会議の概要
会議名

令和元年度（2019 年度）第１回宝塚市民文化芸術振興会議

開催日時

令和元年７月１６日（火）１８：３０～２０：１５

開催場所

宝塚市役所３階 ３－３会議室

出席委員

藤井会長 越知副会長 梅田委員 中辻委員 柳楽委員 秋津委員 三戸委員
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

２

諮問
（市長より、同振興会議 藤井会長へ諮問）
諮問内容
「平成２７年（2015 年）３月に策定した「宝塚市文化芸術振興基本計画」の
策定期間が、令和２年度（2020 年度）末をもって終了することから、第６次
宝塚市総合計画の策定状況や文化芸術に関する施策を取り巻く状況等に応じ
た見直しを行い、新たに基本計画を策定する。宝塚市民の文化芸術に関する
基本条例第１５条の規定により、宝塚市民文化芸術振興会議に『宝塚市文化
芸術振興基本計画』について諮問する。
」
（開会あいさつ：市長）
本市では、平成２５年（2013 年）９月に「宝塚市民の文化芸術に関する基
本条例」を策定し、平成２７年（2015 年）３月には、
「宝塚市文化芸術振興
基本計画」を策定した。
国においても、平成２９年（2017 年）６月には文化芸術振興基本法が一部
改正され、平成３０年（2018 年）６月に「障害者による文化芸術活動の推進
に関する法律」が施行された。
来年春には宝塚市立文化芸術センター・庭園がオープンし、本市にとって
新しい文化芸術の活動拠点を得ることになる。より一層市民の文化芸術の活
動と創造の場が広がることが大いに期待される。
この三連休は奥能登に行ったが、ちょうど「能登キリコ祭り」が開催され
ていた。奥能登で海の文化に触れ、そこで育まれる文化や芸術のすべてがそ
の人々の暮らしに溶け込んでいると思った。文化や芸術は一朝一夕でつくら
れるものではなく、多くの人が大切にし、次の世代にバトンタッチしていく
中で、広く深く日々の暮らしの元気や希望などの様々なものになっていくの
だと改めて感動した。
本市の文化芸術の未来のためにも、ご協力賜わりますようよろしくお願い
する。

３

報告
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）
（出席委員８名、欠席委員２名）

４

議題

（１）宝塚市文化芸術振興基本計画の見直しに向けた各事業取組の状況と課題に
ついて
事務局から、宝塚市文化芸術振興施策の方向性と今後の展開 これまでの
振り返り（資料１）説明し、その後質疑。
会長：方向性ごとに質疑を行う。進捗管理を数値化できればよかったが、
今回は難しかったため、課題を黒丸、進捗が良好なものを白丸で記載して
いる。
委員：宝塚タウンホール（仮称）の建設を求める請願（資料３）について
教えてほしい。
事務局： 本市には 1000 人規模の市民ホールがないことが理由。以前清荒
神に市民会館があったが、阪神淡路大震災で被害を受け、平成９年度（1997
年度）に閉館した。その後、湯本町に用地を取得し、新市民ホールは建設
段階まで行ったが、本市の財政状況が良くなく断念した。この請願の項目
２にはホールを建設することと記載しているが、財政上厳しいため、項目
１のホール建設の検討会のみ採択となっている。
委員：1000 人規模のホールがないと困るケースは一年でどのくらいあるの
か。
事務局： 宝塚市交響楽団や宝塚市吹奏楽団は、ベガ・ホールでフルオーケ
ストラでの演奏ができず、他市のホールで定期演奏会をしている。また、
教育委員会が開催しているフレッシュコンサートは川西市で開催してい
る。把握しているもの以外では、本市でバレエの公演ができないことなど
が挙げられる。
委員： 財政が厳しい中で、赤字になることなく 1000 人規模のホールを自
立運営することは常にある程度の稼働率を上げる必要がある。一方、支援
を受けながら運営していくのも行政の財政上難しいと思う。市場原理から
すると、周辺には兵庫県立芸術文化センター等の競合関係になるホールが
沢山あるため、どの程度のニーズで必要なのかを考える必要がある。周辺

都市がホールを持っているから、ホールを建設するのではなく、本当にニ
ーズがあり、オペレーション上ある程度成立させられるという根拠があれ
ばホールは必要であるが、その検証をするべきだと考える。
事務局：財政上ホール建設は難しいと思うが、引き続き様々なご意見を頂
戴できれば嬉しい。
委員：中央公民館のグランドオープンについて記載されているが、オープ
ン後の活動内容やそれに対する課題は把握しているのか。
事務局：中央公民館のグランドオープンは２月だが、公民館の指定管理者
制度は今年度の４月から導入しているため、それほど期間が経っておらず、
まだ把握できていない。これまでと変わらないと思うが、誰でも利用でき
るようなフリースペースには多くの人が集っている印象はある。
委員： 指定管理者制度を導入してから期間が経っていないため、その活動
内容や課題を把握していないということが、文化芸術センター・庭園でも
あったとしたら、これまで私たちが話し合ってきたことが指定管理者に委
ねられていて、市はどう関わるのかが不安になる。この半年間で市と指定
管理者がどのようにつながっていくのかを考えないといけない。
事務局：文化芸術センター・庭園については、今年３月の議会で議決を経
て、来年４月のオープンに向けて指定管理者が１年間かけて開設準備を行
っている。社会教育施設とは異なり、運営者側が提供する展示事業や文化
芸術活動を体験ができるような事業も併せ持った施設になるよう指定管理
者と話を詰めている。新規施設になるが、文化財団や文化団体との関わり
合い方が重要になると思うので、市展や芸術展等の既存の事業との連携も
考えている。公民館では普段から市民が様々な活動をしていると思うが、
文化芸術センター・庭園には市民ギャラリーもあり、市民の文化活動の発
表の場としての役割があると考えている。
事務局：中央公民館では季節に合わせた展示もあり、指定管理者も様々な
工夫をしている。
会長：今回は資料をわかりやすくまとめていただいたが、ご指摘いただい
たとおり、裏付けが見えない状態にならないよう注視していただきたい。
文化芸術センター・庭園の指定管理者と文化財団との連携について教えて
ほしい。
委員：市展・芸術展の調整については、今後全体的な現場のすりあわせが
動いていく。今年度から文化財団はベガ・ホール、ソリオホール、文化創

造館の既存の３施設を非公募で 5 年間、文化芸術の推進母体という位置づ
けで管理運営する。更に、文化芸術センター・庭園もだが、公民館、さら
ら仁川、ピピアめふも今年度から指定管理者制度を導入し、本格的に指定
管理者の運営による公共施設が増えていることをこの会議において共通認
識で持っておいた方が良い。既存の文化施設の修繕については、各施設と
も設備の更新が追い付いていない状況である。民間文化芸術施設の利活用
については、ゴールをどのあたりに設定するかで、何をするかが明確にな
ると思う。過去の会議では助成金の話題も出ていたが、何を目的にするか
を次の計画に盛り込むべきである。
会長：次の計画では、ゴールを明確化・具現化していきたい。
委員：
「みんなの先生」の活動内容を具体的に教えてほしい。
事務局：学校のカリキュラムとは異なり、授業の中で地域の方を呼んで、
学校で指導していただくものである。
委員：伝統的な事業を継承していくものにはならないのか。
事務局： 伝統芸能を指導する方もいるが、その割合が定かでない。
委員： 派遣校数・登録人数はわかるが、活動回数はどうなのか。現状を知
る指標として活動回数は把握しているのか。
事務局： 具体的にはわからない。
会長：良い活動だが、データの詳細がわかればより評価がしやすい。
委員：相互利用については、利用率の向上や収入の向上につながるような
データはあるのか。
事務局：本市には市民ホールがないため、伊丹市のいたみホールが良く利
用されている。
委員： タウンホールにつながる話だが、本市でオーケストラやバレエの公
演ができないことから、伊丹市のいたみホールや三田市の郷の音ホールが
利用されている。本市については、ソリオホールは立地の良さからよく利
用されており、カルチャーの利用件数も多い。JR 宝塚駅沿線だと、三田市
は市内料金が適用されるが、西宮市の生瀬や西宮名塩が市内料金適用外に
なるため、活動地域を考慮して西宮市の一部ついても割引している。文化
施設のネットワーク化による活動支援については、４市１町間の相互利用

の推進が狙いなのか。
事務局： それだけではなく、市内の文化施設相互のネットワーク化も進め
ていきたいが、施策として展開できていない。
委員： 民間の文化施設や公民館等その他の公共施設も含めてネットワーク
化を考えているのか。
事務局： ご質問の通り考えている。
会長：市内のネットワーク化は課題と考えられる。
委員：平田オリザ氏の演劇ワークショップは小学校５～６年生全員が対象
なのか。
事務局：全校が対象ではない。学校のカリキュラムが詰まっているため、
連続ものである当事業を行うのが難しい学校もある。
委員： 学校がこのワークショップを取り入れ、その後の成果はどうなった
のか。
事務局：学校によっては連続して希望している学校もあるが、希望してい
ない学校もある。検証までできていないので確認する。
委員：落語や音楽に関して、文化財団は学校に一回もののアウトリーチを
行っている。最初はなかなか学校現場に入るのが難しかったが、１０年継
続して、理解を得てもらっている。演劇ワークショップについては、５～
６年生のみならず、低学年にも事業展開できたら良いと思う。
委員：成果検証があってこそ、他の学年に波及するものであると考える。
事務局：平田オリザ氏が直接学校に来て指導しているため、子どもにとっ
て貴重な体験になり、更に、保護者が見学できる学校については、子ども
の意外な一面を見ることもできる。しかし、平田オリザ氏の指導する日程
が限られており、回数を増やすのが難しい。
委員：豊岡市は学校の先生が演劇の指導をしているが、そのような形で事
業を行わないとなかなか事業が浸透しないと考える。
会長：成果検証を情報提供いただいた上で、議論したい。

