
佐久市の玄関口としての「まちづくり」

佐久平駅南地区 まちなみ整備について

イメージパースを掲載

長野県 佐久市
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佐久平駅南地区まちなみ整備方針 目次構成案

②広場・公園づくり
◇対象

・（仮）みんなの広場
・佐久平駅駅前広場
・（仮）砂田公園
・施設系（商業系）宅地の

公開空地
◇広場・公園の位置づけ
◇広場・公園の使われ方のイメージ
◇広場・公園の整備方針

③みせなみ（商業地区）づくり
◇対象

・商業地区
◇商業地区の位置づけ
◇商業地区の使われ方のイメージ

・公⺠境界部分の使われ方
◇商業地区の整備方針

・ハートのある建物
・色彩
・素材
・緑化率 等

④いえなみづくり
◇対象

・居住地区
◇居住地区の位置づけ
◇いえなみのイメージ
◇いえなみづくりの方針

・壁面位置
・屋根形状
・高さ
・色彩
・素材
・緑化率 等

１．まちなみ整備方針策定の背景・目的等
（１）背景・目的
（２）位置づけ
（３）対象範囲

２．佐久市の概要及び
佐久平駅周辺の位置づけと現状及び課題

（１）佐久平駅周辺の位置づけ
（２）佐久平駅周辺の現状及び課題

３．まちづくりの方針
（１）まちづくり整備方針
（２）まちづくりのイメージ
（３）ゾーニング（ダイアグラム）

４．まちなみ整備方針
（１）公共空間・沿道街区整備方針

①みちづくり
◇対象

・区20-1号線
・佐久駅蓼科⼝線
・歩⾏者専⽤道路
・佐久平駅南2号線
・佐久平駅南1号線
・居住地区の区画道路

◇路線の位置づけ
◇路線の使われ方のイメージ
◇路線の整備方針

・幅員構成
・横断構成（標準断面）
・舗装
・電柱・植栽・照明

ファニチャー 等
◇沿道の連携方針、連携整備

５．維持管理の考え方
（方針の実現に向けて）
（１）公⺠連携の役割分担

・公共の役割
・⺠間（商業施設）の役割
・⺠間（居住者）の役割

（２）運⽤の考え方

参考．上位計画等の整理
（１）上位計画

①佐久市都市計画マスタープラン
②佐久市景観計画
③佐久市緑の基本計画

（２）法規制
①⽤途地域
②佐久平駅南地区地区計画

（３）まちづくり動向
①プレイスメイキング
②まちづくり推進委員会からの

提言
③ワークショップ等による

住⺠の声
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１ まちなみ整備方針策定の策定にあたって

（１）まちなみ整備方針策定の背景・目的
佐久平駅南地区では、佐久平駅を核として市街地整備した佐久平駅周辺地区に隣接する約２１ｈａの農地を、道路・公園等の公共

施設整備、並びに宅地造成を行い、新たな市街地を形成する計画です。
新たな市街地整備にあたり、佐久市の美しく豊かな景観を守り、市民の誇りとなる街並みをつくり、育んでいくことが、市民がいつ
までも佐久市に暮し続けたいと思い、佐久市を訪れる人にも魅力的に感じさせ、今後の佐久市の発展にも重要な取り組みとなってい
くと考えられます。

本市では、平成２１年に佐久市景観計画を策定し、市域全体の景観資源を生かした景観づくりに取り組み始めました。
また、平成３０年に改訂した「佐久市都市計画マスタープラン」では、「都市景観の育成方針」を定め、「原風景」と調和した「新
風景」を生み出し、市民の土地への愛着を醸成していくことを目標に掲げています。

これらを踏まえ、佐久平駅南地区では、地区全体で統一された都市景観を構築するため、平成３０年に「地区計画」を定め、建築
物の壁面位置や高さ、形態・意匠、かき又はさくの構造等について、土地利用者に対する制限を定めたところです。

このような背景のもと、都市を形成する重要な景観要素である公共施設等の具体的な整備内容を明らかにし、さらなる魅力あるま
ちづくりを進めるため「佐久平駅南地区 まちなみ整備方針」を策定します。

（２）まちなみ整備方針策定の位置づけ
佐久平駅南地区のまちなみ整備方針は、「佐久市都市計

画マスタープラン（Ｈ３０）」、「佐久市景観計画」及び
「佐久平駅南地区地区計画」を踏まえたうえ、まちなみ整
備方針を定めます。

第二次佐久市総合計画

まちなみ整備方針

公共施設設計 開発事業者等

反映

地区計画

佐久市景観計画佐久市都市計画マスタープラン
《都市景観の育成方針等》
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１ まちなみ整備方針策定の策定にあたって

（３）対象範囲
佐久平駅南地区のまちなみ整備方針は、佐久平駅蓼科口方面から、今回新たに開発される市街地を含んだ範囲を対象とします。

主要地方道下仁田・浅科線

都
市

計
画

道
路

近
津

砂
田

線
市⺠交流ひろば

ﾐﾚﾆｱﾑﾊﾟｰｸ

ｲｵﾝﾓｰﾙ

浅間中学校

浅間総合病院

佐久平駅南地区
⼟地区画整理事業

凡例

対 象 範 囲
⼟地区画整理事業
区域
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２ 佐久市の概要及び佐久平駅周辺の位置づけと現状及び課題

（１）佐久市の概要

①市の概要
本市は長野県の東端に位置し、県歌『信濃の国』に歌われる県下四つの平の一つ

佐久平の中心に位置する、緑と清流に恵まれた高原都市です。市の中央には滑津川
片貝川・湯川の各支流が注ぐ、千曲川が貫流しており、その豊富な清流により育つ
「佐久鯉」は代表的な名産になっています。

また、市内に広がる広大な肥沃地は佐久の穀倉と言われ、水稲をはじめ、りんご
もも、プルーン、高原野菜、花卉等の栽培が行われています。また四方を見渡すと
北に浅間山を中心とした上信越高原国立公園、南に八ヶ岳中信高原国定公園、東に
妙義荒船佐久高原国定公園が広がり、山々に囲まれた地形となっています。

晴天率は全国トップクラスであり、これは雄大な山々の眺望や天体観測に繋がっ
ています。

夏は湿気が少なく冷涼で、標高およそ７００メートルに吹く風は涼しく、過ごし
やすいのが特徴です。

②高速交通ネットワーク
本市の高速交通ネットワークは、既に佐久―東京間を

約７０分で結ぶ北陸新幹線及び首都圏を１００分、日本
海を９０分で結ぶ上信越自動車道が整備されており、さ
らに現在は佐久－静岡間を１２０分で結ぶ中部横断自動
車道の整備が進められ、高速交通ネットワークの結節地
としての位置付けがますます強まっています。

このことから、近年、首都圏からの通勤・通学圏の高
原都市としても注目されており、インターネット回線を
通じて在宅ワークをしたり、首都圏に比べて物価の安い
佐久で起業し、必要な時だけ東京へ、という生活スタイ
ルを選ぶ人も増えています。

発展する中心部は大型商業施設の集積が進み大変利便
性が高く、周辺部には里山や水田など豊かな自然が広が
ります。このバランスのよさが好まれ、二地域居住や移
住定住の地にもなっています。
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佐久市の位置

うすだスタードーム
出典：うすだスタードームHPより

内山牧場キャンプ場と
妙義荒船佐久高原国定公園
出典：内山牧場キャンプ場HPより佐久市の高速交通ネットワーク図



（２）佐久平駅周辺の位置づけ
佐久平駅南地区（樋橋地区）を含む地域は、国土利用計画（佐久市計画）において北部地域に分類され、北陸新幹線佐久平駅、上

信越自動車佐久インターチェンジ及び中部横断自動車道佐久北インターチェンジ、佐久中佐都インターチェンジを有し、佐久平駅を
中心として高速交通網や幹線道路の整備に伴う新たな商業集積が形成され、当市の中心的市街地となっています。

佐久平駅南地区（樋橋地区）北部の佐久平駅周辺は、新幹線の開業に合わせ、その波及効果を最大限に享受できる拠点都市として、
その先導的役割を果たすための「まちづくり」が佐久平駅を中心とした土地区画整理により実施されました。
テーマを「ウッディ・カウンティ・SAKU」とし、新・高原都市生活を提案するべく、ライフスタイルを重視した個性的なゾーンの形
成や、計画形成のための地区計画の設定を行い、その計画に沿って街並みを整備してきました。

佐久駅周辺地区

ゾーン設定

快適な歩行空間

テーマタウンゾーン：佐久地域の都市拠点として玄関口に相応しい良好な自然環
境と個性豊かで魅力あふれる地区の形成を図るゾーン

センターゾーン ：魅力的且つ機能的な都市拠点地区。複合的な都市機能を有
し、機能相互の相乗効果を活用した利便性の高いゾーン。

住宅ゾーン ：高原都市に相応しい景観を有した個性豊かな住宅地を形成
するゾーン。ゆとりのある敷地に芝生や植栽等緑豊かな環
境と個性的で全体の統一感がある街並みを形成。

