
事務事業評価シート （対象：H 年度実施事務事業）
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3,000 4,000 4,000 H 28 年度

川村吾蔵記念館延べ入館者
数

延べ入館者数 人
5,199 4,021 ―

（実績） 最終目標値

24 （目標） 25 （目標） 26 （目標） 目標年度

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

10

5 5 10 H 28 年度

川村吾蔵記念館企画展等
開催回数

企画展等の回数 回
10 10 ―

302

310 311 304 H 28 年度
川村吾蔵記念館開館日数 当施設の年間開館日数 日

300 311 ―

（実績） 最終目標値

24 （目標） 25 （目標） 26 （目標） 目標年度

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

14,253
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

施設の維持管理
地域美術家の作品展、子どもや高校生の作品展の開催
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 11,642 11,345

その他特定財源 430 374 336
一般財源 11,212 10,971 13,917

地方債

総事業費 11,642 11,345 14,253

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

時間 4,930 5,208 時間 5,530
人件費合計 6,611 6,665 7,265

人 1,735 0.25 人 1,735
非常勤職員等 4,634 時間 4,881 4,704

人
件
費

常勤職員 0.25 人 1,730 0.25

使用料など 301 355 449
事業費合計 5,031 4,680 6,988

需用費 2,000 2,040 2,899
役務費 1,620 938 2,025

コ
ス
ト

事
業
費

報酬 16 10 65
委託料 1,094 1,337 1,550

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）

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

川村吾蔵記念館に多くの人が訪れ、展示作品などの鑑賞やイベントに参加することで、川村吾蔵につい
て知識を深めるとともに、彫刻に対し見識を高め、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

・吾蔵作品の展示、資料の調査研修、石膏原型の修復を行うとともに記念館の維持管理を行う。
・多くの人に施設へ訪れてもらうため、ワークショップや独自の企画事業や他の施設と連携した事業を
  行う。（別添資料）

常設展入館料
 ・一般　　　　個人300円、団体250円
 ・高校・大学　個人200円、団体150円
 ・小中学生　　個人100円、団体 50円
 ・休館日　　　原則として火曜日及び年末年始
 ・開館時間　　9：00～17：00

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）

事業の
性質

簡易管理 法定
根拠通常管理

年度
事務事業コード 1112-10

担当部 社会教育部 担当課 文化振興課 担当係 文化施設係

25

事務事業名 川村吾蔵記念館管理運営事業 事業開始年度 Ｈ 22

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

※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 1,337 千円

千円

千円

有限会社長野ビルクリーニング 委託料 施設清掃業務委託 44 千円

修復工房明舎 委託料 美術資料修復業務委託 1,293 千円

今後の取組方針

市民要望により開設した施設であり、様々な取り組みや新しい企画を実施する。
佐久の先人検討事業を活用し、広報に取り組む。
今後は、ワークショップ、企画展等の充実を図るとともに、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。
平成２７年１０月に開催される全日本ホルスタイン共進会で、収蔵作品の展示を行うとともに、施設のPRを行
い入館者の増加を図る。

25

団体名等 費　目 概　要 25

） （時期： ）

投入資源
の方向性

事業費

労働量

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：

事業の
見直し余地

判定

企画展や講座の開催などを行い入館者数の増加に取組んでいる。
＜説明＞

企画展の開催等により入館者数を伸ばしている。
また、常勤職員を置かずに、館長（嘱託職員）及び臨時職員２名のシフト勤務によりコスト縮減に努めている。

市関与の
必要性

判定

＜説明＞
市民より建設要望があり、市が開設した施設である。市が運営を行い、施設の認知度を広め、安定した運営を行っ
ていく必要がある。
収益を見込むのは難しく、民間による実施は困難である。

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＞
展示品は専門性が高く、入館者数の変動が少ない。企画展やワークショップのニーズはあり、佐久の先人検討事業
で川村吾蔵を取上げているので、知名度が上がることが予想される。

