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会議の概要 

 

会議名 第４回宝塚市民文化芸術振興会議 

開催日時 令和２年２月６日（木）１５：５０～１８：００ 

開催場所 宝塚市立文化芸術センター  

出席委員 藤井委員 越知委員 梅田委員 中辻委員 柳楽委員 秋津委員 

三戸委員 土井委員  

公開の可否 可 

傍聴者 なし 

議題及び結果の概要 １ 開会 

事務局：配布資料確認等。 

会長：挨拶。 

 

２ 報告 

事務局：会議の成立（宝塚市民文化芸術振興会議規則第５条第２項の規定

により成立）。 

傍聴希望者は会議開始時点でなし。 

 

会長：途中、傍聴希望者があった場合は、皆様に報告の上入室いただく。 

 

３ 議題 

（１）宝塚市文化芸術振興基本計画骨子（修正案）について 

 

会長：宝塚市文化芸術振興基本計画骨子について、修正案の説明をお願い

する。 

 

事務局：文化芸術振興基本計画骨子（修正案）資料１、資料２説明。 

 

会長：前回の会議で出た諸意見について検討いただいて、それについて文

言をどう変えていくか、それから、回答としては、骨子の中には入れずに、

本編のほうで表現していくと判断されたものとか、さまざまなことが資料

の２で対応されている。委員の皆様には事前にご確認を頂いていると思う

が、我々の意見をしっかり反映していただき、日本語的にも分かりやすい

文言になっていると思う。今説明を受けたこの内容について、ご意見、ご

質問等があれば順次お願いしたい。 

    委員：細かいことになるが、修正していただいた文章も含めて、「何とかで
あるが、何とか」というつなぎ方が多くなっている。これは現状と課題な

ので、現状はこうだったと１回言い切っていただいた方が分かりやすい。

全部が「こうだったが、あまり良くなかったね」みたいな結論になって、

しゅんとなってしまうので、文章を２つに分けていただくのはどうかと思
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った。 

    会長：その辺、いかがだろうか。        委員：例えば（１）の「創る」のところはそのようになっている。「充実が
図れた」で終わって、「一方、」で次の文章になっているので、そういう形

に全部していただいたら、ああ、ここはできているとすっきりするのかな

と、表現上の問題として思った。 

 

事務局：日本語のテクニックとして、つなぐと後ろの方が強調されてしま

うところがあって、悪く理解されるほうが強くなってしまうので、この辺

は切るなり、全体的に考えたい。 

    委員：文化を取り巻く社会環境のところで、（３）の人口減少、少子高齢化
の進展は、かなり具体的な書き込みになって、分かりやすくなったと思う。

その中で、少し長くなるかもしれないが、これは高齢化のことを書いてい

るので、できたら少子化の部分で数値的に減少していることを、少子化と

高齢化と切り分けて記載してもいいのではないかと思った。     次の（４）の情報化の進展のネガティブな部分と、警鐘を鳴らす意味で
という書き込みは、すごくいいことだと思っているが、「実体験による本質

を見極める力が求められる」という表現が分かりにくい。そういう現実が

あることは知っているが、「実際に体験する機会が減っている」まで書ける

かどうか分からない。そういうことではないかなという危機感が少しあっ

て、そこは書けるといいなと思った。     次に３の（４）「伝える」のところで、検定のことを学習者と書いていた
だいて、話がすっと入るようになったと思うが、ここでアクティブシニア

だけに限定する感じになるのはどうかと感じている。もちろんアクティブ

シニアの方が活動されていることも多いが、それ以外の方もいろいろ展開

されている部分があるので、この流れで作ると、検定は高齢者だけが受け、

そのあと活動しているように取れるので、切っていただいた方がいいかな

と思う。     それと、５の「将来都市像で掲げる」の（３）の、今回は「文化芸術を
身近に感じるとともに、生活文化に親しみ」という部分は、一方で生活文

化に触れているが、文化芸術の中に生活文化があって、生活文化と並ぶの

であれば「芸術」や「芸術文化」と言う方がいいのかなと個人的には感じ

ている。「文化芸術」という言葉自体が、文化芸術振興基本法ができてから

出てきた言葉で、少しややこしいが、並列で並べるのなら「芸術」の方が

いいのかなという気がした。     それから、（５）の「発信する」のところで、先ほどと同じ内容だが、今
回の一元化のプラットフォームのところについて、「取り組んでいくととも

にアーカイブ化を検討する」とつないでいるので、前回の骨子案にあった
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「推進する」というニュアンスが、「検討する」というニュアンスに後退し

たような印象を受けてしまう。それはもったいないと感じているので、そ

こも少し書きぶりを濃くしたほうがいいのかなという印象を受けた。私は

以上である。 

    事務局：そこは「推進する」というようにしたい。 

    委員：（４）の将来都市像の右側「文化芸術あふれるまち」のところだが、
前回、生活の中に文化があるが、みんながそれに気付いておらず、文化と

いうものはすごく遠いものではなくて、それぞれがそれを文化として再認

識することによって個人個人の意識を高めていくというお話があったと思

う。それはすごくいいなと前回の会議で思ったが、そうすると何となく気

になるのが、普段の暮らしの中に文化は「自然にあるものです」というの

はどうなのだろう。文化は自然にあるのではなく、気付けばそこにあるも

のであって、それを認識することでそれぞれが文化というものに携わるこ

とにもっと自信を持ってみたいなニュアンスだろうと思っている。「自然に

あるもの」とすると、何の努力もなく文化というものが存在するのかなと

いう気がする。     また、「伝える」の４行目、「見えにくくなっているもの多く存在してい
る」と１字が抜けているのが気になった。「ものも」だと思うので修正いた

だきたい。     それと、裏面の（４）の「ウィルキンソン タンサン」の話がこの間も
出ていて、この流れだと文章がちぎれている感じがする。「推進も必要であ

る。例えば近年クローズアップされた」などのつなぎがあれば分かりやす

いと思った。 

    事務局：ご指摘を受けて修正したいと思う。 

    会長：今出てきた意見に同意するが、まず現状と課題の（４）「伝える」の
ところで、前回研究者と書くと大学の先生みたいだという話をした記憶が

あるが、今回は文言を「学習者」に変えてくださっている。今さらだが、

「学習者」よりももっと踏み込んでいいのかなと思う。というのは、「学習

者」だと受け身なイメージで、そこで学んで探求をして、それを伝えてい

くというアクティブな要素が削がれるような気がした。大学教育はどうあ

るべきかといった PBL などのことを踏まえた論文があって、そこでは学

生のことを「学習者」から「探究者」という表現にしていた。「探究者」も

誤解を招く可能性があるが、「探究者」だと、学習をした上で気付いたこと

を踏まえて、さらに探究をして本当に研究者的な、次の世代に伝えていく

ようなイメージがあると思った。しかし、あえて「研究者」という言葉を

市民に使うのもよいかなと思い始めている。例えば「市民研究者」という

表現にしたら、研究機関で働いて論文を書いて実験するというイメージは
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なく、すごく熱心に探究しているイメージになると思った。その２つを皆

さんに投げかけてみたい。「市民研究者」もしくは「探究者」という言葉で

どうだろうか。     あと、アクティブシニアについて、先ほどシニアばかりという話が出た
が、宝塚学検定を顕著な例としてここに挙げているのは分かる。その中で、

探究者が生まれて、いろいろな人がいる中でもシニアが頑張っているとい

う文章表現にすれば、シニアばかりではないことも分かるかなと思う。あ

と、赤字で修正した後半の「そのような活動を促進していく必要がある」

のところについて、もちろんそれで集約されるとは思うが、70代の人が 60

代の世代に伝えていくのもあるかもしれないし、もっと下の子どもたちに

伝えていく力にもなるかもしれない。せっかく「伝える」のところにある

ので、シニアの活躍や市民研究者の活躍・活動を促進していって、その先

に伝えていくことがあるというのを見せたい。そうしたら、例えば「その

ような活動を促進し、次の世代に伝えていく必要がある」という書きぶり

はどうかと思った。     あと、各委員のご意見を今お聞きしていて、５の方向性の（４）の真ん
中辺、ウィルキンソン タンサンのお話があった。これも、特徴があるも
のを例示していると一言二言付け加えるだけで、分断した感じでなく、そ

ういう例として特徴的なものがあるのかなと認識できるので、違和感はな

くなると思う。あと、文化芸術なのか芸術文化なのか、生活文化と並んで

くるという議論もあると思うが、ほかにまだご意見があるかもしれないの

で、一通りお聞きしたい。 

    委員：私も５の（３）の「……とともに、生活文化に親しみ」というとこ
ろが分かりづらい気がしている。文化芸術というのもまだピンと来ないと

ころがある。それと、「生活文化」という言葉に変えていただいて、「生活

文化」とは、どういうものをイメージしてこの表現になったのか教えてい

ただければと思う。 

    事務局：「生活文化」は、法律では華道とか茶道とか、あと食文化など生活
に密着する文化と示されている。特に食文化は皆さんに直結するもので、

あと、衣食住の衣類なども含まれると考えている。 

 

委員：特に文化芸術との違いというのはどうか。 

 

事務局：確かに、文化芸術というのはもっと広範に含んでいるものである

ので、生活文化はその一部と理解されるのかなと思う。 

 

委員：法律的に言えば、芸術があって、メディア芸術があって、伝統芸能

があって、芸能があって、あと生活文化だったか。そんな感じの立て付け

になっている。 
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委員：並列されていると意味が分かりづらい。 

 

委員：意味が分かりにくくなる。芸術だけにしてしまうと、この領域を外

れるのかなとなる。 

 

事務局：今回はこれを提案させてもらったが、生活文化を入れないか、も

しくは「芸術を身近に感じるとともに」のような文言にした方がいいかも

しれない。 

 

委員：前回言ったのは、文化を取り巻く社会環境の（６）のところで、文

化芸術振興基本法が改正されたときに生活文化の領域が広がり、そこに食

文化が入ったことを入れたほうがいいのではないかという話だったので一

部改正の改正概要の中に生活文化の領域拡大、食、有機的な連携について

触れてもらって、後半では文化芸術の中に含んでしまったほうがすっきり

するのかなという気も個人的にする。 

 

委員：全体的に子どもについての内容がすごく少ない気がする。例えば、

これからの人を育てるなど、どこかに入る余地がないのかなと思う。現状

でも多分子ども関連のことについて考えられていると思うが、そういうこ

とがあまり書かれていないのが少しもったいないと思った。せっかく文化

芸術センターができて、子どもが自由に、子どものために何かをする場所

ができたにもかかわらず、そういうものが入っていないのが、今さらなが

ら、もったいないなという気がした。 

 

会長：子どもの内容が見えないのを僕もすごく寂しいなと思った。そうい

う意味でも、先ほどのシニアの力で伝える、その先に「次の世代に」とい

うことも入れたら、そういうことも想像できるかなと思った。少子高齢化

とはいえ未来を担っていくのは子どもなので、もう少し意識して各項目に

そういうニュアンスを入れる余地はないか。あと、先ほどの生活文化の入

れ方は、先ほどのお話が一番腑に落ちて、すっきりいくと個人的に私は思

ったが、いかがだろうか。 

 

