
番号 ページ 旧 新 変更等の理由または変更しない理由

全体構想1 P38 ②商業系市街地　○中込原 （変更なし）

（１） 　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 　中込原は、行政サービスの拠点であるほか、工業用地の集積地であり住宅地も広

行政サービス拠点として整備を図ります。 がる多様な土地利用が図られている。今後、佐久総合病院（仮称）基幹医療センター

　また工業用地等の集積地でもあり、同時に良好な住宅地 が建設されることにより工業用地の面積は減るが、「工業用地の集積地」であること

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 に変わりなく、「多様な土地利用が調和したまちづくり」を行うとした観点も変わらない

りを図ります。 ため。

全体構想2 P39 ④工業系市街地 （変更なし）

（２） 　西屋敷、長土呂、三河田、北川等の既存の市街地内の工 　佐久総合病院（仮称）基幹医療センターの建設により工業用地を約13.2ha減らすこ

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 とになるが、今後も住工混在防止のため、工業系用途地域への工業の立地誘導を

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 図ることには変わりないため。

、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。

浅間・東1 P68 ①地域の現況と課題　○地域の特徴　（行18～19） （文言の修正）

（１） 　地域には佐久警察署、佐久税務署、長野地方法務局佐久 　地域には佐久警察署、佐久税務署、長野地方法務局佐久 （独）家畜改良センター長野牧場が、（独）家畜改良センター茨城牧場長野支場

支局、佐久勤労者福祉センター、駒場公園、長野牧場など 支局、佐久勤労者福祉センター、駒場公園、（独）家畜改良 に改称されたため。

センター茨城牧場長野支場など

浅間・東2 P68 ①地域の現況と課題　○地域の特徴　（行22～23） （文言の修正）

（２） 　国道１４１号インターチェンジ（仮称）と中佐都インターチェ 　佐久北インターチェンジと佐久中佐都インターチェンジが 　中部横断自動車道における３つのインターチェンジの名称が正式決定したため。

ンジ（仮称）が整備されます。 整備されます。

浅間・東3 P68 ①地域の現況と課題　○土地利用　（行25～26） （文言の修正）

（３） 　佐久平駅周辺や佐久インターチェンジ周辺は交通の利便 　佐久平駅周辺や佐久インターチェンジ周辺は交通の利便 　適切な表現に改めるため。

性が高いため、大型商業施設が複数立地し、 性が高いため、大型商業施設が集積し、

浅間・東4 P69 ①地域の現況と課題　○土地利用　（行2～3） （全部削除）

（４） 　佐久平駅周辺地区では、文化・芸術の核となる総合文化 　佐久市総合文化会館の建設の賛否を問う住民投票の結果を受け、総合文化会館

会館建設を検討しており、今後、文化交流拠点としてのまち の建設が中止となったため。

づくりが必要です。

浅間・東5 P69 ①地域の現況と課題　○公園・緑・自然　（行5） （文言の修正）

（５） 　駒場公園から長野牧場まで 　駒場公園から（独）家畜改良センター茨城牧場長野支場 　（独）家畜改良センター長野牧場が、（独）家畜改良センター茨城牧場長野支

まで 場に改称されたため。

浅間・東6 P70 ④主要施策　○土地利用　（行5～6） （文言の修正）

（６） ・国道１４１号インターチェンジ（仮称）周辺における業務・工 ・佐久北インターチェンジ周辺における業務・工業系土地利 　中部横断自動車道における３つのインターチェンジの名称が正式決定したため。

業系土地利用の誘導を図ります。 用の誘導を図ります。

変更なし

　第５章　地域別構想

（1）浅間・東地域

佐久市都市計画マスタープラン変更（素案）新・旧対照表

　第４章　全体構想　１、土地利用方針　（２）市街地の土地利用方針

変更なし
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浅間・東7 P70 ④主要施策　○土地利用　（行9～10） （文言の修正）

（７） ・中佐都インターチェンジ（仮称）周辺においては、計画的な ・佐久中佐都インターチェンジ周辺においては、計画的な都 　中部横断自動車道における３つのインターチェンジの名称が正式決定したため。

