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会議の概要 

 

会議名 第２回 宝塚市民文化芸術振興会議 

開催日時 令和元年１０月１７日（木）１６： ００～１８： ２０ 

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 

会長： 挨拶。 

 

 

２ 報告 

事務局： 会議の成立（宝塚市民文化芸術振興会議規則第５条第２項の規定

により成立）。 

傍聴希望者は会議開始時点でなし。 

 

会長： 途中、傍聴希望者があった場合は、皆様に報告の上入室いただく。 

 

 

３ 議題 

（１）市と文化財団の役割について 

 

事務局： 文化振興における市と文化財団の一般的役割と本市の現状や考え

方について（資料①）を説明。および、資料②～⑦を紹介。 

 

委員： 宝塚市文化財団 第２次中期振興ビジョン《概要版》（追加資料）を

説明。 

 

会長： ご説明いただいた内容についてご意見を伺う。主に「１ 文化政策、

文化振興計画の策定」右端の現状や考え方について分析していただいてい

るところについて、足りないとか、良く分析できているとか。今日は全て

の委員の方からお声を聴きたいと思っている。 

 

委員： 宝塚市民でなく大阪で仕事をしているので、現状については、この

ようなチラシ、新聞記事くらいでしか把握できていないので、皆さんにお

伺いしたい。 

現状としては定性的になると思うが、どういう印象を持たれていて、どの

ような評価されているかが１つ疑問としてある。 

評価指標については設定されていないのでこれから戦略を作っていくとき



 

2 
 

に指標を作っていく必要があると思うが、目安になるものがあれば教えて

いただきたい、というのが２つ目である。 

かなり文化財団に対する役割期待が大きくなっているように思うが、人材

というところではもう少し専門家を育成するだけでなく、部分的にでも、

一定期間外部の方に監督をしていただくなど挑戦的なことをして、他都市

の人の目をうまくいれていく必要があるのではないかと思うが、そういっ

た可能性はあるか、というのが３点目である。 

 

事務局： 指標について、市が文化財団について行っているモニタリングの

資料があるので、後ほど配布させていただく。 

 

会長： 宝塚市に根差した活動をされている他の委員にもお伺いしたい。 

 

委員： 文化財団と市との関係のお話だが、今度新しく指定管理の文化芸術

センターができたが、それについてはここでは発表があったか。今度の新

しい施設の指定管理者、その仕組みなどについて、正式には聞いていない

ように思うが、その新しい指定管理者と、文化財団と、市という大きな３

つの関係も大事だと思うので、そこのところをお話しいただきたい。 

 

事務局： この会議の最後に次回以降のご案内で、新しくできる文化芸術セ

ンターの現場視察もお願いしたいと考えて、その際に現場でご意見をいた

だく機会を、もう少し後で設けさせていただこうと考えている。正式に指

定管理者にも来ていただいて意見交換の場があればよいと考えている。 

宝塚現代美術てん・てんのチラシ右上に文化芸術センター・庭園オープン

プレイベントとして、トークイベントを 11 月３日の２時から予定してお

り、新しくできるセンターの指定管理者の統括責任者の髙さんにゲストス

ピーカーに来ていただく。こういった機会も織り込みながら、市民に広く

新しいセンターの内容などを、担当する職員の紹介なども兼ねて徐々に拡

散していくことを考えている。この中でももう少し丁寧にご紹介できる時

間があればと考えている。 

 

事務局： 補足の説明で、来年４月にオープンする新しい文化芸術センター

と庭園は、公園と文化芸術センターを併せ持った敷地で、市で初めて文化

施設と庭園を一括して管理運営する事業者を募集して、今年３月に議会の

承認を得て、「宝塚みらい創造ファクトリー」という民間５社による共同事

業体に指定管理者が決まった。 

庭園と文化施設の指定管理を行うが、施設周辺の中心市街地エリアは市に

とっては文化ゾーンであり、人が集まる場所でもあるので、センター・庭

園だけでなく、外にも賑わいを生んでいくようなものを期待して募集し決

定した。具体的な管理運営の中身は来年のオープンに向けて、事業者の方

が事業計画を示されているのでそれをご紹介する機会を設けさせていただ
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く予定である。 

市にとっては、既存の文化施設３館は宝塚市文化財団が指定管理者となっ

ていて、新しい文化施設は民間事業者が指定管理者になったが、そこで施

設ごとに管理者が違うからといってバラバラになってしまうのはあっては

ならないことだと思っている。あの場所では、新しい文化芸術センター、

手塚治虫記念館、文化創造館というそれぞれ主体の違う３館の管理運営者

があるので、その連携が図れるように、別で協議会などで、事業内容など

の連絡調整を行って、３館が連携しながら運営できるような仕組みを考え

ている。 

 

会長： 新しい文化芸術センターができ指定管理者は決まったが、文化芸術

を担う柱になるのは市であり、文化財団かと思う。その関係性と合わせて、

センターと良い形でしっかり手を結んで、関係性を保って、それが全体と

して市のビジョンに合っている形に持っていかないといけないので、我々

も注視していきたい。 

他に、宝塚市で暮らし、活動されている中で、肌で感じておられる現状や、

ここに書かれていることで、確かにそうだとか、もう少しこうだといった

意見があればお伺いしたい。 

 

委員： 文化ということに関わっているが、資料を読んでもピンとこない。

長期ビジョンなので「こうありたい」という形がきっとあるのだろうが、

それが良く分からない。「どんなまちにしたいか」ということが分らない。

いろんな難しいことが書いてあるが、具体的にどんなまちなのか。「市民の

力が輝く共生のまち」とは何か、「創造力を育む」とは、学校教育だけでな

く、いろんなことを市と文化財団がやるのだろうけれども、最終的に「こ

うなりたい」といったところが、自分も宝塚市で働いているが「どれくら

いみんなが本当に思っているのか」ということを感じた。 

この報告の中でも資料１の４ページに「行政組織内での意識改革や」と書

かれているということは、行政組織内で具体的に芸術に対する「こうある

べき」ということが浸透していなくて、それよりも経済がという意識が先

行しているのか。その辺りが良くわからないというのが実感である。 

 

会長： ２つ目に言われたのは、４ページの５番のところ。現状の把握とし

ては「変革」とか「意識改革」といったことがあり、市が問題意識を持っ

て考えて分析された文章があるが、それが具体的に市の中でどうなのかを

知りたいということかと思う。 

最初の方は、総合計画に掲げられている都市像でこれは別の会議で議論を

しているところであるが、どうしてもふわっとしたものだと思うが、その

内容をどう詰めていくか、掲げるものは何年後のビジョンとして掲げてお

いて、その内容についてみんなで共有できればいいと思う。そのふわっと

したところをある程度具体性を持たせつつも、具体的に書き過ぎるとそれ
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を回していくところで難しい部分もでてくるかと思う。 

 

事務局： 答えになるかわからないが、追加で配布させていただいた資料が、

指定管理者制度に則って運営をお願いしている文化施設について、モニタ

リングという制度で、市が作成して、議会に報告するなど、公開している

ものである。文化振興を図る上では既存の３館が基盤となるので、その特

性に応じた事業が行われているかを評価したものである。 

表面は数字を反映したものである。裏面の施設所管課所見という欄に、文

化施設を使って文化財団がやっていただいていることに対する市の考えを

書いており、文化財団の事業を高く評価している所見となっている。２枚

目は文化創造館の評価である。裏面の所見に「隣接する文化芸術センター

の開館に向けて、エリア一帯の取組についても期待している」と書かれて

いるが、文化創造館の取組としては高く評価している。 

現在、市にある３館の特性を生かした文化振興を図ろうとしているのが現

状であり、庁内の連携や意識改革という話は、今後もう少し展開の幅を広

げて、庁内も、市民、事業者も一体となって、「文化芸術」をキーワードに

まちづくりを創造的で豊かなものにしていこうというのを、この審議会で

も検討していきたい。 

 

事務局：将来都市像は総合計画に書いてあるもので、理念であり、どうい

ったことを意味しているかわからないというのはおっしゃるとおりで、そ

の理念がどういうことかを共有しもっと理解できるようにしていきたいと

考えているが、それが「例えばこういうこと」というレベルまでは共有で

きていないために、価値観のレベルで共有している。この言葉を決めるの

に当時４，５回の審議会をおこなった経過もあり、なかなか難しいもので

ある。 

「文化の薫り高い 宝塚」はずっと言われ続けている理念であるが、文化政

策課の内部でも、「薫り高い」とはどういうことかと随分議論しており、こ

の言葉の持つ意味がどういうことなのかというのは、共有していかないと

いけない課題が多々あると思っており、非常に本質的なご指摘である。 

４ページの「行政組織内での意識改革や中間支援機能を発揮していく必要

がある」の意味については非常に重要で、その上に宝塚市は「文化芸術都

市を標榜する」とあり、その「文化芸術」というものが、そもそも持って

いる力が、いろんな公共的課題を解決する力を持っているということを私

たちは将来に強く発信していきたい。 

しかし、文化であれ、教育、福祉それぞれで要諦は持っていて、文化のこ

とは福祉と関係ないというのが行政組織という面がある。ところが文化の

力をもってすれば福祉や教育にとても貢献するという、皆さんが当然のよ

うに思われていることが庁内組織ではあまり浸透していないところがあ

る。そのことをしっかり理解してもらうために、文化の担当が庁内でしっ

かり言い続けていかなければならないという思いをここに表したものであ
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る。 

 

会長： 文化芸術は全ての分野に通じるものであり、繋げていく力のあるも

のだと思っているが、文面では限られてしまい、同じ単語でも読む人によ

って違う捉え方がされるのでなかなか難しいところだと思う。そういった

議論を重ねて、新しい基本計画は次の時代に向けてみんながそれで意識を

共有して歩いていける文言になっていけばよい。次回からはもう少し形の

見えてきたものを議論していくことになるかと思う。 

 

