会議の概要
会議名

第１回宝塚市民文化芸術振興会議

開催日時

平成３０年１２月２６日（水）１５：００～１７：３０

開催場所

宝塚市役所３階 ３－３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 下地委員

公開の可否

可

傍聴者

なし

議題及び結果の概要

１

開会
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）

２

辞令交付

３

会長選出
委員及び事務局自己紹介の後、委員の互選（審議会規則第 4 条第 1 項）によ
り、藤井委員が会長、越知委員が副会長に就任。
（開会あいさつ：産業文化部長）

４

議題
本会議は原則公開であるが、今回傍聴希望者はなし。

（１）宝塚市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、新規事業や追加記載した事業について（資料 6）説明し、
その後質疑。
委員： 新規事業や追加事業から事業の充実度が増していることはわかる
が、平成 32 年（2020 年）までの市の重点施策として掲げてきたことに対
する達成度や課題を教えてほしい。
事務局： 新施設もあるので活動拠点の充実は図れていると考える。着手で
きていないものとして、方向性 1 の（3）民間文化芸術施設の利活用、方向
性 6 の（2）情報サイト・情報ネットワークの構築が挙げられる。例えば、
民間文化芸術施設のギャラリーで展覧会を催している団体に対して市は後
援事業として広報をしているが、主催事業で利活用はしていない。
委員：文化財団と市とで行っている事業に関して、文化財団が事業運営を

している場合、市はその事業に対してどのように関わっているのか。 文化
芸術センターができた際、指定管理者がその施設の運営を担っていくと思
うが、その際に市との関わりあい方が重要になってくると考えるため質問
する。
事務局： 文化財団が行っている事業は共催や後援など事業によって関わり
合い方は様々である。市では事業を広報する面において事業に携わってい
ると考えている。
委員：たからんまつり等の事業は何年も継続していると思うが、市として
どのような事業にしたいと考えているのか。また、その事業運営のコント
ロールは市が行っているのか。
委員： 文化財団の事業については、文化財団には市職員が理事・評議員に
就任している。文化財団は中期振興ビジョンをつくり、この計画を踏まえ
て事業を実行している。文化財団と市は年間 3～4 回定期連絡会を通して意
見交換・事業評価・情報交換を行っており、今回の取組状況にあたっても
文化財団が考えている課題は市に共有している。教育委員会等他のセクシ
ョンが行っていることを俯瞰して評価する仕組みが文化芸術振興会議の下
に設定されていないと、文化政策課が全般的な評価をすることはできない
と思う。それは、今後文化芸術センターの指定管理者がすること・要求す
ること・評価することにつながるため、誰がそれを担うのかを次の文化振
興基本計画には反映させるべきである。市職員にも見識があることが必要
と考えるので、アートマネジメント研修等にも積極的に参加した方が良い。
事務局：本市は文化財団を文化行政の母体として位置づけているので、市
で計画や方針をつくっているものの、その事業展開は財団が主体的に行っ
ている。したがって、財団が事業の企画・立案をし、市は環境面で協力を
行っているため、市は現場のことあまりわかっていないのが現状である。
文化芸術センターができるにあたり、商業施設等も巻き込んでまちぐるみ
で盛り上げていくこと等を市の役割として基本方針には明示する必要があ
ると考える。
委員：神戸市が市職員に芸術大学生を採用する等、他市も文化芸術を重要
視しつつあるようにうかがわれる。リーダーシップとまでもいかなくても、
今後色々な提案があった際に、現場で様々な判断ができる人が必要と考え
る。文化芸術センターを運営していくにあたり、より一層市と文化財団と
の間で連携が必要である。
また、市だけで独自の事業企画をすることはできないのか。
事務局：市が独自でしている事業もあるが、市の文化事業を運営する専門

として文化財団を位置づけているため、文化財団の事業の中には市の指定
事業も文化財団の自主事業もある。その事業内容の調整を定期連絡会で行
っており、また文化団体連絡会では文化財団が市内の文化団体との調整も
図っている。
委員長： このことは文化芸術センターの運営にも関わる話でもあると思
う。今後策定していく中で、様々な意見交換ができればと考えている。
委員：宝塚市には既に文化事業はたくさんあると考える。課題はいかに情
報を集めて発信するかである。情報サイトの構築に手を付けられない一番
の理由は何か。
事務局：情報を収集して発信するにあたり、情報収集の方法や発信の方法
を検討することに手間暇がかかる。それをするには人手が足りず、また予
算的にも厳しい。
委員： 今年度から市で新施設の準備に向けて学芸員を採用したと思うが、
情報サイトの構築に取り組んでもらうことはできないのか。
事務局：学芸員は文化芸術センターの開設準備をする役割を担っている。
文化財団が様々な文化事業の情報発信を行っているのに頼っているのが現
状で、市が情報発信をするには人員不足と財源不足が問題となることは否
めない。
委員：民間施設の利活用については市が直接活用する必要はないと考える。
市が新しいことを企画するのではなく、いかに情報発信していくかが重要
である。
事務局：情報の発信力次第で注目のされ方も変わってくると考えている。
委員長：情報発信の仕方の工夫次第で既存の事業だけで充分ということも
あり得る。情報サイトの構築が課題ということを市も把握しているので、
既存の事業をどのように見せるかを今後検討いただきたい。

（２）文化芸術施設及び庭園整備事業の概要について
事務局から、宝塚市立文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園に
係る管理運営の基本方針について（資料 7）説明し、その後質疑。
委員：人件費は指定管理料に含まれていると考えてよいか。

事務局：業務に必要な人件費として、16 ページ記載しているとおり。
委員：指定管理料の中で、年間総来場者 40 万人をさばくということか。
事務局：まだ稼働していない施設であるため、 市が仮に管理運営を行った
と想定して試算している。プログラムが確定した中で、見込み相当内で運
営を行ってもらえばと考えている。
委員：市の所属ではなくて、指定管理者所属の学芸員ということでよいか。
事務局：学芸員資格を持っているものの、実務経験のある市職員はいない
ため、現在文化政策課で 1 人学芸員を雇っている。学芸員 3 人については、
指定管理料の人件費内で配置していただく予定。
委員：費用対効果というとビジネスでは収入が効果になるが、この事業に
ついては集客が効果になると考えている。年間総来場者数 40 万人と事業
費で得られる収入がリンクしていると解釈してもよいか。
事務局： 商業施設ではないので、必ずしも収入がプラスになるとは限らな
いと考える。その差額を指定管理料で補うことになる。収入は展覧会の観
覧料やワークショップ参加料、サブギャラリー使用料等が中心になると想
定している。年間総来場者数 40 万人の中には公園を利用する人等直接収入
につながらない来場者も含んでいる。
委員： 全体の収支バランスに関して、事業収入にばらつきが生じると思う
が。
事務局：予算を組むうえで想定額のギャラリーの使用料を算定しているの
で、稼働率が下がれば、違うところで収入を得てもらうことになる。例え
ば、自動販売機の設置や展覧会開催時の物販等も指定管理者の収入になる
ので、そのようなものを組み合わせた中で運営していただく。
委員： 事業収入が想定を上回った場合、指定管理料にインセンティブはあ
るのか。
事務局： 11 ページに記載のあるとおり、指定管理者の意欲を阻害しない
ようにインセンティブを確保する。市の光熱水費の見積額が高すぎる等あ
まりにも格差がある場合は調整する必要があるが、指定管理者の努力で収
入が上がっている分については一定の範囲で認めていく方針。
委員： 科学館が市の直営から指定管理者制度へと変わった時に、指定管理

者に雇われていた職員の立場から発言する。指定管理者制度に変わる際、
学校教員から運営方針等の引継ぎを受け、私たちにとっては教育施設とし
ての認識が強かった。しかし、指定管理者は集客が目標になってしまい、
本来教育目的である施設にも関わらず、教育に似つかわしくない華美なイ
ベントを開催する等方向性を変えることがあり、指定管理者と雇われてい
る職員との間に葛藤があった。今回は当初から指定管理者制度を取り入れ
るということだが、指定管理者に運営を委ねるとなると、市としてこの施
設をどのように運営したいのかを考える必要がある。文化芸術のまちとし
てのイメージが一位であるという話もあったように、宝塚らしさは既に薫
っていると思う。そのようなことを大切にしながら、より一層市と指定管
理者がもっと連携を図るべきである。
事務局：指定管理者制度は民間のノウハウを期待して運営を委ねる際に、
この施設でやりたかったことがぶれないように基本方針内に記載してい
る。市が掲げた年間総来場者数 40 万人を実現するには、中心市街地全体と
の連携がないと実現できないと考えている。そのような指定管理者だけで
はできないことについて、市が積極的に働きかけたい。
委員： 補助金の助成等で市民がもっと活動しやすいような環境づくりに取
り組んでいただきたい。
事務局： 現在財源不足対策のため、助成金も減額している。本来はもう少
し広げていきたいところであると考えている。
委員： 国からの様々な助成を積極的に活用して年度単位で財源を確保する
ことを提案する。また、関西 21 世紀協会では 2 年間補助してもらえるので
活用することを勧める。財源があるところから助けてもらうべきである。
委員長：地域の中で活動している人が活動しやすいようわかりやすく伝え
たり、学芸員が応募の時のサポートをしたりすることが必要である。資料
にもある文化芸術拠点連携促進協議会は非常に重要であるが、生産性のな
いものにしてはいけない。市や文化財団が中核団体としての役割を担い、
リーダーシップを発揮していくことを期待する。
委員：文化芸術センターができると、現在市が行っている文化事業の中に
は開催場所を既存の施設から移行するものが出てくると考える。移行して
しまうと、既存の施設はどうなるのか。既存の施設の事業の過疎化が懸念
される。
事務局： 既存の事業を文化芸術センターで行いたいという団体も出てくる
と思うが、既存の施設の文化事業がすたれていくことはない。

委員： 例えば、国際・文化センターのギャラリーでは宝塚芸術展を開催し
ているが、文化芸術センターができるとそちらを使いたいと思う。そうな
ると、国際・文化センターは中途半端な施設にならないか。将来的に既存
の施設を残していくのか、移行していくのかを教えていただきたい。
事務局： 宝塚市内には発表の場・活動の場があまりないと認識している。
規模は小さくても既存の施設が様々なところで点在し、つながっていくこ
とにより、まち全体が盛り上がればと考えている。一方で人口減少に伴い、
稼働率が上がらない施設については減らしていくような市の方針もある。
現段階ではこの質問において回答することは難しい。
委員：点在して既存の施設を残していくのであれば、市が既存の施設にも
考慮していくことを期待する。
委員：文化芸術センターができることにより、市民の方々との新しいプラ
ンが沢山出てくるのは非常に大事なことであり、そのような機会こそが求
められると考える。それを引き上げて質の良いものを提供できることを期
待する。市は様々な文化事業を実施しているにも関わらず、満足していな
いように見受けられるが、その評価として何を求めているのかと考えると
結局情報発信の問題に集約されると思う。事業内容が問題なのではなく、
周りが知らないから手ごたえを感じることができないことが問題であると
考えているので、情報を求めていない人でさえも情報を得られてしまうよ
うな情報提供が必要である。
委員：現場を実施している者として手ごたえはあるが、これとは別に来て
いない人に対してどのようにその価値を伝えていくのかが重要で、文化芸
術センターがその役割を担うと考えている。文化・芸術が市の施策の中心
になるのであれば、文化政策課が他のセクション全体に対しても評価をす
るべきであると思う。学芸員が何でもできるわけではなく、政策能力とし
て文化の視点で物事を考え発信するのは行政がするべきことだと考えてお
り、文化財団がその中間的な役割を担うことができると考える。また、宝
塚市は文化芸術に関する条例があり、文化芸術振興基本計画も策定してい
ることから比較的助成金を申請しやすい環境にあると思う。したがって、
財源不足対策として、市は助成金を積極的に活用していくべきである。
事務局：可能なところから財源の確保に努めていきたい。
委員長：今回の会議では様々なご意見を頂戴した。学芸員だけでなく、市
職員も文化芸術についての知識を有する必要があるので、積極的に情報収
集に努めてほしい。宝塚市文化芸術振興基本計画の改定及び今後の予定に

ついて事務局から連絡をお願いする。

５

その他

（１）宝塚市文化芸術振興基本計画の改定と今後の予定について
事務局：現在の基本計画が平成 32 年度末で終了することから、平成 33 年
からの基本計画を次年度から 2 年間かけて策定する。現在の基本計画を策
定した平成 26 年度以降、文化行政において大きく変わった事項としては
文化芸術振興基本法の一部改正、障がい者による文化芸術活動の推進に関
する法律の施行がある。更に、本市においては、平成 32 年春に文化芸術
センターがオープンする。今後の予定としては、2 年間で 10 回くらい会議
を行い、計画策定作業を行う予定。
委員長：今回の会議では様々な課題を再確認したが、今後は計画策定業務
を中心に議論をしていく。

６

閉会

◎ 文化芸術振興施策の方向性と事業取組の状況
【方向性１】

【資料 ６】

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。

（１） 活動拠点の充実
№

事業名
実施時期
宝塚文化芸術施設及 平成25年度
び庭園整備事業
～平成30年
1 （エリア拠点施設整備） 度

中央公民館整備事業
2

平成26年度
～平成30年
度

実施場所
－

事業の概略
平成29年度実績
平成30年度事業計画
緑あふれる庭園と文化芸術の発信拠点づくり ・宝塚市文化芸術施設・庭園整備事業実施設計策定 ・文化芸術施設建築工事
に向けて整備を進めるている。さまざまな文 ・文化芸術施設工事発注
・庭園整備工事発注
化芸術活動への出会いを提供し、未来の担
・文化芸術施設・庭園指定管理者募集
い手となる子どもたちの夢や感動を育むまち
を目指す。

