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事務事業名 天来記念館管理運営事業 事業開始年度 S 50 年度
事務事業コード 1112-8

担当部 社会教育部 担当課 文化振興課 担当係 文化施設係

事業の
性質

簡易管理 法定
根拠通常管理

実施方法（全てチェック）

１．事業概要　「PLAN（計画）」

総合計画
上の

位置づけ

（ 章 ） 1.たくましく心豊かな人材の育成と地域文化の保存・継承と発祥

（ 節 ） 1.豊かな人間性を育む文化の創造

（施策） 1.文化・芸術

めざす
目的成果

※市民や地域がどのような状態になることをめざすのか

天来記念館へ多くの人が訪れ、展示品の鑑賞やイベントなどに参加することで、比田井天来について知
識を深めるとともに、書道に対する見識を高め、書道を身近に感じている。

事業内容
(手段、手法など）

※どのような活動を行い、どのようなサービスを提供するのか

・比田井天来、門流の作品や企画展の展示を行うとともに、記念館の維持管理を行う。（別添資料）
・全国規模の臨書展や、書道に関する教室・講座などを開催する。（別添資料）
 
常設展入館料
 ・一般　　　　個人300円、団体250円（歴史民俗資料館共通　個人500円、団体400円）
 ・高校大学生　個人250円、団体200円（歴史民俗資料館共通　個人400円、団体300円）
 ・小中学生　　個人150円、団体120円（歴史民俗資料館共通　個人250円、団体200円）
 ・休館日　　　原則として月曜日及び祝日の翌日と年末年始
 ・開館時間　　9：00～17：00

２．実施結果　「DO（実施）」

単位：千円 24 年度(決算）(千円） 25 年度(決算）(千円） 26 年度(予算）(千円）

コ
ス
ト

事
業
費

報酬 19 19 46
委託料 2,416 1,998 3,800
需用費 3,395 1,742 2,283
役務費 2,054 314 1,071

賃借料など 2,941 553 666
事業費合計 10,825 4,626 7,866

人
件
費

常勤職員 0.85 人 5,882 0.90 人 6,246 0.90 人 6,246
非常勤職員等 2,325 時間 2,449 2,302 時間 2,412 2,325 時間 2,469

人件費合計 8,331 8,658 8,715
総事業費 19,156 13,284 16,581

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

12,681

地方債 500 1,900 2,900

13,284

その他特定財源 7,809 1,248 1,000
一般財源 10,847 10,136

16,581
H 25 年度 ※前年度に実際に実施した活動の内容や量

実施内容

・機械設備等の維持管理
・作品の展示、各種教室・講座などの企画運営
・さくぶん連携事業（佐久市の文化施設の情報共有や共同による事業の開催などを目的とした連携事業）

財源合計 19,156

活動指標
※何をどのくらいやったかを

把握するためのものさし

指標の説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
24 （実績） 25 （実績） 最終目標値

24 （目標） 25 （目標） 26 （目標） 目標年度

天来記念館開館日数 当施設の年間開館日数 日
304 308 ― 301

309 306 301 H 28 年度

天来記念館企画展等開催回
数

企画展等の回数 回
15 16 ― 15

14 15 15 H 28 年度
成果指標

※どのような効果があったかを
把握するためのものさし

指標説明
※指標の内容と設定理由を説明

単位
24 （実績） 25 （実績） 最終目標値

24 （目標） 25 （目標） 26 （目標） 目標年度

天来記念館延べ入館者数 延べ入館者数 人
2,522 2,741 ― 2,800

2,700 2,700 2,700 H 28 年度

―

H 年度

法定受託事務 義務的自治事務（定型） 任意の自治事務（定型） 

義務的事務（不定型） 任意の自治事務（不定型） 

市が直接実施 委託又は指定管理 補助金・負担金 その他 
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（ ）

（ ）

（ ）

平成 年度　業務委託、指定管理、工事請負、補助等対象団体の概要

Ｈ 金額

３．事業の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定
＜説明＞
比田井天来・小琴顕彰 佐久全国臨書展を開催し、多くの出品があった。全体での出品数は若干減ったが、目標と
していた「かなの部」の出品を増やすことができ、比田井天来・小琴の名にふさわしい充実した内容の臨書展とする
ことができた。
企画展等を計画どおり実施することができ、入館者数は前年を上回り、目標を達成することができた。

ニーズの
方向性

判定

展示内容によるニーズの変化は大きく変化しない。
＜説明＞

専門性が高い施設であり、大きな展示内容の変更はできないため、入館者数は大きく変化しないことが予想される。
全国公募の臨書展の開催や佐久の先人検討事業において比田井天来が紹介されることにより、関心は高まってい
ることが予想される。

市関与の
必要性

判定

＜説明＞

専門性の高い施設であり、「書のまち佐久市」として、地域の振興を図る視点からも市の関与が必要である。
収蔵品は市へ寄贈されたもの等であり、収益性も含め民間で実施することは困難である。