委員： 宝塚市で育ち、色々見てきたが、宝塚市民はシビックプライドが強

く、新しいものを受け入れようといないところがあると思っている。専門

家も他都市から呼んだり、他都市に出て行ったりできるようなシステムや

そういった機会を増やして、市民が他都市の文化も見られるような機会を

増やしていければ良い。 

 

会長： シビックプライドが高い事は悪い事ではないが、そこをうまく繋い

でいけるのが文化芸術であり、それをコントロールするのが市であるので、

その根幹を我々が作ろうとしている。 

 

委員： 宝塚のことがあまり良くわかっていないが、毎回この会議に出させ

ていただいてモヤモヤしていることがある。それは、言葉、理念は良いが

それを実現するためにそれぞれがどのように動いているかが見えてこない

ことである。 

市が方針を決めてその後どうするのか、文化財団は文化財団でいろいろさ

れているが、それと市はどのような関係になっているのか。新しいセンタ

ーができるとそこが３つになる訳で、３つがどのように連携して、どうさ

れていくか、そこにもう少し広いところでの市の文化的なことをやりたい

といったことが広がっていく夢は良いと思うが、それを実際誰がどうやっ

て動かしていくかが、いつも見えないまま終わっているように思う。 

ここでは、いろんな話し合いをしていい方向に向かう話をしている。先ほ

ど文化芸術センターを見てきて、建物はとても素晴らしかったが、あそこ

で何をどのように運営されていくのか、どのようなシステムであそこを活

用されていくのかは漠然としていて見えないし、そこと文化財団との関わ

りがどうなるのかといったことが、細かい事であるがその辺を１つずつク

リアにしていかないと、ここで理念の話をしていても仕方ない。 

バラバラでも良いので自分たちが実際にこんなことがしたいと思うことが

実際に動いていって、その動いた結果が理念に繋がっていくと思うので、

市がどのような動きをして、文化財団がどのような動きをするのか、新し

い指定管理者がどのような動きをするのかが明確に見えてきて初めて意見

が言える。そこが見え辛い。 

私は、外の人間であるので、こういったものを見せていただいたり、
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Facebookにあげられているのを見たりして活動されているのはわかるが、

それが宝塚市としてどの位置付けでどのようにされているかが見えてこな

い。大きなことでなくて良いので、具体的なところで市の担当部署の方が

どんなことをされるのか、そこと文化財団とがどんな話し合いをされてい

るのか、といったことが見えてくると意見しやすい。 

あそこで行われることは、宝塚市の中心的なことになっていくと思うが、

それがあまり宝塚じゃない雰囲気に作られてしまわないように管理をして

いくのは市民と文化財団と市の役割だと思う。そこがうまく繋がらないと、

建物はすごくいいのにもったいない。 

 

委員： 宝塚らしさということを条例などでも謳われているが、「らしさ」

とは何なのかということがわからない。例えば歌劇があってそれにまつわ

る雰囲気が宝塚らしさなのか、おだやかで刺激がないのが宝塚らしさなの

か。今おっしゃった素晴らしい建物ができたら、その素晴らしい建物に合

った新しいことをすることで新しい宝塚を生み出す。それくらいのことで

新しい建物を利用していかないと、宝塚が進んでいかないように思ので、

そこでちょっと冒険するようなことをやった方が良いように思う。 

 

委員： 「らしさ」というが何かわからない。そこに住まれていて、そこで

生活されている人が何かやれば「らしさ」になっていくのだろうと思う。

そこの土地の人たちを動かすというか、そんなに奇を衒うことだけではな

い気がするが、「らしさ」は後から付いてきても良いのではないかと思う。

宝塚の人間が何か企画を出せばきっと宝塚らしいものになると思う。京都

の人間がそこで作るのではなく宝塚の人間がそこで何かをされればきっと

宝塚らしいものになっていくような気がする。大きなところをやろうとし

すぎるとふわっとしてしまうので、コツコツこのように動いたらどうか、

みたいな話からした方が見えやすい。 

目玉として、どこかで大きな花火を打ち上げるようなことは出てくると思

うが、日常的なことや、これから行われることは、普通の市民の生活に入

っていく文化芸術でないといけない。そのためには奇を衒ったことで、あ

そこで面白い展覧会しているというだけでは「薫り高い」という言葉が浮

いてしまう気がする。 

もう少し細かいところから、実際に動きながらやるというのが必要。動け

ていない気がずっとしている。ここでされている企画も毎年同じ時期に同

じようなことをされているので、そこを一度変えたらどうなるのかといっ

た発想が出てきても良いように思う。そういった建設的なことができてい

けば良い。 

 

会長： 私も常々思っていることではある。この会の目的としては新しい基

本計画を策定するということを頭に置いておかないといけないが、それを

策定するにあたって、実際に市や文化財団でやっていることが良く見えな
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いので、我々で何か企画を考えてパイロット事業という形でするのはどう

か。西宮市の委員会ではパイロット事業をその中の予算を使って、２つ、

３つの企画をしてみてそこから拾い上げた物を議論して作り込んでいくよ

うなことをしている。 

我々が実際ここで意見を言って、それを踏まえて作文してくださるし、そ

れぞれの今までの施策にも反映してくださっているとは思うが、もう少し

ダイレクトにこんなことをしてはどうかというのを具体的に提案して試し

てみるという余地はないものだろうか。 

 

事務局：モヤモヤされているかもしれないが、この場では市全体の文化の

方向性やこの先 10年の行くべき道、方向を照らすような計画の見直しをお

願いしたい。個別具体の事業で試行錯誤して冒険するということもあって

よいが、この場では市全体の文化の道標を作っていただきたいと考えてい

る。 

 

委員： ここで何かイベントをやろうということでは全然ないが、ここで話

をするためのベースとなるところが見えないとなかなか話ができない。そ

れを何か具体的にやるということでなくても、こんなことが問題になって

いて、このように次は展開していきたいという話がここで出ていかないと

モヤモヤする。 

文章で書かれると「ある程度できています」とか、「これからこんな課題が

あります」で終わってしまっている。そこから先「具体的にはこうしたい」

というところまで持っていければ次のステップの話ができると思うが、そ

れが見えない。 

 

委員： 全体のベクトルをここで決めるというところでは、他市と比較をす

るととてもわかりやすいと思う。西宮は中間的なところだと思うので、例

えば、大阪市は完全に市民だけではなく、集客、インバウンド全部をひっ

くるめて世界都市を目指すという文化振興戦略の方向性を向いていると思

う。茨木市は人を呼ぶということは気にせずに市民のためのというところ

で、謳い文句の「みんなの“楽しい”」の「みんな」は市民である。まずは

市民がみんな、老若男女が広くという戦略をされている。そのためあまり

派手なことはされていないが、今度、JRと阪急の間の良い所に千人規模の

ホールを建てられる。そのホールをどう使うかという時に、市民の発表の

場にするということ、歌舞伎やオペラを呼ぶのではなく、市民の発表の場

というのが第一目的だと割り切っておられる。市民のためのというところ

である。 

では、宝塚市はどうしていくのかということ。市民だけのものにするのか、

世界にとまでは言わないが、阪神間くらいは来てほしいというようにする

のかで、段階はあると思うが、そこをどのように決めていくのかというの

が一つあると思う。 
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そこで、なんとなく地域性を見ていくと、茨木市と違うシビックプライド

というのは、歌劇も関係あると思うが、阪急沿線というのが結構関係する

と思う。芦屋ほどではないが、ちょっとお出かけするような感じで、「宝塚

市に住んでいるのよ」というプライドがあるように思う。そのため、古典

的な物、クラシックが受け入れられやすく、サブカルチャー的な挑戦的な

アートが受入られにくい部分があるのかもしれない。それをプラスの特徴

と捉え、そういったものも含めて、若者も考えに入れると、まず市民のた

めのものが大事である。その場がどこにあるのかと言うと、新しくガーデ

ンフィールズ跡地にできる。 

茨木市と違うのが歌劇にお客様が東京をはじめいろんなところからいらっ

しゃるので、そこをどう引きずり込んでくるのかというところで一つ戦略

があると思う。その戦略は文化芸術センターの指定管理者がまずされるの

で、その指定管理者と交流する中で宝塚市はこのように考えているという

ことを示していくことが大事だと思う。 

まずは市民が面白いと思わないと他都市から来た人が面白いわけがないの

で、市民がまず「クラシックで上質なものが良いわね」と思うことや「新

進気鋭だけれどこんな動きが宝塚市で起きているね」といった２極性のあ

る発信が文化芸術センターからできると思うので、あの場所を起爆剤とし

て、チャレンジも入れながら宝塚市民に足を運んでいただくと共に、既存

のホールでは地道な活動を続けていただく。この２極性で、まず市民を意

識して、市民を飽きさせないこと「やはり宝塚市は文化芸術のまちだよね」

と再認識していただくような方向性が、一つあると個人的に思う。 

その次に、阪神間、宝塚歌劇の方がついでに足を延ばそうかと思うような

話題性や、泊まろうかなと思わせるようなイベントを仕掛けていくという

２段階だと思う。 

そこを全体の方針の中で、どこに絞っていくのかというのは表現力かと思

う。そこのバランス感覚を上手く表現していただきながら、ベースをどこ

に置くのか、ターゲットや目標はどこにするのかは、ここで再認識してい

くということが、まずモヤモヤを払拭する方法ではないかと思う。 

 

会長： 市としての立ち位置というか、市の文化芸術に対するベクトル、タ

ーゲットについてなどを、このように考えているというところをお聞かせ

願いたい。 

 

事務局： 大変重要なご指摘をいただいたので、一つずつ私たちの思ってい

ることを説明したい。まずは都市戦略というか、文化をどのように都市の

発展に繋げていくかというところでは、大阪市、茨木市の事例のお話をい

ただいた。宝塚市は「国際観光都市」という看板があり、茨木市とは違う

と思っているが、市民に愛されないものは国際的にも理解されないと思っ

ているので、この両者のいいとこどりというか、どちらを選ぶという感覚

ではないが、私は産業全体を所管しているので、文化を含めて全ての観光
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や農業、商工業で一つの価値観を共有した全体を統合した産業の戦略を作