末広町地内

市内伊孑志1丁目に設置していた市立中央
公民館が耐震基準を満たしていなかったた
め、市内末広町地内に新築移転する。

実施場所
ベガ・ホール
ソリオホール
宝塚文化創
造館

事業の概略
平成29年度実績
平成30年度事業計画
ベガ・ホール、ソリオホール、宝塚文化創造 ・ベガ・ホール外壁等改修工事・吊天井耐震工事・照 ・ベガ・ホール外壁等改修工事・吊天井耐震工
館等の安全性や利便性を高めるため、計画 明ケーブル更新工事 工期Ｈ29/10/20～H30/8/31 事・照明ケーブル更新工事 工期Ｈ29/10/20
的な改修を進める。
・ピアノ オーバーホール修繕
～H30/8/31
・ヨハンシュトラウス像修繕 4/27～7/27

・（仮称）市立中央公民館新築外工事実施（進捗率約 ・（仮称）市立中央公民館新築外工事完了予定
67％）
（平成30年12月中旬）
・市立中央公民館第一期開館（12/2）
・市立中央公民館全館オープン（平成31年2月
予定）

平成30年度予算額（千円）
担当課
1,260,642 文化政策課

356,470 中央公民館

（２） 既存施設の改修
№

事業名
文化施設等改修事業

実施時期
通年

1

2

人権文化センター施設 通年
維持管理事業

各人権文化セ 種々の文化活動を行う団体の活動の場のひ ・くらんど人権文化センター耐震補強外改修工事
ンター
とつとして、くらんど、まいたに、ひらいの3つ 工期6/1～9/30
のセンターの維持管理を行う。

図書館改修事業

中央図書館
西図書館

通年

3

平成30年度予算額（千円）

予定なし

担当課
37,079 文化政策課

0 各人権文化セン
ター（くらんど、ま
いたに、ひらい）

利用者にとって安全で快適な環境を維持す 中央図書館の外壁劣化に対応するため、複合施設で 中央図書館の外壁劣化に対応するため、複合
るため、中央図書館・西図書館等の施設を計 ある音楽ホールのベガ・ホールと共に改修工事を実 施設である音楽ホールのベガ・ホールと共に改
画的に改修・補修する。
施。工期H29/10～H30/8
修工事を平成２９年度より引き続き実施。工期
H29/10～H30/8

26,834 中央図書館
西図書館

（３） 民間文化芸術施設の利活用
№

事業名

実施時期

実施場所

事業の概略

平成29年度実績

平成30年度事業計画

平成30年度予算額（千円）

担当課

【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。

（１） 施設のネットワーク化による活動支援
№
1

事業名
阪神北部４市１町広域
文化事業

実施時期
通年

実施場所
－

事業の概略
平成29年度実績
宝塚、伊丹、川西、三田、猪名川の各文化施 市町内料金を引き続き適用した。
設の市町内外料金の格差を撤廃し、4市1町 ・ベガ・ホール 29件
の利用について、市町内料金を適用する。 ・ソリオホール 316件
・文化創造館 38件

平成30年度事業計画
・継続して実施

平成30年度予算額（千円）

担当課
0 文化政策課
政策推進課

平成30年度予算額（千円）

担当課
0 文化政策課

（２） 宝塚ゆかりの文化人や芸術家との連携
№

事業名
美術品展示事業

実施時期
－

実施場所
市役所本庁
舎

宝塚市文化団体連絡
会の運営

通年

宝塚文化創 文化財団が中心となり、市内で活動する文化 ・加盟団体数 12団体
・継続して実施
造館
団体を対象に入会を呼びかけ、文化団体相 ・3/24～25 わくわく！そうぞう！たからんまつり（参加 ・3月に開催予定
花のみち・さく 互の連携と情報交換を行う。
者数のべ4,000人）
ら橋公園

TAKARAっ子いきいき
スクール

通年

各学校

聖光文庫文化講座

毎年1回

中央図書館

村野藤吾賞受賞記念
講演会

隔年に１回
市民ホール
（東京・宝塚）

1

2

3

4

5

事業の概略
平成29年度実績
平成30年度事業計画
市への寄贈作品や本市ゆかりの美術家の作 ・平成29年度の市展賞受賞作品 市庁舎で展示（～3 ・平成30年度の市展賞受賞作品 市庁舎で展
品展を開催する。また、市展の上位受賞作品 月末）
示（～3月末）
の展示を行う。

「みんなの先生」として地域の人材を活用した
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。
清荒神清澄寺の後援を得て、鉄斎美術館と
共催で講師を招き文化講座を開催する。

・派遣校 市立幼稚園12校、市立小学校24校、市立
中学校12校、市立特別支援学校1校
・登録人数 個人登録726人、団体登録119団体

・継続して実施

・12/3に第１講「鉄斎と山本読書室」、第2稿「煎茶文
化と富岡鉄斎」を開催した。
・参加者数 82人

12/2に古書、美術工芸、富岡鉄斎」をテーマに
開催。

生前市内清荒神に在住し、宝塚市役所庁舎
やカトリック宝塚教会などの設計を手掛けら
れた、故村野藤吾さん（建築家）を記念し贈
呈される村野藤吾賞の受賞記念講演。村野
藤吾記念会との共催。

・第30回村野藤吾賞を受賞した建築家 伊藤豊雄氏
の受賞記念講演会を、5月27日に宝塚市役所市民
ホールで開催した。
・来場者数 約250人

・東京と宝塚の隔年開催。
・平成30年度は東京開催となることから、本市
から「市長メッセージ（お祝い）」を送付する。

指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

5,871 学校教育課

112千円 中央図書館
（ただし、9月補正予算）

0 政策推進課

（３） 宝塚の特徴を活かした発信と交流の促進
№

事業名
実施時期
宝塚ベガ音楽コンクー 年1回
ル

実施場所
ベガ・ホール

宝塚国際室内合唱コン 年1回
クール

ベガ・ホール

宝塚学検定

毎年1回

ソリオホール

すみれ♪ミュージアム

通年

宝塚文化創
造館

1

2

3

4

5

新規

6

平成29年度実績
平成30年度事業計画
・ピアノ部門 [予選]6/3、4[本選]6/24
・ベガ・ホール改装工事につき本年度は開催せ
・木管部門 [予選]1次6/9、10 2次6/11 [本選]6/25 ず。平成31年6月開催予定のコンクール実施に
（出場者数241人、入場者数［予選］のべ796人［本選］ 向けて準備を進める。
のべ165人）

・[コンクール]7/22[特別演奏会]7/23
・8/4・5にベガ・ホールで開催
（出場団体数16団体（内海外団体2団体）、入場者数
8/2 街かどコンサート
［コンクール］445人、［特別演奏会］377人）
8/3 前夜祭
・関連企画 5/19発声講習会 入場者数124人
7/20街かどコンサート 来場者数150人
7/21ＴＩＣＣ前夜祭 来場者数300人

平成30年度予算額（千円）
担当課
指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

宝塚のまちの魅力を再発見し、まちに対する 3/21 申込者数268人 受験者数257人 合格者数
理解や関心を深めてもらうことを目的として実 223人
施。
・関連企画（宝塚まち歩き） 9/23 「手塚治虫ゆかり
の地を歩く」（参加者数109人） 12/2「巡礼道・園芸の
山本郷めぐり」（参加者数80人）
・関連企画（講座）10/7「合格への最初の一歩」（参加
者数85人） 2/17「直前集中講座」（参加者数131人）
・宝塚学検定スタンプラリー（10/1～1／30） 市内14
箇所 参加者数 200人
宝塚音楽学校のゆかりある校舎で、予科・本 ・企画展「宝塚歌劇バックステージツアー」の開催（入
科の2年間を追った写真や授業で使用された 場者数7,417人）
教材を展示し、実際の授業風景、課外授業 ・３館共通券「宝塚花のみち夢見るパス」の販売（販売
などを紹介する。
数９２３枚）

・3月にソリオホールで開催
・10回を記念して県政150周年事業として助成
申請
・地域の商工業を紹介するサブテキストを作
成。

・企画展「宝塚歌劇の設計図」を開催

指定管理料23,915千円に含む 文化政策課
（文化財団）

宝塚歌劇のテーマ曲や懐かしの歌謡曲を、
宝塚歌劇団ＯＧが歌うコンサートを開催す
る。

・11/18に開催
・3月に文化創造館で開催予定

指定管理料23,915千円に含む 文化政策課
（文化財団）

タカラヅカ・ノスタルジッ 年2回
クコンサート

宝塚文化創
造館

自然とアートの秋フェス －
タ

施設予定地 文化芸術施設及び庭園の開設に向けて、市 ・10/1 講演会・写真展・ダンス・ワークショップ等開催 ・継続して実施
及び
民の関心や期待を高めるため、様々な事業 （参加者のべ2,000人）
11/10に開催
文化創造館な を展開していく。
どその周辺

宝塚映画祭

－

シネ・ピピア

かつて「映画の都」だった宝塚の歴史を伝え ・10/28～11/3 「轟夕起子 大特集」「宝塚映画名作 ・11/17～11/23にシネ・ピピアで開催
ていくため、宝塚映画製作所で撮影された映 選～小林一三 没後60年～」ほか
画の上映やトークショーを開催する。
・来場者数1, 220人

宝塚歌劇市民貸切公
演

毎年1回

宝塚大劇場

宝塚歌劇100周年を機に開始。
宝塚歌劇の魅力を伝えるため、市民、在勤
者、通学者を対象とした貸切公演を開催す
る。

7

8

事業の概略
音楽専用ホールとしての特徴を活かし、平成
元年（1989年）から開催しており、全国の若い
有能な演奏家を発掘するコンクールとして定
着している。一般家庭が出場者のピアノ練習
場所を提供するなど、市民参加型コンクール
として実施している。
（ピアノ部門、木管部門、声楽部門）
音楽専用ホールとしての特徴を活かし、昭和
59年（1984年）から開催している。“少人数に
よる室内合唱”のコンクールで、演奏する曲
目の年代により審査部門をわけているユニー
クなスタイルで開催している。

・10/29 入場者数144人
・2/25 入場者数169人

・花組公演 ポーの一族
2018年1月27日（土）11時公演
・申込数11,367人、参加者数2,550人

・星組公演 霧深きエルベのほとり
2019年1月27日（日）11時公演予定

指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

指定管理料23,915千円に含む 文化財団
（文化政策課）

0 文化政策課
（宝塚映画祭実行
委員会）
6,547 観光企画課
（国際観光協会）

9

舞台芸術ワークショップ 通年
事業

宝塚文化創 舞台上のプレイヤーのノウハウ（舞台メイク
・8～1月 計11講座（参加者数のべ137人）
造館（宝塚音 等）から、バックステージのノウハウまで、幅広
楽学校旧校 く実施する。
舎）

・継続して実施
（歌劇関連 仮面・メイク）のみ実施

外国人留学生歌劇紹
介事業

年数回

宝塚大劇場

・雪組公演 ファントム
2018年11月17日（土）、18日（日）、25日（日）、
12月2日（日）11時公演
参加者数300人程度

宝塚だんじりパレード

隔年

花のみち
武庫川河川
敷

10

11
宝塚アニメフェスタ×ハ 毎年１回
ロウィン
追加

12

近隣大学に在籍する留学生に対し、宝塚歌
劇観劇料の一部を助成し、本市独自の芸術
文化を体験してもらい、ＳＮＳ等で海外にも宝
塚の情報を拡散させ、広くＰＲする

・雪組公演 ひかりふる路～革命家、マクシミリアン・ロ
ベスピエール～
2017年11月18日（土）、19日（日）、23日（木）、25日
（土）11時公演
11大学307人が観劇（同志社大学、大阪大学、関西
学院大学、関西大学、神戸市外国語大学、武庫川女
子大学、甲南女子大学、甲子園大学、甲南大学、神
戸大学、神戸芸術工科大学）
市内に存在する19台のだんじりが集合し、パ なし
レードを行うことで、貴重な伝統文化を発信
する。

花のみち周辺 漫画家・手塚治虫氏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創出する。

指定管理料23,915千円に含む 文化政策課
（文化財団）

425 観光企画課
（国際観光協会）

・第5回だんじりパレード
平成30年4月14日(土)
当日観覧客数12,000人

3,000 観光企画課

・宝塚アニメフェスタ2017×ハロウィンメインイベント
2017年10月28日(土)、29日(日)１０時～２１時半
・花のみちロマンチックナイト（花のみちライトアップ）
2017年10月13日(金)～31日(火)１7時半～２１時半
・集客人数 16,898人

・宝塚アニメフェスタ2018×ハロウィンメインイベ
ント 2018年10月27日(土)、28日(日)
・花のみちライトアップ 2018年10月25日(木)～
11月4日(日)１7時半～２１時半
・花のみち周辺で開催。

7,500 観光企画課

平成30年度事業計画
・10/20にベガ ジュニア アンサンブルがおお
いた夢色音楽祭に出演。

（４） 姉妹都市、友好都市等との文化芸術交流
№

事業名
大分市との文化交流

実施時期
－

実施場所
－

事業の概略
平成29年度実績
災害相互応援協定の締結を機に、西洋音楽 ・10/29 大分市からシンガーソングライター壱成さん
と西洋演劇の発祥地として文化芸術を推進 が宝塚アニメフェスタ2017×ハロウィンに出演。
している大分市との交流を、平成25年（2013
年）から行っている。

