
第７回佐久市都市計画審議会会議次第 

 

日 時：平成 28年 11月 22日（火） 

午後 1時 30分から 

場 所：佐久市役所南棟３階 大会議室 

 

 １ 開  会 

 

  ２ あいさつ 

 

 ３ 議  事 

    （１）議事録署名委員の指名 

     

（２）事務報告 

       ①傍聴者報告 

       ②前回（第６回）議案の処理状況等報告 

 

    （３）調査審議 

       ・佐久市立地適正化計画（素案）について 

 

    （４）そ の 他 

       ・佐久市地域公共交通網形成計画（素案）の概要について 

   

４ 閉  会 



 

 

第 ７ 回 

 

佐久市都市計画審議会資料 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年１１月２２日 



  

 

 

平成 28年 11月 22日 

 

 

 

 

 

第 ７ 回 

佐久市都市計画審議会 

事 務 報 告 

 



事務処理の概要 

 

平成２８年１０月２０日（木）に開催しました第６回佐久市都市計画審議会における議

決事項はございませんでした。 



 

 

 

調査審議 

 

 

 佐久市立地適正化計画（素案）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



佐久市立地適正化計画【素案】の概要について 資料No.1-1

■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

立地適正化計画を策定する意義1

■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。

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

立地適正化計画区域
＝都市計画区域

用途地域等

居住誘導区域

都市機能誘導区域

国土交通省
資料を加筆修正

■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。

少子高齢化、人口減少がもたらすもの
■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

平成28年11月22日

建設部 都市計画課

「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

■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。

立地適正化計画制度の概要2

誘導施設
（病院、商業施設、
公共施設等）

佐久市立地適正化計画におけるまちづくりの目標3

佐久市立地適正化計画の基本的な方向性4 都市機能誘導区域の設定6

(参考) 立地適正化計画策定に係る市民アンケート調査

■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。

■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。
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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

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

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

・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

・地域の特徴ある発展

・公共交通ネットワークの確保、充実

・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

ま
ち
づ
く
り
の
目
標

施策の
方向性

「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
択肢についても万遍なく回答が集
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。

■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。

将来を見据えたまちづくりを推進するための視点

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。

「立地適正化計画」により将来都市像を実現

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～」

施策の
方向性

施策の
方向性

※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）

1 駅・バス停周辺の

都市施設等の公共

サービスが充実した

便利なエリア 51.7%

2 公共交通や都市

施設の利用には不便だが、

人が少なく静かな

郊外エリア 36.2%

3 その他 12.1%



■拠点地域ごとの区域設定の考え方

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
や生活基盤および経済基盤等の
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。

用途地域外

旧町村の中心部において、コ
ミュニティや生活基盤および経
済基盤等の維持のため、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。

その他の拠点

既存集落

用途地域内

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。

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。

自然との共生エリア（都市計画区域外）
用途地域

連携・交流

連携・交流

都市計画区域

新たな都市構造による拠点の設定5

「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。

佐久市立地適正化計画の基本的な方向性4

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。

都市機能誘導区域の設定6
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(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。

(2) 都市機能誘導区域設定のフロー

ⅰ）拠点の核となる拠点施設等から半径800m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

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

都市機能誘導区域

ⅴ）地形地物や用途に応じて原則として街区単位で設定

ⅲ）今後見込まれる市街地整備等事業区域

都市機能誘導区域に

含めるエリア

都市機能誘導区域に
含めないエリア

ⅰ）都市機能集積にふさわしくないエリア（工業専用地域・工業地域）

ⅱ）災害発生の恐れのあるエリア

区分 拠点類型 拠点地区名称 拠点の中心 区域設定の考え方

広域交流拠点
佐久平駅
周辺地区

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
・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

中心拠点
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

東地区 東出張所

その他の主な集落 -

用途地域外

用途地域内

※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。

中心拠点

地域拠点

コミュニティ
拠点

誘導区域

及び

誘導施設

を設定



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

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

居住誘導区域

現況からみた
都市構造概略評価

STEP3
○工業系用途地域 ○災害発生の危険性のある区域

プラス

マイナス

8 誘導施設の設定9

■区域設定イメージ

- 3 -

注：「浸水想定区域」及び「土砂災害警戒区域」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。

(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

■都市機能誘導区域設定（案）

居住誘導区域の設定7

■居住誘導区域設定（案）
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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

