佐久市立地適正化計画【素案】の概要について
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建設部
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立地適正化計画を策定する意義

少子高齢化、人口減少がもたらすもの
■一定の人口集積に支えられた日常生活サービス（医療・福祉・子育て・商業・公共交通等）の
提供が困難に
■郊外部において、自動車を運転できなくなった高齢者等が、自立した生活を送ることが困難に
■社会保障費の増大と税収減により市の財政状況が厳しくなる中にあって、拡散したインフラの
維持、更新に係るコストが大きな負担に
☞現在の暮らしやすさが損なわれてしまう可能性があります。

14.7%

■あなたは将来どのような環境の場所に住むのが望まし
いと考えていますか。
便利なエリアに住みたいと回答した人が多くなっているもの
の、静かな郊外エリアに住みたいと回答した人も全体の
36.2%おり、居住地を選択する際のニーズの多様化がうか
がえます。
☞各地域の拠点性を高め、集落部においても暮らしやすさと
コミュニティが失われないよう十分配慮する必要がありま
す。

誘導施設

用途地域等

（病院、商業施設、
公共施設等）

居住誘導区域
都市機能誘導区域

都市機能誘導区域：生活利便機能を誘導し、集約する区域
居住誘導区域：居住を誘導し、人口密度を維持する区域
誘導施設：居住者の共同の福祉や利便の向上を図る施設

■立地適正化計画は、将来のあるべきまちの姿を展望し、長い時間軸の中で緩やかな誘導を目指す
ものとされています。
■また、郊外の暮らしを否定するものではなく、あくまでも無秩序な市街地の拡大を抑止し、公共
交通を軸にまちに人の集まる流れを生むことを目標としています。
■区域が指定されると、区域外の一定規模以上の開発等について届出の対象となりますが、規制を
伴うものではありません。

■多核構造となっている現在のまちの姿を踏まえ、地域それぞれの特徴を生かしたまちづくりを
推進するため、「機能集約・ネットワーク型まちづくり」により、持続可能な都市を目指します。
このために、様々な問題が顕在化していない今のうちから、長期的なまちづくりの指針として
「立地適正化計画」を策定する必要があります。

「6 高齢者の増加により、医療費
等の社会保障費が増える」が最も
多くなっていますが、その他の選
択肢についても満遍なく回答が集
まり、多くの方が、今後多岐に渡
る分野で人口減少・高齢化の影響
が及ぶことを認識し、マイナスの
影響を危惧していることが分かり
ました。
☞将来を見据え、様々な問題が顕
在化する前に各分野の対策を講
じる必要があります。

国土交通省
資料を加筆修正

＝都市計画区域

「機能集約・ネットワーク型まちづくり」により持続可能な都市を形成

■人口減少・高齢化の進行により予想される影響に関して、
あなたの普段の生活に最も関係するものはどれだと思いますか。

■立地適正化計画の区域 ■立地適正化に関する基本的な方針
■都市機能誘導区域 ■居住誘導区域 ■誘導施設

立地適正化計画区域

■上記の不安を解消するためには、日常生活に必要なサービスが住まいの身近に存在する、
あるいは、公共交通により容易にアクセスできることが大切です。

※各種団体との意見交換会時に実施
（有効回答133件 H28.10月現在）
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佐久市立地適正化計画におけるまちづくりの目標

本計画においては、第二次佐久市総合計画に描かれた将来都市像を、まちづくりの面から具現化する
ことを目指し、“暮らしやすさの確保”と“機能分担と連携”、“新たな可能性への挑戦”の３つの視点から
目標を設定し、「機能集約・ネットワーク型まちづくり」の考え方を基本に、まちづくりを推進して
まいります。

将来都市像

「快適健康都市 佐久

～希望をかなえ 選ばれるまちを目指して～」

１．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まちづくり

ま
ち
づ
く
り
の
目
標

3 その他 12.1%

施策の
方向性

・都市生活の利便性や快適性の増進
・地域コミュニティの維持

２．地域資源を生かした機能分担と連携によるまちづくり
施策の
方向性

・地域の特徴ある発展
・公共交通ネットワークの確保、充実

３．優位な特性を伸ばし、新しい可能性に挑戦するまちづくり

1 駅・バス停周辺の
2 公共交通や都市

都市施設等の公共

施設の利用には不便だが、

サービスが充実した
便利なエリア 51.7%

人が少なく静かな
郊外エリア 36.2%

施策の
方向性

・多くの人を引きつけるまちの魅⼒、活⼒の向上
・全国有数の健康長寿のまちであることを際立たせる取組の推進

「立地適正化計画」により将来都市像を実現
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資料No.1-1

