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Ⅰ． はじめに 

 

（１）文化振興施策にかかる指針について 

 

昭和６２年（１９８７年）、本市は文化芸術振興の安定的な財源として「伊丹市芸術・文化振興基金」

を設置し、その設置条例のなかで「劇場都市」（まちは劇場、そこに集う人々それぞれが見、聞き、演じ

ることのできるまちがいたみである）という考えを打ち出しました。以降、文化施設の整備、雑誌など

を使った宣伝活動、外部からのプロデューサーの招聘による特色ある文化事業の実施などによって、独

自性が感じられる都市イメージの構築、「伊丹」のアピールに重点を置いた施策を展開してきました。平

成４年（１９９２年）には、より専門的で柔軟な施設運営をめざすべく財団法人伊丹市文化振興財団を

設立し、施設運営を委託したことで専門性の高い文化事業による「伊丹」の注目度も高まりました。ま

た、文化活動に参加できる施設も多様に整備したことや、文化芸術団体への補助、後援、共催などによ

る支援を進め、市民による文化活動が活発に行われるようになってきました。 

昭和６２年（１９８７年）以来の「伊丹」をアピールすることに重点が置かれていた文化振興施策を、

本市における文化振興の「第一段階」とし、約１０年が経過した平成７年（１９９５年）から平成８年

（１９９６年）にかけて、第一段階における施策を市民の視点から検証する文化振興市民懇話会を設置

しました。平成９年（１９９７年）、同懇話会や専門家による文化振興ビジョン懇話会等の意見も踏まえ、

「共感」をキーワードにした「文化振興ビジョン」を策定し、より広く多様化している市民の文化に対

する意識やニーズに対応した「第二段階」としての文化振興施策を展開してきました。特にこの考えは、

平成１０年（１９９８年）に建替え開館した文化会館において実践され、「芸術・文化への入口」をコン

セプトとして、多彩な文化芸術を現在まで提供してきています。その後、国指定重要文化財旧岡田家住

宅・酒蔵等の保存、公開のための整備事業や、生涯学習・社会教育にかかる北部学習センター、図書館

本館の移転整備等を行い、中心市街地だけでなく、市内各地で文化芸術に触れ、自主的な学びに対する

環境が整えられてきました。 

また平成２９年（２０１７年）６月には「文化芸術振興基本法」が、「文化芸術基本法」と改められ、

「年齢、障害の有無、経済的な状況又は居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術を鑑賞し、これに

参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備」、「乳幼児、児童、生徒等に対する文化芸

術に関する教育の重要性に鑑み、学校等、文化芸術活動を行う団体、家庭及び地域における活動の相互

の連携」、「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との有機

的な連携」などが理念として掲げられました。 

このように文化芸術の重要度が増す一方で、人口減少が本格的に始まり、今後、現在の施設、事業を

そのまま維持、継続していくことには困難が予測されます。全国的に顕在化する公共施設の老朽化問題

は文化・芸術施設、社会教育施設も例外ではありません。まさに、知恵と工夫が求められる時代になっ

てきたと言えます。そこで、文化芸術が生み出す価値の、社会への波及や、教育、観光などの分野との

関係性を意識しながら、本市の持つ文化資源を最大限に活用し、本市の文化芸術の振興を図り、次の世

代に引き継いでいくために「伊丹市の文化振興施策にかかる指針」（以下「本指針」という。）を、ここ

にまとめました。 
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（２）本指針の位置づけ 

 

本指針は、本市の総合計画（第５次）（平成２３年（２０１１年）～２０２０年（平成３２年））の政

策目標③「にぎわいと活力にあふれるまち」のうち、施策目標１「個性とにぎわいあるまちづくり」、主

要施策（４）「芸術文化のまちづくり」の実現に向け、文化芸術からの取り組みを進めていくためのもの

とし、その考えは今後策定する行政計画等に反映していくものとします。 
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Ⅱ． 本市を取り巻く状況と課題 

 

（１）人口展望について 

 

本市の人口は、ここ数年１９万７千人前後で推移しています。人口増減のカギとなる「２０～３９歳

女性」の状況をみると、有配偶者の割合が近隣市に比べて高いという特徴があり、これも一つの要因と

して、本市の合計特殊出生率は、近隣市や兵庫県、全国と比較しても高い値で推移してきました。大阪

や神戸への交通利便性が高く、伊丹空港によって国内各都市へのアクセスも確保されています。市域は

コンパクトで様々な施策が行き届きやすく、市民が主体となって行われる催しや事業が多いなど、市民

活動も活発です。また日常の買物などの生活利便性が高く、歴史や文化、自然などの地域資源が多いこ

ともあり、市民意識調査からうかがえる市民の定住志向は高くなっています。これからの人口減少社会

への対応を考える上で、本市は多くの「強み」を有しているまちであると言えます。 

一方｢弱み｣としては、生産年齢人口（１５～６４歳）が、平成７年（１９９５年）をピークとして減

少傾向にあり、年少人口（０～１４歳）は一貫して減少しています。その反面６５歳以上の老年人口は

増加を続けており、国の傾向と同様に高齢者とそれを支える世代の人口格差が広がりつつあります。地

域別にみると、市の中心部に顕著な人口増加が見られる一方で、東部地区の人口は減少しており、人口

動態に地域間の格差が生じています。今後は、２０～３０歳代女性人口の減少が見込まれることから、

出生数は減少し、近い将来自然減に転換することが予測されます。 

 

（参考：「伊丹創生人口ビジョン 平成２７年（２０１５年）」） 

 

（２）財政状況について 

 

歳入の状況 

歳入の根幹をなす市税収入は、これまで国の制度改正、阪神・淡路大震災及びリーマンショックなど

の影響による増減がありましたが、平成２８年（２０１６年）度決算においては約３００億円で、阪神・

淡路大震災前の平成５年（１９９３年）度決算とほぼ同額となっています。しかしながら今後、少子高

齢化による生産年齢人口の伸び悩みにより、市税収入の大きな伸びを期待することは難しい状況となっ

ています。 

地方交付税及びその代替財源である臨時財政対策債は、地方公共団体の財源の不均衡を調整し、どの

地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するための、地方固有の財源です

が、これらの総額は、平成２８年（２０１６年）度決算において歳入全体の１１．８％を占めており、

市税収入、国庫支出金に次ぐ大きな割合となっています。 

その他の主な歳入の一つである競艇事業による収益事業収入は、昭和４０年（１９６５年）代から平

成４年（１９９２年）度までは、概ね年平均２０億円以上を繰り入れ、多くの公共施設等の整備に活用

されてきました。しかしながら、現在は景気低迷やレジャーの多様化等を背景に、売上げは長期低落傾

向にあり、過去のような多額の収益金の繰り入れが見込めない状況です。 
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歳出の状況 