拠点800m圏域

拠点1kｍ圏域

都市再構築戦略事業区域

樋橋地区事業区域

都市計画区域

用途地域

" 鉄道駅

鉄道

凡例

都市機能誘導区域案

居住誘導区域案

拠点800m圏域

拠点1kｍ圏域

樋橋地区事業区域

都市計画区域

用途地域



(1) 用途地域外の地域についての基本的な考え方

■生活圏人口規模と都市機能の関係性

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。

用途地域外の地域について8 誘導施設の設定9

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。

出典：国交省資料

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

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。

(3) 都市機能の集積状況

(1) 生活圏規模からみた誘導施設の考え方

(2) 市民ニーズからみた誘導施設の考え方

自転車や自動車・
バスで行ける範囲
のニーズが大きい

徒歩で通える範囲
のニーズが大きい

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

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

①
日
常
生
活
を
支
え
る
身
近
な
生
活
利
便
施
設

A B C D E F G
現状で特に問

題はない

徒歩で通える範囲にあると良い

（小学校区に1つ程度）

自転車で行ける範囲にあると良

い（中学校区に1つ程度）

自動車やバス等で行ける範囲に

あれば良い（地区に1つ程度）

佐久市内のどこかで1つ程度あ

れば良い

わからない 不明

・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）：

- 3 -

- 4 -

都市計画

区域外

用途地域内

用途地域外

誘導区域を設定

地域拠点

コミュニティ拠点

自然との共生エリア

都市計画

区域内

※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。

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）の重なり具合や、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）

■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

春日出張所

望月支所

東出張所

中込出張所

臼田支所

野沢出張所

浅間出張所

佐久市役所

浅科支所



施策の方向性12

(4) 誘導施設の設定

(3) 都市機能の集積状況

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。

- 4 -

- 5 -

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

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万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。

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）

届出制度の概要11
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。

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

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

■都市機能誘導区域 ■居住誘導区域

計画の目標年次と評価指標10

▼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。

【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、目標年次を下記のとおり設定し、現在策定中の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。

（１）目標年次の設定

（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。

佐久市立地適正化計画の目標年次：平成49年度

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 30.0千人

□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、
　　　　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

中込中央区
地区

中心拠点

□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
■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・野沢
地区

中心拠点

□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、
　　　　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

臼田地区 中心拠点 13.7千人

□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、
　　　　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

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

33.4千人
（中込：
18.0千人
／野沢：
15.4千人

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 ○

大学・専門学校 ○

公民館地区館 ○

市民ホール・コンベンションセンター等 ○

広域集客型商業等複合施設 ○

スーパー ○ ○

金融 銀行・信金等 ○ ○

施設の種類

教育・

文化

商業

現況値（平成27年度） 中間目標値（平成39年度） 将来目標値（平成49年度）

評価指標１
居住誘導区域内の人口密度

26.0人/ha
【仮置き】

26.0人/ha
【仮置き】

26.0人/ha
【仮置き】

評価指標２
地域の二次・三次医療を担う医療機関
の立地数

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
　6施設）

評価指標3
公民館地区館の立地数

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）



都市計画区域外

施策の方向性12

【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。

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す必要があります。

【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）

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】

☞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。
（※２：川西赤十字病院）

【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。

■中⼼拠点（岩村田、中込中央区、中込・野沢、臼田地区）

■居住誘導区域

【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。

■コミュニティ拠点（既存集落）

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。

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】

☞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。

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。

- 5 -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。

「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。

※公共交通の維持、充実に向けた施設については、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。

用途地域内 用途地域外

- 6-

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。

■広域交流拠点（佐久平駅周辺地区） ■地域拠点（望月支所周辺及び浅科支所周辺）

■自然との共生エリア（都市計画区域外）



参考図表
資料No.1-2

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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誘導区域の設定

③中込・野沢地区 ④臼田地区
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浅科、望月、東地区の支所、出張所周辺の状況参考

※小さな拠点の考え方

出典：内閣官房まち・ひと・しごと創生本部資料
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序章 立地適正化計画策定の背景と目的 

 

１．立地適正化計画制度創設の背景 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「コンパクト・プラス・ネットワーク」によるまちづくりのイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省資料 

 

 

 

○⽇常⽣活に必要な医療・福祉・⼦育て・商業などの⽣活サービス機能や⾏政の窓⼝が住まい
の⾝近にある、あるいは⾼齢者をはじめとする住⺠が⾃家⽤⾞に過度に頼ることなく公共交
通により容易にアクセスできる「コンパクト・プラス・ネットワーク」によるまちづくりを
⽬指すことが有効です。 

