
1-7　佐久市の主なできごと

西暦 主要事項

2011年 平成23年 1月 在エストニア日本国特命全権大使が表敬訪問

2月 大沢森林整備拠点・交流体験施設「大沢森の分教場」完成

3月 東日本大震災発生

被災者支援のため大船渡市に市職員緊急派遣

佐久市子ども未来館１０周年記念イベント開催

浅間中学校改築事業完了

中部横断自動車道「佐久小諸JCT～佐久南IC」８.５kmが開通

防災行政同報無線市内全局開局

　 岩﨑弘副市長退任

4月 小池茂見副市長就任

第１回佐久市地域公共交通確保維持改善協議会開催

　 大船渡市へ義援金５，７００万円と飲料水・寝具等を柳田市長持参

5月 エストニア共和国サク市から公式訪問

佐久バルーンフェスティバル・佐久鯉まつり開催

　 6月 第１回地下水等水質源保全連絡調整会議開催

モンゴル大使が表敬訪問

佐久医療センター建設予定地の地区計画が決定

7月 震災に伴う節電と災害復興支援の一環として、市職員がオリジナルＴシャツによる

スーパークールビズ実施

佐久市が「佐久地域定住自立圏」の中心市を宣言

臼田トンネル産古型マンモス化石が市天然記念物に指定

第１回市民交流ひろば設計・管理運営計画検討委員会開催

信州佐久の「水」を守るシンポジウム開催

8月 佐久市の中学生１４名がモンゴル国とアメリカ合衆国で研修

佐久市子ども未来館で小惑星探査機「はやぶさ」の帰還カプセル特別公開

9月 佐久市市民活動サポートセンター設置計画を策定

「ふたりあわせて２００歳」の長寿姉妹 篠原けさじさん清水けさよさん市役所へ訪問

イオンリテール株式会社と「災害時の防災活動協力に関する協定」を締結

新クリーンセンター施設整備計画を策定

泉小学校校舎棟完成

まちじゅう音楽祭開催

市議会が「地下水・湧水保全都市」を宣言

佐久医療センター建設予定地の建築物の制限に関する条例を制定

10月 スマートフォンを使った観光ナビゲーションシステム

中山道「佐久っとナビ」を試行

エストニア国会議長が表敬訪問

埼玉県朝霞市と「災害時における相互応援に関する協定」を締結

浅間中学校北側主要地方道における花壇整備活動として、県アダプトシステム

基本協定に浅間中学校生徒会と長野県、佐久市が調印

モンゴル国スフバートル区の小中学生１０名が佐久市で交流研修

11月 三浦前佐久市長が秋の叙勲で旭日中綬章を受章

市民交流ひろば設計・管理運営計画検討結果報告会

佐久農業祭に合わせ「三陸大船渡さんま祭in佐久」を開催

12月 佐久医療センター建設工事に着手

水資源保全共同声明発表

年月
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西暦 主要事項

2012年 平成24年 1月 定住自立圏形成協定調印

佐久ケーブルテレビ、蓼科ＣＡＴＶへの伝送開始

新クリーンセンター建設に係る環境影響評価（環境アセス）着手

佐久総合運動公園陸上競技場建設工事起工

2月 秋原北胤監督（カエルカフェ代表）映画ロケ支援協定締結

秋田県由利本荘市との「災害時における相互応援に関する協定」締結

3月 佐久市農業再生協議会設立

新作バルーン「佐久の鯉太郎」お披露目

4月 「障害者支援施設臼田学園」開設

大森立嗣監督映画［ぼっちゃん］制作発表

平根発電所「再生可能エネルギー施設」売買契約調印

市民活動サポートセンター開設（野沢会館）

5月 第２０回記念作バルーンフェスティバル２０１２開催

第５０回記念佐久鯉祭り開催

公園アダプトシステム８団体調印

新斎場建設に向け長土呂区と「斎場整備に関する覚書」締結

6月 市民交流広場ワークショップ７回開催

道路・公園アダプトシステム２９社調印