都市基盤整備を推進するとともに、佐久平駅周辺・国道１４ 市基盤整備を推進するとともに、佐久平駅周辺・国道１４１

１号沿道土地利用との整合を図ります。 号沿道土地利用との整合を図ります。

浅間・東8 P70 ④主要施策　○土地利用　（行10の次行に文面を追記） （追記）

（８） ・岩村田商店街を中心とする地区において、新たな商業活 　岩村田本町商店街振興組合が、地域商店街活性化法の認定を受け、商店街の

性化のための再生整備を検討します。 活性化にむけた検討が始まったため。

浅間・東9 P70 ④主要施策　○土地利用　（行12～13） （全部修正）

（９） ・優れた景観の保全や創出のため、景観育成計画の策定及 ・佐久市景観計画に基づき、優れた景観の保全や育成を行 　平成２１年１２月に佐久市景観計画が策定されたため。

び景観地区の指定を推進します。 います。

浅間・東10 P70 ④主要施策　○土地利用　（行13の次行に文面を追記） （追記）

（１０） ・用途地域外のうち国道１４１号佐久ＩＣ西交差点から佐久北 　中部横断自動車道が平成２２年度末、佐久南インターチェンジまでの供用開始が

インターチェンジまで、沿道における用途地域の指定を検討 予定されている。佐久ＩＣ西信号から佐久北インターチェンジまでの国道１４１号沿

します。 道の一部は工業地域に指定されているが、大部分は用途無指定地域で農業振興

地域の指定もないため開発の圧力が強く、周辺住環境等に悪影響を及ぼす有害建

築物等の建築が危惧される。

　用途地域の指定を行うことにより、土地利用の適正な規制・誘導を行うことが可

能となるため。

浅間・東11 P70 ④主要施策　○土地利用　（行14） （追記）

（１１） ・用途地域外の国道１４１号沿道等における特定用途制限 ・用途地域外の国道１４１号（一部を除く）及び北幹線沿道、 　特定用途制限地域指定の検討区域を、国道１４１号沿道から佐久北インターチェ

地域指定を検討します。 また、佐久北インターチェンジ及び佐久中佐都インターチェ ンジ周辺及び、佐久中佐都インターチェンジ、北幹線沿道まで拡張し、今後の開発

ンジ周辺における特定用途制限地域の指定を検討します。 圧力に備えるため。

（インターチェンジ周辺土地利用については、関係部署で調整する。）

浅間・東12 P70 ④主要施策　○施設整備　（行2～4） （一部削除）

（１２） ・交通結節拠点としての機能充実のため、北幹線、都市計 ・交通結節拠点としての機能充実のため、北幹線、都市計 　都市計画道路原東１号線の整備が完了したため。

画道路原東１号線、近津住吉線、近津砂田線の整備を推進 画道路近津住吉線、近津砂田線の整備を推進します。

します。北幹線については、都市計画道路としての整備を検 　北幹線（琵琶島橋から主要地方道佐久小諸線までの間）の整備が始まったため。

討します。

浅間・東13 P70 ④主要施策　○施設整備　（行7～8） （一部削除）

（１３） ・中心市街地の活性化に寄与するため、都市計画道路相生 ・中心市街地の活性化に寄与するため、都市計画道路相生 　岩村田地区における回遊ルートサインの設置が完了したため。

赤岩線の県道香坂中込線までの延伸及び、歩行者回遊ル 赤岩線の県道香坂中込線までの延伸を検討します。

ート等の整備を検討します。

浅間・東14 P70 ④主要施策　○施設整備　（行9～10） （一部削除）

（１４） ・都市計画道路と沿線市街地を一体的に整備する土地区画 ・都市計画道路と沿線市街地を一体的に整備する土地区画 　岩村田相生町南土地区画整理事業が完了したため。