浜松市との文化交流

－

－

市花すみれで交流があった春野町が浜松市 ・9/3 少年少女合唱団が浜松市の合唱団ジュニアク ・11/4に浜松市から合唱団ジュニアクワイア浜
とが合併したことを機に、日本を代表する音 ワイア浜松の定期演奏会に参加。
松が宝塚市民合唱祭に出演。
楽文化都市として発展している浜松市との交
流を、平成26年（2014年）から行っている。

西公民館等

海外の音楽家のコンサートを開催するなど、 ・7/4 市内在住等の外国人演奏家によるコンサート
国際姉妹都市などとの文化交流を深めてい （来場者数274人）
る。
・10/17 ベガ・ホールでゲーテ管弦四重奏団コン
サートを開催

ー

松江市において開催された姉妹都市提携50 ・10/29 松江市で山陰フィルハーモニー管弦楽団と ・3月に松江市ゆかりの演奏家による室内楽コ
周年記念式典において、今後の文化交流に 宝塚市交響楽団による交流演奏会を開催
ンサートを開催予定だったが、出演者の都合に
ついて両市長同士の意見交換があったこと
より開催見送り
を機に、松江市との交流を平成29年（2017
年）から行っている。

1

2
国際姉妹都市等との交 不定期
流
3 （ウィーン市第９区、
オーガスタ・リッチモンド
郡）
松江市との文化交流
－
新規

4

・8/6にソリオホールで外国人演奏者を中心とし
たメンバーによる演奏会を開催
・10/17にベガ・ホールでウィーン・ピアノ五重奏
団コンサートを開催

平成30年度予算額（千円）

担当課
1,137 文化政策課

0 文化政策課

指定管理料41,495千円に含む 文化政策課
（国際交流協会）

指定管理料190,036千円に含む 文化政策課

【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。

（１） 子どもを対象とした文化芸術事業の充実
№

事業名
文化財団事業

実施時期
通年

実施場所
ソリオホール
等

事業の概略
平成29年度実績
こども落語教室、こどもいけばな教室、たから ・はっけん！ピアノのふしぎとホールのひびき 入場者
んまつりなどを実施する。
数157人
・0歳からのクラシックコンサート 入場者数889人
・びっくり箱（朗読劇、ワークショップなど、東日本チャ
リティ公演） 入場者数のべ939人
・あおぞらげきじょう 参加者数のべ1,556人
・こどもいけばな教室 参加者数14人
・たからんまつり 参加者数のべ4,000人
・こども落語教室 参加者数11人
・人形劇団クラルテ公演 入場者131人

平成30年度事業計画
・継続して実施
・8/10 知ってなるほど！ホールできくピアノと
ヴァイオリンのひびき
・9/22 0歳からのクラシックコンサート
・3月 びっくり箱
・5/12、9/8 あおぞらげきじょう
・3/3～5/26 こどもいけばな教室
・3月 たからんまつり
・7/21～8/18 こども落語教室
・9/2かかし座公演
・12/2 人形劇団京芸公演

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
実施する。

・ミュージックスクール 40回
・夢のかけはしクラブ 60回

1

2
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 ・くらんど 定例講座事業（参加者数のべ1,045人）
ンター
室、夏休みに小学生を対象に工作教室を実 ・まいたに 定例講座事業（参加者数のべ3,183人）
施する。
・ひらい 7事業（参加者数のべ1,202人）

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 ・8/21みんなげんきコンサート（参加者数300人）
ほか
ト、工作教室などを実施する。
・8/2、8/8夏休み工作教室（参加者数のべ51人）

3

4

【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

新規

・ミュージックスクール 16回（参加者数のべ41人）
・夢のかけはしクラブ 36回（参加者数のべ523人）

隊員数214人
・5/20 社会を明るくする運動啓発パレード（参加者
数7人）
・12/2 発表会（ベガ・ホール）
・その他地域のお祭りやクリスマスコンサートに参加

【バトン隊】市内3小学校バトン隊と1中学校バ 隊員数93人
トン隊が、花と緑のフェスティバルなどの地域 ・4/23 花と緑のフェスティバル（参加者数36人）
の行事に参加している。
・5/20 社会を明るくする運動啓発パレード（参加者
数29人）
・8/21 宝塚サマーフェスタ（参加者数44人）
・3/11 発表会（スポーツセンター）
・その他地域のお祭りやイベントに参加
東・西公民館 夏休み期間中に、公民館活動グループが指 ・7/25～28 サマースクール（2館 33コース、参加者
導者となり、小・中学生を対象にサマースクー 数のべ471人）
ルを開催し、学習の成果を還元する。
各小学校

・くらんど 10事業実施予定（参加者数のべ
2,803人予定）
・まいたに 5月～3月/書道教室・珠算教室・英
会話教室等従来どおりの事業について継続し
て実施
・ひらい 6事業について継続して実施
・継続して実施 7～8月
・みんなげんきコンサート
・夏休み工作教室
※中央公民館でも実施
・5/26 社会を明るくする運動啓発パレード
・11/18にベガ・ホールで発表会を開催

指定管理料33,016千円に含む 子ども家庭支援セ
ンター
・くらんど 1,456 各人権文化セン
・まいたに 1,723 ター（くらんど、ま
・ひらい 1,081 いたに、ひらい）

380 東公民館

8,556 青少年課

・4/21 花と緑のフェスティバル
・5/26 社会を明るくする運動啓発パレード
・8/20 宝塚サマーフェスタに参加
・3月にスポーツセンターで発表会を開催予定

・継続して実施
・7/24～27 サマースクール
※中央公民館でも実施予定

宝塚文化芸術施設及
び庭園整備事業
8 （プレ事業）

－

施設予定地 文化芸術施設及び庭園の開設に向けて、市 ・10/1 「みちの下のふしぎなかげ世界 どうろうど」参 ・継続して実施
及び
民の関心や期待を高めるため、様々な事業 加者6組16人 「スクラッチでコースターづくり」参加者
文化創造館な を展開していく。
60人
どその周辺
・3/24 「お庭でペイント」参加者60人

宝塚市文化団体連絡
9 会の運営
【 再掲 】

通年

－

自然とアートの秋フェス －
タ
10 【再掲】

平成30年度予算額（千円）
担当課
指定管理料190,036千円及び 文化政策課
23,915千円に含む （文化財団）

150 中央・東・西公民
館

760 文化政策課

文化財団が中心となり、市内で活動する文化 ・加盟団体数 12団体
・継続して実施
団体を対象に入会を呼びかけ、文化団体相 ・3/24～25 わくわく！そうぞう！たからんまつり（参加 3月に開催予定
互の連携と情報交換を行う。
者数のべ4,000人）

指定管理料23,915千円に含む 文化政策課
（文化財団）

施設予定地 文化芸術施設及び庭園の開設に向けて、市 ・10/1 講演会・写真展・ダンス・ワークショップ等開催 ・継続して実施
及び
民の関心や期待を高めるため、様々な事業 （参加者のべ2,000人）
11/10に開催
文化創造館な を展開していく。
どその周辺

指定管理料23,915千円に含む 文化政策課
（文化財団）

（２） 学校教育事業、社会教育事業の充実
№

事業名
のびのびパスポート事
業

実施時期
通年

実施場所
各施設

事業の概略
平成29年度実績
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
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 5,045人
めに活用する。印刷製本費を市で負担。本
・宝塚文化創造館 116人
市対象施設：手塚治虫記念館、小浜宿資料
・小浜宿資料館 不明（無料施設のため）
館、歴史民俗資料館、旧和田家住宅、宝塚
・旧和田家住宅 不明（無料施設のため）
文化創造館
※類似事業：ひょうごっ子ココロンカード

平成30年度事業計画
・神戸市の近隣市町で継続して実施
※類似事業：ひょうごっ子ココロンカード

TAKARAっ子造形作品 －
展

市内公民館

市立幼稚園、小・中・特別支援学校の子ども ・1/13（土）～17（水）
たちの図工や美術などの造形作品を展示す ・東公民館
る。

・1/15（火）～1/21（月）開催予定
・東公民館

小・特別支援学校合同 －
音楽会

ベガ・ホール

市立小学校4年生が、合唱と合奏を発表し交 ・11/27（月）,28（火）,30（木）
流する。7部制で3日間開催。
・2,170人

・11/27（火）,29（木）,30（金）
・ベガ・ホール

中学校合同音楽祭

－

ベガ・ホール

市立中学校12校が、合唱を発表し交流す
る。2部制で1日開催。

・10/30（火）
・ベガ・ホール

112 学校教育課

吹奏楽フレッシュコン
サート

－

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 ・5/3（水祝）
かホール
活動発表会。
・475人

・5/3（木祝）
・川西市みつなかホール
・478人
・H31/4/29（月祝）予定 川西キセラホール

270 学校教育課

中学校部活動外部指
導者活用事業

通年

各中学校

宝塚市部活動推進委員会に委託し、中学校 ・宝塚市部活動推進委員会に委託
・継続して実施
の部活動に外部指導者を派遣する。
・派遣人数57人（野球3人、陸上競技5人、サッカー2
人、ソフトボール1人、バスケットボール6人、卓球4人、
ソフトテニス6人、硬式テニス1人、柔道1人、剣道4人、
吹奏楽19人、茶道2人、茶華道2人、琴1人）

6,510 学校教育課

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 ・部活動における補助 全12校
校部活動支援補助金、対外課外活動補助金
として、各種大会の参加費や交通費などを補
助する。

継続して実施

4,045 学校教育課

中学校吹奏楽部楽器
購入

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
楽器の新調・更新（4校予定）

1,800 学校教育課

宝塚市民カレッジ

通年

東・西公民館 市民の多様な学習ニーズに応え、テーマ毎 ・6～1月 計8回（参加者数のべ8206人）
・継続して実施
他
に展開する成人講座。
・童謡サロンコース、文化と歴史、講談コースなど全15 ※中央公民館でも実施
コースを開催

歴史教室

9月

くらんど人権 「宝塚の近代・中世」をテーマとした教室を開 ・講師は直宮憲一さん。「宝塚の酒造の歴史」がテー
文化センター 催。
マ。解放文化祭のなかで開催。一回、20人参加。

・講師は直宮憲一さん。「宝塚の中世～近世の
歴史」がテーマ。9/12、9/19、9/26の３日間開
催。

通年

各学校

・継続して実施

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
TAKARAっ子いきいき
スクール
11 【再掲】

・10/31（火）
・435人

・購入支援 3校11台

「みんなの先生」として地域の人材を活用した ・派遣校 市立幼稚園12校、市立小学校24校、市立
り、専門性の高い郷土出身者を「ふるさとの 中学校12校、市立特別支援学校1校
先輩」として招聘するなど、地域の教育力を ・登録人数 個人登録726人、団体登録119団体
取り入れた活気あふれる学校園づくりを目指
す。

平成30年度予算額（千円）

担当課
0 社会教育課
手塚治虫記念館
文化政策課(文化
財団）

29 学校教育課

1,248 学校教育課

3,927 東公民館

44 くらんど人権文化
センター

5,871 学校教育課

（３） 高齢者を対象した講座などの充実
№
1

事業名
実施時期
元気な長寿の仲間たち －
展

実施場所
事業の概略
平成29年度実績
宝塚文化創 宝塚市展に出展した80歳以上を対象にした ・9/14～18 出品者数30人、作品数49点（入場者数
造館（宝塚音 展覧会で、毎年、敬老の日を含めた期間に 348人）
楽学校旧校 開催している。
舎）

平成30年度事業計画
・9/13～17に文化創造館で開催

いきいき学舎フレミラ

通年

フレミラ宝塚

はつらつ教室

通年

フレミラ宝塚

2年制・4コースのシニアカレッジを開講してい ・健康とまちづくりコース 計34回（出席者数のべ817
る。文学・音楽・美術の鑑賞や写真、演劇、 人）
歌唱、舞踊、生活文化を学ぶ。
・ふるさと発見コース 計20回（出席者数のべ586人）
・環境・自然コース 計34回（出席者数のべ688人）
・園芸福祉コース 計34回（出席者数のべ603人）
宝塚市内に住む60歳以上の方を対象。講師 ・１４講座（受講者数のべ5915人）
陣に一芸に秀でたアクティブシニアを迎え、 ※フレミラ教室として開催
シニアの社会貢献の機会としてボランティア
で教えていただく。

・健康とまちづくりコース 30回
・ふるさと発見コース 20回
・環境自然コース 30回
・セカンドチャレンジコース 30回
・園芸福祉コース 30回
・1年コース 9講座
・半年コース １講座

老人福祉大会

－

宝塚ホテル

宝塚市老人クラブ連合会主催により、日頃の ・11/21（参加者数700人）
クラブ活動の成果を発表する場として開催し ・合唱や舞踊など、29グループによる発表
ている。

・１１/20に宝塚ホテルで舞踊や合唱などの芸
能大会を開催する予定。

2

3

4

新規

5

高齢者学習事業づか塾 毎年9月～3 フレミラ宝塚
月の間、原則 ほか
週一回開催

平成30年度予算額（千円）
担当課
指定管理料23,915千円に含む 文化政策課
（文化財団）

指定管理料52,606千円に含む 高齢福祉課

指定管理料52,606千円に含む 高齢福祉課

宝塚市老人クラブ連合会への補助金 高齢福祉課
750千円 （市老人クラブ連
合会）

宝塚の歴史や地域の魅力にふれ、自身の居 28名の受講生が全15回の講座と課外ボランティア活 9月から講座開始。全17回の講座を予定。
場所、仲間・健康づくりを行い、経験、知識を 動を実施。講座修了後、有志でボランティア活動を実
ボランティアや地域に生かすノウハウを学ぶ 施している。
連続講座。