佐久平駅周辺は「ウッディ・カウンティ・SAKU」をテーマに、

ゾーンの形成や地区計画の設定を行い、街並みを整備しました。

ポイント

佐久平南地区

佐久駅周辺地区土地区画整理事業のゾーン設定
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２ 佐久市の概要及び佐久平駅周辺の位置づけと現状及び課題



（３）佐久平駅周辺の現状及び課題
佐久駅蓼科⼝線
・ゼブラ帯等により⾞両スピードが出し

やすく、交通量が多く歩⾏者の横断箇所

も少ないため気軽に横断できない構造

・植栽が貧弱で、空間としての潤いに乏

しい（楽しい空間が形成されていない）

・⻄側は、公園等と連続性を持った歩道

となっておりイベント活⽤やベンチの設

置等による滞留空間の創出は可能だが、

東側は狭い

佐久駅蓼科⼝線沿道空間（イオンモール
側）
・歩道と駐⾞場との緩衝緑地帯が整備さ

れており、買い物客が市⺠交流ひろば側

へ出る⾏動を阻害しており、イオンモー

ルとの歩⾏動線の形成が必要

佐久駅蓼科⼝線と下仁⽥浅科線交差部
・歩⾏者のスムーズな横断環境の形成が

必要（横断歩道橋の構造、横断方法、景

観的な連続性等）

佐久平交流センター
・周辺の広場や公園との連続性が乏しい

・拠点となる公共空間としての活⽤方策の検討が必要

市⺠交流ひろば
・イベントに対応した空間（芝生広場、ステージ等）が

形成されているが、⽇常的に利⽤できる仕掛けが必要

・遊具やあずまや、花壇等は⽇常的な利⽤者が⾒られる

ため、周辺の施設利⽤者の利⽤を促進する仕掛けづく

りが必要

（仮）みんなの広場
・周辺の商業施設と連携した利⽤方策の

検討が必要

・区20-1号線と一体的な活⽤を図ること

ができる仕掛けが必要

区20-1号線
・通過交通の流⼊を抑制する仕組みが必要

・地区内の施設へのアクセス路として、速度の抑制方策

の検討が必要

・歩⾏者空間の充実を図り、沿道の商業施設等と一体的

な滞留空間の形成が必要

南北歩⾏者専⽤道
・商業系ゾーンを南北に貫く歩⾏者専⽤道の形成

・沿道の商業施設と一体的な歩⾏者空間の形成

区20-1号線と南北歩⾏者専⽤道交差部
・歩⾏者を南北方向へ導く空間が必要

（ポケットパーク化）

・⽇常的な商業施設等への集客が認められるものの、施設外で憩う

姿はほとんど⾒られず、施設間の移動もない状態

・商業施設を利⽤している買い物客等が、シンボルゾーンに出てこ

ようとするための仕掛けが必要（ハード、ソフト両面の仕掛け）

佐久平駅蓼科⼝駅前広場
・ミレニアムパークと隣接しているが、JR小海線及び付

近の植栽の配置により⾒通しが悪く、一体感が得られ

ない
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２ 佐久市の概要及び佐久平駅周辺の位置づけと現状及び課題



３ まちづくりの方針

（１）まちづくり整備方針 国道141号バイパス
至 上信越自動⾞道佐久IC

主要地方道
下仁田・浅科線

都
市

計
画

道
路

近
津

砂
田

線

【人々が集まり、活動するまちの形成】
・市の内外から人が集まり、居⼼地の良い空間で多様な人がそ

の人らしく生き生きと文化的な活動をする場面（シーン）

のあるまちの形成を図る（プレイスメイキングの考え）

・佐久駅蓼科⼝線〜区20-1号線〜特6号線歩⾏者専⽤道路を中
⼼に回遊性と景観の向上を図り、周辺に賑わいをもたらす

まちの軸とする。
・まちの中⼼軸（シンボル軸）に、商業施設や公園・広場等に

来訪する人々にとってゆとりがある居⼼地の良い空間を形

成し、人々が活動する場所としていく。
・下仁田・浅科線以北については既存の商業施設、公共公益施

設とシンボル軸との連携の仕組みづくりを促し、下仁田・

浅科線以南では新たに整備される商業業務施設や居住施設

とシンボル軸との一体的な整備を図る。

シンボル軸の形成〔人々の活動場面の創生〕
・シンボル軸を中⼼として、周辺の街区を縦横につなぎ、

回遊性と景観の向上に資する空間を形成する。
・沿道と一体的になって、来訪した人が活動し、又は憩

うことができる空間を形成し、人とまちが一体と

なって生み出される賑わいという景観の創出を目指

す。
・周辺の集客施設からシンボル軸へ人がでてくる仕組み

をしかけていく

シ
ン

ボ
ル

軸

既存施設の連携の仕組みづくり
・既存の商業施設や公園、広場、公共施設等とシンボ

ル軸との連携の仕組みづくりを図る

シンボル軸と一体的な整備の推進
・⼟地区画整理事業による商業施設や公園、業務施設、

居住施設等とシンボル軸との一体的な整備を図る
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※

【※文化的な活動】
サークル活動や教室などで、一つのことに熱意を

持って取り組むことや、道路・ひろばの滞留空間で

オープンカフェで談笑したり、休憩施設で自分の時間

を過ごしたりすること。



３ まちづくりの方針

（２）まちづくりのイメージ
整備方針よりイメージされるまちの姿は下記のとおりです。

・歩道や沿道の商業施設が一体的に形成されており、そこ
にあるベンチや木陰でちょっと休めるような空間がある。

・広場や公園で溜り場ができていて、一人でも大人数でい
ても⼼地いいと思える空間がある。

・シンボル軸を抜ければ静かな住宅地が並び、多くの人で
賑わう場所とは一線を画したような、居住者が安⼼して
くらせるまちがある。

・道路や周辺施設には適度な灯りがあり、夜の顔をつくり
だし、雰囲気の良い空間や安らぎを与える空間がある。
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使える、憩える、笑顔咲かせる佐久のまちコンセプト

