
資料２ 文化事業（案）

重点取組
項目

施策の
方向性

課名
事業
(案)
No

施策・事業名 内容・イベント

広報国際交流課 1 各種媒体を活用した情報発信 「広報あしや」に加え，インターネットを中心とした動画配信など様々な媒体での情報発信

市民参画課 2 さくらまつり開催支援 さくらまつり協議会への活動助成及び交通安全対策への助成

人権・男女共生課 3 ふれ愛シネサロン 映画の鑑賞を通じて，人権や平和について考える機会の提供

地域経済振興課 4 あしや秋まつり開催支援 秋まつり協議会への活動助成及び交通安全対策への助成

地域経済振興課 5 あしや山まつり 奥池地域で自然を楽しむとともに，コンサートなど無料で文化に親しむイベントを実施

上宮川文化センター 6 ワンコインシアター 名作映画の上映会実施

上宮川文化センター 7 ヒューマンライツシアター 人権，平和等に関する映画上映・世界の名作映画上映

保健センター
福祉センター

8 保健福祉フェア
地域の福祉活動報告，健康増進の啓発，コンサートや出店，障がいのある人とのスポー
ツ交流広場など，あらゆる世代が楽しめるイベントの開催

道路・公園課 9 サマーカーニバル開催支援 芦屋市民まつり協議会への活動助成及び交通安全対策への助成

市立芦屋病院 10 ホスピタルフェスタ 体験コーナー，公開講座，院内コンサート等を院内開放して実施

市立芦屋病院 11 マチネーコンサート
入院患者等に癒しを提供するため，月１回日曜日に外来ホールを利用して実施（演奏は
ボランティアによる）

学校教育課 12
学校給食レシピ集を活用した料理セミ
ナー

市内幼稚園・小中学校に子どもを通わせている保護者対象の料理教室の実施。

生涯学習課 13 富田砕花顕彰事業 富田砕花賞の実施，富田砕花旧居の公開

生涯学習課 14 文化財保護及び啓発事業 本市ゆかりの文化や芸術，文化財に対する理解・関心を深める展示やイベント等の実施

生涯学習課 15 谷崎潤一郎記念館管理運営事業
谷崎潤一郎賞受賞記念特別講演会の開催，文化ゾーンの３館（図書館，谷崎潤一郎記
念館，美術博物館）による連携事業の実施

生涯学習課 16 美術博物館管理運営事業 文化ゾーンの３館による連携事業の実施。SNS等を活用した情報発信
市民センター 17 ルナ・ホール事業 ルナ・ホールを利用し，発表及び鑑賞の場を提供
市民センター 18 市民会館文化事業 市民ステージ，市民ギャラリー，市民絵画展を実施

市民センター 19 市民センター管理運営 市民センター施設の管理運営，貸出し

図書館 20 大人が楽しむおはなしの会 大人を対象としたおはなし会
図書館 21 金曜シネサロン 名画の上映会
図書館 22 資料の収集・保存・提供 資料の収集・保存・提供

市民参画課 ① さくらまつり開催 芦屋川の桜と市民が参加するコンサート等を鑑賞するイベントを実施

地域経済振興課 ② さくらまつり写真コンクール 市内の桜をテーマにした写真を市民から募り,コンクールを実施

道路・公園課 ③ サマーカーニバル開催 総合公園をメイン会場にして，イベント，花火打ち上げ等運営者・参加者の交流を促進

地域経済振興課 ④ あしや秋まつり開催 こどもみこし，だんじり巡行などを通じ，収穫祭の伝統を継承

① 【全て
のライフ
ステージ
に

文化が行
き届く
文化政策
の推進】

（1）誰もが
文化を身
近に楽し
める仕組
みづくり
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資料２ 文化事業（案）