800 地域福祉課

（４） 障がいのある人の活動機会の充実
№

事業名
実施時期
障がい者社会学級
－
・青い鳥学級（視覚障が
い）
1 ・たつのこ学級（聴覚・
言語障がい）
・ふれあい学級（中途失
聴・難聴）

実施場所
東公民館他

事業の概略
障がいに応じて、社会人としての幅広い知識
や教養、また日常生活を向上させるための技
術や能力を習得するとともに、多くの人たちと
の交流を通して相互理解を深め、ともに生き
る喜びを創造する。

－

西公民館

特別支援学級及び市立養護学校、特別支援 ・1/19～1/23西公民館
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。

1月末～2月初旬に東公民館にて開催予定

さよならコンサート

－

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 ・2/１３（参加人数165人）
を実施する。卒業生を送る意味も込めてい
る。

2月頃プラザコムにて開催予定

－

聴覚の障がいのため意思疎通を図ることに ・手話通訳者派遣件数
1,374件
支障のある方が社会生活上必要不可欠な場 ・要約筆記者派遣件数
816件
所へ出かける場合に、手話通訳者及び要約
筆記者を派遣し、コミュニケーションを確保す
る。
文化財団が実施する文化事業の中で、実施 ・シネマインソリオ
8／31「この世界の片隅に」
2／15「湯を沸かすほどの熱い愛」
日本語字幕付き上映の実施
・宝塚学検定「試験講座」10／7・2／17
要約筆記・手話通訳の実施

継続して実施

3
市民向けイベントにお －
ける手話通訳者及び要
4 約筆記者配置について

文化財団事業
【 再掲 】
追加

5

追加

6

平成30年度事業計画
・継続して実施
・7～12月 社会見学や料理教室を実施
・青い鳥学級
・たつのこ学級
・ふれあい学級

ふれあい作品展
2

新規

平成29年度実績
・7～12月 社会見学や料理教室を実施
・青い鳥学級 受講者数のべ84人
・たつのこ学級 受講者数のべ92人
・ふれあい学級 受講者数のべ41人

通年

知的障がい（児）者親子 －
体操教室

ソリオホール

継続して実施

スポーツセン 障がい者社会学級の一環として、機能障が 知的障がい（児）者親子体操教室実施した。計１２回、 年間12回、毎月第二土曜日に実施。
ター
いの回復を目指す「機能訓練」とともに、仲間 親子合わせた参加者数のべ257人。
づくりや集団で活動する体験学習を通じて
「社会参加」の機会を提供する。

平成30年度予算額（千円）

担当課
600 東公民館

0 学校教育課

29 学校教育課

9,576 障害福祉課

指定管理料23,915千円に含む 文化財団
（文化政策課）

60 社会教育課

（５） 福祉関係団体との連携
№

事業名
実施時期
文化事業の共催、補助 通年

実施場所
公民館等

事業の概略
障害者（児）団体連絡協議会、 障害福祉
市民懇談会、 老人クラブ連合会と連携して
事業を実施する。

平成29年度実績
障害者(児)団体連絡協議会への補助金の交付
・手をつなぐ育成会など5団体

平成30年度事業計画
継続して実施

平成30年度予算額（千円）
担当課
障害福祉市民懇談会への補助金 障害福祉課
105千円 高齢福祉課

障害福祉市民懇談会との共催
・9/16 愛と理解のチャリティコンサート（参加者数168
人）
・12/17 宝塚障害児（者）クリスマス大会（参加者数
300人（ボランティア含む））
・3/11 ふれあいコンサート（参加人数200人）

1

宝塚市老人クラブ連合会への補助金
750千円

老人クラブ連合会と共催
・11/21 老人福祉大会（参加者数700人）

（６） アウトリーチ活動の充実
№
1

2

事業名
学校コンサート
出前落語

実施時期
通年

福祉施設等コンサート・ 通年
劇団活動

実施場所
市内学校等

事業の概略
平成29年度実績
市内小学校を対象に、音楽室や体育館に
・学校コンサート 7～3月 計11校（参加者数1,341
て、アンサンブルなどの生演奏の披露や、楽 人）
器に触れる体験、出前落語を企画・実施す ・出前落語 6月 計3校（参加人数354人）
る。

平成30年度事業計画
・学校コンサート 市内小学校13校、幼稚園・保
育所3園で実施予定
・出前落語 市内小学校3校で実施予定

市内福祉施
設等

市内の保健・医療・福祉施設を対象に、出張 ・コンサート 10月 計2施設（参加者数140人）
コンサートや劇団BIGMOUSEによるアウトリー ・劇団BIGMOUSE 10月～12月 計3施設（参加者
チ活動を実施する。
150人）

・劇団ＢＩＧＭＯＵＳＥ 市内3施設で実施予定

平成30年度予算額（千円）
担当課
指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

【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） 文化遺産、文化財の保全、管理
№

事業名
文化財保護事業

実施時期
通年

実施場所
－

1

追加

2

桜ガ丘資料室維持管理 通年
事業

事業の概略
市内に残る文化遺産の保全に努めるととも
に、重要なものについては、文化財の指定・
登録を進め保全を図る。また、指定文化財の
保全に補助金を交付するなどの保護措置を
図る。

平成29年度実績
・八幡神社防災設備点検補助金の交付
・ケトロン祭り道具修繕補助金の交付
・近世絵図の修復
・開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査の実施
・10/15万籟山古墳発掘調査報告会の開催

平成30年度事業計画
・10/14に万籟山古墳調査報告会の開催
・文化財の指定・登録、文化財保護事業補助な
どを実施
・開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査の実施

平成30年度予算額（千円）

桜ガ丘資料室 平成13年に寄贈された国登録有形文化財の ・例年、春と秋の年2回、計4回の一般公開を行ってい ・春の公開は、5/14～20の7日間を実施。見学
（旧松本邸） 旧松本邸の保全を努めるとともに、建築当時 たが、公開日数を増やしてほしいという要望に応え、 者698人。
（昭和12年）の様式を保つための措置を図
計10日間の公開を行った。（見学者数1，226人）
・秋の公開は、11/1～4の4日間実施。
る。

担当課
8,600 社会教育課

1,465 中央図書館

（２） 市民ボランティアとの協力体制の強化
№

事業名
社会教育推進事業

実施時期
通年

実施場所
－

事業の概略
平成29年度実績
平成30年度事業計画
公民館主催の市民カレッジなどの事業にお 市民カレッジ「宝塚の景観・風景みどころ探訪コース」 ・平成29年度と同様に市民カレッジ「宝塚の景
いて、ボランティア団体である文化財ガイドソ を主催し、文化財ガイドソサエティが文化財等の解説 観・風景みどころ探訪コース」を文化財ガイドソ
サエティなどと協力し、文化財の普及・啓発を を行った。計8回（参加者数のべ195人）
サエティと協力して実施する。
図る。

宝塚学博士の会

－

ソリオホール
等

宝塚学検定の博士合格者で構成される「宝 ・博士の会 32人（街歩き、研究発表、PR）
・継続して実施
塚学博士の会」による街歩きや研究活動を実 ・街歩きグループ協力企画 12/2「宝塚まち歩き」（参
施する。
加者数80人）

1

2

追加

3

桜ガ丘資料室維持管理 通年
事業【再掲】

桜ガ丘資料室 中央図書館主催の旧松本邸の一般公開に
（旧松本邸） おいて、一般社団法人宝塚まち遊び委員
会・池田自治会などと協力し、文化財の普
及・啓発を図る。

平成30年度予算額（千円）

担当課
240 社会教育課

指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

・一般社団法人宝塚まち遊び委員会と兵庫県ヘリ
・継続して実施
テージマネージャーによる建物解説、ミニコンサート、
おはなし会、ミニ講習会（バルーンアート、アクリルた
わし）などを行った。

1,465 中央図書館

（３） 資料館等の管理、運営
№
1

追加

2

事業名
歴史民俗資料館管理
運営事業

実施時期
通年

桜ガ丘資料室維持管理 通年
事業【再掲】

実施場所
事業の概略
平成29年度実績
平成30年度事業計画
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 入館者数4,654人
・小浜宿資料館、旧和田家住宅の運営
館、旧和田家 内に残る歴史資料を公開する。
・旧和田家住宅 入館者数4,051人
・旧東家住宅は日曜・祝日に一般開放
住宅、旧東家
・旧東家住宅 入館者数1,469人（H28年4月から自然
住宅
の家休所のため限定的公開）
桜ガ丘資料室 旧松本邸の管理運営を行い、広く市民に公 ・見学者数1，226人
（旧松本邸） 開する。

・春の公開は、5/14～20の7日間を実施。見学
者698人。
・秋の公開は、11/1～4の4日間実施。

平成30年度予算額（千円）

担当課
7,702 社会教育課

1,465 中央図書館

（４） 文化財保護の推進、地域伝統芸能の調査、研究
№

事業名
文化財保護事業

実施時期
通年

実施場所
－

事業の概略
文化財の保護を進めるとともに、「たからづか
文化財さんぽマップ」の配布や、市民に対す
る講座などで文化遺産を伝え、市民が愛着
を持てるまちづくりを図る。

1

平成29年度実績
・ガイドマップを主に窓口で継続して配布
・従来のマップの内容を刷新した「文化財さんぽマッ
プ」を作成
・10/29に旧和田家住宅にて絵本の読み聞かせ・むか
し遊び体験を開催
・11/29に旧和田家住宅にて歴史講演会と茶話会を
開催
・11/23に国登録文化財である小林聖心女子学院開
放事業を、学校・地元自治会と協働で行った。 来場
者97人
・2月3月に観光企画課と合同で、「ブラタモリ」で放映
された小浜宿・温泉街を直宮氏の案内で歩く「たから
づか歴史文化ウォーク」を実施

平成30年度事業計画
・さんぽマップを窓口・公共施設・まちかど観光
情報ステーションにて配布
・地方創生推進交付金を活用し、さんぽマップ
の多言語版を作成
・11/23に小林聖心女子学院開放事業を開催
・10/28和田家住宅にて、絵本の読み聞かせを
開催
・9/22に第1回ふるさと文化楽講座を開講

平成30年度予算額（千円）

担当課
8,600 社会教育課
文化政策課

平成30年度予算額（千円）
担当課
指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

（５） 伝統芸能の保全と継承
№

事業名
たからづか能

実施時期
－

実施場所
ソリオホール

事業の概略
平成29年度実績
平成14（2002年）から開催。
・5/14（入場者数273人）
日本の伝統芸能「能楽」を上演するとともに、
公演への理解を深めるため、公演前に講座
を実施する。

平成30年度事業計画
・5/13にソリオホールで開催

ソリオ夏の落語会
宝塚ソリオ寄席

－

ソリオホール

上方落語の寄席を実施し、日本の話芸であ ・8/19（入場者数168人）
る落語を生で楽しめる機会を提供する。
・2/23（入場者数299人）

・8/18にソリオホールで開催
・2月ソリオホール開催

文化財団事業
【 再掲 】

通年

ソリオホール
等

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）
・継続して実施
んまつりなどを実施する。
・3月～5月 こどもいけばな教室
5/22伝統芸能フェスティバルで作品展示
・7月～8月 こども落語教室
8/19夏の落語会で発表会

指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

宝塚伝統芸能フェス
ティバル

－

ソリオホール

伝統芸能を愛好する市民が一堂に会し、日
頃の稽古の成果を発表する。

指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

1

2

3

4

・5/28（長唄、民謡民舞など参加団体数8団体、入場 ・5/26にソリオホールで開催
者数のべ1,600人）

指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

（６） 活動環境、発表機会の充実
№

事業名
宝塚市展

実施時期
－

実施場所
ソリオホール

宝塚芸術展

－

国際・文化セ 宝塚市文化連盟会員の作品展を、宝塚市展 ・1/26～30（出品点数114点、入場者数のべ763人）
ンター
と同じ部門で、同時期に開催する。

宝塚伝統芸能フェス
ティバル【再掲】

－

ソリオホール

伝統芸能を愛好する市民が一堂に会し、日
頃の稽古の成果を発表する。

宝塚市民合唱祭

－

ベガ・ホール

市内で活動する合唱団が一堂に会し、日頃 ・11/3～4（出場団体数37団体、入場者数のべ1,488
の練習成果を発表する。
人）

くらんど解放文化祭

－

くらんど人権 センターで活動を行っている団体（生花、書 ・2/8・9（入場者数のべ1,707人）
文化センター 道）の作品や、一般から公募した作品、地元
の小・中学校児童・生徒の作品を展示する。

・10/25・26開催

180 くらんど人権文化
センター

まいたに解放文化祭

－

まいたに人権 定例講座(書道など)受講生やサークル(生け ・11/9・10（入場者数のべ2,140人）
文化センター 花など)などによる作品を展示する。

・11/8・9開催

362 まいたに人権文化
センター

ひらい解放文化祭

－

ひらい人権文 センターで活動を行っている団体の作品や ・11/10・11（入場者数のべ1,776人）
化センター
近隣小・中学校、幼稚園・保育所・児童館の
児童・生徒の作品を展示する。

・11/9・10開催

54 ひらい人権文化セ
ンター

公民館まつり

11月

東・西公民館 公民館で活動している団体・グループが、日 11/1～4
頃の学習成果を発表することにより、さらに多 来場者 ２館のべ、4683名
くの人々や文化との「であい」や「ふれあい」
を分かち合うことを目指して開催している。