国の掲げる今後の都市政策の⽅向性 

コンパクト・プラス・ネットワーク

○全国的に… 
・急速な⼈⼝減少と⾼齢化に直⾯し、地域の活⼒低下が課題となっています。 
・住宅や店舗等の郊外⽴地が進むことで市街地が拡散し、市街地の低密度化が進展しています。
・厳しい財政状況下で、将来拡散したインフラの維持・更新が困難になりかねない状況にあり

ます。 
・⾼齢者数の著しい増加が⾒込まれ、⾃動⾞が運転できなくなる⾼齢者が増えることで、⾃⽴

した⽇常⽣活を送ることが困難となる⼈が増えることが懸念されています。 
○こうした状況下で、都市を持続可能なものとしていくためには、部分的な問題への対症療法

では間に合わず、都市全体の観点からの取組を強⼒に推進する必要があります。 

全国的な都市の現況と課題 

「コンパクト・プラス・ネットワーク」

によるまちづくり 
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国では、こうした「コンパクト・プラス・ネットワーク」によるまちづくりを推進するため、

平成26年（2014年）8月の都市再生特別措置法の改正により「立地適正化計画」制度を創設し、

居住機能や医療・福祉・子育て・商業等の都市機能の立地及び公共交通の充実に関するための

包括的なマスタープランとして「立地適正化計画」の策定が可能となりました。 

本計画は「コンパクト・プラス・ネットワーク」によるまちづくりの実現に向けた計画とし

て、以下の視点での取組を推進するものです。 

 

 

 
■⽴地適正化計画における誘導区域のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省資料 

【⽴地適正化計画の概要】
●医療・福祉・⼦育て・商業等の都市機能を都市の中⼼拠点等に集約し、これらの⽣活サービスが効率

的に提供されるようにすること 
●拠点周辺や公共交通の沿線に居住を誘導し、居住者がこれらの⽣活サービスを利⽤できるようにする

とともに、⼀定のエリアにおいて⼈⼝密度を維持することにより⽣活サービスやコミュニティが持続
的に確保されるようにすること 

【⽴地適正化計画の記載事項】
必須事項 

●⽴地適正化計画の区域 
●⽴地の適正化に関する基本的な⽅針 
●都市機能誘導区域（具体的な区域及び都市機能誘導のために市が講ずる施策） 
●居住誘導区域（具体的な区域及び居住誘導のために市が講ずる施策） 
●誘導施設（都市機能誘導区域ごとの誘導施設の設定、誘導施設の整備事業等） 

任意事項 
●公共交通に関する事項

●都市機能誘導区域：⽣活サービス機能を誘導する区域
●居住誘導区域：居住を誘導し、⼈⼝密度を維持する区域 
●公共交通：まちづくりと⼀体となった公共交通網の維持・形成 
●誘導施策の展開：届出・勧告（誘導区域外） 

：補助⾦・⾦融⽀援、税制優遇・容積率緩和等

用途地域等 
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２．佐久市における立地適正化計画策定の意義 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

佐久市では、今後人口減少と高齢化が進展し、市内全域で高齢化が進行する見込みです。

また、DID 面積は拡大していますが、DID 地区内の人口密度は低下しており、低密度な市街

地の拡散が進む恐れがあります。 

 人口密度の低下や高齢化率の上昇により、一定の人口集積に支えられた医療・福祉・子育

て・商業や公共交通等の生活サービス機能は成立することが困難となり、現在の暮らしや

すさが損なわれてしまう恐れがあります。 

 郊外部において、自動車を運転できなくなった高齢者等の交通弱者は、自立した日常生活

を送ることが困難となる恐れがあります。 

行政においても、社会保障費の増大と税収減により財政状況が厳しくなるなかにあって、

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となることが懸念されています。

【現状のまま推移した場合の佐久市の将来】

【都市構造の転換の必要性】

 

上記の不安を解消するため、これまでの拡散型の都市構造から、地域に根ざした集約型の都

市構造へと転換する必要があります。 

集約型の都市構造とは、以下のような生活が可能となる都市と考えます。 

 日常生活に必要な医療・福祉・子育て・商業などの生活サービス機能や行政の窓口が住ま

いの身近にある、あるいは自家用車に過度に頼ることなく公共交通により容易にアクセス

できる。 

拡散型の都市構造から、集約型の都市構造への転換が必要 

 