・シンボル軸を中⼼とした道路空間と、沿道施設や住宅地とが相互に関連、連携しあいながら、様々な
人々が楽しく、自由に、いきいきと活動することができる。

・たくさんの人たち同士のふれあいが、このまちにさらなる価値を生み出す。

・この場所に来ることが楽しい、癒されると思わせる空間や活動がたくさんある。

・佐久平駅前にふさわしい新たな時代の先駆けとなるような場所になるとともに、佐久市が他に誇れる大
事な場所となる。

まちづくりのイメージ

空間イメージ
・近くにはカフェや出店などもあって、そこで買ったもの

を持ち寄ってゆっくりできる。
・週末にはイベントも⾏われていて、地域と触れ合えたり

地域の特色を手に取ることができる。
・道路やひろばを使って、サークル活動やダンスなど様々

な活動ができ、そこからコミュニティができ、交流が生
まれる。

・溜り場に集い、おしゃべりが弾み、笑顔が絶えない風景
がある。

活動イメージ



３ まちづくりの方針

（３）ゾーニング（ダイアグラム）
国道141号バイパス
至上信越自動⾞道佐久IC

主要地方道
下仁田・浅科線

都
市

計
画

道
路

近
津

砂
田

線

商業ゾーン

広 場 ・ 公 園
ゾーン

複合ゾーン

居住ゾーン

複合ゾーン

シ
ン

ボ
ル

軸

広場・公園
ゾーン

広場・公園
ゾーン

凡例
シンボル軸
広場・公園ゾーン
商業ゾーン
複合ゾーン
居住ゾーン

シンボル軸
・各ゾーンの往来を促す空間とする。

・佐久平駅から佐久平駅南地区南端までを繋

ぎ、シンボル軸を中⼼として賑わいがにじ

み出る空間とする。

・人々の活動や滞留の誘発をめざし、歩⾏者

環境の充実を図る。

・シンボル道路として、駅南側のまちの骨格

をなす空間を形成する。

商業ゾーン
・シンボル軸と広場・公園ゾーンと一体とな

り、来客者等が⽇常的に屋外で活動できる

場を提供する。

・周辺ゾーンと連動した駅南側の景観を形成

する。

広場・公園ゾーン
・佐久平駅から佐久平駅南地区南端に至るま

で、⽇常・イベント時の屋外での活動・滞

留空間の核となる場を要所で確保する。

・周辺ゾーンと連動した駅南側の景観を形成

する。

・観光情報等、市の情報発信の拠点とする。

居住ゾーン
・良好な住宅地として、通過交通を排除し、

居住者が安⼼して歩ける環境を提供する。

・周辺ゾーンと連動しつつ住宅地らしい景観

を形成することで、⽤のない人が⼊り込み

にくい環境を形成する。

複合ゾーン
・シンボル軸と広場・公園ゾーンとが一体と

なり、居住者・来客者等が⽇常的に屋外で

⺠間による文化的な活動できる場を提供す

る。

・周辺ゾーンと連動した駅南側の景観を形成

する。

・ホテル・福祉施設等、滞在・居住者の拠点

とする。 10



４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針

主要地方道
下仁田・浅科線

都
市

計
画

道
路

近
津

砂
田

線

充実した歩⾏者空間の整備と沿道施設との連携
による地区全体の回遊性の創出
・佐久平駅から地区南側に向かう歩⾏動線を主要歩⾏動線

（シンボルゾーン）と位置付ける

・佐久平駅から区20－1号線までをイベント対応空間と位置

づけ、沿道の広場空間、公園等と一体的な活⽤を図る

・区20-1号線より南側の歩⾏者動線は、地区南側の佐久大学
に向けた歩⾏者動線と位置づけ、（仮）砂田公園以南を歩

⾞共存道路と位置付ける

佐久駅蓼科⼝線
・通過交通の抑制（イメージハンプ等の活⽤）

・イベント等に活⽤できる歩⾏者空間の形成

・市⺠交流ひろばとの一体的な歩⾏者空間の形成

（仮）砂⽥公園沿道区画道路
・佐久大学等へ向けた歩⾞共存道路の形成

（仮）砂⽥公園
・地区南側住宅地に位置する公園
・地区南北歩⾏者動線における滞留空間の形成

南北歩⾏者専⽤道
・商業系ゾーンを南北に貫く歩⾏者専⽤道の形成

・沿道の商業施設と一体的な歩⾏者空間形成

ポケットパークの形成
・区20-1号線屈曲部において歩⾏者専⽤道との接続

部（⺠地側）にポケットパーク的な空間（⺠間整
備）を確保し、区20-1号線と歩⾏者専⽤道と一体的
な歩⾏者滞留空間、小規模イベント空間として活⽤

（仮）みんなの広場
・区20-1号線と隣接する商業施設と一体的な活

⽤を図り、来街者がまちを散策するきっかけづ

くりを図る（大小のイベントの開催等）

区20-1号線
・通過交通の抑制（舗装色の変化等による抑制等）

・イベント等に活⽤できる歩⾏者空間の形成

・沿道の商業施設と一体的な空間の形成

主要地方道下仁⽥・浅科線交差部
・市⺠交流ひろばと（仮）みんなの広場をつなぐ空

間・仕掛けの形成

市⺠交流ひろばの活⽤
・佐久駅蓼科⼝線との一体的な活⽤の推進

・既存施設、空間の活⽤（周辺商業施設との連携、佐

久平交流センターとの連携の強化）

・広さを活かしたイベント開催の促進

ミレニアムパークの活⽤
・佐久駅蓼科⼝線との一体的な空間を活かした継続的

な活⽤方策の推進

高架下遊歩道
・JR小海線高架下の緑量のある歩⾏者・自転⾞道

路の維持（既存）佐久平駅前広場
・駅利⽤者の滞留空間の形成

商業ゾーン
イオンモール
等

交流ｾﾝﾀｰ

商業ゾーン

商業ゾーン

商業業務居住等
複合ゾーン

商業業務等
複合ゾーン

住宅地
・通過交通を排除し、住宅地として落ち着きのあ

る空間と景観の形成

商業ゾーン（イオンモール等）
・佐久駅蓼科⼝線とのアクセス性を向上させる仕

組みづくり

商業ゾーン
・区20-１号線や南北歩⾏者専⽤道、広場・公園

と一体となり、来街者が⽇常的に利⽤できる屋

外空間の形成

複合ゾーン
・落ち着きのある居住空間・景観を確保しながら、

屋外で⽇常的に憩い・滞留できる空間の形成

市⺠交流
ひろば

ﾐﾚﾆｱﾑﾊﾟｰｸ
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４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針
①みちづくり
ア 対象

佐久駅蓼科口線、区２０－１号線、特６号線歩行者専用道路、佐久平駅南１号線、佐久平駅南２号線、居住地区の道路（区画道
路を対象とします。

主要地方道
下仁田・浅科線

都
市

計
画

道
路

近
津

砂
田

線
イオンモール等

交流ｾﾝﾀｰ

商業ゾーン

商業ゾーン

商業業務居住等
複合ゾーン

佐久平駅
駅前広場

歩
⾏

者
専

⽤
道

路

凡例
シンボル軸
広場・公園ゾーン
商業ゾーン
複合ゾーン
居住ゾーン

（仮）
みんなの

広場

（仮）砂田公園

市⺠交流ひろば

佐久平駅南２号線

佐
久

平
駅

南
１

号
線

12



４ まちなみ整備方針

主要地方道
下仁田・浅科線

都
市

計
画

道
路

近
津

砂
田

線

佐久駅蓼科⼝線
・佐久平駅にアクセスし商業施設や公園・広場に

訪れる人を回遊させにぎわいの創出するシンボ

ル軸

・市⺠交流ひろば等周辺施設との一体的な歩⾏者

空間の形成

居住地区の道路（区画道路）
・宅地への出⼊りを交通を処理する⽇常生活に密

着した道路

・通過交通を排除し、住宅地として落ち着きのあ

る空間と景観の形成

佐久平駅南２号線
・国道１４１号から新たな商業エリアへの発生交

通量を処理し、将来的には岩村田既成市街地へ

とつながる幹線道路

・地区内へのアクセス路として円滑な⾞交通を確

保しつつ、シンボル軸の歩⾏者交通にも配慮佐久平駅南１号線
・小諸方面や佐久中佐都ICへアクセス道路となる幹

線道路
・幹線道路として円滑な⾞交通を確保する

区20-1号線
・歩⾏者空間の充実を図り、沿道の商業施設等と一体

的な滞留空間の形成するシンボル軸

・イベント等に活⽤できる歩⾏者空間の形成

・沿道の商業施設と一体的な空間の形成

商業ゾーン
イオンモール
等

交流ｾﾝﾀｰ

商業ゾーン

商業ゾーン

商業業務居住等
複合ゾーン

商業業務等
複合ゾーン

市⺠交流
ひろば

ﾐﾚﾆｱﾑﾊﾟｰｸ

特６号線歩⾏者専⽤道路
・沿道の商業施設と一体的な歩⾏者空間の形成す

るシンボル軸

（１）公共空間・沿道街区整備方針
①みちづくり
イ 路線の位置づけ

13



４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針

①みちづくり
ウ 路線の使われ方のイメージ

区２０－１号線・特６号線歩行者専用道路・佐久駅蓼科口線を活用した空間づくり

【事例：オープンカフェ】
道路占用の特例等を活用したオープンカフェの設置等に対応し、自然の揺らぎを感じなが

ら人々が憩い、賑うことのできる空間を創出します。

市民交流ひろばで行われているマルシェやイベントと連携し、歩道上でオープンカフェ

や飲食を可能とすることで、既存市街地と新市街地との回遊性の向上を目指します。
心地よさ、楽しさを感じるのに必要な、「溜まることができる場所=溜まり場」「陰りの

ある場所=陰り場」を創出し、人が留まることができる場所を提供し、留まる人が増えるこ
とで賑わいが生まれるような空間づくりを行います。

【事例：街路樹イルミネーション】
ミレニアムパークで開催される「SAKU BLOOM イルミネーション」や周辺商業施設

と連携し、区２０－１号線の街路樹をイルミネーションで装飾することを目指します。
あわせて、「クリスマスマーケット」等を開催し、冬期の賑わいを創出します。

街路樹を活用したイルミネーション
出典：image navi
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オープンカフェのイメージ
（写真：大阪府大阪市_グランフロント大阪）

出典：きたけんブログ



横断案の考え方
〔滞留空間・通⾏空間の分離〕
・イベント時等に⺠地側の歩⾞を滞留空間としても、⾞道側において、歩⾏者・自転
⾞の通⾏帯を確保する
・植栽を歩道の中央に配することで、植栽間に滞留空間を確保
・高木植栽の列植・舗装の高質化・道路空間の賑わい醸成等をすることで、シンボル

性のある道路とする

・みなし右折レーンを設置

・パークレット等、⺠地との連携による滞留空間の創出を図る

・照明等により、夜間の景観向上、イベント等の夜間の利便性向上を図る

横断案の整備内容
・⾞両⾛⾏が可能な範囲で⾞道を狭める
・植樹帯を分離して植樹桝とし、歩⾏空間の分断を避けて歩⾏幅員を確保する
・シンボルツリーとなる樹木を列植
・歩道舗装の高質化（混色は避け、単色による自然な色合いになるように留意する）
・無電柱化
・植樹桝部へのアップライトの設置（イベント対応施設（電源、水道等）の併設）

４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針
①みちづくり
エ 路線の整備方針
（ア）区２０－１号線

区20-1号線横断案 15

区20-1号線整備の目的
〔来街者の活動と滞留を促す街路空間の形成〕
・沿道街区との一体利⽤により、歩⾏空間の利活⽤・滞留の促進を図る
・⾞両スピードを抑制する
・道路のシンボル性を向上させる

