会議の概要
会議名

第１回宝塚市民文化芸術振興会議

開催日時

令和２年１１月５日（木）１５：００～１７：００

開催場所

宝塚市役所３－３会議室

出席委員

（出席）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 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
事務局： コロナの影響によって第６次宝塚市総合計画の策定が延期したこ
とに伴い、文化芸術振興基本計画の策定も延期された。来年度末まで委員
の任期延長をお願いする。
会長：令和２年度第１回目の会議となる。骨子をもとに、素案を提示して
いただいている。

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（計画素案）について
事務局： （資料２）
、（資料３）
、
（資料１）説明。
会長：まず、資料１の「Ⅰ．第２次宝塚市文化芸術振興基本計画について」、
「Ⅱ．宝塚市の文化芸術を取り巻く環境」の項目で意見はあるか。
委員： ５ページ、
「
（４）新型コロナウイルス感染症による影響」について。
コロナ禍で「文化芸術に触れる機会を失うことは、私たちの大切な権利が
失われている」
「今後についても、文化芸術が生み出す「本質的価値」とそ
の必要性は何ら変わりません」と書いてあるのは良い。今も影響が続いて
いる中で、
「新しい形を模索していく必要があります。」という表現につい
てひっかかる。今後についても何ら変わらないが、
「当面は」というところ
があるのはないか。また、
「新たな表現への取組といった新しい形を模索し
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ていく必要がある」と言い切ってしまってよいのか。これまで大切にして
きたものも残して、ハイブリッドな伝え方、新たな手法・表現ももちろん
あるが、全部を変えなければならないと取れるようなニュアンスを受けた。
もう少し、表現を加えた方が良いのではないか。
会長： （４）は新たに加えていただいた項目で、みんなが手探りでやって
いる状況の中で「模索しなければならない」というのは強すぎる。もう少
し寛容な表現で、
「これまでのものも大切にしつつ、良い形で発展させてい
くべきだ」といったニュアンスの書きぶりになると良いという意見である。
事務局： 新たな模索もありながら、以前の活動や表現も大事にした方が良
いという意図か。
委員： （４）は他のものに全部影響している。
「
（２）情報通信技術の発達
とグローバル化の進展」についてもコロナでより加速しているところがあ
る。子どもたちがリアルな体験があった上でデジタルなものに入っていく
のは良いが、そこが完全に置き換わるということがあってはならない。そ
れがどこかで入ると良い。
会長：極論に受け止められないように、誤解のない表現を検討してほしい。
委員： 例えば、ワクチンが開発されて来年以降インフルエンザと同じよう
に扱われて、これまで通りの生活ができるようになるかもしれない。そう
した場合に元の生活に戻って計画だけが宙ぶらりんになりかねない。起こ
った事に対して新しいことをするということも大事だが、音楽などでも生
演奏＋配信といった、新たな価値としてプラスに捉えて新しいものを取り
入れていくこともできつつある。出発点はコロナだが、それをきっかけに、
より良い方向に展開していくといった、ポジティブな気持ちが入っている
と良い。
会長：コロナが大丈夫になったから戻ってしまうというのではなく、これ
をきっかけに文化芸術が、普遍的に「人々の暮らし」
「宝塚市の豊かさ」に
つながっていくような方策を考えていくような文言が入ると良いのではな
いか。
委員： ７ページの文化関連施設のところで、ホール、美術館などの用途が
分かるようにした方が良い。民間施設に大劇場があるが、バウホールが抜
けている。500 席ある劇場であるので入れた方が良い。また、８ページのコ
ロナについて、イベントは再開しつつあるが、お客さんが戻ってきていな
いのが現状である。これからの計画なのでどこまで書くかは難しいが、
「先
が見通せていない」という表現を入れてはどうか。
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会長： ８ページ下についてはその通りであるが、現状の困窮している状況
の中、なんとか工夫している。そういった現状があることを踏まえると、
少し表現が素っ気ないかもしれない。この状況を打開する策をいろいろ練
っていて、
「まだ先は見通せていないけれども、いつか見つける」というニ
ュアンスが入ると良い。市民も自分のこととして考えてくれるような文言
になると良い。
委員： 主催者も迷いながら取り組んでいる状況である。感染を拡げてしま
うかもしれないという思いと、一方で、発表の機会、経験の場が失われる
ことに悩んでいる。そこまで計画に表現するかというところではあるが、
そういった要素があっても良いかもしれない。
委員： 子どもたちとワークショップをするとき、どこまでの対策をやれば
いいのかをとても迷う。求められるハードルはすごく高い。この状況を逆
手に取って外でするなど、いい方向を見つけ出すこと、そういった展開の
仕方がチャンスになるようにも思う。何もかもできないではなく、できる
方法を前向きに捉えていくと、文化芸術自体がもっと広がるようにも思う
ので、あまり後ろ向きにならないほうが良い。
会長： そういったいろんな思いがあるところで、この書きぶりでは少し寂
しい。もう少しボリュームを付けるなどできると良い。公民館、文化施設
の利用状況で述べているものであるが、他にコロナ禍の活動で苦労してい
るところはあるか。
委員： 私たちは大体、野外でイベントをするのであまりショックは受けて
いない。むしろ、西谷に来る人が増えている。一方、ごはんフェス（チラ
シ）は、例年は新米を食べるイベントであるが、今回は食べられなくなっ
ている。いつもであれば 100 名定員に対して 400 名の応募があるが、今回
はまだ半分くらいしか応募が来ていない。飲食を絡めたイベントは厳しい
状況である。
会長： 本来であれば飲食を絡めるとたくさん来場者が来るはずである。今
後の進め方、アイデアなどが良い形で融合すれば、文化芸術で普遍化して
いくきっかけになるかもしれない。
委員： 図表Ⅱ-1 はとても面白い。音楽家・舞台芸術家が多いが、これは弱
いところと比べているからなのか、他にも高いアベレージを持ったところ
があるのか。
事務局： これ以外にも文化的な教室の数など他の数値も比較したが、ここ
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が一番はっきりしていたので掲載している。歌劇の関係者が多いことも影
響しているが、東京は人口も多く、劇場も多数集中しているが、それに並
ぶくらいというのは全国的に比べてもかなり多い。
委員： 鎌倉など他にも数値が高そうなところもあると思うが、大阪や京都
よりもさらに高い。
事務局： 歌劇の関係者も宝塚市内に住まれている方が多いのかと思う。
委員： 11 ページのアンケートについて、他にはどんな文化芸術に関するア
ンケート項目があるか。この手のアンケートは聞き方の文言で随分結果の
違いが出てくることがあると思う。
事務局： 市民の文化活動に対して市からの支援が十分かどうかや、文化に
は限らないが、市民活動や地域活動に参加しているか、今後参加してみた
い活動はどのようなものか、などがある。このアンケートは総合計画策定
のための調査であり、いろんな分野について５年ごとに定点観測している。
市民の文化活動に対する支援については、平成 30 年度の調査で「できてい
る」
「十分できている」を合わせて 10％程度で、遡ってもそれほど変わって
いない。
委員： 「支える」の現状のところに書いておいてもよいかもしれない。
事務局： 文化芸術関連の項目は、ここに載せているものと、支援できてい
るかという２つで、あとはコミュニティ活動に関するものになる。計画に
盛り込むことも検討するが、支援の項目は傾向がわかるような結果でもな
いのであまり意味がないかもしれない。
委員： アンケートで「普通」と書いているということは、文化活動に対す
る支援について不満に思っていないということ。普通を含めて 40％あると
いうことは良い結果である。
事務局： 一方、
「わからない」が 40％近くあり、それが少し気になる。
委員： 「文化活動」と聞かれたときに、何を想定しているかが広すぎてわ
からないということがあるかもしれない。
事務局：人によって文化活動の捉え方には差がある。
委員： 具体的な項目が挙がっていて、それに対して親しんだかというよう
な聞き方であれば、傾向がわかるかもしれない。例えば「今年劇場に行っ
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たか」とか。
委員： 舞台、美術とかに分けて何に対して親しんだかがあるとわかりやす
い。
事務局：総合計画のアンケートではそこまでは聞いていない。
会長： 現状がわかるものがこれくらいしかなく、より詳しく調べることが
今後の課題であれば、次の現状と課題のどこかに調査が必要であることを
入れておくことになる。
「
（３）市民の文化芸術に対する意識」に、関連して
入れられそうな図表があれば載せておいていただきたい。文化芸術に関す
る詳しい調査が「進んでいない」という文言をここに書くことはできない
か。
事務局： 記載するとしたらここがわかりやすいかもしれない。支援の満足
度調査の記載については検討する。

会長：
「Ⅲ．宝塚市の文化芸術振興の現状と課題」と「Ⅳ．宝塚市が目指す
10 年後の姿」とを合わせてご意見をいただく。
「
（１）創る」についてどう
か。
「現状と課題」については、市民ホールについての意見もあるというこ
とが触れられておりこれで良いと思うが、21 ページの「めざす姿」では、
環境づくりについて「空間」という言葉が３回出てきている。空間（箱も
の）だけでなく、
「仕組み」
（ネットの利用など）についても、アートを生み
出す環境に入ってよいのではないか。例えば、社会生活の中にアートの要
素を取り入れて豊かに暮らしていくなどが環境に入ると思う。それが文化
芸術に親しむこと、それが膨らんで、コロナをきっかけに文化芸術が普遍
化して市民生活に浸透していくといったことを思わせるような文言が入る
と良い。
事務局： ハードだけでなくてソフトも「創る」に入ると強く思っている。
以前の「創る」がハード中心であったこともあり、意識はしていたつもり
だがまだ弱かったかもしれない。
「楽しみ成長する」のところでも「アート
を体験できるような環境づくりも重要になります。
」と書かせてもらってい
るが、敢えて「創る」のところにも入れることも検討する。