立地適正化計画制度の概要

■平成26年8月に制度化
（都市再生特別措置法の改正）
■立地適正化計画には右の事項を定める

将来を見据えたまちづくりを推進するための視点

(参考) 立地適正化計画策定に係る市民アンケート調査

都市計画課

佐久市立地適正化計画の基本的な方向性

6

都市機能誘導区域の設定
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佐久市立地適正化計画の基本的な方向性

「機能集約・ネットワーク型まちづくり」を推進するにあたっては、本市のまちなみや歴史的な
経緯、各種施策との整合等を踏まえ、ただ単に用途地域内への集約を目指すのではなく、用途地域
外においても、旧町村の中⼼部等の拠点性を高める取組を並行して進めるとともに、集落部の
コミュニティや経済基盤等を維持することを前提とします。
用途地域外

その他の拠点

連携・交流
都市計画区域

旧町村の中心部において、拠点
性を高める取組を推進するとと
もに、ゆるやかな集約化により、
一定程度の人口密度を確保する
ことを目指します。

既存集落
小学校区など複数の集落が集ま
る地域において、コミュニティ
や生活基盤等の維持のため、商
店・診療所などの生活サービス
の拠点集落への維持を目指しま
す。

用途地域内

都市機能誘導区域の設定

(1) 都市機能誘導区域の基本的な考え方
都市機能誘導区域については、基本的に都市構造上の拠点と整合を図るものとしますが、具体的な
設定にあたっては、制度の趣旨に則り用途地域内の拠点を対象とします。
■拠点地域ごとの区域設定の考え方
区分

拠点ごとに誘導区域を設定し、利
便性の高い環境での暮らし方を提
供する場として、ゆるやかな集約
化により、一定程度の人口密度を
確保することを目指します。

拠点類型

広域交流拠点

用途地域内

用途地域

連携・交流

誘導区域
及び
誘導施設
を設定

自然との共生エリア（都市計画区域外）

自然的土地利用を基本に、多様
なライフスタイルに応じた居住
に対する需要の受け皿と位置づ
けます。

中心拠点

用途地域外

都市計画マスタープランにおいては、市域全体の特徴や骨格を概念的に表すため、都市機能が集積
する拠点とこれらを結ぶ都市軸からなる「都市構造」を位置づけておりますが、誘導区域設定の前提
として、昨今の情勢変化を加味しつつ上位計画との整合を図り、下記のとおり見直しを行いました。
新たな都市構造においては、佐久平駅周辺の機能集積を高く評価するとともに、拠点の性格・役割
を明確化し、「広域交流拠点」「中心拠点」「地域拠点」「コミュニティ拠点」の４つの拠点類型を
位置づけました。