佐久市は合併前の旧町村の中心地をそれぞれの地域の核として、市街地や集落が形成される

多核構造となっていることから、それぞれの地域の強みを生かした「機能集約」と「まちのネ

ットワーク化」を実現するための素地が整っています。 

【佐久市の都市構造上の特徴】

合併前の中⼼地を地域の核とした多核構造

 

本市の都市構造を踏まえるとともに、現状のまま推移した場合に生じる上記のようなリスク

を回避し、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、将来的にも持続可能な都市を目指します。 

そのために、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「機能集約・ネットワーク型まちづくり」の理念を体現するのに も相応しい「立地適正化

計画」を策定する必要があると考えます。 

「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

【⽴地適正化計画を策定する意義】
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⼈⼝及び⼈⼝構成の将来⾒通し 
 

 

 

 

出典：平成 22 年は国勢調査、平成 27 年以降は社人研による将来推計人口 

 
市街地の拡散の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査 
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⾼齢化率⼈⼝（万⼈）

0 14歳 15 64歳 65歳以上 ⾼齢化率

100,552⼈

85,781⼈

 今後⼈⼝が⼤きく減少する⾒込みです。 
 ⽣産年齢⼈⼝が⼤幅に減少する⼀⽅、⾼齢者は増加する⾒込みです。 

 DID地区⾯積は拡⼤している⼀⽅、DID地区の⼈⼝密度は低下しています。 

⾼齢者が増加し、
⾼齢化率が上昇

総⼈⼝が⼤幅に減少

⼈⼝増減（H22⇒H52）

⾼齢者の割合（H52）

※DID（人口集中地区）とは 

国勢調査による基本単位区等を基礎単位として、以下の両方を満た

す地域を「人口集中地区」と呼んでいます。 

１）原則として人口密度が 4,000 人/㎢以上の基本単位区等が市区

町村の境域内で互いに隣接している 

２）それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に 5,000 人以上を有

する 

凡例

⾏政区域

⽤途地域

DID区域の変遷
昭和45（1970）年

昭和50（1975）年

昭和55（1980） 平成2（1990）年

平成7（1995） 平成22（2010）年

DID ⾯積はほぼ横ばい 

⼈⼝密度は低下傾向

H52高齢者割合

20％未満

20 25％

25 30％

30 35％

35 40％

40％以上

参考 

参考 
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Ⅰ章 佐久市の現況・動向 

 

１．佐久市の概況と将来 

（１）⼈⼝動向 

 増加傾向にあった⼈⼝が減少に転じ、今後⼤幅に減少 

 ⼈⼝減少に加え若年層の市外流出なども影響し、⾼齢化率が上昇 

①⼈⼝及び⾼齢化率の将来⾒通し 

佐久市は、東西の中山道、南北の佐久甲州街道の街道筋を中心に発展を遂げてきました。

平成17年の市町村合併を経て市域は拡大し、合併前の旧町村の中心部を核としてまちなみが

形成されています。 

人口は、一貫して増加傾向にありましたが、近年は増加の動きが鈍化しており、平成22年

人口は約10.1万人（国勢調査）であり、国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研）の

将来推計では、平成52年人口は約8.6万人まで減少すると予測されています。 

また、高齢化率（人口に占める高齢者の割合）は、平成22年が25.9％なのに対し、平成52

年には36.2％となる見込みで、特に、平成37年には団塊の世代が全員75歳以上となるため、

75歳以上の後期高齢者が大幅に増加することが予想されます。 

 

■佐久市の⼈⼝及び⾼齢化率の推移 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）」 
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②⼈⼝構成の特徴 

人口構成を年齢別にみると、全国平均と比べて男女ともに20代の人口が特に少なくなって

います。これは長野県下でも同様の傾向となっており、市外（県外）に若年層が流出してい

ることが考えられます。また、年齢3区分別人口をみると、平成2年以降年少人口は減少する

一方、高齢者人口は増加傾向にあり、特に高齢者人口が平成22年までの10年間で8％増と高齢

化が進展していることがわかります。 

人口減少（特に生産年齢人口の減少）と高齢者の増加は、税収の減少と社会保障費の増大

の要因となり、財政の将来的な悪化が懸念されます。 

 

■佐久市と全国の⼈⼝ピラミッドの⽐較 

 
出典：「佐久市人口ビジョン」（平成 27 年 10 月）                           資料：国勢調査 
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（２）地域別の⼈⼝動向 