委員： 「
（２）つながる」について、課題に今までやっている学校や地域、
国際交流といったことは書かれている。文化芸術センターで図書の整理を
地域の方がされていて、それもつながりだと思うが、ここに入ってこない。
特別にイベントがあってというのではなく、運営する中に地域の人たちに
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入ってもらって、日常の延長で芸術を体感できるという、特別なことでは
ないつながりもとても大事なことである。ここに書かれているのは特別感
のあるつながりで、それではない地域とのつながりもここに入ってくるの
ではないか。そういったつながりは子どもや、地域の年配の方にとっても
良いかもしれない。
「つながる」の中にそういったことが入っても良いので
はないか。
事務局： 地域と施設の連携という取組は、文化芸術センターでもそうだし、
文化創造館でも以前から取り組んでいた。
委員： ベガ・ホールなどで行われる催しのレセプショニストはボランティ
アの方々にご協力いただいている。ノウハウを活かして市民の他のイベン
トや、市外のイベントにまで行くような状況が何年も継続しており、そう
いった活動も「つながる」になると思う。また、
「（１）創る」に戻るが、現
状に、市の施設は全体的に老朽化が進んでいるということを敢えて入れた
方がつながるかもしれない。定期的に更新していかないといけない部分は、
音響機器、照明機器についてもそうであるし、舞台幕なども数年で劣化す
るので少し触れてもいいのではないか。
事務局： 施設については、文化施設に限らず、公共施設全てについて老朽
化が著しいところであるので、順次更新していかないといけないという課
題がある。
委員： 施設は作りっぱなしではなく、資本的支出が必要なことを市民にも
認識を持ってもらう必要がある。
委員： 作る場所として、時代に合わせた機能維持、機能アップが必要にな
るということを入れても良いと思う。
事務局： 12 ページの課題の真ん中で書いていることをもう少し詳しく書
くことを検討する。
委員： 21 ページ「創る」の「めざす姿」と「基本方針」について、せっか
く「創る喜びを実感できる」という文言があるのに、基本方針のところに
は「喜び」などは全くなく、
「施設を整備します」などとなっている。重要
なのは「創る喜びを実感できる」ことであるので、そこが少し足りないと
思う。
委員： 同じく「創る」のところで「めざす姿」は「全ての市民が」となっ
ているが、
「基本方針」では「文化芸術センターが」となっている。全ての
市民ではなく文化芸術センターというお皿に乗った人だけしか見ていない
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ように感じる。文化芸術センター以外のことも書いていただけたら、全て
の市民というところにつながってくると思う。
会長： 空間だけではないと冒頭に申し上げたことと同じようなことになる
が、
「めざす姿」で「全ての市民が」と語っているのに、文化芸術センター
だけになっている。文化芸術センターはとても大事なトピックであり、た
くさんの人、子どもたちがふらっと立ち寄って、みんなでつながる場であ
り、その象徴ではある。しかし、それを知らない人が見ると、文化芸術セン
ターに限定されるようになってしまう可能性もあるので、表現を検討いた
だきたい。
「
（２）つながる」についてどうか。22 ページ「つながる」の「基
本方針」のところで、姉妹都市との交流について、
「オンライン技術を活用
するなど無理のない継続可能な交流について可能性を模索していきます」
と追記されているが、コロナ禍の影響でできていないのか。
事務局： 海外姉妹都市はコロナ以前に休止している。ただ、オンラインで
繋ぐことができるようにはなっているので、前向きに捉えて、そういった
ことができればと考えている。
会長： コロナの影響は交流するにあたり大変な出来事であるが、いろんな
発見が、いろんな現場であるので、それを逆手にとって良い形につなげて
いければ良い。しかし、ここはコロナと誤解を招く可能性があるので、記
載を修正したほうが良い。
事務局： 「以前から」などと補足を入れる。
会長： 14 ページ「（３）ともに楽しむ」
、23 ページ「
（３）楽しみ成長する」
というところについてはどうか。
委員： 課題のところに「芸術への一定の関心を前提としている等、一定の
層に限られている」と書いてあり、23 ページではそれも含めて書いておら
れると思うが、表現がふわっとしすぎている。もう一歩踏み込んで「一定
の層に限らない人たちにもアートを楽しんでいただく」
、などの表現が基本
方針にあってもよいかと思う。
会長： 「子どもから高齢者まで」というので、
「全ての市民が」ということ
に含まれていると理解できるが、文化芸術にそこまでの文言を入れる必要
はないかもしれないものの、総合計画の方でも LGBTQ や男女共同参画と
いう視点もある。そもそも文化芸術は全ての人に開かれているのもので、
LGBTQ なども全て寛容に受け止められるのが文化芸術だと思う。そうい
ったことも想像できるような表現があれば、全てが含まれているという感
じが出るのではないか。年齢層、障碍の有無までしか言及してないが、も
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う少し踏み込んでも良いのではないか。
委員： 一定の関心があるというだけでなく、所得なども影響している。社
会包摂的な文化権の保障にも絡むと思うので、もう少し踏み込んだ表現に
した方が良いと思う。
事務局： 「誰も取り残さない」という表現を課題のところに入れているが、
この辺の表現を後ろにも入れるということも考えられる。どういった書き
方をするか検討する。
会長： 今の議論では、23 ページの表現もふわっとやさしい書き方で、これ
もリンクしてくると思われるので、こちらも併せてどうするか検討いただ
きたい。
委員： 14 ページの「ともに楽しむ」が 23 ページで「楽しみ成長する」に
変わっているのはなぜか。
事務局： 前々回の議論の時に「楽しむ」だけではなく、
「人を育てる」
「文
化芸術を育てる」といった「ともに育む」というキーワードがあった方が
良いというご意見をいただいたので、その意味合いを含めている。
委員： 「成長する」という言葉に上からの目線のニュアンスがあるように
思えたので質問した。
「育む」のほうが、イメージは伝わる。成長させるで
はなくて、成長しなくても楽しめるというようなニュアンスで芸術にふれ
てほしいと思っている。
会長： これも表現上の問題。広く全ての市民が見るものなので引っかかる
人ができるだけいない方が良い。
「楽しみともに成長する」という表現なら
どうか。
委員： 「心が豊かになっていく」という表現の方がしっくりくると思う。
委員： 「楽しみ育む」というより、並列で「楽しむ、育む」の関係だと思
う。
事務局： 「楽しみ成長する」の後の、
「子どもから高齢者まで、全ての市民
が楽しみながら成長していく環境づくり」の表現を和らげることや「心が
豊かになる」
「育む」といったソフトな言葉を入れることなどを検討する。
委員： 「創る」と「楽しみ成長する」内容が「環境づくり」とそろってい
るが、
「楽しみ成長する」は環境づくりでよいのか。また、基本方針の１文
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が長いので読みづらい。
委員： 「成長する」のではなくて、
「気持ちが豊かになる」ではないか。必
ず成長するものではないし、それを望むのもおかしいと感じる。
「豊かにな
る」が言葉として良い。
委員： 「成長する」は前の会議で具体的に言葉として出ていたものか。
事務局： 骨子提案時に事務局が選んだ文言である。他に良い文言があれば
変更しても良い。
委員： 「成長していく環境づくり」では勉強の場のイメージがある。これ
は勉強の場ではない。
「成長する」は自分のイメージだが、
「育む」は自分だ
けではない。
委員： 「成長する」というところに力点があるのではなく「みんなで」に
力点があると良いのではないか。
事務局： 「ともに豊かになる」はどうか。
委員： （３）で何を目的とするかがそもそもわかりにくい。
事務局： もともとは「誰でも楽しめる」といったニュアンスで、子ども、
高齢者、障碍者を含めみんなで楽しもうということである。
委員： ここの目的は、文化芸術によって垣根を取り払ってみんなが豊かに
なるということか。基本方針の最後では「公演等への支援などを行います」
となっていて、金銭的な支援のことのように思うのでよくわからない。
委員： 環境というより、機会を増やすという意味である。
「環境」というよ
り、
「機会」としてはどうか。機会を増やすためであれば公演等への支援で
も成立するのではないか。
「身近にふれる機会」としてはどうか。
会長： 議論が熟してきているので気になってくる点も出てくる。「成長す
る」が引っ掛かっているようなので、落としどころの文言を考えてもらい
たい。
事務局： 「ともに楽しむ」で良いのかもしれない。その中で取りこぼしし
ないということがわかるようにする。
会長： 「ともに楽しむ」に戻し、込めたかった思いを下で書くということ
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にする。次に、
「（４）伝える」
「
（５）守る」→「（４）守り伝える」のとこ
ろはどうか。
委員：
「景観」や「文化財」というフレーズが出てくるが、ビジュアル（写
真）があった方が伝わるのではないか。
「守る」の景観や「伝える」の文化
財のイメージを入れた方が良い。
会長： 「守る」の記述が少ないので活動の風景（景観）の写真を入れた方
が良い。課題にもあるが、マーケティングの視点的にどうか。この個別の
項目というよりもお金のところが気になっている。コロナ禍で入館者がい
ない、お金もない中で、文化芸術を発信するためにいろんなところが頑張
っている。文化芸術は命を守るものではないので、後回しになってしまう
が、だからこそお金をどうやって得ていくかを、強めに真正面から検討・
議論していくことが必要なのではないか。
委員： 発信した結果として、都市ブランドの強化以外に経済波及効果みた
いなところにも触れた方が良い。
委員： 「守り伝える」のところで、ウィルキンソンはメジャーになってき
たのでここに出てきていると思うが、そういったプロジェクトの掘り起こ
しみたいなものがもっとあるとよい。それにお金がかかるということであ
れば大学との連携で、学生のアイデアを取り入れながら発信することやク
ラウドファンディングで資金を調達することも考えられる。ウィルキンソ
ンだけでなくて、面白い企画を立てて発信していく仕方はあるのではない
か。
委員： 情報提供だけでなく宝塚市ファンを増やすという要素をどこかへ入
れてはどうか。
「おかえりクラシック」を 11 月に行うが、今回は配信も行
う。これまでは周辺の清荒神で食事を楽しんでいただくという企画をして
いたが、コロナ禍により今はそれが難しくなっているので、クラウドファ
ンディングのリターンをして食事券、商品を提供した。資金調達と一緒に
新たに応援してくれる人、ファンの人が増えてきたように感じたのでその
辺りの要素が入ると良い。次の「（６）支える」にもつながることだが、人
や金をどうやってつくりだしていくかも「発信する」
、「支える」の中で触
れていけたらよいと思う。
委員： 今は、自分から発信するよりも拾い上げてもらうことが、最大のマ
ーケティングである。ちょっと面白かったらすぐに発信してくれる。面白
いものを発信していくことこそがマーケティングにつながってくる。
委員： 美術館でも写真を撮ることができる場所を作ると、それを
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Instagram などで勝手に宣伝してくれる。真面目なマーケティングではな
くて、ファンづくりの要素も必要である。
委員： 市は、クラウドファンディングをすることができるか。
事務局： ふるさと納税はしているが、予算の事などがややこしいので、別
団体を作ってクラウドファンディングをすることもできる。
事務局： ファンを増やすということについては、次の「（６）発信する」の
ところで「関係人口」の情報発信で触れているが、ご指摘の資金のところ
までは踏み込んでいない。
委員： これからは市民自らが盛り上げていくことが必要。
委員： クラウドファンディングでも免税になるということはあるか。
事務局： 寄付型か、物品購入型かといったものはある。ふるさと納税は寄
付控除の対象になる。どのように使われるかが明確で、ストーリーがある
と協力してもらえるようになる。
委員： 対価が得られる（対価型）と寄付にならない。
委員： 「おかえりクラシック」のクラウドファンディングは寄付型ではな
いので控除にならない。今の話の流れで（５）も「ともに発信する」という
ことでも良いかもしれない。
会長： 「発信する」のところの話になっているが、経済的な部分、マーケ
ティングの部分も「守り伝える」か、それ以外のところでも、もう少し踏み
こんで書いてもよいかもしれない。
委員： ３ページのところで、産業振興ビジョンのことが書かれていて、そ
の辺とつなげられないか。
「密に連携」と書いてあるが、具体的にどのよう
に連携しようとしているのか。
事務局： 法律で決まっていることとして連携していく必要がある。産業振
興ビジョンでは「創造都市」というのを掲げようとしていて、文化を意識
したものとして作ろうとしている。産業と文化はお互いに連携しながら両
輪のように政策を進めようという考え方で策定しようとしている。
委員： その辺りがつながってくると、面白いアイデアができ、デザインし
やすくなる。そこがデザインできると、例えば農業と芸術のように、今ま
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でじゃない文化芸術の広いところができてくるのではないか。
「密に」とい
うだけでなく具体的なことが見えてくると面白くなるのではないか。
会長： そこら辺を謳うのが「（７）発展させる」だが簡潔すぎる。ここはも
っとボリュームを増やしつつ書いてほしい。
「有機的に連携する」と書かれ
ているが、せっかく独立して新しく追加した意気込みを感じられるところ
なのでボリュームを増やして、この辺りにお金や、クラウドファンディン
グのことなども盛り込むことができると思う。
委員： 今のところとも連動していると思うが、27 ページ（７）のところに
「経済効果にもつなげながら、文化政策の持続性も高めます」と接続詞を
「ながら」と書いているが、相反することではない。経済波及効果の高ま
りをもっと強く言ってもよい。文化芸術都市としての取組が宝塚市の魅力
を高めて、観光や商業との連動性から経済波及効果が高まっていくのだと
いうことを言ってもよいと思う。４ページに書いている人口減少、高齢化
の影響もあり、自主財源はかなり厳しい状況にある。宝塚は産業も少なく、
おそらく地方税収のほとんどが住民税ではないかと思われる。固定資産税
もほとんど住民からのものになっているだろう。そういった状況の中で、
文化芸術はお金を使うだけのものではなく、経済波及効果を高める宝塚市
の産業としての性質も持っているということをしっかり書くべきだと思
う。
委員： 冒頭の音楽家・舞台芸術家が多く住んでいるというのも、歌劇など
の産業があって成立していることなので、
「発展させる」で書きぶりを追加
した方が良い。その上で、
「支える」で基盤づくりのために一定の投資が必
要ということを書いた方がよい。条例の中では市が「必要な財政上の措置
を講ずるものとする」としているので、ここで文化振興、産業振興に投資
をするという軸を作った方が良い。最初に一定の投資がないと発展してい
かない。
委員： その点において、観光は連動性が高く、文化についても、他所から
多くの人が来てくれてお金を落としてくれている。特に、演劇は滞在時間
が長く、食事もしてくれる。そこをしっかりすることで、宝塚自体の自立
は大げさかもしれないが、それが市の自主財源の確保になり皆に戻ってい
くという、循環性についても語ってもよい。
委員： 経済波及の話とは別の話になるが、宝塚の催し物に参加するお客様
は周りの自治体と比べるとおとなしく上品だと言われている。また、合唱
したり表現したりする人は健康であるといわれるように、文化は体や精神
の健康にいいものであることから、指標が取れているわけではないが教育・
福祉面ではコストを下げる効果もあるのではないか。
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会長： 人は創造的な活動に触れるだけで癒される、子どもはそこで居場所
を見つけて自己肯定感を高めて成長していくということがある。実験をし
てデータを取った結果、どんな人でもそのような状態になる。健康・福祉・
教育に良い影響を与えていないわけではない。すべてを包括して文化芸術
がつないでいくものである。それを大げさにでも、説得力を持って謳える
ような文言が入ると良い。最後に、
「
（７）発展させる」まで含めて意見を伺
う。
委員：「発信する」「発展させる」の並び順はセットの方が良いのではない
か。
「創る」
「つながる」
「ともに楽しむ」
「守り伝える」
「支える」は市民に
向いていて、
「発信する」
「発展させる」はベクトルが少し外に向いている
ように思う。順番を「発信する」を「支える」の後ろにしてはどうか。
会長： この並びは１次計画を参照しているが、変えても問題はないか。
事務局： （１）～（６）までは文化政策の話で、
（７）は都市レベルの話を
しようとしている。他とは同化させたくない、敢えて区別したいという意
図がある。
委員： ここで、語っている文化芸術の考え方を、都市政策に落とし込んで
いくというようなニュアンスがあると分かりやすい。
事務局： 今日のご指摘の大半は、基本方針の文章表現が表層的で踏み込め
てないことにあるので、今言われた都市政策的な部分や、先ほどのマーケ
ティングのことなども伝わりにくくなっている。文章を 1.5 倍にしなけれ
ば、今日のご意見には応えられないのではないかと考えている。
委員： 文章というよりも熱量が下がっているように思う。この場でホット
な議論がされていてもそれが反映されていない。
委員： 文化政策として（１）～（５）があって、それを支える基盤で（６）
がセットになって、その結果として（７）があるということで、現状の構成
の意図はよくわかった。
委員： 発想はとても良い。宝塚市の強みとして、都市間競争力という意味
では文化芸術は重要である。それを都市政策に落とし込んでいくという姿
勢、これが宝塚市の強みとなるということが（７）で入れば説得力が増す。
会長：
「
（７）発展させる」はかなり肝になる。これまで出た意見を踏まえて
熱量が伝わる肉付けをお願いしたい。文言のことで、これは根幹に関わる
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ことではないが、16 ページ（１）①下から３行目、
「市内の文化財を外国人
にも親しめるように努めてきました」とある。多言語で作成して外国の方
にも理解いただけるようにということなのだと思うが、
「外国人」という表
現が気になった。あと日本語で「外国人にも親しめるよう」の「に」を取っ
た方が、日本語として滑らかかと思う。この表現の仕方を検討してほしい。
委員： （７）の内容が、未来に向かった文章になるとしたら、この挿絵は
どうなのだろうか。
事務局： これは防災と文化芸術を結びつけたもので、市内のイラストレー
ターの方に作ってもらった挿絵であり、要素はあるのだが上の文章とのつ
ながりがあまりない。TRAD が観光と文化を連携させたイベントで、これ
から写真も増えてくるので、差し替えていく。
会長： めざす姿の指標が寂しいように思う。29 ページの図も市民の赤は
良いが、もっと丸を大きくして、主役は市民であるということが伝わる方
が良い。指標について意見はあるか。
委員： 指標一覧にある文化芸術センターの来場数はどこまで数えるのか。
入館者か、有料入場者数か。
事務局： 敷地に１歩だけでも入ったらカウントする。
委員： 「創る」は空間だけではなく、仕組みもとなったときに、センター
の来場者数でいいのか。３つ目の「文化芸術に良く親しんでいると回答す
る市民の割合」の方が、指標としては合致するのではないか。10 年後にめ
ざす方向性の「↗」は増やしていくという意味か。
委員： 体制のところで、指定管理者との関係が全く謳われていないが、縦
割りにせず、それも何らかの形でつながるようにしたらどうか。
事務局： 役割についての記載はもう少し増やす。今は薄い感じだが厚くす
る。市と財団の役割があまり明確でなく、明らかにしていく必要があるの
で、それぞれがどのような役割を果たすかを書きたいと思っている。
委員： ネットワークしているようなしていないような図になっている。事
業者とひとくくりにしていて具体性に欠けているので、商店街、図書館な
どわかりやすく書いた方が良い。ここは、文化的コモンズの図の方が良い
のではないか。また、お祭りや地域の伝統芸能の要素もネットワークには
入ってくるのではないか。
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会長： ここはまだ検討中ということで、イメージ図もまだ発展途上という
こと。財団と市の役割分担の話はこれまでの話で明確になってきていると
思う。市民、事業者、市との関係を明確に整理して、それを文字に落とせば
イメージ図もおのずとわかり易くなると思う。
委員： 指標のところで、先ほどの経済波及の流れになるが、産業連関表で
データを取っているかどうかによるが、経済波及効果も指標に入れてはど
うか。文化芸術の基本計画らしくないのも良い。それだけちゃんと経済効
果も見ているということで、指標に入れておくのは良いのではないか。
委員： 財団では、今年催しのアンケートから、前後の飲食や買い物のデー
タも取り始めているところである。ただ、コロナでアンケートも取りにく
い状況になっている。指標となるだけのデータを蓄積するにはもう少し時
間がかかるが、経済波及効果も取ったほうが説得力はあるし、対策も打ち
やすい。
委員： 「支える」のところが「
「後援」を行った文化芸術関連事業イベント
の数」というのは違うように思う。支える体制がどこまで大きくできたか
などの方が良いのではないか。また、
「後援」も市のものだけでなく財団の
ものにも広げた方が良いのではないか。同様に「発信する」も「市 HP イ
ベントカレンダーアクセス件数」で良いのか。もうちょっと別の指標がな
いかと思っている。
委員： SNS に登場した宝塚のテーマについてのデータは取れるかもしれ
ない。外部がどれだけ関心を持ってくれているかということを計ることは
できる。
委員：無理やり当てはめている感がある。各項目にふさわしい指標で新た
にアンケートした方が良いのではないか。すぐ決まることではないが、全
体を一から考えてみたい。
会長： ここに挙げているものは今あるものを当てはめているのが現状。新
たに取れる指標があるかどうかを探っていただいて、我々も取れるものが
あればお知らせする。
委員： 先日、新聞に自治体の魅力度調査が出ていた。宝塚市は 39 位だっ
た。もっといいと思っていて、ショックだったので頑張りたいと思った。
会長：いただいた意見を踏まえて再検討いただき、我々からもアイデアを
提供していくということで、練っていただく。
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４