重点取組
項目

施策の
方向性

課名
事業
(案)
No

施策・事業名 内容・イベント

生涯学習課 ⑤

・国指定史跡会下山遺跡の清掃奉仕活動
・国指定重要文化財ヨドコウ迎賓館における雛人形展や各種イベント
・市内施設博物館・美術館における各種事業
・だんじりに関するイベント
・芦屋神社鳳輦の巡行
・伝統文化親子教室の実施

図書館 ⑥ ・ライブラリーコンサート
・ギャラリー展示

市民参画課 23 地区集会所管理運営事業
指定管理者による管理運営。文化活動の拠点としての場の提供。【伝統文化（行事）の
継承】餅つき大会，どんと焼き，秋祭り子どもみこし町内巡行など

地域経済振興課 24 あしや秋まつり開催支援（1－(1)再掲） 秋まつり協議会への活動助成及び交通安全対策への助成
上宮川文化センター 25 上宮川文化センター管理運営 上宮川文化センター管理運営・貸出

地域福祉課 26 介護予防・通いの場づくり補助事業
地域の集会所等で，住民同士がより身近に集まれる地域の居場所を運営する団体また
は個人に補助金を交付するもの。

地域福祉課 27 ひとり一役活動推進事業
介護保険施設等や高齢者の居宅において，レクリエーションの手伝い等のボランティア
活動を行う方を，ひとり一役ワーカーとして登録し，その活動実績に応じてポイントを付与
し，年度末に換金（上限・要件あり）するもの。

保健センター
福祉センター

28 保健福祉フェア（1-（1）再掲）
地域の福祉活動報告，健康増進の啓発，コンサートや出店，障がいのある人とのスポー
ツ交流広場など，あらゆる世代が楽しめるイベントの開催

市立芦屋病院 29 ホスピタルフェスタ（1-（1）再掲） 体験コーナー，公開講座，院内コンサート等を院内開放して実施

市立芦屋病院 30 マチネーコンサート（1-（1）再掲）
入院患者等に癒しを提供するため，月１回日曜日に外来ホールを利用して実施（演奏は
ボランティアによる）

生涯学習課 31 生涯学習推進事業（市民版出前講座）
本市の社会教育関係登録団体や，社会教育活動を通じて学んだ市民による出前講座の
実施（あしや学びあいセミナー）

生涯学習課 32
文化財保護及び啓発事業（ボランティア
の養成）

文化財ボランティアの養成

生涯学習課 33
学校園・家庭・地域の教育推進支援事業
（本の虫ねっと）

本の虫ねっと連絡会への参加及び調整等の支援

公民館 34 講座・セミナー・公民館　音楽会等の開催 市民の学習ニーズ及び市の教育方針に基づき，講座・セミナー・音楽会などを実施
公民館 35 芦屋川カレッジ・芦屋川大学院 芦屋川カレッジ・芦屋川カレッジ大学院の実施

公民館 36 常設展示事業・公民館ギャラリー
展示による学習機会の提供（常設展示事業），市民の学習成果の発表の場を提供（公民
館ギャラリー）

図書館 37 図書館運営事業（研究会） おはなしの研究会。絵本の研究会

地域経済振興課 ⑦ ④あしや秋まつり開催（ 再掲） こどもみこし，だんじり巡行などを通じ，収穫祭の伝統を継承

生涯学習課 ⑧ ・市民ギャラリー，茶華道，演奏会
・合唱会，またスポーツ・科学等の体験教室等の実施

（1）誰もが
文化を身
近に楽し
める仕組
みづくり

① 【全て
のライフ
ステージ
に

文化が行
き届く
文化政策
の推進】

（2）文化
活動を通
じた地域
のつなが
りづくり
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資料２ 文化事業（案）