区域設定の考え方

佐久平駅

・商業系⽤途地域及び佐久平駅周辺の⾼次都市機能、⼤規模商業施
設等を含む範囲
・今後、⾼次都市機能の⽴地が想定される樋橋地区を含む

岩村田地区

岩村田駅

・岩村⽥駅及び岩村⽥本町の商業系⽤途地域を中⼼に設定

中込中央区地区

北中込駅

・市役所、佐久医療センターを含み、近代美術館、中央図書館等に
隣接する範囲

中込・野沢地区

中込駅
野沢バス
センター

・千曲川を挟み、相互連携によるまちづくりを推進することから⼀
体として区域設定
・中込駅及び野沢バスセンター周辺の商業系⽤途地域を中⼼に設定

臼田地区

臼田駅
佐久総合
病院バス停

・⾅⽥駅及び佐久総合病院周辺の商業系⽤途地域を中⼼に設定

佐久インター
チェンジ周辺地区

佐久インター
チェンジ

・特別業務地区の指定がなされているなど、⼯業・流通系拠点のた
め、誘導区域の設定対象からは除く

浅科地区

浅科支所

望月地区

望月支所

コミュニティ 東地区
拠点
その他の主な集落

新たな都市構造による拠点の設定

拠点の中心

佐久平駅
周辺地区

中心拠点

地域拠点

5

拠点地区名称

東出張所

※⽤途地域外につき、誘導区域の設定対象からは除くが、拠点
や地域のあり方については別途考え方を提示する。

-

(2) 都市機能誘導区域設定のフロー
都市機能誘導区域に
含めるエリア

ⅰ）拠点の核となる施設等から半径800m圏内の用途地域内

ⅱ）社会資本整備総合交付金事業 都市再構築戦略事業の事業区域

ⅲ）今後整備が見込まれる市街地整備等事業区域
ⅳ）拠点周辺の市街地の歴史的経緯や周辺施設の立地状況、実質的な生活中心地の
形成状況、大規模集客施設の立地状況、都市基盤施設の整備状況等

ⅴ）地形地物や用途に応じて原則として街区単位で設定

都市機能誘導区域に
含めないエリア

ⅰ）法令・条例により生活利便施設の建築が制限されている区域等

ⅱ）災害発生の恐れのあるエリア

注：本計画においては、第二次国土利用
計画（佐久市計画）における「地域
拠点」のうち、用途地域内に所在する
拠点を「中心拠点」と位置づけます。
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都市機能誘導区域

-2■区域設定イメージ
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居住誘導区域の設定

(1) 居住誘導区域の基本的な考え方
居住誘導区域は、都市機能誘導区域との整合を図るとともに、人口動向や土地利用、公共交通の見
通し、災害リスクの有無等を勘案し、将来にわたり良好な居住環境と都市生活の利便性、快適性の
増進が図られる区域を設定します。

(2) 居住誘導区域設定のフロー
現況からみた
都市構造概略評価

STEP1
○基幹的公共交通の徒歩利用圏域

○都市的基盤整備等の投資区域
プラス

STEP2
○徒歩で日常生活をまかなうことが可能と考えられる生活利便性の水準が高い区域
＝生活サービス施設（商業・医療・福祉・子育て）の徒歩利用圏
マイナス
STEP3
○工業系用途地域

○災害発生の恐れのある区域

居住誘導区域
注：「浸水想定区域」及び「土砂災害警戒区域（土砂災害特別警戒区域を除く）」については、制度上、開発行為や建築物等建築行為が
制限されていないことから、誘導区域に含むものとし、警戒避難体制の整備をはじめ予防・啓発・警戒などのソフト対策により、
災害の軽減に努めるものとします。

■都市機能誘導区域設定（案）

■居住誘導区域設定（案）

図面区域色塗りしたもの
に差し替え
凡例

都市機能誘導区域

凡例

拠点800m圏域

都市機能誘導区域案

拠点1kｍ圏域

居住誘導区域案

都市再構築戦略事業区域

"

樋橋地区事業区域

拠点800m圏域

都市計画区域

拠点1kｍ圏域

用途地域

樋橋地区事業区域

鉄道駅

都市計画区域

鉄道

用途地域
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誘導施設の設定
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用途地域外の地域について

(1) 生活圏規模からみた誘導施設の考え方

(1) 用途地域外の地域についての基本的な考え方
本市のまちなみや人口分布の状況をみると、用途地域外であっても、古くから地域の暮らし
や交流を支えてきた地域の拠点や日常的な生活圏が存在しています。
これらの拠点や生活圏においては、コミュニティが形成され、地域の歴史や文化が継承される
とともに、本市の基幹産業である農業を支えてきました。また、コミュニティで醸成された絆
は、生きがいづくりや健康長寿の増進にも大きな役割を果たしてきました。
このため、市内のどのような場所であっても暮らし続けることを保障し、将来にわたって
幸福や豊かさを実感できる持続可能なまちづくりを推進するため、本市独自の視点から「地域
拠点」と「コミュニティ拠点」を計画上に位置づけ、各種施策に取り組んでまいります。