閉会
事務局： 次回の宝塚市文化芸術振興会議についてはメールで調整させてい
ただく。12 月下旬か、１月頃に行う予定である。
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I．第２次宝塚市文化芸術振興基本計画について
１. 計画策定の趣旨と経緯
宝塚市は豊かな自然環境に恵まれており、古くから多くの人が住まい、文化的に豊かな生活を営ん
できました。「宝塚市」となってからも、市民力に支えられながら、様々な文化芸術施策を展開し、市民
生活に潤いを提供してきました。平成の時代に入り、より施策を効果的に実施していくために、市と学
識経験者や芸術家などで組織した「宝塚市文化懇話会」や一般市民で構成された「文化の薫るまち
づくり研究会」からの提言を受けながら文化芸術の振興を図ってきました。
平成 25 年（2013 年）7 月には、より市の姿勢を明らかにするものとして、文化芸術の持つ重要性
に鑑み、市民と市の協働の下、積極的に文化芸術の振興に努め、文化の薫り高いまち宝塚の実現を
目指して「宝塚市民の文化芸術に関する基本条例」（以下「文化芸術基本条例」）を制定しました。
文化芸術振興基本計画（以下「基本計画」という）は、文化芸術基本条例の内容を具体化し、
文化芸術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、策定するものです。平成 28 年
（2016 年）からスタートした基本計画（以下「第 1 次計画」）では、有識者や公募市民らを委員と
する「宝塚市民文化芸術振興会議」の意見をもとに、「創造力を育む 文化芸術の薫り高い 宝塚」を
将来都市像として「創る」「つながる」「ともに楽しむ」「伝える」「守る」「発信する」「支える」の 7 つの方向
性に基づき、文化芸術の振興に関わる多様な取組を総合的に展開してきました。
第 1 次計画が 5 年を経過し、令和 2 年度（2020 年度）に終了することから、これまでの取組の
成果を踏まえつつ、残された課題や、文化芸術振興基本法から文化芸術基本法（以下「法」）への
改正（平成 29 年（2017 年））、人口減少、少子高齢化など社会環境の変化に伴う新たな課題
等に対応し、本市の文化芸術のまちづくりをより一層推進するため、「第 2 次宝塚市文化芸術振興基
本計画」（以下「本計画」）を策定します。
なお、本計画において対象とする文化芸術の範囲は、法が基本的施策の対象としているものに限ら
ず、本市の文化芸術の現状や独自の歴史等を踏まえ幅広く捉え「宝塚らしい文化芸術」の振興に取
り組むこととします。
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２. 計画の位置づけ
国や県との関係
法においては、地方公共団体の責務について、文化芸術に関し、「自主的かつ主体的に、その地域
の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」と定められており、「（国の）文化芸術
推進基本計画を参酌して、その地方の実情に即した文化芸術の推進に関する計画を定めるよう努め
るものとする。」とされています。
さらに、平成 30 年（2018 年）に閣議決定された「文化芸術推進基本計画」においても、地方公
共団体に対して、地方文化芸術推進基本計画の策定に努めることとしています。
兵庫県では、平成 27 年（2015 年）に「兵庫県芸術文化振興ビジョン」を策定し、県内の市町に
は、「芸術文化立県ひょうご」の実現に向け、地域の特性に応じた芸術文化施策の推進と、市町立芸
術文化施設を運営する役割が求められています。
本計画は、国が定めた計画の地方文化芸術推進基本計画に当たるものであり、県の芸術文化振
興ビジョンの内容を踏まえて策定しています。