・継続して実施
※中央公民館でも実施

52 中央・東・西公民
館

邦楽のつどい

－

ソリオホール

1

2

3

4

5

事業の概略
平成29年度実績
平成30年度事業計画
日ごろから芸術を愛好し、創作活動に励んで ・1/26～30（出品点数561点、入場者数のべ2,559人） ・1月にソリオホールで開催予定
いる人々の作品を公募し、入賞・入選作品を
展示する。（洋画、彫刻・立体造形、写真、デ
ザイン、書、工芸、日本画の7部門）
・1月に国際・文化センターで開催予定

・5/28（長唄、民謡民舞など参加団体数8団体、入場 ・5/26にソリオホールで開催
者数のべ1,600人）

・11/3・4にベガ・ホールで開催

平成30年度予算額（千円）
担当課
指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）
指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

6

7

8
9

園児、児童、生徒が和楽器（琴、太鼓）を主
体とした演奏及び地域伝統芸能を披露す
る。

1/13 公立幼稚園 2園、 公立小学校 6校、 公立中 2/23に ソリオホールで開催予定
学校 1校、 私立学校 1校 計10校園12グループが
参加

400 学校教育課

（７） 伝統、文化教育推進事業の充実
№

事業名
宝塚歌劇鑑賞事業

実施時期
－

実施場所
宝塚大劇場

事業の概略
平成29年度実績
平成30年度事業計画
小・中学生を対象に、宝塚歌劇の鑑賞を行 ・市立12中学校、市立養護学校1校、 計1821人（鑑 ・市立１２中学校、市立養護学校１校、私立中
い、豊かな情操や感性を育むとともに、ふるさ 賞日：１月～3月）
学校で１～３月に実施予定
と意識を高める。
・市立小学校5校 計422人（鑑賞日：１月、2月、3月） ・市立小学校５校で１～２月に実施予定

邦楽のつどい
【再掲】

－

ソリオホール

園児、児童、生徒が和楽器（琴、太鼓）を主
体とした演奏及び地域伝統芸能を披露す
る。

歴史民俗資料館管理
運営事業
【再掲】

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 入館者数4,654人
・小浜宿資料館、旧和田家住宅の運営
館、旧和田家 内に残る歴史資料を公開する。
・旧和田家住宅 入館者数4,051人
・旧東家住宅は日曜・祝日に一般開放
住宅、旧東家
・旧東家住宅 入館者数1,469人（H28年4月から自然
住宅
の家休所のため限定的公開）

1

2

3

平成30年度予算額（千円）

1/13 公立幼稚園 2園、 公立小学校 6校、 公立中 2/23に ソリオホールで開催予定
学校 1校、 私立学校 1校 計10校園12グループが
参加

担当課
1,125 学校教育課

400 学校教育課

7,702 社会教育課

（８） 伝統ある優れた食文化の継承
№

事業名
味噌づくり教室

実施時期
－

実施場所
事業の概略
平成29年度実績
くらんど人権 昔ながらの方法で味噌をつくる教室を開催す ・2/26（参加者数10人）
文化センター る。

平成30年度事業計画
・2月ごろ開催予定

食育推進事業

－

公民館等

第2次たからづか食育推進計画に関する講
演会などを開催する。

・4/21・22 花と緑のフェスティバルに、たからづ
か食育推進計画ＰＲブース出店 来場者数計
876人
・8/4 たからづか食育フェア 開催

宝塚いずみ会委託事業 通年

公民館

「季節の伝統料理教室」を、季節料理や伝統 ・4回 （参加人数 計43人）
料理をテーマに実施する。

給食事業

市立小、中学 安心で安全な学校給食を継続的に実施する ・継続して実施
校、特別支援 ことで、健全な食生活の習慣を身につけ、心
学校
身の健全な発達に資するとともに、食育の
「生きた教材」としての役割を担う。

1

2

3

4

通年

・4/23・24 花と緑のフェスティバルに、たからづか食
育推進計画ＰＲブース出店 来場者数計765人
・8/19 たからづか食育フェア 参加人数300人

４回開催予定

・継続して実施

平成30年度予算額（千円）

担当課
30 くらんど人権文化
センター

1,668 健康推進課

105 健康推進課

890,992 学校給食課

【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
№

事業名
景観フォーラム

実施時期
－

実施場所
公民館等

1

事業の概略
基調講演やパネルディスカッションを通じて、 なし
市民に対し景観に関する知識の普及啓発を
行い、協働による景観形成を図る。

平成29年度実績

平成30年度事業計画

平成30年度予算額（千円）

担当課
0 都市計画課

平成30年度予算額（千円）

担当課
0 都市計画課

予定なし

（２） 良好な景観を形成する制度の充実
№

事業名
実施時期
景観計画特定地区の指 通年
定

実施場所
－

事業の概略
平成29年度実績
良好な景観をつくるために必要なルールを ・新たな指定なし。（H29年度末現在 9地区）
定め、個性的なまちづくりを進めていくため、
景観法に基づく景観計画に位置付ける景観
計画特定地区として定める。

平成30年度事業計画
・指定予定地区は未定であるが、継続して実
施。（H30年度現在 9地区）

都市景観形成建築物
等の指定

－

市都市景観条例に基づき良好な都市景観を ・新たな指定なし。（H29年度末現在 19地区）
形成し、地域の雰囲気を特徴づけている又
は歴史的価値、文化的価値又は建築的価値
を有している建築物などを指定し、その保全
整備をはかる。
景観法に基づき、良好な景観の形成に重要 ・2件指定。（H29年度末現在 2地区）
な建造物で、市の景観を特徴づけている又
は歴史的価値、文化的価値又は、建築的価
値を有し、市民に親しまれている建造物を指
定し、その保全整備をはかる。

・継続して実施。（H30年度現在 18地区）

0 都市計画課

1件指定予定。（H30年度現在 2地区）

0 都市計画課

1
通年

2
景観重要建造物の指定 通年
3

-

【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。

（１） 文化芸術に関する情報の一元化
№

事業名
広報たからづか

実施時期
通年

実施場所
－

事業の概略
毎月発行する広報たからづかの「お知らせ
版」などにて、イベント開催や各課の取組な
どを周知する。

市ホームページ

通年

－

イベントカレンダーや各分野のページ、市広 ・文化芸術関連ページアクセス数 43,900回
・継続して実施
報課アカウントのFacebookにて、市主催・共 ※上記項目のみのアクセス数は出せない（文化政策
催・後援事業の開催や各課の取組などを周 課に連絡済）
知する。

8,554 広報課
各課

市広報板の活用

通年
（月2回ポス
ターを張り替
え）

市内約230箇 市内約230箇所に設置する市広報板に、イベ ・広報板掲示依頼（文化政策課、文化財団の主催・共 ・継続して実施
所
ントの開催などを周知するポスターを掲示す 催・後援事業） 95件
る。掲示について、市主催・共催事業はシル
バー人材センターに委託し、後援事業につ
いては各団体で掲示している。

3,245 広報課
各課

1

2

3

平成29年度実績
・月1回市内各戸に配布（106,000世帯）

平成30年度事業計画
・継続して実施

平成30年度予算額（千円）

担当課
39,702 広報課
各課

エフエム宝塚での放送 通年

－

コミュニティFM局であるエフエム宝塚から情 ・「ゲストコーナー」平日朝30分間、イベント主催者など ・継続して実施
報を発信する。また、外国人に向けては、情 を招いて紹介。
報を多言語でも発信する。
・「たからづか便り」毎朝15分間イベント発信として放
送。
・
「フォーリンカルチャー」平日昼夜各60分韓国語・朝鮮
語、中国語、英語、ポルトガル語でイベント情報などを
発信。

広報番組での発信

－

市広報番組「知ってよ！宝塚」としてYouTube ・「知ってよ！宝塚」（文化芸術関連をはじめ市の情報 ・年間6件に変更して実施
で発信する。
を月1回YouTubeにて配信） 12件

宝塚市文化財団イベン 年1回
トラインナップの発行

－

財団の取組や主催事業に関する情報を掲載 ・作成部数 4月120,000部全戸配布、窓口配布
し、市内全戸に配布する。

4月に全戸配布、120,000部作成

指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

宝塚市文化財団のホー 通年
ムページ

－

イベントカレンダーや各分野のページにて、 ・文化財団ホームページアクセス数 13,700回/月
財団の主催事業の開催や取組などを周知す ・ホームページのデザイン更新
る。
SNS（twitter）の実施

サイト暗号化及びスマホなどの閲覧環境への
対応を行う。

指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

「ウィズたからづか」への 通年
掲載

－

毎月発行される地域文化情報誌「ウィズたか ・月1回 25,000部発行（庁内や各施設などで配布）
らづか」の誌面に、財団事業を中心とする文
化情報を掲載する。

・継続して実施

指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

4

通年

55,084 広報課

2,396 広報課

5

6

7

8

（２） 情報サイト、情報ネットワークの構築
№

事業名

実施時期

実施場所

事業の概略

平成29年度実績

平成30年度事業計画

平成30年度予算額（千円）

担当課

【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。

（１） 文化芸術活動を支援する体制の拡充
№

事業名
文化団体の育成支援

実施時期
通年

実施場所
－

事業の概略
平成29年度実績
音楽及び舞台芸術の普及・振興と当該分野 宝塚市交響楽団、宝塚市吹奏楽団、宝塚少年少女
の裾野拡大を目的として、文化団体の育成を 合唱団、劇団BIGMOUSEの活動支援を行った。
図る。

平成30年度事業計画
・継続して実施

市民ボランティア団体と 通年
の連携

－

Face to Faceなどの市民団体と連携し、各種 ・Face to Face 協力事業数66事業、協力人数のべ
イベントの受付や場内アナウンスなどを行う。 398人
また、連絡会や研修会を定期的に開催し、会
員の育成も図っている。

・継続して実施

指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

中学校部活動外部指
導者活用事業
【 再掲 】

各中学校

宝塚市部活動推進委員会に委託し、中学校 ・宝塚市部活動推進委員会に委託
・継続して実施
の部活動に外部指導者を派遣する。
・派遣人数57人（野球3人、陸上競技5人、サッカー2
人、ソフトボール1人、バスケットボール6人、卓球4人、
ソフトテニス6人、硬式テニス1人、柔道1人、剣道4人、
吹奏楽19人、茶道2人、茶華道2人、琴1人）

6,510 学校教育課

1

2

3

通年

平成30年度予算額（千円）
担当課
指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

（２） 活動助成制度などの研究
№

事業名
きずなづくり推進事業

実施時期
通年

実施場所
－

事業の概略
平成29年度実績
平成30年度事業計画
市民と市の協働のまちづくりを推進することを ・文化芸術系事業 応募2件、実施2件（行政提案型 継続して実施
目的に、市民活動を行う団体に事業費の一 事業のテーマ（「文化の薫り高い宝塚をめざして 文
部を補助する。
化芸術都市にふさわしい市民が主役のまちづくり」）を
含む）

のびのびパスポート事
業
【 再掲 】

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
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 5,045人
めに活用する。印刷製本費を市で負担。
・宝塚文化創造館 116人
・小浜宿資料館 不明（無料施設のため）
・旧和田家住宅 不明（無料施設のため）
※類似事業：ひょうごっ子ココロンカード

継続して実施

対外課外活動補助金
【 再掲 】

通年

各中学校

各中学校の部活動の充実を図るため、中学 ・部活動における補助 全12校
校部活動支援補助金、対外課外活動補助金
として、各種大会の参加費や交通費などを補
助する。

継続して実施

4,045 学校教育課

中学校吹奏楽部楽器
購入
【 再掲 】

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
楽器の新調・更新（4校予定）

1,800 学校教育課

1

2

3

4

・購入支援 3校11台

平成30年度予算額（千円）

担当課
3,000 市民協働推進課
文化政策課

0 社会教育課
手塚治虫記念館
文化政策課(文化
財団）

（３） 専門的な知識を有するスタッフの育成
№
1

事業名
イベントづくりワーク
ショップ事業

実施時期
－

実施場所
宝塚文化創
造館（宝塚音
楽学校旧校
舎）

事業の概略
平成29年度実績
イベント制作や舞台の研修を経て、実際に2 ・6～9月 全9回（参加者数のべ104人）
つのワークショップイベントを創りながら、ノウ ・ボランティア登録 11人（11月末時点）
ハウを学ぶ。終了後はボランティアとして登録
可能。

平成30年度事業計画
・継続して実施
7月～9月（全7回）で実施

平成30年度予算額（千円）
担当課
指定管理料23,915千円に含む 文化政策課
（文化財団）

（４） 産官学民連携による事業の研究
№

事業名
実施時期
市内の高校との連携事 －
業

1
大学との連携事業

通年

文化財保護事業
【再掲】

通年

実施場所
事業の概略
平成29年度実績
平成30年度事業計画
国際・文化セ 公立・私立高校と連携し、駅前での吹奏楽部 ・11/25 吹奏楽部・ミニコンサート（宝塚西高校） 観 ・11/25に吹奏楽部ミニコンサート開催
ンター等
ミニコンサートや美術部展を開催する。
衆150人
・1/31～2/5に高校生美術部展開催予定
・2/1～6 高校生美術部展（市内6高校） 来場者203
人
市内外の大学と連携し、新たな文化事業の
展開を目指す。

