
第４章 全体構想 

１.土地利用方針 

（１）基本的な考え方 
■ 第一次佐久市総合計画、国土利用計画（佐久市計画）を基本として、佐久市農業振興地

域整備計画等各種計画との整合を図りながら、都市、田園、自然の各エリアが、それぞれ

の特性を発揮しつつ、相互に連携し、共存する都市づくりを行います。 

■ 佐久市の均衡ある持続的発展と一体性の確保に向け、以下の区分に応じた土地利用を図

ります。 

○ 市街地（想定用途地域）内においては、各拠点への機能集積を図るとともに、住宅地、

商業地、工業地、幹線道路沿道等、適正な機能分担と相互連携による土地利用の調和を

図ります。 

○ 市街地外においては、都市的土地利用と自然的・農業的土地利用との計画的な調整を

図ること、地域の特性や自然的資源の状況に配慮することにより、佐久の原風景を保全

することを念頭に、以下のようなゾーン区分で土地利用を誘導します。 

◇ 田園と居住共生ゾーン：市街地の外側に広がるエリアで、佐久の原風景となる田園空

間として、農地、既存集落、主要河川、大規模公園緑地等の空間で構成されます。また

幹線道路沿道の土地利用については、農地及び田園空間の保全を基本とします。 

◇ 自然と居住共生ゾーン：田園と居住共生ゾーンと山林保全ゾーンの中間に位置するエ

リアで、豊かな自然環境を基本とした領域です。既存集落とともに、自然環境に親しむ

ライフスタイルの新たな居住者を受け入れる居住空間にも対応します。 

◇ 山林保全ゾーン：佐久平の外郭をなす自然的土地利用エリアは、保全を基本とします。 

■ 土地利用転換については、人口や産業の動向、社会資本整備状況その他自然的条件、社

会的条件を勘案して、適正に行うものとします。 

■ 上記の土地利用の基本構造に加え、交流拠点の形成と定住人口の増加を推進するため、

佐久市の立地条件や自然的資源、歴史的資源等を活用した特徴ある土地利用の展開を図り

ます。 

 

（２）市街地の土地利用方針 
①住宅系市街地 

 佐久市の住宅市街地は、現行用途地域を基本に、佐久平に広がる美しい田園風景や浅間山

等の山並み風景との調和に配慮し、区画道路等や公園緑地等の生活基盤施設が整備された低

層低密度な住宅地を主体とする土地利用を目指します。そのため、適正規模の土地区画整理

事業の推進と民間開発の促進による住宅地の安定供給を図ります。 

 このうち、ＪＲ小海線の駅周辺を含む岩村田、中込、臼田等の中心市街地については、恵

まれた生活サービス施設や交通の利便性を生かし、中高層住宅と低層住宅が複合した、中密

度な住宅地として整備を図ります。 

 また、浅科地区、望月地区の中山道沿線においては、歴史を感じさせるまちなみ保全や景

観形成を図ります。 
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②商業系市街地 

 広域拠点（佐久平駅周辺・佐久インターチェンジ周辺）、中心拠点（岩村田、中込原、中込・

野沢、臼田）、日常生活サービス拠点の各拠点について、個性と魅力ある商業地として整備を

図るとともに、相互の連携とネットワークの強化を図ります。 

○佐久平駅周辺 

 大規模商業店舗等の集積による広域商業拠点とともに、広域交通結節点として佐久都市圏

の玄関口としての機能も有する拠点地区として位置づけられます。 

 今後とも広域拠点機能の集積を図るとともに、浅科、望月方面との相互のネットワークを

強化する交通結節拠点・交流拠点としての整備を図ります。 

○佐久インターチェンジ周辺 

 上信越自動車道佐久インターチェンジ周辺地区においては、既存の工業・流通業務施設や

大型商業施設の集積に加え、高速交通の利便性を生かし、さらなる工業・流通業務施設の誘

致を図り、今後とも広域的な産業系拠点として整備を図ります。 

○岩村田 

 旧浅間町の中心市街地であり、主に旧国道１４１号沿いに展開する既存商店街で構成され

ています。商店街の周辺には宿場町の名残を伝える木造建築、鼻顔稲荷神社、酒蔵などの歴

史資源とともに６つの学校や警察署、子ども未来館などの公共施設の集積があり、これらの

資源を活用し、歴史・文化・風土に培われた進取な商業地づくりを図ります。 

○中込原 

 市役所をはじめとする公益施設が集積しており、佐久市の行政サービス拠点として整備を

図ります。 

 また工業用地等の産業業務機能の集積地でもあり、同時に良好な住宅地も広がっており、

こうした多様な土地利用が調和したまちづくりを図ります。 

○中込 

 中込駅を中心に、土地区画整理事業と商店街近代化事業により整備された商業地区で、旧

佐久市の中心商業地として位置づけられてきました。都市基盤整備による都市施設整備や、

複合型市営住宅などの公共施設整備により、子どもからお年寄りまでが安心、安全、集える

商業地形成を目指します。 

○野沢 

 古くは佐久甲州街道の宿場町、その後は旧野沢町の中心市街地として発展してきました。

寺社等の歴史的建築物、ぴんころ地蔵尊、鯉料理といった歴史文化資源を活用し、ゆったり

とまちなかを観光しながら飲食、買物ができるような交流型の商業地形成を目指します。 

○臼田 

 旧臼田町の中心拠点であり、旧来からの日常サービス型の商業施設や、臼田支所、佐久総

合病院等の公共公益施設も立地しており、今後とも佐久市南部の中心拠点として機能の充実

を図ります。 

○浅科 

 中山道の宿場町であった塩名田地区や八幡地区においては日常型商業サービス施設が分布

しており、今後は景観に配慮した歴史的まちなみを生かした交流型機能を併せ持つ日常生活

サービス拠点として整備を図ります。 
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○望月 

 国道１４２号沿道では、日常型商業サービス施設や望月警察署等の公益施設が立地してい

ます。また、中山道の宿場町沿道では歴史的まちなみを生かした環境整備を進めるとともに、

交流型機能を併せ持つ日常生活サービス拠点として整備を図ります。 

 

③沿道サービス型商業系市街地 

 幹線道路沿道からは、景観に優れた佐久平の田園風景や浅間山、蓼科山などの山並みを望

むことができます。しかし、用途地域内においては幹線道路沿道での都市的土地利用が進行

しており、沿道からの眺望を阻害するような高層建築物の立地や、田園風景にふさわしくな

いようなミニ開発の可能性もあります。 
 そのため、用途地域内での佐久インターチェンジ周辺や国道１４１号、１４２号沿道を基

本とした沿道サービス型施設の立地を基本としつつ、これらの良好な景観の保全を図るよう、

地区計画等の活用について検討します。 
 

④工業系市街地 

 西屋敷、長土呂、三河田、北川等の既存の市街地内の工業団地については、すでに成熟し

た工業地として機能しています。今後とも工業系用途地域への工業立地の誘導を図り、住工

混在による環境のあつれきが発生しないように配慮します。 

 