図表 I-1 文化芸術関連の法令・計画（国・県・市）の関係

文化芸術推進基本計画
(平成30年(2018年)閣議決定)

文化芸術振興基本法(平成13年(2001年)制定)
文化芸術基本法に改正(平成29年(2017年)改正)

兵庫県 芸術文化振興ビジョン
(平成27年(2015年))

宝塚市民の文化芸術に関する基本条例
(平成25年(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

国の動き

県の動き

宝塚市の動き
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第２次
宝塚市文化芸術振興
基本計画
計画期間：令和3年度(2021年度)
-令和12年度(2030年度)

本市における本計画と他の計画との関係
本計画は、文化芸術基本条例第 14 条に規定する文化芸術の振興に関する施策を総合的かつ
計画的に推進するため策定するものであり、本市の最上位の計画である「第 6 次宝塚市総合計画」
（以下「総合計画」）の分野別計画の一つです。
総合計画においては、観光・産業・文化分野のめざすまちの姿として「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」を掲げており、本計画ではその趣旨を踏まえ、文化芸術を通じて
めざすまちの姿の実現を図っていきます。
また、総合計画において同じ分野に属する「宝塚市産業振興ビジョン」（以下「産業振興ビジョン」）
の趣旨を踏まえつつ、産業振興ビジョンに基づく「商工業振興計画」「観光振興戦略」「農業振興計画」
とも密接に連携しながら、本計画の将来都市像の実現を図っていきます。

計画期間
本計画の期間は、総合計画の期間に合わせ、令和 3 年度（2021 年度）から令和 12 年度
（2030 年度）までの 10 年間とします。なお、文化芸術に関する施策を取り巻く状況や、急激な社
会情勢の変化により、必要に応じて計画の見直しを行います。
図表 I-2 本市における本計画の位置づけ
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II．宝塚市の文化芸術を取り巻く環境
１. 文化芸術を取り巻く社会環境
文化芸術が生み出す価値に対する認識の変化
平成 29 年（2017 年）6 月に行われた法の改正では、「これまでの文化芸術政策を更に充実しつ
つ、観光やまちづくり、国際交流、福祉、教育、産業等の関連分野における施策を取り込むことで、文
化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用させること」としてい
ます。
さらに、改正法により従来の「文化芸術の振興に関する基本的な方針」に代わって新たに策定され
た国の「文化芸術推進基本計画」では、文化芸術により生み出される価値には、「本質的価値」と「社
かんよう

会的・経済的価値」があると示しています。「本質的価値」とは、豊かな人間性を涵養し、創造力と感
性を育み、文化的な伝統を尊重する心を育成するものとし、「社会的・経済的価値」とは、他者と共感
し合う心を通じた人間相互理解の促進、質の高い経済活動の実現、人間尊重の価値観に基づく人
類の真の発展への貢献、そして、文化の多様性を維持し、世界平和の礎となるものであるとしています。
一方で、平成 27 年（2015 年）9 月に国連総会で国際目標である SDGs が採択されました。国
内外の課題の解決に向けた 17 の目標と 169 のターゲットの達成に向けて、世界の全ての国・地域が
取り組んでいく中で、文化芸術が持つ多様性や創造性を生かしていくことで、文化芸術の持つ価値を
高めていくことにつながります。
法の改正にあるように、文化芸術がそれ自身の振興という枠に収まりきらないものとなっており、新た
な国の計画策定、SDGs の設定など、私たちのこれまでの文化芸術に対する価値の認識が、大きく変
わりつつあります。

情報通信技術の発達とグローバル化の進展
情報通信技術や移動手段の発達等により、社会・経済のグローバル化が進展しています。これによ
り様々な文化芸術が国境を越えて出会い、異国の地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ています。
また、外国人市民の増加による多文化共生やインバウンド観光の振興、国際交流を深める上で、
文化芸術が果たす役割に対する期待が高まっています。
さらに、情報通信技術の発達はコミュニケーションや情報の発信手段の多様化をもたらしています。こ
のことを通じて、文化芸術の享受や発信を容易にし、文化芸術の新たな表現方法が可能になっていま
す。しかし、情報の氾濫や仮想空間における表現や体験が進むことで、実際に体験をする機会が減る
ことが危惧されています。

人口減少、少子高齢化の進展とライフスタイルの多様化
我が国では、人口減少・少子高齢化が進展しており、急激な社会変化が生じています。
本市の人口は、平成 27 年（2015 年）に比べ、令和 12 年（2030 年）には 6.5％減少し約
210,000 人に、65 歳以上の高齢者の割合は 7.5 ポイント増加し 34.9％へ、15 歳未満の子どもの割
合は 2.9 ポイント減少し 10.3％となる見込みです。
この影響を受け、分野によっては、指導できる人材や活動の機会の確保等、文化芸術を支えてきた
基盤がぜい弱化しており、後継者の育成や専門的人材の確保が困難になる、といった事態が生じてお
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り、この傾向は今後一層加速する恐れがあります。
一方、ライフスタイルや価値観の多様化が進み、様々なジャンルの文化芸術を体験したり表現したり
するニーズが高まっています。また、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」が広がり、新たな
文化芸術活動への取組も広まっています。

新型コロナウイルス感染症による影響
令和 2 年（2020 年）に入り、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による緊急事態宣言によ
り、多くの活動に自粛が要請され、文化施設を含む公共施設においても利用の制限や休館、並びに
数多くのイベントやセミナーの開催が見送られ、その後も見通しが立たず、文化芸術を鑑賞し、自ら活
動する機会についても著しく失われることとなり、市民活動は危機的状況に陥りました。法においても、
文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であると明示されており、文化芸術に
触れる機会を失うことは、私たちの大切な権利が失われていると言えます。
今後についても、文化芸術が生み出す「本質的価値」とその必要性は何ら変わりませんが、いわゆる
「3 密」を回避するなど新たな生活様式の中で、情報通信技術の活用など新たな表現への取組といっ
た文化芸術活動の新しい形を模索していく必要があります。

２. 宝塚市における文化芸術活動の現状
宝塚市における文化芸術のあゆみ
① 歴史の中で育まれた文化財や人材
宝塚市は豊かな自然環境に恵まれており、古くから多くの人が住まい、文化的に豊かな生活を営ん
できました。その昔、西国三十三所の札所参りの人々が行き交った「巡礼街道」があり、宿場として栄
えた小浜宿（こはまじゅく）などが生まれ、「荒神さん」の名で親しまれている清荒神清澄寺（きよしこう
じんせいちょうじ）、「安産の観音様」として多くの参拝者でにぎわう大本山中山寺（だいほんざんなか
やまでら）などは全国的にも有名です。
市の東部・長尾地区は千年の伝統を誇る植木の里であり、北部・西谷地区は自然いっぱいの農村
地帯です。
本市にある温泉のうち「宝塚温泉」は明治 20 年（1887 年）に開業し、明治 43 年（1910 年）
には小林一三氏が箕面有馬電気軌道を大阪から宝塚まで開通させます。これにより、多くの人々が行
き交い、阪神北部は大きく発展し、文化的な交流が生まれました。
さらに、小林氏は、大正 2 年（1913 年）に宝塚歌劇の前身となる宝塚唱歌隊を創設し、大正７
年（1918 年）には宝塚音楽歌劇学校（現・宝塚音楽学校）が開校し、「歌劇のまち」として全国
に宝塚市の名が知られる基盤ができました。
日本を代表するマンガ家・手塚治虫氏は、5 歳から 24 歳までを宝塚で過ごしています。初期の代表
作の一つである「リボンの騎士」はまさに宝塚歌劇の影響を受けて生まれた作品です。
このほか、音楽、演劇など、様々な分野において、多くの文化人を輩出しています。
このような歴史的な背景もあり、本市の人口に占める芸術家が居住する比率が高くなっており、特に
「音楽家・舞台芸術家」の割合は非常に高く、東京 23 区とほぼ同じとなっています。（図表 II-1）。
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図表 II-1 人口に占める音楽家・舞台芸術家の割合
0.30%
0.26% 0.26%
0.25%
0.20%
0.15%
0.10%