・歩⾏者の横断方向の流れを作りやすくする

・景観的・空間的仕掛により、道路空間の利活⽤と歩⾞共存の推進を図る

←⻄ 東→



佐久駅蓼科⼝線整備の目的
〔佐久市の⽞関⼝としてふさわしい街路空間の形成〕
・沿道街区との一体利⽤により、歩⾏空間の利活⽤・滞留の促進を図る
・⾞両スピードを抑制する
・区20-1号線と一体となった道路のシンボル性を向上させる

・歩⾏者の横断方向の流れを作りやすくする

４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針
①みちづくり
エ 路線の整備方針
（イ）佐久駅蓼科口線

従来工法と根系誘導耐圧路盤の比較
（出典：東邦レオ）

横断案の考え方
・高木植栽の列植をすることで、シンボル性のある道路とする
・パークレット等、⺠地との連携による滞留空間の創出を図る

横断案の整備内容
・植樹帯を植樹桝へ改良し、高木植栽の列植
・植栽は、限られた歩道空間で⾏うことになることから、根系誘導耐圧路盤等で植栽

基盤を整備
・道路沿道施設や⺠間の協⼒による滞留空間を創出し、人の滞留や利活⽤を誘発する

プレイスメイキング的要素の追加

佐久駅蓼科口線整備イメージ

佐久駅蓼科口線現況横断図
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４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針
①みちづくり
エ 路線の整備方針
（ウ）歩行者専用道路

歩⾏者専⽤道路 横断案の考え方
・道路中央部で高木を列植とすることで、シンボル軸を強調する
・高木植栽の列植・舗装の高質化・道路空間の賑わい醸成等をすることで、シンボル

性のある道路とする
・滞留空間と歩⾏者・自転⾞の通⾏空間を共に確保
・イベント時にベンチ・テーブル等、滞留を促進する設備を多数設置しつつ、一定の

歩⾏空間を確保する（ベンチ、テーブル等はイベント時に仮設で設置する）
・快適な歩⾏空間・道路景観・滞留空間形成のため、セットバックにより、⺠地側で

の一定の空間の創出を図る。（２．０ｍの壁面のセットバック（地区計画の設定あ

り）

歩⾏者専⽤道路 横断案の整備内容
・シンボルツリーを中央に列植
・舗装の高質化（混色は避け、単色による自然な色合いになるように留意する）
・植樹桝部へのアップライトの設置（イベント対応施設（電源、水道等）の併設）

歩行者専用道路横断図（案）
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佐久平駅南２号線 横断案の整備内容
・２．５ｍのゼブラ帯の確保
・イメージハンプの設置
・歩道の高質化（混色は避けるように留意する）
・無電柱化

４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針
①みちづくり
エ 路線の整備方針
（エ）佐久平駅南２号線

佐久平駅南１号線 横断案の考え方
・地区の骨格を形成する街路として、通過交通を考慮し、右折レーンを設置
・アスファルト舗装により、自動⾞運転の快適性の確保
・中低木植栽により、道路景観の向上と歩⾏者環境の向上
・快適な歩⾏空間・道路景観・滞留空間形成のため、セットバックにより、

⺠地側での一定の空間の創出を図る（１．０ｍ〜２．０ｍの壁面のセット

バック（地区計画の設定あり））

佐久平駅南２号線横断図（案）

佐久平駅南２号線 横断案の考え方
・地区内の各施設へのアクセス路として、イメージハンプにより、歩⾏者の

横断の快適性、自動⾞の速度抑制を考慮する
・渋滞発生の抑制を考慮し、ゼブラ帯を設置
・商業・複合ゾーンにおける道路景観・歩⾏の快適性の向上を考慮し、歩道

の高質化やイメージハンプによる⾞道舗装の高質化
・快適な歩⾏空間・道路景観・滞留空間形成のため、セットバックにより、

⺠地側での一定の空間の創出を図る（１．０ｍ〜２．０ｍの壁面のセット

バック（地区計画の設定あり））

18
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佐久平駅南２号線のイメージ



佐久平駅南１号線 横断案の考え方
・地区の骨格を形成する街路として、通過交通を考慮し、右折レーンを設置
・アスファルト舗装により、自動⾞運転の快適性の確保
・快適な歩⾏空間・道路景観・滞留空間形成のため、セットバックにより、

⺠地側での一定の空間の創出を図る（１．０ｍ〜２．０ｍの壁面のセット

バック（地区計画の設定あり））

佐久平駅南１号線 横断案の整備内容
・３ｍの右折レーン・ゼブラ帯の確保
・⾞道・歩道共にアスファルト舗装
・無電柱化

４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針
①みちづくり
エ 路線の整備方針（案）
（オ）佐久平駅南１号線、（カ）居住地区の道路（区画道路）

区画道路 横断案の考え方
・歩⾏者と自動⾞の共存を図るために、自動⾞のスピード抑制を促す構造と

する
・セットバックした空間に電柱・防犯灯を配置し、道路上への建柱を抑制す

ることで、安全な歩⾏空間・自動⾞運転空間を創出する（ １．０ｍの壁面

のセットバック（地区計画の設定あり））

区画道路 横断案の整備内容
・交差点部へのカラー舗装やイメージハンプを配置

区画道路横断図（案）
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佐久平駅南１号線横断図（案）



４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針
①みちづくり
エ 路線の整備方針（案）
（キ）灯りのみちづくり

20

市⺠交流ひろば

ミレニアム
パーク

商業・集合住宅
複合ゾーン

商業ゾーン

商業ゾーン

商業ゾーン

複合ゾーン

既存の灯り（園内灯）

新設の灯り

灯りのみちづくりの考え方
・シンボル軸に灯りの連続性を持たせ、雰囲気の良い夜間の道路空間を演出する
・この地区に来る人、住む人に安らぎを与える照明配置とする
・歩⾏者、⾞の通⾏に安全に配慮した照明とする

シンボル軸 灯りの整備内容
・植樹桝にアップライトを設置
・足元灯を設置
・街灯はアームレスの

シンプルな形状
・灯りは温かみのある

暖色系ＬＥＤ照明を
⽤いる

佐久平駅南１号線 佐久平駅南２号線 灯りの整備内容
・道路交差点部に道路照明を設置
・防犯灯照明を設置

住居ゾーンの道路 灯りの整備内容
・防犯灯照明を設置

住居
ゾーン

住居ゾーン 住居ゾーン

灯りのイメージ

灯りのイメージ
（写真：埼玉県越谷市_カサーノ北越谷）

出典：中央グリーン開発㈱HP

︓イメージパース視点



４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針

官⺠連携による沿道空間の形成（来街者の滞留空間の形成）

・当該地区に来訪した人々にまちなか（特にシンボル軸）へ出てもらうために、シンボル

軸の沿道空間に来街者の滞留空間（憩いの空間・活動できる空間）を創出する。

・比較的敷地規模の大きな商業施設側については、沿道空間への滞留空間の確保や植樹等

による憩いの空間の形成を促す。

・比較的敷地規模の小さな複合ゾーン側については、壁面後退による滞留空間の創出を促

す。

市⺠交流
ひろば

ミレニア
ム

パーク商業・集合住宅
複合ゾーン

商業ゾーン

商業ゾーン

商業ゾーン

複合ゾー
ン

（１）公共空間・沿道街区整備方針
①みちづくり
オ 沿道空間の連携方針
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官民連携による沿道空間のイメージ
（区２０－１号線）

︓イメージパース視点



４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針

【「パークレット」イメージ】
・本来の「パークレット」は、⾞道

上の路上パーキングスペースに
デッキを設け、テーブル、イス、
パラソル、植栽等を設置し、道路
空間を公園のように活⽤するとい
うプロジェクトから生まれた仕組
み（アメリカ・サンフランシスコ
等における取組み）

・設置に際しては目の前の店舗等が
半分資⾦を提供し、飲食スペース
や大学等の展示スペースとして活
⽤されている

（１）公共空間・沿道街区整備方針

①みちづくり
オ 沿道空間の連携整備（案）

佐久駅蓼科口線や区２０－１号線、歩行者専用道路をシンボル軸の性格を有した道路とするため、滞留空間の形成や自動車速

度のスピード抑止を以下のとおり配置します。
佐久駅蓼科口線への配置（案） 区２０－１号線、歩行者専用通路等への配置（案）

沿道休憩施設のイメージ
（写真：左_茨城県守谷市 イオンタウン守谷、右_東京都豊島区 池袋駅前社会実験）

出典：アメーバコミュニティデザインラボ
22

出典：ソトノバHP



４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針
②広場・公園づくり
ア 対象

（仮）みんなの広場、（仮）砂田公園、佐久平駅駅前広場を対象とします。

主要地方道
下仁田・浅科線

都
市

計
画

道
路

近
津

砂
田

線

イオンモール等

佐久平
交流ｾﾝﾀｰ

商業ゾーン

商業ゾーン

商業業務居住等
複合ゾーン

佐久平駅
駅前広場

歩
⾏

者
専

⽤
道

路

凡例
シンボル軸
広場・公園ゾーン
商業ゾーン
複合ゾーン
居住ゾーン

（仮）みんなの
広場

（仮）砂⽥公園

市⺠交流ひろば
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４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針
②広場・公園づくり
イ 広場・公園の位置づけ
（ア）（仮）みんなの広場
・高速交通の要衝として、また商業ゾーンに近接した立地により、市内外から多くの人々が集まる箇所にあることから、佐久市