（３）市街地以外の土地利用方針 
①田園と居住共生ゾーン 

 佐久平に広がる田園地帯には優良な農地が広がり、千曲川に代表される河川の流れは佐久

の原風景ともいえます。また、街道沿いや山裾などに旧来からの集落が分布しています。し

かし近年、幹線道路整備により中心市街地や交通結節点へのアクセスが容易になり、一部で

は用途地域外におけるミニ開発等によるスプロール化の進展や、幹線道路沿道への大型商業

施設等の立地がみられ、このまま開発を放置すると田園景観が損なわれるおそれがあります。

また、こうした郊外化は中心市街地の空洞化にも影響を与えています。 

 こうした点に対応し、用途地域外における市街地開発行為や大型施設の立地等については、

地域生活において公益上必要な施設等の必要不可欠な開発以外は、慎重な取り扱いが必要と

なります。また、農地や河川などの自然的土地利用の保全と、ゆとりある低層住宅を主体と

した集落地の環境整備や、幹線道路等の整備などの都市的土地利用とが調和した地域づくり

を図ります。 

○幹線道路沿道 

 幹線道路沿道のエリアについては、浅間山などの眺望の確保や農地及び田園空間の保全を

基本とし、特定用途制限地域の指定を検討します。 

○工業用地 

 小田井、岸野、離山南等の工業団地については、工業用地として現在の機能を維持・強化

していきます。 

 離山南、十二川原等への企業誘致を積極的に推進します。 

 また、就業機会や雇用の創出を促進し、今後の立地需要に柔軟に対応する新たな用地の確
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保を図ります。この場合、周辺集落等の住環境への影響のないよう立地について配慮します。 

○インターチェンジ周辺 

 国道１４１号インターチェンジ（仮称）周辺は、中部横断自動車道と広域幹線国道１４１

号とが接続する利便性が高い地区であり、民間開発の促進による業務・工業系の土地利用を

図ります。 

 中佐都インターチェンジ（仮称）周辺は、浅科地区、望月地区とをつなぐ主要幹線道路が

配置されるとともに、佐久平駅にも近接するため、交流拠点を支える交通結節機能を担う土

地利用を図ります。 

 佐久南インターチェンジ（仮称）周辺は、田園と居住共生ゾーンの中の交通拠点として、

また、新農業技術開発拠点としての整備を進めます。 

 臼田インターチェンジ（仮称）周辺は、高速交通ネットワークを活用したメディカルハイ

ウェイオアシス構想を推進します。 

 

②自然と居住共生ゾーン 

 田園と居住共生ゾーン及び山林保全ゾーンの中間地域は、丘陵部や河川沿いの自然的土地

利用で構成されます。こうした地域については、自然的土地利用と既存集落との共存による

自然豊かな土地利用を維持するとともに、幹線道路による交通の利便性と地域の自然資源の

活用や、歴史・文化資源等を生かした施設整備等により、地域の活性化を図ります。 

 

③山林保全ゾーン 

 山地部については佐久市の緑の外郭を形成しており、基本的に保全を図る地域とします。 

 このうち、平尾山、春日温泉等においては豊かな自然環境や地域資源を生かした活性化施

策を図ります。 

 

（４）重点的な土地利用方針 
①交流拠点としての機能強化に向けて 

 佐久市が有する広域的な交通拠点機能、優れた自然資源、歴史に培われたさまざまな資源

は、「１０００万交流圏」を創出する貴重な資産であり、これらを活用した多様な交流の場を

確保することにより、交流拠点としての機能が強化し、交流人口の増大が図られることにな

ります。 

 そのために、佐久の特徴を生かした土地利用の実現を図る必要があります。 

○歴史文化交流拠点の形成 

 岩村田、塩名田、八幡、望月、茂田井の各地区については、中山道沿いの宿場町であり、

歴史的文化的資源が数多く残されています。これらは中山道交流軸として、多くの来訪者を

受け入れるために、歴史文化環境の整備により、魅力ある空間を創出します。 

 また、野沢地区や龍岡城五稜郭周辺については、歴史的資源を活用した新たな観光整備に

より、観光ネットワークの充実強化を図ります。 

○緑と健康の交流拠点の形成 

 田園の緑、森林の緑は、農林業の場や環境保全の場としてだけではなく、人々に癒しや安

らぎを与える存在としても貴重です。 
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 そのため、平尾山一帯や望月地区南部の森林地域などにおける森林の多面的機能を活用し

た癒しの空間・森林セラピーの場づくり、春日温泉などの温泉資源と観光資源との連携、ク

ラインガルテン（滞在型市民農園）の整備、長者原などの冷涼な気候を生かした高原野菜産

地の活用など特徴ある土地利用を図ります。 

○交通結節拠点・交流機能の強化 

 佐久平駅は佐久都市圏の玄関口であるとともに、市内各エリアとネットワークする交通結

節点であり、地域を訪れる人々との交流拠点でもあります。 

 そのため、佐久平駅前を中心として、隣接する中佐都インターチェンジ（仮称）周辺と連

携し、総合文化会館の整備など、交通結節機能と交流機能の強化を図ります。 

 

②新たな定住人口の受け入れに向けて 

 人口減少時代を迎え、佐久市の定住人口の増加を図るために、住みたくなる魅力ある住宅

地整備と就業機会の確保や、雇用促進のための産業基盤の整備による市外からの転入人口の

確保を図ります。また、団塊世代などの自然志向や、田舎暮らし志向を持つ人々の多自然居

住型の「棲み家」の提供を図り、新たな定住者の呼び込みを図ります。 

 こうした居住スタイルとしては、自然的環境と都会的雰囲気を同時に楽しむ暮らし、ＩＣ

Ｔ（情報通信技術）を活用した在宅勤務等自然環境の中での暮らし、居住地を佐久市に持ち

緑の中でゆとりある時間を楽しむとともに高速交通体系を活用し首都圏等と行き来をする暮

らしなどのパターンが想定されます。 

 こうした新たな定住人口を受け入れるための環境整備として、豊かな自然環境と調和した

宅地の供給、アクセス道路の整備、身近な緑や水辺の自然を感じることができ同時に都会的

雰囲気も味わえる市街地の整備、空き家情報の提供等の整備を図ります。 

 

③佐久らしい景観の創造に向けて 

 佐久平の田園の広がり、浅間山、蓼科山、八ヶ岳連峰の雄大な山並み、千曲川などの清流、

歴史的景観など、佐久らしい景観の保全を図ります。 

 そのためには、景観法に基づく景観育成計画を策定し、これを基本に、市街地においては

建築物の高さの制限や美しいまちなみの誘導、電線類の地中化などの環境整備、中山道沿道

等の歴史的地区においては、歴史的建築物等の保全修復及び環境整備、田園と居住共生ゾー

ン等においては、田園や山並みの眺望の確保や屋外広告物のコントロール等を図ります。 
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２.都市交通方針 