事業の
見直し余地

判定

全国公募の臨書展の開催や佐久の先人検討事業による紹介など新たな取り組みを行っている。
＜説明＞

事業内容を見直し、全国公募の臨書展の開催や佐久の先人検討事業による紹介など新たな取り組みを行ってい
る。

４．今後の方向性　「ACTION（改善）」

事業の方向性

（期間：H 年度～H 年度）

（時期： ） （時期： ）

投入資源
の方向性

事業費

労働量

今後の取組方針

比田井天来が推奨した臨書の全国公募展（比田井天来・小琴顕彰佐久全国臨書展）を開催し、全国に向け
たPRを行うとともに、先人検討事業で人物を紹介し、関心を高めて施設の有効活用を図る。
佐久全国臨書展は、第1回（H24)は3,076点、第2回（H25)は2,561点の作品が、北海道から九州まで、また小
学1年生から最高齢86歳までの幅広い年齢層より応募をいただいた。（近代美術館を会場としているため、記
念館の入館者数には加算されていない。）開催期間中には、毎回千人を超える方が佐久市を訪れており、全
国に向け「書のまち佐久市」として、書の楽しさを発信し、書によるまちづくりを推進することができている。今
後は全国的に著名な書道家8名にも審査員に加わっていただき、多くの書道愛好家からの出品により、全国
に定着した公募展としていく。その他市内の文化施設と連携してスタンプラリーを開催するなど入館者の増加
を図る。

25

団体名等 費　目 概　要 25

佐久全国臨書展実行委員会 委託料 佐久全国臨書展開催委託 1,998 千円

千円

千円

※指定管理、長期継続契約の場合は、団体名等の後に例のとおり記載してください。（例：■■■【指定管理（H22～H27）】）
※建設工事及び建設コンサルティング業務については、1行にまとめて記載可とする。（例：団体名等→㈱○○外●者、概要→○○工事外●件）

千円

計 1,998 千円

増加する方向にある 現状と変わらない 減尐する方向にある 

社会環境の変化によって、サービス対象者が増えている、増えることが予想される 

社会環境の変化により、当該事務事業が解決すべき課題が増えている、増えることが予想される 

サービスの拡大や充実を求める意見・要望が増加している 

その他 

法令等により、市に実施が義務づけられている 

民間が実施した場合、市民生活に深刻な影響が生じる 
民間で実施することが、収益性や技術面の観点から難しい 

市が何らかの関与（監督、指導等）をしないと、問題が発生する可能性がある 

その他 

民間委託や指定管理者制度の活用などの事業手法の見直しの余地がある 

事業費や人件費などのコストを圧縮する工夫の余地がある 

業務の進め方や手続き（業務プロセス）を簡略化・簡素化する余地がある 

社会情勢やニーズの変化等により、サービスの対象・量・水準を見直す余地がある 

受益者負担のあり方について見直す余地がある 

成果を高める工夫の余地がある 

その他 

現状のまま継続 見直しして継続 休止 

廃止・中止 完了 今年度中 来年度 今年度中 来年度 

まだ取組成果が十分にあがっておらず課題が解決しきれていないため、ニーズは今後も増える、増えることが予想される 

目標よりも大きな成果が得られた 概ね目標の成果が得られた 目標とする成果が得られなかった 

必要性が高い 必要性がある程度認められる 必要性が低い、ない 

拡大 現状のまま 縮小 

拡大 現状のまま 縮小 

見直す余地がありすぐに実施 見直す余地があるが時間が必要 見直す余地がない 
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平成２５年度 佐久市立天来記念館事業報告について 
 
 

１ 常設展示 

（１）常設展示室 

     比田井天来・妻 小琴の代表的な作品をはじめ、書稿・手本などの常設展示をしま

した。(展示替３回 その都度展示作品一覧表作成) 

（２）企画展示室 

  比田井天来・妻 小琴の門流書家の作品を常設展示しました。 

（展示替３回 その都度展示作品一覧表作成） 

（３）映像室 

レーザーディスクによる天来の人物像や書活動などの紹介をしました。 

 

２ 利用状況 

年    度 入館者（人） 観覧料（円） 

22 2,514 529,500 

23 2,521 352,950 

24 2,522 358,020 

25 2,741 353,450 

 

３ 第二回 比田井天来・小琴顕彰 佐久全国臨書展 

（１）期  日  平成２５年１１月２３日（土）から１２月８日（日） 

（２）場 所  佐久市立 近代美術館 

（３）出品数 全国各地から２，５６１点の出品があり、１回の展示替えを行いま  

      した。 

（４）入館者  近代美術館１，１４８名、天体記念館１３４名 

（５）入選、入賞者 

    天来賞    １３名 

    小琴賞     ３名 

     市長賞ほか  ７０名（特別賞） 

    特選    １４５名 

    秀作    ２７０名  

佳作    ４３９名 

入選  １，６２１名 

 計  ２，５６１名 

 

４ 第四回 天来記念館書初め展 

（１）期  日  平成２６年１月２５日（土）から２月２日（日） 

（２）場  所  天来記念館、駒の里ふれあいセンター 

（３）内  容  佐久市内の小学校３年生から中学３年生までの児童・生徒の皆さんから

寄せていただいた書初め４５７点を展示しました 
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（４）入館者  天来記念館６２１名、駒の里ふれあいセンター５８８名  