全域の活性化を生み出すため、「佐久市の広告塔」としての佐久市の自然の豊かさ、地域の魅力を発信する広場とします
・区２０－１号線と隣接する商業施設と一体的な活用を図り、来街者がまちを散策するきっかけづくりを図ります（大小イベン

トの開催等）

（イ）（仮）砂田公園
・住居ゾーン内の公園として、地域の住民や学生、市民団体等が気軽に活用できる場の形成を図ります
・隣接する道路の南北歩行者動線と一体的な空間を形成します

（ウ）佐久平駅駅前広場
・佐久市の玄関口であり、佐久平駅に訪れる人々を受け入れる広場であり、駅利用者の滞留空間を形成します

ウ 広場・公園の使われ方イメージ
（ア）（仮）みんなの広場
・近接する商業ゾーンと連携した常時のＰＲや、「特産物のマルシェ」や「地域紹介のイベント」を市外からの来訪者に向けて

開催する
・広場利用者は、イベントを楽しんだり、周辺施設から購入した飲食などを持ち寄り、木陰で憩いながら各々の時間を過ごせる
・近隣店舗によるワークショップなども行われていて、作成したものを使って広場で遊んだり、作品を広場に展示して満面の笑

みを浮かべている人々がいる

（イ）（仮）砂田公園
・住宅地の中の公園で、そこに住む人たちが気軽に立ち寄れ、おしゃべりなどを楽しめる
・地元の学生や若者などが、活動の場として活用でき、地域住民と交流できる

（ウ）佐久平駅駅前広場
・駅利用者が待ち時間にちょっと休める場所がある
・駅舎から広場にかけ、スムーズな通行ができ、佐久平駅周辺や佐久平駅南地区へ行き来ができる
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②広場・公園づくり
エ 広場・公園の整備方針
（ア・イ）（仮）みんなの広場（仮）砂田公園

４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針

複合ゾーン

複合ゾーン

公園

広場

（仮）みんなの広場 整備方針
・さまざまなイベントを開催できるように、柔軟性のあるデザインとする

⇒固定施設を極⼒排し、テント等の仮設構造物によるイベント対応を図る。
⇒道路や隣接商業施設等と一体的な活⽤を図るため、敷地境界部分には柵

等を設けない。
⇒周囲の道路、施設との横断のバリアとなる低木植栽帯は設けない。
⇒樹木は木陰ができ、かつ歩⾏者の視線（⾒通し）を極⼒妨げない樹種を

選定する。
⇒イベントに必要となる電源、給水機能、排水機能等を設ける。
⇒周辺の商業施設等に隣接していることから、それらと連携し、飲み物や
軽食等を提供するテナントを隣接させ、広場内で飲食できる空間を提供す
るなど、官⺠一体となった使い方により市⺠交流ひろば等と差別化を図る。
（ベンチ、テーブル、パラソル、テント等は隣接商業施設等から提供して

もらう等も考慮する）

（仮）みんなの広場（管理運営方針）
・定期的にイベントが開催される管理体制を形成する
・通常時は、隣接する商業施設等と協働で、来街者が気軽に休憩でき

る場を提供する（周辺の屋台等のテナントで飲み物や軽食を購⼊し、
ベンチ等に座る等の使い方）
（木陰のできる空間やパラソル下にベンチやテーブル等を設置など

は区20－1号線の歩道を活⽤することも考慮する）
・通常時においては、⼦どもが遊べる空間も考慮する（市⺠団体や企

業等と連携し、芝生広場やウッドデッキ等として木の玩具等を提供
など）

（仮）砂⽥公園 整備方針
・地区の公園として、地域交流に使えるような仕様とすることから、固定
施設は最低限に抑える（テント等の仮設構造物設営が可能な配置とする）
⇒イベントに必要となる電源、給水機能、排水機能等を設ける
⇒シンボル軸側道路と一体的な活⽤を図るため、道路境界部分には柵等を
設けない。
⇒樹木は木陰ができ、かつ歩⾏者の視線（⾒通し）を極⼒妨げない樹種を
選定する。

（仮）砂⽥公園（管理運営方針）
・周辺の大学や市⺠団体と連携し、イベント等の活⽤を図る
（住宅ゾーンに換地される住宅メーカー等と連携して公園の定期的な
活⽤方策を検討するなど）
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商業ゾーン

ポケットパーク

商業ゾーン



４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針
②広場・公園づくり
エ 広場・公園の整備方針
（ウ）佐久平駅駅前広場

佐久市の玄関口である佐久平駅に訪れる人々を新市街地である佐久平駅南地区へ誘導するために、佐久平駅の利便性の向上や駅前
広場の更新を実施します。

１）バスシェルター
高速バス等停車場において、バスシェルターが設置されていない箇所に設置

２）蓼科口駅前広場樹木更新
現況の白樺があるが、植樹の育成が思わしくなく、現在は多くが枯死している状況であ

ることから、佐久の環境、風土（耐乾性、耐潮性、耐排ガス性）に適した、緑陰を形成す
る樹種に更新し、駅利用者が憩え、佐久の自然の豊かさ、爽やかさを感じるような空間を
創出します。

バスシェルター整備イメージ

写真：駅前広場樹木
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商業ゾーン

商業ゾーン

複合ゾーン

複合ゾーン

４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針
②広場・公園づくり
エ 広場・公園の整備方針
（エ）施設系（商業系）宅地の公開空地

公開空地の整備・活⽤方針
・ポケットパークを整備する際、舗装材は公道歩道で使⽤される景観性舗装

と同種の物を使⽤する等官⺠の境界があいまいになるよう努める
・ベンチやテーブル、パラソル、植栽により陰り場を創出し、憩いの場とし

て利⽤しやすいものとする
（木陰のできる空間やパラソル下にベンチやテーブル等を設置する際は、区

２０－１号線の歩道を活⽤することも考慮する）
・通常時には、来街者が気軽に休憩できる場を提供する
（周辺の施設やキッチンカー等で飲み物や軽食を購⼊し、ベンチ等に座ると

いった使い方など）
・通常時には、⼦どもが遊べる空間も考慮する
（市⺠団体や企業等と連携し、芝生広場やウッドデッキ等を配置し、木の玩

具等を提供するなど）

ポケットパークのイメージ
（写真：茨城県守谷市_イオンタウン守谷）
出典：アメーバコミュニティデザインラボ

つみ木広場
（写真：富山県富山市_グランドプラザ）

出典：グランドプラザHP
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ポケットパーク

広場

・コーナーストップには、
コーナーパークを配置し、ま
ちの一体感を形成する
・イベント時には公園、歩道、
ポケットパークを一体的に活
⽤する

・ひろばには、飲み
物や飲食等を提供す
るテナントを隣接さ
せる



４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針
②広場・公園づくり
エ 広場・公園の整備方針
（オ）灯りの広場・公園
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複合ゾーン

複合ゾーン

公園

広場

灯りの広場・公園の考え方
・昼間とはまた違った、リビングにいるような落ち着いた雰囲気を演出す
る

・夜間に物騒ではない、人々に安心を与える空間とする

広場・ポケットパーク 灯りの整備内容
・敷地内に園路灯を設置する、特に温かみのある灯りの色を選定すること
や、人々が憩う上で適切な⾼さ（背の⾼すぎない照明）を適宜使用する

公園 灯りの整備内容
・敷地内に園路灯を設置するが、周辺の住居ゾーンに不快感を持たせない
ような明るさ、灯りの色に留意する

写真

灯りのイメージ
（写真：東京都豊島区_南池袋公園）

出典：(一社)照明学会HP

商業ゾーン

商業ゾーン

ポケットパーク



４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針
③みせなみ（商業地区）づくり
ア 対象

佐久駅蓼科口線、区20-1号線、歩行者専用道路に接する商業ゾーン、複合ゾーンを対象とします。

１ まちなみ整備方針策定の策定にあたって

主要地方道
下仁田・浅科線

都
市

計
画

道
路

近
津

砂
田

線

商業ゾーン
イオンモール
等

交流ｾﾝﾀｰ

商業ゾーン

商業ゾーン

商業業務居住等
複合ゾーン

商業業務等
複合ゾーン

市⺠交流
ひろば

ﾐﾚﾆｱﾑﾊﾟｰｸ

歩
⾏

者
専

⽤
道

路

凡例
シンボル軸
広場・公園ゾーン
商業ゾーン
複合ゾーン
居住ゾーン
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４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針
③みせなみ（商業地区）づくり
イ 商業地区の位置づけ