重点取組
項目

施策の
方向性

課名
事業
(案)
No

施策・事業名 内容・イベント

上宮川文化センター 38 人権啓発展示会
同和問題をはじめ日本社会における重要な人権課題や，平和・教育問題をテーマに展示
会を行い，啓発の場とする。

上宮川文化センター 39 リーダー養成講座
同和問題をはじめ日本社会における重要な人権課題や，平和・教育問題をテーマに講演
会を実施し，啓発の場とする。

福祉センター 40 エントランスコンサート
福祉センターが市民の集いの場となるよう，エントランスコンサートを実施（手話歌レッス
ンや障がいのある人などが出演）

保健センター
福祉センター

41 保健福祉フェア（1-（1）（2）再掲）
地域の福祉活動報告，健康増進の啓発，コンサートや出店，障がいのある人とのスポー
ツ交流広場など，あらゆる世代が楽しめるイベントの開催

高齢介護課 42 YOクラブ活動支援 芦屋で結成された高齢者の文化的活動を行う団体への支援
高齢介護課 43 老人クラブ活動支援 高齢者の地域での活動を通した仲間づくりの活動を支援
高齢介護課 44 敬老会 高齢者を招待し，演芸鑑賞を実施

高齢介護課 45 演芸フェスティバル
高齢者を中心とした文化的活動を行っている市民グループが集い，コーラスや踊りなど
日ごろの練習の成果を披露

高齢介護課 46 生きがいデイサービス 身近な地域で高齢者のつどいの場を提供（内容は手芸や体操，歌や絵画など）
高齢介護課 47 シルバー人材センター支援 高齢者が就労を通して様々な活動を展開し，住みよいまちづくりに貢献できるよう支援
市立芦屋病院 48 ホスピタルフェスタ（1-（1）（2）再掲） 体験コーナー，公開講座，院内コンサート等を院内開放して実施

市立芦屋病院 49 マチネーコンサート（1-（1）（2）再掲）
入院患者等に癒しを提供するため，月１回日曜日に外来ホールを利用して実施（演奏は
ボランティアによる）

生涯学習課 50
生涯学習推進事業（社会教育関係団体
の登録，支援）

社会教育関係団体の登録を行い，登録団体に対して情報発信や補助金等の活動を支
援

市民センター 51 市民会館文化事業（1-（1）再掲） 市民ステージ，市民ギャラリー，市民絵画展を実施
図書館 52 図書館運営事業（障がい者サービス） 障がい者サービス（デイジー図書貸出，宅配サービス等）の実施
地域経済振興課 ⑨ 年２回のバス旅行により市民が市外の文化に触れる機会を提供

障がい福祉課 ⑩ 芦屋市障がい児・者作品展
多くの市民に，障がい児・者への理解を深めてもらうことを目的
に作品を展示

高齢介護課 ⑪ 各種講座，手芸，着付け教室などを独自事業として実施
高齢介護課 ⑫ ギャラリーやコンサート等の文化的行事を実施

高齢介護課 ⑬ ・健康づくりや歌唱，民謡，踊りなどの活動の実施
・演芸フェスティバルでの発表

高齢介護課 ⑭ ・絵画，写真，演劇，ハイキング等の活動の実施
・演芸フェスティバルへの出演

高齢介護課 ⑮ 芦屋発の中高齢者向けの情報誌を発行し，高齢者に居心地のいい（niche），地域の居
場所づくり活動の展開

高齢介護課 ⑯ 自立・奉仕・助け合いをモットーに社会参加と市民相互扶助の精神に基づく高齢社会に
ふさわしい地域社会づくり活動の展開

高齢介護課 ⑰ 高齢者の生きがいづくりに寄与する事業の展開

① 【全て
のライフ
ステージ
に

文化が行
き届く
文化政策
の推進】

（3）ユニ
バーサル
社会づくり
を目指し
た生涯学
習活動の
振興
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資料２ 文化事業（案）

重点取組
項目

施策の
方向性

課名
事業
(案)
No

施策・事業名 内容・イベント

福祉センター 53 エントランスコンサート（1-（3）再掲）
福祉センターが市民の集いの場となるよう，エントランスコンサートを実施（手話歌レッス
ンや障がいのある人などが出演）