事務局：子どもの件については、現計画では「ともに楽しむ」というカテ

ゴリーがあるが、確かにどこかに書かれているかというと、そうでもない

かなと思う。現計画を継承するなら、「ともに楽しむ」のところと将来都市

像の方向性のところに子どもについての内容が入ってくるかと思う。「教

育・福祉・子どもの分野との連携を強め」と入っているので、ここをもっ

と強調した方がいいと思う。  生活文化については、考え直す。我々の考えとしては、２の（６）の社
会環境の中の一部改正のところに食文化のことを入れるという話だった。
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改正の概要を見ると、法律の範囲に各分野の施策を織り込むと趣旨の中に

謳われているが、実は食文化を生活文化と芸術に追加するということは、

もう少し下のレベルの改正の概要の中の施策の一環の５つ挙げられている

うちの１つにしかすぎなくて、ここに入れるには小さ過ぎる話かなと事務

局で理解した経緯がある。なので、これと食文化を並列させるのは、レベ

ルが小さ過ぎるという思いがあったものだから、現状こうなっている。 

 

会長：状況は分かった。では、それを含めて再考いただいて、こちらにど

う入れるか。入れるとしてももう少し工夫しなければいけないと思う。今

日、かなりご意見が出ているが、またもまれたものが次に出てきて、そこ

で承認ということでいいのか。 

 

事務局：ご意見を今日も頂いているので、次回もう１回確認するというこ

とで、先送りにしたい。 

 

会長：次回で最後だよという感じでよいか。 

 

事務局：検討する時間を頂かないと、今日即答できる内容でもないので、

もう１回もませていただきたいと考えている。頂いている意見のレベル感

もあり、重要なご指摘もある。 

 

会長：ということなので、今日言い切っておかないといけない。ご意見が

まだの方はぜひお聞かせいただきたい。 

 

委員：以前、この骨子案はどこに持っていっても通用するような特徴のな

いものというご意見があった。また、「子どもの影があまり感じられない」

というお話もあったので、私も考えて、宝塚市で文化芸術を振興するのに、

もう少し学校教育に力を入れるようなことが書き込めないかなと思う。や

はり小さいときから関心を持つことが、創造力を育て、やがて成長してか

ら新しい産業を見つけ出すものにつながっていくと思う。だから、よその

市にはないような学校教育を、教育委員会と相談してできるような方針を

立てることはできないか。 

 

事務局：前回、そのご指摘があって、一番重い意見だったので、そのご意

見を受け止め切れずに今日に至っている。実は内部では、宝塚市でどのよ

うに差別化するか、何を打ち出すべきか、随分議論した。大変抽象的だが、

今回市として、創造都市という都市の理念、旗印を掲げて、都市経営とし

て文化芸術を考え、文化芸術のステージを上げていくことを我々は打ち出

そうとしている。差別化とまでは言えないが、西宮市は文教都市でいこう

としていて、我々は文化芸術都市と言われながら、文化芸術とあまり言っ

ていなかった。住宅都市とかいろいろあったが、私は文化芸術都市として
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不動のものを築くというこだわりがあった。一方で今言われたように、創

造都市という中には人を育てることが重要になってきて、文化芸術センタ

ーの来年度の予算に、21世紀美術館に倣って、市内の全小学校の４年生か

ら校外学習でここへ全生徒に来てもらうように教育委員会と協議し、予算

措置もその方向で進むことになっている。文化の力で次世代の子どもを育

て、子どもが育っていかないと文化芸術都市は実現できないという考えは

大事にしていきたいと思う。盛り込める可能性はあると聞いていて、それ

を３番のところに成長するというニュアンスをもっと入れて書くか、ある

いはもう一つ書いたほうがいいのか、考えさせていただきたい。 

 

委員：まさに今言われたが、あとはやはりこの文化政策が都市政策全体に

どう落とし込まれるかをぜひ見てみたい。ここはその議論をする場ではな

いので、分からないが、そこまで文化創造を都市の政策に生かしていこう

という骨子があるとすれば、市役所全体もしくは都市全体として、それが

政策としてどのように反映されていくのかはぜひ見てみたいと思ってい

る。また、その辺の成果が出たところでぜひ聞かせていただければと思う。 

 

委員：先ほど少子化の話があったが、少子化と情報化の進展のところで、

例えば子どものときに本に触れた人は本を読む回数が多いとか、自然体験

でも同じようなことが言われているが、文化体験も幼少期にどれだけ経験

するかで将来が決まることは間違いなくあると思う。実際、ベガ・ホール

でパイプオルガンの体験をきっかけに冨田一樹さんが海外で賞を取られた

し、最近も坂井時忠音楽賞を受賞された。もっと言えば、手塚治虫さんが

ここで育ったことがああいう漫画につながった。住宅都市が宝塚市のキー

ワードだと思う。ここで住んで育つ中で、文化芸術の体験機会が幼少期に

あることでクリエイティブなまちになっていくという文脈になれば、宝塚

市の特長を生かした展開になると、聞きながら思った。その辺りで子ども

の要素は僕ももっと入れていった方がよいと思う。 

 

委員：今、子どもの話が出てきたが、「創る」、「つながる」、「ともに楽しむ」

というキーワードの中に、「人を育てる」とか「文化芸術を育てる」、「とも

に育む」みたいなキーワードがどこかにあってもいいかなと思った。それ

と、先ほどの４年生になれば校外学習でここに来るということも、例えば

西宮市だと芸術文化センターへ鑑賞に行くと思うので、「いいね、宝塚市は。

何年生になったらここに来るんやね」と、みんなに自慢できるような取組

があってもいいかなと思った。 

 

会長：意見は出尽くしただろうか。 

 

委員：７つの柱がもう１本増えるかもという話があるのなら、言おうかと

思った。もし増やすのなら「育てる」ということだと思うが、その内容自
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体は多分この３番目のところに入っているので、「ともに楽しむ」という言

い方が果たしてこの内容に合っているかどうかは、少しあるかなと思った。

「育てる」ということを３番に含めるのなら、違う言い方をすればすっと

みんな腑に落ちる柱になるかもしれない。 

 

会長：それでは、１つ目の議題はこれで閉じたい。次に、先ほど見学いた

だいた文化芸術センターの事業計画等について移りたいと思う。まず、ご

説明をお願いする。 

 

（２）宝塚市立文化芸術センターの事業計画等について 

事務局：先ほど見学いただいたが、ソフト面について説明させていただく。 

（資料について説明：省略） 

 

会長：非常に具体的に年間の計画、それから長期の計画を含めて、映像で

見せていただき、期待も持ちながら拝見していた。今日見学をして、その

感想、それから今日、事業の計画もお示しいただいた。それらについて感

じられたこと、気付かれたこと、ご意見等々、ご質問などもお聞きしてお

きたい。時間が限られているが、どうぞ忌憚のないご意見、感想をお願い

したい。 

 

事務局：さきに、ご質問を頂いているこの施設の延べ床面積は、3,110.89

平米になる。あと、施設の運営費用は、指定管理料として次年度１年で１

億 1,800万円を予定している。 

 

委員：拝見して、すごいオープン空間の施設で、かつガラス面もすごく大

きいので、空調費用とかが相当かかりそうな感じがするが、指定管理費の

中にランニングコストも入っているか、それとも別枠か。 

 

事務局：指定管理料を算出するときは、所定の費用と事業費から、単純に

言うとここの貸館等で収入を得られるものをマイナスしている。管理費は

積算の中に含んでいるとお考えいただければよい。 

 

委員：つまり、人件費とかランニングコストとか保守点検の費用とか、そ

れを全部含んで１億 1,800万という形で、それに対して得た収入がプラス

アルファ乗ってくるという感じか。 

 

事務局：私どもで試算した事業費を仮に 100として、収入が我々の見込み

で 20とすると、マイナス 80であるので、粗く申し上げるとそこが指定管

理料の基礎になる。今の流れでは、民間企業が指定管理者になり、さまざ

まな努力をされる。市とすればその積算の中で、努力した部分については

一定インセンティブも加味しながら進めていくところである。 
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委員：その辺の事業収支計画みたいなものは、特にこの委員会には開示さ

れないのか。見せていただいたら興味深いなと思っただけである。 

 

事務局：計画として、基本方針の中で「市はこういう考えである」とお示

しはしているが、今言われている事業者から出てきた部分についてはお出

ししていない。 

 

会長：その他、感想等々、いかがか。 

 

委員：庭園は 24時間開放とあったが、安全管理とかはどうなっているか。 

 

事務局：手塚治虫記念館との間はあまり樹木がない広場空間で、東側がメ

インガーデンと説明したが、ガーデンフィールズで、阪急電鉄が有料で営

業していたときの緑の深いところをそのまま残している。基本は都市公園

なので 24 時間オープンだが、左奥のメインガーデンの高木が多くてうっ

そうとしているところに関しては、夜間の防犯対策が心配されるので、周

りに柵をする。先ほど館の営業時間が 10時から 18時までと言ったが、基

本的には館の開館時間と合わせてメインガーデンについても運営する。そ

の奥は、隣のさくら橋公園などと文化創造館の方に 24時間行ける。 

 

委員：今、何も入っていない状態で見せていただいて、今後の計画とかも

あって、どんなものができるのかわくわくしているが、ここの名前が今、

「文化芸術センター」という、ありきたりな普通の名前である。ここが活

動を始めたときに、手塚治虫記念館の隣とか、昔ファミリーランドがあっ

たところとかいう言い方をされるのでなく、愛称を付けるとか、シンボリ

ックなものが欲しい。今は植木も何もないので分からないが、先ほど言わ

れたような、「大きなステンドグラスのあるところへ行こうよ」とか、市民

に親しみを持ってもらえるような、さっき山とかスミレの花とかいったロ

ゴマークがあったように、楽しくここに誘導できる愛称があればいいなと

感じた。 

 

事務局：いろいろな方面から、「文化芸術センター」は堅苦しい名前で、分

かりにくいと言われる。建物については市が条例を作って、正式名称は「文

化芸術センター」だが、パンフレットには英語表記として Takarazuka Arts 

Centerとしている。使い方としては、ミュージアムではなく、本来の文化

芸術という、質の良い芸術に触れていただく。その裾野を広げていくとこ

ろで、Arts Center という英語表記にしているが、この英語表記もどんど

ん広げていきたいと思っている。言っていただいた愛称については、２階

にはギャラリーがあり、１階にはライブラリー、アトリエ、市民ギャラリ

ー、あとオープンスペースがたくさんあり、１つの機能ではないので、イ
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メージ的に何をする場所かまだ分かりにくい。実際に我々が運営して、展

覧会とかイベント、ワークショップの事業をしているところを見ていただ

いて、夏ぐらいに市民参加型の展覧会などの事業をするときに合わせて愛

称募集できたらと考えている。本来であればオープン前が普通だが、今言

った理由で実際に見て感じていただいて名前を決めていきたいと思う。 

 

