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資料編

1．佐久市の文化についてアンケート（抜粋）

■アンケート調査の概要
　　対　　象　　市内に在住する 20歳以上の方 1,500 人（住民基本台帳から無作為抽出）
　　調査時期　　平成 23年 8月 29日～ 10月 3日
　　実施方法　　無記名方式、郵送による配布・回収
　　有効回答　　869人（回収率 57.9%）

①佐久市は文化・芸術が盛んなまちだと思いますか。

　佐久市が文化・芸術について盛んなまちだと思っている割合は 24.1%で、７割以上が「思わ
ない」と回答しています。
　文化・芸術が盛んだと「思う」理由は、「歴史的文化財が保存・活用されている」が 35.9%で
最も高く、「思わない」理由は、「文化活動の情報が身近になく、分からない」が 38.7%で最も
高くなっています。
 （集計結果は、複数回答がある設問を含むため、合計が 100にならない場合があります。）
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②文化芸術の鑑賞・活動状況（対象とする期間はそれぞれ１年以内、鑑賞については有料のものに限る）

③施設の利用状況（各分野上位３施設）

④今後の佐久市の文化振興で大切だと思うもの

　１年以内に文化芸術を鑑賞したことのある人は 44.6%ですが、活動したことのある人は
18.0%にとどまっています。理由としては、鑑賞・活動とも「時間的に余裕がない」が最も高
くなっています。

　利用したことがある施設は、コスモホールが 52.4%と最も高い数値でしたが、県の勤労者福
祉センター（61.2%）よりも下回っています。美術品展示施設では近代美術館、歴史・科学資
料展示施設では子ども未来館が最も利用されていますが、利用したことのある割合が 1割に満
たない施設もあります。

　今後の佐久市の文化振興について、大切だと思うものを３つまで挙げてもらったところ、「多
くの人が気軽に参加できる文化芸術活動の企画・開催」が 62.4%と最も高い数値でした。次い
で高い「質の高い文化芸術公演の企画・開催」については、文化芸術を鑑賞したことの「ない」
人の回答は 27.8%でしたが、「ある」人は 47.7%と差が目立ちました。

市民会館・公民館 美術品展示施設 歴史・科学資料展示施設

コスモホール 52.4% 近代美術館 37.3% 子ども未来館 43.0%

野沢会館 39.5% 天来記念館 11.9% 旧中込学校 31.6%

あいとぴあ臼田 24.7% 川村吾蔵記念館 8.9% スタードーム 25.4%
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質の高い文化芸術公演の企画・開催
歴史的な文化財や伝統文化・芸能の保存・継承
文化芸術活動に関する情報の一元管理・提供
文化芸術活動を行う既存施設・設備の充実

文化活動を企画実践する民間団体・ボランティアの育成
文化芸術「鑑賞」に対する支援の充実
文化芸術「活動」に対する支援の充実

文化芸術活動や鑑賞に参加する際の交通手段の充実
文化芸術活動を行う指導者の増加

多くの人が気軽に参加できる文化芸術活動の企画・開催

文化芸術活動を企画実践する市役所内部署の充実
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2． 第一次佐久市総合計画後期基本計画策定及び市の取り
組みへの満足度・重要度に関する市民アンケート調査

 （抜粋）

■アンケート調査の概要
　　対　　象　　市内に在住する 16歳以上の方 3,000 人（住民基本台帳から無作為抽出）
　　調査時期　　平成 22年 11月 19日～ 12月 13日
　　実施方法　　無記名方式、郵送による配布・回収
　　有効回答　　1,754 人（回収率 58.5%）