保健センター
福祉センター

54 保健福祉フェア（1-（1）～（3）再掲）
地域の福祉活動報告，健康増進の啓発，コンサートや出店，障がいのある人とのスポー
ツ交流広場など，あらゆる世代が楽しめるイベントの開催

高齢介護課 55 老人福祉会館の運営 高齢者が囲碁や将棋等を楽しみながら交流を深めることができる居場所の提供

高齢介護課 56 ゆうゆう倶楽部
小学校の敷地内に集会所を設置し，健康体操や手芸，絵画等の活動活動を行う市民に
開放し高齢者の居場所を提供

市立芦屋病院 57 ホスピタルフェスタ（1-（1）～（3）再掲） 体験コーナー，公開講座，院内コンサート等を院内開放して実施

市立芦屋病院 58 マチネーコンサート（1-（1）～（3）再掲）
入院患者等に癒しを提供するため，月１回日曜日に外来ホールを利用して実施（演奏は
ボランティアによる）

管理課 59 学校園施設目的外使用の使用許可 条例に定めるところにより，学校園施設の目的外使用の許可を行った。

生涯学習課 60
学校園・家庭・地域の教育推進支援事業
（コミスク活動）

コミュニティ・スクールへの活動等支援

生涯学習課 61
谷崎潤一郎記念館管理運営事業（施設
整備）

市民の文化芸術活動に資することができる良質な環境作りとしての各施設整備の実施

生涯学習課 62 美術博物館管理運営事業（施設整備） 市民の文化芸術活動に資することができる良質な環境作りとしての各施設整備の実施

生涯学習課，図書館 63
文化ゾーン連携事業（niwa-doku，講座の
開催）

美術博物館・谷崎潤一郎記念館の庭で読書を楽しむ

高齢介護課 ⑱ ・自己所有のセンター（大原文化センター）を拠点に多世代に向けた文化活動を展開
・高齢者向けの活動の実施

生涯学習課 ⑲ 市内の小学校施設を活用した文化・スポーツなどの自主的な活動の実施

図書館 ⑳ ・ライブラリーコンサート（再掲）
・ギャラリー展示（再掲）

市長室 64 市民文化賞 文化の向上に貢献された方への顕彰，賞の贈呈
市民参画課 65 芦屋市文化芸術文化活動助成及び顕彰 個人又は団体に対する活動助成・顕彰
市民参画課，管理課 66 市後援名義の使用承認 活動団体に対する後援名義の使用承認

市民参画課 67
地区集会所での社会教育関係団体等の
使用料減免

地区集会所での活動促進のため，使用料を減免

市民参画課 68 市民文化振興基金の啓発事業 ふるさと寄附金を活用した市民文化振興基金の啓発

市民参画課 69 市民提案型事業補助金 市民から社会課題解決など自主的な取組として提案のあった活動に対する補助金交付

用地管財課 70 財産区に関する事務 山車維持管理費補助金

生涯学習課 71 生涯学習推進事業（1-（1）再掲）
社会教育関係団体の登録を行い，登録団体に対して情報発信や補助金等の活動を支
援

生涯学習課 72 富田砕花顕彰事業（1-（1）再掲） 富田砕花賞の実施，富田砕花旧居の公開

（4）文化
ゾーンの
活性化，
各種施設
の有効活
用① 【全て

のライフ
ステージ
に

文化が行
き届く
文化政策
の推進】

（5）文化
芸術を行
う団体へ
の支援
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資料２ 文化事業（案）