用途地域内

都市計画
区域内

誘導区域を設定

※地域拠点とコミュニティ拠
点については、用途地域外
における「機能集約・ネッ
トワーク型まちづくり」推
進のための核として、本市
が独自に設定するものであ
り、具体的な区域設定は
行いません。

地域拠点
用途地域外
コミュニティ拠点

都市計画
区域外

誘導施設の設定

自然との共生エリア

■本市における「機能集約・ネットワーク型まちづくり」のイメージ図

生活圏の人口規模に応じて持続的に維持することが可能な施設は異なります。生活圏人口の規模
ごとの持続的に維持可能な施設は、目安として下図のように整理することができます。
■生活圏人口規模と都市機能の関係性

日常生活を支える身近な生活利便施設
地域において、一定の拠点性を有する都市機能
高次都市機能

出典：国交省資料

(2) 市民ニーズからみた誘導施設の考え方
平成26年度の市民アンケート調査の回答を、「①日常生活を支える身近な生活利便施設」「②地域に
おいて一定の拠点性を有する都市機能」「③高次都市機能」の3つに分類し、市民ニーズを分析しました。

浅科支所
・調査名：平成26年度 佐久市の公共施設等の今後のあり方についての市民アンケート調査
・設問 ：「市内の公共施設の配置についてどのように感じているか」
・選択肢（A、F、Gを除いたB～Eの回答を再集計）：

望月支所

A

浅間出張所

東出張所

中込出張所
野沢出張所

自転車や自動車・
バスで行ける範囲
のニーズが大きい

臼田支所
徒歩で通える範囲
のニーズが大きい

注：このイメージ図は、地域拠点並びにコミュニティ拠点について、地域の核となる施設（支所、出張所、
公民館地区館、小学校、郵便局、JA支所）の立地や、拠点の規模的な広がりを想定しながら、
用途地域内の誘導区域や基幹的な公共交通の軸とともに図示したものです。
（※望月地区の小学校については、統合前の４小学校の位置を表示しています）

(3) 都市機能の集積状況

C

D

E

F

G
不明

自動車・バスや市
内に1つあれば良
いというニーズが
大きい

佐久市役所

春日出張所

B

現状で特に問 徒歩で通える範囲にあると良い 自転車で行ける範囲にあると良 自動車やバス等で行ける範囲に 佐久市内のどこかで1つ程度あ わからない
題はない
（小学校区に1つ程度）
い（中学校区に1つ程度）
あれば良い（地区に1つ程度） れば良い
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①
日
常
生
活
を
支
え
る
身
近
な
生
活
利
便
施
設

②
地
域
に
お
い
て
一
定
の
拠
点
性
を
有
す
る
都
市
機
能

③
高
次
都
市
機
能

用途地域内の誘導区域や基幹的な公共交通の軸とともに図示したものです。
（※望月地区の小学校については、統合前の４小学校の位置を表示しています）

(3) 都市機能の集積状況

10 計画の目標年度と評価指標

地区名

拠点類型

生活圏人口

拠点に立地する主な都市機能

佐久平駅周
辺地区

広域交流
拠点

99.5千人
（佐久市全域）

□立地…佐久平駅、佐久平交流センター、プラザ佐久、大規模商業施設、浅間中学校、スーパー、金融機関、
佐久平浅間小学校、診療所、通所介護施設、幼稚園
■近接…佐久大学

岩村田地区

中心拠点

中込中央区
地区

中心拠点

中込・野沢
地区

中心拠点
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□立地…佐久税務署、長野地方裁判所佐久支部、佐久警察署、佐久児童相談所、子ども未来館、
岩村田高等学校、佐久長聖高等学校、佐久平総合技術高等学校、市浅間出張所、浅間会館、
30.0千人
岩村田・東地域包括支援センター、浅間総合病院、金澤病院、スーパー、診療所、通所介護施設、
保育所、幼稚園、金融機関
■近接…岩村田小学校
□立地…市役所本庁、佐久広域消防本部、近代美術館、長野地方法務局佐久支局、佐久郵便局、
佐久総合病院佐久医療センター、地球環境高等学校、佐久消防署、保健センター、中央図書館、
中央隣保館、スーパー、金融機関、診療所、通所介護施設、保育所、幼稚園
33.4千人 ■近接…市民創錬センター、佐久創造館、小規模多機能型居宅介護施設
（中込：
18.0千人
／野沢： □立地…佐久広域連合、佐久公共職業安定所、口腔歯科保健センター、野沢北高等学校、野沢南高等学校、
15.4千人
市野沢出張所、野沢会館、中込会館、サングリモ中込図書館、野沢・中込地域包括支援センター、
くろさわ病院、野沢中学校、中込中学校、スーパー、金融機関、野沢小学校、診療所、通所介護
施設、保育所、幼稚園
■近接…佐久地方事務所、佐久保健福祉事務所、佐久水道企業団、市中込出張所、旧中込学校、中込小学校