平成２８年（２０１６年）度決算において、歳出のうち住民福祉を支えるための経費である扶助費が、

約２８．８％と最も高い割合を占めています。社会保障関連経費の増加や高齢化に伴う生活保護費の高

止まりなどにより、過去最高額を更新しました。 

人件費（退職手当除く）は、歳出のうち約１６．３％と、扶助費に次いで構成比率が高くなっていま

すが、これまでの定員適正化により、職員数が減少したことに加え、給与水準・各種手当の見直しなど

により一般会計における総人件費の割合は、大幅に減少してきました。しかしながら、団塊の世代の大

量退職等により若手職員の割合が増加するなど、職員構成が大きく変わったことなどにより、今後は、

人件費が逓増する傾向にあります。 

普通建設事業費は、阪神・淡路大震災からの復興経費がピークであった平成１０年（１９９８年）度

以降、都市の成熟化に伴い減少傾向にあります。また、「伊丹市行財政プラン 平成２３年（２０１１年）

２月（平成２３年（２０１１年）度～平成２７年（２０１５年）度）」においては、政策的・投資的事業

に対する取組方針として、当該事業経費に係る一般財源の総額を抑制することを掲げ、実践してきまし

た。これにより政策的・投資的経費は低水準で推移していますが、将来を見据えると高度経済成長期か

らバブル経済期に建設した公共施設や、市庁舎等の老朽化に伴う建替えの建設費等が必要となってくる

ことが見込まれています。 

 

まとめ 

これらの財政状況は、平成２８年（２０１６年）度だけでなくここ数年同様の傾向が続いています。

今後も扶助費をはじめとする社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策等での歳出が増えることや、少

子高齢化による生産年齢人口の伸び悩みにより、市税収入の大きな伸びが期待できないことが想定され、

財政運営は予断を許さない状況が続くものと考えられます。 

 

（参考：「伊丹市行財政プラン（平成２８年（２０１６年）度～２０２０年（平成３２年）度」／ 

「伊丹市平成２８年（２０１６年）度決算概要」） 
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（３）公共施設全般について 

 

現状と課題 

本市では、高度経済成長期の昭和４０年（１９６５年）代から昭和５０年（１９７５年）代にかけて、

人口の急増に合わせて学校や市営住宅、地域の集会施設などを集中的に整備してきました。現在、約２

６０の建物施設を有し、その総延床面積は約６０万㎡となっています。内訳をみると築年数別の床面積

の割合は、築３０年以上の建物が全体の６７％を占めています。建築躯体、屋根屋上、外壁、電気設備、

空調設備、給排水設備に大別し、それぞれの部位ごとに分析し老朽度を判定したところ、計画更新年数

に対し５０％以上の年次が経過した施設は全体の６割以上を占めており、全体として老朽化が進んでい

る状況です。 

これらの施設は、今後、次々と大規模改修や建替えといった更新時期を迎える一方で、世帯構成、労

働形態など、利用者である市民のライフスタイルや行政ニーズが変化しており、公共施設等の維持管理、

改修、更新に係る経費も含めて公共施設等をいかに有効活用するかが大きな課題となっています。 

 

 

基本的な考え方 

「伊丹市公共施設等総合管理計画（平成２７年（２０１５年）３月）」に掲げられている７つの基本方

針（＊以下参照）の下、施設分類毎に、施設の設置目的や建物・利用・コストの現状、事業等を取り巻

く社会環境の変化、市民ニーズの現状や課題、将来的に見込まれる人口減少や人口構造の変化など、現

時点で想定されうる事象等を踏まえ、施設の再配置を検討します。（２６ページ参照） 

＊基本方針 

① 市民が安全・安心に利用できるよう「適切な維持管理」を推進 

② 「ライフサイクルコスト(LCC) （※１）」を考慮した施設の長寿命化 

③ 市民ニーズに柔軟に対応した「施設の機能移転、統合、複合化」を検討 

④ 原則として、新規整備は「総量規制の範囲内」で実施 

⑤ 効率的な施設管理を推進するため「施設マネジメントの一元化」 

⑥ 「指定管理者や PFI（※２） 等の PPP（※３） 手法」の活用 

⑦ 「市民参画による公共施設マネジメント」の推進 

 

（※１） ライフサイクルコスト(LCC)：建物の建築から維持管理、解体・廃棄に至るまで、建物の全生涯 

に要する費用の総額。 

（※２） PFI(Private Finance Initiative)：公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能 

力及び技術的能力を活用して行う手法のこと。 

（※３） PPP(Public Private Partnership)：行政と多様な構成主体（市民、民間事業者など）との連携 

により、サービスの向上や事業の効率化・改善を図り、市民サービスを提供していくこと。 

 

（参考：「伊丹市行財政プラン（平成２８年（２０１６年）度～２０２０年（平成３２年）度）」） 
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Ⅲ． 本市における文化振興施策 
 

 

（１）文化振興の取り組み  第一段階 始まり～（昭和６２年～） 

 

昭和５５年（１９８０年）、本市の組織の中に文化企画課が設置されました。人の暮らしの根幹に関わ

る施策やそれに近い施策は法律や制度として作り上げられてきましたが、自由時間は法律や制度の範疇

外として行政施策として取り組まれずにきました。しかし、高度成長、オイルショック等の景気変動が

落ち着き、労働時間の短縮、自由時間の増加、ゆとり、高齢化等の社会の変化により、モノから心の時

代へと価値観が変わっていく中、新たに手にした時間（＝自由時間）が暮らしの根幹にかかわる時間と

なり、行政施策として文化振興を展開していく方向へと進んでいきました。 

人生の目的意識や生きがいの希求に対し、自己実現の場の提供、自己表現の後押しを施策として行い、

またこれらの施策を進めていくことにより、都市イメージや、集客力の向上といった効果にも着目し、

施策を展開していきました。 

本市では、昭和６２年（１９８７年）に「劇場都市」の考えを打ち出し、ソフト事業においては、情

報誌を使った宣伝活動、プロデューサーの招聘による文化事業の実施等により、独自性が感じられる都

市イメージの構築と「伊丹」のアピールを推進する施策を展開しました。一方、ハード事業においては、

昭和６２年（１９８７年）に美術館、昭和６３年（１９８８年）に演劇ホール、平成元年（１９８９年）

に工芸センター、平成２年（１９９０年）にこども文化科学館、昆虫館が開館しました。またこの年に

市制施行５０周年を迎えたことから、本市を舞台とした１６ミリフィルムの劇映画制作も行いました。

平成３年（１９９１年）に音楽ホール、平成４年（１９９２年）には生涯学習センターの開館とともに

財団法人伊丹市文化振興財団（※４）を設立し、生涯学習施設の管理運営の委託を始めました。その後、

文化会館や、演劇ホール、音楽ホールなど、文化施設も同財団による管理運営委託とし、平成１８年（２

００６年）度からは同財団が指定管理者として文化・生涯学習施設の運営にあたっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

劇場都市（「芸術・文化振興基金の設置、管理および処分に関する条例」抜粋） 

伊丹市は、「歴史を今にいかす市民文化都市」を標榜し、市民一人ひとりの幸せを願いつつ活気み

なぎる中にも格調あるまちづくりをすすめている。 

２１世紀に向けて伊丹市が新文化都市として文化のエネルギーが集散する施設を続々誕生させ、

一層の躍進を試みるこのときにあたり、市民の文化創造力を最大限に発揮できる舞台をもつこのま

ちを見据え「劇場都市」とアピールし、内外の英知を結集し斬新な文化事業の展開を図るためにこ

の基金を設置する。 

（注）「芸術・文化振興基金」は平成２６年（２０１４年）３月３１日に「にぎわい創出基金」に統

合されました。 

（１９８７年） 
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（２）文化振興の取り組み  第二段階 阪神・淡路大震災後～（平成９年～） 

 