委員：キッズコーナーのところに本がたくさん入っているが、その管理が

大変だと思う。本も良いが、私はたくさんある棚を見たときにレッジョ・

エミリアのレミダ（REMIDA）みたいにできないかと思った。レミダとい

うのは地域の事業主、企業などから廃材をもらったものを置いておき、子

どもたちが来て勝手にそれを組み合わせて、想像しながら物を作る。今、

岡山にそういう方がおられて、神戸の KIITOでもしばらくやっていた。そ

こまで大きくなるかどうか分からないが、宝塚市内の企業とのコラボみた

いな形でそういう廃材を頂くことはできるのではないか。段ボールも頂け

たりすると思う。先ほどのウィルキンソンならペットボトルのキャップと

かペットボトル自体とか、企業で廃材になるものはたくさんあると思う。

子どもたちは既製品でなくても遊ぶし、逆にそっちの方が創造力を発揮し

たりする。それをたくさん集めて、あそこへ行けば絶対何かがある。それ

を使って何かができるという場所にそこがなればよい。そしたら子どもを

連れて親も行こうかとなったりする。そういう場にここが使えれば、企業

ともコラボできるし子どもたちも集まる。いろいろ整理することとか手間

がかかるかも分からないが、面白い場所としてここを使える。アトリエが

あるが、アトリエだけあってもどうするのみたいなことがあるので、わざ

わざ買うものではないものを提供してもらって遊べるスペースがあればと

思った。 

 

会長：それに似たようなことをうちの学生がやっている。教育学科なので、

大学のすぐ近くに団地があって、そこにまさにレッジョ・エミリアを絵に

描いたような保育園がある。そこで実践して入り込んでいる。あと、団地

の中に農業とアートと地域のいろいろな活動を集約したものができる場所

をこれから URが造ろうとしていて、そこにも少しそういう場所を造れた

らと考えている。例えば、この場所がアトリエで、本格的にワークショッ

プとかイベントをやらなくても、ふらっと来て、廃材をつないで、面白い

ものができるみたいな、子どもたちが学校帰りには「アートセンターに寄

ろうぜ」みたいな場所になるとよい。大学の教員としてはそういう場所が

あれば、ちゃんとしたワークショップで企画を立ててということでなくて

も、「ちょっと今日は宝塚市のアートセンターへ行こうか」と言ってゼミの

生徒を連れてきて、そこにたまたまいる子どもたちと一緒に工作するなど

できる。それで身に付けていくとか発見することもとても大きいと思うの

で、いい意味でだらだらした場ができてほしい。先ほど言われたことには

大賛成で、学生もボランティアで来やすくなるし、そういうのもお考えい
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ただいたらなと思う。 

 

事務局：早速よい提案を頂いた。 

 

委員：これはどうして夜は 18時までなのか。 

 

事務局：先ほどの指定管理料とか、実際にこの収支をどう見るかのところ

で、夜長くやる方が我々としては望ましいとか、季節的に夏場だけでも開

館時間を延長してほしいとかという思いはある。しかし、我々が基本的な

開館時間などのルールを決めて積算するときに、10時から 18時を想定し

て募集をかけた。もちろん事業者の提案の中で、我々はこの中心市街地エ

リア、夜が弱いお店とか施設を含めて、夜は全く閉まってしまって、人の

にぎわいがなくなる。提案としてそういうところを課題と捉えて提案して

ほしいと募集したが、事業者側は運営のことを考えて 10時から 18時とい

うことになった。ただ、これは引き続きオープンしてからの課題だと思う。

手塚治虫記念館も夏休みには少し延長したりしているので、その辺りはオ

ープンしてから指定管理者側と話をしていかなければいけないと思ってい

る。端的に言えば、夜も当然開けたい、ホテルに泊まっている人がここを

利用できるようにしたいが、そうすると１億 1,800万の指定管理料がうん

と高くなる。この事業をするにあたり、今のご時世に文化施設にお金を投

入することについて当初は反対が多く、「１億もかかるのか」みたいな感じ

で、我々はずっと追及されてきたのが正直なところである。今後、「何で夜、

開けへんねん」と利用者の方にどんどん声を上げてもらって、できればも

う少し延長したいというのが我々の願いである。 

 

会長：イベントの日だけとか、イベントの内容によって特別にというよう

なことから試していく手もある。 

 

事務局：お帰りになるとき外からこのセンターを見ていただけたらと思う。

先ほどのキューブホールもそうだが、ガラス張りで、空調のこともあって

環境型のガラスを入れている。外から見たときに中の楽しさ、中の様子が

ショーウィンドーのように見え、何をやっているのかなという感じになる。

夜はそういうメリットがあるので、これからの課題として考えたい。 

 

委員：先ほどアートフェスティバルの話が出ていた。先日、文化政策課と

観光企画課の方と、文化財団も協力して、夜のにぎわいという課題をどう

するかを含めて意見交換をした。僕らは地域に根差しているので、いい意

味で地域の盛り上がりに関わっていきたい。今いろいろな事業が走ってい

るので、その辺をうまく調整していきたいと思う。それと、おもちゃ美術

館は各地にあるが、東京・新宿区のおもちゃ美術館はユニークなことをや

っている。廃校を使ったりつぶれた百貨店を使ったり、地元の企業を立ち
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上げて運営したり、すごく面白い取組なので、それに近いことがここでも

できるのではないかと感じた。 

 

委員：おもちゃ美術館は、別の場所に出張してもらえるところがある。ま

た、おもちゃ検定というのがあって、おもちゃのいろんなことを知ること

ができる。なので、おもちゃ美術館にここに来てもらって、うまく連携す

ればと思う。 

 

委員：今日、チラシや文化財団の事業のことなどお配りしたが、その中で

１つ、縁（えん）フェスをやろうとしている。中央公民館で宝塚市がエイ

ジフレンドリーの流れでされているところに、市民の方から文化財団も協

力してくれないかと声を頂いて、「かえっこバザール」などを使いながら、

ほかのいろんな取組をつなぐ仕掛けをしようとしている。この辺りも連携

につながるといいかなと思う。あと、先ほどの文化芸術拠点連携促進協議

会も、全体が盛り上がるために数回意見交換を始めた。文化芸術センター

には駐車場があり、バスも停めることができるようになったので、手塚治

虫記念館だけでなく、文化創造館やベガ・ホールとも連携できる。ベガ・

ホールはパイプオルガンがあるなどすごくいい場所だが、なかなか行きに

くい。しかし、ここからだとすぐ行ける。そういう広げ方もできると期待

感を持っている。この協議会の中でも情報交換をしていこう、３施設で連

携するときに場所の表示や誘導も一体的な取組をしていただきたいと意見

を出した。その点で今日残念だったのは、入り口にある地図にこのエリア

しか載っていなくて、矢印だけでさくら橋公園、文化創造館となっていた。

手塚治虫記念館はつながっているからシルエットがあるが、文化創造館は

字だけで、影も形もないのは残念に思う。さくら橋公園のステージから文

化創造館もマップに入れた方がいいし、文化創造館側からのルートのとき

に手塚治虫記念館とこのセンターに誘導するような仕掛けも、併せてご検

討いただけたらと思った。 

 

会長：トンネルを抜けて行き来すると、わくわくする仕掛けにもなり得る

ので、その辺、上手な見せ方があるといい。 

 

委員：子どもたちの遊ぶところはあるが、一番忙しい中高生が卒業するま

でに必ずこのセンターを知ってほしいので、ここへ呼び込む仕掛けが欲し

い。この頃子どもたちは学校が終わっても塾に行ったり部活があったりで、

なかなかこういうところに来る余裕がない。私たちは「宝塚現代美術てん・

てん」を小学校の子どもと一緒にやっている。私たちは大人の展示と子ど

もの作品が一緒にあるのを子どもたちに見てもらいたいと思っているが、

授業で時間が取れないからと言って、展覧会に子どもたちが見に来ない。

一番大切な目的が果たせない状態である。このセンターへどれだけ子ども

たちが来る余裕があるだろうか、心配である。子どもたちが来られるよう
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な仕掛け、例えば学校の授業で必ず１年に一遍とか二遍は来る仕掛けはで

きないか。 

 

事務局：来年度、小学４年生が来るのは決まっている。もちろん中学校も

高校も来るように言うが、教育委員会にはそれだけでも大変な問題がある

らしい。校長の理解を得ながら決めなければならないので、即断はできな

いのが現実である。学校のカリキュラム、校外学習としてやっていくこと

を目指したいが、それ以外のアプローチで、自然に来たくなるような方策

はないかを考えている。 

 

委員：そういう年齢の子どもたちがここで経験をしてくれないと、この施

設が育っていかない。何かいい方法はないか。今、やっているのは、物を

作ったりする大人ばかりが対象で、子どものスペースもあるが、果たして

どれだけ利用する子どもたちが集まるか心配である。 

 

事務局：高校生美術部展を紹介したが、最終日に高校生と先生にセンター

に来ていただいて、新しくギャラリーができるのを見ていただいた。まだ

分からないが、美術部展をセンターで開催できるかもしれない。年齢に応

じたプログラム、高校生が来やすくなるプログラムを増やしていくことが

大切と思う。ただ、施設側が提供するプログラムに興味を持ってきてくれ

るのは家庭教育の領域なので、年齢が小さくなるほど親が連れてくること

になる。来やすくするプログラムの提供と、館側から出ていくアウトリー

チ、学校教育のプログラムで校外学習に来てもらうとか、その両立が絶対

に必要になると思う。むしろ文化芸術センターの敷居を下げて、学校教育

とのつながりがもっと大切になってくるかもしれない。 

 

委員：宝塚市だからこそ、こういうことができたというようになればいい

なと思う。 

    事務局：高校生をターゲットとして、興味を持って来てちょうだいという
のはなかなか難しい。 

 

委員：音楽のことだが、宝塚ベガ音楽コンクールで県立西宮高校の音楽科

の生徒が１位になるとか、そういうきっかけで西宮高校の音楽科の生徒が

年５回ぐらいコンサートをしていて、来年度で 50回になる。そういうこと

をやっていると、そこを卒業した子がベガ・ホールを使ってくれるなど、

いろいろ広がりがあるので、連携してつないでいくと効果があると思う。

あと、去年、一昨年と市内の宝塚高校の生徒にインターンシップで文化財

団へ来ていただいて、実際に事業企画を立ててもらった。少人数だが、高

校生には鑑賞のプログラムより、そういう形のアプローチの方が効果はあ

る。なぜ地域で文化財団や文化施設が必要かという話も、高校生ぐらいだ
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としっかり受け止めて、一緒に考えてくれたりする。あと裏側を見せるこ