2

3

－

・6/27 ベガにオーケストラがやってきた（神戸女学院
大） 来場者383人
・12/12 長尾南小学校アウトリーチ（大阪音楽大) 参
加者220人

平成30年度予算額（千円）

担当課
200 文化政策課

・10/15 中山桜台小学校アウトリーチ（大阪音
楽大）
・11/9 安倉北小学校アウトリーチ（大阪音楽
大）

指定管理料190,036千円に含む 文化政策課
（文化財団）

小林聖心女子学院と連携し、文化遺産を伝 ・11/23に国登録文化財である小林聖心女子学院開 ・11/23に小林聖心女子学院開放事業を開催
え、市民が愛着を持てるまちづくりを図る。
放事業を、学校・地元自治会と協働で行った。 来場
者97人

0 社会教育課
文化政策課

（５） コーディネーター等育成のための研究
№
1

事業名
イベントづくりワーク
ショップ事業【再掲】

実施時期
－

実施場所
宝塚文化創
造館（宝塚音
楽学校旧校
舎）

事業の概略
平成29年度実績
イベント制作や舞台の研修を経て、実際に2 ・6～9月 全9回（参加者数のべ104人）
つのワークショップイベントを創りながら、ノウ ・ボランティア登録 11人（11月末時点）
ハウを学ぶ。終了後はボランティアとして登録
可能。

平成30年度事業計画
・継続して実施
7月～9月（全7回）で実施

平成30年度予算額（千円）
担当課
指定管理料23,915千円に含む 文化政策課
（文化財団）

（仮称）宝塚市立文化芸術センター及び
（仮称）宝塚文化芸術センター庭園に係る
管理運営の基本方針

平成 30 年（2018 年）5 月
宝塚市
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１ はじめに
― 本市の魅力を後世に引き継ぎ、発展させていくために
本市は、平成 29 年度地域ブランド調査の「学術・芸術のまちのイメ－ジ」部門で、全国
第一位となりました。
こうした都市イメ－ジは、宝塚歌劇の圧倒的な知名度に加えて、豊かな自然とおしゃれ
な街並み、さらには、阪神間モダニズムの一翼を担う、モダンで進取の気風に富んだ雰囲
気によって形成されたものと考えます。
阪急電鉄㈱の創始者である小林一三氏による鉄道沿線開発によって、本市の豊かな芸術、
文化、生活様式は形成され、今日の発展を遂げました。月日は流れ、社会経済状況や人々
の価値観は大きく変化しましたが、今の厳しい時代にあっても、本市の魅力の根幹となる
資源を後世に継承していくことが、私たちには求められています。
小林一三氏は、人々に、夢のライフスタイルを提案し続けました。文化芸術施設・庭園
を整備するこの地は、かつて宝塚植物園や宝塚ファミリーランドがあり、家族の笑顔やに
ぎわいにあふれた思い出の場所であるとともに、同氏が大切にした都市の記憶を受け継ぐ
貴重な場所です。この地を文化芸術振興の拠点とし、市民や来訪者に感動と喜びを与える
ことが、
「文化芸術のまち宝塚」の目指す方向と考えます。
― これからの時代に対応した文化芸術振興の拠点として
人口減少や少子高齢化が進むなか、コミュニティの衰退や文化芸術の担い手不足が深刻
化しています。また、昨今の経済状況や厳しさを増す本市の財政状況などから、文化芸術
を支える基盤も維持・増進していくことが難しくなりつつあります。
こうしたなか、文化芸術が生み出す社会への波及効果を、今日の諸課題の改善や解決に
つなげる必要が生じています。平成 29 年 6 月には、文化芸術振興基本法が改正されました。
この改正の趣旨は、文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ、文化芸術そのものの振興
にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の関連分野におけ
る施策を本法の範囲に取り込むことで、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しようとするものです。
また、全国でも「創造都市」1を標榜する自治体が増加傾向にあり、文化庁もこうした動
きを支援している状況にあります。
一方、本市は、平成 25 年 7 月に制定した「宝塚市民の文化芸術に関する基本条例」にお
いて、文化芸術が多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものとし、ま
た、平成 27 年 3 月に策定した「宝塚市文化芸術振興基本計画」において、市民が身近で気
軽に文化芸術に親しめる活動拠点を充実することを重点施策に位置付けているところです。
前述の国における法改正の趣旨を尊重し、これからの時代に対応していくため、この地を
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します。

1 「創造都市」…文化芸術の持つ創造性を生かした産業振興や地域活性化の取り組みを行っている都市。

平成 30 年 3 月時点で、全国 90 市町が創造都市ネットワーク日本に加盟している。

２ 文化芸術施設・庭園整備事業の基本的な考え方
(1) 目的
① 魅力の継承と創造
文化芸術のまち宝塚としての魅力を継承し、新しい文化を創造することで、都市の持
続的な発展を目指します。
② 創造力の育成
市民や来訪者に本物の芸術に触れる感動と喜びをもたらし、創造力と豊かな心を育み
ます。
③ コミュニティの形成
市民や来訪者に文化芸術を通じた多様な交流の機会を提供し、コミュニティの形成を
図ります。
④ 地域の活性化
文化芸術を通じて、子どもから大人まで様々な人を惹きつけ、また、まちのにぎわい
を生み出し、地域を活性化させます。
⑤ 地域課題の解決への貢献
文化芸術の持つ力で、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の関連
分野における地域課題の解決に貢献します。
(2) コンセプト
○宝塚らしさを継承し、未来物語の舞台となる創造の空間
この地を含む、中心市街地エリアは、小林一三氏による鉄道沿線開発によって、夢の
パラダイスとして発展しました。昭和初期には東洋一と称された植物園時代の欄干や宝
塚ガーデンフィールズ時代の植生、宝塚歌劇の大劇場や宝塚音楽学校旧校舎(宝塚文化創
造館)など、この場所に当時の歴史の面影を残しています。また、宝塚ファミリーランド
をはじめ、にぎわいが絶えなかったこの場所の思い出が、人々の記憶とともに、今なお、
宝塚物語として語り継がれています。この文化芸術施設・庭園の意義は、ひとつの文化
芸術施設としての機能にとどまるものではありません。この地に根付いた宝塚らしさを
継承し、新しい物語を市民とともにつくり上げていく創造の空間を目指します。
○文化芸術を通じて市民の新しい交流広場となる親しみの空間
公立文化芸術施設は、市民に感動と喜びをもたらし、創造力を育む場です。そして、
コミュニティの形成や地域の発展を支える場としての使命を担っています。この文化芸
術施設・庭園も、主役は市民であり、文化芸術を通じた多様な交流により、
「心豊かな生
き方」を発見する場です。一方、他都市の公立文化芸術施設のなかには、先進事例とし
て注目を集める施設があります。こうした施設に共通するのは、
「市民に愛されることで、
市外からの集客にもつながる」という事例です。この施設が市民に愛され、市民が親戚
や友人をこの場所へ連れて行く、そのような市民から広がるにぎわいづくりを目指しま
す。

○子どもの驚きと家族の笑顔が絶えない感動の空間
日本の美術館は、欧米に比べて家族連れが少ない、子どもの数が少ないという声を耳
にします。子どもにとっては、日本の美術館が、どこか敷居の高いものになっているの
かもしれません。金沢 21 世紀美術館の初代館長である蓑豊氏は、
「小学校４年生の児童が、
本物の芸術に触れることの重要性」を論じています。また、同氏は、
「子どもにごまかし
は利かない、本物にしか感心しない」と主張されています。本市は、文化芸術施設のあ
り方を考える上で、こうした現状認識や考え方に共感します。そして、この場所が、か
つて子どもや家族が楽しめる場所であった歴史文化も継承していく立場から、このコン
セプトを掲げたものです。この施設は「子どものための施設」にとどまるものではあり
ません。常に子どもの目線に立ち、あらゆる立場の人々に配慮することで、家族の笑顔
が絶えない空間を目指します。

３ 文化芸術施設・庭園の名称及び概要
(1) 名称
① 文化芸術施設の名称
宝塚市立文化芸術センター(以下「センター」という。)
② 庭園の名称
宝塚文化芸術センター庭園(以下「庭園」という。)
③ 適用条例
センター：
「宝塚市立文化芸術センター条例」(平成 30 年 6 月市議会提案予定)
庭

園：
「宝塚市都市公園条例の一部改正」(平成 30 年 6 月市議会提案予定)

④ センターと庭園の関係
根拠となる条例と名称は、それぞれ異なりますが、センターと庭園は、一体の施
設として管理運営を行います。今後、センター及び庭園を総称する愛称を決める予
定です。
(2) 全体概要
全体敷地面積

10,282.54 ㎡

① センター
建築物の構造形式

鉄骨造地上 2 階

敷地面積

2,777.60 ㎡

建築面積

2,132.63 ㎡

延床面積

3,110.89 ㎡

② 庭園
敷地面積

7,504.94 ㎡(駐車場及びメインガーデン裏斜面地を含む)

※上記面積については、今後、確定測量により変動の可能性があります。

(3) センター及び庭園の概要
① センター
施 設 名
メインギャラリー

面積(㎡)
573

概

要

・本格的な美術展示を行うことができる空間
・天井高 4ｍを確保。可動壁を用いて、様々な形態や
サイズの作品展示に対応可能な汎用性の高い空間

サブギャラリー

140

・個展やグループ展など市民の文化芸術活動の成果を
発表できる空間

キューブホール

186

・２階まで吹抜けの天井高７ｍの開放的な空間
・コンサート、様々なイベント実施が可能な空間
・西、北側の壁面をガラス貼りにすることによりホール
内イベントの屋外に向けた発信

アトリエ
ライブラリー

58
266

・工芸、工作、絵画など多様な創作体験の空間
・手塚治虫氏の代表作品、歌劇、園芸など周辺施設と
関連した図書、親子で楽しめる絵本などが閲覧可能な
空間
・未就学児が安全で快適に過ごせるキッズコーナーを
併設

おおやね広場

228

・天候にかかわらず利用できる半屋外の空間
・市場（マルシェ）などにぎわいづくりのための各種
イベント実施が可能な空間

屋上庭園

1,544

・庭園と一体感をもった緑の空間

② 庭 園
施 設 名
庭園

面積(㎡)
7,504

概

要

・植物園時代の欄干や宝塚ガーデンフィールズ時代の
植生など緑あふれる景観を継承する空間
・誰もが自由に訪れることができる癒しの空間
・広場を生かしたにぎわいづくりと交流の空間

うち、メイ
ンガーデン

・既存庭園を生かしながら新たな魅力を付加した高質
な庭園空間

（約 1,700） ・せせらぎや親水、植物などの自然環境を生かした空間

・市民による庭園管理や多様な関わりを生む空間

４ 管理運営に関する基本的な考え方
(1) 文化芸術の複合的機能を有する施設として運営(文化芸術の複合施設)
① センター及び庭園は「美術館」「公民館」のように、特定の用途を設定していませ
ん。文化芸術の複合施設として整備し、運営するものです。
② 近年、新たに建設される公立文化芸術施設は、複合的機能を有するものが多く見ら

れるようになりました。公共施設マネジメントが浸透するにつれ、複合的機能によ
る効率化やサービス向上は時代の潮流とも言えます。
③ これに加え、今日の文化芸術施設は、芸術愛好家の活動を尊重しつつ、普段、文化
芸術に触れる機会が少ない多くの人への対応が大切であり、多様性を持たせた事業
展開が不可欠です。こうした観点から、文化芸術の複合施設として運営するもので
す。
④ 市としては、このセンター及び庭園を「質の高い文化芸術を体験できる、庭園と一
体となった文化芸術の複合施設」と説明しています。
(2) 子どもから大人まで、感動を体験できる文化芸術に触れる機会を創出(文化芸術体験の
場)
① 質の高い美術展示などに触れる機会を提供する 2 階のメインギャラリー、多様な活
動と交流が展開される 1 階フロア、さらに緑豊かな庭園、これら全てを文化芸術に
触れる場所として運営します。
② 造形芸術などの美術をはじめ、音楽、映像、デザインなど、分野を限定せず、幅広
い芸術に親しめる事業を展開します。
③ とりわけ、メインギャラリーでは、来館者にとって満足度の高い文化芸術の体験を
提供します。このため、主に有料事業を展開し、コンテンツの市場価値に相応した
料金設定を行うことを基本とします。
④ メインギャラリーでの有料事業は、一定の質を維持しながら、常に来館者の期待に
応え続けることで信頼感を醸成し、また来たくなる施設運営を目指します。
(3) この施設での文化芸術体験が、市民の暮らしの一部となるような、居心地の良い空間を
提供(居心地の良い空間)
① センター及び庭園は、いつでも、誰でも利用できるオープンな雰囲気、多様な過ご
し方ができる庭園など、日々の暮らしに潤いを与える環境に恵まれています。
② また、周辺には、手塚治虫記念館、宝塚文化創造館、宝塚大劇場など、多くの文化・
観光関連施設や商業施設が立地しています。多様なライフスタイルに対応しながら、
快適で豊かな時間を過ごすことが可能な恵まれた環境にあります。
③ 周辺エリアも含めた良質な環境のなかで、文化芸術や自然に触れることのできる
「居心地の良い空間」を創出します。
(4) 文化芸術がもつ社会包摂機能を認識し、その役割を発揮するという観点も重視(社会包
摂的役割)
① 社会包摂とは、障がいのある人など、社会的に弱い立場の人たちを排除や孤立など
から守るものであって、多様な人たちが互いを認め合い、支え合う考え方です。
② 今日の文化芸術施設、とりわけセンター及び庭園は、新たな交流機能を以って、多
様な人たちの出会いや繋がりを生む場であって、文化芸術活動を通じて、自己肯定
感を感じる場であると考えます。
③ また、すべての人たちにとって、想像（創造）力と高度なコミュニケーション力を
培い、多様性を認めることができる「豊かな心」を育む場です。