阪神・淡路大震災の年にあたる平成７年（１９９５年）、文化振興の取り組みを市民の目線から評価す

る市民懇話会を設置し、「劇場都市」の取り組みからの約１０年を振り返りました。「様々な事業を行っ

ている」、「各施設それぞれが、多彩な文化を生み出している」など肯定的な意見が多かったものの、「懇

話会メンバーになって初めて市の行っている文化事業に関心をもった」、「事業を数多く実施している割

に広報が行き届いていない」などの意見がよせられました。それらの意見を基に、学識経験者らで構成

した文化振興ビジョン策定懇話会の議論を経て、平成９年（１９９７年）に“共感”をキーワードにし

た「文化振興ビジョン」を策定しました。  

「文化振興ビジョン」では、「文化とは社会的な価値を持つと同時に、多様な価値観によって支えられてい

るものである。地域で文化が育つためには、人々が、一つの答えを求めるのではなく、いろいろな答えがあること、

自分には価値が無いと感じられても、ある人にとってはとても重要なものとして存在することを認めあえる環境が重

要である」とし、本市では、文化振興の「第二段階」として、市民が文化の社会的な価値や多様性について理解し

ながら、それぞれのスタイルで文化に触れて楽しみ、様々な文化創造を実現することを応援するなど、文化に対

する「共感」を重視した取り組みを進めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

この間、平成１０年（１９９８年）に文化会館を建替え開館、平成１３年（２００１年）に産業情報

センターを新設、美術館、工芸センターと隣接した旧岡田家住宅・酒蔵、旧石橋家住宅等の文化財の保

存・公開のための整備も完了し、市内中心市街地の文化施設等の整備がさらに進められました。 

 

 

（※４） 財団法人伊丹市文化振興財団（現・公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団）：平成４年（１９９ 

２年）２月、財団法人として設立。「市民に質の高い文化と学習の機会を提供することにより、地 

域の文化及び生涯学習の振興に寄与すること」を目的に事業展開してきました。財団設立以来、伊 

丹市立の文化・生涯学習施設の管理運営を受託し、平成１８年（２００６年）度からは文化会館、 

演劇ホール、音楽ホール、美術館、工芸センター、伊丹郷町館、生涯学習センター、図書館南分館 

の８施設の指定管理者となっています。平成２２年（２０１０年）７月には、新たな制度に基づい 

た公益財団法人の認定を受け、平成２５年（２０１３年）度からは昆虫館を加えた９施設の指定管 

文化振興ビジョン 

将来像：自分流たのしみ発見・いたみ 

     ～文化に対する多様なエネルギーが溢れているまち～ 

それぞれの人がその人なりの文化の楽しみ方をみつけることのできるまち 

基本方針：①多様な人が文化に関心を持ち、楽しむことのできる環境をつくる 

 基本方針：②市民を中心とした文化事業の推進を図る 

 基本方針：③文化によってまちの魅力と個性を高める 

 基本方針：④文化の視点からのまちづくりを促進する 

 

（１９９７年） 
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理者として、各施設の運営にあたっています。また、伊丹の秋の風物詩となっている「鳴く虫と郷 

町」や、まちなかでの音楽イベント「伊丹オトラク」など、財団の持つ事業実施ノウハウや、人と 

人、人とまちをつなぐコーディネート力を生かし、施設に留まらない事業も展開しています。平成 

２９年（２０１７年）４月には公益財団法人伊丹スポーツセンターとの実体的な統合により、公益 

財団法人いたみ文化・スポーツ財団となり、文化とスポーツの相乗効果が期待される新規事業の実 

施など、本市の文化芸術・生涯学習・スポーツ振興の主たる担い手として、一層の活躍が期待され 

ています。 
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（３）「文化振興ビジョン」基本方針から見た現在の状況 

 
 
 

 

基本方針① 多様な人が文化に関心を持ち、楽しむことのできる環境をつくる  

・楽しめる文化を多様にする 

  伝統的な文化／個性的な文化／音楽・美術・俳句・演劇・舞踊など 

  【事例】文化活動の拠点として新文化会館を整備。旧文化会館に比べ自主事業の実施回数は格段に

増加。 

伝統文化である茶道・華道では、両市民協会により成人、子ども対象の体験講座をそれぞ

れ実施。 

・いろいろな文化の楽しみ方を提供する 

  創作、発表（施設、中心市街地）／鑑賞（施設、中心市街地）／作品制作への参加／表現活動／リ

ハーサル見学／イベント運営の参画 

  【事例】鳴く虫と郷町、伊丹オトラク事業の開催。音楽ホール等が自主制作する市民オペラの開催。

演劇ホールの自主制作演劇、中高演劇フェスティバルの開催。演劇ホールのアウトリーチ活

動。伊丹シティフィルハーモニー管弦楽団による出張演奏。演劇ホールによる「伊丹まちな

か劇場」の開催。大阪交響楽団との共催による公開リハーサルなどを実施。 

・文化へのアクセスを改善する 

  交通アクセス／サービスの充実／施設内部の改善／利用時間帯の改善 

  開館時間の工夫 

  【事例】美術館・工芸センターの開館時間を延長（１７時閉館から１８時閉館に） 

図書館本館の移転を機に開館時間を延長、合わせて図書管理用タグをＩＣ化する等の機械

化により年間総開館時間が約１．２倍に拡大。 

       

基本方針② 市民を中心とした文化事業の推進を図る 

 ・アーティストとの共同制作／施設運営への参画／市民中心の事業企画、施設運営 

  【事例】演劇ホール自主制作公演、伊丹市民オペラ、図書館ことば蔵運営会議、文化会館市民企画

公募事業 DOING！DOING！、生涯学習センター登録団体による事業など。 

 

基本方針③ 文化によってまちの魅力と個性を高める 

 ・新たな事業展開／歴史性のある文化を知り、楽しめる環境をつくる／市内外への情報発信 

  【事例】鳴く虫と郷町（伊丹郷町館×昆虫館×中心市街地）の開催。 

 

基本方針④ 文化の視点からのまちづくりを促進する 

 ・地域を活性化する方策としての文化振興 

  【事例】中心市街地活性化事業（伊丹まちなかバルなど）と伊丹オトラクの同時開催。 

 

平成９年（１９９７年）に策定した「文化振興ビジョン」（以下「前ビジョン」という。） 

で示した４つの基本方針により実施している一部の事例 



10 

 

これまでの施策によって得られた効果 

 

・他市に比し、充実した施設群を形成 

阪急伊丹駅から JR 伊丹駅の間、約７００メートルに文化会館、演劇ホール、音楽ホール等のホール 

系施設、美術館、柿衞文庫等の展示・調査研究施設や有岡城跡、旧岡田家住宅・酒蔵、旧石橋家住宅

等の文化財が集積しており、両駅周辺では様々な文化・芸術を享受できる環境にあります。また、JR

福知山線の利便性が向上したことに伴い、両駅から市内全域に市営バス路線が引かれたことにより、

市内各地からのアクセスについても良好となっています。 

 

・都市イメージの転換…「航空機騒音のまち」から「空港と共生するまち」へ 

文化芸術事業の実施により、都市イメージの向上が進むとともに、空港をとりまく環境の変化（航 

空機のサイズダウン、航空機の低騒音化など）により騒音のイメージの低減は進んできました。 

現在では、文化芸術事業に加え、「伊丹まちなかバル」や、音楽イベントの「伊丹オトラク」、「鳴 

く虫と郷町」といった、まちの賑わいや中心市街地の活性化に向けた事業、「住みたいまち伊丹」の 

プロモーション事業などの実施により、都市イメージの発信力を強化しています。 
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（４）各文化施設等の現況 