「はやぶさの日」制定

秋原北胤監督映画「家」制作発表。ワークショップ３回開催

「棚渕橋」開通

7月 望月中学校管理普通教室棟改築工事着手

食品放射能測定開始

8月 「信州佐久の水を守る」講演会開催

平尾山公園来園者６００万人突破

臼田中学校屋内運動場完成

都市計画道路近津砂田線開通

子ども未来館入館者９０万人達成

枝野産業経済大臣、岩村田本町商店街視察

9月 佐久市総合防災訓練（千曲川スポーツ交流広場）

泉小学校屋内運動場完成

10月 公共交通体系の見直しに伴う「臼田デマンドタクシー」出発式

第一回佐久市緑の街づくりコンクール表彰式

秋原北胤監督映画「家」ロケ実施

「佐久市メガソーラー発電事業（望月茂田井）」プロポーザル実施

大船渡市復興支援・防災講演会

佐久市農業祭「地産地消フェア」開催

11月 第１回比田井天来・小琴顕彰佐久全国臨書展開催

12月 ビートたけし氏デザインによる熱気球お披露目

『ＳＡＫＵＢＬＯＯＭ』イルミネーションイベント（佐久平駅周辺）開催

年月
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2013年 平成25年 1月 新小学校校名案「佐久平浅間小学校」発表

(株)長野パルセイロ・アスレチッククラブとの相互協力に関する協定書締結

神奈川県茅ケ崎市との「災害時における相互応援に関する協定」の締結

2月 「佐久南インターチェンジ周辺整備計画に関する覚書」調印

斎場建設基本設計に着手

3月 新・望月図書館開設

泉小学校改築事業竣工

佐久総合運動公園陸上競技場竣工

長土呂区より「斎場建設地」の同意書提出

臼田中学校改築事業竣工

温水利用型健康運動施設基本計画を策定

4月 乳幼児に対する福祉医療の支給対象者の拡大

佐久市議会議員一般選挙並びに佐久市長選挙

メガソーラー発電所着工

２期目栁田市政スタート

5月 秋原北胤監督映画「家」公開

佐久市・長野県・ＪＲ東日本による移住・交流促進に向けた連携の取組

　佐久市移住お試しツアー（第１弾）

佐久総合運動公園陸上競技場オープン記念イベント

　「Ｑちゃん（高橋尚子さん）と楽しく走ろう佐久！」

6月 新クリーンセンターに係る一部事務組合の構成団員及び名称の決定

7月
愛知県岡崎市・神奈川県茅ケ崎市・岐阜県関ヶ原町との「災害時における相互応援に
関する協定」の締結

佐久市・長野県・ＪＲ東日本による移住・交流促進に向けた連携の取組

　長野県・佐久市移住セミナーin東京・有楽町（第１回）

(仮称)佐久平浅間小学校着工

8月 市営住宅一本柳団地竣工

斎場建設位置の都市計画決定

佐久総合運動公園陸上競技場にてＡＣ長野パルセイロホームゲーム初開催

望月中学校管理普通教室棟完成

9月
「佐久市水力発電施設基本計画及び性能検討等業務」プロポーザル公募による候補者
の選定

新海誠監督映画「言の葉の庭」舞台あいさつ

佐久市近代美術館開設３０周年記念特別企画展「平山郁夫―仏教伝来」開催

佐久地区更生保護サポートセンター開設

10月 「水資源保全サミット」開催

「ＮＨＫオンバト＋」公開録画の実施

市民交流ひろば開園

佐久市子ども未来館入館者１００万人達成

11月 佐久市メガソーラー発電所開所

新クリーンセンター整備に係る環境影響評価（環境アセス）現況調査中間報告会開催

ＡＣ長野パルセイロＪＦＬ初優勝

「ＳＡＫＵＢＬＯＯＭ」イルミネーションイベント

信州佐久田舎暮らし支援センター発足

年月
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2014年 平成26年 1月 新小学校「佐久平浅間小学校」校章発表