（５）入選、入賞者 

       天来記念館賞   ７名 

       特  選    ２０名   

       金  賞    ３６名 

       銀  賞    ６２名 

       銅  賞   １０５名  

       入  選    ２２７名 

 

 

５ 天来記念館書道入門講座 

比田井天来の正統な流れを汲む一流の講師の指導により、書道をこれから始めてみた

い方など初心者を対象として年間計画により実施。 

  「書」の魅力を味わいながら、楽しく学んでいただくことを目的とする。 

期    日 場 所 時    間 講  師 内           容 
受講
者数 

４月 20 日         

     （土） 

駒の里
ふれあ
いｾﾝﾀｰ 

10：00 

 ～12：00 
山本秦鼎 

【書道のイ・ロ・ハ】  用具の扱い方、筆の
持ち方から始めて、書を書くための基礎を学
びます。初心者でも安心して楽しく始められ
ます。 

３３ 

 

５月 11 日 

     （土） 

駒の里
ふれあ
いｾﾝﾀｰ 

10：00 

 ～12：00 山本秦鼎 

【楷書で書く①】  楷書の基本点画をマスタ
ーしましょう。半紙に二字、筆の角度や毛筆
の弾力についてわかり易く解説します。 

３１ 

６月 8 日  

     （土） 

駒の里
ふれあ
いｾﾝﾀｰ 

10：00 

 ～12：00 桑原呂翁 

【楷書で書く②】楷書の基本点画を確認しま
しょう。動きのコツを習得するためには、繰
り返し練習することが大切です。 

３０ 

７月 13 日 

     （土） 

駒の里
ふれあ
いｾﾝﾀｰ 

10：00 

 ～12：00 桑原呂翁 

【行書で書く①】  行書は個性を表現しやす
く、暮らしの中で最も役に立つ書体です。 
行書独特の筆遣いのポイントを伝授します。 

２９ 

８月 17 日 

     （土） 

駒の里
ふれあ
いｾﾝﾀｰ 

10：00  

～12：00 山本秦鼎 

【行書で書く②】 行書の基本的な技法を学ぶ
と、筆の動きがスムーズになります。リズム
に乗った筆の動かし方について説明します。 

２３ 

９月 7 日   

     （土） 

駒の里
ふれあ
いｾﾝﾀｰ 

10：00 

 ～12：00 山本秦鼎 

【ひらがなを書く】  書を書くためには「漢

字」も「かな」も大切です。字源をたどりな

がら現代文を書くためのかなを学びます。 

２２ 

１０月19日 

         （土） 

駒の里

ふれあ

いｾﾝﾀｰ 

10：00 

 ～12：00 
桑原呂翁 

【楷書･行書で書く】 楷書や行書にはいろい

ろな書きぶりがあります。多彩な表現技法を

知り、ここまでの学習成果を確認しましょ

う。 

２０ 

１１月 9日 

         （土） 

天来 

記念館 

13：30 

 ～16：30 桑原呂翁 

山本秦鼎 

【書の作品鑑賞】  他人の作品を見ること

は、書を学ぶ上でとても大切なことです。書

の上達には欠かせない、鑑賞のコツをお教え

します。 

１６ 

１２月 7日 

        （土） 

駒の里

ふれあ

いｾﾝﾀｰ 

10：00 

 ～12：00 山本秦鼎 

【年賀状を書く】  手書きの年賀状には温も

りがあります。来年の年賀状は活字ではな

く、自分の文字で心を伝えてみませんか。 
２２ 
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１月  11日 

        （土） 

駒の里

ふれあ

いｾﾝﾀｰ 

10：00 

 ～12：00 山本秦鼎 

【漢字仮名交じりの書】 古典的な漢詩や和

歌などではなく、自分の好きなことばを現代

文で書くための基本を学習します。 
２１ 

２月  8日 

      （土） 

駒の里

ふれあ

いｾﾝﾀｰ 

10：00 

 ～12：00 
桑原呂翁 

【草書に挑戦】  難しそうで、最初から敬遠

してしまう草書。くずし方のルールがわかれ

ば意外と簡単です。初心者のための草書入

門。 

１４ 

 ３月  8 日 

      （土） 

駒の里

ふれあ

いｾﾝﾀｰ 

10：00 

 ～12：00 桑原呂翁 

【贈る書】  色紙は贈り物に最適です。ここ

で一年間の成果を発揮してみましょう。将来

へのステップでもあります。 
２１ 

 

＊１２回の講座に２８２名の参加がありました。 

 

 ６ 第一回 地元高校書道部作品発表会 

  「現代書道の父 比田井天来」の生まれた佐久市を「書の里 佐久市」として

いきたいと願っています。市内小中学生は書初め展があり、出品数も年々増加

しています。しかし、当館と地元高校との関わりはまだ尐なく、高校との連携

が密になるよう展示しました。 

   展示点数 ２０点  入館者数 ４９人 