 

文化会館…１，２０２人を収容する大ホールをメインに、質の高い文化芸術活動事業の提供はもとより、

中心市街地の賑わいづくりの一端を担うための高い集客性も求められています。一方で、各施設間の事

業誘致競争が激しい中で、安定した人気のある公演の誘致や貸館事業においての利用率の向上など、施

設の効果的な活用と市民文化の拠点施設としての適切な施設の維持管理が必要となっています。 

 

演劇ホール…「公演」、「人材育成」、「普及啓発」の３つの取り組みを柱に、演劇・ダンス事業を推進し

ています。その専門的かつ独自性の高い事業展開は、平成１６年（２００４年）度「地域創造大賞（総

務大臣賞）」や平成２６年（２０１４年）度「文化庁芸術祭優秀賞」受賞をはじめ、各方面から高い評価

を得ています。近年は市内中学校や高校などに演出家や役者を派遣し、演劇の手法を用いたコミュニケ

ーション教育にも力を入れています。反面、市民の施設の認知度は十分とはいえず、現在の取り組みを

市内へ還元していくため、地域と連携した企画や学校へのアウトリーチなど、市民に対するアプローチ

を進めていく必要があります。 

 

音楽ホール…世界の音楽を紹介する aiphonic 地球音楽プログラムをはじめ、市民オペラの制作・公演、

クラシックコンサート、音楽教室、市民の音楽活動の支援など、音楽文化の拠点として、多くの市民に

利用されており、平成２９年（２０１７年）度には「地域創造大賞（総務大臣賞）」を受賞しました。今

後は、市民オペラ事業を中心とした市内音楽愛好家のレベルアップや、中高生対象プログラムの拡充、

音楽育成団体の自主的な運営の推進など、新たな視点での事業展開の検討が必要となっています。 

 

みやのまえ文化の郷…「美術館」、「工芸センター」、「伊丹郷町館（旧岡田家住宅・酒蔵、旧石橋家住宅、

新町家）」に「柿衞文庫」を加えた文化ゾーンの愛称で、近隣の白雪長寿蔵ミュージアムとともに清酒発

祥の地・伊丹の歴史を感じられる場所となっています。この歴史的な風致を活かし、集客施設として、

本市観光の中心的役割も求められています。 

 

・美術館･･･「風刺とユーモア」をコンセプトに、１８世紀から現代にいたる近・現代風刺画を蒐集し

ています。特に１９世紀のフランス美術を代表する作家オノレ・ドーミエのコレクションは世界的に

も有数の規模を誇っています。近年では「山下清展」や「ぐりとぐら展」等、親しみやすく気軽に鑑

賞できる展覧会や、「鴨居玲展」をはじめとした、心身を削るように描かれ、見る者を圧倒するような

展覧会など、多彩な内容で、多くの来館者を集めています。認知度が高まっている現状を活かし、よ

り親しまれるような企画展の開催や、コレクションの活用を進めていくことが必要です。 

 

・工芸センター･･･工芸を通じて市民の豊かな暮らしを創出するため、「伊丹ジュエリーカレッジ」を

はじめとする彫金や染織などの各種講座や夏休みクラフト教室を開講しています。国内外から作品を

公募する「伊丹国際クラフト展」を柱とした企画展では国内外の幅広いジャンルの工芸・デザインを

紹介し、公募展入選作品は、伊丹発のオリジナル商品として、施設内のショップで販売し人気を集め
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ています。利用者には高い支持を得ながらも、平成２６年（２０１４年）度実施の市民意識調査結果

では施設認知度が低く、現在成果をあげている美術館との共同企画展や、オリジナル工芸作品の販売

等を通じ、認知度を上げていくことが必要です。 

 

・旧岡田家住宅・酒蔵（国指定重要文化財）･･･江戸時代前期（１６７４年）に建てられた町屋で酒造

業を営んでいました。町屋の約４０年後に建てられた酒蔵は現存する日本最古の酒蔵で、江戸時代に

隆盛を極めた伊丹の酒造業の歴史を今に伝える貴重な文化財です。 

 

・旧石橋家住宅（県指定文化財）･･･江戸時代後期に建てられた商家です。猪名野神社の門前通りで商

売を行っていましたが、「みやのまえ文化の郷」の整備に合わせ、現在の場所に移築されました。旧岡

田家住宅・酒蔵とともに伊丹の歴史を感じることのできる空間です。 

 

・柿衞文庫･･･公益財団法人柿衞文庫が運営している登録博物館で、その所蔵品は、日本３大俳諧コレ

クションの１つに数えられています。中世の俳諧連歌から近現代の俳句までを収蔵品のみで紹介でき、

「古池や蛙飛び込む水のおと」の芭蕉直筆短冊をはじめ、芭蕉と同時代の伊丹の俳人・上島鬼貫や、

井原西鶴、与謝蕪村などの貴重な資料を有しています。施設の認知度向上、俳諧俳句文学の市民への

普及・啓発、施設の老朽化対策等が課題となっています。 

 

 

中央公民館･･･市民の教養の向上、健康の増進などを目的に、昭和４８年（１９７３年）の開館以来、生

活文化の振興や社会福祉の増進に寄与してきました。地域の学習拠点として、長年多様な学習機会や学

習情報の提供を行ってきていますが、建物が新耐震基準に適合しないことが明らかになっており、施設

や設備の老朽化により、継続して安全に施設を維持していくことが難しくなってきています。利用者の

安全・安心を確保するため、他の公共施設へ機能移転を図ることについて、具体的な検討が進められて

います。 

 

生涯学習センター・北部学習センター･･･市域の南北にあり、図書館分館も併設し、生涯学習の場として

活用されています。実用的な講座を多く開催し、人気を集めています。「教育基本法」に定める生涯学習

の理念である、「あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かす

ことのできる」ような施設運営を進めていくことが引き続き必要です。 

 

博物館･･･歴史、民俗を中心とした総合博物館です。昭和３３年（１９５８年）から始まった伊丹廃寺跡

（後に国指定史跡）の発掘調査や、昭和３８年（１９６３年）からの『伊丹市史』編纂の成果などをも

とに、昭和４７年（１９７２年）に開館しました。地域の歴史や民俗に関する資料を収集し、調査研究

を行った成果は、「伊丹の自然と歴史」をテーマにした常設展示や年間４回の企画展・テーマ展、講座な

どのほか、研究誌『地域研究いたみ』などの刊行により、多くの市民に還元されていますが、図書館の

移転による入館者の減少や収蔵スペースの不足、建物の老朽化に加え、隣接する市庁舎の建替えによる

影響など、施設のあり方について検討すべき課題があります。 
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（５）各調査結果による本市の文化施策の現状と課題 

①伊丹市民意識調査 

平成２６年（２０１４年）度に実施した伊丹市民意識調査によると、本市の文化施策が充実すること

で、「子どもが心豊かに成長する」、「伊丹に住む人々が生きる楽しみを見いだせる」といった効果が期待

されており、「著名人によるコンサート、講演会、展覧会の開催」や「子ども達への文化芸術体験の充実」

に力を入れて欲しいという割合が高くなっています。 

 

【市内文化施設の認知度と利用度について】 

 

 

 

「知っているし、利用したことがある」施設は「文化会館」が 45.0%で最も高くなっており、「知っ 

ているが、利用したことはない」施設は「演劇ホール」が 67.7%で最も高くなっています。また、「知 

らない」とされた施設は「工芸センター」が 33.6%で最も高く、次いで「伊丹郷町館」（25.8%）の順と 

なっており、同じみやのまえ文化の郷にある美術館との認知度、利用状況に開きがあります。 

 