りたい。今まではそれぞれがバラバラになっていることによる損失を感じ

ていたので、一つになってやっていこうという思いが強くある。そこに持

とうとしているのが今いろんな都市が標榜している、クリエイティブシテ

ィという、文化芸術というところを活かした、これから人もモノも金も枯

渇していく状況で、文化の力を生かしたところで頑張ろうという方向で動

こうとしている。 

一方で、インバウンドやらということで成長戦略と言われているが、宝塚

市はインバウンドの可能性はありながら、まだまだできていないのでそこ

の戦略を作っていこうとしている。 

やはり、文化と経済効果というところはすごく密接な繋がりがあり、そこ

を大事にしていこうと思っているので、文化を都市の発展というところに

も結び付けていけるようなところも意識した方向で産業全体を考えていき

たいと思っている。 

シビックプライドのところでお話のあったことだが、文化芸術センターも

市民に愛されて、それで全国、世界の人に来てもらえるというようになっ

ていくということは、既に施設の運営方針に定めているので、そのような

形でやっていきたい。 

先程から言われている、悶々としたところで、３ページの右の一番上のと

ころに、市でやっている文化事業全体を眺めた時にこの４つに分類される

と書いている。１つ目は①の文化財団が指定事業としてやっている事業（市

が文化財団を通してやっていること）で、長年やってきている歴史のある

事業がたくさんある。２つ目は①’としている文化財団が創意工夫して財

源もない中でやってくださっていること。３つ目が②文化の部署は何もし

ていないが、庁内の教育、環境などでやっている文化的な事業。４つ目が

③市民などがされている活動で年間 100件くらいある。乱暴な言い方をす

ると宝塚市の文化事業はこんな感じだと思っていて、正直寂しいと思って

いる。 

ここで何が欠けているかというと、例えば後援事業が来たときに、市が支

援することでもっと事業効果が発揮できたり、魅力的になったりする可能

性があるし、事業には至らなくても市が何かできればそれがもっとやって

いける可能性があるものも多分にあり、文化財団もそうである。我々が悶々

としているのがこの中間支援のところで、この中間支援という役割を、市

も文化財団もやるということを庁内で認識されていないので、こういった

行政計画に掲げることでそれに必要な予算や体制を要求していかないとい

けないという思いもある。 

市ができることは多々あるので、そういうところをそれぞれの領域でやっ

ていかないといけないということが、この３ページに書かれている。言葉

で書くとあまりパッとしないが、いくつか私どもとしてこういったことを

言っていきたいと盛り込んでいるところがある。体制的にも、もう少し実

行性のあるものにしていかないといけないというのは共感するところであ
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る。 

 

委員： 先程からのご意見に共感するところはたくさんあるが、冒頭の評価

指標について、まさにこの計画の評価指標が 10年間であればどういった状

態が達成なのかというところ。今の計画もそこがふわっとしているという

ところが大きい。先ほど文化財団の指定管理者としての評価は出ているが、

それとは別に計画自体の達成状況が必要。どこを目指すのか、どういった

状態になっているのが良いのかというのを設定する必要があると思った。 

もう一つ、シビックプライドの話と宝塚らしさの話で、条例のところで、

資料では前文が配られていないが、宝塚市の基本条例は前文が結構長い。

そこにはこれまでの自然から歴史、地域性などを載せて、そこに宝塚らし

さや思いをのせた基本条例になっているので、その辺を踏まえていくと、

市民なのか観光なのか、どっちも狙っているのが宝塚市なのだと思うが、

その辺も踏まえて計画とかを作っていけばよいのではないかと思う。 

定性的なところで言うと、文化財団はこれまで市のやってきた事業を受け

てやっている歴史的なことは事業の中身自体のやり方などの工夫はある

が、終わらせることは難しい事業もある。その中で文化財団は基本財産の

運用益などが十分出るような時代でないこともあり、事業費の投入量が少

なく新たな展開がしにくいと認識している。そのために財源確保などに取

り組んでいかないといけないというのが現状である。 

中間支援については、宝塚市はそこのアシストがもう少しうまくできれば、

市民の活動はいろんなものがあるし、行政だからできるアシストや、文化

財団でも進行やチケットの売り方といった現場レベルの相談にのるような

こともしている。その辺はもう少し見えるようにしていかないといけない。

ホールなども相談会みたいなことをしているが、それぞれイベントなどで

も相談にのっている。音楽回廊などでは、立ち上げから共催やノウハウを

渡しながらスタートしてきたものである。 

 

委員： 文化財団は宝塚市以外の業務を受注することに対する制約はなにか

あるか。 

 

委員： 定款的に言うと、公益財団で兵庫県範囲の認可を受けているので出

ようと思えば出られる。事業レベルではこれまでも自主制作的な事業を外

部の他所のホールに買っていただく、あるいは持って行って共催するとい

うことはいくつかの事業でやってきている。 

 

委員： 宝塚市の方針としては、指定管理は随意ではなく、常に公募で更新

されるのか。 

 

事務局： 文化施設、文化創造館、文化芸術センターはどれも条例上は公募

になっている。今の文化財団の３館の指定期間については特段の理由とい
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うことで非公募になったが、原則公募であるということには変わりはない。 

 

委員： 世の中の目はだんだん厳しくなってきている。文化財団はこれだけ

の実績をとっておられて、ひょっとすると指定管理がどうなるかわからな

いということであれば、外部受注に向かっていく時期なのではないかと感

じる。外部受注を増やして行けば経験値が増えていくのは間違いないので

そういった経験を積んで、資金量、運営資金を増やしていくような方向に

しないと、今後の文化財団としての運営面が見えてこないように思う。本

筋の話とは少し違うが、今後の文化財団の流れとしてはシンクタンク機能

という話も出たので、シンクタンクに限らず、外部のホールの受注である

とかにも向かっていって良いのではないか。文化芸術センターには応募さ

れていたので、その余力があるのであれば他に行かれても大丈夫なのでは

ないか。世の中の方向性からするとそういう方向も財団としては見据えて

いかれてはどうか。 

 

委員： 余力があるかと言うと、無理矢理作って今回挑んだものである。文

化財団の理事会、評議会の中でも３施設だけでなく、まずは市内の地域に

出ていくことをやらないと文化財団の存在意義、価値を理解していただけ

ない、もっと知っていただかないといけないということも言われている。

今日の議論も文化財団内にフィードバックしたい。 

 

会長： そろそろこの議論を締めようと思うが他はいかがか。 

 

委員： 宝塚市のこういった資料を見せていただくと、いつもたくさんやっ

ていただいていて、これからやることもこれが全部叶うと素晴らしいと思

う。個人的には文化は薫っていると思う。昔公民館の利用状況の資料を見

せていただいた時にたくさんの団体があって、たくさん市民が活動をして

いるのだとびっくりした。良いものを聴くのが「文化が薫る」ということ

なのか、レベルはともあれ自分達が芸術に親しむことが「文化が薫る」と

いうことなのかというのはあるが、私は今現在も文化は薫っていると思う。 

それを踏まえて、皆さんのご意見と被るところもあると思うが、宝塚市の

方針は少し八方美人が過ぎるのではないか。全部をやりたい、全部ですと

いうのが伝わってくる。以前、文化芸術センターの議論になった時も、ど

ういう利用をされるかという話で「今は絞れない」といった回答があった

かと思う。それを聞いてなるほどと思ったのが活動そのものを絞る必要は

ないが、そのシンボルとしての方向性が必要。例えば Amazonはインター

ネット書店からスタートしているが、今はいろんなものを売っている。

Googleは検索サイトだがいろんなことをしている。シンボルとしての方向

性が立てられると舵取りができるのではないか。それがジャンルなのか、

ミュージカルなのかシャンソンなのか、合唱なのか、音楽コンクールなの

か、あるいは鑑賞に振れるのか、体験に振れるのかという立て方もあるだ
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ろうし、その他にも市内にたくさんのバレエ教室があるとか、今やってい

ることで、宝塚らしさというのが十分出ていると思うのでそれを引っぱり

だしてみたときに、何かしらのものがでてくると思うので、方針としての

八方美人さが絞られるとよいと思う。 

 

委員： 一市民として、このような会議に参加させていただくまで、今日配

られたチラシにあるイベントなどについて市がやっているのか文化財団が

やっていることなのか全く意識していなかった。今新しい施設ができるに

あたって、指定管理の事業者と、宝塚市と文化財団とがうまく「宝塚らし

さ」のある文化芸術を、バラバラでなく１つのイメージするものを作れる

ように、共通の思いを明確にしないといけないと思った。 

 

会長： 貴重なご意見をいただいた。まとめると、基本計画の評価指標を踏

まえた文言、基本計画になってほしいということ。ターゲットもそうだが、

八方美人にいろんなことを謳うのはいいが、その中でも特にこれをといっ

たことを絞り込んでいく。絞り込んでいけばモヤモヤしたものが少し見え

てくるようになるし、それを目指してみんなで動いていくうちに何かが産

み出していけるようなことかと思う。 

中間支援の話もそうだが、その辺を踏まえた施策の案が次くらいにでてく

るということか。 

 

事務局： そのつもりである。 

 

会長： では、いま出た意見をうまく織り込んでいただいて、叩き台を踏ま

えて議論をしていくことになるかと思う。 

では、２つ目の内容に移りたい。 

 

（２）タウンホールについて 

 

会長： 先程、茨木市のタウンホールのお話があり、それは市民のために、

市民が楽しむためのものを絞り込んで作るということであった。そのタウ

ンホールについて考えたい。まずは資料の説明をお願いする。 

 

事務局： 資料⑧～⑩を説明。 

 

会長： 前回資料をいただいていたが全くお話できなかったアッシュランド

（米国）の事例についてご説明いただく。 

 

委員： 資料⑪説明。 

宝塚市は財源をこれからどうするのか、厳しいものが見えてきており、こ

れから人口が減っていく中でどうやって市が稼いでいくのかという、市の
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政策とリンクする部分もあるかと思う。背景として SWOT分析を簡単にや