0.08% 0.08%

0.05%

0.06% 0.05%
0.05% 0.05% 0.04%

0.03%

0.02% 0.02%

0.00%

出典：平成 27 年 国勢調査

② 阪神間モダニズムと住宅都市
宝塚市は、明治の半ばから温泉開発が進み、鉄道の開通や郊外住宅地の開発、大正初期に誕
生した宝塚歌劇とともに、「歌劇と湯のまち宝塚」として広く全国に知られるようになりました。
そして、明治末期から昭和にかけての「阪神間モダニズム」を背景に、西洋文化を積極的に取り入
れつつ、大阪・神戸に近い理想的な郊外住宅地として、温泉リゾート、歌劇の本拠地がある宝塚は
独自の魅力的な文化を生み出し、人々に夢と感動をおくりつづけています。
市の中央部を流れる武庫川の清流と周囲の六甲・長尾山系に広がる美しい山並み、北部地域の
豊かな自然環境、千年以上の歴史を持つ寺社、大阪・神戸まで 30 分という交通の利便性により、
本市は、阪神間でも有数の良好な住環境を備えた「住宅都市」として発展し、その魅力に惹かれ多く
の人々が移り住んできました。
図表 II-2 阪神間モダニズムの建築物 高碕記念館（左）
、正司邸（右）
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③ 文化関連施設の整備
宝塚市は市民や来訪者が文化芸術に関する活動（鑑賞、創作、発表等）を行う場として、多くの
文化関連施設を運営してきました（図表 II-3）。このほかにも、鉄斎美術館、宝塚大劇場といった
民間の文化関連施設が市内には存在します。
図表 II-3 宝塚市の文化関連施設
種別

公
共
施
設

名称
①ベガ・ホール
昭和 55 年（1980 年）開館
②ソリオホール
平成 5 年（1993 年）開館
③宝塚文化創造館
すみれ♪ミュージアム
平成 23 年（2011 年）開館

清荒神１丁目

④手塚治虫記念館
平成 6 年（1994 年）開館

武庫川町７番

⑤国際・文化センター
平成 5 年（1993 年）開館

南口２丁目

⑥文化芸術センター
令和２年（2020 年）開館

武庫川町７番

⑦公民館（中央・東・西）
中央：平成 31 年（2019 年）開館
東：昭和 63 年（1988 年）開館
西：平成 6 年（1994 年）開館
⑧図書館（中央・西）
中央：昭和 55 年（1980 年）開館
西：平成 6 年（1994 年）開館
⑨聖光文庫（中央図書館内）
昭和 55 年（1980 年）開館
⑩鉄斎美術館
昭和 50 年（1975 年）開館

民
間
施
設

住所

⑪宝塚大劇場
大正 13 年（1924 年）開館
⑫宝塚歌劇の殿堂
平成 26 年（2014 年）開館
⑬アピアホール
昭和 62 年（1987 年）開館

栄町２丁目
武庫川町６番

末広町 3 番
山本南２丁目
小林２丁目
清荒神１丁目
小林２丁目
清荒神１丁目
米谷字清シ 1
(清荒神清澄寺
内)
栄町１丁目
栄町１丁目

逆瀬川１丁目
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概要
音楽専用ホールとして音楽分野を中
心とした事業展開を実施
多目的ホールとして、幅広い文化芸
術活動ができる施設
昭和 10 年（1935 年）建設され
た宝塚音楽学校旧校舎を市が譲り
受けた。舞台芸術に関わる市民が活
動し、新たな宝塚文化を発信する
場。宝塚音楽学校、宝塚歌劇団の
歴史を紹介するミュージアムを併設
手塚治虫氏に関する豊富な資料の
ほか、近現代の漫画・アニメに関する
企画展を開催
ギャラリー、小ホール、交流スペースを
持つ、国際交流の促進と、文化芸
術の振興の場
大規模な美術展が実施可能なギャ
ラリーやアトリエ、庭園を併せ持つ、文
化芸術振興の新たな拠点
地域イベント、茶華道、音楽活動な
ど市民の身近な文化活動拠点（旧
中央公民館は、昭和 45 年
（1970 年）開館。平成 31 年に
新築移転）
蔵書総数約 59 万 5 千冊。社会
教育活動の一環として読書の普及
を行う
鉄斎美術館の寄贈を受けて設立さ
れた美術関連図書の特別閲覧室
清荒神清澄寺光浄和上によって蒐
集された画聖、富岡鉄斎の作品を
広く公開
宝塚歌劇団のホームグラウンドである
専用劇場
宝塚歌劇 100 周年を記念して、宝
塚歌劇の発展に大きな貢献をした
方々を紹介する施設
様々なイベントにも対応可能な多目
的ホール。ギャラリーも併設

④ 公益財団法人宝塚市文化財団の設立
宝塚市では、「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
して、平成 6 年（1994 年）に全額出捐し、宝塚市文化財団（当時は宝塚市文化振興財団。以
下「文化財団」という。）を設立しました。
文化財団は、芸術文化鑑賞事業等の開催、地域の芸術文化活動の育成及び援助、地域の文化
に関する情報の収集及び提供をしています。また、設立当初からベガ・ホール、ソリオホールの管理運営
を担い、現在は宝塚文化創造館を加えた 3 施設の指定管理者として芸術文化施設の管理運営を行
ってきました。平成 25 年度（2013 年度）からは、特定財団法人から公益財団法人に移行し、文化
振興における公益活動を中心に事業展開しています。平成 27 年（2015 年）に策定した第 1 次計
画では、計画実現に向けての推進体制において文化財団を文化芸術振興の推進母体とする旨、明文
化しています。
これまで、文化財団は、「宝塚国際室内合唱コンクール」や「宝塚ベガ音楽コンクール」を、海外や全
国から団体、音楽家が参加する、全国的に知名度のある事業にまで高めたことを始めとして、本市ゆか
りのアーティストとともに良質な公演を提供するなど、「音楽のあるまちづくり」に貢献をしてきました。また、
市民の文化活動や鑑賞の機会などを充実させ、本市の文化水準を高めたと言えます。
また、「伝統芸能フェスティバル」や「宝塚市展」「宝塚芸術展」「市民合唱祭」などの多くの文化団体
と協働で事業を実施するとともに、学校・福祉施設への出張コンサートなど公益性の高い事業を実施し、
文化芸術基本条例や第 1 次計画の理念の実現に向けて多種多様な事業を展開してきました。
加えて、宝塚のまちの魅力を再発見し、地元に対する理解や関心を深めてもらうことを目的として
「宝塚学検定」を開催し、宝塚文化を学ぶ機会の提供と宝塚のまちを愛する心を育む新たな事業展
開にも積極的に取り組んでいます。

市民・市民団体による文化芸術活動の現状
① 文化施設や公民館の利用状況
宝塚市では市民による活発な芸術活動が行われています。文化施設の利用状況（件数）を見る
と、ソリオホールが平成 27 年度（2015 年度）以降利用料金の変更により利用件数を伸ばしていま
す。一方、ベガ・ホールについては工事に伴う休館のため利用件数が減少していますが、令和元年度
（2019 年度）は元の水準に戻っています。
文化施設全般の利用件数としては、各施設が掲げる目標の利用件数に近い実績をあげていますが、
国際・文化センターのギャラリーなど利用が減少している施設もあります。また、令和 2 年度（2020 年
度）には、新型コロナウイルス感染症の影響により、公演や発表の実施が難しい状況になっています。
更なる活動場所を求める声もありますが、新しく整備した文化芸術センターをはじめ、既存の文化施設
の PR を引き続き積極的に行うとともに、今後も利用したくなる環境づくりが必要です。

8

図表 II-4 グランドオープンした中央公民館(左)、
アートと自然を楽しめる複合施設・文化芸術センター(右)

図表 II-5 市内の主な文化施設の利用件数の推移
4800

4000

1600

1200

800

400
(件)

ベガ・ホール

ソリオホール

文化創造館

国際・文化センター

また、市内の公民館には多くの市民団体・グループが登録されており、書道・絵画・音楽・工芸・料
理などの活動を行っています。中央公民館が平成 31 年（2019 年）2 月にグランドオープンしており、
現在は利用件数を徐々に伸ばしています。
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図表 II-6 公民館の利用件数
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中央公民館（平成26年（2014年）閉館）

中央公民館（リニューアル）

東公民館

西公民館

② 活動団体の連携
宝塚市は古くから音楽活動が盛んで、宝塚市交響楽団、宝塚市吹奏楽団、宝塚少年少女合唱
団などは演奏活動を通して本市の文化交流の一翼を担っています。
以前より宝塚市文化連盟や宝塚合唱連盟、宝塚演奏家連盟などの各活動分野内における団体間の
連携はありましたが、平成 22 年（2010 年）に、文化財団が主となり、多様な文化団体が参画した

「宝塚市文化団体連絡会」が組成されました。加盟団体の会員が講師・出演者となって、子どもたちが
楽しく芸術に触れられるワークショップやコンサートを行う「わくわく！そうぞう！たからんまつり」を開催して
います。
【宝塚市文化団体連絡会 加盟団体（令和元年（2019 年 3 月）末時点）】
宝塚合唱連盟、宝塚いけばな協会、宝塚演奏家連盟、宝塚書道協会、宝塚美術協会、宝
塚市手工芸協会、宝塚茶道協会、宝塚三曲協会、宝塚デザイン協会、宝塚日本画協会、宝
塚写真協会、宝塚市民謡民舞連合会、宝塚市交響楽団

図表 II-7 たからんまつりの様子
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市民の文化芸術に対する意識
総合計画の策定をするにあたり、これまでの計画の進捗状況を確認し、地域の生活環境やまちづく
りに関する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アンケートを行っています。平
成 30 年（2018 年）11 月~12 月に実施したものに文化芸術活動の状況を調査した項目があり、
「文化芸術活動によく親しんでいる」と回答する市民の割合は 24％前後を推移しています。「よく親しん
でいる」が安定した数値を維持していますが、一方で「あまり親しんでいない」の数値が年々増加してお
り、文化芸術都市を目指す本市としては、厳しい結果と捉えています。
図表 II-8 文化芸術活動の状況