【文化芸術活動に関する情報について】 

 

 

 

欲しい情報は「文化施設での催し物・イベント」が 62.8%で最も高くなっており、情報を届ける、 

情報を見つけやすくするといった情報発信のさらなる工夫が必要となっています。 

 

【子どもの文化芸術体験について】  

 

 

「学校における公演等の鑑賞体験や創作体験を充実させる」が51.2%で最も高くなっており、次いで 

「文化・芸術に触れる機会を充実させる」(47.7%)、「地域の歴史的な建物や文化財等について学習す 

る機会を充実させる」(44.7%)の順となっています。いずれの割合も高いことから、学校、家庭、地域 

それぞれの場面で文化芸術を体験させたいとの意向が読み取れます。 

 

 

 

「学校の事業や行事において鑑賞体験や創作体験に親しんだ」が54.9%で最も高く、次いで「音楽、 

華道、茶道、書道等を習っていた」(40.1%)という順になっています。個人での体験を市内の施設で広 

く発表できる環境づくりが課題となります。 

 

 

 

問 あなたは市内にある下記の文化施設を知っていますか、また１年以内に利用したことがあります 

か。（それぞれあてはまるもの一つに○） 

 

問 あなたは、文化芸術活動に関する情報について、どのようなものが欲しいですか。 

（○はいくつでも） 

 

問 子どもの文化芸術体験について、重要だと思うことは何ですか。（○はいくつでも） 

 

問 あなたは子どもの頃どんな文化芸術体験に親しんできましたか。（○はいくつでも） 
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【市の文化施設が提供するサービスについて】 

 

 

重要だと思うサービスは「わかりやすく、広く親しめる多様な企画の提供」(28.4%)、次に「安価な 

値段での鑑賞機会の提供」(24.9%)の順となっていますが、一方で無回答が 29.3%で最も高くなってお 

り、各施設の提供する事業についての関心の低さが伺えることから、情報の発信だけでなく、関心を 

呼び込む工夫が課題となります。 

 

【文化芸術を振興していくために、力を入れてほしいことは】 

 

 

 

「著名な人、グループによるコンサート、講演会、展覧会の開催」が46.3%で最も高く、次いで「子 

ども達への文化芸術体験の充実」(44.4%)の順となっています。アウトリーチ活動等、様々な場所で身 

近に文化芸術に触れられる環境づくりが課題です。 

 

【文化施策が充実することにより、あなたが期待する効果は】 

 

 

「子どもが心豊かに成長する」が 54.0%で最も高く、次いで「伊丹に住む人々が生きる楽しみを見い 

だせる」(46.2%)、「人々の交流や社会参加が盛んになり、地域社会・経済の活性化につながる」(41.3%) 

の順となっています。生きがいや地域コミュニティの活性化を望む声も多く、文化施策が文化芸術に 

とどまらず、そこから波及する効果も期待されています。 

 

【市の文化施設の今後のあり方について】 

 

 

 

「既存施設を統合して、効率的に活用を図るべき」が 38.2%で最も高く、次いで「既存施設に改修を 

加え、活用を図るべき」(27.6%)、「施設の整備・充実を図るべき」(14.7%)の順となっており、施設の 

改修による活用や施設の整備充実の意見も多く寄せられています。計画的な保全管理による施設の長 

寿命化や施設機能の集約等により、文化施設をうまく活用していくことが課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 あなたが、市の文化施設が提供するサービスで重要だと思うことは何ですか。（○は一つ） 

 

問 今後、文化芸術を振興していくために、市において特にどのようなことに力を入れてほしいと思 

いますか。（○はいくつでも） 

 

問 市の文化施策が充実することにより、あなたが期待する効果は何ですか。（○はいくつでも） 

 

問 将来、施設の老朽化により、維持管理するため多くの経費が必要になると予測されます。ついて 

は、あなたは市の文化施設の今後のあり方についてどのようにお考えですか。（○は一つ） 
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②文化芸術に関するアンケート調査 

本指針策定にあたり、文化事業の参加者、施設の利用者、ならびに市ホームページからインターネッ

ト経由で「平成２９年（２０１７年） 伊丹市文化芸術に関するアンケート調査」を実施しました。 

特に「伊丹市の文化芸術施策であなたが今後、必要と思われることをお答えください」という質問に

は、「鑑賞機会の充実、低廉な価格での公演・展覧会の開催」の回答が最も高い結果となり、２位には「文

化芸術活動への公的な支援」を求める回答が多いですが、１０代・３０代・４０代に限れば「子ども達

を対象とした文化芸術事業の充実」が２位となっており、平成２６年（２０１４年）度に実施した市民

意識調査と同様に鑑賞機会の充実や低廉な価格での公演等の開催、子どもを対象とした事業実施等を求

める回答が多くなっています。 

また、別様式にて本市に共催・後援許可の申請実績がある文化団体へもアンケートを実施しました。 

 回答の結果、本市の文化振興施策に一定の評価をいただいている回答が多くありましたが、「事業広報

の不足」、「施設利用が困難」といった回答もありました。 

 

＊主なアンケート項目とその結果 

 

 
 

「安価な値段での鑑賞機会の提供」が 27.1%で最も高くなっており、次いで「市内文化事業の広報の 

強化」(16.7%)の順となっています。３番目から５番目に割合の高い項目は、大きな差がないことから、 

様々な事業を安価で実施することが望まれています。 

 

 
 
 
 

約半数(47.9%)の回答者が、この１年間に何らかの文化芸術活動を行っている結果となりました。市

内で活動する１０代の割合が高いことは、部活動の影響かと思われます。また、２０代から５０代の

回答者は市内より市外で活動されることが多いのに対し、６０代以上の回答者は市内で活動されるこ

とが多くなっています。 

 

 

 
 

回答の割合の差があまり大きくないことから、「鑑賞・体験機会の充実」、「活動場所・情報の提供」 

などの施策を総合的に行うことが望まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 今後、あなた自身が文化芸術活動を鑑賞する機会をさらに増やすために、必要だと思うことは何 

ですか。（○は３つまで） 

 

問 この１年間に、ご自身で演じたり、作ったり、描（書）いたりなどの文化芸術活動を行いました 

か。（○を１つ） 

 

問 今後、あなたが新たにまたは継続して文化芸術活動を行うために重要なことは何ですか。 

  （○は３つまで） 
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「市の広報紙」が 21.0%で最も高くなっており、次いで「インターネット・メールマガジン」(18.2%) 

の順となっています。しかし、２０～５０代の回答者に限ると、「インターネット・メールマガジン」 

の回答が最も高くなっていることから、市の広報紙とともに、ホームページや、フェイスブックなど 

のＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等にも情報発信していく必要があります。 

 

 
 

およそ半数の回答者が、「文化芸術事業（市の事業・市内文化施設の事業）の情報」(50.2%)を望ま 

れています。前述の質問の情報の入手方法を参考に、情報発信を強化していく必要があります。 

 

 
 

「満足している」(25.7%)と「どちらかといえば満足している」(35.0%)の割合を合計すると、およ

そ６割の回答者が文化芸術施設の整備に満足されています。しかし、およそ３割の回答者が「分から

ない」(19.7%)もしくは「無回答」(10.7%)の回答であったため、本市の文化芸術施設の整備状況をさ

らにアピールしていく必要があります。 

 