ってみたら、宝塚市にはいい所がたくさんあるが、他都市と比べて競争力

のあること、キーワードとして最後に残ったのは「ミュージカル・タウン」

であった。私がやったので個人的な思いも入っているが、それくらい、ミ

ュージカル、劇場、劇団というのは市の政策的なキーワードになってくる

と思う。 

 

会長： この町はゼロからの出発だったから上手くいったという背景はない

だろうか。宝塚市には既に歌劇など色々なものがある。色々ありすぎて見

出していくのが難しく混沌とした状況なのではないか。 

 

委員： 町のキャラを作り上げるプロセスとしては、なにもなかったからこ

そのアドバンテージはあると思う。同時に宝塚市がこれからやろうとする

以上のリスクもあったと思う。例えは悪いが、どこかの山村が劇場都市を

目指すという状況で非常にハイリスクを負って突っ込んでいったというこ

とである。 

 

会長： ホールが必要であると請願があり、議会にもかけられて、我々もこ

こで議論をすることになっている。市の文化芸術の今後を担っていく上で、

いろんな意味で示唆に富んだ事例だが、私の意見としては、予算がたっぷ

りあってできるのであれば、あるに越したことはないと思う。ただ、予算

のことや、文化芸術センターができるという状況で、まずはその回し方を

固めていかないといけない状況であり、ここで今すぐホールを作ろうとい

うことで、仮に予算があって巨大なホールができるとなっても相当の覚悟

が必要である。回し方、担い手、中間支援の話も含め様々なことがうまく

回り始めて明確になってからでないととても危険だと思う。 

まずは文化芸術センターができて、そこでの実験的なことを試しながら市

民と市と文化財団と指定管理者がうまく手を携えていけるようになって、

それで明確になってきたうえで、機が熟して予算が潤沢になったところで

議論をするということかと思う。 

小さなホールを逆に売りにする手もあると思う。まずは文化芸術センター

をしっかりして、ここでできることをしっかり試して、学んで見出してい

くべきだと思うがいかがか。 

 

委員： 難しい問題だと思う。できるなら歓迎する。近くに兵庫県立芸術文

化センターがあるし、あれ以上のものを作らないとやっていけないと思う

ので、それができるのであればあれば良いと思う。最近堺市にできたホー

ルは大きくて音響も良く行ってみたいと思える内容もある。それくらいの

ものができるのか。兵庫県立芸術文化センターとバッティングするので非

常に難しい。 

逆に小さなもので、先ほど言われたシェークスピアではないが、何かに特
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化すれば特色が出るのではないかと思う。日本ではシェークスピアは難し

いのか。 

 

委員： そこまでの集客ができるようなマーケットではないように思う。 

 

委員： 彩の国が蜷川さんのシェークスピアを連続してされていた。そうい

った小さくても特殊なものを作るなら成功するように思う。 

 

委員： 日本には優れた小劇団が、ミュージカルを含めたくさんある。野田

秀樹さんとか優秀な演出家さんがいらっしゃる。お金を出して引っぱって

きて、宝塚歌劇団とセットしたミュージカルをするとか、小劇団のミュー

ジカルをコンスタントに上演するとか、方法としてはそういった方向性か

と思う。そこで十分なキャパがとれるという判断であればそれこそ 1,000

席とか、1,500 席のホールを作っても良いのではないか。そうでなければ

成人式で騒ぐようなことにしかならない。 

 

委員： 全体の議論から外れる外枠の話になるが、前回頂いた請願書は弱い

と思った。例えば、兵庫県の各市に充実している施設があるということだ

が、その充実の根拠がない。たくさんのホールはあるが、それがちゃんと

見合った稼働率かどうかは検証されていない。ホール建設の理由として『宝

塚市を訪れてみたい、あるいは訪れる目的のある、魅力ある「場」が少な

いということが考えられます』と書かれているが、ホールが無いために観

光客数が減ったような書き方をされているのもちょっとおかしいと思う。

また『同じイベント事業をするなら近隣他都市よりも、ブランドイメージ

の高い宝塚市でするほうが集客できるのだが』という声も聞いた事がない。

これがよく通ったものだと思うくらいのふわっとした内容である。これに

後押しされてホールの建設を考えるのはいかがなものか。この請願書があ

がってきたから考えましょうというには少し理由が弱いというのが正直な

ところである。 

 

会長： 市の意見としてはどうか。 

 

事務局： ホールに関しては、正式な議会の場でいろいろやりとりがあった。

市は、皆様方同様、あるに越したことはないが経営的に厳しいという慎重

な意見でいる。請願は請願で議会が独自にできる手続きであり、外部に対

する表明になる。それが出た以上、市はそれを真摯に受け止め改めて考え

ようということになっている。これが出たから施策転換しなければいけな

いというものではない。改めて考えていきたいということである。 

 

委員： 意見を言わせていただくと、避難する場所としては重要な場所であ

ると思うが、これくらいの予算が組めるのであれば、宝塚自然の家の耐震
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強化に是非回していただきたいと思う。 

ニッチなものに特化するということであれば、昔、宝塚の演芸場があって

芸人さんが多く来られていたという背景や、西谷に浄瑠璃があって今はそ

れをする場所がないので、そういった場所に特化するというような場所で

あれば、魅力的だと個人的には思う。 

 

委員： いろんなホールがあって、かつて建った市民ホール、市民会館が今

どんどん老朽化で潰されて新たにあちこちで建っている。日本は劇場をカ

ッチリ建ててしまうので作品ごとに手が入れられない。ウエストエンドと

かでやっているのは、外側はあるけれども作品によって中を工事で全部入

れ替えるようなことができるものである。私も必要かどうかと言われれば

そんなに必要ではないと思っているが、求められるとすれば、そういった

日本の劇場の中で全然ないタイプの劇場であれば建てる意味があるのでは

ないかと思う。現状を踏襲して千人が入りたいだけというのであれば魅力

はない。 

 

会長： 屋根があって電源があって、建物はカッチリしているけども中身が

入れ替えられるもの。それなら予算的にはかからないか。 

 

委員： それはそれで公演の度に作り込み、工事費、期間が必要になるので

いろいろ大変であるが、日本にないタイプの劇場はそういったものだと思

う。 

 

会長： 文化財団は現在３館の指定管理をされているが、大きなホールがあ

ればこんなことができるといった意見はあるか。 

 

委員： バレエ団やオーケストラなど市内でできないところは一定ある。た

だ、コスト、運営費、兵庫県立芸術文化センターに対抗するだけの事業費

を投入するのであればさせていただきたいが、お金がない中ではやれるこ

とは限られる。 

先程の、特化という話と、人が大勢集まる場所がほしいのか、そこで上演

するのを見たいのかがちょっとこの請願も曖昧で、誰かがきて何かやって

くれる場所を持っておきたいくらいのふわっとした印象で、そこを突き詰

めてからでないといけない。本当に宝塚に必要なものは何かというのを意

見交換した先にその方向がでてくるのであれば良い。 

既存の施設では、音楽専用のベガホールはキャパが小さい、ソリオホール

は多目的ではあるが、天井高がない、奥行きがない、舞台袖がないなどで

できることが限られる。そういった意味で宝塚市民にいろんな舞台芸術を

見せる場所として機能的に十分ではないが、工夫でなんとかなる部分もあ

るし、事業費さえあればいろんなものを上演することは可能。 

先程、言われた公演の度に中をやりかえるのはそれなりに費用もかかり、
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それをチケット代だけペイするのは非常に難しいので、そこのソフトに対

するお金を、建てない代わりに充実させるというようなことをする方が良

いような気がする。 

 

会長： ということで、我々の意見は敢えて要約もしないがひとつかと思う。

そういった内容で作文いただければと思う。時間をオーバーしているが次

の議題に移る。 

 

（３）今後の計画策定について 

 

事務局： 議題として挙げているがご連絡である。会議の冒頭に少し触れた

が、計画策定の業務委託について、７月に公募型プロポーザルにより募集

を行い、２つの業者から応募があった。９月３日におこなった審査会に於

いて、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)大阪（MURC）が選定さ

れ、10月 10日に委託契約を完了した。担当から一言お願いする。 

 

MURC： 挨拶。 

 

会長： 次回から内容をしっかり煮詰めていくことになるのでよろしくお願

いする。 

 

事務局： この後、第３回の日程調整をする。次回は計画の骨子案を提案さ

せていただく予定である。年度末までに更に２回の振興会議を予定してお

り、うち１回には新施設の視察を盛り込みたい。 

事前に、ご回答いただいた日程調整表より、12月 23日（月）10時をご提

案させていただくがご都合は変わりないか。 

では、次回は 12 月 23 日（月）午前 10 時に市役所会議室で開催させてい

ただく。 

 

会長： 資料は事前に送っていただけるか。 

 

事務局： 骨子案を提案させていただく予定であるので事前に送付させてい

ただく。当日急なご都合で欠席される場合も、事務局にメール等でご意見

を出していただければ、会議、及び骨子案への反映を考えさせていただく。 

 

委員： 施設見学が入るということはいつもより長いのか。 

 

事務局： 年を明けてからの見学の日については、まだ具体的に時間の割り

振り等は詰めていない。 

 

会長： ２時間の中で見学をすると残りでの会議は難しい。 
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事務局： 日時にもよると思うが、例えば、見学１時間半、会議１時間半、

といった組み方は可能か。文化創造館など現場の近くで会議できるよう考

える。 

 

会長： それでは本日の議論はこれにて終了する。 

 

 

４ 閉会 
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2019.10.17 宝塚市民文化芸術振興会議資料 

産業文化部 文化政策課 

文化振興における市と文化財団の一般的役割と本市の現状や考え方について 

 