（１）目標年度の設定
立地適正化計画は、概ね20年後のまちの姿を展望するものとされています。
このため、目標年度を下記のとおり設定し、現在策定中の第二次都市計画マスタープランとも整合を
図ることとします。
また、長い時間軸の中で「機能集約・ネットワーク型まちづくり」の実現が図られるよう、概ね
5年毎に評価を行い、必要に応じて計画の見直しを行います。

佐久市立地適正化計画の目標年度：平成49年度

（２）評価指標の設定
目標の達成度を定量的に把握し、計画の進捗について定期的な分析・評価を行うため、評価指標を
設定します。
【評価指標設定時の視点】
①居住が適切に誘導されたか
②市民の生活を支える都市機能の立地が確保され、サービス水準が保たれているか

□立地…佐久建設事務所、市臼田支所、あいとぴあ臼田、臼田健康活動サポートセンター、
臼田文化センター、鎌倉彫記念館、臼田警部交番、臼田地域包括支援センター、佐久総合病院本院、
13.7千人
雨宮病院、臼田中学校、スーパー、金融機関、臼田小学校、診療所、通所介護施設、小規模多機
能型居宅介護施設、保育所
■隣接…コスモホール、佐久平総合技術高等学校、北部消防署、臼田図書館、川村吾蔵記念館

臼田地区

中心拠点

浅科地区

地域拠点

6.2千人

□立地…市浅科支所、浅科中学校、浅科小学校、通所介護施設、保育所、幼稚園
■隣接…交流文化館浅科、療育支援センター、浅科保健センター、浅科会館、浅科図書館、診療所、
小規模多機能型居宅介護施設

望月地区

地域拠点

9.2.千人

□立地…駒の郷ふれあいセンター、東信運転免許センター、望月高等学校、市望月支所、川西消防署、
望月歴史民俗資料館、天来記念館、望月警部交番、浅科・望月地域包括支援センター、
川西赤十字病院、スーパー、金融機関、診療所、通所介護施設、保育所、幼稚園

東地区

コミュニティ
拠点

7.0千人

□立地…市東出張所、東会館、東小学校
■隣接…東中学校、診療所、保育所

▼居住誘導区域においては、良好な居住環境の維持、向上に向けた取組を推進することで、居住を
誘導することを目指し、居住誘導区域内の人口密度を指標とします。
▼都市機能誘導区域においては、将来都市像「快適健康都市 佐久」の具現化を目指し、全国有数の
健康長寿のまちであることを際立たせる取組を推進するための基盤を確保し続けるため、地域の
二次・三次医療圏を担う医療機関の立地数を指標とします。
▼地域のコミュニティや文化活動の活性化を図るため、これらの活動の拠点となる公民館地区館の
立地数を指標とします。

注：青＝日常生活を支える身近な生活利便施設、緑＝地域において一定の拠点性を有する都市機能、橙＝高次都市機能
□立地：800m圏域内に立地する施設
■隣接：800m圏域内には立地していないが、1km圏域内外に立地し、かつ拠点からのアクセスが容易な施設

現況値（平成27年度）
評価指標１
居住誘導区域内の人口密度

(4) 誘導施設の設定
市民全体にサービスを提供する高次都市機能については「広域交流拠点」へ、地域において
一定の拠点性を有する都市機能については「中心拠点」への誘導を図ることとします。
なお「地域拠点」と「コミュニティ拠点」には、制度上、誘導施設の設定は行いませんが、
他の拠点と同様に拠点性を高め、まちの魅⼒や活⼒の向上に資する取組を推進します。
施設の種類