 
 

「満足している」(20.9%)と「どちらかといえば満足している」(38.8%)の回答者の割合を合わせる

と、およそ６割の回答者が文化芸術施設の実施する事業に満足されています。しかし、およそ３割の

回答者が「分からない」(21.2%)もしくは「無回答」(11.8%)の回答であったため、前述の質問の整備

状況とあわせ、本市の文化芸術施設の実施する事業も情報発信していく必要があります。 

 

 

 

 

「鑑賞機会の充実、低廉な価格での公演・展覧会の開催」が 30.2%で最も高くなっています。また、 

「文化芸術活動への公的な支援」(16.5%)と「創造発表の場・機会の提供」(13.3%)も高い割合となっ 

ています。このことから、鑑賞機会を充実させるだけでなく、文化芸術活動を実践する人々への施策 

をさらに充実させることも求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 あなたは、文化芸術に関する情報をどのように入手していますか。（○は３つまで） 

 

問 あなたにとって必要な文化芸術に関する情報は、どのようなものですか。（○は３つまで） 

 

問 伊丹市の文化芸術施設の整備に満足していますか。（○を１つ） 

 

問 伊丹市の文化芸術施設の実施する公演や展覧会、講座等に満足していますか。（○を１つ） 

 

問 伊丹市の文化芸術施策であなたが今後、必要と思われることをお答えください。 

（あてはまるものすべてに○） 
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Ⅳ． 新たな文化振興の理念と基本方針  第三段階 

 

策定の背景 

本指針は、総合計画（第５次）（平成２３年（２０１１年）～２０２０年（平成３２年））の政策目標

③「にぎわいと活力にあふれるまち」のうち、施策目標１「個性とにぎわいあるまちづくり」、主要施策

（４）「芸術文化のまちづくり」の施策実現を核にしていますが、近年の本市を取り巻く環境や情勢の変

化を鑑み、近々に制定された法律及び市条例並びに策定された行政計画等に加え、本市のこれまで取り

組んできた文化振興施策を踏まえつつ、「第３段階」としてその方向性を示しました。 

 

①「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」（平成２４年（２０１２年）６月制定） 

  …劇場、音楽堂等の活性化を図ることにより、実演芸術の振興を図り、もって心豊かな国民生活及

び活力ある地域社会の実現等に寄与することを趣旨としています。特に劇場、音楽堂等を社会参

加の機会を開く社会包摂（※５）の機能を有する基盤として、また「新しい広場」として、地域

コミュニティの創造と再生を通じて地域の発展を支える機能等をその役割として求めています。 

 

②「伊丹創生人口ビジョン」（平成２７年（２０１５年）１０月策定）        

…本市特有の人口問題に取り組み、本市の特性に応じた効果的な施策を企画するための重要な基礎

データとして、本市における人口の現状を分析し、今後目指すべき将来の方向性と人口の将来展

望を提示するとともに、人口に関する認識を市民と共有するためのものとして位置付けています。 

 

③「伊丹市行財政プラン」（平成２８年（２０１６年）２月策定）         

…将来を見据えた持続可能な行財政運営の実現を目指し、人口減少対策及び地域活性化等に資する

事務事業の重点化や人口減少社会に対応した公共施設等の量的・質的最適化等の取り組みを進め、

財政基盤の構築を図っていきます。 

 

④「伊丹市公共施設再配置基本計画」（平成２８年（２０１６年）２月策定） 

…老朽化する公共施設の更新問題に対応するため、市が保有する公共施設の今後のあり方について

基本的な方向性を定めた「伊丹市公共施設等総合管理計画」（平成２７年（２０１５年）３月策定）

に示された対象施設のうち、建物施設について、施設分類ごとに具体的な方針を定めています。 

 

⑤「伊丹市中心市街地活性化基本計画」（平成２８年（２０１６年）３月内閣府認定）   

 …都市の中心となる市街地の都市機能を増進させ、経済活力を向上させるための施策を総合的かつ

一体的に推進するための基本的な計画です。中心市街地に整備されている文化施設の利用者数を

成果指標の一つにしています。 
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⑥ 「伊丹市公共施設マネジメント基本条例」（平成２８年（２０１６年）３月制定） 

…公共施設を将来にわたり適切に維持管理することを目的とし、市所有の公共施設の量に関して、

中長期的な人口動態や財政見通しのもとで延床面積削減の目標値を定め、施設の利用状況・老朽

化度合等を勘案しながら、効率的かつ効果的な施設の再配置を実施していくとしています。 

 

⑦ 公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団（平成２９年（２０１７年）４月統合） 

  …本市の文化、生涯学習の振興に寄与することを目的に平成４年に設立された公益財団法人伊丹市

文化振興財団と昭和４６年（１９７１年）に設立され、体育、スポーツの振興、活動の拠点であ

る伊丹スポーツセンターを運営していた公益財団法人伊丹スポーツセンターが平成２９年（２０

１７年）４月１日を期して実体的に統合し、新たなスタートを切りました。本市の文化芸術、生

涯学習及びスポーツの振興の主たる担い手としての役割が期待されています。  

  

⑧「文化芸術基本法」（平成２９年（２０１７年）６月制定） 

…文化芸術に関する活動を行う人々の自主的な活動を促進することを基本としながら、文化芸術に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に貢献

することを目的としています。 

 

（※５） 社会包摂：社会的に孤立や困難を抱えている人々を含め、一人一人を社会（地域社会）の一員と 

して取り込み、社会的課題の緩和や解決に取り組む継続的活動のこと。 
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基本理念 

本市の持つ文化資源をもとに、文化芸術の持つ様々な力を生かし、誰もが身近に文化芸術に親しんだ

り、創造したりできる機会を提供すること、また、文化施設が学校、家庭、地域とは別の新たな居場所

としての役割を果たしていくこと、が重要と考えます。さらに、これらを進めていくことで、まちの賑

わいや交流人口の増加等の波及的な効果も期待されます。前ビジョンで掲げた「それぞれの人がその人

なりの文化の楽しみ方を見つけることのできるまち」の取り組みを進め、本指針では人それぞれの文化

の楽しみ方の中に、他者との対話やコミュニケーションの機会をつくることにより、その楽しみや楽し

み方が広がり、文化芸術が身近なものとして、生活の中にあることを重視します。 

 

 

 

将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本格的な人口減少社会を迎え、人を呼び込めるまち、住んでいる人が改めて愛着を持ち、住み続けた

いと思うまちを目指す取り組みを、次の５つの基本方針をもとに文化芸術からアプローチしていきます。 

 

対話を通して 楽しみ 広がる 

～文化芸術がそば
・ ・

にあるまち～ 

昭和６２年（１９８７年）～ 

まちは劇場 ～そこに集う人々それぞれが見、聞

き、演じることのできるまち～ 

 

平成９年（１９９７年）～ 

自分流たのしみ発見・いたみ 

～それぞれの人がその人なりの文化の楽しみ方を 

 見つけることのできるまち～ 

第一段階 

第二段階 

第三段階 
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基本方針① 文化芸術が身近にあるまちを目指します 

 

 