（１）基本的な考え方 
①自動車交通体系の整備 

○ 中部横断自動車道や国道１４１号などの広域的な交通体系の整備、市街地・田園と居住

共生ゾーン・自然と居住共生ゾーン・山林保全ゾーンの多様な市域の円滑なネットワーク、

都市構造や佐久市道路整備計画に対応した幹線道路網の整備等を図り、市域の一体性を高

めます。これにより、高速交通の利便性の享受や交通の定時性確保の区域が拡大し、市民

相互の連携の向上や、新たな定住人口や交流人口の増加を図ります。 

○ 幹線系の道路（広域幹線道路、幹線道路、補助幹線道路）と区画道路系の道路（地区集

散道路、区画道路）のそれぞれの役割分担に応じた道路整備を図り、円滑な交通流動を確

保します。 

○ 都市計画道路については、市町村合併を受け、旧市町村間の整合性等の検証や新たな路

線設定の必要性の検討を行うとともに、長期未着手になっている路線も少なくないため、

長野県が策定した都市計画道路の見直し指針等を踏まえ、再検討を行います。 

○ 各市街地を道路、鉄道、バス路線等により、相互に効果的な交通ネットワークで結び、

市街地間の交流の活性化を図ります。 

②歩行者環境の整備 

○ 歩行者の安全性、利便性を高め、快適な歩行者空間を創出するために、歩行者系ネット

ワークの整備を推進すると共に、バリアフリー化を進め、道路の緑化、道路照明の改善、

電線類の地中化、除雪体制の強化など、質的向上を図ります。 

③公共交通の整備 

○ 持続可能な都市の構築に向け、また児童や生徒、高齢者、障害者等の交通弱者の円滑で

自由な移動を確保するため、公共交通ネットワークの強化を図ります。 

 

（２）自動車交通体系の整備方針 
①都市構造に対応した幹線系道路網の整備 

 既存道路を活用し、多様な交流を支え、市域を効果的にネットワークする幹線系道路網（主

要幹線道路、幹線道路）の整備を図ります。 

・ 中央幹線：国道１４１号です。佐久市の市街地を南北につなぐ都市連携軸の主軸であ

り、小諸市から佐久穂町、小海町、山梨県をつなぐ広域的な軸でもあります。 

・ 東幹線：田園景観や浅間山を望むことができる佐久市街地の東を縦断する道路です。 

・ 北幹線：市域の東側は県道下仁田浅科線を活用し、岩村田、中佐都インターチェンジ

（仮称）、浅科、望月をつなぎ、立科町に至る道路です。佐久市北部の東西方向の主要道

路であり、一部は中山道交流軸となる道路でもあります。 

・ 東西幹線：佐久市の中央部を東西につなぐ道路です。東側は内山峠から国道１４２号

を活用し、西側は西幹線に接続する道路です。 

・ 南幹線：市域の東側は主要地方道下仁田臼田線を活用し、臼田、臼田インターチェン

ジ（仮称）をつなぎ、市域の西側は県道百沢臼田線、大木浅田切線、主要地方道諏訪白

樺湖小諸線を活用する道路です。 
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・ 南北幹線：田園と居住共生ゾーンの西部を南北に縦断する道路です。主要地方道佐久

小諸線、蓼科スカイラインを活用する道路です。 

・ 西幹線：望月地区を南北に縦断する道路です。県道東部望月線、雨境望月線を活用す

る道路です。 

・ 中部横断自動車道：静岡市から山梨県を経て佐久市までをつなぐ高規格幹線自動車道

路です。上信越・中央・東名・第２東名をつなぎ、「関東大環状連携軸」の一翼として広

域交流の軸となる道路です。 

・ 松本と佐久間の地域高規格道路：信州まつもと空港とのアクセス性を高めることや、

多軸型国土の形成を促進するために計画されている中部縦貫自動車道と連携を図るため

の道路を長期的な戦略の中で検討します。 

 

②道路整備の方針 

○広域幹線道路（自動車専用道路） 

【道路の機能】 

・国土の骨格を形成するような広域的な道路です。 

・高い走行性を備える自動車専用道路として整備されます。 

【位置づける道路】 

・上信越自動車道 

・中部横断自動車道 

北幹線 

市域をつなぐ幹線ネットワーク 

東西幹線 

南幹線 

西幹線 
中
央
幹
線 

東
幹
線 

南
北
幹
線 

中
部
横
断

自
動
車
道 
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○主要幹線道路 

【道路の機能】 

・都市と都市をつないだり、佐久市内外をつないだりする交通を受け持つ道路です。 

・広域的な交通を円滑に処理するとともに、地域の骨格を形成します。 

【位置づける道路】 

・国道１４１号 

・国道１４２号・２５４号 

・北幹線 

○幹線道路 

【道路の機能】 

・地域の骨格を形成するとともに、拠点や主要な市街地等の連絡する道路です。 

【位置づける道路】 

・東幹線 

・東西幹線（国道１４２号、２５４号を除く） 

・南幹線 

・南北幹線 

・西幹線 

・周辺都市とネットワークする道路 

・市街地間や市内の主要集落等をつなぐ道路 

○補助幹線道路 

【道路の機能】 

・市街地内等の交通需要に対応し、交通を円滑に処理する道路です。 

・地域における主要な生活道路でもあります。 

【位置づける道路】 

・主要幹線道路と幹線道路以外の主な都市計画道路等 

 

③都市計画道路の見直し 

 都市計画道路については、市町村合併を受け、旧市町村間の整合性の検証や新たな路線設

定の必要性の検討等を行うことが必要です。 

 また、中部横断自動車道各インターチェンジへのアクセス道路、バイパス整備や開発等に

伴う交通流動の変化等を踏まえた検討を行うことも必要になっています。 

 更に、都市計画道路の中には、長期未着手になっている路線も少なくないため、平成１７

年度に県が示した都市計画道路見直し指針により再検討を行うことも求められています。 

 以上の点を考慮して、今後、都市計画道路網全体の再検討と都市計画道路整備プログラム

の策定を図ります。 
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（３）公共交通の整備方針 
①バス交通体系の再編 

・ 交通渋滞の解消のために 

・ 環境負荷を軽減するために 

・ 児童や生徒、高齢者、障害者等の交通弱者の自由な移動を確保するために 

→公共交通重視社会への転換を促進します。 

 