３．事業の分析　「ＣＨＥＣＫ（評価）」

達成度

判定
＜説明＞
入館者数は前年に比べて減少したが、目標を上回る企画展の開催により、おおむね目標を達成することができた。
また友の会を設立し、記念館に興味を持つ人々の親睦を深めるとともに、記念館活動の周知にもご協力をいただき
運営強化につなげた。

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 年度　佐久市川村吾蔵記念館事業報告

１　主要な事業について

（１）川村吾蔵作品および資料等の公開

・平成２５年度入館状況（別紙）

・展示替え　２５年７月12日

（２）川村吾蔵に係る美術資料等の調査研究および収集・保管および修復

ア　作品の修復・保管

・石膏原型「Sｐｒiｎｇ」、「デーリー・インダストリーグループのためのトロフィー（通称４人娘）」

　並びに「バイヤーズ夫人」の修復

（３）創造的活動の機会を創出（教育普及びワークショップの実施）

ア　さくぶん連携企画

（ア）「布で雛人形をつくろう」

　　H26年２月９日（日）午後1時～4時開催、10組20名参加

　　花あそび流つるし雛教室講師　持田好子先生とそのスタッフによるつるし雛づくり。

　　＜展示期間＞吾蔵記念館：　２月9日～２月14日　130名観覧（内常設展43名）　

　　　  美術館：２月15日～２月21日

イ　その他の企画

（ア）初心者のためのステンドグラス

H25年８月25日（日）午後1時～4時開催

午前15名、午後16名　計31名参加

臼田高等学校デザイン科　中野　稔先生指導によりステンドグラスの鏡等の作成。　

午後１回のみの予定だったが、申し込みが倍以上だった為急きょ午前も開催。

＜展示期間＞　8月24日～9月1日　248名観覧（内常設展111名）　

（４）創造的活動に対する支援

ア　「参上！未来の巨匠たち　第4回保育園児作品展」

田口、青沼、里曲各保育園児の絵を展示

＜展示期間＞１１月27日～12月16日　18日間461名観覧（内常設展185名）

イ　ふるさとデザイン展　「ひよっこデザイナーたちのふるさと考想曲」

共催事業として臼田高等学校デザイン科生徒の作品を展示。

＜展示期間＞2月26日～3月5日　7日間150名観覧（内常設展57名）

＊大雪の影響で開催が遅れ、展示期間が9日間から6日間に短縮。

（５）企画展の開催

ア　郷土の作家展　「手で触れる美術展」～齋藤智史・根石千代作品展～

目で鑑賞するだけでなく、手で触れることによっても鑑賞できる企画。

＜展示期間＞８月10日～8月24日（14日間　625名観覧）参考：内常設展232名

＊17日・18日は吾蔵生誕記念による常設展無料開放。１８日「わくわくワークショップ」

25
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イ　郷土の作家展　「沖浦卓夫作品展」

佐久市湯原出身の作家沖浦卓夫さんの版画・油絵・陶芸の作品を展示。

＜展示期間＞Ｈ26年3月8日～3月23日　14日間400名観覧（内常設展108名）

＊3月23日は開館記念無料開放

（６）記念日関係事業（各記念日に常設展を無料開放）

ア　生誕記念無料開放　平成25年8月17日～１８日

　「手で触れる美術展」に併せて実施　　133名観覧

イ　開館記念無料開放　平成26年3月23日　　９４名観覧

　「沖浦卓夫作品展」に併せて実施　53名観覧

２　記念館に対する側面からの支援
（１）川村吾蔵記念館友の会の設立

「川村吾蔵の顕彰を第一の目的とし、会員の教養・親睦を深めるとともに、記念館の

活動に協力すること」を目的として友の会を設立。設立年月日平成25年４月27日。

設立時会員数64名。

３　その他

（１）記念館を周知するため、6月に県内外400か所にパンフレットを20～30部づつ送付した。

（２）企画展等の際にはチラシ、ポスターの送付とともに、広報、新聞、広告などあらゆるメディア

　を利用して周知した。

（３）学校、保育園等に授業・保育の一環として記念館を利用してもらうよう依頼した。

　田口小、田口保育園の利用の外に、臼田・佐久城山・泉・高瀬の各小学校に

　遠足等で利用していただいた。
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