本市には、文化会館、演劇ホール、音楽ホール、美術館、工芸センター等の文化施設や南北の生涯学

習センター、北部学習センター、中央公民館等の社会教育施設があり、各館では主催する公演や展覧会、

市民が主体となった様々な文化活動が日々行われています。文化会館、音楽ホールにおいては学校が主

催する芸術鑑賞会、演劇ホールでは、学校等へ出向いてのアウトリーチ事業、音楽ホールに事務局を置

くオーケストラ・伊丹シティフィルハーモニー管弦楽団も幼稚園、保育所等でのコンサート等、年間１

万人以上の人々に音楽を届けています。 

子ども達には、気がついたら文化芸術を体験していた、大人達には文化芸術で余暇を充実させていく

取り組みを進めていくとともに、文化芸術に携わる市民の協力も得ながら、生活の中に文化芸術がある

状況を目指していきます。 

 

【施策例】 

◎文化芸術がそばにある取り組み 

  ⇒芸術家の協力を得て、低廉な料金での公演や作品の提供（ワンコインコンサート、アート即売会

等） 

◎子どもの感性を豊かにする 

⇒公演･･･子ども達がプロの公演を鑑賞する機会の拡充（だんらんホリデーや学校芸術鑑賞会の活 

用） 

⇒ワークショップ型授業･･･児童生徒のコミュニケーション能力の育成に資する芸術表現体験授業 

の実施 

⇒土曜学習･･･市内全小中学校で行っている土曜学習への芸術家の派遣や伝統芸能の講義・体験等、 

社会教育との連携 

  ⇒工芸センター･･･作ってみたい、体験したいを形にする「夏休みクラフト教室」等の開催 

  ⇒博物館「むかしのくらし」展と連動した、美術館、柿衞文庫展示 

◎余暇を充実させるための取り組み 

  ⇒著名なアーティストによる公演、展覧会の開催 

⇒茶道、華道等の生活文化、生涯学習による余暇の充実 

◎本市への愛着を深めてもらう 

⇒文化財（有形・無形）の活用、博物館での歴史の紹介  

◎文化的な教養を高めるための講座等の開催 

◎文化情報の発信アイテムの多様化 

⇒ＳＮＳ、紙媒体等、様々な情報発信媒体の活用 

⇒「カルチャーインフォメーション」の配架場所について再検討 
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基本方針② 人と人がつながる場所として文化施設を活用します 

 

 

「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」では、その前文において「劇場、音楽堂等は、文化芸術を

継承し、創造し、及び発信する場であり、人々が集い、人々に感動と希望をもたらし、人々の創造性を

育み、人々が共に生きる絆
きずな

を形成するための地域の文化拠点である。また、劇場、音楽堂等は、個人の

年齢若しくは性別又は個人を取り巻く社会的状況等にかかわりなく、全ての国民が、潤いと誇りを感じ

ることのできる心豊かな生活を実現するための場として機能しなくてはならない。その意味で、劇場、

音楽堂等は、常に活力ある社会を構築するための大きな役割を担っている」と記されています。さらに、

「人々の共感と参加を得ることにより『新しい広場』として、地域コミュニティの創造と再生を通じて、

地域の発展を支える機能も期待されて」おり、現代社会においては地縁や血縁ほど強くない、ゆるやか

な共同体も必要です。重層性のある社会が様々な問題解決の糸口にもなり得ます。劇場、会館での文化

芸術を通じて世代間の溝を埋め、人と人が出会いつながる場所として文化施設を活用します。 

 

【施策例】 

◎新たな居場所として施設の有効活用 

  ⇒演劇等を通じた地域の再発見、世代間の交流  

◎劇場、施設への敷居を低く感じてもらうための取り組み 

⇒劇場バックステージツアー 

⇒実演家によるワークショップ、出張演奏 

⇒学校教育と連携した、芸術表現体験授業の実施 

⇒ロビースペースをイベントスペースに利用 

◎文化芸術がそばにある取り組み 

  ⇒芸術家の協力を得て、低廉な料金での公演や作品の提供（ワンコインコンサート、アート即売会

等） 

◎社会包摂としての鑑賞支援【社会課題】 

⇒孤立しがちな環境を変える、共通の体験づくり 

⇒各種事業への招待、低廉な価格での鑑賞支援 

◎鑑賞者を増やしていくための鑑賞支援【劇場課題】 

⇒聴きたい、観たいという子どもたちに鑑賞の機会の提供 

◎学ぶこと、教えることができる場としての施設の活用 

⇒社会教育・生涯学習施設との連携 

 ⇒工芸センターよる生活工芸の実作や技術継承の機会の提供  

⇒柿衞文庫を中心とした俳句の実作講座、句会の開催 
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基本方針③ 市民の主体的な文化活動を支援します 

 

 

創造への支援 

市民がより充実した文化創造活動を行い、自分流の楽しみと出合えるように、創作や発表活動に対す

る支援や、活動の場と機会の拡大に向けて取り組みます。芸術家組織や団体、文化サークル活動への支

援、年代や性別など、多様な人が創造活動に加わることのできるような施設運営等を進めていきます。

 また、アーティストに対する支援を通じて、市民の文化創造活動に対する関心や意欲の向上を図るほ

か、市民の学びの成果としての発表の場の提供等を行っていきます。 

 

鑑賞への支援 

市民がより多くの文化に触れ、楽しめる事業の種類や楽しみ方が広がるよう、鑑賞活動への支援や鑑

賞教育を促進します。また、鑑賞へのアプローチを容易にするための機会の拡大、コンサートや展示の

場所、時間の設定についての工夫等を行います。子育て世代へは、親子で楽しめる事業の実施、また高

齢者および障がい者やその介護者等への鑑賞活動の支援も行っていきます。 

 

市民等による支援  

 行政による支援だけでなく、市民や企業等による支援も重要だと考えます。事業に参加する、芸術家

の作品を購入する、寄附など支援の仕方は様々ですが、継続して文化芸術活動が行えるよう、市基金や

ふるさと寄附制度による寄附、事業参加による間接的な支援につながる各種チケットや作品の販売方法

の工夫等に取り組んでいきます。 

 

【施策例】 

◎市民の文化芸術活動を支援 

  ⇒市民が主体となった事業の支援（後援、協賛などによる支援） 

◎芸術家の支援 

⇒若手芸術家の顕彰（伊丹市芸術家協会新人賞、県文化賞等への推薦、作品の販売機会の提供） 

◎アールブリュット（※６）作品の発表の場の提供 

◎本公演と連動したアウトリーチ事業 

  ⇒オーケストラ等による本公演前の出張演奏 

◎保育所、幼稚園、学校、介護施設等でのアウトリーチ事業 

◎文化芸術活動への市民等による支援 

 ⇒ふるさと寄附等を通じての文化芸術への支援・参加 

  

 

 

 

 



23 

 

◎社会包摂としての鑑賞支援【社会課題】 

⇒孤立しがちな環境を変える、共通の体験づくり 

 ⇒各種事業への招待、低廉な価格での鑑賞支援 

⇒親子を対象とした事業の充実…家計の負担にならない文化芸術体験 

（妊産婦を対象にした無料コンサート→０歳からの親子鑑賞コンサートへ） 

◎鑑賞者を増やしていくための鑑賞支援【劇場課題】 

⇒聴きたい、観たいという子どもたちに鑑賞の機会を提供 

 ⇒本公演のリハーサルへの招待 

 ⇒実演家団体との提携による市民デー等、公演への招待  

  

（※６） アールブリュット：「生の芸術」という意味のフランス語。正規の美術教育を受けていない人が自 

発的に生み出した、既存の芸術のモードに影響を受けていない絵画や造形のこと。 
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基本方針④ 賑わいづくり、伊丹ブランド構築の一翼を担います 