○巡回バスの機能性の向上 

・ それぞれの地区が持つ都市機能や高速交通体系を市民全体が享受できるよう新たな交通

ネットワークをつくり、市民生活の利便性の向上を図るため、バス路線の基幹系路線と支

線系路線への階層的区分について検討が必要です。 

・ 基幹系路線は、本市の玄関口である佐久平駅前を起終点として、都市連携軸、中山道交

流軸に対応し主要市街地や施設をつなぐ路線を検討します。中山道交流軸においては、浅

科・望月地区の交通利便性の向上を図り、時間距離の短縮により定住人口の増加を図りま

す。そして、春日温泉までの路線について検討し、観光客等の来訪者の利用にも対応する

ことにより、交流人口の増加に資することになります。 

また、交通渋滞の軽減、環境負荷の減少を図るために、各支所をパークアンドバスライド

として検討することも考えられます。 

・ 支線系路線は、基幹系路線を補完するものであり、きめ細かいネットワーク化が望まれ

ます。地域住民が利用しやすいようコミュニティバスやデマンドバスなどを検討します。 

 

○中部横断自動車道の活用 

・ 臼田地区、さらには佐久穂町、小海町へのバスサービスの充実を図るため、中部横断自

動車道や国道１４１号を活用して佐久平駅からこれらの地区への基幹系路線の整備も考え

られますが、これについては小海線の利便性の向上と十分調整を図る必要があり、今後の

検討課題となります。 

 

②小海線の利便性の向上 

・ 一定の需要が見込まれる小諸～佐久平～中込～臼田の区間については、バス交通との連

携のもと、運行本数の増加について、また、北陸新幹線やしなの鉄道との接続性の向上に

ついて鉄道事業者への働きかけを図ります。 

・ 長期的には、佐久都市圏域の一体性を強化するために、佐久穂町、小海町までの増便に

ついて実現を目指します。 
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３.公園・緑地の方針 

（１）基本的な考え方 
 公園・緑地の方針は、「佐久市緑の基本計画」と整合を図り、都市計画マスタープランとし

て必要な事項について定めます。 

 

（２）緑の将来像 
 佐久市は、高燥冷涼で寒暖の差が大きい内陸性の気候と、水と緑に抱かれた豊かな自然環境

に恵まれ、ここに住む人たち一人ひとりによって、その自然が守られてきました。 
 佐久市を特徴付ける“水と緑”を単なる物的資源というだけでなく、人及び大地を潤す生き

生きとした存在として捉え、地域の特性に合った保全、育成、創出の考え方で、景観形成への

配慮もしつつ、緑の拠点・軸を形成し、多様な緑を持つ佐久市を目指します。 
 今後、都市活力を生み出す適正な開発と調和を取りながらまちづくりを進めたいという想い

を込め、本計画では緑の将来像を以下のとおり設定します。 
 

 

 

 

 

■緑の将来像図 

 

水と緑が輝き 人と自然が共生する 
公園都市 佐久 
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■水と緑、さらに風の環境がつくる高燥冷涼のイメージ 

 

 
（３）基本方針 
 「水と緑が輝き 人と自然が共生する 公園都市 佐久」という緑の将来像を実現していく

ため、次の基本方針を設定します。 
 

①              

 
千曲川をはじめとした本市内を縦横に流れる河川は、佐久平の水と緑の骨格を形成してい

ます。 
また、低地部から山地部にかけて農地が広がっており、さくラさく小径やサイクリングロ

ード及び中嶋公園等身近な水辺空間としての緑を形成しています。 
水辺は、新緑から紅葉まで多彩な緑や鮮やかな花の色彩を映し出し、日頃忘れがちな季節

感を市民に与えてくれます。 
身近な水辺空間を、より地域レベルや広域的な視点をもちながら本市全体の緑の骨格とし

て形成し、親水性のある身近な水辺のある緑をつくり、市民がより水辺に親しむ環境づくり

を進めます。 
そのため、河川の緑の保全や河川周辺での施設整備、既存施設の適切な維持管理により河

川と周辺が一体となった水辺環境の創造を目指します。 
 
②              

 
東は荒船山、物見山、寄石山及び八風山等の妙義荒船佐久高原国定公園地域に指定され、

また、南から西に向かっては蓼科山・双子山の八ヶ岳中信高原国定公園地域に指定されてお

り、緑の骨格を形成しています。 
また、平地では社寺境内地、農地、集落地の緑といった多様な緑が点在し、春の緑や芽吹

き，夏の十分な陽光のもとに輝く新緑、まばゆい秋のコスモスなどが人々にやすらぎを与え

東西の丘陵から吹く風は、印象的な初夏の清涼なる清清しさだけでなく、吹きすさぶ寒風も佐久の厳しい

自然を特徴付けています。季節の寒暖の風に揺れる緑は、その時々・場面で異なった表情を見せ、水辺の空

間と相まって、田園から市街地まで移り変わる美しい四季の変化を見せてくれます。 

水が輝く環境を保全し、身近な水辺のある緑をつくり、親しむ 

緑 が 輝 く 環 境 を 保 全 し 、 身 近 な 緑 を つ く り 、 育 て る 
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ています。 
そのため、社寺境内地や農地を含む田園地帯ではこれら緑を保全するとともに身近な緑を

活用したまちづくりを推進します。 
一方、緑が少ない市街地部では、都市公園の整備や都市景観を形成する街路樹や公園など

のオープンスペースの確保とともに、佐久平駅前を始め公共公益施設や民間施設などにおい

て、夏の厳しい日差しをさえぎる木陰の創出や色彩で来訪者に癒しを与える身近な緑の積極

的な創出に努めます。 
 

③              

 

千曲川は南から北に貫流し、東部山地からは雨川を始め湯川等が山地部と集落地を含む田

園地帯から市街地を抜けて千曲川へと、また西部山地からは片貝川、布施川、鹿曲川、細小

路川、八丁地川が山地部から既存集落地を抜けて千曲川へと流れ込んでいます。 
また、湯川をはじめとした川に浸食された河岸段丘と周辺の緑は本市の独特な景観を形づ

くっています。これら河川などが緑を繋ぐ素材となりますが、現状ではこの緑の骨格が十分

に活かされておらず、東西、南北方向の緑のネットワークが形成されているとは言えない状

況です。 
そこで、河川や社寺境内地等のさまざまな緑を保全・活用することや道路への街路樹植栽

などの緑化により、緑が少ない市街地の中にも緑を創出して繋ぎ、四季折々の多様な緑で季

節が循環する緑のネットワークづくりを進めます。また、身近な水辺空間などに残る河岸段

丘沿いの緑を保全・育成することで本市における緑のベルトづくりを目指します。 
そして、山地部の大きな緑から市街地の身近な緑へと連続性を保つことで、水と緑のネッ

トワークをつくります。 
 

④              
 
緑豊かなまちづくりに向けて、行政が担う

部分には限界があります。限られた財源を効

果的に活用する為には、緑の効率的な整備・

維持の考え方が不可欠です。そのため、市

民・NPO・ボランティア等団体、企業等事業
者がともに力を合わせて、緑のまちづくりを

担う主体となり、取り組むことが必要です。 
また、市民意向調査からは市民の緑に対す

る考え方や要望が多様化しており、季節を演

出する植栽や維持管理で真に豊かな緑のあ

るまちづくりを進めるなど、市民が自主的に

行動することも必要です。 
そのため、緑のパートナーシップを支える市民・団体等の意識改革、協働・連携の芽を育

て、公的緑地の民間管理の仕組みづくりに努め、緑のまちづくりの輪を広げます。 

水 と 緑 が 輝 く ネ ッ ト ワ ー ク を つ く る 

市 民 に よ る 緑 の パ ー ト ナ ー シ ッ プ を 築 く 

 