とで興味を持ってくれる。また、僕らが気付かなかったことを教えてもら

えるような場ができている。このセンターでもさっきの学校へのバスとか

以外に、そういう連携ができたら面白い。残念なことに文化創造館もベガ・

ホールもソリオホールも、建物の構造的に人がたまる空間が少ない施設だ

が、ここはいろんな人が交じり合う広いスペースを持っているので、そう

いった可能性を拾ってつないでいく作業を丁寧にやればできるのではない

か。そこはセンターという意味合いからもやっていかなければいけないと

思う。 

    事務局：高校でいうと宝塚北高校の生徒さんが、２年前ぐらいのあおぞら
劇場のときに、さくら橋公園の舞台とその周辺を使ってダンスをした。そ

れは舞台だけでなくて、フラッシュモブで周りから人が集まって、子ども

たちや親子連れと一緒になってやったのが私はすごく印象に残っている。

高校生の関心は美術とか造形芸術だけではなく、音楽とかダンスとかにも

ある。興味が何であっても、場所として庭園や広場もあるので、いろんなこ

とで高校生や学生に来てもらえればと思う。 

    委員：さっき開館は 18時までかと聞いたのは、１つそこがある。高校生は

忙しくて学校に 18時までいる。私のところは演劇科なので特殊かもしれな

いが、調べたいことがいっぱいある。ここで資料をアーカイブ化するみた

いな話もあったが、何かあると我々は「民族学博物館に行け」と言う。そこ

ならビデオテープや資料が豊富なので、日本の文化を知りたいときは民族

学博物館となるが、非常に行きにくい。ここが少なくとも 19時まで開いて

いて、資料が蓄積されて、日本の文化を調べるセンターになれば、高校生は

１時間でも来ると思うし、私たちはすごく助かる。 

    会長：お話をしているといろんなアイデアが浮かんできて、点と点がつな
がるなという印象を持つが、ほかにアイデアとかあれば。 

    委員：アイデアはないが、私はここの使い方のイメージができていないの
で、お聞きしたい。フリーでオープンなスペースとなると、例えば一方でミ

ニコンサートをやっている。他方では子どもたちが騒いで走り回る。会議

室も使っている。上は静かに見てほしい鑑賞物があるとなったときに、一

つ一つのスペースの催しがぶつかってしまうことが想定されるが、その辺

りはどのようにお考えか。 

    事務局：もちろんそういうデメリットがある。我々は、青森県の八戸の「は
っち」が面白いと聞いたので、視察に行った。そこは建物の構造が全然違

う。日本舞踊を練習しているが、それは仕切りもなく、オープンで見られる

ことを前提にしている。横では違うワークショップがある。入れ代わり立
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ち代わりみたいな感じで、それがにぎわいを生んでいる。こんなこともで

きるのだという感覚を持った。運営は難しいが、その多様さがかえってよ

いという運営をしていかなければいけないと思う。上手く言えないが、そ

んな感じである。指定管理の総括責任者の髙さんと話をしていると、どう

しても２階の展示室、メインギャラリーと１階の使い方が気になるところ

だが、最初から我々も文化の複合施設ということで、２階は展示のフロア、

１階は交流のフロアとしている。それからいうと、美術館のように中に入

った瞬間に静かというところではない。最初からそれは意図して、そうい

うものを目指している。絵を見る場所は静かにしないといけないが、イコ

ール子どもを連れて行きにくい、ベビーカーを押して行きにくいみたいな

ことが今も残っているが、そのような施設を自分たちは目指しているわけ

ではない。子どもたちが来て、騒ぐわけではないが、お母さんやお父さんと

話をしながら見ている。そういう形を目指していきたいというお話も頂い

ている。それがほかの人に迷惑をかけることではなく、自然にルールとし

てできていく。交じり合うことが良くなるのではないかなと我々は思って

いる。 

    会長：非常に時間をオーバーしたが、それだけ期待値が高いことでもある
と思う。また、気付いたことがあればこの会の中でも声を上げていただい

て参考にしていただければと思う。今日出た意見なども踏まえて、今ずっ

と写してくださっているが、協議会での議論がとても大事かなと思うし、

それがしっかり力になって動かしていく動輪になってくれることを期待し

ている。それでは、一応これで議事は終了にしたいと思う。連絡等があれば

お願いする。 

 

４ 閉会 

 

事務局：次回の宝塚市民文化芸術振興会議について、メールでお知らせし

た通り、本年度最後となる第５回振興会議は 3 月 18 日水曜日の９時半か

ら市役所２階文化政策課横の 2-4会議室で行う。 

 

会長：それでは本日の議論はこれにて終了する。 

 

（3 月 18 日に開催予定の第 5 回宝塚市民文化芸術振興会議は新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため延期しました。） 

 

 



資料 １宝塚市文化芸術振興基本計画 骨子（修正案）

１

文
化
芸
術
振
興
基
本
計
画
の
位
置
づ
け

宝塚市文化芸術振興基本計画
現計画(2015-2020年度 6年間)

次期計画(2021-2030年度10年間)

文化芸術振興基本法(2001年制定)

文化芸術基本法に改正(2017年改正)

宝塚市民の文化芸術に関する基本条例(2013年制定)

（第14条文化芸術振興施策を推進するため基本計画を策定）

第6次宝塚市総合計画

計画期間2021‐2030年度 (策定中)
スローガン「わたしの舞台は たからづか」

観光・産業・文化分野のめざすまちの姿

「宝塚らしい“にぎわい”と文化芸術が

あふれる、創造性豊かなまち」

兵庫県芸術文化振興ビジョン

(2015年策定)

文化庁文化芸術推進基本計画

(2018年策定)

宝塚市産業振興ビジョン

計画期間2021-2030年度
(策定中)

農業振興計画

商工業振興計画

観光振興戦略

2

文
化
を
取
り
巻
く
社
会
環
境

(1)SDGsの取組み ※ 2015年9月国連サミットで採択された「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の

実現のため、2030年度を年限とする17の国際目標。

→文化芸術の力を活用し、多様性と包摂性のある持続可能な社会の実現を目指す。

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

新たな文化芸術が創造される。

(3)人口減少、少子高齢化の進展
→都市経営が困難になるとともに、文化芸術継承の人材が不足する。宝塚市では2015年に比べて2030年では

6.5％人口が減少し約210,000人に、65歳以上の高齢化率は7.5ポイント増えて34.9％となる見込み。

(4)情報化の進展（情報通信技術の発達）
→容易に文化芸術を享受し、効果的な発信と共有が実現される一方で、情報の氾濫が進み、実体験による本質を

見極める力が求められる。

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

(6)文化芸術振興基本法の一部改正
→文化芸術基本法へ（改正の概要：観光やまちづくり、国際交流、福祉、教育、産業などの関連施策と有機的な

連携を図ることにより文化芸術を推進する。）

３

宝
塚
市
の
文
化
芸
術
振
興
の
現
状
と
課
題

4

将
来
都
市
像

文化芸術における10年後の目指すまちの姿については、第６次宝塚市総合計画

「観光・産業・文化分野のめざすまちの姿」から【ともに創る 文化芸術あふれる

創造性豊かなまち】 になるよう右記のとおり取組を推進し、

将来都市像 『創造力を育む 文化芸術の薫り高い 宝塚』 を目指します。

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

取組みます。

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

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

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

政府は、2018年、「文化芸術推進基本計画」を定めるとともに、地方公共団体において、同計画を参酌して、そ

の地方の実情に即した「地方文化芸術推進基本計画」を定めるよう努めるものとするとしています。今回、見直し

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

のとして、策定します。

・本市のかけがえのない、また膨大な有形・無形の文化遺産は、市民や各種団体、行政の手で受け継がれてきた。
・そのなかで、文化遺産の価値が明確で、多くの市民に受け継がれているものもある一方、その価値が十分に伝承されていないものも
多くある。

・また、伝承されないまま時が流れ、本来の価値が潜在化し、見えにくくなっているもの多く存在している。
・本市では、近年、「宝塚学検定」から多くの学習者が生まれ、いわゆるアクティブシニアによるまちの歴史を知るための活動等も展開され
ており、そのような活動を促進していく必要がある。
また、伝統芸能を継承する事業も継続的に実施している。しかしながら、全体として、文化遺産の伝承を担う人材は減少傾向にある
ことが否めない。

・本市はこれまで、都市計画法・景観法・市条例等による制度を活用し、良好な景観の保全と誘導に努めてきた。
また、歴史的建造物や樹木等についても、法令に基づく指定を行い、その保全を図ってきた。

・しかし、現行の景観保全ルールは大まかで緩やかな内容となっており、法令の規制だけで景観の保全は困難である。
・このため、本市は、良好な景観に対する市民の総意を形成しながら、市民主体の景観保全・形成活動の支援を行っている。
・一方、「守る」ものは、景観だけではない。前項の「文化遺産」も含めて「守る」取組が求められている。故に景観の概念にも、文化遺産
を包含することで良好な景観を保全している。

・広報たからづかや市HP、宝塚市文化財団からの各種イベント情報については積極的に実施してきた。
・また、宝塚歌劇や大本山中山寺、清荒神清澄寺など、本市が誇る文化情報は、市広報・文化・観光・教育・環境等、適宜、行政
関連情報として発信する一方、民間の各事業主体から文化関連情報が発信されている。

・現計画において、文化芸術に関する情報の一元化とプラットフォーム化を掲げていたが、体制と財源不足を理由に実現できていない。
・また、文化芸術への関心を喚起し、誘客効果や都市ブランドを強化させるマーケティングの視点を考慮した情報発信も課題となっている。

・現行の支援としては、各文化団体や活動団体に対し、文化施設を中心とした活動機会の提供や補助金の交付、個別文化事業に
対する後援や広報支援等を行っている。

・しかし、現行の支援は、市内の文化施設における各種の文化事業を通じて展開している支援が中心となっており、市民文化の裾野を
広げるための支援は未だ十分とは言えない。

・例えば学校等へのアウトリーチ活動等の展開も行っているが、新たな拡充・発展は、体制や財源の問題もあり、厳しい状況にある。
・こうした状況のなか本市並びに宝塚市文化財団は、市民や文化団体、アーティスト等、多様な主体が有機的につながることで市民文化
を活性化させる、いわゆる「中間支援機能」を強化していく必要がある。

・中央公民館が2019年2月にグランドオープン、2020年4月には文化の複合施設として「文化芸術センター」が誕生し、

文化芸術の拠点機能の充実が図れた。

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

の場の不足が否めない。

・加えて、日常の創作・練習場所も求められており、活動の障害となっている。

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

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

（例えば、宝塚映画祭、宝塚歌劇市民貸切公演、宝塚アニメフェスタ等）

・宝塚のだんじり文化をはじめ多彩な文化芸術活動が、地域コミュニティの醸成に一定の寄与をしているものの、活動の場

が文化施設を拠点としたものなど限定的な場合も多く、交流が促進される事業展開が課題である。

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

なお、海外姉妹都市との交流は休止状態となっている。

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

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

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

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

アウトリーチ（本市ゆかりの文化人・芸術家による芸術に触れる機会の提供）等を継続して実施しているものの、限定的な

取組となっている。

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

必要性が高まっている。

(1)「創る」・・・文化芸術に触れ、創る喜びを実感できる環境づくり

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

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

(4)「伝える」…文化遺産を伝え、市民がまちに愛着を持てるまちづくり

(5)「守る」…景観を守り、宝塚らしいまちなみをつくる

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

(7)「支える」…市民の文化芸術活動を支え、応援できる体制づくり



５

将
来
都
市
像
で
掲
げ
る
「
ま
ち
」
を
目
指
し
た
取
組
の
方
向
性

・文化芸術センターが新たな宝塚文化を創造する拠点として成長するよう、市民（利用者、事業者
等）と行政が協働しながら育てていく。

・文化芸術センターの誕生を契機として、手塚治虫記念館、文化創造館をはじめとする周辺の文化
関連施設が有機的に連携し、中心市街地に新たな活力を生み出すとともに、本市の魅力を内外
に発信していく。