委員：宝塚学検定を機に様々な活動をする人がいるが、博士の会のまち歩
き以外にも、検定受験後に「たからづかなフォトグラファー」や「宝塚観
光ガイド夢さがし隊」に参加する方もいる。高齢男性に関しては、職場が
大阪等で本市のことを全然知らず、検定を通して地元について知り、地域
とのつながりができたという方もいる。
「みんなのたからづかマチ文庫」と
いう図書館の事業は、まちの記憶を共有する場となっており、文化財団も
協力している。また、文化芸術基本法でも文化芸術は食文化の領域まで広
がっているが、宝塚の歴史のある食文化としてウィルキンソン炭酸を使っ
た活動などを提案する。
委員：広告会社に頼むのはコストがかかる一方、市民が発信主体となるイ
ンスタグラムやツイッターは情報拡散が早い。しかし、市としてポリシー
がないといけない。
委員：
「つながるさかい」は大学や NPO 団体が一つのサイトを共同管理し
て、情報の一元化を図っているらしい。プラットホームは難しいと思うが、
将来的には情報を一元化できるものがあればよいと思う。
会長：運営方法や節約の仕方等、先駆者として堺市には学べる点が沢山あ
ると思う。情報収集し、宝塚ならではの情報の一元化ができれば良い。
事務局：文化芸術活動を支援する体制の整備においては、中間支援につい
て現計画でも述べているものの、本市には中間支援的役割が本質的に欠け
ており、文化財団には中間支援的役割もあるが、プレイヤーとしての役割
も強いのが現状である。市はもっと中間支援的役割を果たさなければなら
ないし、文化財団も中間支援機構としての役割を安定させなければならな
い。次の計画では、市や文化財団の役割を明確にするべきだと考える。
委員： 中間的支援は広範囲にわたるものであり、行政は資金面のアシスト
や条例のルールの緩和・手続きのアシストをしていく必要がある。一方、
文化財団はアーティストに近い立ち位置にあるので、イベント進行すると
きの資金計画・調整のアドバイス等ができると思う。その役割は既に行っ
ているものの、中間支援機能をしているところをより明確にしていかなけ
ればならない。事務局の言うように、役割分担は必要であると思う。
委員：中間支援は長期戦なものであるので、受託業務で行うことは難しい。
委託業務にしてもロングタームとして取り組んでもらうものになる。
会長：各々の役割を具体的にどうするかを整理し、集約する必要がある。
他市を参考にしながら役割を洗い出していただき、次回整理整頓したいと
思う。また、タウンホールについても議論を深めたいので、次回の議題と

する。
委員：文化芸術に関心のない人に知ってもらうことが一番根本的な課題だ
と思う。事業を全市民に知ってもらいたいのか、課題に合わせて新規事業
を行うのかで発信方法が変わってくると思うが、前者の方が重要だと考え
る。事後のレポートでも良いので、参加しなかった人がどのような事業を
したのかがわかり、他市にも自慢できるような情報があれば良いと考える。
委員：文化芸術センター・庭園については、指定管理者がどのようなコン
セプトで事業展開をしていこうとしているのかが全くわからない。市民と
イメージを共有できたら、完成までの楽しみが増えると考えるので、建物
が出来上がってから始めるのではなく、現段階でイメージを共有できるよ
うにしてほしい。
事務局：指定管理者の候補者は決まっており、１年間でどのようなことを
したいのかを具体化しているところである。指定管理者が前面に出て市民
に説明する機会も設けたい。
委員：文化芸術センター・庭園については、アウトラインが見えないと議
論ができない。委員がわからなければ市民はもっとわからないと思う。残
り半年ではあるが、みんなが盛り上がり、期待できるような仕組みを考え
てほしい。
会長：情報発信を早く出来るよう努めてほしい。

５

その他

（１）今後のスケジュールについて （資料４）
事務局：計画策定業務委託の業者については、７月１日より公募型プロポ
ーザルによる募集を開始している。９月上旬には審査会を行い、１０月上
旬に業者が決定するので２回目の会議には出席予定である。今年度は５回
程度、次年度は３～４回程度この会議を行う予定。また、計画の素案を３
月に、パブリックコメントを７月に行い、１２月末には計画の策定完了を
目指す。
委員：計画は令和３年度からであり、答申は１２月末とのことだが、それ
までに令和３年度の事業計画は動きだすと思う。文化財団にも中長期振興
ビジョンがあるが、市の計画を受けて策定しているので情報交換したい。
また、消化不良にならないためにも、今年度の会議は６回にすべきである。

会長：上手に調整してなるべく会議の回数を増やしていきたい。
事務局：次回日程は１０月１７日（木）１６：００からとする。

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】

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
～令和元年
（エリア拠点施設整備） 度

実施場所
－

事業の概略
平成30年度実績
緑あふれる庭園と文化芸術の発信拠点づくり
に向けて整備を進めるている。さまざまな文
化芸術活動への出会いを提供し、未来の担 ・文化芸術センターの工事
い手となる子どもたちの夢や感動を育むまち
を目指す。
・指定管理者を公募し、宝塚みらい創造ファクトリーを
指定管理者として指定

中央公民館整備事業

平成26年度
～平成30年
度

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。

公益施設管理事業

通年

さらら仁川公 施設の魅力の向上や集客率の改善を図り、 さらら仁川・ピピアめふ公益施設の指定管理者の決
益施設・ピピ 駅前地区の活性化及び、まちの賑わいを創 定
アめふ公益施 出する。
設

1

令和元年度事業計画
・文化芸術センターと庭園の工事（令和元年度
末完了予定）
・事業計画策定
・文化芸術施設・庭園整備寄附金の募集
・開設準備業務（委託）
・市民サポーター育成
・プレイベントの実施

令和元年度予算額（千円）
成果
担当課
223,138 基本方針の策定、新たな指定管理者の 文化政策課
指定により、新施設への理解と期待を高
めた。なお、寄附金は・331件14,145,000
円をいただいた。

・平成３１年２月にグランドオープン（第二期開館）を迎
えた

当初の計画通り進捗し、平成３１年２月に 社会教育課
グランドオープンを迎えた。施設は、子ど
もや高齢者、障がいのある人に配慮し、
誰でも気軽に訪れることのできるスペース
を設け、幅広い年代の市民に利用しても
らえるよう整備を行った。

2

追加

3

憩いのスペースの設置及び充実

指定管理料53,000千円に含む

市街地整備課

（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

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30年度実績
令和元年度事業計画
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 ・ソリオホール舞台袖操作盤、吊物設備改修工
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Ｈ30/1/31～8/1
事 R2年1月予定
的な改修を進める。
・ヨハンシュトラウス像修繕 7/27
工期R1.9～R2.3

図書館改修事業

通年

中央図書館
西図書館

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 建物、空調設備等の経年結果による修繕を施
るため、中央図書館・西図書館等の施設を ある音楽ホールのベガ・ホールと共に改修工事を実 設修繕料で対応する。実施計画で採択された
計画的に改修・補修する。
施。工期Ｈ30.2～8
中央図書館の避難階段手すり等の整備を行
う。

1

2

令和元年度予算額（千円）

・中央図書館
・西図書館

成果
担当課
14,350 ベガ・ホール外壁改修等を行い、施設の 文化政策課
安全性を向上させてH30.8再オープンし
た。

11,110 外壁等の改修により、タイル落下等の将 中央図書館
2,781 来の事故を防止した。結果として雨漏り 西図書館
被害が減少した。

（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30年度実績

令和元年度事業計画

令和元年度予算額（千円）

成果

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
№

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
－

1

事業の概略
平成30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 28件
の利用について、市町内料金を適用する。 ・ソリオホール 442件
・文化創造館 99件

令和元年度事業計画
・継続して実施

令和元年度予算額（千円）

成果

担当課
文化政策課
政策推進課

（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、文化団体相互の連
造館
携と情報交換を行う。
花のみち・さく
ら橋公園

TAKARAっ子いきいき
スクール

通年

各学校

「みんなの先生」として地域の人材を活用し ・派遣校 市立幼稚園12校、市立小学校24校、市立
たり、専門性の高い郷土出身者を「ふるさと 中学校12校、市立特別支援学校1校
の先輩」として招聘するなど、地域の教育力 ・登録人数 個人登録598人、団体登録118団体
を取り入れた活気あふれる学校園づくりを目
指す。

聖光文庫文化講座

毎年1回

中央図書館

清荒神清澄寺の後援を得て、鉄斎美術館と ・12/2に第１講「鉄斎の絵と鉄斎ゆかりの敦煌古書― 12/8に書、日本美術、富岡鉄斎をテーマに開
共催で講師を招き文化講座を開催する。
杏雨書屋の所蔵品から―」、第2講「京都の近代―美 催予定。
術工芸を中心に―」を開催した。
・参加者数 90人

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30年度実績
令和元年度事業計画
市への寄贈作品や本市ゆかりの美術家の作 ・平成30年度の市展賞受賞作品 市庁舎で展示（～3 市展の開催を見送るため実施予定なし
品展を開催する。また、市展の上位受賞作 月末）
品の展示を行う。
・加盟団体数 13団体
・継続して実施
・3/30～31 わくわく！そうぞう！たからんまつり（参加 ・3月に開催予定
者数のべ4,000人）