2月 大雪災害の発生（災害対策本部設置）

県知事へ自衛隊の派遣要請

県消防防災ヘリの派遣要請

国や県をはじめとする防災関係機関、各区長等と連携し対応

3月 佐久総合病院再構築に伴う臼田まちづくり事業計画策定

佐久市豪雪農業被害対策本部設置

災害時におけるＬＰガスに係る協力に関する協定の締結

琵琶島橋先線開通式

佐久市消費者センター開所

4月 新しい保健活動がスタート、コウノトリ支援事業を拡大

佐久総合運動公園補助競技場オープン

移住体験住宅利用開始

市内巡回バスバリアフリー車両の導入

学校給食応援団設立

5月 新クリーンセンター及び温水利用型健康運動施設整備に関する基本合意書調印

佐久南インターチェンジ周辺整備事業計画策定

第１回臼田地区小学校施設整備検討委員会を開催

土屋盛夫教育長が退任

楜澤晴樹教育長が就任

佐久、臼田、望月ライオンズクラブとの包括的連動協定の締結

7月 佐久市市民創錬センター着工

小諸市外二市御牧ケ原水道組合を小諸市上水道事業に統合する協定書調印

近津土地区画整理事業竣工

オールマイティ１年生事業スタート

水資源保全全国自治体連絡会の設立

市内各図書館で読書通帳がスタート

望月の光と風と緑　読書に心地よい椅子コンテスト投票

8月 佐久大学および佐久大学信州短期大学部と包括連携協定の締結

温水利用型健康運動施設　源泉掘削工事着工

10月 新佐久市誕生１０周年記念事業のスタート

佐久市・北佐久郡環境施設組合設立

佐久市足育推進協議会設立

劇団四季ファミリーミュージカル「魔法をすてたマジョリン」開催

岸野小学校屋内運動場着工

新斎場建築工事着工

佐久総合運動公園陸上競技場でＪ.ＤＲＥＡＭＳスペシャルマッチの開催

佐久市オリジナルナンバープレートデザイン発表

11月 望月中学校特別教室棟完成

12月 東西幹線第２期工区開通

年月
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2015年 平成27年 1月 佐久平浅間児童館起工

佐久消防署竣工

佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略本部設立

臼田地区４小学校の１校統合決定

3月 「出張なんでも鑑定団in佐久」公開収録

３月９日（佐久の日）制定、記念イベント開催

北陸新幹線金沢延伸開業

4月 オリジナルナンバープレート交付式

長野県・佐久市生活就労支援センター「まいさぽ佐久」開所

「新・佐久市誕生１０周年記念式典」挙行

佐久平浅間小学校開校

5月 黒岩肇教育委員長退任

新教育委員会制度への移行に伴い、楜澤晴樹新教育長就任

樋橋地区土地区画整理準備組合に対し技術的援助を決定

7月 温水利用型健康運動施設建設工事着工

新クリーンセンターをごみ焼却場として都市計画決定

トレーニングマッチ 「ＡＣ長野パルセイロ VS 松本山雅ＦＣ」 開催

あさしな温泉穂の香乃湯入館者３００万人達成

大船渡市復興支援　防災講演会　開催

岩村田小学校改築工事起工

佐久平浅間小学校竣工

佐久平浅間児童館竣工

旧中込学校防災修理整備工事竣工

8月 市民創錬センター竣工

佐久市プレミアム商品券発売

佐久市足育推進協議会足育サポートセンター開所

9月 ドリームサッカー 「日本代表ＯＢがやって来る！in佐久」 開催

ＮＨＫ「民謡魂　ふるさとの唄」公開収録

ヒルクライム佐久　開催

新・佐久市誕生１０周年記念事業　終了

10月 「佐久市人口ビジョン」および「佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定

「佐久市生涯活躍のまち構想」策定

11月 十二川原工業団地土地売買仮契約調印

12月 中込原都市基盤整備事業 道路開通式（中込中央区）

年月
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2016年 平成28年 1月 佐久市臼田健康活動サポートセンター起工