・今後、公共施設全体の最適化の観点から統廃合や再配置が進んでいく。こうした動きを注視しつつ、
民間の施設も含めて、文化芸術を創造する空間が創出できないか、可能性を検討していく。

・まちなかの様々な空間と芸術を融合させる取組を推進していくことで、身近な芸術空間を創出する
とともに、「アートのまち宝塚」としての魅力を高めていく。

・潜在的ニーズのある「市民ホール」については、文化政策だけでなく、都市経営的な観点も含めて、
長期的な検討課題と位置づける。

・市や宝塚市文化財団、文化団体等が行ってきた多彩な文化事業が、人と人との様々な交流を
生み出していることを再評価し、継続していくことが重要である。

・そのうえで、市民とアーティスト、活動カテゴリを超えた交流、異文化の交流等、交流を一層促進
させる事業展開を推進していく。(例えば、市民、アーティスト、文化団体、商業者、大学、企業、
行政等、多様な主体が参画する芸術祭)

・とりわけ、市と宝塚市文化財団は、人と人とをつなげる役割を一層強化することで、 市民の文化
芸術活動を促進させ、活動を通してコミュニティも深めていく。

・姉妹都市としての松江市をはじめ、友好都市としての浜松市、大分市等、さらに、フラワー都市
交流も含めて、より一層、交流と絆を深めていくために、交流事業を継続的に推進するとともに、
市民レベルの交流につなげていく。

・施設の中で、文化芸術を鑑賞・体験し、感動できる良質な事業を今後も継続していく必要がある。
・しかし、これからは、市民が日常生活において、文化芸術を身近に感じるとともに、生活文化に親し
み、来訪者もまちなかでアートを体験できるような環境づくりも重要である。

・こうした認識のもと、他分野との連携、とりわけ、教育・福祉・子どもの分野との連携を強め、社会
包摂的な機能を重視した事業の充実を図る。(例えば、文化芸術の校外学習・福祉とアートの
連携事業等)

(1)「創る」・・・文化芸術に触れ、創る喜びを実感できる環境づくり

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

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

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

・本市のかけがえのない、また膨大な有形・無形の文化遺産は、市民や各種団体そして行政が連携
しながら、調査研究を継続し、伝承活動を積極的に推進していく。

・そのために、ひとつは、市民力を生かす取組である。「宝塚学検定」から派生して活動を展開している
「博士の会」のような人材や市民組織を育成し、学習成果の蓄積と魅力を発信する取組を支援して
いく。

・また、市民の力をまちの愛着につなげていくためのプロジェクトの推進も必要である。
「ウィルキンソン タンサン」発祥地に関する調査・研究は、行政・企業・観光協会・商業者が連携した
様々なプロジェクトに繋がっている。

・このように、本市は、潜在化している魅力を掘り起こし→まちの魅力につなげ→市民の愛着を高める、
という一連のプロセスを機能させるために必要な支援を行う。

・一方、景観は「公」と「私」の財産が混在し、文化的な価値も加味されながら、総体として成り立って
いる、いわば「まちの有形無形資産」と言える。

・引き続き、景観を守り育てるために、地域の総意を形成しながら、市民の主体的な保全・育成活動
を支援する。

・市民や来訪者が、本市の文化芸術に触れることのできる情報が的確に伝わるよう、広報たからづか
や市HP、各種イベントチラシ等を通じて、積極的に発信する。

・市や宝塚市文化財団をはじめ、それぞれの機関から発信されている情報について、一元化とプラット
フォーム化に取り組んでいくとともにアーカイブ化を検討する。

・関係機関から発信する情報だけでなく、宝塚のまちが好きな人がSNS等を通じて魅力ある情報を
発信してもらうような仕組みも構築する。こうした関係人口の情報発信を通じて、市民の愛着を高
めるとともに「宝塚市ファン」を増やしていく。

・また、発信する情報は、イベント案内情報だけでなく、本市の文化的魅力を効果的に伝える手法も
取り入れる。マーケティングの視点から、ターゲットに響く情報を発信することで、本市への関心を喚起
し、誘客効果や都市ブランドの強化に努める。

・公共の文化施設における指定管理事業として展開している各種の支援事業は、今後も充実を図り
ながら推進していく。

・市や宝塚市文化財団は、市民やアーティスト、文化団体等による文化芸術活動を促進するための
支援の充実を図りつつ、市は宝塚市文化財団の持続的な発展に向けた支援を行う。

・市民やアーティスト、文化団体等が主催する各種のイベント事業には、できる限り後援するとともに
広報、その他、市として可能な支援を行う。

・また、イベント事業の公益的効果を高め、まちの魅力をつなげていくため、適切な人材や関係機関
との連携を促し、市や宝塚市文化財団がそれぞれの立場で適切な中間支援を行う。

・文化芸術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、福祉、教育、産業その他の関連分野の施策と
有機的連携することで公共的課題の解決を図っていく。

・文化芸術の持つ創造性を活かして産業振興(観光・商工業・農業・労働)や地域活性化の取り
組みを推進する。文化芸術を経済効果にも繋げながら、文化政策の持続性も高めていく。

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

(6)「支える」…市民の文化芸術活動を支え、応援できる体制づくり

(7)「発展させる」…「文化芸術都市宝塚」として成長を続けるまちづくり
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第 3回宝塚市民文化芸術振興会議で出された意見への対応と 

計画骨子の修正等について         第 3回宝塚市民文化芸術振興会議 

2019年 12月 23日（月） 

市役所 3階 特別会議室 

No. 該当箇所 委員意見 対応の考え方 骨子での表現等 

1 ２．文化を取り巻く社会環境 

（４）情報化の進展 

情報は簡単に手に入るようになっているが、情報がたくさ 

んあるからといって、効果的な発信と共有が実現されると 

いうとそうではないので、危機感を感じるべきである。 

情報をどうやって定着させるか、どうやって実体験させる 

かということに意識を持っていかないといけない。 

 

「情報化の進展」はプラスの面だけではなく、同時に 

負の影響があることを踏まえ、マイナス面についても 

挙げることで、バランスをとった表現として右記のとお 

り修正する。 

２．（４）情報化の進展 

容易に文化芸術を享受し、効果的な発信 

と共有が実現される一方で、情報の氾濫 

が進み、実体験による本質を見極める力 

が求められる。 

2 ２．文化を取り巻く社会環境 

（６）文化芸術振興基本法の一部改正 

有機的な連携について書かれているが、生活文化の領 

域が広がり、食文化が入ったということも触れた方が良 

い。 

食文化については、現計画の施策の方向性と今後 

の展開の「伝える」で掲載されており、改正された文 

化芸術基本法では、基本的施策のうち生活文化の 

例示の 1つとして「食文化」が追加されているので、 

５の取組の方向性（３）「ともに楽しむ」の 2つ目で右

記のとおり記載する。 

 

５．（３）「ともに楽しむ」 

・しかし、これからは、市民が日常生活に

おいて、文化芸術を身近に感じるととも

に、生活文化に親しみ、来訪者もまちな

かでアートを体験できるような環境づくり

も重要である。 

3 ２．文化を取り巻く社会環境 

全般 

（１）～（７）にかけて、大きな話から身近なことへという流 

れなのだということであったが、「（３）人口構造の変化」は 

国全体の話ではあるが、「（６）文化芸術振興基本法の一 

部改正」というのも国の話で、宝塚市の状況がどうなのか 

という話が薄いように感じた。宝塚市としてこの計画にお 

いて人口がどのように変化するかとか、財政的にどうなる 

かということも社会環境としては文字として起こしておい 

た方が良いのではないか？ 

 

宝塚市の人口動態については、全国と同様に人口 

の減少と少子高齢化が進み、都市経営が困難になっ 

てくる。骨子においては、表現を右記のとおり修正す 

るとともに、具体的な数値を追記する。 

また、計画本編においても宝塚市の現状の項目で記 

載する。 

２．（３）人口減少、少子高齢化の進展  

→都市経営が困難になるとともに、文化 

芸術継承の人材が不足する。宝塚市で 

は 2015年に比べて 2030年では 6.5％ 

人口が減少し約 210,000人に、65歳以 

上の高齢化率は7.5ポイント増えて34.9％ 

となる見込み。 
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No. 該当箇所 委員意見 対応の考え方 骨子での表現等 

4 ２．文化を取り巻く社会環境 

（３）人口構造の変化 

5年後、10年後くらいでは宝塚市全体でどのくらい人口が 

減るのか、少子高齢化はどのくらい進むのか、それを見 

据えた上で（３）の文言を再検討したほうが良い。若者は 

減るだろうが、高齢者（アクティブシルバー）は増えていく 

と思われ文化芸術の継承の考え方も変えないといけな 

い。高齢者が担っていくところもある。もちろん全体の減 

少や若手の不足はあるが、80歳の技術を 60歳の方が引 

き継ぐといったことも含め、前向きな表現ができれば良 

い。 

 

宝塚市では 2015年に比べて 2030年では 6.5％人口 

が減少し約 210,000人に、65歳以上の高齢化率は 

7.5ポイント増えて 34.9％となる見込みです。 

今後、増加する高齢者（いわゆるアクティブシニア）に 

よる文化芸術の継承はその分野や程度は限定的で 

あると思われるものの、そのような活動を促進してい 

くことが重要であることから、骨子では３の現状と課 

題（４）「伝える」で、右記のとおり記載する。 

※「アクティブシルバー」については、一般的な表現 

である「アクティブシニア」を使用する。 

 

３．（４）「伝える」 

・本市では、近年、「宝塚学検定」から多く 

の学習者が生まれ、いわゆるアクティブシ 

ニアによるまちの歴史を知るための活動 

等も展開されており、そのような活動を促 

進していく必要がある。 

5 ２．文化を取り巻く社会環境 

（７）市民アンケート 

市民アンケートについて、普段の生活に身近なものにな 

ればなるほど、市民にとっては意識しないものになるし、 

それを文化とはとらえないのかもしれない。その地を出て 

初めて知る文化というものもあるのであまり重要視する 

必要はないのではないか？ 

市民アンケートについては、市民の意識や活動状 

況、市の取組に対する評価を把握する上で重要な 

ものと考えていることから、次期計画の本編におい 

て市民アンケート結果を成果指標の一つとして検討 

するが、２．文化を取り巻く社会環境にはなじまない 

ことから、骨子では記載しない。 

   

