芸術に関する基本条例

宝塚市における文化芸術の振興に関する基本理念を定め、市民
及び市の役割を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関す
る施策の基本となる事項を定めることにより、心豊かな市民生
活の向上及び文化の薫り高いまちづくりに寄与するため、条例
を制定し、平成２５年（２０１３年）９月より施行しました。
条例の内容をより具体化し、文化芸術の振興に関する施策の総
合的かつ計画的な推進を図るため、条例第１４条の規定により、
この計画を策定します。

◇ 第５次総合計画

総合計画における将来都市像

「 市民の力が輝く 共生のまち 宝塚 」

～ 住み続けたい、関わり続けたい、
訪れてみたいまちをめざして ～
「市民の力」をキーワードに、市民一人ひとりが主役のまちづ
くりを実践し、市民の力を最大限に生かした「協働」を核とす
る新しい都市経営の確立をめざします。
この文化芸術振興基本計画は、市の最上位計画である総合計画
の内容を意識したものとしています。

２ 文化芸術振興の現状

・ 宝塚の特徴を活かし切れていない
・ 活動団体の連携が希薄である
・ 活動場所の確保が難しい
・ 市民からの提言などが政策に活かされていない
・ 活動を手助けする体制が明確でない

３ 文化芸術振興の課題

・ 文化芸術の振興とまちづくりの連携
・ 市民の自主的な活動の支援、新たな取り組みの必要性
・ 文化芸術の振興に必要な人材の育成・確保
・ 文化遺産の継承
・ 効果的な施策の推進

４ 今後の文化芸術振興施策の展開 ◎ 重点施策 ○ 継続する施策
方向性１ 「創る」

創る喜びが実感できる環境づくり

◎活動拠点の充実
○既存施設の改修
◎民間文化芸術施設の利活用

方向性２ 「つながる」

文化芸術活動を通じてのコミュニティの醸成

〇施設のネットワーク化による活動支援
◎宝塚ゆかりの文化人や芸術家との連携
〇宝塚の特徴を活かした発信と交流の促進

〇学校教育事業、社会教育事業の充実

〇姉妹都市、友好都市等との文化芸術交流

〇高齢者を対象した講座などの充実

文化芸術活動を応援する体制づくり

〇活動助成制度などの研究
〇専門的な知識を有するスタッフの育成
◎産官学民連携による事業の研究
◎コーディネーター等育成のための研究

文化芸術振興基本計画における
将来都市像
「 創造力を育む
文化芸術の薫り高い 宝塚 」

見て、聴いて、感じ、描き、奏でるこ
とで、子どもをはじめ誰もが持つ創造
力を伸ばし、「市民の力」を活かした、
文化芸術都市にふさわしい、市民が主
役のまちづくりを協働で進めます。

方向性６ 「発信する」
誰にもわかりやすい情報の発信

◎文化芸術に関する情報の一元化
◎情報サイト、情報ネットワークの構築

◎子どもを対象とした文化芸術事業の充実

〇障がいのある人の活動機会の充実

方向性７ 「支える」

◎文化芸術活動を支援する体制の拡充

方向性３ 「ともに楽しむ」

市民誰もがともに楽しめる環境づくり

方向性５ 「守る」

文化、歴史等を生かした宝塚らしい景観の保全

〇都市景観の形成に関する啓発活動
〇良好な景観を形成する制度の充実

〇福祉関係団体との連携
〇アウトリーチ活動の充実

方向性４ 「伝える」

文化遺産など伝統あるものを次世代へ継承

〇文化遺産、文化財の保全、管理
〇市民ボランティアとの協力体制の強化
〇資料館等の管理、運営
〇文化財保護の推進、地域伝統芸能の調査、研究
〇伝統芸能の保全と継承
〇活動環境、発表機会の充実
〇伝統、文化教育推進事業の充実
〇伝統ある優れた食文化の継承