重点取組
項目

施策の
方向性

課名
事業
(案)
No

施策・事業名 内容・イベント

（5）文化
芸術を行
う団体へ
の支援

生涯学習課 ㉑
・だんじりに関するイベント（再掲）
・芦屋神社鳳輦の巡行（再掲）
・伝統文化親子教室の実施（再掲）

広報国際交流課 73
各種媒体を活用した情報発信（1-（1）再
掲）

「広報あしや」に加え，インターネットを中心とした動画配信など様々な媒体での情報発信

地域経済振興課 74 阪神間連携ブランド発信事業 まち歩きマップの作成やイベントの開催による情報発信

生涯学習課 75 文化財保護及び啓発事業（情報発信） SNS等を活用した情報発信

生涯学習課 76 生涯学習推進事業（情報発信）
「広報あしや」及び「あしやトライあんぐる」でイベント等の情報及び特集番組を掲載・放
映，SNS等を活用した情報発信

生涯学習課 77
谷崎潤一郎記念館管理運営事業（情報
発信）

「広報あしや」及び「あしやトライあんぐる」でイベント等の情報及び特集番組を掲載・放
映，SNS等を活用した情報発信

生涯学習課 78 美術博物館管理運営事業（情報発信）
「広報あしや」及び「あしやトライあんぐる」でイベント等の情報及び特集番組を掲載・放
映，SNS等を活用した情報発信

図書館 79 図書館運営事業（情報発信） 「図書館ホームページ」，「広報あしや」，「図書館報」による情報発信

地域経済振興課 ㉒ 観光案内ボランティアによる市内の文化・歴史を紹介するツアーの実施

地域経済振興課 ㉓ ＳＮＳによる本市の文化・名跡・史跡等の紹介

地域経済振興課 ㉔ ＳＮＳによる市内の文化施設，行事等の情報発信

政策推進課 80 シティプロモーション事業
本市の魅力を活かしたシティプロモーションを行うことで，市民のシビックプライドの醸成
及び本市の住みやすさの認知度を向上させ，交流人口の増及び人口流入促進を図る。

上宮川文化センター 81 児童センター映画会
子どもの想像力や表現力を養い，文化・芸術活動を高めることによる児童の健全育成の
推進

上宮川文化センター 82
児童健全育成事業（小学生を対象の体
験活動）

小学生を対象に芸術，文化，運動などの分野での体験活動を通した児童の健全育成の
推進

子育て推進課
学校教育課

83 生活発表会 幼稚園，認定こども園，保育所での劇遊びや音楽遊び等の文化活動を通した発表

学校教育課 84 国際理解教育推進事業
外国人児童生徒等と他の児童とが相互に学び合い，異文化に対する理解や関心の向上
に向けた国際交流。外国人児童生徒等の日本語習得支援。

学校教育課 85 文化体育振興事業

自由研究教育活動展として，小中学生の夏休みの自由研究や中学生の書道作品，幼稚
園の教育活動の紹介。中学校総合文化祭での各校の代表クラスの合唱，全員合唱，吹
奏楽部，合唱部の発表。造形教育展として幼稚園・小学校・中学校の絵画や立体作品の
展示。芦屋市吹奏楽連盟演奏会として，市内中学校，高等学校の吹奏楽部，コミスクな
どの団体の吹奏楽演奏会の実施。

（6）文化
に関する
情報発信
の強化

① 【全て
のライフ
ステージ
に

文化が行
き届く
文化政策
の推進】

② 【未来
を切り拓く
子どもた
ちへ向け
た

文化政策
の推進】

（1）豊か
な情操を
育む体験
活動の推
進
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資料２ 文化事業（案）

重点取組
項目

施策の
方向性

課名
事業
(案)
No

施策・事業名 内容・イベント

学校教育課 86 学校給食関係事務
学校給食展の開催（芦屋の学校給食に関する理解と学校・家庭・地域が連携を深め児童
生徒の健全な心身の発達に資する望ましい食生活の探求）