栁田市長、小林議長をはじめとする公式訪問団がエストニア共和国サク市を訪問

望月地区新保育所、平賀・内山地区新保育所起工

布施温泉　来館者数３００万人達成

一般社団法人長野県警備業協会と「災害時における交通及び地域安全の確保等に係る
業務に関する協定」を締結

岸野小学校屋内運動場竣工

2月 中込小学校に大工原朝代文庫設置

望月中学校屋内運動場竣工

3月 平根マイクロ水力発電所開所

油井亀美也宇宙飛行士が佐久市子ども未来館名誉館長に就任

湯原新田線開通

龍岡城駅線開通

佐久市子ども未来館　年間来館者１０万人達成

4月 佐久平斎場の供用開始

プレママ医療給付事業スタート

地域子育て支援拠点施設「わくわくランドＵ-６」イオンモール佐久平にオープン

望月中学校武道場竣工

熊本地震で被災した熊本市へ物資等を支援

平尾山公園アスレチックリニューアルオープン

5月 県立武道館の佐久市への建設が決定

「タイ、サンスク町における町ぐるみ高齢者ケア・包括プロジェクト」看護研修生訪
問

公益社団法人長野県公共嘱託登記土地家屋調査士協会が佐久市田口の「日本で海岸線
から一番遠い地点」に１級公共基準点を設置

6月 ＪＡＸＡが新たな深宇宙探査用地上局（新アンテナ）建設地の造成工事に着手

7月 望月中学校プール竣工

浅間会館改築工事起工

佐久学校給食応援団発足

佐久南交流拠点施設（道の駅）起工

8月 佐久市役所南棟開庁

9月 泉小学校５０周年記念式典開催

10月 佐久市臼田健康活動サポートセンター「うすだ健康館」竣工

三河田工業団地　土地売買仮契約調印

佐久総合運動公園野球場建設工事起工

北中込駅前広場竣工

エストニア共和国サク市子ども交流研修生佐久市訪問

11月 岩村田小学校普通特別教室棟竣工

図書館講座　新海誠監督講演会開催

エストニア共和国出身の元大関　把瑠都氏が佐久市親善交流大使に就任

12月 佐久市温水利用型健康運動施設「平尾温泉　みはらしの湯」がオープン

年月
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2017年 平成29年 1月 中佐都児童館　館庭および駐車場工事竣工