・シンボル軸や広場・公園ゾーンと一体となり、来訪者が日常的に屋外で活動できる場を提供するゾーン
・沿道と一体となって景観を形成するゾーン

東側側沿道空間（商業・集合住宅等）

・歩道と連続した空地の確保

（現状のまま）

・空地部分への休憩機能

（ベンチの設置、緑化等）の確保
・景観阻害施設（室外機等）の集計の

推進（目隠しの設置等）

市⺠交流ひろば側沿道空間

・歩道と連続した空間の維持（現状のまま）

・イベント時の連続的な活⽤

・景観阻害施設（設備機器等）の修景の推進

（目隠しの設置等）

東側側沿道空間（商業施設駐⾞場等）

・駐⾞場側との通り抜け空間の確保（部

分的な確保）

・歩道と連続した空地の確保（部分的な

設置等）

・空地部分への休憩機能（ベンチの設置、

緑化等）の導⼊

複合ゾーン側沿道空間

・壁面の後退と歩道と連続した空間の確

保（1〜1.5ｍ程度）

・後退部分を含む沿道空間への休憩機能

（ベンチの設置、緑化等）の導⼊

・景観阻害物（室外機等）を歩道側に設

置しない（やむを得ない場合は目隠

し等を設置）

東側側沿道空間（商業施設駐⾞場等）

・2ｍ以上の壁面の後退、1〜1.5ｍ程

度の駐⾞場境界の後退

・後退した部分について歩道と連続し

た空間の形成

・商業施設側での街路樹の整備

・同沿道空間への休憩機能の導⼊（ベ

ンチ、テーブル等の設置等）

・景観阻害物（室外機等）を歩道側に

設置しない（やむを得ない場合は

目隠し等を設置）

※各路線の断面図は仮のもので
あり、確定したものではない

ﾐﾚﾆｱﾑﾊﾟｰｸ側沿道空間

・歩道と連続した空間の維持（現状のまま）

ウ 商業地区の使われ方のイメージ

・佐久駅蓼科口線 ・区20-1号線、歩行者専用道路

区20-1号線

歩行者専用道路

6000
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４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針

バリアフリー法の建築物整備基準（資料：国土交通省ＨＰより）

③みせなみ（商業地区）づくり
エ 商業地区の整備方針

・ハートのある建物
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の推進に関する法律（「バリアフリー法」）により、一定面積以上の誰もが利用する建築物

（「特定建築物」）について整備基準が設けられているところですが、特定建築物以外の商業建築物についても、バリアフリー法の
基準を参考に整備し、誰もが快適に活動できる空間とします。

それぞれの説明中
左の数値等は義務基準、右の数値等は
努⼒義務基準
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４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針
③みせなみ（商業地区）づくり
エ 商業地区の整備方針

・色彩
地区計画や佐久市景観計画を前提とし、特に以下の点に留意します。
1.まち全体が色彩的な調和の取れたまちなみを形成するため、周辺の道路や公園等の色彩を考慮したものとします。
2.沿道や公民境界部分の緑がより生き生きと美しく見えるような色彩とします。（特にアースカラーを推奨します）

・素材
建物や構造物の目の届く一部の範囲に木材を使用する等、潤いのある雰囲気を表現できるように努める。

・緑化率
佐久平駅南地区の一部に地区計画で定められている、10％を参考とし、公民境界部分に加え、敷地に植栽等を設える。
屋外広告物（看板）を設置する際は、広告物のたもとに低木や地被類を植栽し、緑が溢れる演出をする。
植栽の際は、四季の彩を楽しむもの、周辺樹木との連続性、この地区に適合した樹種の選定等に留意する。

景観条例上の色彩適合範囲（資料：佐久市景観計画より）
が適合範囲

商業地区のイメージ（色彩がアースカラー）
（出典：「日進東地区まちづくりガイドライン」より）
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③みせなみ（商業地区）づくり
エ 商業地区の整備方針

・灯りのみせなみ

４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針

33

市⺠交流ひろば

ミレニアム
パーク

商業・集合住宅
複合ゾーン

商業ゾーン

商業ゾーン

商業ゾーン

複合ゾーン

灯りのみせなみの考え方
・夜間でも、人々が安全に⾏き来できるような照明を配置する
・商業施設より外に漏れだす灯りで、夜の空間を演出する
・無機質でなく、人の居る店の灯りが滞留場所や座り場を優しく照らすことで、人々

が安⼼して過ごせる空間とする

商業ゾーン 灯りの整備内容
・駐⾞場に照明を設置、特に道路に接する箇所については沿道の灯りと補完しあう形

で、安全性を確保するものとする
・屋外広告物のたもとに配置する植物を照らす等、夜の雰囲気作りに努める
・シンボル軸に隣接する施設（コーナーパークを含む）は、１，２階の外壁の一部を

ガラス張りにする等、シンボル軸や広場に開いた建築とし、施設から漏れ出す灯り
が滞留場所や道路を⾏き交う人々にとって癒しや安⼼を与える設えにする

住居
ゾーン

住居ゾーン 住居ゾーン

広場

コーナーパーク

店舗より灯りが漏れるイメージ（写真：「米国デイビス市」）
出典：筑波大学渡准教授提供



主要地方道
下仁田・浅科線

都
市

計
画

道
路

近
津

砂
田

線

イオンモール等

交流ｾﾝﾀｰ

市⺠交流
ひろば

ﾐﾚﾆｱﾑﾊﾟｰｸ

歩
⾏

者
専

⽤
道

路

凡例
シンボル軸
広場・公園ゾーン
商業ゾーン
複合ゾーン
居住ゾーン

４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針
④いえなみづくり
ア 対象

住居ゾーンを対象とします。

住居ゾーン

住居ゾーン 住居ゾーン
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４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針
④いえなみづくり
イ 居住地区の位置づけ

・良好な住宅地として、居住者が安心して歩ける環境を提供するゾーン

ウ いえなみのイメージ
・前面道路から後退された位置に色彩的に調和のとれた

住宅地が並び、居住者にとって開かれた印象を受ける
空間となっている。

・生垣や柵は無機質な印象を受けないものとなっており、
道路との境界があいまいで、官民双方の施設で一体と
なった住宅地を形成している。

・道路に面した庭からは、プライバシーが配慮されなが
らも各家庭の賑わいが見え、住宅地でコミュニティが
生まれ、そこに住んでいる人たちが一体で安らぎを与
えるような住宅地を育んでいる。

・用のない人が入り込みにくい環境を形成するゾーン

住宅地のイメージ
出典：image navi

住宅地のイメージ（写真：東京都港区_芝の家）
出典：ご近所イノベーション学校HP
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４ まちなみ整備方針

（１）公共空間・沿道街区整備方針
④いえなみづくり
エ いえなみづくりの方針

・壁面位置
建物の壁面もしくはこれに代わる柱の面は道路境界線から佐久平駅南1号線にあっては2.0m、その他の道路からは1.0m
の位置とする。（※地区計画の設定あり）
室外機等の屋外付属設備等は道路側に設置しないこととし、やむを得ない場合は目隠し等を
設置する。

・屋根形状
周辺の住宅と調和したものとし、概ね勾配屋根とする。
（※地区計画の設定あり）

・高さ
10m～12m
（※地区計画の設定あり）

・色彩
けばけばしい色彩を避け、黒、白、灰、茶等のアースカラーを用いるなど、落ち着いた色彩とする。
（※地区計画の設定あり）

・素材
建物や構造物の一部に木材を使用する等、潤いのある雰囲気を表現できるように努める。

・緑化率等
敷地面積の1/10を最低限度とする。（※地区計画の設定あり）
壁面後退部には植栽等による沿道緑化に努める。

・灯りのいえなみ
宅地の防犯性や光りによる安心感、住宅地への愛着を持ってもらうため、家のポ
ーチ灯や外壁灯を夜間に点灯させる「灯りのいえなみ」演出に努める。

1.0m~2.0mの壁面後退

灯りのいえなみイメージ
（写真：埼玉県川口市_マチエドｩーエ南鳩ケ谷）

出典：中央グリーン開発㈱HP
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５ 維持管理の考え方（方針の実現に向けて）

（１）公民連携の役割分担
アダプトシステム※の活用や、沿道企業に協力を仰ぎ、経常的な雑草取りやごみ拾いなど、まちの道路として皆で管理していく意

識をもつような働きかけを行い、官民一体となってまちを管理していくことを目指します。

＜市の役割＞
・舗装や照明施設、関連設備等の公共空間の整備・維持管理、交通管理等を担います。
・地区内のイベントの企画・運営を関係者と連携して行い、まちの活性化を図ります。

＜民間（商業施設）の役割＞
・公共空間と一体となった、各施設の敷地内の空間と設備を整備します。
・雑草取りやごみ拾いなどを居住者や市民団体等と連携し、定期的に実施することにより、環境の維持を図ります。
・日常的に、またイベント時に、歩行空間や広場空間の許された場所にテーブル、イス、パラソル等を設置し、住民や来