（2018 年度）
（2016 年度）

（2013 年度）

（出典）宝塚市「市民意識に関するアンケート調査」

11

III．宝塚市の文化芸術振興の現状と課題
第１次計画では宝塚市の特徴や現状を鑑み、将来都市像「創造力を育む 文化芸術の薫り高い
宝塚」を実現していくため、「創る」「つながる」「ともに楽しむ」「伝える」「守る」「発信する」「支える」の７
つの目標を掲げて施策を展開してきました。それぞれについて、現状と課題を整理します。

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
これまでの取組と現状
市が設置している施設は、音楽専用ホールとして質の高いコンサートなどの事業を提供するベガ・ホ
ール、多目的ホールである強みをいかし、舞台芸術を中心に幅広い文化芸術活動に対応できるソリオ
ホールなどの文化施設に加えて、中央公民館が平成 31 年（2019 年）2 月にグランドオープン、令和
2 年（2020 年）6 月にはアートと自然を楽しむことのできる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を図りました。
1,000 人規模の市民ホールの整備を望む市民ニーズはあるものの、市民が安定的に自主的かつ創
造的に多様な芸術活動に取り組むための拠点機能の拡充については、一定の整備が進んだと言えま
す。多くの方にご利用いただけるよう文化施設の PR を引き続き積極的に行う必要があります。

課題
このように文化芸術の拠点機能の充実を図ってきましたが、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が不足をしているとの声が根強くあります。それに加えて、日常の創作・練
習場所も限られており、自由な活動が出来ないとの声も聞かれます。
既存の文化施設等についても老朽化が進んでおり、大規模修繕や設備の更新を順次求められてい
ます。
さらに、南画家・富岡鉄斎のコレクションを、展示している鉄斎美術館、宝塚大劇場などの民間文
化関連施設とともに、相互の情報共有を通じ、新たな活動の場づくりにつなげるといった連携を進めて
いく必要があります。
図表 III-1 市内の主な文化施設の利用件数（再掲）
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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
これまでの取組と現状
① 地域コミュニティを醸成する環境の整備
市内の文化団体で構成する宝塚市文化団体連絡会と文化財団では、「たからんまつり」を開催して、
市内の芸術家等の指導のもと子どもたちが気軽に文化芸術に触れる機会を提供しています。
学校教育においては、地域住民を「みんなの先生」として招聘し、学校・家庭・地域が一体となった
教育活動を推進しています。
また、宝塚音楽回廊や宝塚映画祭、宝塚現代美術てん・てんなどの市民主体の文化事業、さらに、
宝塚歌劇市民貸切公演や宝塚アニメフェスタ等の産業・教育をはじめ様々な関連分野での事業によ
って人と人との交流につなげてきました。
そのほか、宝塚に連綿と息づくだんじり文化をはじめ、祭りや伝統行事を通じて多彩な活動が、地域
コミュニティの醸成に一定の寄与をしています。
一方で、施設のネットワーク化も進めており、阪神北地域 4 市１町（伊丹市・宝塚市・川西市・三
田市・猪名川町）の各施設の相互利用について市外料金加算を撤廃し、相互の利用を促していま
す。

② 友好都市などとの文化交流の推進
災害相互応援協定締結を契機として、平成 25 年（2013 年）から大分市と、また、以前より交
流のあった春野町を引き継ぐ浜松市とは、平成 26 年（2014 年）から音楽イベントを通した文化交
流を実施するなど友好都市等の自治体交流の充実を図っています。
図表 III-2 浜松市との文化交流事業の様子（左）
、宝塚映画祭チラシ（右）

課題
現在行っている文化交流においては、文化施設を拠点としたものなど限定的な場合も多く、より多く
の市民が参加できるよう、今後は交流分野の拡大や市民レベルへの展開が課題になっています。
また、海外姉妹都市（ウィーン市第九区、オーガスタ・リッチモンド郡）との交流は休止状態となって
います。情報通信技術が発達するなど、気軽に海外の情報に触れられるようになった今、人が行き来
することだけが国際交流ではありません。新たな国際交流の在り方を模索する必要があります。
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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
これまでの取組と現状
本市では音楽や美術をはじめ、子どもから高齢者まで全ての市民が様々な芸術に触れる機会を提
供する事業を展開してきました。

① 子どもの文化芸術活動の充実
子どもを対象とした事業として市立小学校では、平田オリザ氏による演劇的手法を活用したワークシ
ョップや文化財団では、本市ゆかりの文化人・芸術家を学校等へ派遣して文化芸術に触れる機会を
提供しています。
図表 III-3 子どもを対象とした事業の例
事業名

実施主体

あおぞらコンサート
高校生美術部展

概要
市内高校生吹奏楽部による屋外コンサートを実施

市

市内高校生美術部による合同展覧会を実施

宝塚市少年少女音楽隊
／バトン隊

市内 9 小学校の音楽隊、市内 3 小学校・1 中学校のバトン隊が
活動

自己表現力向上事業

演劇的手法を活用したワークショップを小学校にて実施

歌劇鑑賞事業

市内小・中学生が宝塚歌劇を鑑賞

TAKARA っ子いきいきスクール

教育委員会

小・中学生を対象に地域住民の指導による講座を実施

サマースクール

公民館活動グループが、小・中学生を対象にサマースクールを実施

夏休み子どもプログラム

子どもを対象としたコンサート、工作教室を実施

たからんまつり

宝塚市文化団体連絡会が、子どもを対象としたワークショップを実施

こどもいけばな教室

宝塚いけばな協会が、子どもを対象とした全 10 回の教室を実施

こどもらくご教室

子どもを対象とした全 7 回の教室を実施

ベガ ジュニア アンサンブル

文化財団

阪神地区在住の子どもたちによる弦楽アンサンブルの活躍

0 歳からのクラシックコンサート

未就学児や子育て世代が楽しめるコンサートを実施

学校コンサート

市内小学校・幼稚園（保育所）にてアウトリーチコンサートを実施

出前落語

市内小学校にて落語会を実施

子ども向け講座

人権文化センター
大型児童センター

小・中学生を対象とした絵画教室などを実施
中高生を対象にミュージックスクールを実施

図表 III-4 出前落語の様子(左) 、TAKARA っ子いきいきスクールの様子(右)
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② 高齢者が文化芸術活動に触れる機会の拡大
老人福祉センターでの高齢者向け講座の開催や、老人クラブ連合会主催の「老人福祉大会」でも
発表の場が設けられており、高齢者同士の文化芸術を通した交流が図られています。
図表 III-5 高齢者を対象とした事業の例
事業名

実施主体

いきいき学舎フレミラ

概要
音楽鑑賞や演劇等を学ぶ 2 年制・4 コースのシニアカレッジを実施

はつらつ教室

市内在住の 60 歳以上の方を対象とした教室を実施

市

高齢者学習事業づか塾

知識等をボランティアに生かすためのノウハウを学ぶ連続講座を実施

老人福祉大会

日頃の文化活動の成果を発表する大会を実施

元気な長寿の仲間たち

文化財団

宝塚市展に出展した 80 歳以上の方の作品の展覧会を実施

③ 障碍（がい）者が文化芸術を楽しむ機会の充実
がい

障碍者等が文化芸術を楽しむ機会を確保するため、100 名以上の催しについては手話通訳者、要
がい

がい

約筆記者を配置するなど、障碍があっても参加しやすい環境の確保を行っているほか、障碍者団体の
運営・活動に対する補助・後援など、文化芸術を通じた社会参加を促進しています。
がい

図表 III-6 障碍者を対象とした事業の例
事業名

実施主体

市民向けイベントにおける手話通訳者・

市

概要
各種講演会等で手話通訳者・要約筆記者を配置

要約筆記者配置
ふれあい作品展 ほか

教育委員会

がい

特別支援学級などの生徒作品の展示 ほか
日常生活に必要な知識を学ぶ講座の実施 ほか

障碍者社会学級 ほか
シネマインソリオにおける

日本語字幕付き映画の上映

日本語字幕付き映画上映 ほか

文化財団

詩章（謡曲・浄瑠璃など音楽的要素のある演劇作品の

たからづか能

文章）の配布

課題
現在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、一定の層に
がい

限られているという側面があります。高齢者や障碍者を対象とした取組は限定的であり、福祉関連
事業としての側面が強くなっています。法の理念に則り、多様性を受容し誰も取り残さないという文化
がい

芸術が持つ力を生かし、年齢、障碍の有無又は経済的な状況に関わらず誰もが参加できる事業の
必要性が高まっています。
また、平成 30 年（2018 年）6 月には、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が
がい

施行され、障碍者の文化芸術活動の場の提供については、なお一層求められているところです。
子どもから高齢者まで全ての市民が様々な芸術に触れる機会を一層増やしていくことで、街の活
力を創造していく必要があります。
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「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

４.

これまでの取組と現状
① 文化財の保全と活用
本市には 80 件の指定有形文化財・18 件の登録文化財と、ケトロン祭・星下り祭・西谷地区のち
まきの食文化の 3 件の市指定無形民俗文化財があり、これらの有形・無形の文化遺産は、市民や地
域の団体、行政の手で受け継がれてきました。また、「たからづか文化財さんぽマップ」を多言語で作成
し、市内の文化財を外国人にも親しめるように努めてきました。さらに、大本山中山寺を含む西国三十
三所観音巡礼が日本遺産に認定されたことから、本市の文化遺産の魅力発信の契機が生まれていま
す。

② 伝統の継承と発展
「伝統芸能フェスティバル」「たからづか能」など伝統芸能を継承する事業を継続的に実施しています。
子どもたちの興味・関心を高める取組として「こども落語教室」などを開催しています。
また、全国から多くの受験者を集め回を重ねている「宝塚学検定」をきっかけに、学習の成果や気づ
きを次の世代に伝えていく人が生まれています。また、いわゆるアクティブシニア層や市民ボランティアとも
協力して文化財の紹介や案内を行っています。

課題
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ります。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も多く存在します。例えば、宝塚が発祥地である「ウィルキンソン タンサン」に関する調
査・研究は、近年クローズアップされ、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
つながっています。このような文化的な財産を市民とともに探究・発掘し、磨き上げていく必要があります。
一方、伝統芸能分野についても少子高齢化により、後継者不足と次世代育成への対応が求めら
れています。
図表 III-7 伝統芸能フェスティバルの様子(左)、
ウィルキンソン タンサンの自動販売機(右)
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５.