整理事業として、岩村田相生町南土地区画整理事業、近津 整理事業として、近津土地区画整理事業を推進します。

土地区画整理事業を推進します。

浅間・東15 P70 ④主要施策　○施設整備　（行15） （全部削除）

（１５） P71 ・地域の芸術・文化活動の拠点施設となる総合文化会館の 　佐久市総合文化会館の建設の賛否を問う住民投票の結果を受け、総合文化会館

整備を推進します。 の建設が中止となったため。

浅間・東16 P70 ④主要施策　○施設整備　（行15の次行に文面を追記） （追記）

（１６） ・岩村田小学校における過大規模校解消のため、佐久平駅 　地域内に新小学校の整備計画があるため。

周辺に既存施設と分離した新設校の建設を推進します。
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浅間・東17 P71～72 地域別構想図（浅間・東地域） （図面の修正）

（１７） 構想図① 公共施設建設箇所の色塗り及び名称追記、名称変更。 　都市計画マスタープラン策定後の経年変化に対応するため。

中込・野沢1 P73 ①地域の現況と課題　○地域の特徴　（行12～14） （文言の修正及び一部削除）

（１） 　地域には、市役所、佐久消防署、複合型公共施設（サング 　地域には、市役所、佐久消防署、複合型公共施設サング 　複合型公共施設の正式名称は、複合型公共施設サングリモ中込であるため。

リモ中込）、佐久合同庁舎などの行政サービス施設や、情報 リモ中込、佐久合同庁舎などの行政サービス施設や、情報

センター、中込学習センター、生涯学習センターなどの学習 センター、生涯学習センターなどの学習施設と旧中込学校 　中央名店カム２１が閉鎖され、中込学習センターが閉館となったため。

施設と旧中込学校資料館が立地しています。 資料館が立地しています。

中込・野沢2 P73 ①地域の現況と課題　○地域の特徴　（行17～18） （文言の修正）

（２） 　また、中部横断自動車道の建設に伴い、佐久南インター 　また、中部横断自動車道の建設に伴い、佐久南インター 　中部横断自動車道における３つのインターチェンジの名称が正式決定したため。

チェンジ（仮称）が整備されます。 チェンジが整備されます。

中込・野沢3 P73 ①地域の現況と課題　○土地利用　（行１中に文言を追記） （全部修正）

（３） 　中込原地区西は三河田工業団地による土地利用が多く占 　中込原地区には三河田工業団地があり、工業による土地 　佐久総合病院（仮称）基幹医療センター建設計画について、現況の記述が必要と

め、周辺住宅地との環境に調和に配慮する必要があります。利用が多く占められていますが、佐久総合病院再構築に伴 なったため。

い、工場跡地の一部に佐久総合病院（仮称）基幹医療セン

ターの建設が計画されており、周辺との環境の調和に配慮

する必要があります。

中込・野沢4 P73 ①地域の現況と課題　○土地利用　（行12の次に文面追記） （追記）

（４） 　佐久市としての一体性の醸成や、地域の均衡ある持続 　都市計画区域変更が決定し、内山町上地区まで区域が拡大されたため。

的発展のため、平成２２年１月、地域の一部に都市計画区

域が拡大されました。

中込・野沢5 P73 ①地域の現況と課題　○公園・緑・自然　（行1～3） （追記）

（５） 　地域の中心部を千曲川が流れ、川沿いに佐久バルーンフ 　地域の中心部を千曲川が流れ、川沿いに佐久バルーンフ 　平成２１年度に原公園が整備されたため。

ェスティバルの会場となる千曲川スポーツ交流広場やさくラ ェスティバルの会場となる千曲川スポーツ交流広場やさくラ

さく小径、中嶋公園などが整備されています。 さく小径、中嶋公園、原公園などが整備されています。

中込・野沢6 P74 ③施策展開の方針　（行3～4） （文言の修正）

（６） ■　佐久南インターチェンジ（仮称）周辺は、東西幹線など幹 ■　佐久南インターチェンジ周辺は、東西幹線など幹線との 　中部横断自動車道における３つのインターチェンジの名称が正式決定したため。