学校教育課 87 読書活動推進事業
読書（おはなし）ノート，スタンプラリーや読書記録の配布と活用。春・秋の読書週間及び
月間時の読書推進啓発

生涯学習課 88
文化財保護及び啓発事業（こどもや親子
対象事業）

子どもや親子を対象とした事業の実施

生涯学習課 89
美術博物館管理運営事業（こどもや親子
対象事業）

子どもや親子を対象とした事業の実施

青少年育成課 90 あしやキッズスクエア
小学校の児童が放課後に校庭・校舎を利用した昔遊びやスポーツ体験等を行い，地域
の方等の見守りの下で安全に過ごす居場所の提供

図書館 91 折り紙教室 子ども対象の折り紙教室
図書館 92 人形劇の会 幼児～小学生向けの人形劇の実施

学校教育課 ㉕
・親子を対象とした鑑賞会等の実施
・伝統文化親子教室の実施

地域経済振興課 ㉖ 産官学連携による市内の魅力ある文化資源の紹介
図書館 ㉗ 放課後こどもプラン事業の教室型事業の実施

上宮川文化センター 93
児童健全育成事業（親子・保護者の交
流）

親子での様々な遊びの中で，親子の結びつき，保護者間の交流を促進（きりんクラブ，あ
そびひろば等）

学校教育課 94 トライやる・ウィーク推進事業
トライやる・ウィークの実施（中学校２年生が，一週間の職場体験等を通して地域につい
て学び「生きる力」を育む）。トライやるアクションの実施（生徒に地域の一員としての意識
を持たせ，地域交流会，地域清掃等に主体的に参加）

学校教育課 95 特色ある学校園づくり支援事業 教育ボランティアによる読み聞かせや日本文化学習等を行う。

学校教育課 96 味覚の１週間
食育の一環として「味覚の１週間」を実施，市内の有名店のシェフによる「味覚の授業」を
行い，五感を活用しながら味の基本となる4つの要素（塩味，酸味，苦味，甘味）にうまみ
を加えた5つの味について味わうことの楽しさに触れる。

青少年育成課 97 あしやキッズスクエア（2-(1)再掲）
小学校の児童が放課後に校庭・校舎を利用した昔遊びやスポーツ体験等を行い，地域
の方等の見守りの下で安全に過ごす居場所の提供

図書館 98
図書館運営事業（学校・幼稚園への貸
出，団体受入）

学校・幼稚園への団体貸出。団体利用の受入れ

上宮川文化センター 99 児童センター子育て講演会 子育て，教育について様々なテーマで講演会を実施する。

子育て推進課 100 子育て情報の発信
子育てサポートブック「わくわく子育て」の他，ホームページやスマートフォンアプリを活用
した子育て情報の発信

生涯学習課 101 学校園・家庭・地域の教育推進支援事業 家庭教育支援

生涯学習課 102 美術博物館管理運営事業（情報発信）
SNS等による子ども向けイベント情報の発信。展覧会等のチラシを市内の小・中学生全
員に配布

（3）親子
に向けた
積極的な
情報発信

② 【未来
を切り拓く
子どもた
ちへ向け
た

文化政策
の推進】 （2）地域

社会との
つながり
による文
化体験

（1）豊か
な情操を
育む体験
活動の推
進
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資料２ 文化事業（案）

重点取組
項目

施策の
方向性

課名
事業
(案)
No

施策・事業名 内容・イベント

図書館 103 親子で楽しむおはなしの会 親子を対象としたおはなし会

図書館 104 親子で楽しむ絵本の会 親子を対象とした読み聞かせ

生涯学習課
学校教育課

㉘ 小学校施設を活用した研修会等の実施

広報国際交流課 105
各種媒体を活用した情報発信(1-(1)（6）
再掲）

「広報あしや」に加え，インターネットを中心とした動画配信など様々な媒体での情報発信

広報国際交流課 106 潮芦屋交流センター事業
潮芦屋交流センターでの多文化理解や文化活動の推進するための事業
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦セミナー コンサート 世界の料理教室 ワールドフェスタ 講演会 文化教室 国
際親善イベント