・継続して実施

生前市内清荒神に在住し、宝塚市役所庁舎 ・東京と宝塚の隔年開催。
・第32回村野藤吾賞を受賞した建築家 三分一
やカトリック宝塚教会などの設計を手掛けら ・平成30年度は東京開催のため、本市から「市長メッ 博志氏の受賞記念講演会を、今秋を目途に宝
れた、故村野藤吾さん（建築家）を記念し贈 セージ（お祝い）」を送付した。
塚市役所市民ホールにて開催予定。
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。

令和元年度予算額（千円）

成果
担当課
市展賞作品の展示によって、広く市民に 文化政策課
芸術に親しむ機会を提供できている。

指定管理料186,121千円に含む 新たに、宝塚市交響楽団を加え、13団体 文化政策課
になった。また、たからんまつりでは、加 （文化財団）
盟団体以外の、フレミラ宝塚で活動して
いる団体にも参加いただき、自然分野な
ども楽しめる内容を用意できた。
5,876 ・ 学校、家庭、地域が一体となった教育 学校教育課
活動が推進された。
・各学校園で実態に合わせ、創意工夫し
た取り組みが推進された。
・ 委託料を拡充したことで、新たな分野
で講師を招聘できた。
112 美術・芸術・文化・歴史の各分野で活躍 中央図書館
（ただし、9月補正予算） されている著名な講師を招いて、中央図
書館と鉄斎美術館の共催で、講座を開
催し、広く市民の教養に資する。
26 特に無し。

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

事業の概略
平成30年度実績
音楽専用ホールとしての特徴を活かし、平成 ・ベガ・ホール改装工事につき本年度は開催せず。
元年（1989年）から開催しており、全国の若 令和元年6月開催のコンクール実施に向けて準備を
い有能な演奏家を発掘するコンクールとして 進めた。
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）

宝塚国際室内合唱コン 年1回
クール

ベガ・ホール

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。

宝塚学検定

毎年1回

ソリオホール

宝塚のまちの魅力を再発見し、まちに対する (検定試験）3/21 ソリオホール
(検定試験）・3月にソリオホールで開催
理解や関心を深めてもらうことを目的として実 申込者数271人 受験者数263人 合格者数230人
（関連企画）以下の企画を実施予定
施。
・関連企画（宝塚まち歩き） 11/4 「小林～仁川の秋 ・宝塚まち歩き 2回
をさがそう！」（参加者数100人） 12/1「安倉～鴻池
・講座 2回、
の文化財を訪ねて」（参加者数57人）
・スタンプラリー
・関連企画（講座）10/20「合格への最初の一歩」（参
加者数100人） 1/13「直前集中講座」（参加者数110
人）
・宝塚学検定スタンプラリー（10/1～1/30） 市内15箇
所 参加者数 197人
・「ものづくり」にスポットをあて、市内企業を紹介する
サブテキストを作成
・10回を記念して、検定実施の10年間で宝塚市内で
話題となった10大ニュースを募集（応募数223件）

すみれ♪ミュージアム

通年

宝塚文化創
造館

宝塚歌劇にゆかりがある宝塚音楽学校旧校
舎で、予科・本科の2年間を追った写真や授
業で使用された教材を展示し、実際の授業
風景、課外授業などを紹介する。また、宝塚
歌劇の草創期からのポスタ－や歌劇の舞台
衣装などを展示している。

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

宝塚歌劇の名曲や懐かしの歌謡曲を、宝塚 ・11/18 入場者数160人
歌劇団ＯＧが歌うコンサートを開催する。
・3/3 入場者数156人

宝塚映画祭

年1回

シネ・ピピア

かつて「映画の都」だった宝塚の歴史を伝え ・11/17～11/23 「宝塚映画名作選～宝塚映画80周 ・10～11月にシネ・ピピアで開催予定
ていくため、宝塚映画製作所で撮影された映 年～」「轟夕起子生誕101年」「優秀映画鑑賞推進事
画の上映やトークショーを開催する。
業～黒澤明没後20周年～」ほか
・来場者数 964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。

1

2

3

4

・[コンクール]8/4[特別演奏会]8/5
・7/20、21にベガ・ホールで開催
（出場団体数18団体（内海外団体6団体）、入場者数
7/19 前夜祭
［コンクール］396人、［特別演奏会］274人）
・関連企画 2/18, 3/11発声講習会 入場者数42人
8/2街かどコンサート 来場者数150人
8/3ＴＩＣＣ前夜祭 来場者数250人
・ベガ･ホール休館に伴い、8月に開催。

・企画展「宝塚歌劇の設計図」の開催（入場者数
7,722人）
・３館共通券「宝塚花のみち夢見るパス」の販売（販売
数759枚）

5

6

令和元年度事業計画
・ベガ・ホールで開催
ピアノ部門 [予選]6/1、2［本選]7/6
声楽部門 [予選]6/8、9 [本選]7/7

・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
・申込数11,172人、当選倍率4.46倍

8

宝塚文化創 舞台上のプレイヤーのノウハウ（舞台メイク
・仮面をつくろう 10/13（参加者数①9名/②11名）
造館（宝塚音 等）から、バックステージのノウハウまで、幅広 ・メイクアップ体験 12/8（参加者数①9名/②9名）
楽学校旧校 く実施する。
12/9（参加者数①7名/②10名）
舎）

成果

担当課
文化政策課
（文化財団）

指定管理料186,121千円に含む 時期が変更になったにもかかわらず、海 文化政策課
外から6団体もの参加をいただき、交流を （文化財団）
深めることができた。

指定管理料186,121千円に含む 受検申込者も過去最大となった。継続す 文化政策課
ることで市民に定着してきたことがうかが （文化財団）
える。今回10回を記念して過去10年間の
10大ニュースの募集や「宝塚のものづく
り」にスポットをあて、特色ある市内企業
の紹介するサブテキストを作成。商工分
野の内容充実を図った。
このことにより、宝塚市の振り返りや直
接、消費者と接触の無い市内商工業へ
の関心を深め、シビックプライド醸成や地
域コミュニティへの関心を深める事に貢
献している。

財団創立２５周年記念事業
・企画展「華麗なる演出の世界内海重典の世
界」～宝塚歌劇、宝塚まつり、大阪万博～
内覧会 2019年4月18日（木）
一般公開
4月19日（金）～2020年4月14
日（火）

指定管理料24,652千円に含む 宝塚音楽学校旧校舎として、宝塚歌劇団 文化政策課
や歌劇ＯＧとの密接な関係を構築するこ （文化財団）
とにより、市内の観光スポットとして他府
県やアジア系外国人の入館者も増えてき
ている。

9月に財団25周年記念事業としてソリオホール
で開催
3月に文化創造館で開催20回目として記念開
催する

指定管理料24,653千円に含む 宝塚歌劇の名曲を歌い継ぎ、文化創造館で 文化政策課
のOG里帰りコンサートとして、質の高い公演 （文化財団）

・雪組公演 ＯＮＣＥ UPON A ＴＩＭＥ ＩＮ ＡＭ
ＥＲＩＣＡ
2020年1月26日（日）11時公演予定（※解禁
前）

7

舞台芸術ワークショップ 通年
事業

令和元年度予算額（千円）
指定管理料186,121千円に含む

・継続して実施
（歌劇関連 仮面・メイク）のみ実施

を実施できている。またOGによる「すみれエ
コーズ」は毎月コーラスレッスンに集う場と
なっており、歌劇OGとも関係構築や、宝塚歌
劇や街の歴史を共有する場となっている。

0 補助金休止期間（H30～R1)にも関わら 文化政策課
ず、例年通り実施し、宝塚映画や宝塚ゆ （宝塚映画祭実行
かりの映画の再確認ができた。
委員会）

7,128 本事業の継続や充実をはかるため、昨 観光企画課
年度からS,SS席の参加者負担について （国際観光協会）
1,000円の値上げを行ったが以前として
人気が高く、申込数は昨年より微減の
11,000人超と高水準だった。また、参加
者アンケートでは回答数1,016人のうち
122人が初めて観劇を行っており、本市
の魅力を多くの新規の方に体感してもら
うことができた。
指定管理料24,654千円に含む 宝塚音楽学校旧校舎という文化創造館 文化政策課
の特色を活かし、宝塚歌劇に特化した内 （文化財団）
容で実施できている。少人数対象として
いるため、丁寧な指導ができている。

外国人留学生歌劇紹
介事業

年数回

宝塚大劇場

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 ファントム
H30同規模で実施予定
2018年11月17日（土）、18日（日）、25日（日）、12月2
日（日）
参加者数296人

宝塚だんじりパレード

隔年

花のみち
武庫川河川
敷

市内に存在する19台のだんじりが集合し、パ ・第5回だんじりパレード
レードを行うことで、貴重な伝統文化を発信 平成30年4月14日(土)
する。
当日観覧客数12,000人

425 全11大学より、日本を含め35の国と地域 観光企画課
の留学生296人に本市が誇る日本文化 （国際観光協会）
「宝塚歌劇」を体感してもらった。また、
SNSを活用したキャンペーンを行い、昨
年度より869人多い、合計3,282人もの多
国籍のフォロワーに対して発信を行うこと
ができ、歌劇の魅力について国外へ幅
広く知ってもらうきっかけとなった。