 地方公共団体（市）の一般的役割 文化振興財団（文化財団）の一般的役割 本市の現状や考え方 

１ 文化政策、

文化振興計

画等の策定 

〇地方公共団体は文化政策、文化振興計画等を策定する

必要がある。その中には、文化政策のミッションや目

標、施策・事業の体系とそれぞれの内容、文化施設の

位置づけと運営管理や事業の方針などが含まれてい

なければならない。 

〇文化政策を明確にするには、次のようなものを策定す

る必要がある。個別の施策や事業の内容だけでなく、

条例や基本計画などを含め、地方公共団体全体の政策

体系の中に、文化政策や文化振興を明確に位置づける

ことが重要である。 

・基本計画・長期計画における文化振興の基本方針 

・文化振興条例、文化振興ビジョン、文化振興基本計

画等 

・個別の文化振興施策・事業の方針と内容 

・文化施設の整備計画 

・文化施設の運営管理の方針、事業計画など 

〇文化政策や文化振興計画等の策定は、基

本的には地方公共団体の企画や文化振興

セクションが担うべき役割であるが、文

化振興財団や文化施設の運営管理組織

（指定管理者）など、施策や事業の現場

の声やニーズを十分にくみ取る必要があ

る。 

●「宝塚市民の文化芸術に関する基本条例」を平成 25年 9

月に施行、「宝塚市文化芸術振興基本計画」を平成 27年 3

月に策定し、本市の文化政策について明文化している。 

●文化財団については、基本計画において「今後も、長期的

により安定した文化芸術振興の推進母体として、これまで

以上に市との連携を深めていきます」と明記している。 

●文化財団では、「文化芸術に関する基本条例」の施行、「文

化芸術振興基本計画」の策定を受けて平成 28年 3月に「宝

塚市文化財団第 2次中期振興ビジョン」を策定している。 

●文化財団が推進母体としての役割を発揮していくために

は、推進現場で発生する課題を文化政策の方針や計画に適

切に反映していく必要がある。 

●方針や計画は、これまでどおり市の役割とすべきであるが、

現場の課題を円滑かつ適切に反映していく仕組みを構築し

ていきたい。 

●現基本計画の計画期間が令和2年度末に終期を迎えること

から、令和 3年度から 10年間を計画期間とする次期基本

計画の策定に向けて文化財団の役割の見直しや強化につい

ても掲げていく必要がある。 



【資料①】 

2 

 

 地方公共団体（市）の一般的役割 文化振興財団（文化財団）の一般的役割 本市の現状や考え方 

2  調査研究

（シンクタ

ンク機能） 

〇適切な文化政策や施策を立案・実施するためには、社

会経済環境の変化や将来動向の把握、地域特性や市場

の分析、住民の意識やニーズの把握、芸術文化の動向

など、幅広い情報収集や分析などの調査研究機能が求

められる。 

〇また、文化振興の施策や事業、文化施設の運営管理な

どを適切に評価するためにも、調査研究に基づいた情

報の収集や整理、分析などを行う必要がある。 

〇こうした調査研究は、地方公共団体の企画や文化振興

セクションの本来機能のひとつと考えられるが、必ず

しも十分な手当が行われていないのが実情であろう。 

〇基本的には地方公共団体の役割である

が、専門性を備えた文化振興財団では、

財団独自の戦略構築や事業、評価に関す

る調査研究に加え、地方公共団体の文化

政策や評価に関する調査研究を実施する

ことも考えられる。 

●文化財団は平成 22年度から「中期振興ビジョン（期間 5

年）」を策定し、現在は平成 28年度からを計画期間とする

「第 2次中期振興ビジョン（期間 5年）」に基づき事業展

開を行っている。 

●少子高齢化や価値観の多様化等の社会状況の変化に伴い、

今後の文化政策や施策を適切に展開していくためには、調

査研究も求められるところであるが、現状では（文化財団

が実施する）事業参加者や施設利用者に対するアンケート

の実施程度に留まっている。 

●文化の分野での調査研究は、個人の取組に委ねられている

ことが多く、文化財団の一部職員は日本アートマネジメン

ト学会に属し、全国の情報収集等を行っている。 

●文化財団では平成 30年度から「文化から宝塚を考える勉

強会」を企画し、文化施策に関する情報収集の共有を行っ

ている。 

●文化芸術振興基本計画において「長期的な視点に立った施

策」として調査研究の体制づくりの必要性を記載している

が、市として手当ができていないのが現状である。 

●基本的には市の役割としつつも、アーツカウンシルをはじ

めとする中間支援機能の可能性等、財団の持続発展的な運

営のため、独自に調査研究を行う必要もあると考えられる

ため、こうした取組も推進していく必要がある。 
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 地方公共団体（市）の一般的役割 文化振興財団（文化財団）の一般的役割 本市の現状や考え方 

3  文化振興

に関する中

間支援機能 

〇芸術文化の振興には、芸術活動を他の領域とつなげた

り、芸術団体やアーティストなどの創造活動や自立を

支援したりする、次のような中間支援機能の重要性が

指摘されるようになってきた。 

・芸術活動と教育や福祉などをつなぐコーディネイト業

務 

・助成金・奨学金などの財政的支援 

・人材育成や研修プログラムの実施 

・稽古場やスタジオ提供等の創造活動支援 

・情報やノウハウの提供 

・関係機関等との交流やネットワークづくりの推進 

・広報・パブリシティ活動の支援 など 

〇これまでも、地方公共団体や文化振興財団が、施策や

事業の一環としてこうしたサービスを実施してきた

例はあるが、中間支援組織機能を明確に打ち出してい

る例はまだ少ない。 

〇地方公共団体の文化振興部局にも期待さ

れる役割であるが、専門的なノウハウや

経験、芸術文化関係のネットワークなど

が求められることから、文化施設の指定

管理業務とは別に、文化振興財団が担う

べき重要な役割のひとつと言える。 

●本市で展開されている文化(的)事業全体を俯瞰すると、①

文化部局が財団を通じて実施するもの、①’財団が独自に

実施するもの、②文化部局以外が実施する文化的事業、③

市民、文化団体、企業等が実施するものに大別できる。 

●③については、それぞれの活動主体が限られた資源のなか

で自立的に行動されている。 

●こうした市民レベルの活動に対し、市は後援手続き等の形

式的な関与や一部の事業に対し補助金を交付するなど支援

を行っている（例：市きずなづくり推進事業）。 

●文化財団は、文化団体のコーディネイトや情報提供等は相

談に応じて対応しており、後援、協力、共催等の形で支援

やノウハウ提供を行うものの、指定管理者として公の施設

の運営事業者としての役割が中心となっている。 

●市民レベルの文化活動を発展・創造させていくためには、

事業間・団体間の連携や様々な環境整備が必要であり、そ

こに公的セクターの役割、つまり中間支援機能の強化が求

められていると考える。 

●中間支援は市と文化財団が、それぞれが果たすべき役割の

もとで、相互に連携しながら充実を図る必要があると考え

る。 
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 地方公共団体（市）の一般的役割 文化振興財団（文化財団）の一般的役割 本市の現状や考え方 

4 文化施設の

管理運営、事

業の企画・実

施 

〇具体的な文化振興施策として、ほとんどの地方公共団

体では劇場やホール、美術館など、何らかの公立文化

施設の設置、運営管理を行っている。 

〇地方公共団体は、公立文化施設にとって適切な運営管

理の仕組みや方法を十分に検討した上で、直営もしく

は指定管理者制度のどちらを採択すべきか判断する

ことが重要だと言える。 

〇直営の場合は地方公共団体が、指定管理

者の場合は文化振興財団を含めた指定管

理者が担う。 

●平成６年４月に文化振興財団（現文化財団）を発足させ、

市文化事業、文化団体等が実施する文化事業への補助、文

化施設の管理運営などを文化財団の自主事業、委託事業と

して整理・集約化を行った。 

●現在、公の文化施設（3館）を文化財団が指定管理者とし

て管理運営を行っている（直近の選定にあたっては非公

募）。 

●指定管理者制度の本旨である官民連携を図り、施設の価値

を高めていくため、市と文化財団での連携を推進し、役割

分担を明確にする必要がある。 

●施設の存在価値を最大化させるために、市として果たすべ

き役割を明確にしておく必要がある。 

5 （文化施設

以外の）文化

振興施策、事

業の企画・実

施 

〇公立文化施設の運営管理とは別に、様々な文化振興施

策や事業を実施している地方公共団体も多い。 

〇具体的には、先述の中間支援機能を記載したものに加

え、顕彰事業や文化祭的な事業、文化的・歴史的町並

みの保存・継承などが文化振興施策の一環として実施

されている。また、教育委員会では、文化財の保存・

活用なども行われており、これも文化施策に位置づけ

られる。 

○どのような分野が文化施策領域に入るかは、地域ごと

の歴史性、地勢、気候、風土、住民意識で異なるもの

がある。 

〇地方公共団体が直接実施するか、文化振

興財団が実施することが考えられるが、

文化施設との関連性が低いことから、文

化振興財団以外の指定管理者が実施する

ことは想定しにくい。 

●文化芸術都市を標榜する本市が、これからの文化政策を考

えるうえで重要かつ中心的な課題は、様々な公共的課題と

の有機的連携である。 

●そのためには、様々な行政分野における課題に対して文化

力を活かして解決していこうとする、変革が必要となる。 

●この基本的役割を担うのは市であり、その基本原則を方針

や計画に反映し、行政組織内での意識改革や中間支援機能

を発揮していく必要がある。 

●文化財団が実施する事業のうち、宝塚学検定や学校へのア

ウトリーチ事業等については、単に文化施設の事業として

ではなく実施しているものもある。 

●市と文化財団では、コミュニティや社会包摂等、新たな領

域についても文化芸術の一環として意識し、参画していく

必要がある。 
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 地方公共団体（市）の一般的役割 文化振興財団（文化財団）の一般的役割 本市の現状や考え方 