 ⽤途地域内に⼈⼝が集中 

 ⽤途地域の周縁部で⼈⼝の拡散傾向が⾒られる 

 将来的には市内全域で⾼齢化が進展する⾒込み 

平成 22 年の人口密度を地域別にみると、密度の高いエリアは用途地域内を中心に分布して

おり、特に岩村田駅周辺、佐久平駅周辺に人口が集中しています。 

用途地域外では、用途地域の周縁部でやや人口密度が高くなっており、人口の拡散傾向が

見られます。また、外縁部にいくに従って低密化しています。 

平成 52 年には、もともと人口が集中していた用途地域内で人口減少が進み、市街地の低密

化が進行すると予測されています。 

また、平成 22 年の高齢化率をみると、都市計画区域外や都市計画区域の外縁部で高齢化率

が高く、岩村田駅周辺、中込駅周辺など旧来からの市街地や、合併前の旧町村の中心部にお

いても高齢化率の高いエリアが見られます。 

一方、佐久平駅周辺など新市街地では、比較的高齢化率が低いことがわかります。 

平成 52 年には、新市街地を含む市内全域で高齢化が進展し、特に用途地域外は顕著に高齢

化が進展すると予測されています。 
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資料：国勢調査（平成 52 年は社人研の推計手法により推計） 

人口密度（平成 22 年） 

人口密度（平成 52 年） 
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資料：国勢調査（平成 52 年は社人研の推計手法により推計） 

高齢者割合（平成 22 年） 

高齢者割合（平成 52 年） 
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資料：国勢調査（平成 52 年は社人研の推計手法により推計） 

人口増減率（平成 12～22 年） 

人口増減率（平成 22～52 年） 
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（３）市街地の状況 

 DID⾯積が横ばいとなる⼀⽅、DID内⼈⼝密度が低下し、市街地の低密化が進⾏ 

佐久市の人口集中地区（以下、DID）の変遷をみると、近年DID面積はほぼ横ばいとなって

いる一方、DID内人口密度は低下しており、市街地の低密化が進んでいることがわかります。 

このまま人口減少が進む一方で、市街地が今後もこのままの規模を維持し続けた場合、更

に人口密度が低下し、一定の人口集積によって支えられている医療・福祉・子育て・商業や

公共交通等の生活サービスや都市インフラの維持が困難になる恐れがあります。 

 ■DID ⼈⼝密度・⾯積の推移 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：国勢調査 

 ■DID の変遷 

 
資料：国土数値情報

凡例

⾏政区域

⽤途地域
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（４）公共交通の状況 

 基幹的公共交通の徒歩圏は鉄道駅周辺を中⼼に分布 

① 市内の公共交通の状況 

佐久市の公共交通網は、用途地域内の市街地を南北につなぐ形で運行される小海線と、鉄

道を補完する形で用途地域外の集落を含めた市内全域で運行されるバス路線によって形成さ

れています。このため用途地域内の市街地では、概ね全域で徒歩による公共交通の利用が可

能な環境となっています。 

そのなかでも、1日の運行本数が往復30本以上のサービス水準を持つ公共交通を「基幹的公

共交通」として位置づけ、その徒歩圏分布を図示すると下記のとおりとなります。 

基幹的公共交通の徒歩圏は、自家用車に頼らない生活を送るうえで利便性の高いエリアと

して捉えることができ、佐久市では主に鉄道駅周辺を中心に分布しています。 

佐久平駅は、新幹線駅が設置されていることもあり、乗降客数は圧倒的に多く、また駅の

両側に駅前広場が整備され、基幹的公共交通の結節機能も強いことから、広域的な交通結節

拠点であると言えます。そのほか、岩村田駅、中込駅は佐久平駅に次いで乗降客数が多く、

臼田駅を含め、バス路線との結節点となっています。 

また望月、浅科、野沢、臼田地区の一部では、運行頻度の高いバス路線が見受けられます。 

 ■公共交通の徒歩圏分布（平成 27 年 8 ⽉現在） 

 
※圏域範囲（鉄道駅 800ｍ、バス停 300ｍ）、基幹的公共交通のサービス水準は「都市構造の評価に関するハンドブック

（H26.8、国交省都市局）」を参考に設定しています。 

 

  