9

なし

隔年開催のためなし

ー

観光企画課

10

宝塚アニメフェスタ×ハ 毎年１回
ロウィン

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。

・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)10時～21時半
・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。
・イベント期間中の延べ来場者数は、過去最多となる
42,300人となった。

文化芸術による若者の 通年
就労支援

宝塚文化創
造館／ソリオ
ホール／ベ
ガ・ホール

・長寿展や現代アートてんてん等
・長寿展で受入予定
9/9～9/17 3名受入
・各事業の開催に合わせ実施
・あおぞらげきじょう／あきぞらげきじょう/たからんまつ
り開催時のかえっこバザール運営各回8～10名
・イベント開催時のチラシ封入作業
30事業 作業日20回（各回3～4名）

11

追加

NPOセンター（若者サポートステーション）連
携のもと、社会復帰を目指す若者に劇場で
開催するイベント運営や設営を通して、芸術
家や観客とのコミュニケーションを通して就労
体験の場を提供する。

・宝塚アニメフェスタ2019×ハロウィンメインイベ
ント 2019年10月26日(土)、27日(日)
・周遊謎解きゲーム
2019年9月12日（木）～11月3日（日）
・花のみち周辺で開催予定。

7,000 平成30年度においては、新たに“食”の 観光企画課
要素を組み合わせたイベント展開により、
幅広い年齢層にアプローチすることがで
きた。また、コスプレパレードの実施によ
り、ファミリー層の参加者増が顕著であっ
た。来場者数は過去最高をマークし、近
隣店舗へのヒアリングでも、対昨年度同
日売上比で約150％を記録する店舗もあ
るなど、本事業の実施により地域経済の
活性化に寄与することができた。

指定管理料24,654千円に含む 就労体験機会を得たことにより、就業意 文化政策課
欲の高まり及び、実際の就職へつながっ （文化財団）
た。

12

（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30年度実績
令和元年度事業計画
災害相互応援協定の締結を機に、西洋音楽 ・10月20日にベガ ジュニア アンサンブルがおおい ・11/2に大分市から川瀬麻由美弦楽四重奏団
と西洋演劇の発祥地として文化芸術を推進 た夢色音楽祭に出演
が宝塚市民合唱祭に出演予定
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 ・11/4に浜松市から合唱団ジュニアクワイア浜松が宝 ・9/22に宝塚市吹奏楽団が吹奏楽突飛コン
とが合併したことを機に、日本を代表する音 塚市民合唱祭に出演
サートに出演予定
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、 ・8/6にソリオホールで外国人演奏者を中心としたメン ・7/11にソリオホールで外国人演奏者を中心と
国際姉妹都市などとの文化交流を深めてい バーによる演奏会を開催
したメンバーによる演奏会を開催
る。
・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

ー

松江市において開催された姉妹都市提携50 ・3月に松江市ゆかりの演奏家による室内楽コンサー 今後の交流の方法を検討していく
周年記念式典において、今後の文化交流に トを開催予定だったが、出演者の都合により開催見送
ついて両市長同士の意見交換があったこと 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
（ウィーン市第９区、
3 オーガスタ・リッチモンド
郡）
松江市との文化交流
4

－

令和元年度予算額（千円）

成果
担当課
0 週末に往来の多い広場や駅前会場で、 文化政策課
音楽を通じた交流と大分市と締結する協
定について市民向けにＰＲすることができ
た。また、観光ＰＲについても、宝塚市の
魅力を知ってもらう良い機会となった。

416 合唱団同士の交流としては、平成29年度 文化政策課
の交流で少年少女合唱団が本市に派遣
されたこともあり、一定の絆が作られたと
考えられる。合唱祭の市長・副市長挨拶
時にも本市と浜松市との関係性をPRでき
た。
指定管理料41,834千円に含む
文化政策課
（国際交流協会）

0

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30年度実績
令和元年度事業計画
こども落語教室、こどもいけばな教室、たから ・知ってなるほど！ホールできくピアノとヴァイオリンの ・継続して実施
んまつりなどを実施する。
ひびき 入場者数177人
・7/29 あけてびっくり！ピアノのひみつ
・0歳からのクラシックコンサート 入場者数837人
・10月 0歳からのクラシックコンサート
・びっくり箱（朗読劇、ワークショップなど、東日本チャ ・3月 びっくり箱
リティ公演） 入場者数のべ580人
・5～9月 あおぞらげきじょう、あきぞらげきじょ
・あおぞらげきじょう 参加者数のべ550人
う
・こどもいけばな教室 参加者数16人
・3/9～5/25 こどもいけばな教室
・たからんまつり 参加者数のべ4,000人
・3/28～29 たからんまつり
・こども落語教室 参加者数8人
・7～8月 こども落語教室
・人形劇団京芸 入場者290人
・あきぞらげきじょう 参加者数のべ1,210人

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。

1

・ミュージックスクール 23回（参加者数のべ47人）
・夢のかけはしクラブ 58回（参加者数のべ697人）

・ミュージックスクール 48回
・夢のかけはしクラブ 48回

令和元年度予算額（千円）
成果
担当課
指定管理料186,121千円に含む 継続して実施することで、親子が入場で 文化政策課
きるコンサートは満席となるなど、認知度 （文化財団）
が高まっている。
体験型のいけばな・落語教室について
は、教室終了後も継続して学ぶ子どもが
多く、文化芸術を深めるきっかけとなって
いる。

指定管理料33,100千円に含む。 卒業生が、音楽ボランティアとして現役生 子ども家庭支援セ
の指導を行った。
ンター

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2,912人）
ンター
室、夏休みに小学生を対象に自然体験人権 ・まいたに 定例講座事業（参加者数のべ3,026人）
学習会を実施する。
・ひらい 8事業（参加者数のべ1,727人）

・くらんど 定例講座10講座、短期講座6講座
実施予定
・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 8事業について継続して実施

夏休み子どもプログラム －

各公民館

3

夏休み期間中に子どもを対象にしたコン
サート、工作教室などを実施する。

・8/20みんなげんきコンサート（参加者数300人）
・8/3 8/4 8/6夏休み科学教室（参加者数のべ84
人）

・コンサートについては公民館事業として指定
管理者が継続して実施

【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。

隊員数236人
・5/26 社会を明るくする運動啓発パレード（参加者
数28人）
・11/18 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
27回

・5/25 社会を明るくする運動啓発パレード
・11/24にベガ・ホールで発表会を開催予定

4

5

宝塚市少年少女
音楽隊バトン隊

通年

各小学校

【バトン隊】市内3小学校バトン隊と1中学校バ 隊員数120人
トン隊が、花と緑のフェスティバルなどの地域 ・4/21 花と緑のフェスティバル（参加者数42人）
の行事に参加している。
・5/26 社会を明るくする運動啓発パレード（参加者
数28人）
・8/20 宝塚サマーフェスタ（参加者数55人）
・3/3 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 5回

サマースクール

－

各公民館

夏休み期間中に、公民館活動グループが指 ・7/24～27 サマースクール（3館 39コース、参加者 ・公民館事業として指定管理者が継続して実
導者となり、小・中学生を対象にサマース
数延べ540人）
施
クールを開催し、学習の成果を還元する。
・7/23～26 サマースクール（参加者数延べ
540人）

6

7

・くらんど
・まいたに
・ひらい

2,120 定例講座等への市民参加によって、知 各人権文化セン
1,627 識の習得とともに定例講座開設の主旨を ター（くらんど、ま
1,398 周知することにより、偏見の払拭など人権 いたに、ひらい）
意識の深化を図ることができた。

指定管理料176,554千円に含む。 市立公民館夏休み子ども向けプログラム 社会教育課
として実施。コンサートは宝塚サマーフェ
スタ２０１８の会場で開催することができた
ため、集客は多かった。

8,562 小学生のうちから音楽に触れ、日々の練 青少年課
習の積み重ねにより挑戦する難しさの体
感と演奏・演技を終えた時の達成感を感
じることができる活動機会を提供すること
ができた。また、地域のお祭り等市民が
楽しめるイベントで演奏・演技を披露する
ことができた。

・4/28 花と緑のフェスティバル
・5/25 社会を明るくする運動啓発パレード
・8月に宝塚サマーフェスタに参加予定
・3/1にスポーツセンターで発表会を開催予定

指定管理料176,554千円に含む。 公民館活動グループが日頃の学習内容 社会教育課
を地域の子どもたへ還元するとともに交
流することができた。

宝塚文化芸術施設及
び庭園整備事業
（プレ事業）

－

施設予定地 文化芸術施設センター及び庭園の開設に向 ・10/27,28 「宝塚ファミリーバーガーランド」で事業
及び
けて、市民の関心や期待を高めるため、様々 PR・ワークショップ（参加者116人）
文化創造館な な事業を展開していく。
・1/12,19 親子向け説明会・ワークショップ（参加者56
どその周辺
人）
・3/10 「宝塚防災ラジオdeウォーク」でチラシ配布（配
布枚数400枚）
・3/16,17 「おいしいまち宝塚マルシェ」で事業PR・チ
ラシ配布（配布枚数600枚）
・3/30 「たからんまつり」で事業PR・ワークショップ（参
加者50人）