広報国際交流課
市立芦屋病院

107 姉妹都市交流事業 姉妹都市学生親善使節の相互派遣事業。姉妹都市看護師等交換研修事業

生涯学習課 108 富田砕花顕彰事業（1-（1）（5）再掲） 富田砕花賞の実施。富田砕花旧居の公開。
生涯学習課 109 生涯学習推進事業（団体等の支援） 社会教育関係団体公募提案型補助金制度による支援

生涯学習課 110 文化財保護及び啓発事業（1-(6)再掲）
本市ゆかりの文化や芸術に対する理解や関心を深める展示やイベント等の実施。「広報
あしや」及び「あしやトライあんぐる」でイベント等の情報及び特集番組を掲載・放映。SNS
等を活用した情報発信

生涯学習課 111
谷崎潤一郎記念館管理運営事業（1-(6)
再掲）

谷崎潤一郎賞受賞記念特別講演会の開催。本市ゆかりの文化や芸術に対する理解や
関心を深める展示やイベント等の実施。「広報あしや」及び「あしやトライあんぐる」でイベ
ント等の情報及び特集番組を掲載・放映。SNS等を活用した情報発信

生涯学習課 112 美術博物館管理運営事業（1-(6)再掲）
本市ゆかりの文化や芸術に対する理解や関心を深める展示やイベント等の実施。「広報
あしや」及び「あしやトライあんぐる」でイベント等の情報及び特集番組を掲載・放映。SNS
等を活用した情報発信

図書館 113 ライブラリーコンサート クラシック中心のコンサート
図書館 114 ギャラリー展示 美術作品の展示

広報国際交流課 ㉙ 姉妹都市学生親善使節の相互派遣事業

広報国際交流課 ㉚
・コンサート（ロック，ハワイアン，ジャズ等）の開催
・講演会の開催

生涯学習課 ㉛
・だんじりに関するイベント（再掲）
・芦屋神社鳳輦の巡行（再掲）
・伝統文化親子教室の実施（再掲）

（3）親子
に向けた
積極的な
情報発信

② 【未来
を切り拓く
子どもた
ちへ向け
た

文化政策
の推進】

③ 【芦屋
文化を生
かした
戦略的な
まちづく
り】

(1)暮らし
に根ざし
た文化交
流のまち
づくり
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資料２ 文化事業（案）

重点取組
項目

施策の
方向性

課名
事業
(案)
No

施策・事業名 内容・イベント

道路・公園課 115 道路の改良事業 無電柱化の推進。公共サイン計画に基づく実施

街路樹課 116 庭園都市推進事業 オープンガーデンの実施。緑化団体の育成。公園・緑のネットワーク化

都市計画課 117 景観形成推進事業 市民の景観意識を高める取組

生涯学習課 118 文化財保護及び活用事業
芦屋川の文化的景観の見学会等の実施。会下山遺跡・金津山古墳・朝日ケ丘遺跡の環
境保全

地域経済振興課 ㉜ さつき展示会の開催
地域経済振興課 ㉝ 菊花展示会・菊づくり講習会開催
地域経済振興課 ㉞ スマートフォンアプリによる市内の文化施設，行事等の情報発信（再掲）
生涯学習課 ㉟ 国指定重要文化財ヨドコウ迎賓館の保全と公開

上宮川文化センター 119 図書活動支援事業
施設内にある図書室に子育て支援本コーナー及び新着絵本コーナーを設置し，本の閲
覧，貸出の実施

学校教育課 120 読書活動推進事業（2-（1）再掲）
読書（おはなし）ノート，スタンプラリーや読書記録の配布と活用。春・秋の読書週間及び
月間時の読書推進啓発

生涯学習課 121
学校園・家庭・地域の教育推進事業（2-
（3）再掲）

本の虫ねっと連絡会への参加及び調整等支援

公民館 122 公民館図書室 公民館図書室での資料の貸出。図書館との連携
図書館 123 図書館施設整備事業 老朽化した施設・設備の保全と市民・利用者へ快適な読書環境の整備