骨子では市民アンケートを記載しない。 

6 ２．文化を取り巻く社会環境 

（６）文化芸術振興基本法の一部改正 

文化芸術振興基本法の一部改正の「福祉、教育、産業な 

どの関連施策と有機的な連携」というところで、市民が不 

安に思っている、地震や災害対策などとうまく結びつけて 

活動をできるようにしていくと良い。 

文化芸術と防災を結びつけた活動事例としては、宝 

塚市文化財団が、「シェイクアウト タカラヅカ」プロジ 

ェクト（地震発生時の避難訓練において歌とイラスト 

を活用し防災意識を高める活動）や避難訓練コンサ 

ートなどの取組を行っている。 

 

骨子では取り上げず、計画本編での記載 

を検討する。 

7 ２．文化を取り巻く社会環境 

（７）市民アンケート 

文化を取り巻く社会環境の項目に「（７）市民アンケート」 

があるのは違和感がある。内容を再考された方が良い。 

市民アンケートについては、市民の意識や活動状 

況、市の取組に対する評価を把握する上で重要な 

ものと考えていることから、次期計画の本編におい 

て市民アンケート結果を成果指標の一つとして検討 

するが、２．文化を取り巻く社会環境にはなじまない 

ことから、骨子では記載しない。 

 

骨子では市民アンケートを記載しない。 
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No. 該当箇所 委員意見 対応の考え方 骨子での表現等 

8 ２．文化を取り巻く社会環境 

（１）SDGsの取組み 

（１）の SDGsについてだが、一般市民が見たときに「なん 

のこと？」と思われるかもしれないので、注や簡単な説明 

があった方が良い。 

SDGsについては、現時点では未だ一般的には認知 

度が低いと思われるため、右記のとおり注釈による 

説明を入れる。 

２．（１）SDGsの取組み  

※ 2015年 9月国連サミットで採択された 

「誰一人取り残さない」持続可能で多様性 

と包摂性のある社会の実現のため、2030 

年度を年限とする 17の国際目標。 

 

9 ３．宝塚市の文化芸術振興の現状と 

課題 

（６）発信する 

宝塚市には古い物から新しいものまでいろいろな資源が 

あるが、それをデジタルアーカイブにして残していくように 

すれば、興味を持ち勉強していくきっかけになる。課題と 

して「一元化とプラットフォーム化を掲げていたが実現で 

きていない」とあるが、きちんとデジタルアーカイブとして、 

資料を残すことに力を入れればよいのではないか？ 

 

情報の発信に関しては、市が後援する事業を市の 

HP と市広報誌に掲載し、また宝塚市文化財団では、 

HP、リーフレット「イベントラインナップ」、文化情報誌 

「ウィズたからづか」にイベントを掲載し情報発信を行

っているものの、一元化とプラットフォーム化には至 

っていない。また、市などが保有する美術作品などの 

アーカイブ化による情報提供についても、体制と財源 

不足を理由に進んでいないため、次期計画でも引き 

続き取り組んでいくものとし、３の現状と課題（６）「発

信する」において右記のとおり記載する。 

また、５の取組の方向性（５）「発信する」において、ア 

ーカイブ化の検討を追記する。 

 

３．（６）「発信する」 

・現計画において、文化芸術に関する情 

報の一元化とプラットフォーム化を掲げて 

いたが、体制と財源不足の理由から実現 

できていない。 

 

５．（５）「発信する」 

・市や宝塚市文化財団をはじめ、それぞ 

れの機関から発信されている情報につい 

て一元化とプラットフォーム化に取組んで 

いくとともにアーカイブ化を検討する。 

10 ３．宝塚市の文化芸術振興の現状と 

課題 

（６）発信する 

情報の一元化とプラットフォーム化を掲げていたが実現

できていない」とあるが、その原因・理由は何か。将来的 

に実現できる可能性のある原因なのか、根本的に予算と 

か人が足りないと実現できないのか？ 

 

11 ３．宝塚市の文化芸術振興の現状と 

課題 

（６）発信する 

お金がないという現状は踏まえないといけないが、ないな

らないなりに市民の力を活用できないか。文言が足りな

いのであれば、もう少し踏み込んだ表現がいるのかとい

うことであろう。５のところで発信するについて、一元化、

プラットフォーム化にアーカイブということも入れていくと

いうのも手である。 

 

12 

 

 

 

 

 

４.将来都市像 

・「創造性豊かなまち」  

創造力を発揮することによって、すべ 

ての市民が豊かで生き生きとした文 

化の薫り高い創造都市になるよう取 

組みます。 

「創造力を発揮することによって、…」とあるが、創造力を 

発揮するって誰でもすぐにできることではない。 

創造力を育てるためにどうすれば良いか。小学校など、 

教育へのアウトリーチも重要なのではなないか。発信の 

仕方にその辺も含めていただきたい。 

３．（３）「ともに楽しむ」の 3つ目で記載しているが、市 

内小学校では、平田オリザ氏による演劇的手法を活 

用したワークショップや宝塚市文化財団による学校 

等へのアウトリーチ（本市ゆかりの文化人・芸術家に 

よる芸術に触れる機会の提供）等を継続して実施し 

ており、それが「発信」にも繋がっている。 

アウトリーチ活動は、子どもたちの創造力を育む上で 

重要であることから、計画本編で記載する。 

 

計画本編で記載する。 
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No. 該当箇所 委員意見 対応の考え方 骨子での表現等 

13 ３．宝塚市の文化芸術振興の現状と 

課題 

全般 

３のところで、前回の基本計画の振り返りとして、「できた 

こと」と「課題に考えていること」が一気に書かれている。 

「できたこと」と「できなかったこと」が正直判りにくい。例え 

ば、これはできた、これはできてないということを示しても 

らった方が明解になると思う。 

 

これまでの振興会議において現計画の「成果と課題」 

として振り返りを行っているため、骨子では現在の表 

現とし、計画本編の「現状と課題」の項目で整理す 

る。 

計画本編の「現状と課題」の項目で整理 

する。 

14 ３．宝塚市の文化芸術振興の現状と 

課題 

（２）「つながる」…文化芸術活動が地域 

コミュニティを醸成し、人と人とがつな 

がる 

 

「寄与しているとは言い難い」と言い切ってしまうのはどう 

か、もちろん課題としてはあるけれども、そこからさらに発 

展していくような関係性が生まれたらいいなというニュア 

ンスを書き加えていただければと思う。 

 

一部の文化芸術活動は地域コミュニティの醸成に寄 

与しているものの、限定的な範囲に留まっている事 

例もあることから、３．（２）「つながる」の２つ目と３つ 

目の項目を一つにまとめ右記のとおり記載する。 

 

 

 

３．（２）「つながる」  

・宝塚のだんじり文化をはじめ多彩な文 

化芸術活動が、地域コミュニティの醸成に 

一定の寄与をしているものの、 活動の 

場が文化施設を拠点としたものなど限定 

的な場合も多く、交流が促進される事業 

展開が課題である。 

 

15 ３．宝塚市の文化芸術振興の現状と 

課題 

（４）「伝える」…文化遺産を伝え、市民 

がまちに愛着を持てるまちづくり 

「研究者」という表現も大学の研究みたいなのでよい表現 

に言い換えるべきでは？ 

 

「宝塚学検定」の受験を通じて学習を行っている（市 

内外を含む）一般市民を想定しているため、「研究 

者」ではなく「学習者」の表現が適切であることから、 

右記のとおり修正する。 

 

３．（４）「伝える」 

・本市では、近年、「宝塚学検定」から多く 

の学習者が生まれ、いわゆるアクティブ 

シニアによるまちの歴史を知るための活 

動等も展開されており、そのような活動を 

促進していく必要がある。 

 

16 ５ 取組の方向性 

全体 

全体としてどこに力を入れるのか、もう少しハイライトして 

も良い。内容としては、他の都市でも使えそうなところが 

あり、もう少し差別化する部分、宝塚市として他の都市と 

違う部分はどこにあるのか。タイトルとして掲げていくこと 

ができれば良い。 

 

現計画では「施策の方向性と今後の展開」の項目で 

それぞれの重点施策を掲げており、次期計画におい 

ても同様に５の「取組の方向性」において重点施策を 

設定するため、骨子では現在の表現とする。 

骨子は現在の表現とする。 

17 全体 

（計画名称） 

計画名称は、「文化芸術振興計画」になっている。文化芸 

術を振興しようという目的で最初はできたと思う。兵庫県 

は「芸術文化振興ビジョン」で「芸術」が先に来て、「文化」 

後になっておりわかりやすい。政府の「文化芸術推進基 

本計画」を踏襲しているが、目的が曖昧になるのは文化 

が先にきているため、ややこしくなっている。産業振興ビ 

ジョンの下に芸術振興計画があって、その下に文化芸術 

とあれば分りやすいのではないか？ 

 

「文化芸術基本法」においては、観光、まちづくり、国 

際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野にお 

ける施策を法律の範囲としており、産業振興の枠組 

みを超えていることから、骨子では現在の表現とす 

る。 

骨子は現在の表現とする。 
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No. 該当箇所 委員意見 対応の考え方 骨子での表現等 

18 ５ 取組の方向性 

全体 

国の整理では、芸術文化そのものの価値をどう高める

か、波及効果のような社会的価値、経済的価値の３つの

要素がある。方向性（２）～（５）辺りで、社会的、経済的価

値、として全体の環境整備として整理してはどうか。（７）

「発展する」もそう。その観点にすると（１）「創る」が何をつ

くるのかわからない。美術なのか、演劇なのか、音楽なの

か、何かもう少し具体的なこともう少し入れても良い。 

 

それぞれの取組の方向性は、国の文化芸術推進基 

本計画で示されている文化芸術の価値の「本質的価 

値、社会的・経済的価値」と複合的に結びついてお 

り、一つの価値が一つの方向性にあてはまるもので 

はないため、分類整理することは困難である。 

7つの方向性全体で文化芸術の価値を高めていくこ 

とになるため、現在の表現とする。 

骨子は現在の表現とする。 

19 ５ 取組の方向性 

全体 

市内に今ある文化施設を維持するとかいうことも入れて 

いく必要があるのではないか。それと公共施設全体を減 

らそうとする中で、市が直接することではなく別の民間活 

用を含めた仕掛けをしていくのかという視点があっても良

い。 

 

民間文化芸術施設の利活用については、５．（１）の 3 

つ目で記載し、現計画においても「施策の方向性と今 

後の展開」の「創る」の項目で掲げている。 

よって、次期計画では引き続き民間施設との連携を 

図り、新たな創作活動の拠点づくりに取り組んでい 

く。 

 

骨子は現在の表現とする。 

20 ５ 取組の方向性 

（７）発展する 

（７）「発展する」について、「発展させる」のほうが、市民 

が主体的に取り組む感じになる。「支える」「発信する」は 

主体がある。最後の「発展する」だけ受動的なので。 

 

市民、市や宝塚市文化財団等が協働し、主体的、能 

動的に取組んでいくという方向性であるため、表現を 

「発展する」ではなく「発展させる」に修正する。 

５．（７）の「発展する」を「発展させる」に修

正する。 

21 ５ 取組の方向性 

全体 

目標として 10年後どんな形になっているのかを示した方

が良い。振り返る時に評価しやすいようにするべきできで

はないか。県であれば成果指標を置いている。必ずしも

数値でなくても、目標があれば良い。 

成果指標としては、市民の意識や活動状況、市の取 

組に対する評価を把握するための市民アンケートの 

結果が重要であると考えているため、次期計画にお 

いては市民アンケート結果を成果指標として検討す 

る。 

また、数値目標とは別に「こんな姿に」といった目標を

示すことを検討する。 

 