宝塚市文化団体連絡
会の運営
【 再掲 】

通年

－

8

文化財団が中心となり、文化団体相互の連
携と情報交換を行う。

・市民への広報を継続することに加えて、令和
元年度は指定管理者となる事業者にプレイベ
ントの一部を委託し、市内外への広報を強化
し、より多くの方の新施設への関心を高める。
・4/13 「FESTARTOSAKA2019」で事業PR
・4/27,28 「花と緑のフェスティバル」で事業PR・
ワークショップ
・7/6,7 「ARTOSAKA2019」でトークイベント
・10/19 「宝塚音楽回廊2019」で事業PR・ワー
クショップ
・10/26,27 「生きた建築ミュージアムフェスティ
バル」で事業PR
・10/26 「フレミラまつり」で事業PR・ワークショッ
プ
・11月 センター見学会
・12月～1月 庭園見学会
・3月 文化フォーラム、「たからんまつり」で事業
PR・ワークショップ などを実施予定。

・加盟団体数 1３団体
・継続して実施
・3/28～29 わくわく！そうぞう！たからんまつり（参加 3月に開催予定
者数のべ4,000人）

9

34,712 従前は独自でイベントを開催していた
文化政策課
が、既存の大型イベントとの連携・参画に （宝塚みらい創造
より、新施設へのPRをより効果的に行うこ ファクトリー）
とができた。

指定管理料186,121千円に含む たからんまつりでは、市内団体の協力の 文化政策課
もと、スタンプラリーを実施するなどして、 （文化財団）
屋内のイベントにも多数ご参加いただけ
た。また、芸術分野に加え、自然科学分
野も楽しめる内容を用意できた。

（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30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 3,840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 152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

令和元年度事業計画
・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 ・1/16～21の9時から17時
たちの図工や美術などの造形作品を展示す ・東公民館
る。

日程を調整中

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

・11/26（火）,28（木）,29（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。

・10/29（火）
・ベガ・ホール

112 日々の文化・スポーツ活動の成果を発表 学校教育課
する場や交流する機会を設けることは、
生徒の心身の健全な発育や発達に資す
る。

吹奏楽フレッシュコン
サート

－

川西市キセラ 市立中学校のコーラス部、吹奏楽部による部 ・5/3（水祝）
ホール
活動発表会。
・475人

4/29（月祝） 川西市キセラホールにて実施

270 各校とも日頃の練習成果の発表の場とし 学校教育課
て、非常に価値のある体験となっている。
また、お互いに切磋琢磨し、その後の取
り組みへの励みとなっている。

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
の部活動に外部指導者を派遣する。
・派遣人数61人（野球、サッカー、バスケットボール、
ソフトテニス、硬式テニス、陸上、卓球、茶道、吹奏
楽、剣道、琴、コーラス）

・継続して実施

6,510 顧問不在時の安全確保ができ、専門的
な技術指導ができる。

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 各種大会等に参加する生徒の経済的な 学校教育課
負担軽減となり、部活動のより一層の充
実を図ることができている。

1

2

3

・10/31（火）
・435人

4

5

6

7

令和元年度予算額（千円）
成果
担当課
219 博物館や美術館などを無料で利用する 社会教育課
ことができ、休日の利用や校外学習等の 手塚治虫記念館
利用の機会が増えた。
文化政策課(文化
財団）
学校教育課

29 市立幼稚園・小中学校・特別支援学校及 学校教育課
び伊丹朝鮮初級学校の園児・児童生徒
から多くの作品が出展されたため、保護
者を中心とした来場者が多かった。
1,285 他校の前で初めて発表する機会となって 学校教育課
おり、非常に価値のある体験となってい
る。また、発表を通じて学校同士の交流
の場となっている。

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。

・購入支援 4校5台

・継続して実施
楽器の新調・更新

宝塚市民カレッジ

通年

各公民館

市民の多様な学習ニーズに応え、テーマ毎
に展開する成人講座。

・6～1月 計8回（参加者数延べ1,378人）
・公民館事業として指定管理者が継続して実
・童謡サロンコース、文化と歴史、講談コースなど全15 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。「宝塚の中世～近世の歴史」 ・3日間開催予定。
文化センター 催。
がテーマ。12人参加。

TAKARAっ子いきいき
スクール
【再掲】

通年

各学校

「みんなの先生」として地域の人材を活用し ・加盟団体数 13団体
・継続して実施
たり、専門性の高い郷土出身者を「ふるさと ・3/30～31 わくわく！そうぞう！たからんまつり（参加
の先輩」として招聘するなど、地域の教育力 者数のべ4,000人）
を取り入れた活気あふれる学校園づくりを目
指す。

自己表現力向上事業

-

各小学校

普段の生活の中では、人間関係が固定化し
てしまい、それが原因で自己を表現すること
に抵抗を持つ子どもも少なくない。このような
状況の中、専門家による演劇的手法を活用
したワークショップを実施し、自己の内面を表
現することを通して、これからの時代を生きる
子どもにとって必要な基礎能力であるコミュ
ニケーション能力を培うとともに、自己表現力
の向上を図る。

8

9

1,800 部活顧問や個人の楽器を貸与して演奏 学校教育課
活動をしている吹奏楽部もあり、少しずつ
ではあるが、楽器を補充することで部活
動を充実させることに役立っている。
指定管理料176,554千円に含む。 様々な分野のコースがあり市民に幅広い 社会教育課
講座を実施することができた。

44 講座を通して地域交流の促進を図ること くらんど人権文化
ができた。
センター

10

11

追加

12

・9/14
安倉北小学校 5年生
・10/9
良元小学校
6年生
・12/6
西谷小学校
5.6年生
・12/13
逆瀬台小学校 5年生
・1/10,11 安倉小学校
5年生
・1/31,2/1 長尾南小学校 5年生

・10/3
・10/10,17
・10/31
・11/14
・12/17,18
・1/8
・1/23

光明小学校
5年生
安倉北小学校
5年生
西谷小学校
5,6年生
良元小学校
6年生
丸橋小学校
6年生
逆瀬台小学校
5年生
すみれガ丘小学校 5年生

指定管理料186,121千円に含む 新たに、宝塚市交響楽団を加え、13団体 学校教育課
になった。また、たからんまつりでは、加
盟団体以外の、フレミラ宝塚で活動して
いる団体にも参加いただき、自然分野な
ども楽しめる内容を用意できた。
1,350 それぞれの児童がグループで台本を作 教育研究課
成し、役を演じることで、友人の意外な一
面が見れたり、自信をつけたりすることが
できた。

（３） 高齢者を対象した講座などの充実
№

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30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 ・9/13～17 出品者数38人、作品数62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 306人）
楽学校旧校 開催している。
舎）

令和元年度事業計画
・9月に文化創造館で開催予定

いきいき学舎フレミラ

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
いる。文学・音楽・美術の鑑賞や写真、演
劇、歌唱、舞踊、生活文化を学ぶ。

・健康とまちづくりコース 30回
・ふるさと発見コース 20回
・セカンドチャレンジコース 30回
・初めて学ぶ宝塚の自然 30回

指定管理料53,074千円に含む 受講生のそれぞれの興味・関心を聞き取 高齢福祉課
りながら、主体的に参加できるような講座
を開いた。毎年講座内容を見直し、高齢
者がいきいきと元気に暮らしていくための
学びに加え、社会参加や地域での活躍
に繋がっている。

はつらつ教室

通年

フレミラ宝塚

宝塚市内に住む60歳以上の方を対象。講師 ・10教室（受講者数のべ2,381人）
陣に一芸に秀でたアクティブシニアを迎え、
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。

・1年コース 6講座
・半年コース 2講座

指定管理料53,074千円に含む 高齢者の閉じこもり予防、介護予防として 高齢福祉課
の役割を果たし、仲間づくり、生きがいづ
くりを進めた。高齢者が地域で自分らしく
いきいきと生活することに寄与している。

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 ・11/20（参加者数681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、26グループによる発表
ている。

・１１月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。

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

1

2

3

4

5

15期生
・健康推進コース 計34回（出席者数のべ657人）
・ふるさと発見コース 計20回（出席者数のべ529人）
・環境・自然コース 計34回（出席者数のべ595人）
16期生
・健康とまちづくりコース 計30回（出席者数のべ人数
726人）
・ふるさと発見コース 計20回（出席者数のべ人数506
人）
・環境・自然コース 計30回（出席者数のべ人数479
人）
・セカンドチャレンジ 計30回（出席者数のべ407人）
・園芸福祉コース 計30回（出席者数のべ397人）

宝塚の歴史や地域の魅力にふれ、自身の居 15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15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。

令和元年度予算額（千円）
成果
担当課
指定管理料24,654千円に含む 元気な高齢の方々の作品発表の場であ 文化政策課
るとともに、来場者にも希望を感じられる （文化財団）
展覧会になっている。出展者の集いを行
い、出展者同士の交流の場になってい
る。

750 高齢者の相互扶助や社会貢献に対する 高齢福祉課
意欲の高揚という大会の目的を参加者ら （市老人クラブ連
が舞踊や合唱などを披露し合うことで達 合会）
成することができた。
800 修了生により、講座で学んだことをきっか 地域福祉課
けに、地域の中などでボランティア活動を
継続されている。

（４） 障がいのある人の活動機会の充実
№

事業名
実施時期
障碍（がい）者社会学級 －
・青い鳥学級（視覚障
碍（がい））
・たつのこ学級（聴覚・
1 言語障碍（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
障碍（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。

平成30年度実績
・7～12月 社会見学や料理教室等を実施
・青い鳥学級 受講者数延べ84人
・たつのこ学級 受講者数延べ92人
・ふれあい学級 受講者数延べ41人

令和元年度事業計画
・継続して実施
・7～12月に各学級で社会見学や料理教室等
を実施

・2/1～2/5東公民館

1月末～2月初旬に西公民館にて開催予定

ふれあい作品展

－

東公民館

特別支援学級及び市立養護学校、特別支
援学校（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。

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 ・2/１2（参加人数245人）
を実施する。卒業生を送る意味も込めてい
る。