　線との交通結節点としての土地利用を推進します。 　交通結節点としての土地利用を推進します。

中込・野沢7 P74 ③施策展開の方針　（行6の次行に文面を追記） （追記）

（７） ■世界最高健康都市構築の観点から、「市民への良質で安 　佐久市における重点施策の５つの柱のうち、世界最高健康都市構築についての

定した医療提供の確保」を重点とした土地利用を進めるとと 記述が必要となったため。

もに、医療と産業との連携等を検討します。

→■佐久総合病院（仮称）基幹医療センター計画地周辺の 　佐久総合病院（仮称）基幹医療センター建設計画により、中込中央区における

　居住環境や、医療と産業が共存共栄できる環境に配慮し 新たなまちづくりの記載が必要となったため。

　たまちづくりを進めます。

（2）中込・野沢地域
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中込・野沢8 P74 ④主要施策　○土地利用　（行3の次行に文面を追記） （追記）

（８） ・良質かつ安定的な医療提供の確保のため、佐久総合病 　佐久総合病院（仮称）基幹医療センター建設計画について、関係する皆様の協

院（仮称）基幹医療センター建設計画地における用途地域 力を得るなかで、問題解消の道筋が立ったため。

変更手続きを進めます。 　また、県厚生連が取得した用地の利用目的が、（仮称））基幹医療センターの建設

・佐久総合病院（仮称）基幹医療センター建設計画に合 に限定されていることから、用途地域の変更に合わせ地区計画の策定と建築物の

わせ、周辺住環境の保全や既存工場の操業環境を維持す 制限条例の制定により、病院建設計画地における目的外使用と用地内における建

るため、（仮称）基幹医療センター建設計画地内における地 築物を制限し、病院周辺における住環境の保全と操業環境の維持を図るため。

区計画の策定及び、建築物の制限に関する条例の制定に

ついて検討します。

中込・野沢9 P74 ④主要施策　○土地利用　（行6～7） （全部修正）

（９） ・優れた景観の保全や創出のため、景観育成計画の策定及 ・佐久市景観計画に基づき、優れた景観の保全や育成を行 　平成２１年１２月に佐久市景観計画が策定されたため。

び景観地区の指定を推進します。 います。

中込・野沢10 P74 ④主要施策　○土地利用　（行8～9） （追記）

（１０） ・用途地域外の国道１４１号、１４２号沿道等における、特定 ・用途地域外の国道１４１号、１４２号及び２５４号沿道や、 　特定用途制限地域指定の検討範囲を、国道１４１号、１４２号沿道等から佐久南イ

用途制限地域の指定を検討します。 中部横断自動車道佐久南インターチェンジ周辺等における ンターチェンジ周辺まで拡張し、今後の開発圧力に備える必要があるため。

、特定用途制限地域の指定を検討します。 （インターチェンジ周辺土地利用については、関係部署で調整する。）

中込・野沢11 P74 ④主要施策　○土地利用　（行10～11） （文言の修正と一部削除）

（１１） ・佐久南インターチェンジ（仮称）周辺は、「新農業技術開発 ・佐久南インターチェンジ周辺は、交通結節点としての利 　中部横断自動車道における３つのインターチェンジの名称が正式決定したため。

拠点」としての土地利用を推進するとともに、交通結節点と 便性を生かした土地利用について検討します。 　インターチェンジ周辺土地利用については、現在、白紙の状態であること。また、

しての利便性を生かした土地利用について検討します。 現在、佐久市総合計画（基本計画）の見直しが進められているため。

中込・野沢12 P74 ④主要施策　○土地利用　（行12） （全部削除）

（１２） ・地域の一体性や均衡確保のため、都市計画区域を一部 　都市計画区域変更が決定し、内山町上地区まで区域が拡大されたため。

拡大します。

中込・野沢13 P75 ④主要施策　○施設整備　（行2～3） （文言の修正）

（１３） ・佐久南インターチェンジ（仮称）へのアクセス道路として国 ・佐久南インターチェンジへのアクセス道路として国道１４２ 　中部横断自動車道における３つのインターチェンジの名称が正式決定したため。