凡例

^ 市役所・支所

運行本数往復30本／日以上のバス路線

運行本数往復30本／日未満のバス路線

バス路線

公共交通徒歩圏域

用途地域
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（５）⽣活利便施設の分布状況の検証 

 ⽤途地域内の市街地においては、⽇常⽣活に必要な機能が概ね分布 

 ⽤途地域外においても、⼀部で⽣活利便施設の集積が⾒られる 

 施設種別の集積度は地域ごとに異なり、役割分担がなされている 

①⽣活利便施設の徒歩圏分布 

子育て世代から高齢者まで各世代が日常的に利用する医療・福祉・子育て・商業に係る生

活利便施設を対象として、これらの施設が徒歩圏で利用可能なエリアを抽出します。 

これらの施設の徒歩圏分布状況をみると、用途地域内の市街地においては、医療・福祉・

子育て・商業の日常生活を支える身近な生活利便施設のサービス圏域はそれぞれ重なり合っ

ており、これに加えて、文化施設や行政機関等の広域・高次機能が立地していることから、

日常生活に必要な機能は基本的にカバーされていると言えます。 

また、用途地域外であっても、望月地区等において身近な生活利便施設のサービス圏域の

重なりが見られます。 

 ■対象施設とその分布状況の概要 
施設分類 対象施設

医療施設 病院及び⾝近な“かかりつけ医”となる医療施設⇒病院、診療所・クリニック 
福祉施設 徒歩利⽤が想定される福祉施設⇒デイサービス・デイケア・地域包括⽀援センター等
⼦育て施設 ⼦どもやその保護者の徒歩利⽤が想定される施設⇒幼稚園・保育園
商業施設 ⽇⽤品、⾷料品やその他最寄品を購⼊する際に⽇常的に利⽤する店舗⇒スーパー、コンビニ

■⽣活利便施設の徒歩圏分布（平成 27 年 8 ⽉現在） 

 
※圏域範囲（施設から半径 800m 圏域）は「都市構造の評価に関するハンドブック（H26.8、国交省都市局）」を参考に設定

しています。 

凡例

^ 市役所・支所

商業施設800m圏域

医療施設800m圏域

福祉施設800m圏域

子育て施設800m圏域

4種別全ての施設の800m圏域に含まれる区域

用途地域
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②⽣活利便施設の集積度 

市内において生活利便施設が集積・充実している区域、すなわち市内のなかでも拠点的な

役割を担っている区域を抽出します。なお、集積度評価の対象とする施設は前頁で取り扱っ

た対象施設とします。 

生活利便施設が集積する区域（下図における概ね偏差値60以上の区域）は用途地域内を中

心に集積しており、特に佐久平駅周辺や岩村田駅周辺など、鉄道駅半径800m圏内で面的に集

積度の高い区域が分布しています。また、望月地区についても用途地域内の他のエリアと遜

色がない水準で集積が見られます。 

一方、施設の種類別の集積度をみると、佐久平駅周辺では商業、野沢地区では子育て、臼

田駅周辺では医療・福祉と言ったように、地域によって集積度の高い施設が異なっており、

地域ごとの立地特性（役割分担）がうかがえます。 

特に医療機関については、県下でも有数の充実度を誇っており、市内には専門医療と急性

期医療に特化した佐久総合病院佐久医療センターをはじめ、地域の二次・三次医療圏を担う7

つの医療機関が地域ごとにバランス良く立地し、これらを核とした病病連携や病診連携など、

充実した地域医療が展開されています。 

 

 ■⽣活利便施設の集積度評価（平成 27 年 8 ⽉現在） 

 

 

 

 

 

 

生活利便施設の集積度 
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■⽣活利便施設の集積度評価（商業施設） 

 

■⽣活利便施設の集積度評価（福祉施設） 

 

 

 

商業施設の集積度   

福祉施設の集積度   
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■⽣活利便施設の集積度評価（医療施設） 

 

■⽣活利便施設の集積度評価（⼦育て施設） 

 

  

医療施設の集積度   

子育て施設の集積度   
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２．佐久市の現況課題 

（１）⼈⼝動向 

全国的に、人口減少・少子高齢化が進展する中で、これまで一貫して増加傾向にあった佐

久市の人口も平成22年以降は減少に転じています。 

年齢別人口を見ると、全国平均と比べて男女ともに20代の人口が少ない一方で、高齢者人

口は増加傾向にあり、地域での高齢者割合の増大とそれに伴う福祉や医療に係る社会保障費

の増大が予測されます。 

今後は、首都圏などからの交通利便性の高さや豊かな自然環境、災害の少なさ、保健・医

療の充実等、佐久市ならではの特性を生かすとともに、雇用の場を創出し、将来にわたる生

産年齢人口の確保や、若者や子育て世代の定住を促進することが重要な課題となります。 

 