地域の一員として緑の保全・創出に

向けて参画し、緑を支える事業活動

を行います。 

市民・団体等の意識改革、協働・連携
の芽を育て、公的緑地の民間管理の仕
組みづくりに努め、緑のまちづくりを
進めます。 

緑のまちづくりを担う主体であり、身

近な緑を育てていくためには市民自

ら行動します。 

 

市民・NPO 

ボランティア

等団体 

 

企業等 

 

事業者 

 

 

行  政 
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（４）緑地の確保目標・都市公園の整備目標 
①緑地の維持・確保 

本市の想定都市計画区域には農地を除き、都市公園等、緑地協定、地区計画、河川区域、

保安林区域、地域森林計画対象民有林などの担保性のある緑地が確保されています。 
しかし、｢国土利用計画(佐久市計画)｣によれば、自然的土地利用から都市的土地利用（宅

地、道路等公共施設など）への転換が進むと想定されており、その転換に伴う緑地の減少が

考えられます。 
この様なことから、開発との調整を図りつつ、緑地の減少を極力抑えるとともに、保全す

べき緑地の指定や公園等の順次整備により、想定都市計画区域には緑地が将来にわたり維

持・確保されていくことを目標とします。 
 
②都市公園の整備目標 

●市民１人あたり（想定都市計画区域内）の公園の面積を２０㎡とする 

都市公園の面積は、平成１９年１２月現在で市民１人あたり（想定都市計画区域内）約７．

４３㎡となっています。これを都市公園等を整備することにより、市民１人あたり（想定都

市計画区域内）約２０㎡の確保に努めます。 
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４.都市景観の形成方針 

（１）基本的な考え方 
■佐久の原風景の保全と、佐久市の美しい都市景観の創造・発展 

 佐久平の田園景観、浅間山や蓼科山の山並み風景、千曲川や湯川など多くの支流の水の流

れ、中山道や佐久甲州街道沿いの歴史的景観など、佐久に広がる原風景については、過去か

ら引き継がれてきた財産であり、これを守り、次代に継承していきます。 

 また、市民が愛着を持ち、快適に過ごせる、美しい都市景観や生活空間の創造を図り、こ

れを発展させていきます。 

■各種景観施策を踏まえた景観形成の推進 

 長野県景観条例、長野県屋外広告物条例等の景観施策を踏まえ、更に、景観法に基づく佐

久市景観育成計画を策定し、具体的な景観形成施策を推進します。 

■市民・事業者・行政が一体となった景観形成活動の推進 

 佐久市らしい景観形成を推進するため、地域住民による住民協定や建築協定、地区計画な

どを活用し、市民・事業者・行政が一体となった景観形成活動を促進します。 

 
（２）市街地における都市景観の形成方針 
①住宅系市街地 

 岩村田、中込原、中込、野沢、臼田等の現行用途地域内における既成住宅市街地について

は、それぞれの旧来からの歴史・風土に根ざしたまちなみの雰囲気を守るとともに、こうし

たまちなみに調和した住宅地への誘導を図ります。そのために、狭あい道路の拡幅などを契

機として、景観に配慮した地区環境の改善整備や、宅地等への植栽を啓発し、緑豊かなまち

なみの形成を進めます。 

 また、土地区画整理事業等による面的開発住宅地については、街路樹、ストリートファニ

チャー、モニュメントなどの地区レベルの景観施設整備を図るとともに、景観形成住民協定、

地区計画、建築協定、緑地協定等を積極的に活用し、地区全体が個性と魅力あふれる地区と

しての景観形成を図ります。 

 

 

 浅科地区、望月地区の中山道沿道においては、街道筋にふさわしいデザインのストリート

ファニチャー、モニュメント、ポケットパーク等を整備するとともに、歴史や趣を感じさせ

フォレストヒルズＨＩＲＡＩ景観
形成住民協定地域 

佐久平の家 第７回佐久地域景観賞受賞 
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る建築物の保全・修復・創出を図ることにより、交流軸として歩いて楽しいまちなみの形成

を図ります。 

 

 

②商業系市街地 

○佐久平駅周辺 

 佐久都市圏の玄関口であり、現行の地区計画による建築物等の規制誘導や、長野県屋外広

告物条例等による規制を引き続き運用し、良好なまちなみ形成を図ります。 

 特に、旧佐久市景観形成基本計画では景観形成重点地区に指定されており、佐久平のシン

ボル的な空間として、より積極的な景観形成に努めます。 

○佐久インターチェンジ周辺地区 

 佐久インターチェンジ周辺地区においては、工業・流通業務施設や大型商業施設の立地が

多く、佐久平の景観と調和する建築デザインや屋外広告物について規制誘導を図ります。 

○中心拠点（岩村田、中込原、中込・野沢、臼田） 

 中心拠点においては、歴史文化的資源等の地域資源を保全・活用するとともに、街路、駅

前広場、ポケットパーク等の緑化やデザイン整備、電線類の地中化を図ることにより、個性

的で、質の高いまちなみ形成を図ります。 

 合わせて、建築物等については地域の風土に根ざしたデザインや素材に配慮し、地域に愛

着の持てるまちなみ形成を図ります。 

 

③沿道サービス型商業系市街地 

 用途地域内における国道１４１号、１４２号等の幹線系道路沿道においては、沿道サービ

ス型施設の立地が進行しています。これらの施設の立地に当たっては、佐久の原風景との調

和、浅間山などの山並み眺望等に配慮し、建築物の形態、デザインや屋外広告物の高さ、規

模、デザイン等の規制及び誘導を検討します。 

 

④工業系市街地 

 市街地内における既存工業団地については、敷地外周部を中心とした緑化や屋上緑化・壁

面緑化の推進、修景スペースの確保、建築物のデザインへの配慮等を地区計画や今後策定す

る景観育成計画等を活用し、積極的に進めます。 

望月のまちなみ 塩名田宿 
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（３）市街地外における都市景観の形成方針 
①田園と居住共生ゾーン 

 佐久平に広がる田園と居住共生ゾーンにおいては、雄大な山並みに囲まれ、優良農地や千

曲川などの河川環境のなかに、旧来からのゆとりある集落が分布しています。 

 こうした佐久の原風景については、今後とも保全するために、大規模開発や建築等に際し

ては原風景との調和に配慮するものとします。 

 また、市街地周辺においても身近に田園景観や自然豊かな風景が広がっており、こうした

資源を守り、育てることを目指します。 

 