道１４２号の４車線化を促進します。 号の４車線化を促進します。

中込・野沢14 P75 ④主要施策　○施設整備　（行4） （一部削除）

（１４） ・都市計画道路原南部線、跡部臼田線及び取出中央線の ・都市計画道路原南部線及び、跡部臼田線の整備を推進し 　取出中央線の整備が完了したため。

整備を推進します。 ます。

中込・野沢15 P75 ④主要施策　○施設整備　（行6の次行に文面を追記） （追記）

（１５） ・中込中央区のまちづくりとして、佐久総合病院（仮称）基幹 　中込中央区におけるまちづくりとして、道路、排水路等の整備が計画されている

医療センター計画地周辺における道路等の都市基盤整備 ため。

を推進します。

中込・野沢16 P75 ④主要施策　○施設整備　（行12） （文言の修正）

（１６） ・駒場公園、長野牧場、総合体育館等をつなぐ歩行者ネット ・駒場公園、（独）家畜改良センター茨城牧場長野支場、 　（独）家畜改良センター長野牧場が、（独）家畜改良センター茨城牧場長野支場

ワークの構築を検討します。 総合体育館等をつなぐ歩行者ネットワークの構築を検討し に改称されたため。

ます。

中込・野沢17 P77～78 地域別構想図（中込・野沢地域） （図面の修正）

（１７） 　三河田工業団地内における佐久総合病院（仮称）基幹 　都市計画マスタープラン策定後の経年変化に対応するため。

医療センター建設計画地の色分けと名称記入。

　その他公共施設の名称変更等。

構想図②
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臼田1 P79 ①地域の現況と課題　○地域の特徴　（行10～12） （文言の修正及び追記）

（１） 　地域には南佐久建設事務所、南佐久警察署、北部消防 　地域には佐久建設事務所、佐久警察署臼田警部交番、 　南佐久建設事務所が佐久建設事務所に、南佐久警察署が佐久警察署臼田警

署など佐久市南部の拠点施設が立地しているほか、佐久 北部消防署など佐久市南部の拠点施設が立地しているほ 部交番に改称されたため。また、平成２１年度に川村吾蔵記念館が整備されたた

市臼田支所、コスモホール、鎌倉彫記念館、佐久総合病院 市臼田支所、コスモホール、鎌倉彫記念館、川村吾蔵記念 め。

などがあります。 館、佐久総合病院などがあります。

臼田2 P79 ①地域の現況と課題　○土地利用　（行13の次に文面追記） （追記）

（２） 　佐久市としての一体性の醸成や、地域の均衡ある持続的 　都市計画区域変更が決定し、上小田切地区まで区域が拡大されたため。

発展のため、平成２２年１月、地域の一部に都市計画区域

が拡大されました。

臼田3 P79 ①地域の現況と課題　○公園・緑・自然　（行1～3） （追記及び一部修正）

（３） 　市街地の中心部を千曲川が流れ、桜やつつじの名所とな 　市街地の中心部を千曲川が流れ、川東に五稜郭公園、 　平成２１年度に五稜郭公園が整備されたため。

っている稲荷山公園があります。 西には桜やつつじの名所となっている稲荷山公園がありま

　また、南幹線西には臼田総合運動公園や、うすだスタード す。

ームがあります。 　また、南幹線西には臼田総合運動公園や、天体観測施設 　うすだスタードームの正式名称は、佐久市天体観測施設であるため。

（うすだスタードーム）があります。

臼田4 P80 ②地域の将来像（行2） （文言の修正）

（４） 　龍岡城五稜郭、うすだスタードームなどの歴史文化資源 　龍岡城五稜郭、天体観測施設などの歴史文化資源等を 　うすだスタードームの正式名称は、佐久市天体観測施設であるため。