●各施策の満足度・重要度の平均点比較

　上に示したグラフは佐久市の施策を 39項目に分け、それぞれどのくらい満足しているか、今
後どのくらい重要と思うかという質問に対する回答を得点化し、座標軸に表したもので、全施策
の満足度の平均値は 2.97、重要度の平均値は 4.15 となります（グラフ上は点線で表示してあ
ります）。
　文化・芸術の施策に対する満足度は平均値より若干高いものの、重要と考える人は少ないとい
う結果となりました。
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　●公民館（研修センター）　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐久市中込 2947番地
　●公民館浅間地区館（浅間会館）　　　　　　　　　　　　　　 佐久市岩村田 543番地
　●公民館野沢地区館（野沢会館・生涯学習センター）　　　　　 佐久市取出町 183番地
　●公民館中込地区館（中込会館）　　　　　　　　　　　　　　 佐久市平賀 1897番地
　●公民館東地区館（東会館）　　　　　　　　　　　　　　　　 佐久市志賀 6059番地
　●公民館臼田地区館（あいとぴあ臼田）　　　　　　　　　　　 佐久市下越 16番地 5
　●公民館浅科地区館（浅科会館）　　　　　　　　　　　　　　 佐久市塩名田 1338番地
　●公民館望月地区館（駒の里ふれあいセンター）　　　　　　　 佐久市望月 303番地
　●コスモホール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市下小田切 124 番地 1
　●交流文化館浅科（穂の香ホール）　　　　　　　　　　　　　 佐久市八幡 229番地

　●中央図書館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市猿久保 44番地 1
　●臼田図書館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市下小田切 124番地 1
　●浅科図書館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市八幡 229番地
　●望月図書館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市望月 409番地 1
　●サングリモ中込図書館　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市中込 1丁目 19番地 2
　●子ども未来館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市岩村田 1931番地 1
　●昆虫体験学習館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市下平尾 2681番地
　●天体観測施設（スタードーム）　　　　　　　　　　　　　　 佐久市臼田 3113番地 1

　●近代美術館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市猿久保 35番地 5
　●天来記念館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市望月 305番地 2
　●鎌倉彫記念館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市下小田切 8番地 6
　●川村吾蔵記念館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市田口 3112番地

　●望月歴史民俗資料館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市望月 247番地
　●五郎兵衛記念館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市甲 14番地 1
　●旧中込学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市中込 1877番地
　●島崎藤村旧宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市前山 1380番地 3
　●臼田文化センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市下越 248番地 12

　●佐久勤労者福祉センター　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市佐久平駅南 4番地 1
　●佐久創造館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐久市猿久保 55番地

3．文化施設一覧

◆貸館系施設

◆学習系施設

◆美術館系施設

◆博物館系施設

■市内にある県の文化施設

※平成 24年 8月現在
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4．指定文化財一覧

　 文化財名 名　　　　　称
1 重要文化財 旧中込学校校舎
2 史　　　跡 旧中込学校
3 史　　　跡 龍岡城跡
4 重要文化財 紙本着色一遍上人絵伝　巻第二　
5 重要文化財 紙本墨書他阿上人自筆仮名消息
6 重要文化財 駒形神社本殿（附 棟札 ４枚）
7 重要文化財 鉄　鐘
8 重要文化財 新海三社神社三重塔
9 重要文化財 新海三社神社東本社
10 重要文化財 六地蔵幢
11 重要文化財 高良社（旧八幡神社本殿）
12 重要文化財 福王寺の木造阿弥陀如来坐像
13 重要文化財 真山家住宅
14 重要無形民俗文化財 跡部の踊り念仏
15 天然記念物 岩村田ヒカリゴケ産地
16 県　　　宝 木造阿弥陀如来坐像
17 県　　　宝 刀
18 県　　　宝 木造地蔵菩薩半跏倚像
19 県　　　宝 版本大般若経
20 県　　　宝 貞祥寺三重塔
21 県　　　宝 木造阿弥陀如来及び両脇侍立像
22 県　　　宝 安養寺の木造法燈国師倚像
23 県　　　宝 貞祥寺惣門及び山門
24 県　　　宝 井出家座敷
25 県　　　宝 上宮寺梵鐘
26 県　　　宝 鋳銅箔鍍金花瓶
27 県　　　宝 金剛力士像
28 無形民俗文化財 湯原神社式三番
29 史　　　跡 三河田大塚古墳
30 史　　　跡 伴野城跡
31 史　　　跡 根井氏館跡
32 史　　　跡 北高禅師墓碑
33 史　　　跡 岩尾城跡
34 史　　　跡 平賀氏城跡
35 史　　　跡 大井城跡（王城・黒岩城）
36 史　　　跡 五郎兵衛用水跡
37 天然記念物 王城のケヤキ
38 天然記念物 広川原の洞穴群
39 有形文化財 金台寺の鉦
40 有形文化財 竹田の鉦（一）
41 有形文化財 竹田の鉦（二）