街者が自由に使える共有の休憩スペースの形成を図り、活動への、人的・資金的援助をします。

＜民間（居住者）の役割＞
・自宅の周囲（道路空間を含む）等について、地区の商業施設（企業）等と連携し、雑草取りやごみ 拾いなどを定期的

に実施することにより、環境の維持を図ります。

＜民間（市民団体等）の役割＞
・地区の清掃や植栽の維持管理等について、居住者

や企業等による維持管理活動と連携した活動を図
ります。

・商業施設や居住者等と連携し、みんなの広場を中
心に歩道空間やポケットパーク、公園等を活用し
たイベントの企画・運営等を行い、まちの活性化
を図ります。

＜民間（外部事業者）の役割＞
・ 移動式飲食店の出店など。イベント等にプレイヤ

ーとして参画し、まちの活性化を支援します。
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管理 運営 その他の参画

常
時

市︓公共空間管理
商︓沿道空間等の管理
住︓清掃活動等
団︓美化活動等

商︓滞留空間の演出 商︓まちの活動への資
⾦協⼒

イ
ベ
ン
ト

市︓庁内・警察・商業施
設・住⺠などとの調整

市︓イベントの企画運営
商︓イベントの企画運営
住︓イベントの運営⽀援
団︓イベントの企画運営

商︓イベントへの資⾦
協⼒・プレイヤー
としての参画

外︓プレイヤーとして
の参画

※アダプトとは、英語で養子縁組のことを意味し、国や自治体が管理している道路や公園等の公共施設の一部を地域の方や企業、団体が引き受け、公
共施設や花壇の管理、清掃等を通して、環境美化活動をする制度です。
道路・公園等のアダプトシステムは、市民・企業・行政の連携・協働による緑化や清掃などを通して、まちに潤いを与えるとともに、地域の環境美化やコ
ミュニティの活性化を図ることを目的としています。

表：官民連携の役割分担



（２）運用の考え方
ラウンドテーブル形式※などの関係者が集える場を定期的に開催し、以下に示すような維持管理に係る課題について意見交換を図り

ます。

・日常的な清掃活動（ごみ拾い等）
・植栽の美化活動（雑草取り）
・イベント等の規格や運営、役割分担 など

※ラウンドテーブル形式の協議会（イメージ）
・数人による小規模な会合のこと。あるいは、出席者に明確な序列を定めない会議のこと。
・なお、行政が事務局となり、ファシリテーターやアドバイザーとして、学識経験者に参加してもらうことも考えられます。

５ 維持管理の考え方（方針の実現に向けて）
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ラウンドテーブル

商業者 企業

警察 消防

居住者

⾏政

周辺関係者

学識



参考 上位計画等の整理

（１）上位計画

①佐久市都市計画マスタープラン
本市では、市町村合併後の新しい佐久市の未来に向けた「まちづくりの基本方針」となる「佐久市都市計画マスタープラン」を平

成２０年３月に策定しました。
その後、平成２２年及び２８年に地域別構想の一部改訂を行い、平成３０年には全面改訂により、当初策定以降の社会経済情勢の

変化や本市の動向を反映した新たな「まちづくりの基本方針」を示しました。

ライフスタイルに合わせた幸福や豊かさ、安心・安全、快適さが実感できる都市づくり（３つの項目より抜粋）

全市民が、「暮らしやすい、暮らしてよかった」と思えるまちづくり、暮らしの中で幸福や豊かさ、快適さが実感できるまちづくりを
目指します。
また、市内のどのような場所であっても暮らし続けることができるよう、地域コミュニティの維持・活性化につながる取組を推進する

とともに、誰もが安心・安全で快適な日常生活を営むことができるような都市空間の形成に努めます。
あわせて居心地が良くにぎわいのある公共空間と地域の居場所づくり（プレイスメイキング）を目指します。

－都市づくりの基本理念－

市街地における都市景観の育成方針（抜粋）

・住宅系市街地：周辺景観との一体性に配慮しながら調和のとれたまちなみの保全・育成を図ります。
あわせて、憩いの場の創出、道路整備や歩行者空間の改善などを通じて、ゆとりのある快適な生活空間の創出を図

ります。
・商業系市街地：広域交流拠点（佐久平駅周辺地区）については、佐久広域圏の玄関口として、現行の地区計画による建築物などの規

制・誘導を推進し、良好なまちなみ形成を図ります。
また、佐久平駅南地区についても新たに地区計画を策定したことから、地区計画の適切な運用により良好な景観の育
成を図るとともに、無電柱化を検討します。

－都市景観の育成方針－（基本目標：生活に「原風景」と「新風景」が映える街）

居心地が良くにぎわいのある公共空間と地域の居場所づくりを目指し、市街地における都市景観の方針等を定めています。

ポイント
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参考 上位計画等の整理

②佐久市景観計画
本市は、景観の保全及び育成に関する総合的な法律である「景観法」の施行に伴い「景観行政団体」となり、佐久市の美しく豊か

な景観を保全、創出するため、地域の景観特性を踏まえた景観法に基づく景観計画（佐久市景観計画）を策定しました。
その後、平成２２年及び２８年に地域別構想の一部改訂を行い、平成３０年には全面改訂により、当初策定以降の社会経済情勢の

変化や本市の動向を反映した新たな「まちづくりの基本方針」を示しました。

景観類型ごとの基本的な方向（抜粋）
・都市：地域としてまとまりのある空間の育成に努め、公園・広場の確保、緑化、照明などに配慮し、潤いのある都市の景観

を育成します。
・沿道：道路の種類や機能に応じ安全の確保とともに、植栽等により快適でゆとりある沿道の景観を育成します。

景観育成の基本的な方針（公共施設の景観育成に関する事項）
公共の道路、橋、建築物等は、良好な景観育成の模範として先導的な役割を果たしていくとこが必要であり、事業の実施

にあたっては、景観の育成を積極的に推進します。

－基本目標：生活に「原風景」と「新風景」が映える街－

潤いのある都市の景観を育成するため、土地利用の状況や自然状況に区分した類型ごとにより、基本的な方向を示し、

公共施設においても、機能性、安全性を踏まえたうえで、デザインの向上、ゆとりある空間の創出等に努めるとしていま

す。

ポイント

（１）上位計画
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参考 上位計画等の整理

③佐久市緑の基本計画
本市は、緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目標、施策などを定める緑の基本計画平成２０年３月に策定しました。

その後、平成３１年３月には、当初策定以降の社会経済情勢の変化や緑に関する法制度の改正、上位・関連計画との整合を図るため改定を
行いました。

施策の柱（抜粋）
「みどりをつくりかえる・増やす」
・道路緑化を推進し、緑のネットワーク化に努めます。
・公共施設の緑化を推進し、潤いのあるまちづくりに努めます。

「みどりを使う・生かす」
・民間事業者によるカフェやレストランなどの設置（Park-PFIの活用）や各種イベントの開催を促し、市民の新たな交流

の場を創出して、市民の交流を促します。

－緑の将来像：人と自然が共生する多様な緑を育むまち－

道路緑化や公共施設の緑化推進に努めることとしています。

公園等で民間活力を利用し、市民の交流を促すこととしています。

ポイント

（１）上位計画
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参考 上位計画等の整理

（２）法規制

42

①用途地域

佐久平駅南土地区画整理事業の実施に合わせ、総合的・計画的に土地利用を誘導するため、新しい土地利用の方向性と適合する近
隣商業地域、第一種住居地域及び準住居地域の用途地域を新たに指定し、魅力的な市街地の形成を図ります。



参考 上位計画等の整理

（２）法規制

②佐久平駅南地区 地区計画
樋橋地区まちづくり推進委員会提言を踏まえ、本地区のまちづくりビジョンを「多様な人、物、情報の流れをつくり、

佐久市全域の活性化を生み出すまち」とし、そのビジョン実現のために、地区全体で統一された都市景観を構築するとと
もに、エリアマネジメント等により創出された空間の適正な維持管理を行い、佐久市全域をけん引する複合市街地の形成
を図ることを目標として、平成３０年１月に「佐久平駅南地区地区計画」を都市計画決定しました。

土地利用の方針

佐久らしさを備えた持続可能なまちとするため、多様な交流と賑わいの

形成を図るとともに、地区周辺との連携と調和を図ることで地域の特性を踏

まえたゆとりある良好な市街地環境の形成を図る。

建築物等の整備方針

快適で魅力的な都市機能と良好で健全な都市環境の形成を図るため、

次の事項を定める。（一部抜粋）

・建築物等の用途の制限（統一された都市景観の構築）

・建築物の壁面の位置の制限（ゆとりある空間）

・建築物の高さの最高限度（統一された都市景観の構築）

・建築物等の形態又は意匠の制限（統一された都市景観の構築）

・かき又はさくの構造の制限（潤いのある街並み）

・緑化率の最低制限（緑豊かな空間形成）

佐久平駅南地区は佐久市全域をけん引する複合市街地の形成を図るべく、地区計画を設定しました。

ポイント

― 佐久平駅南地区地区計画―

佐久平駅南地区土地区画整理事業 エリア設定
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参考 上位計画等の整理