○幹線道路沿道 

 市街地外の幹線道路沿道については、周辺の田園風景や浅間山などの山並み眺望との調和

のため、屋外広告物の規模、形状の規制や、電柱の移設等について積極的に推進します。 

 
○工業用地 

 市街地内の工業用地と同様に、敷地外周部を中心とした緑化の推進、修景スペースの確保、

建築物のデザインへの配慮等を、地区計画や今後策定する景観育成計画等により積極的に進

めます。 

○インターチェンジ周辺 

 中部横断自動車道の各インターチェンジ周辺には、今後新たな施設等が立地することも見

込まれます。そのため、施設整備にあたっては、周辺の田園風景や浅間山などの山並み眺望

との調和のため、建築物の高さやデザイン、敷地の緑化、修景スペースの確保等に配慮しま

す。 

 

沿道の電柱や電線が大きく浅間山の眺望を損なっている(左)。電柱を幹線道路から
離して、裏宅地・農地側の区画道路・農道等に配置するだけでもイメージは変わる。 

千曲川と浅間山 長野牧場の並木道 
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②自然と居住共生ゾーン・山林保全ゾーン 

 自然と居住共生ゾーン及び山林保全ゾーンについては、基本的に緑や清流等の自然景観の

保全に努めます。 

 また、既存集落や温泉地、リゾート開発地等においてもこうした自然景観との調和に配慮

します。 

 

（４）その他の都市景観の形成方針 
○景観育成計画の策定 

 今後、都市計画マスタープランを踏まえ、景観法による景観育成計画を策定し、また必要

に応じて景観地区の指定について検討することとします。 

○佐久市景観形成懇話会 

 景観形成の推進にあたっては、「佐久市景観形成懇話会」の研究・協議により、潤いとゆと

りにあふれた良好な景観の形成を進めます。 

○公共公益施設の景観への配慮 

 公共公益施設については、景観形成をリードする要素として、積極的に周辺環境との調和

に配慮した景観づくりに努めます。 

 

○優れた景観形成のための活動への支援 

 佐久らしい景観形成を図るため、地域の気候風土に根ざした木材等の素材の活用や、地域

の緑化活動について積極的に支援します。 

 「佐久地域景観賞」等の良好な景観形成や、美しいまちなみに関する情報発信、啓発活動

を展開します。 

 また、地元の木を使用し、佐久平の気候や風土にあった家づくりを提案している「佐久平

の家をつくる会」が、地元工務店の有志によって運営されています。これらの活動を支援す

ることにより、佐久らしい景観の蓄積を図ります。 

 

 

観音峯活性化センター 浅科図書館 
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５.住宅地整備の方針 

（１）基本的な考え方 
■生活基盤施設整備水準の確保による住環境の向上 

 市街地住宅地においては、基本的な道路、公園、下水道等の生活基盤施設の整備水準を確

保するとともに、さらに、ゆとりがあり、快適で暮らしやすい環境形成に努めることにより、

住み続けられる住環境の形成を図ります。 

 集落地においては、佐久の気候風土に適した住宅の維持や継承に努めるとともに、道路、

広場、下水道等の基本的な生活環境の向上を図ります。 

■多様な住宅ニーズに対応し、安心して住み続けられる環境形成 

 多様な世帯形態やライフスタイルなどの住宅ニーズに対応した住宅の供給を図るとともに、

ライフステージ等に応じた住み替えニーズに対応したシステムの構築を図ります。 

■佐久市住宅マスタープランの策定 

 今後、住宅や住環境整備の指針となる佐久市住宅マスタープランを策定し、住宅施策の方

向性を詳細に検討し、住環境の改善、定住人口の増加に資する住環境整備を促進します。 

 

（２）市街地における住環境整備の方針 
①面的整備地区 

 土地区画整理事業や開発行為等により計画的に住宅地

整備がなされた地区については、生活基盤施設の水準を維

持するとともに、地区計画、建築協定、緑地協定、景観形

成住民協定等を積極的に活用し、より質の高い住環境を維

持します。 

 

②一般住宅地区 

 面的整備地区以外の一般住宅市街地においては、区画道路の拡幅やネットワーク化、利用

しやすい住区基幹公園整備、公共下水道整備等の生活基盤施設の整備水準を向上させるとと

もに、生垣や敷地内の緑化等による緑豊かな環境の形成を図るなど、快適で防災性の高い住

宅地の形成を目指します。 

 そのために、地区計画やまちづくり交付金等の活用に

より、狭あい道路の拡幅や広場・公園等の整備を推進し

ます。 

 また、建築物の密集する地区においては、住民や地権

者の協力により、建築物の協調建て替え、共同建て替え

等により、区画道路等生活空間の新たな創出を図ります。 

 さらに、都市計画道路等の都市施設整備に合わせて、

沿道整備街路事業等による一体的な住宅市街地の整備に

ついても積極的に推進します。 

 なお、中山道沿道等の歴史的環境が色濃く残されてい

る住宅市街地においては、今後とも歴史的住宅地として
野沢本町沿道整備街路事業 

取出町東田地区緑ゆたかな
街づくり協定地域 
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の環境保全に配慮した整備を図ります。 

 

③多様な住宅タイプの供給と住み替えニーズへの対応 

 多様な世帯形態やライフスタイルに対応し、また駅周辺等の立地条件に対応し、さまざま

なタイプの戸建住宅や集合住宅を供給することにより、誰もが選択的に住み続けられる住環

境を形成します。 

 

（３）市街地外における住環境整備の方針 
①集落地区 

 市街地外の集落地においては、佐久の気候風土を背景に、白壁の住宅などが点在するゆと

りある集落環境を形成してきました。 

 今後は、こうした佐久の気候風土に溶け込む集落環境の維持・継承を図るとともに、生活

道路の拡幅、身近な公園・広場の整備、公共下水道の整備や合併処理浄化槽の推進による生

活環境の向上を図ります。 

 また、市街地周辺部においては、一部で新たな宅地開発等が行われており、地区縁辺部の

緑化など、周辺の田園環境との調和に配慮した住環境整備を図ります。 

 

②多自然居住用住宅地 

 新たな定住人口の受け皿として多自然居住型住宅の整備が想定されますが、こうした住宅

においては周辺の自然環境との調和が不可欠であり、宅地整備にあたっては、樹木等の緑の

保全、最小限の造成、周辺への影響に配慮したアクセス道路の整備等に努めるよう指導しま

す。 

 

（４）佐久らしい住宅地のあり方 
①ゆとりある住宅環境の創造 

 佐久市は、現在でも豊かな自然環境に囲まれた住宅市街地環境を形成しています。今後と

も、周辺の田園環境や自然環境、市街地内の農地や緑地と調和した、低密度でゆとりある佐

久らしい住宅地としての環境を守り、育てることを目指します。 

 そのため、用途地域内においても、自然的緑地や一定程度の農地との共存を図り、緑豊か

な環境形成に努めます。 

 同時に、最小限の計画的な市街地整備によるほかは、用途地域の無秩序な拡大は行わない

ものとします。 
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６.環境共生型都市づくりの方針 

（１）基本的な考え方 
■持続可能な都市の実現 

 少子高齢社会や人口減少社会の到来に対応し、量的拡大から質的向上の社会をめざし、エ

ネルギー効率が高く、自然環境との調和をはじめ環境と共生し、経済の持続的成長による都

市生活の質の向上を通じて地域のコミュニティが継続するコンパクトで持続可能な都市の実

現を目指します。 

■環境共生型都市づくり 

 佐久の風土を守り育む、都市と田園が共存する優れた環境を創出するため、できる限り環

境に負荷を与えず、環境と共生する都市づくりを進めます。 

 