広域交流拠点

中⼼拠点

医療

病院（二次、三次医療圏を担う）

○

福祉

地域包括支援センター

○

教育・
文化

商業
金融

大学・専門学校

評価指標２
7施設
地域の二次・三次医療を担う医療機関 （うち都市機能誘導区域内
の立地数
６施設）

7施設
（うち都市機能誘導区域内
6施設）

7施設
（うち都市機能誘導区域内
6施設）

7施設
（うち都市機能誘導区域内
2施設）

7施設
（うち都市機能誘導区域内
3施設）

7施設
（うち都市機能誘導区域内
3施設）

都市再生特別措置法の規定に基づき、誘導区域外で一定の規模以上の開発行為等を行う場合、行
為に着手する日の30日前までに、市長への届出が必要となります。

■都市機能誘導区域
○

市民ホール・コンベンションセンター

○

広域集客型商業等複合施設

○

スーパー

○

○

銀行・信金等

○

○

注：生活利便施設である診療所、通所介護施設、保育所、幼稚園などについては、日常生活を送る上での利便性を
考慮した場合、拠点のみならず市内に満遍なく立地していることが望ましく、送迎によることが一般的となっ
ているものもあることから、誘導施設には位置づけません。

12 施策の方向性

26.0人/ha
【仮置き】

11 届出制度の概要

○

公民館地区館

将来目標値（平成49年度）

26.0人/ha
【仮置き】

評価指標3
公民館地区館の立地数

26.0人/ha
【仮置き】

中間目標値（平成39年度）

開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開
発行為を行おうとする場合
開発行為以外
・誘導施設を有する建築物を新築しようと
する場合 ほか
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■居住誘導区域
開発行為
・３戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行
為で、その規模が1,000㎡以上のもの
建築等行為
・３戸以上の住宅を新築しようとする場合 ほか

ているものもあることから、誘導施設には位置づけません。
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12 施策の方向性
「機能集約・ネットワーク型まちづくり」の考え方を基本とし、”暮らしやすさの確保”と”機能分担と連携”、”新たな可能性への挑戦”の３つの視点から、各拠点の特徴に応じたまちづくりを推進します。

用途地域内
■広域交流拠点（佐久平駅周辺地区）

用途地域外
■地域拠点（浅科支所周辺及び望月支所周辺）

本市の発展を牽引するとともに、まちの魅⼒を創出し、市民全体に便益を供するような高次
都市機能については、広域交流拠点に誘導を図ります。
また、樋橋地区の開発動向を視野に入れながら、広域交通網の結節点である強みを生かし、
市域を越えた広域的なサービスを提供する拠点として、高次都市機能の集積や身近な生活利便
施設の充実を図ります。

用途地域外ではありますが、一定の都市機能の集積が見られるうえに、行政の窓口となる支所
が所在し、且つ「都市交通軸を担う幹線」の位置づけのあるバス路線の沿線上にあることから、
地域拠点と位置づけ、日常生活を支える身近な生活利便施設の誘導を図ります。
また、望月支所周辺は、用途地域内と遜色がない水準で都市機能の集積が見られることから、
中心拠点と同様に、地域において一定の拠点性を有する都市機能を特徴ある発展を支える核とし
て、機能の充実、維持を図ります。

【取組の例】
☞社会資本整備総合交付金（都市再構築戦略事業）等の活用により、高次都市機能を提供する公共施
設等の整備を行い、まちの魅⼒や活⼒の向上を目指します。
☞樋橋地区については、本市の発展を牽引する地域との認識のもと、土地区画整理事業の導入によ
り、都市的土地利用の受け皿となる基盤整備を図ります。
☞「佐久市中⼼市街地活性化基本計画」（平成29年度策定予定）との整合を図り、岩村田地区の商
店街との連携のもと、ソフト・ハード両面から、まちの魅⼒や活⼒の向上を目指します。

【取組の例】
☞過疎対策事業債等の財源を有効に活用するとともに、民間施設の立地を促進するための市独自の
支援制度等の活用や既存制度の見直しを検討し、都市の拠点性を高め、まちの魅⼒や活⼒の向上
に資する取組を推進します。
☞地域の二次医療圏を担う医療機関（※2）を、全国有数の健康長寿のまちであることを際立たせる
取組を推進するための地域資源と捉え、継続的に医療サービスが提供されるよう支援を行い、
安全・安心、快適さが実感できるまちづくりを目指します。