（２）法規制

②佐久平駅南地区 地区計画
佐久平駅南地区での建築物を下表のとおり制限します。

建築物等に関する事項 主な制限内容（概要）

建築物の用途の制限

・商業地区でのマージャン屋、パチンコ屋などの建築制限

・住居地区においても、運動施設やナイトクラブなど、居住に影
響するような建築物を制限

壁面の位置の制限
・建築物の外壁の位置を、道路に応じて道路境界から1.0m～2.0m
以上とし、公共空間のゆとり創出を目指す

建築物の高さの最高限度
・商業地区は28m、住居地区でも10～12mとし、統一された都市
景観の創出を目指す

建築物等の形態又は意匠の制限
・外観は地域の環境と調和したものとし、けばけばしい色彩を避
け、事故の営業所等の表示以外の営利を目的とした屋外広告物を
制限する

かき又はさくの構造の制限
・道路に面する側のかき又はさくは、生け垣や透視可能フェンス
等とし、ブロック造等の構造の場合は高さ0.6m以下とする

緑化率の最低限度
・一部の住居地域においては、緑化率の最低制限を敷地面積の5%
とし、緑豊かな空間の創出を目指す
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参考 上位計画等の整理

（３）まちづくりの動向

①プレイスメイキング
本市は、佐久市都市計画マスタープランの都市づくりの基本理念に、居心地が良くにぎわいのある公共空間と地域の居場所づくり

（プレイスメイキング）を目指すとしております。プレイスメイキングに必要な概念として、下記のキーワードをもとに公共施設や
まちなみの形成に努めているところです。

プレイスメイキングにおけるキーワード（筑波大学_渡准教授による造語）

・「座り場」や「食場」があ
ると同時に「話し場」ができる、
強制的ではない、使う人が話す
ことを選択できる場

・食べ物を提供してくれる店
と人、イスとテーブルがると、
「食場」が生まれ、人が楽しく
長く滞留する

・座り場から見える風景は、
魅力的な場面や借景できるもの
であり、「眺め」を選べるもの

・プレイスメイキングの一番の
基本であり、人が居られる座
面を設置する

・夜の座り場や食場の灯りの
ことであり、人の気配を感じる
インテリアからもれる光で「灯
り場」が生まれる

・「場」がいく
つ か設定される
と 、歩いていき
た くなる「巡り
場」が生まれる

・緑陰や軒先、天蓋による日
陰や低い壁や植栽による囲われ
感などの陰と囲いで快適さが増
す

座り場 眺め場 食場

陰り場 灯り場 話し場

巡り場

様々な人々がそこに

留まれる空間や楽し

いと思える空間、落

ち着く空間づくりに

より、人がいること

で賑わいが創出でき

るまちづくりを目指

しています。

ポイント

座り場イメージ
（写真：「愛媛県松山市_商店街社会実験」）

眺め場イメージ
（写真：「東京都江東区_LYURO東京清澄」）

食場イメージ
（写真：筑波大学渡准教授提供「米国_ブライアントパーク」）

陰り場イメージ
（写真：筑波大学渡准教授提供「米国サンノゼ市」）

灯り場イメージ
（写真：筑波大学渡准教授提供「米国デイビス市」）

話場イメージ
（写真：筑波大学渡准教授提供「茨城県つくば市」）
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参考 上位計画等の整理

（３）まちづくりの動向

②まちづくり推進委員会からの提言
佐久平駅南地区（樋橋地区）は佐久平駅周辺地区の南部に隣接し、佐久平駅から半径１ｋｍ圏内エリアにあることから、都市的土

地利用の需要が高い地区です。当地区に期待される機能と施設整備の方向性について、様々な意見を伺い、取りまとめ、具体的なま
ちづくり計画に反映させるため、地権者や商工団体の代表、識見者や学生など、様々な立場や世代を代表する市民の参画のもと、
「樋橋地区まちづくり推進委員会」を設置し、当地区のまちづくりのビジョンを「多様な人、物、情報の流れをつくり、佐久市全域
の活性化を生み出すまち」として、その実現に向けた重点項目や具体的な整備方針の提言がありました。

ビジョン実現のための重点項目（９つの項目より抜粋）
・ゆとりある空間のまちづくり
・穏やかな空間が確保されたまちづくり
・自然や景観に配慮されたまちなみがあるまちづくり
・安心、安全に暮らせるまちづくり

まちづくりの方向性（一部抜粋）
・佐久市の将来像である快適健康都市の実現に向け、日常生活
の中で健康づくりを提案する都市機能の充実と、これに賛同する
土地利用企業等による市街地環境の形成を図る。
・周辺地域の交通・生活環境に配慮され、誰もが安心・安全にすご
すことのできる市街地環境及び都市機能の形成を図る。
・周辺地区との連携と調和を図ることで、地域の特性を踏まえた
ゆとりある良好な市街地環境の形成を図る。

まちづくりの整備方針（一部抜粋）
・佐久の自然を感じることのできる並木道など、ゆとりがあり、歩き
たくなる道路環境を形成するため、沿道宅地の「壁面の位置の
制限」などの指定が必要である。
・潤いのある街並みや、緑豊かな空間形成のため、「かき又はさく
の構造の制限」、「緑化率の最低限度」の指定が必要である。

－樋橋地区のまちづくり計画に向けた提言－

まちづくり推進委員会長から市長へ提言の様子

・まちづくり推進委員会から、まちづくりビジョンと実現に
向けた整備方針について提言がありました。

・ビジョン実現のキーワードとして、「ゆとりある空間」
「自然や景観」「安心・安全」などが挙げられます。

ポイント
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参考 上位計画等の整理

（３）まちづくりの動向

③ワークショップ等による市民の声
平成30年度には、”プレイスメイキング（居場所づくり）”の取組を通して、既存の公共施設等の利活用の幅を広げ、ポテンシャ

ル（潜在的な力、可能性）を引き出すとともに、市民満足度の向上を目指すことを目的に、計３回の居心地の良い空間づくりワーク
ショップと佐久平駅周辺で社会実験を実施しました。それと並行し、市民へ街頭やインターネットを通じて”佐久平駅及びその周辺
の在り方アンケート”を実施し、市民が感じている改善点や駅周辺のあり方を伺いました。

写真：ワークショップの様子

≪ミレニアムパーク・市民交流ひろば共通≫
・休日はたくさんの人が集まるが、平日や中高生の若い皆さん
はどういう風に使ったらよいか分からない
≪ミレニアムパーク≫
・アクセスもしづらく、駐車場のない公園なので行きにくく、ベン
チも人目がある場所にあるので、１人でも居にくいということで利
用されていない「静の公園」である
≪市民交流ひろば≫
・大きな遊具があり、休日になるとファミリーがたくさん来てくれ
て、イベントもいろんなことをやっているので、「動の公園」と位
置付け
・屋根がない
≪駅前広場≫
・広い、景色が良い、池や噴水が利用されていない、駐車場が
少ない
・駅前広場を使っていいということが周知されていない
・日陰や座る場所があった方がいい
・イベントが行われれば目的地として人が集まりやすい
・プラザ佐久との連携が出来たら駅前広場がもっと賑わうので
はないか
≪自由通路・プラザ佐久≫
・自由通路の展望台は、眺めが良く、屋根があり雨が凌げて癒
される
・以前はプラザ佐久の１階にカフェがあったが、今は無い状態
になっていて、駅を使うビジネスマンや電車待ちの人が難民と
なっている

市民が感じる駅周辺の現状と課題（ワークショップ・社会実験）

写真：社会実験の様子

・ワークショップや社会実験を通じ、人が集まる要素として人日陰や座れる

場所の重要性や、佐久平駅周辺にそのような場所が不足していることや、認

識されていないことが分かりました。

ポイント

47



参考 上位計画等の整理

（３）まちづくりの動向

③ワークショップ等による市民の声

・アンケートを通じ、佐久平駅周辺に来た人が快適に時間を過ごせるような場所や賑わいがある場所を求め、一定の公共施設整備の需要

があるということが分かりました。

ポイント

写真：駅周辺の道路

≪佐久平駅やその周辺がどのような場所になったら良いか≫
・新幹線の待ち時間や買い物の合間に快適な時間を過ごせるような
場所
・常に賑わいがあり、ここに来れば何かあると思わせるような、目的
地として集える場所

≪改善が必要と感じる箇所≫
●佐久平駅駅舎
・待合室、飲食店、屋外から改札階までのエスカレーター
●駅前広場
・送迎者待機所、緑地空間、ベンチ、イベントの開催、駅舎からタク
シー・バス乗り場までの屋根
●駅周辺の公園・広場
・ベンチ、日陰、駐車場、遊具

写真：佐久平駅前広場 写真：市民交流ひろば

写真：駅周辺の道路
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佐久平駅及びその周辺の在り方アンケート結果（抜粋）