文化財名 名　　　　　称
42 有形文化財 平賀村中善寺大般若経
43 有形文化財 下桜井村寛永の五人組帳
44 有形文化財 永禄十一年上原筑前御恩御検地帳
45 有形文化財 平尾大社本殿
46 有形文化財 取出町百番観音
47 有形文化財 桃源院木造地蔵菩薩坐像
48 有形文化財 大沢村旧長命寺二王堂應永在銘石柱
49 有形文化財 暦應在銘板碑
50 有形文化財 龍雲寺の中世文書
51 有形文化財 安養寺の中世文書
52 有形文化財 上直路遺跡出土遺物
53 有形文化財 東一本柳古墳出土遺物
54 有形文化財 北西ノ久保遺跡出土の埴輪
55 有形文化財 周防畑Ｂ遺跡出土遺物
56 有形文化財 中道遺跡出土遺物
57 史　　　跡 瀧ノ峯古墳群
58 有形文化財 瀧ノ峯古墳群出土遺物
59 史　　　跡 後沢遺跡
60 有形文化財 後沢遺跡出土遺物
61 有形文化財 大井法華堂修験関係文書

62 有形文化財
木造愛染明王坐像及び脇侍木造両
界大日如来坐像

63 有形文化財 旧大沢小学校

64 有形文化財
倉沢薬師堂（附 宮殿・石造薬師如
来立像・加舎白雄自筆奉納俳額 )

65 有形文化財 正法寺多層塔
66 有形文化財 相沢寺仏面
67 有形文化財 田野口藩陣屋日記
68 有形文化財 湯原神社青銅鰐口
69 有形文化財 大宮諏訪神社青銅鰐口
70 有形文化財 信濃奇勝録版木
71 有形文化財 滝秩父札所観音石仏
72 有形文化財 水落観音町石石仏
73 有形文化財 相沢寺平鉦
74 有形文化財 弥勒寺板碑
75 有形文化財 医王寺板碑
76 有形文化財 御魂代石
77 有形文化財 岩水秩父札所観音木造
78 有形文化財 大宮諏訪神社石棒
79 有形文化財 解体人形
80 有形文化財 磨崖石仏群

国指定 県指定 市指定



31

文化財名 名　　　　　称
81 有形文化財 嫗の石像
82 有形文化財 大日宝塔
83 有形文化財 丸山家中世文書
84 有形文化財 新海三社神社中世文書
85 有形文化財 小太刀古狐丸
86 有形文化財 地獄極楽図
87 有形文化財 入沢焼茶壺
88 有形文化財 物部の銅印
89 有形文化財 蕨手刀
90 有形文化財 帯具
91 有形文化財 山宮家中世文書
92 有形文化財 龍岡藩高札場
93 有形文化財 日影堂百番観音木像
94 有形文化財 吉祥寺山門
95 有形文化財 薬師堂薬師三尊像
96 有形文化財 泉龍院涅槃図
97 有形文化財 磨崖青面金剛
98 有形文化財 新海三社神社　中本社　西本社
99 有形文化財 大宮諏訪神社本殿
100 有形文化財 三条神社本殿
101 有形文化財 矢島の五輪塔
102 有形文化財 五輪塔群
103 有形文化財 山の神石祠
104 有形文化財 石仏十王像
105 有形文化財 矢島道祖神
106 有形文化財 長念寺の阿弥陀如来立像及び胎内文書
107 有形文化財 八幡神社の算額
108 有形文化財 八幡神社の瑞垣門
109 有形文化財 八幡神社の随身門
110 有形文化財 八幡神社の本殿
111 有形文化財 百番観音石仏群
112 有形文化財 市川家の石造大日如来
113 有形文化財 城光院の石造庚申塔
114 有形文化財 城光院の石造十王像
115 有形文化財 城光院の石造宝篋印塔
116 有形文化財 万治の石造大日如来
117 有形文化財 福王寺の石造庚申塔
118 有形文化財 福王寺の木造日光菩薩立像（観音菩薩）
119 有形文化財 福王寺の木造月光菩薩立像（勢至菩薩）
120 有形文化財 福王寺の木造雨宝童子立像（木造聖徳太子立像）
121 有形文化財 福王寺の木造毘沙門天立像
122 有形文化財 月輪寺跡の石造笠塔婆
123 有形文化財 天神の元禄の石造双体道祖神
124 有形文化財 入布施の石造片手合掌双体道祖神
125 有形文化財 牧布施の石造庚申塔
126 有形文化財 不動明王立像