市民向けイベントにお －
ける手話通訳者及び要
約筆記者配置について

－

聴覚の障碍（がい）のため意思疎通を図るこ ・手話通訳者派遣件数
とに支障のある方が社会生活上必要不可欠 ・要約筆記者派遣件数
な場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。

文化財団事業
【 再掲 】

通年

ソリオホール

文化財団が実施する文化事業の中で、実
施。

知的障碍（がい）（児）
者親子体操教室

－

スポーツセン 障碍（がい）者社会学級の一環として、機能 知的障碍（がい）（児）者親子体操教室実施した。計１ 年間12回、毎月第二土曜日に実施。
ター
障碍（がい）の回復を目指す「機能訓練」とと ２回、親子合わせた参加者数のべ258人。
もに、仲間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。

2

3

4

5

6

令和元年度予算額（千円）

0 日々、学習し、時間をかけて制作した成
果を発表する場となった。

2月頃プラザコムにて開催予定

1,484件
705件

・シネマインソリオ
4／19「オケ老人」 6／21「八重子のハミング」
12/20「嘘八百」 2/28「モリのいる場所」
日本語字幕付き上映の実施
・宝塚学検定、セミナー
手話通訳、要約筆記を受け付けたが、申し込みがな
かった。

学校教育課

29 複数の学校が集まり、歌を通して交流す 学校教育課
ることができた。また、大勢の前で小学校
6年生、中学3年生が卒業を目前に新た
な決意を語ることができた。
6,179 聴覚、音声又は言語機能障碍（がい）者 障害福祉課
については手話通訳者の設置及び手話
通訳者を派遣するとともに、中途失聴・
難聴者については要約筆記者を派遣し、
コミュニケーションの手段を確保した。

継続して実施

・シネマインソリオ、宝塚学検定、セミナーにつ
いては継続して実施。
・たからづか能では、聴覚障碍（がい）者でも楽
しめるよう、解説タブレットを導入。

成果
担当課
600 各学級で運営員会を立ち上げ企画及び 社会教育課
調整を行った。料理教室や音楽鑑賞、ス
マートフォンの使い方講座などを実施し、
日常生活のための能力習得や多くの人
たちと交流することができた。

指定管理料186,121千円に含む 障碍（がい）のある方だけでなく、字幕が 文化財団
あることで、ご高齢の方もせりふがわかり （文化政策課）
やすいと好評である。

60 知的障碍（がい）者（児）に社会参加を提 社会教育課
供できた。

（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
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30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

令和元年度事業計画
継続して実施

令和元年度予算額（千円）
・障害福祉課

成果
担当課
315 障害福祉課：広く障碍（がい）者（児）に対 障害福祉課
する市民の理解と協力を深め、福祉の増 高齢福祉課
進を図るとともに、社会参加を促進した。

令和元年度事業計画
・学校コンサート 市内小学校13校 幼稚園・
保育所4園で実施予定
・出前落語 市内小学校2校で実施予定

令和元年度予算額（千円）
成果
担当課
指定管理料186,121千円に含む 子どもたちに芸術・文化に触れる機会を 文化政策課
提供できており、実施校からの満足度も （文化財団）
高く、継続して実施する学校が多い。

宝塚障害福祉市民懇談会への補助金の交付
・12/22 障害児者クリスマス大会（後援）
参加者数 427人
・3/3
ふれあいコンサート
参加者数 200人

1

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
№

事業名
学校コンサート
出前落語

実施時期
通年

実施場所
市内学校等

事業の概略
市内小学校を対象に、音楽室や体育館に
て、アンサンブルなどの生演奏の披露や、楽
器に触れる体験、出前落語を企画・実施す
る。

市内福祉施
設等

市内の保健・医療・福祉施設を対象に、出張 ・劇団BIGMOUSE 12月～2月 計3施設（参加者200 ・劇団BIGMOUSE 市内2施設で実施予定
コンサートや劇団BIGMOUSEによるアウトリー 人）
チ活動を実施する。

1

福祉施設等コンサート・ 通年
劇団活動
2

平成30年度実績
・学校コンサート 9～12月
市内小学校 計13校（参加者数2,326人）
市内幼稚園・保育所 計3園（参加者数218人）
・出前落語 7月 計2校（参加人数277人）

指定管理料186,121千円に含む 施設にとって和みの場として、満足して 文化政策課
いただけている。また、劇団員にとっても （文化財団）
公演以外での発表の場として良い機会と
なっている。

【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

桜ガ丘資料室維持管理 通年
事業【再掲】

2

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30年度実績
・八幡神社防災設備点検補助金の交付
・薬師堂宝篋印塔危険樹木撤去事業補助金の交付
・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
・10/14万籟山古墳発掘調査報告会の開催

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
（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、
（昭和12年）の様式を保つための措置を図
平成29年度は試験的に11月秋の公開で平日を含め
る。
初めて8日間の公開を行い、平成30年度は計11日間
の公開を実施した。（見学者数1,381人）

令和元年度事業計画
・文化財の指定・登録、文化財保護事業補助
などを実施予定
・開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査の実施
・保存目的の遺跡測量調査の実施
・H30市内遺跡発掘調査概報の発行

令和元年度予算額（千円）

・春の公開は、5/13～19の7日間を実施。見学
者1,044人。
・秋の公開は、協力団体と調整が必要のため
未定。

成果
担当課
7,561 文化財保護事業に対する補助のほか、 社会教育課
文化財の調査と修復を行い、文化財の
保護継承を図ることができた。また、調査
成果を市民に寄与する機会を設けること
ができた。

2,066 建物の維持のため各部屋の消毒を行っ 中央図書館
た。また、経年劣化等により玄関上下屋
根面戸等の修繕を行った。また、平成３０
年６月に起きた大阪府北部地震の影響
により、進入路下排水管と庭内東側の石
垣、ブロック塀撤去等の修繕を行い、貴
重な洋風住宅の維持・管理に努めた。

（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30年度実績
令和元年度事業計画
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30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 を行った。計8回（参加者数のべ179人）
サエティと協力して実施する。
を図る。

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
塚学博士の会」による街歩きや研究活動を
実施する。

・博士の会 32人（街歩き、研究発表、PR）
・継続して実施
・街歩きグループ協力企画 12/１「宝塚まち歩き」（参
加者数57人）

指定管理料186,121千円に含む 各グループ役割をしっかり果たしており、 文化政策課
会員にとっては、良い交流の場となって （文化財団）
いる。また、財団との連携・協力もとれて
おり、心強い宝塚学検定の応援者となっ
ている。

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。

・（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、
手作りパペットとオーガニック音楽、紅茶ワークショッ
プなどを行った。

2,066 ・平成27年度より（一般社団法人）宝塚ま 中央図書館
ち遊び委員会・池田自治会の協力のも
と、旧松本邸で建物解説やミニコンサート
などのイベントを実施して以降、年々見
学者が増加している。春の公開では、
5/13～19の7日間を実施し、見学者は
1,044人。

1

2

桜ガ丘資料室維持管理 通年
事業【再掲】

令和元年度予算額（千円）

3

成果
担当課
240 参加者へ探訪を通じて、宝塚の景観、文 社会教育課
化財等の解説を伝えた。

（３） 資料館等の管理、運営
№

事業名
歴史民俗資料館管理
運営事業

実施時期
通年

1

桜ガ丘資料室維持管理 通年
事業

2

実施場所
事業の概略
平成30年度実績
令和元年度事業計画
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5,458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3,535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1,505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
（旧松本邸） 開する。

・見学者数1,381人

・春の公開は、5/13～19の7日間を実施。見学
者1,044人。
・秋の公開は、協力団体と調整が必要のため
未定。

令和元年度予算額（千円）

成果
担当課
8,696 小浜宿資料館における企画展を3期に分 社会教育課
けて行い、市民が歴史資料に触れる機
会を提供できた。

2,066 年4回の公開期間を設けた平成23年度よ 中央図書館
り、見学者数が約4倍に増加。

（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30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」の多言語版（英・中・韓）を作成
・10/28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
・11/7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111人
・9/22第１回ふるさと文化を楽しむ講座開催
・3/6に小浜宿歴史さんぽを開催

令和元年度事業計画
・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
・11/23に小林聖心女子学院開放事業を開催
予定
・11月に和田家住宅にて、絵本の読み聞かせ
を開催予定
・旧和田家住宅にて歴史講演会と茶話会を開
催予定（時期未定）
・12月に第2回ふるさと文化を楽しむ講座を開
講予定
・小浜宿歴史さんぽを開催（時期未定）

令和元年度予算額（千円）

成果
担当課
7,561 たからづか文化財さんぽマップの多言語 社会教育課
版の作成・配布による情報発信ができ
文化政策課
た。旧和田家住宅では絵本の読み聞か
せと昔の遊び体験及び歴史茶話会を開
催した。第１回ふるさと文化を楽しむ講座
及び小浜宿歴史さんぽを開催し、市民に
歴史・文化学習の機会を提供できた。小
林聖心女子学院開放事業を学校と共催
し、登録文化財について普及啓発を行っ
た。

令和元年度予算額（千円）
成果
指定管理料186,121千円に含む 宝塚市にゆかりの能楽師、狂言師に出演
をしていただけることが、一番の成果であ
る。また、初めての方でも鑑賞しやすいよ
う、購入しやすいビギナーシートや出演
者による解説などを導入しており、大変
好評である。
指定管理料186,121千円に含む ・夏の落語会は来場の子どもから抽選で
カゲアナや舞台上での落語体験をして
いただき、アンケートでも好評だった。