個人番号カードを活用した証明書のコンビニ交付サービス開始

油井亀美也宇宙飛行士　佐久市子ども未来館名誉館長就任記念講演

望月中学校改築事業竣工

2月 市営住宅白山団地リフォーム１期工事竣工

3月 国保浅間総合病院新中央棟開院

4月 城山保育園、もちづき保育園開園

子どもの医療費助成の対象を１８歳まで拡大

認知症ＳＯＳネットワークさく開始

中込会館開館

佐久市議会議員一般選挙並びに佐久市長選挙

第５０回記念佐久市強歩大会開催

栁田市長３選初登庁・就任

地球温暖化対策のための佐久市「ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ」（賢い選択）宣言

5月 佐久市認知症初期集中支援チーム開始

友好都市提携１０周年を記念して、エストニア共和国サク市長はじめ公式訪問団が来
市

十二川原工業団地土地売買仮契約調印

6月 文化振興課文化財事務所移転

岩村田小学校屋外プール引渡し

7月
特別企画展「美術館に行こう！ディック・ブルーナに学ぶモダン・アートの楽しみ
方」展開催

道の駅「ヘルシーテラス佐久南」グランドオープン

給付型奨学金創設のために武論尊氏から４億円寄附目録贈呈

「武論尊１００時間漫画塾」開催に関する連携協定調印式

臼田支所新庁舎建築工事起工

三河田工業団地内分譲地（Ｂ区画）土地売買仮契約調印

エストニア共和国オリンピック委員会副事務総長マルティ・ラユ氏と同共和国駐日大
使館参事官アルゴ・カングロ氏による陸上競技場等の視察

8月 文化財事務所考古遺物展示室オープン

宝くじスポーツフェア　はつらつママさんバレーボールin佐久開催

9月 浅間会館開館

市営住宅白山団地リフォーム２期工事竣工

10月 重症心身障がい児（者）医療型短期入所（レスパイトケア）開始

地域における協力に関する協定締結

11月 佐久橋開通

国道１４２号４車線化工事竣工

龍岡城五稜郭築城１５０周年記念事業開催

佐久市青少年健全育成市民集会　武論尊氏講演

オリンピアンや世界大会で活躍するトップアスリートと交流しよう【陸上編】開催

12月 佐久長聖高等学校　指定避難所に関する防災協定調印

年月
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1-7　佐久市の主なできごと

西暦 主要事項

2018年 平成30年 1月 「北斗の拳×佐久市」コラボレーション事業発表記者会見

佐久平駅南土地区画整理組合が設立許可、事業スタート

2月 佐久市オリジナルウエディングパネルでの記念写真サービススタート

学校法人佐久学園と一般社団法人日本福祉用具供給協会との災害時要配慮者に関する
協定締結

エストニア祭開催

市営住宅白山団地リフォーム３期工事竣工

3月 中部横断自動車道開通記念プレイベント開催

県道上小田切臼田停車場線下小田切バイパスおよび市道５２－４号線丸山橋開通

平根発電所改修工事竣工

Ｓａｋｕｍｏ佐久市子ども未来館プラネタリウムリニューアルオープン

新クリーンセンター安全祈願祭・起工式

臼田支所新庁舎開所

大阪府泉佐野市との特産品相互取扱協定締結

一本柳公園開園

4月 健康診査（基本７項目）受診料金無料対象年齢に３５歳を追加

小中学生対象のフッ素洗口事業に保育園・幼稚園の年長児を追加

新移動図書館「草笛号」運行開始

佐久市給付型奨学金「ＳＡＫＵコスモス育英基金奨学金」第１期生へ給付決定

「武論尊１００時間漫画塾」開塾

佐久警察署と安全・安心ネットワーク覚書締結

中部横断自動車道　八千穂高原ＩＣ～佐久南ＩＣ間開通

5月
東京２０２０公認プログラム（教育プログラム、ようい、ドン！）ユニバーサル・ラ
ン（スポーツ義足体験授業）開催

6月 一般社団法人佐久産業支援センター設立

佐久市無料職業紹介所「さくさくワーク」開所

特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会開催

7月 パラスポーツ体験フェスティバル開催

「北斗の拳」ラッピングバスお披露目・運行開始

8月 猛暑日続く、保育園に扇風機を緊急増設

ＳＯＭＰＯボールゲームフェスタｉｎ佐久開催

長野県立武道館建築工事安全祈願祭・起工式

佐久地域流域水循環協議会設置

子ども福祉医療費給付金の支給方法を現物給付方式に変更

9月
オリンピアンや世界大会で活躍するトップアスリートと交流しよう
【スケート編】開催

「教えて！ドクター　子どもの病気とおうちケア」
第１２回キッズデザイン賞「奨励賞　キッズデザイン協議会会長賞」受賞

10月
「教えて！ドクター　子どもの病気とおうちケア」
「学校給食応援団」グッドデザイン賞受賞

映画「山中静夫氏の尊厳死」佐久地域で撮影

11月 ２０１８ＲＯＵＴＥ日本海―太平洋シンポジウム開催

災害時協力井戸標識交付および災害時等における水質検査業務協定締結

年月

－8－



1-7　佐久市の主なできごと

西暦 主要事項

2019年 平成31年 1月 インド高速鉄道関係者の佐久市視察

2月 岩村田小学校管理特別教室棟・屋内運動場棟完成

災害時における物資の緊急・救援輸送、保管等に関する協定締結

3月
2020年東京オリンピック・パラリンピックエストニア共和国ホストタウン交流事業
「北欧の小さな宝石箱・エストニア-エストニアの古伝を紡ぐ カルヨ・ポル作品を
中心に-」