（２）都市機能 

医療・福祉・子育て・商業等の日常生活を支える生活利便施設は、用途地域内を中心に分

布していますが、用途地域内であっても、施設からの徒歩圏に含まれない生活サービス水準

の低いエリアが見られます。 

一方、用途地域外においても、望月地区などでは一定の生活利便施設の集積がみられると

ともに、用途地域の周縁部を中心に市街地の拡散が進行しています。 

今後、人口減少の進展に伴い人口密度が低下することにより、一定の人口集積によって支

えられている生活利便施設や、拡散した都市インフラの維持が困難となることが懸念される

ことから、居住機能及び都市機能の適切な配置、誘導について検討を行う必要があります。 

 

（３）公共交通 

公共交通の利用者数は、鉄道がほぼ横ばい、バスは微減となっています。また、運行本数

往復30本／日以上のバス路線は用途地域内でも限られており、現況の公共交通のサービス水

準は決して高いものとは言えず、高齢化の進展に伴い、公共交通に対する需要が増大してい

くことが予想されるなかにあっては、大きな課題となる可能性があります。 

今後、自動車を運転することができなくなった高齢者等の交通弱者に対して“生活の足”

を確保するため、都市構造と一体となった公共交通体系を構築し、鉄道やバスなどの交通手

段の確保や利便性の向上に努める必要があります。 
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参考： ⽴地適正化計画策定に係る市⺠アンケート調査（抜粋） 

問 1 あなたは佐久市の人口が将来減少見込であること、また少子高齢化が今よりも進展する見込である

ことを知っていましたか。 

 
選択肢 回答数 割合 

1 知っていた 90 72.0%

2 概ね知っていた 33 26.4%

3 知らなかった 2 1.6%

合計 125 100.0%

 

 

 

 

 

問 2 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。（あてはまるもの全てに○をつけてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 回答数 割合 

1 道路、橋梁、トンネル、上下水道等の維持・更新ができなくなる 42 8.6%

2 鉄道、バス等の運行本数、路線数が少なくなる 54 11.1%

3 病院、小中学校、図書館等の公益施設が統廃合される 76 15.6%

4 売上減少により、スーパーや商業施設等が撤退する 73 15.0%

5 働き手の減少により、人材不足になる 62 12.7%

6 高齢者の増加により、医療費等の社会保障費が増える 103 21.1%

7 1～6 のような事態を未然に防ぐために、一人あたりの税負担が増える 72 14.8%

8 その他 6 1.2%

合計 488 100.0%

・「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 21.1%と も多くなっていま

すが、その他の選択肢についても万遍なく回答が集まる結果となりました。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。 

・「知っていた」及び「概ね知っていた」と回答し

た人の割合は全体の 98.4%に達し、回答者のほとん

どが佐久市の直面する人口減少、少子高齢化傾向

を認識していることが分かりました。 

参考 

8.6%

11.1%

15.6%

15.0%

12.7%

21.1%

14.8%

1.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

1 道路、橋梁、トンネル、上下⽔道等の維持・更新ができなくなる

2 鉄道、バス等の運⾏本数、路線数が少なくなる

3 病院、⼩中学校、図書館等の公益施設が統廃合される

4 売上減少により、スーパーや商業施設等が撤退する

5 働き⼿の減少により、⼈材不⾜になる

6 ⾼齢者の増加により、医療費等の社会保障費が増える

7 1 6のような事態を未然に防ぐために、⼀⼈あたりの税負担が増える

8 その他

1 知っていた 

72.0% 

2 概ね知っていた 

26.4% 

3 知らなかった 

1.6% 
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問 4 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。（１つ選んで○をつけ

てください。） 

 
選択肢 回答数 割合 

1 
駅・バス停周辺の都市施設等の公共

サービスが充実した便利なエリア 
60 51.7%

2 
公共交通や都市施設の利用には不便

だが、人が少なく静かな郊外エリア
42 36.2%

3 その他 14 12.1%

合計 116 100.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●調 査 対 象 者 ：医療・福祉・子育て・商工など各種意見交換会参加者（258 名） 

●調 査 期 間 ：平成 28 年 8 月～10 月 

●アンケート回収結果 ：有効回収数 133 件（回収率 52%） 

 

 

・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。 

1 駅・バス停周辺の 

都市施設等の公共 

サービスが充実した 

便利なエリア 51.7% 

2 公共交通や都市 

施設の利⽤には不便だが、 

⼈が少なく静かな 

郊外エリア 36.2% 

3 その他 12.1% 
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Ⅱ章 立地適正化計画の基本的な方向性 

 