（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30年度実績
平成14（2002年）から開催。
・5/13（入場者数309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。

令和元年度事業計画
・5/11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
る落語を生で楽しめる機会を提供する。

・8/17にソリオホールで開催
・2/21にソリオホール開催

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）
んまつり、こども落語くらぶなどを実施する。 ・3月～5月 こどもいけばな教室
5/26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
8/17夏の落語会で発表会

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。

1

・8/18（入場者数150人）
・2/22（入場者数291人）

2

3

4

・継続して実施

・5/26（長唄、民謡民舞など参加団体数8団体、入場 ・5/25にソリオホールで開催
者数のべ1,400人）

担当課
文化政策課
（文化財団）

文化政策課
（文化財団）

指定管理料186,121千円に含む 取っつきにくいと思われがちな伝統芸能 文化政策課
に気軽に参加できる機会を創出。また、 （文化財団）
これらに参加した子どもたちが、それぞれ
の分野に続けて参加することも多く見ら
れる。

指定管理料186,121千円に含む 伝統芸能に愛好する市民の良い発表の 文化政策課
場となった。また、伝統芸能を市民に
（文化財団）
知ってもらう機会となった。

（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 ・1/25～29（出品点数110点、入場者数のべ789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42団体、入場者数のべ1,727
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 ・10/25・26（入場者数のべ3,114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。

・10/24・25開催予定

160 文化祭を通じて、センターのPR、人権啓 くらんど人権文化
発、地域交流を図ることができた。また、 センター
実行委員会形式により、住民の積極的な
参加が得られた。

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 ・11/8・9（入場者数のべ2,069人）
文化センター 花など)などによる作品を展示する。

・11/7・8開催予定

285 文化祭を通じて、センターのPR、人権啓 まいたに人権文化
発、地域交流を図ることができた。また、 センター
実行委員会形式により、住民の積極的な
参加が得られた。

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 ・11/9・10（入場者数のべ1,518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。

・11/8・9開催予定

54 文化祭を通じて、センターのPR、人権啓 ひらい人権文化セ
発、地域交流を図ることができた。また、 ンター
実行委員会形式により、住民の積極的な
参加が得られた。

公民館まつり

11月

各公民館

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 ３館延べ、6,964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。

・公民館事業として指定管理者が継続して実
施

邦楽のつどい

－

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。

1

2

3

事業の概略
平成30年度実績
令和元年度事業計画
日ごろから芸術を愛好し、創作活動に励んで ・1/25～29（出品点数535点、入場者数のべ2,469人） ・実施しない。令和2年度、新施設で実施予
いる人々の作品を公募し、入賞・入選作品を
定。
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）
・実施しない。令和2年度、新施設で実施予
定。

・5/26（長唄、民謡民舞など参加団体数8団体、入場 ・5/25にソリオホールで開催
者数のべ1,400人）

・11/2・3にベガ・ホールで開催予定

4

5

6

7

8

9

2/23 公立幼稚園 2園、 公立小学校 5校、 公立中 2/22に ソリオホールで開催予定
学校 1校、 私立学校 1校 計9校園10グループが
参加

令和元年度予算額（千円）
成果
担当課
指定管理料186,121千円に含む 市民の芸術活動の発表の場として継続 文化政策課
的に開催できている。今回から１人１点の （文化財団）
みの出品となったが、市内外問わず多数
の作品が寄せられた。
指定管理料186,121千円に含む 宝塚市の芸術振興の発展のため継続的 文化政策課
に開催できている。
（文化財団）
指定管理料186,121千円に含む 伝統芸能に愛好する市民の良い発表の 文化政策課
場となった。また、伝統芸能を市民に
（文化財団）
知ってもらう機会となった。
指定管理料186,121千円に含む 合唱を愛好する市民がベガ・ホールを利 文化政策課
用し、日頃の練習の成果を発表できる貴 （文化財団）
重な機会となっている。

指定管理料176,554千円に含む。 公民館まつり実行委員会を立ち上げ各
館で企画及び調整を行い実施した。日
頃の活動成果の発表の場になるととも
に、公民館登録グループ以外の人が公
民館活動に触れる機会となった。

社会教育課

400 発表を通して、周りの仲間と協力して演 学校教育課
奏を作り上げることができた。人前で表現
することの素晴らしさを経験することがで
きた。邦楽への興味をより深めることがで
きた。

（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
小・中学生を対象に、宝塚歌劇の鑑賞を行
い、豊かな情操や感性を育むとともに、ふる
さと意識を高める。

平成30年度実績
・市立12中学校、市立養護学校1校、 計2070人（鑑
賞日：１月～3月）
・市立小学校5校 計479人（鑑賞日：１月～3月）

令和元年度事業計画
・市立１２中学校、市立養護学校１校、私立中
学校で１～３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。

2/23 公立幼稚園 2園、 公立小学校 5校、 公立中 2/22に ソリオホールで開催予定
学校 1校、 私立学校 1校 計9校園10グループが
参加

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5,458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3,535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1,505人（H28年4月から自然
住宅
の家休所のため限定的公開）

令和元年度予算額（千円）

成果
担当課
1,125 「ふるさと宝塚」の文化に触れ、全国的に 学校教育課
も有名な舞台を鑑賞することは、有意義
な体験となっている。

1

2

3

400 発表を通して、周りの仲間と協力して演 学校教育課
奏を作り上げることができた。人前で表現
することの素晴らしさを経験することがで
きた。邦楽への興味をより深めることがで
きた。
8,696 小浜宿資料館における企画展を3期に分 社会教育課
けて行い、市民が歴史資料に触れる機
会を提供できた。

（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
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
文化センター する。

平成30年度実績
・2/4（参加者数12人）

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、4/22 花と緑のフェスティバルに、たからづか ・8/3 たからづか食育フェア 開催予定
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（テーマ：環境を意識した
食生活の推進） 参加人数300人

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40人）
料理をテーマに実施する。

給食事業

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 ・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

令和元年度事業計画
・2月ごろ開催予定

2

４回開催予定（8/6・9/3・10/1・11/5）

3

4

・継続して実施

令和元年度予算額（千円）

成果
担当課
30 講座を通して地域交流の促進を図ること くらんど人権文化
ができた。
センター

1,666 たからづか食育フェアを毎年開催してい 健康推進課
る。
（平成30年度は8回目の開催）
食育関係課（11課）の他に、食育関係団
体の協力を得ながら協働で取り組むこと
で、様々な分野の啓発を行うことができて
いる。
また、継続することで、食育推進計画の
周知、食育の大切さを意識し、食への関
心が高まっている。

105 行事食や伝統料理は時間をかけて作る 健康推進課
イメージを持たれるが、忙しい生活の中
でも作れる簡単メニューとしており、参加
者からは家でも作りたいと意見あり、伝統
料理等の継承に成果があったと考える。

886,952 安心で安全な学校給食を継続的に実施 学校給食課
し、食育の「生きた教材」として、 日常生
活における食事について正しい理解を
深め、健全な食生活をおくることができる
判断力や、望ましい食習慣を養ことがで
きた。

【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
№

追加

事業名
きずなづくり推進事業
（行政提案型事業）

実施時期
通年

実施場所
市内一円

事業の概略
「景観資源発掘」～まちの魅力を発掘・発信 ２団体が活動
協働のまちづくり～のテーマで活動団体を募
集し、景観を守り、育てる取り組みを市民主
体で行い、まちの魅力を発掘し、発信する。

平成30年度実績

令和元年度事業計画
同様のテーマで活動団体を募集

令和元年度予算額（千円）

令和元年度予算額（千円）

成果
担当課
0 市民主体でまちの魅力を見つけ、発信す 都市計画課
ることにより、まちへの愛着が深まった。ま
ち歩きやイベントに参加し景観を守ること
の大切さを体感してもらえた。

1

（２） 良好な景観を形成する制度の充実
№

事業名
景観計画特定地区の
指定

実施時期
通年

実施場所
－

事業の概略
平成30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。

令和元年度事業計画
・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

通年

－

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。
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。

・継続して実施。

景観重要建造物の指
定

通年

-

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件）
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。

1件指定予定。（H30年度現在 2件）

1

2

3

0

成果

担当課
都市計画課

0

都市計画課

800

都市計画課

【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 ・各課において、ホームページを活用した積極的な情 ・継続して実施
報課アカウントのFacebookにて、市主催・共 報発信を行った。市ホームページ更新回数（3,665
催・後援事業の開催や各課の取組などを周 回）
知する。

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 ・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
ベントの開催などを周知するポスターを掲示 催・後援事業） 95件
する。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。

1

2

3

平成30年度実績
・月1回、市内全世帯・事業所に配布（約106,000部）

令和元年度事業計画
・継続して実施

令和元年度予算額（千円）

6,979 各課と連携し、アクセシビリティに配慮し
た情報発信を行った。

3,274 市が主催・共催する事業と自治会やまち 広報課
づくり協議会が主催する行事などのポス 各課
ターを掲示することで、行政と地域の情
報を発信することができた。

－

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
報を発信する。また、外国人に向けては、情 どを招いて紹介。
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。