「守る」…景観を守り、宝塚らしいまちなみをつくる
これまでの取組と現状
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

に努めてきました。また、歴史的建造物や樹木等についても、文化財保護条例などの法令に基づく指
定を行い、その保全を図っています。
自主的、自発的な市民活動を支援する「きずなづくり推進事業補助金」においては、都市景観のテ
ーマとして「景観資源発掘」を設定し、市民と協働で景観保全を含めた活動を行いました。

課題
「守る」ものは、景観だけではありません。前項の「文化遺産」も含めて「守る」取組が求められていま
す。そのため、文化遺産を包含したうえで、良好な景観を保全する必要があります。

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
これまでの取組と現状
広報たからづかや市ホームページ、文化財団からの各種イベント情報については積極的に発信を実
施してきました。特に、内容によってはマスコミにも情報を提供し、効果的な発信を目指してきました。
また、宝塚歌劇や大本山中山寺、清荒神清澄寺など、本市が誇る文化に関する情報は、広報た
からづかなどで発信することはもちろん、それに加えて、ウィズたからづかや FM など民間の媒体を通じても
発信されています。
新型コロナウイルス感染拡大防止によるイベントの中止・延期が続きましたが、一方で市や文化財
団では寄贈作品や宝塚学検定模擬試験のオンライン公開といった自宅で楽しめるような文化芸術に
関する新しいコンテンツも生まれています。

課題
第 1 次計画において、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ましたが、民
間施設の情報を含めた集約にまで至っていません。
SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）を通じた情報発信も課題となっています。本市が展開し
ているシティプロモーションでは Instagram（インスタグラム）などを通して市の取組やイベント・観光など
の情報を発信し始めましたが、文化芸術に関する発信は十分でないと考えられます。
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です。
図表 III-8 おうちでアートの公開(左)、宝塚学検定 WEB 模擬試験の公開（右）
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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
これまでの取組と現状

① 文化芸術活動を支援する体制の整備
本市の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発表機
会の提供や補助金の交付、市民の文化事業に対する後援や広報などの支援を行っています。
また、前述の「きずなづくり推進事業補助金」において「文化芸術の薫り高い宝塚をめざして」というテ
ーマを設定し、市民との協働で文化芸術の振興に取り組んでいます。さらに、新型コロナウイルス感染
症の拡大を受け、文化活動を自粛・縮小せざるを得ない状況に置かれた団体等に対して、「宝塚市
文化芸術活動再開支援事業」や「芸術文化公演活動再開緊急支援事業」により、公演などの文化
活動に要する施設の使用料を助成し、市内の文化芸術の振興を図りました。

② 文化芸術活動を牽引する人材の育成
宝塚文化創造館では、宝塚音楽学校の旧校舎である特色を生かし、舞台芸術やイベント作りを体
験しながら学ぶワークショップを開催しています。また、産官学民連携による事業については、市内の高
校との連携によりミニコンサートや美術部展を実施しています。
図表 III-9 高校と連携した事業（あおぞらコンサート（左）
、高校生美術部展（右）
）

今後の課題
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ません。市民が実施している文化芸
術活動に対して具体的な指導や効果的なアドバイスをすることが求められています。
一方、産官学民による事業については、高校との連携は行われていますが、大学との連携は文化財
団の事業に一部あるのみで、取組を一層発展させる余地があります。
本市並びに文化財団は、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ための支援を強化していく必要があります。
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IV．宝塚市が目指す 10 年後の姿
１. 将来都市像
総合計画では、10 年後の「観光・産業・文化分野のめざすまちの姿」として【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】を掲げています。この目標を達成していくために本計画では、
10 年後の将来都市像を『創造力を育む 文化芸術の薫り高い 宝塚』と定め、次のとおり取組を推
進していきます。
図表 IV-1 宝塚市の目指すまちの姿と文化芸術基本計画の将来都市像

第６次宝塚市総合計画
観光・産業・文化分野の目指すまちの姿

ともに創るまち

創造性豊かなまち

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。

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。
。

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
暮らしの中で感じられるものです。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。

宝塚市文化芸術基本計画
将来都市像
創造力を育む 文化芸術の薫り高い 宝塚
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２.取組の方向性
前述の通り、第 1 次計画では７つの取組の方向性を掲げてきました。
これまでの「ともに楽しむ」については、子どもから高齢者までの全ての市民が楽しみながら成長してい
く意味を込めて本計画では「楽しみ成長する」としました。また、「伝える」と「守る」については、文化遺
産も景観も、「守る」ことによってはじめて「伝える」ことができることから、「守り伝える」と 1 つの方向性に
統合しました。さらに、文化政策の枠組みだけにとらわれず、産業、観光、まちづくり、福祉、教育等の
関連分野と有機的につなげ、経済効果につなげて持続性を高めるという意思を込めて本計画から「発
展させる」を追加しました。
これら 7 つを将来都市像 『創造力を育む 文化芸術の薫り高い 宝塚』を実現するための取組の
方向性とします。
図表 IV-2 新旧の取組の方向性の比較
第１次計画

第２次計画

01創る

01創る

文化芸術に触れ、創る喜び
を実感できる環境づくり

文化芸術に触れ、創る喜び
を実感できる環境づくり

02つながる

02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

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

03ともに楽しむ

03楽しみ成長する

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

子どもから高齢者まで、
全ての市民が楽しみながら
成長していく環境づくり

04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

04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

05守る

景観を守り、宝塚らしい
まちなみをつくる

05発信する

06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

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

06支える

07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

市民の文化芸術活動を支え、
応援できる体制づくり

07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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「創る」・・・文化芸術に触れ、創る喜びを実感できる環境づくり
① めざす姿
全ての市民が文化の創り手・担い手として活躍できる環境作りをめざします。

② 基本方針
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多くの市民に利活用してもらえるよう、
市民（利用者、事業者等）と行政が協働して、より広範な市民に文化芸術活動への参加を促し、
そのための環境整備を行います。
また、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、国際・文化センター
をはじめとする周辺の文化関連施設による有機的な連携を推し進めます。
文化芸術のポテンシャルにあふれる本市の魅力を内外に発信することで、多くの人を本市に呼び込
み、新たな活力を生み出します。
一方で、公共施設全体の最適化のため、統廃合や再配置を進めています。こうした動きに配慮しつ
つ、既存の文化施設の修繕や設備の更新を順次行うほか、民間の施設も含めて、文化芸術を創造
する新たな空間が創出できないか、可能性を検討します。
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、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ます。
なお、潜在的ニーズがある「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ます。

図表 IV-3 TRAD(Takarazuka Relational Art Days)チラシ
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「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
① めざす姿
文化芸術活動を通じて、地域コミュニティ・市民のつながりが深まるまちをめざします。

② 基本方針
市や文化財団、文化団体等が多彩な文化事業を実施してきました。その活動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、事業をこれからも継続していくことが重要です。
市民と文化団体、アーティストの活動分野を超えた交流、異文化との交流等、人と人との文化を通
じた交流を一層促進させる事業を推進します(例：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等)。
これらの事業を通じて市民の文化芸術活動が促進されることで、市民の相互理解が深まり、地域コ
ミュニティのつながりも深めます。
姉妹都市（松江市）、友好都市（浜松市、大分市等）、フラワー都市交流も含めて、他都市と
の交流と絆をより一層深めていくために、交流事業を継続的に推進します。これらの活動を、行政レベ
ルの交流でとどめることなく、市民レベルの交流につなげます。一方、休止状態にある海外姉妹都市と
の交流は、両都市の意思を確認した上で、これまでの国際交流の在り方を見直し、オンライン技術を
活用するなど無理のない継続可能な交流について可能性を模索していきます。

図表 IV-4 ウィーン市第 9 区姉妹都市提携 25 周年記念コンサートの様子(左)、
大分市との文化交流の様子(右)
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「楽しみ成長する」…子どもから高齢者まで、全ての市民が楽しみながら成長していく環境
づくり
① めざす姿
子どもから高齢者まで、すべての市民・来訪者が文化芸術を身近に感じられる環境をつくります。

② 基本方針
文化施設の中で、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
ありますが、これからは子どもから高齢者まで市民が日常生活において、生活文化を含む文化芸術を
身近に感じることができ、来訪者にとって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になりま
す。
こうした認識のもと、子どもについては、他分野との連携、とりわけ子どもの感性と創造性を高め、心の
豊かさを育むため、学校教育・福祉・子ども政策の連携を強め、社会包摂的な機能を重視した事業の
充実を図ります。(例えば、文化芸術の校外学習・福祉とアートの連携事業等)
がい

高齢者、障碍者については、文化芸術の鑑賞、参加、創造活動を一層行いやすくなるよう、ハード
面の環境整備や創作、公演等への支援などを行います。

図表 IV-5 学校コンサートの様子(左)、元気な長寿の仲間たちの様子(右)
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「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
① めざす姿
文化遺産や景観の保全・継承を通じ、宝塚に愛着を持つ市民を増やします。

② 基本方針
本市のかけがえのない有形・無形の文化遺産については、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ます。
また、市民力を生かす「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ます。
そのためのひとつの取組として、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
です。例えば、近年クローズアップされた「ウィルキンソン タンサン」発祥地に関する調査・研究は、市民
が手作りした本を図書館の蔵書として次世代へ伝える「みんなのたからづかマチ文庫」をきっかけに、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つながっています。
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います。
さらに、伝統芸能分野についても、次世代へつないでいくため、引き続き継続的に事業を実施し、伝
統芸能に触れる機会を設けていきます。
景観については「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」と言えます。
文化遺産とともに景観を守り育てるために、地域の総意を形成しながら、市民の主体的な活動を支
援します。

図表 IV-6 宝塚学検定 まち歩きの様子(左)、大本山中山寺 大門(右)
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「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
① めざす姿
市、市民、民間事業者等が連携し文化関連情報を発信して、誰もが気軽に情報を享受できるよう
にします。

② 基本方針
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、積極的に発信します。
市や文化財団をはじめ、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市が保有する文化芸術に関する資料等を市 HP 上にアーカイブ化します。
また、SNS を活用した文化芸術に関する情報発信を広げるため、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魅力ある情報を発信してもらうような仕組みも構築します。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」を増やします。
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
取り入れます。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ます。

図表 IV-7 文化財団イベントラインナップ （左）
、
まちかどモニュメント巡りの公開（右）
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「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
① めざす姿
市は文化財団とともに市民活動を支援し、市民の文化芸術活動の基盤をつくります。