（２）ゆとりと効率的な都市づくり 
 「都市再生ビジョン」（平成１５年１２月 社会資本整備審議会）において、従来の継続的

な都市化を反映した拡散型都市構造から、経済社会の成熟化と人口減少・超高齢化に対応し

たコンパクトで緑とオープンスペースが豊かな集約・修復保存型都市構造への転換を図り、

コンパクトな市街地構造の必要性を指摘しています。 

 佐久市においても、今後人口減少時代の到来、田園環境や自然環境の維持・保全など、市

街地とその周辺の田園環境との共生は重要なテーマとなります。 

 そのため、佐久平駅周辺等の広域拠点や岩村田や中込等の中心拠点においては、交通結節

機能の強化や高次都市機能の集積による、多様かつ多層的な都市機能の集積による賑わいの

再生や創出を図ります。 

 さらに、中心拠点や日常生活サービス拠点を核として、商店や事業所、医療（病院・診療

所）や福祉サービス（施設・在宅）、教育施設、行政サービス施設等の適正配置により、鉄道・

バス等の公共交通や徒歩・自転車による誰もが施設サービスの利用が可能な、過度の車に依

存した社会からの転換を図ります。 

 

（３）環境共生型都市づくりの推進 
①環境共生型都市づくりの方針 

 市街地においては、既存の緑地の保全に努めるとともに、公共施設や宅地まわり等の緑の

創出に努めます。また、ビオトープ、自然観察公園等の創出により生き物の生息環境の整備

を図るよう努めます。 

 計画的開発整備や道路網の整備等、新たな土地利用や都市施設の整備を行う際には、都市

の保水機能の回復、土壌の汚染防止、緑の創出、生き物との共生等により環境共生型のまち

づくりを図っていきます。 

 また、市街地周辺の田園と居住共存ゾーンにおいては、都市的土地利用と自然環境との共

存に配慮するとともに、「清流・千曲川」の重要な上流地域でもあることから、水質の保全及

び維持に努めます。 

 これらについては、佐久市環境基本条例による施策の基本方針を展開するとともに、策定

予定の佐久市環境基本計画に基づき、具体的な環境共生施策を実施します。 
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②循環型社会の形成 

○都市の保水機能の確保と水の再利用 

 雨水を雨水タンクに貯留し、洗浄水や庭への散水等へ循環利用すること等を積極的に推進

します。 

 このような水の再利用については、節水や環境への負荷を軽減するだけではなく、非常時

の用水としての活用も期待されるため、公共施設にモデル的に導入し、市民への働きかけに

努めます。 

 また、家庭での雨水浸透ますの普及や道路での透水性舗装の活用などにより、市街地の地

下への透水性を向上させ、都市の保水機能の回復を目指します。 

○廃棄物の減量化・有効利用 

 ごみの減量化、資源化に向けて、市民の資源再利用の意識を高め、分別収集やリサイクル、

再資源化の徹底、生ゴミの減量化などに積極的に取り組み、廃棄物の発生抑制（リデュース）

や再使用（リユース）・再生利用（リサイクル）を推進するとともに適正処理を行い、資源が

循環するように努めます。 

○環境共生住宅整備の推進 

 環境共生住宅とは、地球環境を保全するという観点から、地域の特性に応じ、エネルギー

や資源、廃棄物への配慮や周辺環境との調和を考え、さらに住む人が健康で、快適に暮らせ

るよう工夫された住宅のことです。 

 佐久市においては、地域の木材等の素材を活用し、佐久の気候や風土に根ざした住宅を基

本に、下図に示すような環境への配慮の工夫を積極的に導入した住宅の建設を推進します。 

佐久市環境基本条例による施策の基本方針 

●安心して暮らすまち 

（１）大気、水、土壌等を良好な状態に保つことにより、人の健康の保護及び生活環境の

保全を図ること。 

●自然とともに暮らすまち 

（２）森林、農地、水辺地等の良好な自然環境を保全しつつ、その適正な利用を図ること

により、自然と人との共生を確保すること。 

●快適に暮らすまち 

（３）自然環境と一体となった美しい景観及び地域特性をいかした人に潤いと安らぎを与

える快適な環境を創造すること。 

●資源を大切に暮らすまち 

（４）資源及びエネルギーの合理的かつ循環的な利用並びに廃棄物の発生の抑制を推進し、

環境への負荷の少ない循環型社会を構築すること。 

●ともに行動し暮らすまち 

（５）市民及び事業者の環境の保全等に資する自主的かつ積極的な取組が促進されるよう、

環境に関する教育、啓発等を行うとともに、市民、事業者及び市が協調して環境の保全

等に取り組むことのできる社会を構築すること。 
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○下水道の整備 

 公共下水道区域内においては、事業の進捗を図るとともに、将来土地利用にあわせた公共

下水道区域の見直しについても検討していきます。 

 公共下水道の区域外においては、農業集落排水やコミュニティプラント、合併処理浄化槽

等により対応していきます。 

 今後とも、全戸水洗化に向け、地域の実情に応じた汚水処理を計画的に推進するとともに、

適切な維持管理に努め、河川の水質保全と快適な生活環境の創出に努めていきます。 

 

環境共生住宅のイメージ 
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７.安全・安心都市づくりの方針 

（１）基本的な考え方 
■防災対策の推進 

 佐久市は市街地の周囲を農地と山々が囲み、降水量の少ない地域であること等から、大規

模災害の歴史はほとんどなく、比較的安全性の高い地域であるといえます。しかし、異常気

象による局地的な集中豪雨や大規模地震などの災害は何時起こるとも知れません。都市づく

りにおいては、災害が発生した場合に被害を最小限にとどめるための防災対策の強化に努め

ます。 

■防犯都市づくりの推進 

 世の中には多種多様な犯罪があり、そのすべての犯罪を予防することは困難ですが、衝動

的な犯罪（機会犯罪）については、施設や市街地の改善で、防犯性を高めることができます。 

 そのため、建物や道路、公園などの設計を工夫することで、機能性や快適性を損なうこと

なく、防犯性を高めるとともに、地域住民の防犯活動等のソフト面の対策も含め、総合的な

防犯都市づくりを推進します。 

■ユニバーサルデザインの推進 

 ユニバーサルデザインは、「すべての人にとって、経済的で、安全で、使い勝手がよく、利

用しやすいデザイン」という、より広い意味を含んだ概念です。ユニバーサルデザインに関

する人々の意識も高まる傾向にあり、また関連法令等の整備も進んできています。 

 佐久市においても、これらユニバーサルデザインの理念を活かした都市の形成を目指しま

す。 

 