■中⼼拠点（岩村田、中込中央区、中込・野沢、臼田地区）
地域において一定の拠点性を有する都市機能については、地域資源と捉え、地域の質を高め
特徴ある発展を支える核として中心拠点への誘導を図るとともに、他の拠点との適正な機能分
担のもと、集約と連携によるまちづくりを推進する必要があります。
これに加え、日常生活を支える身近な生活利便施設についても、中心拠点に誘導し、あわせ
て集落部から容易にアクセスできるような交通体系の構築を目指します。

（※２：川西赤十字病院）

■コミュニティ拠点（既存集落）
小学校の通学区など複数の集落が集まる拠点については、居住や身近な生活利便施設の集約化
を目指すよりも、現在の拠点性を維持するとともに、「小さな拠点」の形成などの取組により、
暮らしやすさとコミュニティが失われないよう努める必要があります。

【取組の例】
☞都市機能立地支援事業の活用により、一定の拠点性を有する民間施設の立地を支援し、都市生活
の利便性や快適性の増進を図るとともに、地域の特徴ある発展を支える核と位置づけます。
☞地域の二次・三次医療圏を担う医療機関（※1）を、全国有数の健康長寿のまちであることを際立
たせる取組を推進するための地域資源と捉え、継続的に医療サービスが提供されるよう支援を行
い、安全・安心、快適さが実感できるまちづくりを目指します。
☞空き店舗対策事業補助金の活用等により、市街地の密度と生活サービスの質を高め、都市生活の
利便性や快適性の増進を図ります。
（※1：佐久医療センター、浅間総合病院、佐久総合病院本院、金澤病院、くろさわ病院、雨宮病院）

■居住誘導区域
都市機能誘導区域内における施策の充実により、都市生活の利便性や快適性の増進を図ると
ともに、良好な居住環境の維持・向上に向けた取組を推進することで、居住誘導区域内の
暮らしやすさを確保し、緩やかな居住の誘導を図ります。
あわせて、空き家バンク事業や佐久市移住促進プラン、佐久市生涯活躍のまち構想等、移住
関連施策との整合を図り、市内外から多くの人を呼び込めるような魅⼒的な居住空間の創出を
目指します。
【取組の例】
☞土地区画整理事業の導入や地区計画制度の活用等により、良好な居住環境を開発・保全し、都市
生活の利便性や快適性の増進を図ります。
☞居住誘導区域内の人口密度を高めるため、無居住家屋等実態調査を踏まえ、総合的な見地から空き家
対策を検討します。

【取組の例】
☞地域コミュニティの基本である行政区等の活動や活動の基盤となる施設整備を支援し、地域の
連帯感に基づく自治意識の高揚を図ります。
☞地域おこし協力隊や「小さな拠点」の形成など、地域活性化に繋がる取組を推進し、日常生活
を送るうえで基盤となる地域コミュニティの維持を図ります。
☞優良農地の保全に努めるとともに、農業振興事業補助金（耕作放棄地発生予防事業）等の活用
により、荒廃農地の再生を図ります。

都市計画区域外
■自然との共生エリア（都市計画区域外）
自然的土地利用と既存集落との共存による自然豊かな環境を保全する地域との前提のもと、
道路等の生活インフラを維持することにより、その場所で暮らし続けることを保障します。
また、既存集落とともに、健康増進や自然との調和を求めるライフスタイルの需要の受け皿
と位置づけます。
【取組の例】
☞空き家バンク事業や佐久市移住促進プランとの整合を図り、健康増進や自然との調和を求める
ライフスタイルの需要の 受け皿を提供します。
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※公共交通の維持、充実に向けた施策については、現在策定中の「佐久市地域公共交通網形成
計画」との整合を図り、十分なサービス水準が確保されるよう努めます。

参考図表
誘導区域の設定
①佐久平駅周辺地区・岩村田地区

②中込中央区地区
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-7誘導区域の設定
③中込・野沢地区

④臼田地区
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