(5) この地が持つ、オンリ－ワンの魅力を最大限に活用し、宝塚ならではのライフスタイル
を提案(オンリ－ワンの魅力)
① 他の施設にはない、オンリ－ワンの魅力は、大きく 4 点と考えます。第 1 に前述し
た、この地が持つ濃密な「都市の記憶」
、第 2 に「魅力ある施設の集積地」として
のポテンシャル、
第 3 に植木のまち宝塚だからこそ実現できる
「庭園のクオリティ」、
第４にこれから一層発展するであろう、市民・ア－ティスト・関係団体などとの「質
の高い協働」と考えます。
② オンリ－ワンの魅力を最大限に活用し、「宝塚ならではのライフスタイル」として
発信していく観点を大切にしたいと考えます。
(6) 文化芸術が持つ力をにぎわいづくりや地域の活性化につなげ、地域経済への波及効果に
貢献(地域の活性化)
① 有料来館者の利用増進に努めることはもちろんのこと、庭園の利用者を含めた全て
の来場者数の増進を重視し、目標数の達成を目指します。
② センター及び庭園は、JR・阪急宝塚駅から至便な位置にあり、その動線は花のみち
やおしゃれな店など歩く楽しみを提供できる強みがあります。また、宝塚南口駅や
清荒神駅からのアクセスも良好であることから、観光プロムナードを含めた周辺地
域への回遊性を高め、経済効果を生むものと考えます。
③ 周辺施設や店舗とタイアップした事業企画、歌劇ファンが魅力に感じる展示事業、
自立性の高いイベントの誘致、夜の演出及び庁内関係部局による活用など、あらゆ
る可能性を追求し、常に施設の付加価値を高めることで、周辺地域だけでなく市全
体の活性化につなげます。
④ 自動車での来訪に対応するため、文化創造館との一体利用に加え、周辺商業施設と
の連携を模索し、民間駐車場への案内など、最善を尽くします。一方で、周辺地域
の回遊性向上により、歩いて行きたくなる施設運営を目指します。
⑤ また、市民に愛される施設、居心地の良い施設を目指すことで、センター及び庭園
を中心として仲間を広げていく集客にも留意します。
(7) 市民をはじめ多くの人の活動に支えられ、市民とともに成長する施設（市民との協働）
① センター及び庭園を、より魅力的なものにすることに共感し、主体的な活動を実践
いただける「市民サポ－ター」を増やしながら、組織化を図ります。
② 市民サポーターは、自らの関心やスキルに合わせ、活動を展開されています。例え
ば、絵本の読み聞かせ、季節の庭園づくり、にぎわいイベントなど、多彩な活動を
想定しています。
③ 市民サポーターとして関わっていただくことで、この施設への親しみや愛着が深ま
ることが期待されます。そして、訪れる人がサポ－ターとの交流により、「親しみ
の輪」を広げます。
④ 市民サポ－ターは、感動体験を重ねるごとに、新たな活動意欲に繋がります。そし
て、「親しみの輪」の広がりは、この施設全体の魅力を高めます。市民とともに成
長する施設を目指します。

(8) 庭園の多様な価値を最大限に生かした施設運営（庭園の多様な価値）
① この施設全体の設計は、庭園の魅力を生かすことを重視しています。庭園を尊重し
た施設配置、庭園との調和を重視した建築デザイン、植物園時代の欄干やガーデン
フィールズ時代の植生の活用などが設計上の大きな特徴となっています。
② 宝塚ゆめ広場から花のみち・さくら橋公園へと続く緑や桜の連続性を確保するため、
センターを含め花にあふれた宝塚のイメージを象徴するフラワーネックレスを形
成します。
③ 「メインガーデン」は、既存樹木を生かしながら、植物の自然な姿を重視した季節
感あふれるナチュラルガ－デンを整備します。都会のオアシスとして、人々の心を
癒す、高質な庭園づくりを目指します。
④ センターの正面に位置する「みんなの広場」は、芝生でくつろいだり、飲食を楽し
む空間としても活用可能です。また、多彩なイベントの場所にも適しています。
⑤ 手塚治虫記念館前の「いのちの広場」は、土舗装の上で、子どもたちの自由な活動
を受け止める広場とします。また、手塚治虫記念館の新しい玄関口やセンターへ誘
う動線として、双方の施設の付加価値を高めます。
⑥ 「屋上庭園」は、この施設の大きな特徴のひとつです。エントランスから屋上庭園
の眺望は、この施設全体をガーデンととらえたランドスケープになります。屋上庭
園には、芝や野草の地被類に加え、季節の草花、休養できる日陰空間を設け、上に
登ってみたくなる庭園づくりを目指します。
⑦ センターと一体的に庭園を整備することにより、多世代が感性豊かに自然と触れ合
うことができ、幅広い活動が展開できる場を形成します。
⑧ このように、訪れる人を和ませる庭園づくりも、文化的で芸術的な活動であり、
「市
民の庭」として、市民とともに育てる視点を大切にします。

５ 事業展開の方針
(1) 文化芸術普及事業
① 質の高い文化芸術や多彩な分野の鑑賞機会を提供します。また、作品に関する講座な
どを開催して、文化芸術に親しむ環境づくりに取り組みます。
② 文化芸術が感動をもたらし、創造性を育み、生活に潤いを与え、社会の活力を高めて
いくことから、メインギャラリーを中心に美術展示や体験企画など子どもたちをはじ
め幅広い世代の人々を対象とした様々な事業を展開します。
（事業例）


美術作品、絵本原画の展示事業



マンガやアニメ関連作品の展示事業



デジタルアートやそれに関連した新しい遊び場の提供



キューブホールの吹抜け（天井高 7ｍ）を利用した大型立体造形作品の展示

(2) 創造活動事業
① 文化芸術活動や緑を身近に感じられるように、誰もが気軽に参加でき、参加者が自ら

の手によって体験し、創造する事業をアトリエや庭園において展開します。
② 特に、これからの未来を担う子どもたちのために、いつでも文化芸術などの活動が体
験できるようなプログラムを提供していきます。
（事業例）


アートや庭園の植物に関する講座、ワークショップの実施



子どもなど初心者を対象とした美術教室



絵本の読み聞かせや紙芝居の開催



展示ツアーやギャラリートークの開催



庭園の動植物に触れる環境学習会や花苗講習会の開催

(3) 市民交流事業
① 文化芸術振興の拠点として、様々な文化芸術活動や庭園の魅力を生かしたイベントの
開催を通じて、市民、来訪者、アーティストなどによる交流やにぎわいが生まれる場
を提供します。
② また、様々な分野で活動する個人や団体とともに、ジャンルを横断した事業を実施し、
多くの市民の交流や相互の理解が深まる場を設けます。
③ 広くセンター及び庭園全体で新たなコミュニティの創造や既存コミュニティの活性
化につながる事業を行い、人と人とのきずなを深めます。
（事業例）


市内美術作家による宝塚芸術展の開催



宝塚文化団体連絡会との協働事業



宝塚ゆかりの芸術家との協働事業



市民サポーターとの協働によるイベントの開催



市民花壇やメインガーデンの植栽管理、庭園ガイドなどの協働



庭園内の自然を生かした工作や子どもの遊び、水遊びイベントの実施

(4) 活動支援事業
① 市内で行われている個人や団体の文化芸術活動がさらに活性化していくため、サブギ
ャラリーを中心に、活動の成果を発表する場として提供するなどの支援を行います。
② 活動に必要な技術的な指導・助言などを行うほか、日常的な活動における課題への対
応や練習場所の情報提供など文化芸術活動を様々な面からサポートします。
③ また、本市にゆかりのある芸術家やこれからの文化芸術を担う若手芸術家などの発表
の場を提供するなど様々な支援を行います。
（事業例）


宝塚市展の開催



文化芸術団体の作品展覧会など市民活動の発表



学芸員などによる市民活動への技術的な指導・助言



芸術家による作品の公開制作イベントの開催や作品展示



若手芸術家による作品展示や販売もできるチャレンジ事業

(5) にぎわい創出事業
① 施設周辺は、手塚治虫記念館、宝塚文化創造館や宝塚大劇場などが立地する本市の観
光、文化、商業の中心地域にあります。
② 文化芸術の分野だけに捉われず、市内の様々な地域資源にスポットを当て、集客性の
高いイベントを開催することで、より多くの市民に関心を持ってもらい、人が行き交
うにぎわいをつくるとともに、まちの活性化につなげていきます。
③ このため、キューブホールやおおやね広場を中心に、近隣の商業施設をはじめ、市内
の事業者や団体と連携しながら、既存の地域資源を発信し、新しい地域資源を創造す
る事業を展開します。
（事業例）


クリスマス、ハロウィン、七夕など季節を彩るイベントの実施



音楽演奏会やダンスイベントの開催



モノ・コト・バなど特産品の販売や植木のまちの紹介、宝塚のＰＲイベントの実施



手塚治虫記念館や文化創造館の展示事業と連携したイベントの実施

(6) 情報発信事業
① センター及び庭園で実施する事業の情報や記録の提供のほか、市民の多彩な創造意欲
に応えるために、市民の活動をはじめ文化芸術や植物に関する情報を収集し、広く発
信していきます。

② また、ライブラリーを中心に、観光や宝塚市の魅力などの情報が集まる仕組みを作
り、市民だけでなく、来訪者に向けても様々な情報を発信していきます。
③ 全国の学校に向けた案内や芸術系大学との連携の他、地域や企業も含めて、この
施設の付加価値を高め、誘客を促進するための戦略的な情報発信を行います。
（事業例）
 文化芸術や植物などに関する図書の設置
 手塚治虫氏の代表作品や歌劇など周辺施設と関連した図書の設置
 宝塚市のまちの歴史や魅力が再発見できる図書や資料の設置
 施設の情報をはじめとした市内の文化芸術活動に関する情報の発信
 宝塚市ゆかりの芸術家の情報や資料などの設置
 子どもたちに向けた分かりやすい情報の発信

６ 運営事業者の選定方法と官民連携
(1) 基本的な考え方
① この施設は、本市の文化芸術振興の拠点として、中心的な役割を担う施設となり
ます。
② このため、運営事業者には、市民や芸術家、文化関係団体との連携や、市民や来
訪者の交流促進、子どもから大人まで幅広い世代やあらゆる立場の人たちが文化
芸術を体験できる事業の推進などの役割が求められます。
③ また、地域経済への波及効果も発揮できるよう、質の高い事業企画をはじめ、事
業の専門性や収益性など、民間事業者のノウハウも必要となります。

④ こうしたことから、指定管理者制度を活用し、その選定にあたっては広く公募に
より、最も優れた事業者を選定していきます。
⑤ センターと庭園は、一体の施設として、両施設を同一の指定管理者が管理運営し
ます。
⑥ 指定管理期間は、5 年とします。
「宝塚市指定管理者制度の運用指針」(以下「運用
指針」という)では、原則 5 年と定めています。また、長期、短期、それぞれのメ
リット・デメリットを考慮しつつ、事業者ヒアリングの結果も踏まえ、5 年が適当
と判断しました。
(2) 専門性の確保
① 本基本方針に沿って、事業目的を達成するためには、専門性の確保が必要となり
ます。
② 指定管理者は、高い専門性を有する事業者を選定するとともに、学芸員などの専
門スタッフも充実した体制を想定しています。
③ 一方、指定管理者との官民連携を有効に機能させるため、本市の専門性も高める
必要があります。
④ 既に、この施設の市担当スタッフとして学芸員 1 名を配置しています。
⑤ この施設の運営事業については、本市の附属機関である文化芸術振興会議に専門
的な立場からの意見も求めながら、評価や改善につなげます。
⑥ これからの時代に対応した文化振興施策の充実を図るためには、文化芸術振興の
拠点としてセンター及び庭園、手塚治虫記念館、宝塚文化創造館が一体となった
事業展開が必要です。そのためには、市民をはじめ、文化財団や文化関係団体な
どと、これまで以上に連携を強化していく必要があります。こうした取組を推進
することで、行政が現場から政策形成を図る力を育みます。
(3) 市と指定管理者間のリスク分担の考え方
①

リスク管理を適正に行うため、想定されるリスクについて、市と指定管理者間に
おいて、適切なリスク分担を事前に行います。

②

想定されるリスクを可能な限り明確にしたうえで、
「リスクを最も良く管理するこ
とができる者が当該リスクを分担する」ことを基本原則とします。

③

本市の運用指針にある「リスク分担の標準例」も参考にしながら、今後、指定管
理者とも協議のうえ定めます。

④

一般に、災害などの不可抗力、大きな政策変更など、指定管理者が負えないリス
クや市に帰責事由があるような事項は、市がすべてを負担します。

⑤

その他の事項は指定管理者がすべてを負担する、あるいは、双方が一定割合で負
担する方法を想定します。

(4) 指定管理者への要求水準
① 指定管理者の公募にあたっては、市が募集要項や仕様書を作成し、指定管理料の
上限額、指定事業としてのメインギャラリーでの年間展示事業の下限回数、屋内
や庭園などでのワ－クショップやイベント事業の想定回数を示す予定です。併せ