（２）防災都市づくりの方針 
①防災拠点・防災ネットワークの整備 

 地震や集中豪雨などの災害から市民を守るためには、防災拠点と防災ネットワークづくり

がまず重要となります。 

 防災拠点は、広域的な避難地、防災物資の備蓄・供給地、防災情報の受発信拠点等として

位置づけられるものです。佐久市地域防災計画に基づき、避難場所や公園等の整備・活用、

耐震・耐火など防災機能の向上等を推進します。 

 また、各地域とこれら防災拠点をつなぐ防災ネットワークについては、骨格的な都市計画

道路を中心として、避難路や火災の焼止まり線として整備を図ります。そのため、耐火性の

高い樹種による街路樹の緑化、電線類の地中化、路上の不法占有物の除去に努めます。 

 

②防災空間の整備 

 都市レベルの広域的防災拠点や幹線道路の整備とともに、各地域レベルでの防災性の向上

は重要です。 

 そのため、生活道路の整備はもちろんのこと、災害時における避難地や延焼防止帯ともな

る避難施設、公園・緑地、広場においては、防災機能の整備に努めます。 

 また、建築物の耐震化・不燃化、密集市街地の改善や、並木、工場等の大規模施設の周辺

緑地、農地、林地の保全に努め、延焼遮断効果の向上を図る等、災害に強いまちづくりを推

- 72 -



進する必要があります。 

 道路、公園等の防災関連施設が不足している市街地においては、個別の建て替え更新時に

おいて適切な誘導を行い、共同建て替え等による建物の不燃化や生活道路の拡幅整備、公共

空地の確保等の推進に努めていきます。 

 

③治水対策 

 県との協力体制のもと、千曲川水系の全体計画に基づいた改修整備を促進し、都市化によ

る雨水流出量の増大に対処します。 

 また、都市型災害の一つである急激な増水による浸水災害防止のため、市街地の下水道等

の雨水排水施設整備を今後とも計画的に進めます。 

 同時に、流域での保水・遊水機能の向上を図るため、透水性舗装等の浸透施設や多目的遊

水池等の貯留施設の整備を促進します。 

 さらに、重要水防区域等危険箇所の把握及び住民への周知に努めます。 

 

④土砂災害の防止 

 がけ崩れ及び土石流対策として、急傾斜崩壊危険区域や土砂流危険渓流の把握と住民への

周知に努め、土砂災害防止対策を推進します。 

 

（３）防犯都市づくりの方針 
①防犯都市づくりの基本的考え方 

 建物や道路、公園などの設計を工夫することで、機

能性や快適性を損なうことなく、防犯性を高めること

ができることは、古くから知られています。  

 防犯都市づくりとは、犯罪の起きる環境（状況）に

着目し、犯罪の誘発要因を除去して、より安全で快適

な環境づくりを目指すものです。 

 

②防犯都市づくりの手法 

○屋外照明の設置 

 街路灯などの設置により夜間でも十分明るい屋外環

境を確保するとともに、照明があっても路上に明暗が発生しないように配慮します。 

○身近な生活道路の防犯対策 

 住宅地内の通過交通、交通量や速度の抑制は、主として交通安全や騒音対策から行われて

きましたが、犯罪企図者にその地区の領域性の高さを感じてもらうとともに、逃走が困難で

あるとのイメージを与えるなど、防犯的な効果も期待できます。住宅地内の交通規制の方法

としては、「最高速度の規制」「大型車通行禁止（区間・区域）」「一方通行規制」「駐車禁止規

制・時間制限駐車区間規制」等があります。 

 また、狭あい道路や行き止まり道路は、災害時の避難・消火・救出等の救援活動の障害に

なります。見通しが効かず、人の目が確保されていないと防犯上も問題になります。そのた

め、防犯面からも狭あい道路の拡幅整備を推進します。 

防犯都市づくりの基本的な手法 

出典：国土交通省ホームページ 
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○公園・広場等の防犯対策 

 身近な公園でも、整備が不十分であると、幼児等への犯罪や夜間における犯罪等、多くの

危険の可能性があります。 

 そのため、遊具等の公園施設を見通しのよい位置に配置したり、樹木が死角にならないよ

うに配置・剪定します。また水銀灯を設置する等照明を十分に確保したり、宅地等との敷地

境界に足場にならない柵等を設置するよう留意します。 

 

（４）ユニバーサルデザインの都市づくりの方針 
①ユニバーサルデザインの都市づくりに向けて 

 日本においても、高齢化の進展から、バリアフリーの都市づくりが進んでいます。近年で

は、障害者や高齢者等に対する障害物を除くという限定的な意味で使われがちな「バリアフ

リー」から、一歩進んで「ユニバーサルデザイン」という言葉が頻繁に用いられるようにな

っています。 

 法整備も進んできており、一体的・総合的なバリアフリー施策を推進するために、平成１

８年１２月には、交通バリアフリー法とハートビル法を統合・拡充した「高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」が施行され、また、長野県にお

いては、「長野県福祉のまちづくり条例」（平成７年３月施行）があり、バリアフリー、さら

にはユニバーサルデザインを推進しやすい環境が進んでいます。 

 

②バリアフリーネットワークの確立 

 都市のユニバーサルデザインにおいて重要なことは、すべての人が安全で快適に移動でき

るバリアフリー構造の空間をネットワークとすることにあります。 

 ネットワークには、歩行空間の連続性、バスや車との乗り継ぎの容易さ、対象施設へのア

クセスの容易さ等が必要です。 

 そのために、アクセスの中心となる佐久平駅、中込駅、臼田駅等の鉄道駅、望月等のバス

ターミナル、公共公益施設、病院、商業施設など主要な施設への経路について、必要性や重

要性が高いものからバリアフリー化を図り、バリアフリーネットワークの形成を図ります。 

 

③建築物等のバリアフリー化の推進 

 バリアフリー構造の空間をネットワークとして確保すると同時に、個別の施設の出入り口

と道路との接続部においてのバリアフリー化がなされなければ、有効なネットワークが確立

したとは言えません。 

 また、公共公益性の高い施設については、その施設内の移動のしやすさ、トイレ等の利用

のしやすさについても十分配慮することが必要です。 

 バリアフリー新法や長野県福祉のまちづくり条例に示されている内容に留意した整備を進

めていきます。 

 長野県福祉のまちづくり条例では、一定の施設について障害者等に配慮した出入口、通路、

エレベーターなどの整備基準を定めるとともに、障害者等の移動の円滑化を図り行動範囲を

拡大するため、車いす用駐車場や点字ブロックの設置についても整備基準を設けており、施

設の新設等の際には、その基準に適合させるよう努めます。 
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