 

 

本市の文化資源を活かし、様々な事業展開により、まちの賑わいや「伊丹」の都市ブランドの構築に

つなげていきます。文化施設が行う、集客力のある事業や独自の視点をもとにした企画公演により、中

心市街地にある７施設で年間６０万人程度の集客を得ています。また、中心市街地で行われるイベント

にあわせた音楽イベントや、演劇ホールがプロデュースする演劇やダンス公演、美術館、柿衞文庫での

展覧会事業、工芸センターのジュエリー関連の事業等は、伊丹オリジナルのものと言えます。さらに、

戦国時代の有力武将、荒木村重の有岡城跡や現存する日本最古の酒蔵とされる、国指定重要文化財の旧

岡田家住宅・酒蔵など、歴史的な風致にも触れることができます。この本市の強みともいえるこれら文

化資源を活かし、他市からの交流人口を増やすとともに、定住人口の増加を目指し、“伊丹ブランド”の

構築の一翼を担っていきます。 

 

【施策例】 

◎歴史を感じられる場所の活用 

⇒国指定史跡・有岡城跡、国指定重要文化財・旧岡田家住宅・酒蔵や柿衞文庫といった歴史的価値

の高い、ハード、ソフトを活用した事業 

⇒俳句のユネスコ無形文化遺産の登録に向けた取り組み 

◎歴史的建造物や資料を核とした、まちの風情、佇まいを生かした景観づくり 

◎他では味わえない事業の展開 

⇒演劇ホールの演劇、ダンス公演、美術館・工芸センターの展示、柿衞文庫の俳諧俳句資料 

◎まちなかで楽しむことのできる事業の展開 

⇒伊丹まちなかバル×伊丹オトラク、鳴く虫と郷町 

⇒一点もの工芸品クラフトショップの充実 

⇒カリヨン演奏会の実施 

◎まちの魅力を再発見する取り組み 

⇒アーティスト、学生の視点から地域の魅力を発見し発信する 

◎情報通信技術の活用した事業展開 

⇒Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備／地図アプリを使った歴史、文化、まち紹介 

◎訪日外国人を呼び込むための案内、掲示の多言語化 

◎地域の空きスペースを使ったイベントの開催 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

基本方針⑤ 公共施設マネジメントに基づき施設の有効活用を図ります 

 

 

中心市街地に立地する劇場系施設３館（文化会館、音楽ホール、演劇ホール）は設置より１９年から

２９年、また展示系施設の美術館、工芸センターはそれぞれ３０年、２８年経過しており、施設の老朽

化に伴う計画的な維持保全が喫緊の課題となっています。設置以来、これらの施設は劇団や音楽家、著

名人による公演等に身近に触れられる場所として、市内外の多くの人を魅了し、市民文化の向上や来街

者の流入など、本市の文化振興、都市イメージの向上、地域活性化に一定の役割を果たしてきました。

しかしその一方で、施設の特性から今後、音響や舞台機構等の修繕、設備更新等で多額の改修費用を要

することが想定されます。そのため、人口構成の変化によるライフスタイル、施設使用形態の変化も鑑

み、事業・機能の集約や運営主体・形態の変更等、より機動的な活用方法についても検討していくこと

が必要となっています。また、歴史的建造物である旧岡田家住宅・酒蔵を有するみやのまえ文化の郷に

ついても、本市の歴史・文化をアピールする拠点施設として、魅力の向上と効果的な活用について検討

していく必要があります。 

 

【施策例】 

◎施設の有効活用（運営形態、整備、統合、集約など）についての検討 

 ⇒サウンディング型市場調査（※７）等官民連携による検討 

◎施設の長寿命化や活用を図るため中長期施設保全計画を作成 

 ⇒文化会館中長期保全計画の他施設への展開 

 

 

（※７） サウンディング型市場調査：市有地などの有効活用に向けた検討にあたって、活用方法について民 

間事業者から広く意見、提案を求め、「対話」を通じて市場性等を把握する調査のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

参考：伊丹市公共施設再配置基本計画による再配置方針（一部抜粋） 

 

 

 

 

再
配
置
方
針 

取組内容 短期 中期 長期 

【文化振興系】 

○ ○   

文化会館、音楽ホール、演劇ホール 

  大規模かつ多目的に利用可能な施設であることを鑑み、各館で展開されてい

る文化事業の効率化を計り、それにより生じる余剰空間を、ニーズ等の高い他の

機能や行政サービスの展開の場として、有効活用を図るよう検討します。 

  中心市街地という良好な立地条件を有していることを踏まえ、施設を個々の

単位ではなくエリアとして捉え、他の施設分類も含めた事業間連携や民間活力の

活用など、都市の魅力創出や活性化に繋がる有効活用について検討します。 

【社会教育系】 

○     

中央公民館 

  耐震性を有さず、かつ老朽化が著しいことから、利用者の安全安心を確保す

るため、他の公共施設へ機能移転を図ることを最優先に検討し、事業の継続を図

ります。 

生涯学習センター、北部学習センター 

○ ○ ○   すでに併設するサービス機能の必要性を検証しながら、南北の複合拠点施設

として、生涯学習の推進に加え、地域コミュニティの形成、市民の利便性向上に

つながる新たな行政サービスの受け入れを検討し、活用を図ります。 

全ての展覧施設 

○ ○   
  観光資源としての魅力増大につながるよう、施設を個々の単位ではなくエリ

アとして捉えた上で、事業展開の容易性、利用者の利便性の向上、他の施設分類

も含めた事業間連携等について考慮した上で、都市の魅力創出につながる機能配

置について検討します。 

博物館、神津資料室 

○ ○     大規模修繕や建替え時期を迎える際には、施設の維持、移転、継続等の必要

性について検討します。 

美術館、工芸センター、伊丹郷町館 

○ ○   

  みやのまち文化の郷として中心市街地の一帯を形成し、本市の歴史・文化・

芸術の情報発信および魅力創出に貢献を果たす一方、市民利用の割合が少なく、

施設自体の存在（名前・場所）を知らない市民も多く存在する現状を踏まえ、施

設を有効活用する観点から他機能の受入等について検討します。 

柿衞文庫 

○ ○ ○   財団法人の所有・運営管理であるものの、市の出資法人および運営・修繕等

整備に係る毎年の補助金支出の状況を鑑み、将来の大規模修繕および建替えの必

要性については、市と財団が連携し、運営等のあり方について検討します。 

 

想定される取組内容の検討・実施時期 

【短期】平成２８年（２０１６年）～２０２０年（平成３２年） 

【中期】２０２１年（平成３３年）～２０３０年（平成４２年） 

【長期】２０３０年（平成４２年）～ 
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Ⅴ． 終わりに 

 

本指針の考え方の中心に、一人一人の市民があります。文化芸術を楽しむ、創るなど、どちらかと言

えば直接、文化芸術に触れるという接し方だけでなく、本市の文化施策の大きな役割を占める文化施設

が、個々にとって新たな居場所として心のよりどころになってもらえるような施設でありたいと考えま

す。その居場所とそこにある演劇や音楽、美術等が今、広がっている地域間、世代間の壁を埋め、人々

の心のつながりや相互に理解し、尊重しあう土壌を提供し、心豊かな社会を形成する一助となるよう、「文

化芸術がそばにあるまち」を目指し、施策を進めていきます。 
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