文化財名 名　　　　　称
127 有形文化財 岩村田若宮神社祇園社神輿
128 無形民俗文化財 岩村田祇園におけるお船様祭り
129 無形民俗文化財 鳥追い祭り
130 無形民俗文化財 岩下の踊り念仏
131 無形民俗文化財 根神社の式三番叟
132 無形民俗文化財 榊祭
133 無形民俗文化財 春日本郷地区道祖神祭り
134 史　　　跡 大梅禅師墓碑
135 史　　　跡 鵜縄沢端一里塚東塚
136 史　　　跡 安原大塚古墳
137 史　　　跡 北西ノ久保の石造塔婆群
138 史　　　跡 正楽院の供養塔
139 史　　　跡 前山城跡
140 史　　　跡 蛇塚古墳
141 史　　　跡 幸神古墳群
142 史　　　跡 西の窪１９号古墳
143 史　　　跡 塩名田本陣跡
144 史　　　跡 御馬寄古城跡
145 史　　　跡 土合１号古墳
146 史　　　跡 火の雨塚古墳
147 史　　　跡 虚空蔵のろし台跡
148 史　　　跡 舟つなぎ石
149 史　　　跡 野馬除け柵跡
150 史　　　跡 中山道一里塚跡
151 史　　　跡 八幡宿本陣跡
152 史　　　跡 兜山古墳
153 史　　　跡 下吹上遺跡
154 史　　　跡 中山道
155 史　　　跡 王塚古墳
156 名　　　勝 皎月原
157 天然記念物 白山神社イチイの古樹
158 天然記念物 野沢町の女男木
159 天然記念物 チョウゲンボウ
160 天然記念物 お神明の三本松
161 天然記念物 入沢風穴
162 天然記念物 キレハエビラシダ
163 天然記念物 黒沢家　コナラ
164 天然記念物 児落場峠天然カラマツ
165 天然記念物 関所破りの桜
166 天然記念物 勝手神社のケヤキの木
167 天然記念物 山の神のコナラ群
168 天然記念物 小野山家のエドヒガン
169 天然記念物 蓮華寺のスギ
170 天然記念物 大井家のエドヒガン
171 天然記念物 福王寺のヒイラギ
172 天然記念物 臼田トンネルゾウ化石
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5．佐久市文化振興計画策定委員会

●文化振興計画策定委員会
　　平成23年 8月 2日　第１回　　委員の委嘱・計画の概要等
　　　　  　10月25日　第２回　　計画の構成・施設の現状と課題等
　　　　  　12月21日　第３回　　アンケート結果・文化振興の財源等
　　平成24年 2月22日　第４回　　文化芸術に関する総論・ワークショップの結果等
　　　　  　 3月23日　第５回　　文化振興計画（素案）内容の検討
　　　　  　 4月26日　第６回　　文化振興計画（素案）内容の検討
　　　　  　 5月29日　第７回　　文化振興計画（素案）内容の検討
　　　　  　 6月 8日　第８回　　文化振興計画（原案）の決定
　　　　  　 8月21日　第９回　　文化振興計画報告案の決定

●文化振興計画策定に関するワークショップ
　　平成23年10月18日　第１回　ワークショップの開催
　　　　  　11月 2日　第２回　ワークショップの開催
　　　　  　11月17日　第３回　ワークショップの開催
　　　　  　12月 7日　第４回　ワークショップの開催

委 員 長　　白井　汪芳　（佐久大学信州短期大学学長・信州大学名誉教授）
副委員長　　木内　芳則　（元教育事務所長・元佐久中央小学校長）
委　　員　　並木　功　　（佐久市立近代美術館館長）
委　　員　　北澤　幸人　（佐久青年会議所前理事長）
委　　員　　原　いづみ　（佐久市文化事業団推薦）
委　　員　　渡辺津子美　（パートナーシップ佐久推薦）
委　　員　　廣末　恵子　（公募委員）
委　　員　　井出　道子　（公募委員）
委　　員　　上原　健吾　（学校教育部長）※平成 24年 3月まで
委　　員　　花里　英一　（学校教育部長）※平成 24年４月より
委　　員　　伊藤　明弘　（社会教育部長）　
 （敬称略）

◆佐久市文化振興計画策定委員会及び
 佐久市文化振興計画に関するワークショップの開催経過