図書館 124 図書館運営事業（収集整理利用）
資料の収集・整理・貸出。レファレンスサービス。「読書講演会」「金曜シネサロン」「絵本
の会」。「子どもおはなしの会」等行事の実施

図書館 125 図書館本館こどもおはなしの会 小学生対象のおはなし会
図書館 126 打出分室こどもおはなしの会 親子を対象としたおはなしと読み聞かせ
図書館 127 絵本の会 未就学児対象の絵本のよみきかせ
図書館 128 小学生の本の部屋 小学生を対象とした読書案内等
図書館 129 夏休み怖くて楽しいおはなしの会 怖い話に特化したおはなし会
図書館 130 読書講演会 講演会
図書館 131 図書館ガイドツアー 図書館職員が施設のバックヤードを案内
図書館 ㊱ 学校や各種イベント実施時の読み聞かせボランティア活動の実施
地域経済振興課 ㊲ 産官学連携による芦屋市内の観光ルートを開発し，案内ボランティアを育成

③ 【芦屋
文化を生
かした
戦略的な
まちづく
り】

(2)芦屋ら
しい良好
な住まい・
景観づくり

(3)読書の
まちづくり
の推進
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資料２ 文化事業（案）

重点取組
項目

施策の
方向性

課名
事業
(案)
No

施策・事業名 内容・イベント

政策推進課 132 シティプロモーション事業（2-（1）再掲）
本市の魅力を活かしたシティプロモーションを行うことで，市民のシビックプライドの醸成
及び本市の住みやすさの認知度を向上させ，交流人口の増及び人口流入促進を図る。

広報国際交流課 133
各種媒体を活用した情報発信（1-（1）再
掲）

「広報あしや」に加え，インターネットを中心とした動画配信など様々な媒体での情報発信

広報国際交流課 134 積極的な地域情報の発信
「広報あしや」を活用した季節を感じる写真の掲載等。ホームページの広報カメラアイ，思
い出写真館，アーカイブの掲載。地域で活躍する人材の情報発信

市民参画課 135 芦屋まちデザインラボの開催
市制施行80周年記念事業の一環として，市民活動促進事業を実施。芦屋まちデザインラ
ボのコンセプトやロゴマークの作成，市民活動促進支援等。

課税課 136 ご当地ナンバープレートの交付 ５０ｃｃ以下の原動機付自転車ご当地ナンバープレート（２種類）の交付

地域経済振興課 137 阪神間連携ブランド発信事業(1-(6)再掲） まち歩きマップの作成やイベントの開催による情報発信

生涯学習課 138 富田砕花顕彰事業
本市ゆかりの芸術家や作家及びその作品，文化財等を調査研究し，本市の魅力として
広く発信

生涯学習課 139 文化財保護及び活用事業
本市ゆかりの芸術家や作家及びその作品，文化財等を調査研究し，本市の魅力として
広く発信

生涯学習課 140 谷崎潤一郎記念館管理運営事業
本市ゆかりの芸術家や作家及びその作品，文化財等を調査研究し，本市の魅力として
広く発信

生涯学習課 141 美術博物館管理運営事業
本市ゆかりの芸術家や作家及びその作品，文化財等を調査研究し，本市の魅力として
広く発信

地域経済振興課 ㊳ 観光案内ボランティアによる市内の文化・歴史を紹介するツアーの実施（再掲）
地域経済振興課 ㊴ ＳＮＳによる本市の文化・名跡・史跡等の紹介（再掲）
地域経済振興課 ㊵ ＳＮＳによる市内の文化施設，行事等の情報発信（再掲）

③ 【芦屋
文化を生
かした
戦略的な
まちづく
り】

(4)文化を
通じたま
ちの魅力
の一体的
な発信
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