等を活用した、 活用した、

臼田5 P80 ③施策展開の方針　（行4の次行に文面を追記）　 （追記）

（５） ■佐久総合病院の再構築に留意し、臼田まちづくり協議 　臼田地区に新たなまちづくりを検討する組織が発足したため。

会における検討をふまえて、変化する佐久総合病院本院

　（仮称）地域医療センターの機能を生かした、住民等との

協働による新たなまちづくりを推進します。

臼田6 P80 ④主要施策　○土地利用　（行4～5） （一部修正）

（６） ・臼田インターチェンジ（仮称）周辺は、「メディカルハイウェイ ・臼田インターチェンジ（仮称）周辺は、交通結節点として 　インターチェンジ周辺土地利用については、現在、白紙の状態であること。また、

オアシス構想」としての土地利用を推進します。 の利便性を生かした土地利用について検討します。 現在、佐久市総合計画（基本計画）の見直しが進められているため。

臼田7 P80 ④主要施策　○土地利用　（行4～5） （全部修正）

（７） ・優れた景観の保全や創出のため、景観育成計画の策定及 ・佐久市景観計画に基づき、優れた景観の保全や育成を行 　平成２１年１２月に佐久市景観計画が策定されたため。

び景観地区の指定を推進します。 います。

臼田8 P80 ④主要施策　○土地利用　（行6の次行に文面を追記） （追記）

（８） ・用途地域外の国道１４１号（一部を除く）沿道及び、中部横 　特定用途制限地域指定の検討区域を、臼田地域まで拡大するため。

断自動車道臼田インターチェンジ（仮称）における、特定用 （インターチェンジ周辺土地利用については、関係部署で調整する。）

途制限地域の指定等を検討します。

臼田9 P80 ④主要施策　○土地利用　（行9～10） （全部削除）

（９） ・佐久市としての一体性の醸成や、地域の均衡ある持続的 　都市計画区域変更が決定し、上小田切地区まで区域が拡大されたため。

発展のため、都市計画区域を一部拡大します。

臼田10 P80 ④主要施策　○施設整備　（行8～9） （一部削除）

（１０） ・龍岡城五稜郭やその周辺整備及び、五稜郭から新海三社 ・龍岡城五稜郭やその周辺整備及び、五稜郭から新海三社 　田口地区における回遊ルートサインの設置が完了したため。

神社までの回遊ルートをはじめとする観光拠点整備を推進 神社までの観光拠点整備を推進します。

します。

（3）臼田地域
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臼田11 P81～P82 地域別構想図（臼田地域） （図面の修正）

（１１） 構想図③ 　公共施設の名称変更。 　都市計画マスタープラン策定後の経年変化に対応するため。

浅科1 P83 ①地域の現況と課題　○土地利用　（行12） （全部修正）

（１） ・この地域は都市計画区域が未指定のため、区域の指定が ・佐久市としての一体性の醸成や、地域の均衡ある持続的 　都市計画区域変更が決定され、浅科全域に区域が拡大されたため。

必要です。 発展のため、平成２２年１月、地域の全域に都市計画区域

が指定されました。

浅科2 P84 ④主要施策　○土地利用　（行5～6） （全部修正）

（２） ・優れた景観の保全や創出のため、景観育成計画の策定及 ・佐久市景観計画に基づき、優れた景観の保全や育成を行 　平成２１年１２月に佐久市景観計画が策定されたため。

び景観地区の指定を推進します。 います。

浅科3 P84 ④主要施策　○土地利用　（行8） （全部削除）

（３） ・保育園の跡地利用を推進します。 　ちくま保育園の跡地は療育支援センターに利用されているため。

浅科4 P84 ④主要施策　○土地利用　（行8の次行に文面を追記） （追記）

（４） ・国道１４２号及び、北幹線沿道における特定用途制限地域 　特定用途制限地域指定の検討区域を、浅科地域まで拡大するため。

の指定を検討します。

浅科5 P84 ④主要施策　○土地利用　（行9～10） （全部削除）

（５） ・佐久市としての一体性の醸成や、地域の均衡ある持続的 　都市計画区域変更が決定したため。

発展のため、都市計画区域を指定します。

浅科6 P84 ④主要施策　○施設整備　（行3～4） （一部削除）

（６） ・北幹線や南北幹線の整備を推進します。北幹線について ・北幹線や南北幹線の整備を推進します。 　北幹線（琵琶島橋から主要地方道佐久小諸線までの間）の整備が始まったため。