佐久市役所南棟前駐車場に次世代自動車充電器設置

佐久総合運動公園野球場竣工式及び完成記念イベント開催

平尾温泉みはらしの湯　来場者50万人突破記念式典

佐久市と株式会社ジェイアール東日本企画との包括連携協定締結

小池副市長退任

「武論尊１００時間漫画塾」第１期生卒塾

4月 花里副市長就任

佐久総合運動公園野球場落成記念　イースタン・リーグ公式戦
読売ジャイアンツvs東北楽天ゴールデンイーグルス

佐久平交流センター　ピアノ更新記念
世界の名器　スタインウェイを弾いてみよう！

令和元年 5月 日本国佐久市・エストニア共和国サク市　姉妹都市協定調印

5月1日（改元・大安）に戸籍届出の受付臨時窓口を開設

北斗の拳バルーンお披露目

佐久総合運動公園野球場落成記念　高校野球招待試合
参加校：作新学院高校、佐久長聖高校、岩村田高校

佐久市上空を米軍輸送機C-130が低空飛行

6月
佐久平交流センター　ピアノ更新記念コンサート
小菅優ピアノリサイタル　スタインウェイD-274

佐久総合運動公園野球場落成記念　宝くじスポーツフェア　ドリーム・ベースボール

7月
エストニア共和国オリンピック委員会と2020年東京オリンピック事前合宿に関する
協定調印

佐久総合運動公園野球場落成記念　ソフトボール親善試合
戸田中央総合病院Medics vs 大和電機工業

オリンピアンや世界大会で活躍するトップアスリートと交流しよう
（サッカー編）武田修宏選手

8月 浅間山で小規模な噴火が発生（Jアラートによる「噴火速報」が発信される）

エストニア柔道ナショナルチーム柔道世界選手権大会事前合宿

9月 北斗の拳デザインマンホールお披露目・設置

映画「山中静夫氏の尊厳死」舞台挨拶

まちじゅう音楽祭/エストニア共和国ホストタウン交流事業
（エストニア伝統楽器カンネル弾き語り）

10月
台風第19号来襲
2名の方の尊い命が失われたほか、河川の氾濫等による家屋の倒壊や浸水、また、
道路や上下水道などのライフラインに大きな被害

浅科支所複合施設安全祈願祭・起工式

11月

一般社団法人佐久医師会　子育て向上事業
「教えて！ドクター 子どもの病気とおうちケア」
第8回健康寿命をのばそう！アワード〈母子保健分野・団体部門〉
厚生労働大臣優秀賞受賞