骨子は現在の表現とし、計画本編で目標

について検討する。 



資料 ２ 
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No. 該当箇所 委員意見 対応の考え方 骨子での表現等 

22 ５ 取組の方向性 

全体 

５で、固有名詞が入っていて、気になる文化芸術センター 

は大きいので良いと思うが、「宝塚学検定」や「ウィルキン 

ソン タンサン」など、ここにいれるほどのことなのか、次 

の段階でも良いのではないか？ 

新たに５．（４）「守り伝える」として取組の方向性を掲 

げる中で、直近の代表的事例として「宝塚学検定」と 

「ウィルキンソン タンサン」を挙げている。 

骨子では一部表現を整理し、右記のとおり修正す 

る。 

５．（４）「守り伝える」 

・そのために、ひとつは、市民力を生かす 

取組である。「宝塚学検定」から派生して 

活動を展開している「博士の会」のような 

人材や市民組織を育成し、学習成果の蓄 

積と魅力を発信する取組を支援していく。 

・また、市民の力をまちの愛着につなげて 

いくためのプロジェクトの推進も必要であ 

る。 

 「ウィルキンソン タンサン」発祥地に関 

する調査・研究は、行政・企業・観光協会 

・商業者が連携した様々なプロジェクトに 

繋がっている。 
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2020.4

OPEN

宝塚市立文化芸術センターの

事業計画等について

2020年 2月 宝塚市
1

資料3

文化芸術センターは、

「文化芸術を軸とした文化の複合施設」

今、なぜ「アートセンター」なのか？

美術館では、限定的となる

単一目的から複合的施設の時代

2

文化芸術センターの事業目的

① 魅力の継承と創造

② 創造力の育成

③ コミュニティの形成

④ 地域の活性化

⑤ 地域課題の解決への貢献
3

指定管理者制度による運営

指定管理者

の

経験知識を

最大限尊重
行政の

責任と役割
を徹底

官民連携に

よる

事業効果の
最大化

地域活性化・

にぎわい創出など

地域課題の解決など

５つの事業目的を

効果的に達成 4

（指定期間令和２年４月１日～令和７年３月３１日まで）

宝塚みらい創造ファクトリー

ＧＰＭＯ 大阪ガスビジネスクリエイト

日比谷アメニス大阪支社

鹿島建物総合管理

国際ライフパートナー

プロジェクトマネージャー

・運営業務（主に展示事業）
［運営業務（主に貸館受付、市民協働）］

［庭園管理］

［保守管理］

［清掃・警備］

指定管理者の概要

5
奈良県立平城宮跡歴史公園「朱雀門ひろば」

ＧＰＭＯの管理運営実績

6
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堺市立

西文化会館

市立神戸アートヴィレッジセンター

神戸市立

青少年科学館

大阪ガスビジネスクリエイトの管理運営実績

7

鳴尾浜

臨海公園

咲くやこの花館

食と緑の空中庭園（西武池袋本店９階屋上）

日比谷アメニスの管理運営実績

8

東京国立近代美術館宝塚市立花屋敷グラウンド

５社で、全国２６５施設の管理運営実績あり

鹿島建物総合管理の管理運営実績国際ライフパートナーの管理運営実績

9

組織図

館長（学識経験者）

ＧＰＭＯ

総括責任者（学芸員）

ＧＰＭＯ

副責任者（事務責任者）

大阪ガスビジネスクリエイト

庭園管理責任者

１名/日比谷アメニス

庭園・植栽管理スタッフ

２名/日比谷アメニス

事業担当スタッフ

２名/大阪ｶﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾘｴｲﾄ

受付事務担当スタッフ

４名/大阪ｶﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾘｴｲﾄ

維持管理責任者

１名/国際ﾗｲﾌﾊﾟｰﾄﾅｰ

保守管理スタッフ

鹿島建物総合管理（非常勤）

経理スタッフ

１名/ＧＰＭＯ

10

1977 9 グラフィック・デザイナーとして活動。

1986 10 児玉画廊、児玉現代芸術研究所設立に参画し、

展覧会企画、制作、運営を担当。

1997 9 加藤義夫芸術計画室を設立。

展覧会企画制作のほか日経・朝日新聞で評論活動を展開。

1999 4 「大阪・ハンブルク友好都市提携10周年記念事業」実行委員。
1999 4 「越後妻有アートトリエンナーレ2000」

第一次審査員&関西地域広報担当。
2003 4 大阪府文化スタッフとして「大阪アートカレイドスコープ」をプロデュース。

2008 4 あいちトリエンナーレ「アーツチャレンジ」選考委員、キュレーターを担当。

2008 4 群馬県立近代美術館「群馬青年ビエンナーレ08/10」審査委員長を2度務める。
2008 4 「水都大阪」アート・アドバイザリー・コミッティ&審査員。
2010 4 「大阪府立江之子島文化芸術創造センター」検討会委員

現在 加藤義夫芸術計画室代表。

大阪教育大、大阪芸術大、近畿大、神戸大で講師。
芦屋市文化振興審議会委員、ARTOSAKA実行委員、国際美術評論家連盟会員

館長：加藤 義夫（かとうよしお）

（引用元：https://www.artosaka.jp/jp/event//）

11 （引用元：https://www.artosaka.jp/jp/） 12
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1994 11 駐日大韓民国大使館勤務（総領事秘書）
1998 4 岐阜県商工政策課セラミックパークMINO整備推進室

（学芸員採用）勤務

2002 4 岐阜県現代陶芸美術館開館記念展「現代陶芸の100年展」

など企画

2008 3 「じゃんけんぽんの考え方―勝ち負けのない共存」展で

美連協大賞奨励賞受賞
2011 4 （株）コングレ採用(大阪市博物館協会大阪城天守閣所属）

2013 3日本国政府内閣官房知的財産戦略推進事務局・クールジャパンを活用した日本ブランド復興

キャンペーン「アメリカ及びフランスにおける伝統工芸品やものづくり、日本の匠PR事業」

作品選定、展示指導、借用実務、業務（パリ装飾美術館、NYアーツ＆デザイン美術館）

2015 12 （一社）関西環境開発センター事業管理部（業務推進EXPO'70パビリオン企画担当）勤務

2015 12 「建築の記憶－大阪万博の記憶」展を企画、東京国立近代美術館でシンポジウムを開催

2018 8 「RE BIRTH 太陽の塔再生」を企画、ドキュメント映画を製作し、映像文化製作者連盟主催

映像祭コーポレート・コミュニケーション部門優秀賞受賞

総括責任者：髙 満津子（こうみつこ）

（引用元：https://www.washi-chigirie.com/event/178/）

13

「建築の記憶ー大阪万博の建築」 EXPO'70パビリオン

（引用元： https://www.expo70-park.jp/

https://www.travel.co.jp/guide/article/22444/ /）14

15

日程 イベント内容 場所

令和2年3月7日 土 開館直前プレイベント「つくる、つながるワークショップフェス」 文化芸術センター

令和2年3月13,14日 金・土 市民サポーター登録説明会、ライブラリー図書整理 文化芸術センター

令和2年3月20日 金 市民サポーター登録説明会、庭園コンセプト勉強会 文化芸術センター

令和2年3月28,29日 土・日
宝塚市文化団体連絡会、宝塚市文化財団、宝塚ふぁみりぃ劇場主催

「わくわく！そうぞう！たからんまつり」にてPRブース出展
文化創造館

令和2年4月17日 金 プレス・関係者・招待者向け内覧会 文化芸術センター

令和2年4月19日 日 グランドオープン / 開館記念式典 文化芸術センター

令和２年度（2020年度）事業計画

16

企画展・開館記念展「宝塚の祝祭Ⅰ」

世界で活躍する宝塚ゆかりのアーティストの競演

出品作家／元永定正（絵画）、中辻悦子（絵画）、辻司（絵画）、松井桂三（デザイン）など

元永定正「もこもこもこ」 中辻悦子「よるのようちえん」 辻司「天神祭Part2」 松井桂三「政府広報シンボルマーク」

17

メインギャラリーでは

1955 具体美術協会に参加

1964 現代日本美術展優秀賞受賞

具体美術展を世界各地で開催

1973 絵本の制作活動開始

1977 絵本「もこもこもこ」刊

1985 兵庫県文化賞受賞

1988 フランス政府から芸術文芸シュヴァリエ章受章

1991 紫綬褒章受章

1994 宝塚市文化功労賞受賞

1996 神戸新聞平和賞受賞

1997 勲四等旭日小綬章受章

元永 定正

（もとなが さだまさ）

元永定正「いろだまごまいしろ」「いろだまボール」

元永定正「もーやんるーれっと（黒）」

18
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1959 百貨店でグラフィックデザインを担当

1963 朝日広告賞百貨店部門賞受賞

1974 日本国際美術展に招待出品

1991 中華民国国際版画及素描ビエンナーレに出品

1998 絵本「よるのようちえん」刊

1999 プラティスラヴァ世界絵本原画展グランプリ受賞

2003 神戸新聞文化賞受賞

2004 宝塚市制50周年記念文化功労賞受賞
2015 兵庫県文化賞受賞

中辻 悦子

（なかつじ えつこ）

中辻悦子「あるひ そらから さんかくが」

中辻悦子「ふたり」 19

1979 百貨店宣伝部勤務

1981 日本グラフィックデザイン賞銅賞受賞

1987 関西国際空港株式会社シンボルマーク制作

1990 日本パッケージデザイン大賞金賞

1991 国際４ブロック環境ポスター展（ウクライナ）１等賞受賞

1992 わらべ館「童謡とおもちゃのミュージアム」サイン計画を制作

1992 ブルーノグラッフィック国際ビエンナーレ（チェコ）イコグラダ賞受賞

1993 ニューヨークＡＤＣ銀賞受賞

1995 政府広報のシンボルマーク制作

1996 シュトゥットガルト国際カレンダー展（ドイツ）金賞受賞

現在 大阪芸術大学短期大学部デザイン美術学科学科長

松井 桂三

（まつい けいぞう）

【祈り】No more Hiroshimaを願って

ハービス大阪シンボルロゴ

肌にいいこと[ハダラボ] シンボルロゴとパッケージ群

（引用元：https://www.osaka-geidai.ac.jp/geidai/research/laboratory/bulletin/pdf/kiyou35/geidai_matui.pdf） 20