て、本基本方針を要求水準の一部として、応募事業者からの提案を求めます。
② 市は、公の施設の設置者としての責任を果たすため、あらかじめ必要最低限の制
約事項を定めます。
③ 本基本方針に示している「８利用規則」のうち、開館時間、休館日、利用料金な
どは、今後、設置管理条例での規定を予定しており、制約事項となります。
④ また、市は、官民連携を有効に機能させていくために、この施設の目的に沿って、
応募事業者に対し、施設運営の水準を示していく必要があります。
(5) 指定管理者のインセンティブ
① 一方、本市の要求水準が、指定管理者の意欲を阻害せず、十分なインセンティブ
を確保しておくことも大切です。
② このため、利用料金制を積極的に取り入れます。指定管理者の創意工夫により、
想定を上回る収入があった場合は、これを指定管理者の収入とします。
③ 例えば、メインギャラリーでの展示事業により、予想を上回る来館者増があった
場合や、空き期間を利用した自主事業を展開することで増収の可能性もあります。
④ また、庭園においても、指定管理者の創意工夫で、自主事業を積極的に展開する
ことで増収の可能性もあります。
⑤ さらに、募集要項や仕様書は、できる限り、指定管理者が積極的に提案しやすい
ものにしていきます。
⑥ メインギャラリーで展開する展示事業は、全施設運営費の収入、支出ともに大き
な割合を占めます。
⑦ 指定管理料の上限額を算定するにあたっては、具体的な展示内容、期間、来館者
数、入場料、有料化率などを想定し、積み上げ方式により算定します。他館での
開催実績や地理的特性などを一定考慮して算定します。
⑧ しかし、年間開催回数の下限は仕様書に示す予定ですが、展示内容について制約
するものではありません。
⑨ 指定管理者の指定後は、展示事業について、双方で協議して定めることになりま
すが、基本的には、指定管理者の提案を尊重していきます。
⑩ その他、指定事業としてワ－クショップやイベント事業を想定していますが、展
示事業と同様に、内容については指定管理者の提案を尊重していきます。
⑪ センター内の各諸室において、指定事業の予定がない場合は指定管理者が自主事
業を展開することも可能です。また、庭園においても、自由度の高い活用が可能
であり、指定管理者のノウハウを生かした自主事業により、収益につながる可能
性もあります。

７ 総合的な推進体制
(1) 周辺施設との連携を重視し、エリアマネジメントの一翼を担う施設としての役割を発揮
(周辺施設との連携)
① 周辺には、この施設と連携することで相乗効果が期待できる施設(図①)が数多く存在
します。この強みを最大限に生かすことで事業効果を高めることが可能となります。

② また、連携の取組を強化し、成功体験を積み重ねることで、エリア全体での連帯感が
醸成され、中長期的なエリアマネジメントの実効性も高まると考えます。
③ こうした、まち全体で盛り上げる視点を常に意識し、中長期的な展望にも広げていく
必要があります。

周辺文化関連施設概念図(図①)
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(2) 指定管理者の主体性、経験知識を最大限尊重するとともに、その事業効果の最大化を図
るため、行政の責任と役割を徹底(行政の責任と役割)
① 施設の直接の運営は、指定管理者に委ねることになります。しかし、公の施設の設置
者として、この施設が文化芸術振興の拠点となるよう、市としての責任と役割を果た
していく必要があります。
② センター、庭園、手塚治虫記念館及び宝塚文化創造館は、いずれも文化芸術振興の拠
点として、連携を強化し、一体的な運営体制を構築する必要があります。
③ このため、下図(図②)のとおり、(仮称)文化芸術拠点連携促進協議会を設置します。常
に情報と課題を共有しながら、相乗効果の最大化を図ることで拠点性を高めます。
④ 市民サポーターの活躍と市民をはじめ関係団体の主体的な活動の推進が、施設運営の
要といえます。市民サポーターの育成や組織化を支援し、いきいきと楽しみながら活
動できる場を創出するため、指定管理者との間に立って、市が調整を図ります。
⑤ 企業や商業者、他の文化関連施設の管理者や文化関係団体、さらに、植木産業関係者
など、こうした団体や人のネットワーク化を図りながら、この施設の価値を高めます。
友の会制度をはじめ、多くの団体に応援いただける取組を進めます。
⑥ さらに、市域を超えて、全国の美術館などとネットワ－クを構築することも大切です。

とりわけ、本市は、十分な美術作品を保有していないことから、外部のコンテンツに
依存せざるを得ない状況です。外部の施設とのタイアップ企画も積極的に提案しなが
ら、ネットワ－クの強化につなげていきます。
⑦ この施設では、指定管理者による事業だけでなく、関連分野においても、市が直接、
間接に関わりながら、文化芸術を通じた事業を展開していきます。
⑧ その他、情報発信や施設の利用促進に向けた支援、国などの助成金の確保など、市と
しての役割をしっかり担っていきます。

(仮称)文化芸術拠点連携促進協議会の概念図(図②)
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① 3 館の運営事業者
② 宝塚市
③ 宝塚市文化財団
④ 市民サポーター
⑤ その他

８ 利用規則
(1) 基本的な考え方
① センターの開館時間や休館日など基本的な利用規則は、設置管理条例で規定します。
② 庭園の利用規則については、駐車場の開場時間と休場日について、都市公園条例に
規定します。
③ その他、詳細な事項については、開館までに指定管理者との協議により適宜定め、
利便性の高い施設運営を目指します。
(2) 開館時間及び休館日
① センターの開館時間は午前 9 時から午後 10 時までの時間の範囲内において、指定
管理者が市長の承認を得て、施設ごとに定めます。
② センターの休館日は、毎月 5 日以内の日数を設けるものとし、指定管理者が市長の
承認を得て定めます。

③ その他現在想定している設定は、下表(表①)のとおりです。今後、指定管理者から
の提案内容、実施する事業や季節に応じて、弾力的に対応していきます。
開館時間及び休館日の想定(表①)
施 設 名

開館時間

休館日

アトリエ、屋上庭園

午前１０時から午後５時まで

水曜日

キューブホール、ライブラリー等

午前１０時から午後６時まで

水曜日

メインガーデン(庭園内)

午前１０時から午後５時まで

水曜日

その他の庭園・駐車場

午前０時から午後１２時まで

無休

メインギャラリー

※休館日は、表記載の曜日と年末年始（12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで）
(3) センターの利用料金
① センターの利用料金は、下表(表②)に定める額の範囲内において、指定管理者が市
長の承認を得て定めます。
② 利用料金算定の考え方は、受益者負担の原則から、センターの維持管理費(人件費
を含む)を基礎とし、市の類似施設や近隣市の状況を踏まえて設定します。
③ 下表(表②)の利用料金は、条例に規定する上限額として、
「市外の団体が営利を目的
として使用する場合」を想定しています。
④ 「市外の団体で非営利の場合」は、下表の上限額から 25％減、
「市内の団体で非営
利の場合」は、下表の上限額から 50％減として想定しています。
⑤ メインギャラリーで展開する展示事業においては、入場料を徴収します。
⑥ 入場料は、条例で上限を 2,000 円と規定し、展示事業ごとに内容と規模に相応した
料金を設定します。概ね 700 円から 1500 円程度を想定しています。
⑦ 子ども料金や 3 館一体の料金設定なども指定管理者の提案を尊重しつつ、協議のう
え決定します。
センターの利用料金(表②)
区

分

単

位

市外団体かつ営利目的
の利用料金

メインギャラリー

１人入場１回につき

２，０００円

１室１日につき

１２０，０００円

サブギャラリー

１室１日につき

２８，０００円

キューブホール

１室１日につき

３６，０００円

アトリエ

１室１日につき

１２，０００円

会議室

１日につき

センターの共用スペ－スを占有して

１時間につき 1 平方メ

利用する場合の利用料金

－トル当たり

８，０００円
２４円

(4) 庭園の利用料金
① 指定管理者は、本基本方針に沿って、企業や各種団体などによる、庭園内でのイ
ベントなどを認める場合、都市公園条例第 4 条(行為の制限)に基づく許可を行いま
す。
② 許可手続きの後、指定管理者は、免除の場合を除き、利用料金を徴収します。
③ この場合の利用料金の上限額は、現行条例に規定しており、下表(表③)のとおりで
す。なお、下記の区分のうち、
「興行」と「競技会など」については、使用料の改
定を予定しており、下表は改定後(予定)の使用料を明記しています。
④ 駐車場の利用料金の上限額は、下表(表④)のとおり条例に規定します。
⑤ 表③、表④いずれの利用料金も、これを上限として、指定管理者が市長の承認を
得て定めます。
庭園(都市公園)内行為の制限の許可に係る利用料金(表③)
区

分

単

位

利用料金

行商、募金、出店その他
これらに類する行為

日額

６５０円／㎡

業として行う写真の撮影

日額

１，９４９円／人

業として行う映画の撮影

日額

７，７７７円／回

興行

日額

４８円／㎡

日額

１６円／㎡

競技会、展示会、博覧会、集会その他
これらに類する催し

庭園内駐車場の利用料金(表④)
区

分

単

中型自動車または

１台、

大型自動車

日額

位

利用料金
３，０００円

１台、
普通自動車

１回１時間当たり

４００円

９ 収支計画
収支は、設計業者の積算、他施設の運営実績及び事業者ヒアリングなどを踏まえて次表(表
⑤)のとおり算出しています（消費税 10%適用、概数表示）
。
各項目の基本的な考え方は、以下のとおりです。
(1) 指定管理料
利用料金収入で不足する施設運営に必要な経費を計上することに加え、集客性の高
い展示事業や飲食の提供、物販の実施など効果的な施設運営や収支差を抑制する事業
の提案を求めることを前提に、適切な指定管理料を算出しています。
(2) 事業収入

他施設での運営実績に基づき、入場料を設定し、２階メインギャラリーで行う年間
5 本の展示事業のうち、有料事業として年間 4 本の展示事業を行ったと想定して事業
収入を積算しています。
(3) 利用料金収入
センターの利用料金は、サブギャラリー、キューブホ－ル、アトリエなどが対象で
す。適正な受益者負担の観点から、センターの維持管理費(人件費を含む)を基礎とし、
各諸室の利用料金を設定し、また、年間稼働率を想定して、利用料金収入を積算して
います。
庭園の利用料金収入は、庭園内でのイベントなどに伴う収入と駐車場の収入を想定
しています。
(4) 事業費
２階メインギャラリーで年間 5 本の展示事業と、毎週、敷地内のいずれかのエリアで
イベントを開催することを想定して事業費を積算しています。
(5) 管理費
センター及び庭園の設計業者から提出された見積書に加えて、他施設や他の公園の
実績を勘案し、光熱水費、施設維持管理費及び庭園維持管理費を積算しています。
(6) 人件費
他施設の実績を踏まえ、館長（非常勤）1 名、統括責任者 1 名、学芸員 3 名、事務職
員 3 名、サービススタッフ（アルバイト）10 名、を配置したと想定して、人件費を積
算しています。
収支計画表(表⑤)

収入

（千円）

１７０，９００
指定管理料

１１８，８００

センター

４４，６００
事業収入
利用料金収入

庭園

４０，１００
４，５００
７，５００

利用料金収入

支出

７，５００
（千円）

１７０，９００
センター

１５１，０００
事業費

５９，５００

管理費

３７，０００

人件費

５４，５００

庭園

１９，９００
事業費

３，２００

管理費

１６，７００

10 来場者数の目標
(1) 総来場者数とその内訳、算定の考え方
① 来場者数は、センター及び庭園内での主な利用目的を想定し、見込み数を算定し、
その総数を来場者数とします。この来場者数(年間４０万人)を施設運営の目標に設
定します。来場者数とその内訳は、次表(表⑥)のとおりです。
② センターの来館者数は、施設内で想定している各事業の頻度や来館予測数を積み上
げ算定します。(センター来館者数→次表(a)欄)
③ 庭園の来園者数は、平成 26 年度都市公園利用実態調査による来園者数を参考に算
定します。(庭園来園者数→次表(b)欄)
④ この施設内で、指定管理者が実施する事業や市関連分野の事業を想定し算定します。
(イベント事業等企画による来場者数→下表(c)欄)
⑤ 周辺文化関連施設との連携による相乗効果として期待できる誘客者数を算定しま
す。(周辺施設からの誘客者数→次表(d)欄)
⑥ 周辺イベントとの連携による相乗効果として期待できる誘客者数を算定します。
(周辺イベントからの誘客者数→次表(e)欄)
来場者数と内訳(表⑥)
種

別

来場者数(人)

(a)センター来館者数

８９，２００

メインギャラリー

７１，５００

サブギャラリー

１４，１００

アトリエ
(b)庭園来園者数

１６３，０００
７，６００

小規模イベント

３，２００

大規模イベント

２，０００

校外学習など

２，４００
１２３，９５０

手塚治虫記念館

８３，７００

文化創造館

２２，０００

近隣商業施設

１８，２５０

(e)周辺イベントからの誘客者数

２０，０００

アニメフェスタ＆ハロウィンなど

２０，０００

総来場者数((a)～(e)の合計)

４０３，７５０

考

うち、有料は 35,750 人

３，６００

(c)イベント事業等企画による来場者数

(d)周辺施設からの誘客者数

備

≒４０万人

11 開館準備に向けて
(1) 開館までのスケジュ－ル
平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32～36 年度

建築工事
庭園工事
指定管理者の選定

開館準備業務委託
指定管理期間
(2) 開館準備業務
指定管理者の指定後、施設の供用開始までの間に、開館準備業務として、別途、以下の
業務を発注する予定です。
① 開館に向けた広報業務（ホームページ、パンフレットなど作成）
② 施設、設備の利用受付
③ 内覧会などプレイベントの開催
④ 市民サポーターとの連携体制の充実と連携事業の企画
⑤ 開館記念事業の開催
⑥ その他開館準備に必要な業務