12月 北斗の拳マンホールカード（主人公のケンシロウ）配布開始

年月
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1-7　佐久市の主なできごと

西暦 主要事項

2020年 令和2年 1月 佐久市シティプロモーション推進事業「地蔵健診」開始

2月 新型コロナウイルス感染症対策本部を設置

3月 河川堆積土砂浚渫事業等に関する覚書　調印

佐久市子ども未来館常設科学展示物がリニューアルオープン

長野県立武道館竣工

「武論尊１００時間漫画塾」第２期生卒塾

4月 ３歳児未満児専門の小規模保育事業所２施設を開所

ワークテラス佐久オープン

都市計画道路　跡部臼田線開通

5月 特別定額給付金窓口の開設

佐久地域外来・検査センター開設

6月 佐久平駅南土地区画整理事業　造成工事等着工

内山牧場キャンプ場サニタリー棟リニューアルオープン

7月
コロナ禍で尽力されている医療従事者の方々にエールを送る無観客の演奏会
ブルーライト・ファンタジー「感謝」「敬意」

コロナ禍で自粛を余儀なくされた自営業者や市民らにエールを送る無観客の演奏会
オレンジライト・ファンタジー「再会」「胎動」

岩村田小学校改築事業竣工

公益社団法人こども環境学会と包括的な連携に関する協定　締結

8月 店舗等利用促進券「がんばろう佐久！応援券」を配布

佐久市ホテル旅館組合と災害時における要配慮者等の避難所確保に関する協定を締結

9月 「武論尊１００時間漫画塾」第３期生入塾

千曲川洪水ハザードマップ（１，０００年確立）を該当地区へ配布

10月 令和元年東日本台風（台風第１９号）から１年

佐久市オリジナル風呂敷を製作・販売

東会館改築工事着工

「佐久市気候非常事態」を宣言

佐久市プレミアム付商品券　３９プレミアムを販売

11月 千曲川流域復興等花火の打ち上げ

佐久総合運動公園クロスカントリーコース竣工・竣工記念小学生駅伝大会開催

長野県行政書士会佐久支部と災害時における被災者支援に関する協定　締結

12月 佐久平クリーンセンター稼働開始

「はやぶさ２」カプセル帰還「パブリックビューイング」

長野県弁護士会と災害時における相談業務に関する協定　締結

年月
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1-7　佐久市の主なできごと

西暦 主要事項

2021年 令和3年 1月 臼田地区新小学校校名案発表「佐久市立臼田小学校」

日本初！自治体が運営するSlackを活用した移住のオンラインサロン「リモート市役
所」を開設

2月 男女共同参画推進事業者として株式会社堀内組、岸野親芋の会を表彰

駒場公園テニスコートリニューアル

浅科支所複合施設竣工

3月 店舗等利用促進券「がんばろう佐久！応援券2021」を配布

新型コロナワクチン接種に係る立科町との調印締結

中佐都バイパス（県道塩名田佐久線）が開通

コロナ禍で命のケアをする医療従事者に向けたバルーングロー

佐久市子ども未来館開館20周年イベント油井亀美也氏のオンライントークショー

稲荷山公園複合滑り台リニューアル、滑り初め式

佐久総合運動公園の全整備完了

令和元年東日本台風で被災した佐久市下水道管理センター等の下水道施設本復旧

4月 東京2020オリンピック聖火リレー

JAXA美笹深宇宙探査用地上局が開局

栁田清二市長が4期目の就任

5月 佐久バルーンフェスティバル　初めての無観客開催

明治安田生命保険相互会社と健康増進に関する連携協定を締結

新型コロナワクチン接種（個別・集団）が開始

吉岡道明教育長が就任

樫山孝様寄贈のエストニアピアノお披露目

6月
県内自治体初！電子クーポン発券サイト「佐久ハレタ」でさく割電子クーポンの配布
開始

佐久市、日本郵便株式会社佐久市内郵便局及び佐久警察署との包括連携に関する協定
を締結

ユーグループと佐久市との包括連携に関する協定を締結

香坂山遺跡で出土した旧石器時代の石器「石刃」が国内最古となる3万6800年前のもの
と発表

佐久市とソフトバンク株式会社との地域活性化事業連携に関する協定を締結

7月 臼田地区新小学校建築工事着工

野沢会館（生涯学習センター）改築工事着工

エストニア共和国オリンピック選手団による事前合宿

8月 「武論尊100時間漫画塾」第3期生卒塾

エストニア共和国ケルスティ・カリユライド大統領来訪「テッラ・マリアナ十字勲
章」授与

東京2020パラリンピック聖火フェスティバル

令和3年度外務大臣表彰受賞（エストニア共和国サク市との交流）

新型コロナワクチン接種PRキャンペーンを実施

「武論尊原作展　デビューからの軌跡　武論尊／史村翔の世界」を開催

9月 「武論尊100時間漫画塾」第4期生入塾

佐久臼田インター工業団地竣工

10月 「デマンド交通さくっと」実証運行開始

北斗の拳マンホールカード第2弾「ジャギ」を制作・配布開始

学校給食臼田センター建築工事着工

「武論尊×佐久市」ラッピング車両お披露目

11月 経済復興祈念花火の打上げ

佐久市交通事故防止市民週間

東会館竣工

年月

－11－