・継続して実施

55,591 市政情報をはじめとした地域に密着した 広報課
様々な情報を発信した。

広報番組での発信

－

市広報番組「知ってよ！宝塚」として
YouTubeで発信する。

・継続して実施

2,418 平成30年度から制作本数を年間12本か 広報課
ら6本に減らすことで経費の削減を図るほ
か、動画の内容を見直しその充実を図っ
た。

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。

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 43,890回/月
・新たにFacebookを実施
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（イベント情報のページ）のデザイン更
る。
新
併せて、ツイッターも情報発信をしている。

指定管理料186,121千円に含む SNS（Twitter）のフォロワー数やホーム
ページアクセス数も増加している。

「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、財団事業情報を掲載いた
だいている。

指定管理料186,121千円に含む 25,000部のうち3,000部を、財団友の会 文化政策課
会員を中心に施設でも配布。銀行など、 （文化財団）
財団が届けられていない施設にも配布し
ていただける。

通年

・「知ってよ！宝塚」（市政情報、イベント情報を
YouTubeにて配信） 6回/年

5

7

広報課
各課

エフエム宝塚での放送 通年

4

6

成果
担当課
39,226 行政情報だけではなく、特集記事の充実 広報課
により市政の現状や課題、市民活動やま 各課
ちの魅力を発信することができた。

8

4月に全戸配布、120,000部作成

・継続して実施

指定管理料186,121千円に含む 文化財団のイベントや取組を市内全域に 文化政策課
知っていただく機会となっている。
（文化財団）

文化政策課
（文化財団）

（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30年度実績

令和元年度事業計画

令和元年度予算額（千円）

成果

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30年度実績
令和元年度事業計画
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 ・継続して実施
の裾野拡大を目的として、文化団体の育成 合唱団、ベガジュニアアンサンブル、劇団
を図る。
BIGMOUSE、こども落語くらぶの活動支援を行った。

－

Face to Faceなどの市民団体と連携し、各種 ・Face to Face 協力事業数59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。 346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

1

市民ボランティア団体と 通年
の連携
2

追加

中学校部活動外部指
導者活用事業
3 【 再掲 】

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
の部活動に外部指導者を派遣する。
・派遣人数61人（野球、サッカー、バスケットボール、
ソフトテニス、硬式テニス、陸上、卓球、茶道、吹奏
楽、剣道、琴、コーラス）

・継続して実施

文化から宝塚を考える
勉強会

通年

宝塚文化創
造館

宝塚市のまちづくりにおいて、宝塚で育ま
れた文化の特色を概観し、これからの将来像
を考える機会として、市内文化団体関係者、
観光、商工等の関係団体、市職員・市議等と
対象として勉強会を実施する。

第3回 8/9 講師：太下義之氏（文化政策研究
者）

4

第1回7/10 講師：河内厚郎氏（文化プロデュー
サー・宝塚市大使） 77名
第2回2/5 講師：根来恭子氏（文化庁 文化戦略官）
79名

令和元年度予算額（千円）
成果
担当課
指定管理料186,121千円に含む ・育成をすることで、安定的な運営を行う 文化政策課
ことができる。そのため、ファミリーコン
（文化財団）
サート等で、日頃の練習の成果を披露
し、市民に還元している。
・市吹については、楽器購入費の補助が
いただけた。

指定管理料186,121千円に含む メンバーそれぞれがやりがいを持って取 文化政策課
り組み、質の高い接客でお客様をお迎え （文化財団）
しており、地域やホールのレベルを高め
ている。
また、活動も広がっている。
6,510 顧問不在時の安全確保ができ、専門的
な技術指導ができる。

学校教育課

文化芸術の推進母体である文化財団・ 文化政策課
文化団体連絡会の共催により実施。宝塚 （文化財団）
市の文化芸術振興を考える上でのまち
の歴史や文化政策の国の動きなどを関
係者間で有する機会を持てた。

（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30年度実績
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1件、実施1件（行政提案型
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）

令和元年度事業計画
継続して実施

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 3,840人
めに活用する。印刷製本費を市で負担。
・宝塚文化創造館 152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

・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

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 各種大会等に参加する生徒の経済的な 学校教育課
負担軽減となり、部活動のより一層の充
実を図ることができている。

中学校吹奏楽部楽器
購入
4 【 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 部活顧問や個人の楽器を貸与して演奏 学校教育課
活動をしている吹奏楽部もあり、少しずつ
ではあるが、楽器を補充することで部活
動を充実させることに役立っている。

1

2

3

・購入支援 4校5台

令和元年度予算額（千円）

成果
担当課
3,000 行政が直接かかわりにくい、市民活動を 市民協働推進課
行う団体のきずなづくりにつながる公益 文化政策課
的活動を発掘し、その活性化を図ること
ができた。
219 博物館や美術館などを無料で利用する 社会教育課
ことができ、休日の利用や校外学習等の 手塚治虫記念館
利用の機会が増えた。
文化政策課(文化
財団）
学校教育課

（３） 専門的な知識を有するスタッフの育成
№

事業名
イベントづくりワーク
ショップ事業

実施時期
－

1

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30年度実績
イベント制作や舞台の研修を経て、実際に長 ・6～9月 全7回（参加者数のべ58人）
寿展やワークショップイベントを創りながら、ノ ・ボランティア登録 23人（11月末時点）
ウハウを学ぶ。終了後はボランティアとして登
録可能。

令和元年度事業計画
・継続して実施
9月～11月（全7回）で実施予定
展示系のノウハウをカット、イベントや舞台など
に特化予定

令和元年度予算額（千円）
成果
担当課
指定管理料24,654千円に含む 4年間実施する中で、イベント制作だけでなく、自 文化政策課
治会活動に活かす方、ジャズバーの経営や宝塚 （文化財団）
歌劇関係の就職に活かした方など、それぞれの場
でノウハウを活かしていただいている。また新文化
芸術センターへの事前ワーク等に積極的に参加し
ている。

（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30年度実績
令和元年度事業計画
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（宝塚高校） 観衆 11月に吹奏楽部ミニコンサート開催予定
ンター等
ミニコンサートや美術部展を開催する。
300人
2月に高校生美術部展開催予定
・1/31～2/5 高校生美術部展（市内6高校） 来場者
249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。

・10/15 中山桜台小学校アウトリーチ（大阪音楽大）
来場者４２０人
・11/9 安倉北小学校アウトリーチ（大阪音楽大）来
場者３９１人

小林聖心女子学院と連携し、文化遺産を伝
え、市民が愛着を持てるまちづくりを図る。

・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
放事業を、学校・地元自治会と協働で行った。 来場 予定
者111人

2

－

6/25 ベガにオーケストラがやってきた！（神
戸女学院大学）
・11月 宝塚小学校アウトリーチ（大阪音楽大）
・12月 売布小学校アウトリーチ（大阪音楽大）
・阪急宝塚線ミュージック駅伝ＭＯＴ！参加事
業開催（大阪音楽大学 11/7 ヨーゼフ・ラスカ
音の架け橋）

3

令和元年度予算額（千円）
成果
205 学校関係者だけでなく、多くの人に見て
もらえるような機会を提供できた。

指定管理料186,121千円に含む 学生の皆さんと協働することで、若い世
代の視点からの提案を得ることができ、
事業の活性化につながっている。

担当課
文化政策課

文化政策課
（文化財団）

39 昨年度までは、市内在住・在勤者に申し 社会教育課
込みを限定していたが、市外在住者も申 文化政策課
込み可能としたことで、広い地域から申し
込みをいただくことができた。

（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

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30年度実績
イベント制作や舞台の研修を経て、実際に長 ・6～9月 全7回（参加者数のべ58人）
寿展やワークショップイベントを創りながら、ノ ・ボランティア登録 23人（11月末時点）
ウハウを学ぶ。終了後はボランティアとして登
録可能。

令和元年度事業計画
・継続して実施
9月～11月（全7回）で実施予定
展示系のノウハウをカット、イベントや舞台など
に特化予定

令和元年度予算額（千円）
成果
担当課
指定管理料24,654千円に含む 4年間実施する中で、イベント制作だけでなく、自 文化政策課
治会活動に活かす方、ジャズバーの経営や宝塚 （文化財団）
歌劇関係の就職に活かした方など、それぞれの場
でノウハウを活かしていただいている。また新文化
芸術センターへの事前ワーク等に積極的に参加し
ている。

宝塚市文化芸術振興基本計画策定 スケジュール
2018（H30）年度
事 項

4月～6月

７月～９月

１０月～１２月

2019（R元）年度
１月～３月

4月～6月

７月～９月

１０月～１２月

2020（R2）年度
１月～３月

4月～6月

７月～９月

１０月～１２月

１月～３月

公募型プロポーザルによる募集
7/1 募集開始
9月上旬 審査会
10月上旬 契約

計画策定業務委託

計画（素案）

計画（案）

着手

文化芸術振興会議
員

市民公募委

文化芸術振興会議

委員

庁内連絡会

市民委員決

８/13

委員決定

計画の進捗状況確認・課題
抽出・施策と事業取組の検証

計画の進捗状況確認・課題抽出
・施策と事業取組の検証、計画への意見

計画（案）
2回程度開催

3回程度開催

課題・施策への意見・審議

文化芸術振興会議

文化財団

パブリックコメント
都市経営会議
議会

設置・開催

諮問

計画見直しへの意見・審議

文化芸術センター視察

答申

計画（案）の確認

計画完了

６回程度開催

４回程度開催

意見交換・協議（随時）

意見交換・協議（随時）

7月
パブコメ実施

計画（案）・
パブコメ実施報告
計画（案）・
パブコメ実施報告

意見反映検討

結果報告

結果報告