6  文 化 政

策・文化施設

の評価と説

明責任 

〇行財政改革の進展に伴い、あらゆる行政分野で政策評

価、施策評価、事務事業評価などが実施されるように

なった。 

〇文化政策や文化施設の評価は、定量的な評価が中心の

事務事業評価には馴染みにくい側面があるものの、事

業の実績や成果を適切に評価して改善策を検討した

り、住民に説明したりすることは、地方公共団体の文

化振興を推進する上で欠かせないものとなっている。 

〇文化政策や文化施設の評価主体は、自己

評価と外部評価によって異なるが、地方

公共団体、文化振興財団、指定管理者と

も、自身の施策や事業については自己評

価を行う必要がある。その上で、文化振

興財団や指定管理者の施策や事業につい

てはそれらの設置者である地方公共団体

が評価を行い、その結果を共有すること

が重要である。 

〇より適切な評価を行うためには、外部の

機関や専門家による外部評価も行うべき

だが、調査研究機能を備えた文化振興財

団の場合、文化政策の評価に必要な調

査・分析を行うなど、専門的な評価機関

としての役割も期待される。 

〇いずれの場合も、文化振興財団や指定管

理者の評価を含め、文化政策や文化振興

施策に関する最終的な評価結果に対して

は、地方公共団体が責任を持つべきだと

考えられる。 

●市の文化政策・各種事業全般において、施策評価・事務事

業評価を行うとともに、指定管理者として文化財団に対し

てもモニタリングを実施している。 

●文化財団も自らの事業を利用者ニーズも含めて評価し、市

の評価と合わせて、結果について、毎年度市議会やホーム

ページ等で公開している。 

●文化政策の評価については、外部の視点を取り込むことや

経済効果も含めたまちづくり全体への波及効果の検証も今

後求められる。 

（引用：「指定管理者制度における公立文化施設の運営と財団のあり方に関する調査研究」一般財団法人地域創造） 
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○宝塚市民の文化芸術に関する基本条例（抜粋） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、本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、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り、もって

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ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 文化芸術活動 文化芸術を享受し、創造し、又は発信することをいう。 

(２) 市民 本市に在住し、在勤し、又は在学する個人及び本市を拠点として活動する

法人その他の団体をいう。 

（市民の役割） 

第４条 市民は、自らが文化芸術活動の担い手として、又は支援者として、様々な文化芸

術活動に関わることにより、文化芸術の振興に努めるものとする。 

２ 市民は、文化芸術が人々の交流の中から生まれ、文化芸術活動が地域コミュニティの

発展を支えるものであることを踏まえ、相互に理解し、尊重し、交流を深めることによ

り、文化芸術の振興に努めるものとする。 

（市の役割） 

第５条 市は、第３条に規定する基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関する施策を総

合的かつ計画的に実施するものとする。 

２ 市は、市の施策の実施に際して、文化芸術的な視点を取り入れるよう配慮するものと

する。 

３ 市は、組織横断的な連携を図り、職員を育成するなど必要な体制を整備し、文化芸術

の振興に関する施策を効果的かつ継続的に実施するよう努めるものとする。 

４ 市は、文化芸術の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、市民の自主的な文

化芸術活動の内容に干渉することがないよう十分に配慮しなければならない。 

（財政上の措置） 

第６条 市は、文化芸術の振興に関する施策を効果的かつ継続的に推進するため、必要な
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財政上の措置を講ずるものとする。 

（文化芸術活動及び交流の場の整備） 

第７条 市は、市民が自主的かつ創造的に多様な文化芸術活動に取り組むことができる場

の整備に努めなければならない。 

２ 市は、文化芸術活動を通じて市民が相互に交流することができる場の整備に努めなけ

ればならない。 

（子ども、高齢者及び障害者の文化芸術活動の充実） 

第８条 市は、子どもの文化芸術を享受する能力を高め、かつ、心身の豊かな成長及び人

格の形成を促進するための施策を講ずるよう努めなければならない。 

２ 市は、高齢者及び障害者が行う文化芸術活動の充実を図るための施策を講ずるよう努

めなければならない。 

（文化芸術交流） 

第９条 市は、国内外の人々が本市の文化芸術に関心を持ち、市民と国内外の人々が互い

の文化芸術に理解を深め、交流が促進されるよう必要な施策を講ずるよう努めるものと

する。 

（文化遺産の活用等） 

第１０条 市は、文化財その他の文化遺産の活用を図るため、必要な施策を講ずるよう努

めるものとする。 

２ 市は、伝統芸能の継承及び発展を図るため、その活動及び鑑賞の機会の提供その他の

必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

３ 市は、宝塚らしい文化芸術環境と調和のとれた都市景観の保全及び形成を図るため、

必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

（文化芸術活動に関わる人材の育成） 

第１１条 市は、文化芸術活動を牽引する人材の育成に努めるものとする。 

２ 市は、前項の人材の育成に当たっては、文化芸術活動に関する専門的な知識、技術、

経験等を有する者及び大学等の教育機関その他の団体との連携を図るよう努めるものと

する。 

（専門的団体の育成） 

第１２条 市は、文化芸術活動に関する専門的な知識、技術、経験等を有する団体の育成

に努めるものとする。 
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（調査、研究等） 

第１３条 市は、文化芸術の振興が効果的に行われるよう、市民と協働して、文化芸術に

関する調査及び研究を行うとともに、情報の収集に努めるものとする。 

２ 市は、市民の文化芸術への理解又は関心を高めるため、市民と協働して、文化芸術に

関する情報の提供に努めるものとする。 
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○公益財団法人宝塚市文化財団 定款（抜粋） 

 （名称） 

第１条 この法人は、公益財団法人宝塚市文化財団と称する。 

 （事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を兵庫県宝塚市に置く。 

 （目的） 

第３条 この法人は、地域住民の自主的な参加を得て、地域の文化活動の振興に資する事

業を行うとともに、地域住民にすぐれた芸術文化を提供し、もって地域文化の創造及び

発展に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１) 芸術文化鑑賞事業等の開催 

(２) 地域の芸術文化活動の育成及び援助 

(３) 地域の文化に関する情報の収集及び提供 

(４) 芸術文化施設の管理運営 

(５) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

２ 前項各号の事業は、兵庫県において行うものとする。 
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○宝塚市立文化施設条例（抜粋） 

（設置） 

第１条 宝塚市民の芸術及び文化の向上に寄与するため、宝塚市立文化施設（以下「文化

施設」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 文化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

宝塚市立文化施設ベガ・ホール 宝塚市清荒神1丁目2番18号 

宝塚市立文化施設ソリオホール 宝塚市栄町2丁目1番1号 

（事業） 

第３条 文化施設は、第１条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(１) 芸術及び文化活動のため、施設をその利用に供すること。 

(２) 芸術及び文化の振興に関すること。 

(３) 芸術及び文化活動の育成に関すること。 

(４) 芸術及び文化に関する情報の収集及び提供に関すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業 
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○宝塚市立宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）条例（抜粋） 

（設置） 

第１条 宝塚音楽学校旧校舎を歴史的建造物として保存し、宝塚歌劇が生み出した文化を

礎とする舞台芸術を中心とした新たな文化活動の振興並びに新たな魅力づくりによる集

客及び交流を図るため、宝塚市立宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）（以下「創造

館」という。）を設置する。 

（位置） 

第２条 創造館の位置は、宝塚市武庫川町６番１２号とする。 

（事業） 

第３条 創造館は、第１条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(１) 舞台芸術を中心とした文化活動の公演の開催に関すること。 

(２) 舞台芸術を中心とした文化活動に関する講演会、研修会等の開催に関すること。 

(３) 舞台芸術を中心とした文化活動のため、施設をその利用に供すること。 

(４) 舞台芸術を中心とした文化活動に携わる人材の育成に関すること。 

(５) 宝塚歌劇が生み出した文化及び宝塚音楽学校の歴史に関する情報の提供に関する

こと。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業 
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○宝塚市立文化芸術センター条例（抜粋） 

（設置） 

第１条 宝塚市民の文化芸術に関する基本条例（平成２５年条例第４２号）に基づき、文

化芸術の振興を図り、もって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、新たな文化創造及び市民交流の場として、宝塚市立文化芸術センター（以

下「センター」という。）を設置する。 

（位置） 

第２条 センターの位置は、宝塚市武庫川町１０３４番とする。 

（事業） 

第３条 センターは、第１条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(１) 造形芸術を始めとする文化芸術事業の実施に関すること。 

(２) 市民の文化芸術活動の支援に関すること。 

(３) 造形芸術を始めとする文化芸術活動のため、施設をその利用に供すること。 

(４) 文化芸術を通じた関連分野における施策と連携した事業の実施及び市民交流の場

の提供に関すること。 

(５) 文化芸術に関する情報の収集及び提供に関すること。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業の実施に関すること。 