1954～67 大阪市立美術研究所で研究

1959 関西総合美術展洋画部一席入選

1969 行動展 行動美術賞受賞

1972 昭和会展 昭和会賞受賞

1985 絵本「茂吉のねこ」（松谷みよこ作）刊

1973 毎日新聞夕刊小説「夕ごはんたべた？」（田辺聖子著）挿絵担当

1974 大阪芸術大学美術学科助教授（後に教授）

1984 宝塚市市民会館の緞帳制作

1989 朝日新聞夏の全国高校野球大会特集号扉絵担当

2000 大阪市市民表彰（文化功労）受賞

2008 宝塚美術協会会長

2010 宝塚市市民文化賞受賞

辻 司

（つじ つかさ）

「嫁入り舟唄」

「花田植え」

「とうりゃんせ」 21

企画展「宝塚の祝祭Ⅱ」

宝塚文化芸術のレガシーを未来へつなぐ

世界で活躍するアーティストと同じ場所で市民が発表することで、

宝塚文化芸術をより一層発展させ、

宝塚の潜在力を市内外にアピールします。

新しい施設の誕生を市民と祝う市民文化祭を開催します。

22

これまで手狭であった会場から

充分な広さと設備を整えた新しい施設で、

「宝塚市展」「宝塚芸術展」を開催します。

未来のアーティストを発掘する

「宝塚キッズアート展」を新しく開催します。

市内の文化芸術団体との事業も計画しています。

単なる鑑賞の場ではなく、

市民参画の場、

市民と成長する場としていきます。

（引用元：http://noyakki.blog51.fc2.com/blog-entry-4603.html）

（引用元：https://www.washi-chigirie.com/event/178/）

23

企画展「ガーデン・ガーデン」展

都市の歴史を継承し、未来へつなぐ

庭園の魅力を再認識しながら、

現代アートとコラボレーションにより、新たな価値を創造していきます。

大久保英治「地球を歩く 風をみる」

24

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8hMmAr6nkAhXU62EKHetSCUAQjRx6BAgBEAQ&url=http://noyakki.blog51.fc2.com/blog-entry-4603.html&psig=AOvVaw1r7K9UvarnUqCT26uj52hg&ust=1567212306850203
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiL5pXEr6nkAhXMfXAKHSeQDfcQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.washi-chigirie.com/event/178/&psig=AOvVaw1r7K9UvarnUqCT26uj52hg&ust=1567212306850203
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自然と地球そのものを美術の素材とする「ランドアート」

現代アートとコラボレーションにより見慣れた景色が一変し、
新たな価値を生み出します。

宝塚ガーデンフィールズの英国風庭園を受け継ぐ場所です。

ガーデナーの仕事を知ることで

庭園の魅力を再認識できます。

庭園を併設している、

この場所でしか生み出すことができないオリジナル企画展です。

ガーデナーによるガーデニング講座や

関連映画の上映会などをも実施します。
大久保英治「地球を歩く 風をみる」

（引用元：https://mimosa-olive.at.webry.info/200804/article_23.html） 25

JTC『テキスタイルの未来形 IN宝塚』

衣類やカーテン、テーブルクロスなど、

日常を彩るテキスタイルデザインに着目した展覧会。

おしゃれな街「たからづか」に、

新しいライフタイルの風を吹き込みます。

（引用元：http://www.jtc-ac.jp/Pages/top_page_renewal.html）

26

展覧会を通じて、

テキスタイルに対するイメージが変わり、

日々の暮らしは

豊かになるものと考えます。

また、全国の芸術系大学教員が中心の展覧会です。

各地から多くの方が宝塚を訪れ、

官学連携への広がりも期待できます。

私たちのそばには、

テキスタイルデザインが溢れています。

その質は、まさにアート作品ですが、

芸術分野に興味のない方でも

アートを身近に感じることができます。

宝塚発祥の

テキスタイルブランド

テキスタイルブランドの例

（引用元：https://www.marimekko.com/） 27

その他にも展覧会に関連した企画

美術評論家である加藤館長とのトーク

展示内容をより深く理解し、文化芸術や庭園への関心を高めるために、

有識者・出品作家による講演会・トークやワークショップを実施します。

（引用元：https://allabout.co.jp/gm/gc/434273/photo/1206917//）

28

子どもたちをはじめ、訪れる人たちの

学習、体験、創作意欲を高め、発揮させていくプログラムを実施します。

アトリエでは

県産材を使った木工ワークショップ 夏休みの自由研究プログラム クリスマスオーナメントづくり

29

ライブラリーやキッズコーナーでは

ライブラリーでは、展覧会の関連書籍を展示するほか、

絵本をはじめ、文化芸術、宝塚のまち、

手塚治虫の代表作、庭園や植物、ライフスタイルに関する

書籍を設置します。

また、小さなお子さまには、キッズコーナーも用意すること
で日常的に楽しめる空間を提供します。

さらに、デジタルサイネージを使うことで、小さなお子さま

から大人の方まで、各種イベントやまちの情報を気軽に楽し
く知ることができるよう計画しています。

30
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いつでも触れて遊ぶことができる

オリジナル作品を展示します。

展覧会関連映画の上映します。

キューブホールでは

31

市民の皆様の文化芸術活動の発表の場として気軽に利用いただけます。

サブギャラリーは

32

屋 上 庭 園

おおやね広場・みんなの広場・メインガーデン 33

庭園やおおやね広場では

季節ごとに四季を変化を感じるワークショップを実施します。

食し楽しむ香りのバラ講座母の日のガーデンアレンジメントおもちゃかぼちゃと

ハロウィンガーデン

アレンジメント

寄せ植え教室

34

その他にも、文化芸術や緑化、環境に関する学習、体験できるプログラムを計画中

庭園を持つ特徴を生かして、

青空ヨガやウォーキング講座など

体を動かすプログラム、

アウトドア関連イベントも企画しています。

庭園やおおやね広場では

35

市内の特産品などの買い物を楽しめる

「ぶらっと寄り道。日曜マルシェ（仮）」

を開催します。

日常的に訪れていただくために

何度でも展覧会に足を運び、アートが日常化するよう、

「パートナーズ制度」を設けます。

年間会費２,０００円で、

有料展示が無料になるなど、多様なサービスを提供します。

36



7

市民とともに成長する施設として

にぎわいイベントなど、市民サポーターと交流することにより、「親しみの輪」を広げ、

市民とともに成長する施設としていきます。

市民花壇の植栽管理

館内の飾り付け

（引用元： https://4travel.jp/travelogue/10962063）

37

気軽に活動できることから、市民サポーター活動の輪
を広げていきます。

この活動を通じて、施設への愛着を深め、市民ととも
に成長する施設を目指します。 ３館の運営事業者・宝塚市・文化財団

文化芸術拠点

連携促進協議会

文化芸術センター

手塚治虫

記念館
文化創造館

文化関連施設

管理者

地元商業者
企業

文化関係団体

周辺地域（民間事業者）との連携

他市

芸術施設
地場産業

市 民

サポーター

39

アートを観光資源として活用し、産官学が連携しながら市内外から誘客し、中心市街地

での回遊性を向上させ、とりわけ夜のにぎわいを創出していきます。

（事業期間）

2020年度から2022年度までの3か年

（実施主体）

宝塚市、宝塚市国際観光協会（予定）

（開催概要）

・文化芸術センターを中心に、中心市街地

において映像作品の展示などメディアアート

の活用

・同エリアで文化芸術や観光の振興を目的に開催されるイベントを冊子にまとめて、

まち巡り・アート巡りできる周遊企画

アートフェスティバルについて
2020年度の開催概要

40

10月30日（金）～11月1日（日）の期間、文化芸術センターや花のみち等において、本市ゆか

りのアーティスト等によるダンスパフォーマンスや映像作品の展示、ワークショップを行います。

アーティストの視点から、いつもと違う宝塚の夜の街並みを演出してもらうことで、新たな価

値、今までにない夜のにぎわいを創出するきっかけとしていきます。

和多谷沙耶（パフォーマー） 仙石彬人（映像作家） 井上理緒奈（映像作家）

その他協力・連携事業として

41

2020年9月～11月の期間、中心市街地で文化芸術または観光の振興を目的に開催されるイベントを

冊子にまとめ、協力・連携事業として情報発信していきます。

周遊企画を盛り込むことで、市内外から来られた方がまち巡り、アート巡りをして、本市の多様な

価値や魅力を楽しんでいただき、経済効果をはじめとした様々な波及効果につなげていきます。

宝塚現代美術てん・てん宝塚アニメフェスタ×

ハロウィン
宝塚あおぞらげきじょう 宝塚おさんぽPASS

42

https://4travel.jp/travelogue/10962063




 
宝塚市立文化芸術センター 施設ＭＡＰ 
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宝塚市立文化芸術センター 宝塚文化芸術センター庭園 

＊イラストは全てイメージです 

■文化芸術センター 
【２階】 

 

 

 

 

 

 

 

【１階】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 おすすめポイント 
１．メインギャラリーでは、年 4回程度 展覧会を開催。（中学生以下は基本的に入場無料※） 

   ※催しによって、有料の場合もあります 

２．センター1階は交流ゾーン。ライブラリーやアトリエを併設。 

３．庭園は一部を除き、24時間開放。四季折々の草花が楽しめます。 

４．庭園は飲食可能。屋根のある半屋外のスペースもあり。 

５．大型バス（3台分）を停められる駐車場を完備（有料）。 

６．他の文化施設（手塚治虫記念館、宝塚文化創造館〈宝塚音楽学校旧校舎〉）と隣接。 

①メインギャラリー（約 545 ㎡）は、誰でも

気軽にアートに親しめる空間です。 

 展覧会から体験型の企画まで、子どもをはじ

め幅広い世代の人々を対象とした展覧会を開

催します。 

④キューブホール 

②ライブラリー ③アトリエ 

②絵本や展覧会にちなんだ図書、植物や生物などに関する図書を取りそろえています。 

 しらべ学習にも役立ちます。 
 

③子どもの創造力を育むアトリエでは、定期的にワークショップを行います。 
 

④キューブホールは天井の高い広々とした空間です。大型オブジェの展示や、ミニコンサート

など、様々なイベントを開催します。 

①メインギャラリー 

1階は、基本的にどなたでも無料でお入りいた

だけます（有料の催しを開催することもあります）。 

多機能トイレ、車いすの貸出もあり、館内はバ

リアフリー対応です。 



■庭園 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
〈アクセス〉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤建物の屋上は見晴らしのいい庭園です。夜間などを除き、自由に散策できます。 
 

⑥ロ－ズガーデンやウォーターガーデンなど植物や樹木の特性を生かして整備した、四季折々

の草花が楽しめる庭園です。植物、昆虫、鳥の観察や、風景のスケッチなど、様々な学習活動

ができます。 
 

⑦芝生の美しい「みんなの広場」では、大地のぬくもりを感じながら、おしゃべりやピクニッ

ク、読書など、思い思いの時間を楽しむことができます。 
 

⑧おおやね広場は屋根のある半屋外の空間（約 228 ㎡）です。天候に関わらず、コンサートや

マルシェなどが楽しめます。雨天時の飲食場所としてもご利用いただけます。 

⑤屋上庭園 

⑧おおやね広場 

⑥メインガーデン 

⑦みんなの広場 

○ＪＲ・阪急「宝塚」駅、阪急「宝塚南口」駅から徒歩

約 7～13分 

○専用駐車場あり（有料。大型バスは 3台まで） 

手塚治虫記念館 

花のみち・さくら橋公園 

宝塚文化創造館 

（宝塚音楽学校旧校舎） 