は都市計画道路としての整備を検討します。

浅科7 P85 地域別構想図（浅科地域） （図面の修正）

（７） 構想図④ 　公共施設の名称変更。 　都市計画マスタープラン策定後の経年変化に対応するため。

望月1 P86 ①地域の現況と課題　○地域の特徴　（行1） （文言の修正）

（１） 　この地域は望月の牧と中山道の宿場町により、 　この地域は望月牧と中山道の宿場町により、 　望月牧が正しいため。

望月2 P86 ①地域の現況と課題　○土地利用　（行1～2） （文言の修正）

（２） 　かつての望月宿を中心に市街地が形成され、これに続く３ 　かつての望月宿を中心に市街地が形成され、これに続く３ 　適切な表現に改めるため。

つの沢沿いに長く集落が連なっています。 つの水系に沿って長く集落が形成されています。

望月3 P86 ①地域の現況と課題　○土地利用　（行11～12） （全部修正）

（３） 　観音寺地区では農業体験を通じた都市住民との交流を図 　観音寺地区に佐久クラインガルテン望月が整備され、農 　クラインガルテンの整備が完了したため。

るため、クラインガルテンの整備が進んでいます。 業体験を通じた都市住民との交流が始まっています。

望月4 P86 ①地域の現況と課題　○公園・緑・自然　（行6～7） （全部修正）

（４） 　鎌倉時代から建立された石仏は3,000体を超えます。百番 　鎌倉時代から建立された石仏は3,000体を超えています。 　適切な表現に改めるため。

観音など石仏や、歴史文化資源のネットワークや活用が必 入新町百番観音石仏群などの石仏や、歴史文化資源のネ

要です。 ットワークや活用が必要です。

望月5 P87 ②地域の将来像（行2） （文言の修正）

（５） 　中山道のまちなみや沢沿いの歴史文化資源、 　中山道のまちなみや水系沿いの歴史文化資源、 　適切な表現に改めるため。

（4）浅科地域

（5）望月地域
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望月6 P87 ③施策展開の方針（行5の次行に文面を追記） （追記）

（６） ■過疎計画策定に伴い、望月まちづくり協議会において、 　望月まちづくり協議会の発足が予定されているため。

住民等との協働によるまちづくりを推進します。

望月7 P87 ④主要施策　○土地利用　（行6） （追記）

（７） ・優れた景観の保全や創出のため、景観育成計画の策定及 ・佐久市景観計画に基づき、優れた景観の保全や育成を行 　平成２１年１２月に佐久市景観計画が策定されたため。

び景観地区の指定を推進します。 います。

望月8 P87 ④主要施策　○土地利用　（行11～12） （全部削除）

（８） ・佐久市としての一体性の醸成や、地域の均衡ある持続的 　都市計画区域変更が決定し、ほとんどの集落を含む地域に区域が拡大されたた

発展のため、都市計画区域を指定します。 め。

望月9 P87 ④主要施策　○土地利用　（行12の次行に文面を追記） （追記）

（９） ・国道１４２号沿道における特定用途制限地域の指定を検 　特定用途制限地域指定の検討区域を、望月地域まで拡大するため。

討します。

望月10 P87 ④主要施策　○施設整備　（行9～10） （一部修正）

（１０） ・観音峯活性化センター隣接地における、クラインガルテン ・佐久クラインガルテン望月に隣接する市有地の整備を検 　観音峯活性化センター隣接地にクラインガルテン整備が完了したため。　

の整備及び周辺整備を推進します。 討します。

望月11 P89～90 地域別構想図（望月地域） （図面の修正）

（１１） 構想図⑤ 　公共施設の名称変更等。 　都市計画マスタープラン策定後の経年変化に対応するため。
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