市民ホール設置状況（２０万人以上都市）

（人口：2019年5月1日現在）

都道府県 市区町村 ホール名称 人 口 席数
千人あ
たり席

数
開館

1 神奈川県 横浜市 みなとみらいホール 3,740,172 2,034 0.5 1998

2 大阪府 大阪市 大阪城音楽堂 2,725,006 3,002 1.1 1982

3 愛知県 名古屋市 市民会館 2,320,361 2,296 1.0 1972

4 北海道 札幌市 市民交流プラザ 1,966,416 2,302 1.2 2018

5 福岡県 福岡市 市民会館 1,579,450 1,775 1.1 1963

6 兵庫県 神戸市 神戸文化ホール 1,527,407 2,043 1.3 1973

7 神奈川県 川崎市 スポーツ・文化総合センター 1,516,483 2,013 1.3 2017

8 京都府 京都市 ロームシアター 1,468,980 2,005 1.4 2016

9 埼玉県 さいたま市 さいたま市文化センター 1,295,607 2,006 1.5 1985

10 広島県 広島市 広島サンプラザホール 1,199,252 6,052 5.0 1985

11 宮城県 仙台市 仙台サンプラザホール 1,088,669 2,372 2.2 1991

12 千葉県 千葉市 文化会館 977,247 1,790 1.8 1967

13 福岡県 北九州市 ソレイユホール 945,595 2,008 2.1 1984

14 東京都 世田谷区 区民会館 929,448 1,202 1.3 1959

15 大阪府 堺市 市民芸術文化ホール 831,017 2,000 2.4 2019

16 新潟県 新潟市 市民芸術文化会館 800,582 2,000 2.5 1998

17 静岡県 浜松市 アクトシティ 794,025 2,336 2.9 1994

18 熊本県 熊本市 市民会館 739,556 1,591 2.2 1968

19 東京都 練馬区 文化センター 735,212 1,486 2.0 1983

20 東京都 大田区 アプリコ 734,381 1,477 2.0 1998

21 神奈川県 相模原市 文化会館 723,012 1,790 2.5 1990

22 岡山県 岡山市 シンフォニーホール 721,329 2,001 2.8 1991

23 静岡県 静岡市 市民文化会館 695,416 1,978 2.8 1978

24 東京都 江戸川区 総合文化センター 693,616 1,497 2.2 1983

25 東京都 足立区 西新井文化ホール 680,269 902 1.3 1994

26 千葉県 船橋市 市民文化ホール 635,947 1,000 1.6 1978

27 鹿児島県 鹿児島市 市民文化ホール 597,193 1,998 3.3 1983

28 埼玉県 川口市 総合文化センター　リリア 589,049 2,002 3.4 1990

29 東京都 杉並区 公会堂 579,877 1,190 2.1 2006

30 東京都 板橋区 文化会館 578,127 1,263 2.2 1982

31 東京都 八王子市 市民会館 577,254 2,021 3.5 2011

32 兵庫県 姫路市 姫路市文化センター 531,298 1,657 3.1 1972

33 栃木県 宇都宮市 文化会館 520,189 2,000 3.8 1980

34 東京都 江東区 公会堂 515,029 1,290 2.5 1994

35 愛媛県 松山市 市民会館 510,963 1,999 3.9 1965

36 大阪府 東大阪市 文化創造館 496,082 1,500 3.0 2019

37 千葉県 市川市 文化会館 492,752 1,945 3.9 1985

38 千葉県 松戸市 文化会館 490,632 1,955 4.0 1993

39 兵庫県 西宮市 アミティホール 488,126 1,216 2.5 1994

40 大分県 大分市 ホルトホール 478,113 1,201 2.5 2013

41 岡山県 倉敷市 市民会館 476,073 1,979 4.2 1972

42 石川県 金沢市 歌劇座 465,325 1,919 4.1 1962

43 広島県 福山市 芸術文化ホール 463,020 2,003 4.3 1994

44 東京都 葛飾区 文化会館 452,761 1,318 2.9 1992

45 兵庫県 尼崎市 アルカイックホール 451,072 1,820 4.0 1982

46 東京都 町田市 市民ホール 433,938 862 2.0 1978

47 神奈川県 藤沢市 市民会館 431,286 1,380 3.2 1968

48 愛知県 豊田市 市民文化会館 425,848 1,708 4.0 1981

49 千葉県 柏市 市民文化会館 424,322 1,338 3.2 1972

50 香川県 高松市 文化芸術ホール 419,696 1,500 3.6 2004

51 富山県 富山市 芸術文化ホール 417,332 2,196 5.3 1996

52 長崎県 長崎市 ブリックホール 416,419 2,002 4.8 1998

53 東京都 品川区 総合区民会館 403,338 1,088 2.7 1989

54 岐阜県 岐阜市 文化センター 402,537 2,000 5.0 1984

55 大阪府 枚方市 市民会館 400,690 1,454 3.6 1965

56 宮崎県 宮崎市 市民文化ホール 398,841 1,882 4.7 1996

57 大阪府 豊中市 文化芸術センター 398,295 1,344 3.4 2017

58 神奈川県 横須賀市 文化会館 397,618 1,098 2.8 1965

59 愛知県 岡崎市 市民会館 386,639 1,100 2.8 1967

60 大阪府 吹田市 文化会館 380,634 1,397 3.7 1985

61 愛知県 一宮市 市民会館 380,235 1,588 4.2 1974

62 愛知県 豊橋市 アイプラザ 373,592 1,469 3.9 1976

63 長野県 長野市 芸術館 372,304 1,292 3.5 2016

64 群馬県 高崎市 群馬音楽センター 369,733 1,932 5.2 1961

65 和歌山県 和歌山市 市民会館 357,868 1,406 3.9 1979

【資料⑧】



都道府県 市区町村 ホール名称 人 口 席数
千人あ
たり席

数
開館

66 奈良県 奈良市 100年会館 355,350 1,476 4.2 1999

67 埼玉県 川越市 ウエスタ川越 353,814 1,712 4.8 2015

68 東京都 北区 北とぴあ 351,663 1,300 3.7 1990

69 大阪府 高槻市 文化会館 349,454 1,564 4.5 1964

70 東京都 新宿区 新宿文化センター 346,958 1,802 5.2 1979

71 埼玉県 越谷市 コミュニティセンター 343,770 1,675 4.9 1979

72 福島県 いわき市 アリオス 342,897 1,840 5.4 2008

73 滋賀県 大津市 市民会館 341,488 1,300 3.8 1975

74 埼玉県 所沢市 市民文化センター 341,469 2,002 5.9 1993

75 東京都 中野区 もみじ山文化センター 338,069 1,292 3.8 1972

76 群馬県 前橋市 市民文化会館 334,261 1,268 3.8 1982

77 福島県 郡山市 市民文化センター 332,863 2,004 6.0 1984

78 北海道 旭川市 市民文化会館 332,131 1,546 4.7 1975

79 高知県 高知市 文化プラザ 331,414 1,085 3.3 2002

80 沖縄県 那覇市 市民会館 318,270 1,668 5.2 1970

81 三重県 四日市市 文化会館 310,750 1,786 5.7 1982

82 秋田県 秋田市 文化会館 308,482 1,188 3.9 1980

83 愛知県 春日井市 市民会館 307,180 1,022 3.3 1966

84 福岡県 久留米市 シティプラザ 304,125 1,514 5.0 2016

85 東京都 豊島区 芸術文化劇場 300,179 1,300 4.3 2019

86 兵庫県 明石市 市民会館アワーズホール 297,920 1,268 4.3 1971

87 岩手県 盛岡市 市民文化ホール 294,047 1,510 5.1 1998

88 福島県 福島市 公会堂 289,007 1,273 4.4 1959

89 東京都 目黒区 パーシモンホール 285,110 1,200 4.2 2002

90 大阪府 茨木市 市民総合センター 282,886 429 1.5 1989

91 青森県 青森市 文化会館 279,133 2,031 7.3 1982

92 三重県 津市 ハーモニーホール 276,660 600 2.2 1996

93 千葉県 市原市 市民会館 271,453 1,531 5.6 1974

94 茨城県 水戸市 水戸芸術館 270,289 680 2.5 1990

95 新潟県 長岡市 市立劇場 269,508 1,500 5.6 1973

96 大阪府 八尾市 文化会館 266,920 1,440 5.4 1988

97 東京都 墨田区 すみだトリフォニーホール 266,605 1,805 6.8 1997

98 東京都 府中市 府中の森芸術劇場 263,835 2,027 7.7 1991

99 兵庫県 加古川市 市民会館 263,697 1,524 5.8 1973

100 福井県 福井市 文化会館 263,529 1,162 4.4 1968

101 山口県 下関市 市民会館 259,855 1,475 5.7 1977

102 神奈川県 平塚市 市民センター 258,004 1,400 5.4 1962

103 徳島県 徳島市 新ホール 256,698 1,500 5.8 2023

104 北海道 函館市 市民会館 256,476 1,370 5.3 1970

105 東京都 港区 赤坂区民センター 256,415 400 1.6 1996

106 山形県 山形市 市民会館 250,998 1,202 4.8 1973

107 埼玉県 草加市 文化会館 249,706 1,198 4.8 1972

108 長崎県 佐世保市 アルカスさせぼ 249,628 2,000 8.0 2001

109 静岡県 富士市 文化会館 245,837 1,642 6.7 1993

110 神奈川県 茅ヶ崎市 市民文化会館 242,003 1,381 5.7 1980

111 長野県 松本市 市民芸術館 241,132 1,800 7.5 2004

112 東京都 調布市 グリーンホール 237,637 1,307 5.5 1977

113 茨城県 つくば市 市民ホール 237,039 1,054 4.4 1985

114 神奈川県 大和市 芸術文化ホール 235,846 1,007 4.3 2016

115 佐賀県 佐賀市 文化会館 234,342 1,811 7.7 1989

116 大阪府 寝屋川市 市民会館 231,821 1,209 5.2 1970

117 東京都 渋谷区 文化総合センター 231,700 735 3.2 2010

118 埼玉県 春日部市 市民文化会館 230,495 1,500 6.5 1983

119 東京都 文京区 文京公会堂 230,184 1,802 7.8 2000

120 埼玉県 上尾市 文化センター 225,635 1,050 4.7 1972

121 青森県 八戸市 公会堂 225,463 1,624 7.2 1975

122 神奈川県 厚木市 文化会館 225,204 1,400 6.2 1978

123 兵庫県 宝塚市 ベガ・ホール 225,129 372 1.7 1980

124 群馬県 太田市 市民会館 221,514 1,501 6.8 2017

125 広島県 呉市 文化ホール 220,554 1,802 8.2 1989

126 東京都 荒川区 区民会館 217,265 975 4.5 1975

127 群馬県 伊勢崎市 文化会館 210,614 1,530 7.3 1981

128 東京都 台東区 浅草公会堂 205,659 1,086 5.3 1977