② 基本方針
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
ながら推進します。市と文化財団は、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し、
市民文化の裾野を広げるため支援の充実を図ります。
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います。
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、適切な人材や高校、大学
など関係機関との連携を促し、市と文化財団がそれぞれの立場で適切な支援を行います。例えば、市
は関係部局と連携し芸術活動と教育や福祉などをつなぐコーディネートなどを行い、文化財団は専門
的なノウハウや経験を生かし人材育成や研修プログラムの実施、関係機関との交流やネットワークづくり
の推進を行います。

図表 IV-8 広報たからづか（文化芸術に関する特集記事）
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「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
① めざす姿
文化芸術と教育・福祉・産業等の連携を推進し、持続的な宝塚のまちをつくります。

② 基本方針
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
的に連携することで公共的課題の解決を図ります。
文化芸術の持つ創造性を生かして、観光・商工業・農業・労働といった産業振興や地域活性化の
取組を推進します。文化芸術を経済効果にもつなげながら、文化政策の持続性も高めます。

図表 IV-9 防災×アート
（シェイクアウトのうたのイラスト（上）
、避難訓練コンサートの様子（下）)
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３. めざす姿の実現状況を測る指標
7 つの取組の方向性に紐づく「めざす姿」の実現状況を測る指標として、図表の通り指標を設定しま
す。
図表 IV-10 指標一覧
指標

現状

令和 7 年

10 年後に

関連する

（2025 年）

めざす方向性

取組の方向性

文化芸術センターの
来場数

●人

●人

↗ 創る

●件

↗ つながる

●％

↗

●％

↗ 守り伝える

●件

↗ 発信する

●件

↗ 支える

●人

↗ 発展させる

（令和２年）

協働事業実態調査のうち
文化芸術活動の件数

●件
（令和２年）

文化芸術によく親しんでいると
回答する市民の割合
（アンケート）

●%
（平成 30 年）

楽しみ成長
する

「引き続き宝塚市内に住み続けた
い」と回答した市民の割合
（アンケート）

●％
（平成 30 年）

市 HP イベントカレンダー
アクセス件数

●件
（令和２年）

「後援」を行った文化芸術関連
事業イベントの数

●件
（令和２年）

観光地点来訪者数（文化芸術
センター、手塚治虫記念館、宝
塚文化創造館）

●人
（令和２年）
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V．計画の進め方
１. 計画を進める体制
協働による取組とそれぞれの役割
総合計画における目指すまちの姿でも述べたとおり、本計画の推進にあたっては文化芸術振興の主
役は市民（個人、法人、団体）であり、すべての市民と文化財団、そして市が連携・協働して取り組
みます。

図表 V-1 協働のネットワークのイメージ

宝塚市
文化財団
文化芸術団体

市民

宝塚市
国際観光協会

教育機関
宝塚市
事業者

２. 計画の進行管理
宝塚市民文化芸術振興会議を本計画策定後も引き続き開催し、第三者の目から見た指標の進
捗管理や、市の事業の効果等について定期的に検証していきます。
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VI．資料編
１. 計画の策定経過

２. 文化芸術の例示
（参考）基本法における文化芸術の例示
文化芸術の分野
芸

術

メディア芸術
伝統芸能
芸能
生活文化・国民娯楽・出版物等
文化財等

種類
文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、その他の芸術
映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電
子機器等を利用した芸術
雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古
来の伝統的な芸能
講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能
生活文化（茶道、華道、書道、食文化その他の生活
に係る文化）、国民娯楽（囲碁、将棋その他の国民
的娯楽）、出版物及びレコード等
有形及び無形の文化財並びにその保存技術
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３. 宝塚市の文化芸術に関するデータ
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【資料 2】

【コロナ禍における本市の主な対応について】
●3 月

3月
月

火

水

木

金

土

※網掛け：施設状況

【社会情勢】全国の小・中・高校が臨時休校になる

3/13～

ベガ・ホール、ソリオホール、文化創造館、国際・文化センター 貸館新規受付停止

日

3/14～6/5

すみれミュージアム 休館

1

3/25～

【財団】
「今、アートにできること。
」 デジタル目録を HP で公開

●4 月

【社会情勢】全国に緊急事態宣言が出され、兵庫県が特定警戒都道府県に指定される

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

4/10～5/24 国際・文化センター 休館
※生活相談や緊急対応については引き続き電話で対応
【国際交流協会】
①外国人のためのコロナウイルスの情報を HP やニュースレターで公開
②マスクの作り方を HP で公開
4/10～5/27 ベガ・ホール、ソリオホール、文化創造館 休館

4月
月

火

※電話やメールでの応対は引き続き実施
水

木

金

土

日

1

2

3

4

5

4/10～
4/19

【財団】
「今、アートにできること。
」 マスクの作り方を HP で公開
文化芸術センター グランドオープン延期

4/27～

【財団】宝塚学検定 WEB 模擬試験を HP で公開

4/30～

【市】
「おうちでアート」を HP で公開

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

①市所蔵作品の鑑賞＆創造体験コンテンツを HP で公開

20

21

22

23

24

25

26

②世界のレシピを市 HP と国際交流協会 HP で公開

27

28

29

30

●3～4 月の本市の状況●
全国的に感染が拡大した 3～4 月は、文化施設の休館も相まって、様々な文化事業が中止・延期と
なった。一方で、家で過ごす時間が長くなったことから、オンライン配信など家庭で楽しむこと
のできるような企画が多く実施された。
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5月
月

火

水

木

金

土

日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

●5 月

【社会情勢】5/21～関西の緊急事態宣言が解除される

5/1～

【文化芸術センター】センター内部の 3D ビュー・VR 映像を HP で公開
【財団】宝塚市児童絵画コンクール
ゆめをえがこう たからづか『未来へのラブレター』の募集を開始

5/25～

国際・文化センター 利用再開
※5/31 までは受付業務・相談業務のみで、貸館業務は 6/1 より再開

5/28～

ベガ・ホール、ソリオホール、文化創造館 利用再開
※貸館業務は 6/1 より再開

●6 月

【社会情勢】全国で都道府県をまたぐ移動の自粛要請が緩和される

6/1～

文化芸術センター 限定的オープン

6月

※企画展示の会期等を変更
※各回 10 人（7/2 以降は各回 20 人）×5 回の入館制限を実施

月

火

水

木

金

土

日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

6/6～

22

23

24

25

26

27

28

6/15～

29

30

※1 階アトリエやライブラリーは入場不可
6/1～

ベガ・ホール、ソリオホール、文化創造館、国際・文化センター 貸館受付再開
※各施設とも定員を半数にするなど感染症対策を講じた上での貸館受付
すみれミュージアム 再開
【国際交流協会】
～ありがとうプロジェクト『感謝の気持ち』を届けよう～絵手紙募集を開始

6/19～

【財団】宝塚市内の文化芸術活動へのコロナ禍の影響についてのアンケート結果を公開

●5～6 月の本市の状況●
緊急事態宣言解除を受け、各施設とも 6 月から感染症対策を講じた上で貸館業務が始まったが、
感染拡大防止のため文化事業の実施については引き続き自粛傾向にあった。また、文化芸術セン
ターについては入館制限を設けた上でのオープンとなった。
【主な中止事業】宝塚伝統芸能フェスティバル、宝塚ベガ音楽コンクール ほか
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●7 月

7月
月

火

7/1～12/31 【市/兵庫県/兵庫県芸術文化協会】芸術文化公演再開緊急支援事業の募集開始
水

木

金

土

日

1

2

3

4

5

7/2～
7/13～

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

⇒ベガ・ホール、ソリオホール施設利用料金の 1/2 を県、市、芸術文化協会が助成

●8 月

水

木

金

【財団】ベガ・ホールにて宮川彬良とアンサンブル・ベガによるコンサートを実施
【社会情勢】8 月上旬にかけて大阪などで感染者が再び増加
⇒市内施設（ベガ、ソリオを除く）の施設使用料の 1/2 を市が助成

8月
火

文化芸術センター 入館制限緩和（～8/4）
、貸館業務を一部開始

8/1～12/31 【市】宝塚市文化芸術活動再開支援事業補助金（第 1 期）の募集開始
8/4～

月

【社会情勢】GO TO トラベルキャンペーンが開始される

文化芸術センター 入館制限解除、貸館業務全面開始

8/6～

【文化芸術センター】宝塚キッズアート展募集開始

8/7～

【市】各施設にサーモグラフィーを設置
【財団】文化芸術関係者のためのコロナ関連の公的支援情報を HP 上で一元化

土

日

8/19～

1

2

●7～8 月の本市の状況●
市民の文化活動の早期再開を目的として、芸術文化公演再開緊急支援事業や宝塚市芸術活動再開支援

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ーモグラフィーを設置することで感染症対策を行った。

24

25

26

27

28

29

30

【主な中止事業】宝塚国際室内合唱コンクール、宝塚市展、宝塚芸術展 ほか

事業補助金（第 1 期）の募集を開始した。絵画等の展覧会は少しずつ実施されつつあるが、音楽等の発
表については感染予防の難しさから実施が困難な傾向にあった。また、ハード面においても各施設にサ

31
●9～10 月の本市の状況●
感染者増が落ち着き始めた 9～10 月は、延期となっていた文化事業が開催される傾向にあったが、屋
外での事業やオンライン配信事業など新たな形態で実施されるものもあった。10/31～2 月末まで開催
される TRAD（Takarazuka Relational Art Days）についても、定員を減らし、実施報告をオンライン配
信するなど感染症対策を講じた上での実施を予定している。
【主な中止事業】大分市や浜松市との文化交流事業 ほか

「宝塚市文化芸術振興基本計画」策定スケジュール

【資料3】

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

2021（R3）年度

１０月～１２月

１月～３月

4月～6月

７月～９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

計画策定業務委託

10月上旬 契約

計画（案）

計画（素案）

9月議会後 変更契約

着手

文化芸術振興会議

市民公募委員

文化芸術振興会議

委員

庁内連絡会

市民委員決

８/13

任期延長

委員決定

任期延長

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

計画（案）

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

設置・開催

諮問

2回程度開催（9月、11月）
計画（案）の確認、答申

計画見直しへの意見・審議
６回程度開催

意見交換・協議（随時）

計画完了
文化芸術センター視察

４回程度開催（10月、12月、令和3年4月、6月）

意見交換・協議（随時）

3月上旬
パブコメ実施

パブリックコメント
教育委員会
都市経営会議
議会

意見反映検討

計画（案）
意見聴取
計画（案）・
パブコメ実施報告

結果報告

計画（案）・
パブコメ実施報

結果報告

１０月～１２月

１月～３月