129 島根県 松江市 総合文化センター 204,428 808 4.0 1986

130 東京都 西東京市 こもれび 203,258 662 3.3 1998



市民ホール設置状況（兵庫県内の市） 【資料⑧】
（人口：2019年5月1日現在）

自治体名 ホール名称 人口 席数
千人あ
たり席
数

開館

1 神戸市 神戸文化ホール 1,527,407 2,043 1.3 1973

2 姫路市 姫路市文化センター 531,298 1,657 3.1 1972

3 西宮市 アミティホール西宮 488,126 1,216 2.5 1994

4 尼崎市 アルカイックホール 451,072 1,820 4.0 1982

5 明石市 市民会館アワーズホール 297,920 1,268 4.3 1971

6 加古川市 市民会館 263,697 1,524 5.8 1973

7 宝塚市 ベガ・ホール 225,129 372 1.7 1980

8 伊丹市 いたみホール 197,851 1,202 6.1 1998

9 川西市 キセラホール 154,315 1,000 6.5 2018

10 三田市 郷の音ホール 111,512 974 8.7 2007

11 芦屋市 ルナ・ホール 94,751 662 7.0 1970

12 高砂市 文化会館 88,956 1,066 12.0 1969

13 豊岡市 市民会館 79,428 1,118 14.1 1971

14 三木市 文化会館 75,823 1,288 17.0 1986

15 たつの市 赤とんぼ文化ホール 75,558 1,100 14.6 1997

16 丹波市 春日文化ホール 62,555 612 9.8 1988

17 小野市 エクラ 48,000 502 10.5 2004

18 赤穂市 ハーモニーホール 46,779 1,168 25.0 1992

19 南あわじ市 文化体育館（元気の森ホール） 45,167 1,414 31.3 2000

20 加西市 市民会館 43,496 798 18.3 1979

21 洲本市 文化体育館 42,415 1,155 27.2 2005

22 淡路市 しづかホール 42,254 802 19.0 1990

23 加東市 やしろ国際学習塾 40,516 667 16.5 1991

24 丹波篠山市 たんば田園交響ホール 40,320 800 19.8 1988

25 西脇市 市民会館 39,611 660 16.7 1966

26 宍粟市 山崎文化会館 35,698 666 18.7 1987

27 朝来市 和田山ジュピターホール 29,693 800 26.9 1992

28 相生市 なぎさホール 29,433 602 20.5 2016

29 養父市 八鹿文化会館 22,910 876 38.2 1974



【資料⑨】

阪神間各市町文化施設運営状況 2019年9月現在

市町 施設名 席数 管理運営者 運営方法 開館年
建築費・取得額

(百万円)
管理運営費

(2018年度決算 千円)
ホール利用率

(2018年度 %)
備考

－

　　　　　・アルカイックホール 1,820席 72.2

　　　　　・アルカイックホール・オクト 804席 63.2

西宮市民会館アミティホール 1,216席
公益財団法人
西宮市文化振興財団

指定管理 1967 451 指定管理料　113,510 88.4

フレンテホール 300席
日本管財・文化律灘
・HA2B共同事業体

指定管理 1994 1,077 指定管理料　32,576 90.0

プレラホール 292席 西宮地域創生共同体 指定管理 2000 596 指定管理料　33,600 73.0

甲東ホール 245席 双葉化学商会 指定管理 1996 836 指定管理料　15,875 89.2

山口ホール 230席 日本管財 指定管理 2009 192 指定管理料　15,373 39.6

芦屋市 市民センター　ルナホール 662席 芦屋市 市直営 1970 1,457 70,138 62.8 稼働率

文化会館　　いたみホール 1,200席 1998 8,455 指定管理料　158,233 47 2017年度稼働率

音楽ホール　伊丹アイフォニックホール 502席 1991 2,585 指定管理料　78,617 73 2017年度稼働率

演劇ホール　アイホール 200席 1988 1,572 指定管理料　92,227 54 2017年度稼働率

キセラホール 1,000席 川西市低炭素型複合施設PFI㈱ 指定管理 2018 6,284 － 52.6
20年間管理費　約98億円（複合施
設）

川西市みつなかホール 480席
公益財団法人
川西市文化・スポーツ振興財団

指定管理 1996 4,264 指定管理料　79,585 76.0

－

　　　　　　・大ホール　　 1,000席 44.7

　　　　　　・小ホール 369席 68.2

猪名川町 猪名川町文化体育館　イナホール 1,034席 猪名川町 町直営 1991 1,860 29,274 69.7 稼働率

文化施設　ベガ・ホール 372席 1980 479 85.4

文化施設　ソリオホール 300席 1993 2,320 69.9

宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎） 180席 2009 206 指定管理料　23,915 52.5

旧宝塚市民会館 1,000席 － － 1966 280 － － 1997閉館

新市民ホール 1,000席 － － － （概算　8,150） （概算　220,000） －
2000事業凍結
2008中止決定

指定管理
指定管理料　189,496

1982

2007

10,860 677,426

6,164 指定管理料　205,475

西宮市

伊丹市
公益財団法人
いたみ文化・スポーツ財団

指定管理

三田市

宝塚市

川西市

尼崎市

尼崎市総合文化センター

公益財団法人
尼崎市総合文化センター

法人直営
(施設も所有)

三田市総合文化センター　郷の音ホール

ＪＴＢコミュニケーションデザイン
グループ

指定管理

公益財団法人
宝塚市文化財団



【資料⑩】 
令和元年（2019年）９月２日 

産業文化部 文化政策課 
 

「宝塚タウンホール（仮称）の建設を求める請願」について  
平成３１年３月市議会において一部採択された標記の件につきまして、本市では、昭

和４１年（1966 年）に宝塚市民会館（定員千人）を建設し、市民に長く親しまれてき

ましたが、阪神・淡路大震災により多大な被害を受けたため、平成９年（1997 年）３

月末をもって閉館いたしました。 

 

その後、平成１０年度（1998 年度）から新市民ホールの整備に向けた取組を開始し

ましたが、市の財政状況の悪化などもあり、平成１２年度（2000 年度）をもって計画

を一時休止、さらに、平成２０年（2008年）１月には施設整備の中止を決定しました。 

 

現在、本市には、５００人以上収容できる公共ホールがありませんので、多くの市民、

とくに文化芸術活動に取り組まれている方々などから、新たな市民ホールの整備を望む

声があることは認識しており、将来に向けての課題であると考えています。 

 

今後も、市民ホールの必要性をはじめ、場所や規模、整備内容など、利用者ニーズを

十分に把握するとともに、近隣市における状況、また、公共施設マネジメントの観点や

来年度春オープン予定の文化芸術センターを中心とした文化振興を図っていくことな

ども踏まえ、慎重に検討していく必要があると考えています。 

 

そのため、本市の文化芸術の振興に関する附属機関である「宝塚市民文化芸術振興会

議」において、市民ホールについての意見もいただき、令和３年度（2021 年度）から

１０年間を計画期間とする次期「宝塚市文化芸術振興基本計画」に、その課題について

も明記していくことを検討しているところです。  
また、現在、本市で取り組んでいる全事務事業見直しなどの行財政改革、今後、予測

される人口減少に合わせた建物施設の保有量削減など本市を取り巻く状況についても

併せてご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 















【資料⑫】
●文化芸術振興施策の方向性と事業取組の状況（宝塚市民文化芸術振興会議で委員から質問があった事業一覧）

事業名 公民館整備事業 TAKARAっ子いきいきスクール 自己表現力向上事業

事業概略

・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
新築移転した。
・今年4月から中央公民館、東公民
館、西公民館の3館とも指定管理者制
度を導入した。

「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。

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。

令和元年度
事業計画

・各公民館利用率
　・中央公民館　利用率：26％
　【内訳】
　4月 22％、5月 25.8％、6月 30.3％
　・東公民館　利用率：37.7％
　【内訳】
　4月 37.1％、5月 35.3％、6月 40.9％
　・西公民館　利用率：50％
　【内訳】
　4月 51.2％、5月 48.2％、6月 50.6％

・継続して実施 ・10/3　　　光明小学校（5年生）
・10/10,17 安倉北小学校（5年生）
・10/31　　 西谷小学校（5,6年生）
・11/14　　 良元小学校（6年生）
・12/17,18 丸橋小学校（6年生）
・1/8　　　　逆瀬台小学校（5年生）
・1/23　　   すみれガ丘小学校（5年
生）

令和元年度
予算額（千円）

178,810（3館の指定管理料） 5,876 1,350

成果

・中央公民館については、当初の計
画通り進捗し、平成31年2月にグラン
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。
・指定管理者制度を導入後は、土・日
曜、祝日における新規受付を開始した
り、受付時間の拡充など、サービス向
上に資する取組を行った。

・学校、家庭、地域が一体となった教
育活動が推進された。
・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。

・それぞれの児童がグループで台本
を作成し、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。
・H29～H31(R1)の3年間で毎年実施
希望する学校は4校ある。

課題

講座事業において、市の指定事業に
ついては滞りなく実施できている一方
で、指定管理者が主体的に行う自主
事業については、その内容や実施回
数等、行政側と十分に協議する必要
がある。

学校間で「みんなの先生」の活用につ
いて格差がある。小学校ではよく利用
されているが、中学校では上手く利用
できておらず、更に先生を探さなけれ
ばならない大変さがある。

補助金援助は来年度までで、再来年
度以降は予算の削減が考えられるた
め事業方法の見直しも検討する必要
がある。

今後の方針

指定管理者と市教育委員会が連携し
て、公民館事業の充実に取り組むとと
もに、利用しやすい公民館に向けて市
民サービスのさらなる向上を図る。

学校間で活用の格差があるため、委
託金を有効的に活用できるよう、分配
基準を検討する必要がある。

現４年生が４クラス以上で未実施の大
規模校でも実施できればと考えてい
る。

担当課 社会教育課 学校教育課 教育研究課

平成30年度
実績

・中央公民館が平成31年2月にグラン
ドオープン（第二期開館）を迎えた。

・各公民館利用率
　・中央公民館　利用率：29％
　・東公民館　利用率：41％
　・西公民館　利用率：55％

・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598人、団体登録118団体

・活動回数
個人活動1,187回、団体活動3,227回
 【内訳】
　・個人内訳：
　　幼稚園201回、小学校817回、
　　中学校143回、養護学校26回
　・団体内訳：
　　幼稚園330回、小学校1,865回、
　　中学校1,029回、養護学校3回

・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）