１．立地適正化計画の位置づけと目標年次 

（１）⽴地適正化計画の位置づけ 

本計画は、現在策定中の「第二次佐久市総合計画」（平成28年度策定）並びに「第二次

国土利用計画（佐久市計画）」（平成28年度策定）に即するものと位置づけ、平成27年10

月に策定した「佐久市人口ビジョン」及び「佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略」と

連携を図ります。 

また、立地適正化計画は、都市全体を見渡したマスタープランとしての性質を持つもの

で、都市計画マスタープランの一部もしくは高度化版とみなされるため、現行の「佐久市

都市計画マスタープラン」（平成20年3月、平成22年11月、平成28年7月改定）で掲げられ

た都市構造を基本に、まちづくりの理念や基本的な考え方を踏まえて検討します。 

立地適正化計画では、生活サービス機能の評価・分析に基づき、人々の生活に密着した

まちづくりを推進するため、従来から都市計画と関連があった交通・農業・防災・産業・

環境などの分野はもとより、これまでの都市計画ではあまり意識されてこなかった医療・

福祉・健康づくり・子育て・教育・交流・コミュニティなどの幅広い分野の政策とも連携

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第⼆次佐久市総合計画前期基本計画（平成 28 年度策定予定） 
第⼆次国⼟利⽤計画（佐久市計画）（平成 28 年度策定予定） 

佐久市都市計画 
マスタープラン 
 

佐久市全域を対象 

とした都市政策の 

基本方針を示すもの 

【従来より都市計画と

強い関連性のある分野】

・交通分野 

・農業分野 

・防災分野 

・産業分野 

・環境分野 

佐久市 
⽴地適正化計画 

「機能集約・ネットワ

ーク型」の都市構造の

形成に資する具体的

な区域や施策を定め

るもの 

【これまでの都市計画では

あまり関連のなかった分野】

・医療分野 

・高齢者福祉分野 

・子育て分野 

・教育分野 

・交流、コミュニティ分野 

都市マスと⽴地適正化計画が両輪となって
⼈⼝減少社会に対応した佐久市のまちづくりを推進

連
携

連
携

上位計画に即して作成される計画

【地方創生に向けた新たな

部局横断的な計画・戦略】 

まち・ひと・しごと創生人口

ビジョン、総合戦略 

連
携

都市再⽣整備計画 
個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進するための制度 

立地適正化計画に基づき策定し、事業を実施 

事業計画

即する 



 

Ⅱ-2 

（２）計画の対象区域 

立地適正化計画の区域は、都市全体を見渡す観点から定めることとされているため、本

市における都市計画区域全体を計画の対象区域とします。 

   

 

（３）⽬標年次 

人口減少社会に適応した都市構造へ転換させていくためには、長期的な取り組みが必要

と考えられることから、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、将来のあるべきまちの姿を展望し、長い時間軸の中で「機能集約・ネットワ

ーク型まちづくり」の実現が図れるよう目標年次を下記のとおり設定し、現在策定中の「第

二次佐久市都市計画マスタープラン」（平成29年度策定予定）とも整合を図ることとしま

す。 

なお、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年ごとに評価を行い、必要に応じて目標年次を含む計画全般の見直しを行うも

のとします。 

 

 

  
佐久市⽴地適正化計画の⽬標年次：平成 49 年度 

市役所 浅科⽀所

望⽉⽀所

⾅⽥⽀所

凡例

^ 市役所・⽀所

⽤途地域

都市計画区域

⾏政区域
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２．佐久市が目指す将来都市像 

（１）上位・関連計画における将来都市像の考え⽅ 

①第⼆次佐久市総合計画 

 

（１）「市⺠の実感から始まり、実感に結びつく」まちづくり 

●市⺠⽬線で「幸福、豊かさ、満⾜、安⼼・安全、快適さ」といった実感を⽣み出すことのできる
施策を考え、施策の実施が実感を⽣み出すことを⽬指すことを全ての政策分野に共通する基本的
な姿勢とします。 

●「ひと」が幸福などを実感できるためには、⼼⾝ともに健康であることが必要であることから、
⽇常⽣活、地域社会、地域経済を⽀える市⺠の健康づくりを⼀層進めていきます。 

（２）「ひとと地域の絆をさらに強め、広げる」まちづくり 

●⼈⼝減少による地域社会・地域経済への悪影響を抑⽌するため、「ひと」と「ひと」、「ひと」
と「地域」、「地域」と「地域」の結び付き（絆）をより⼀層強固なものとし、地域の⼀体感の
さらなる醸成を図るとともに、⾼速交通網の延伸や国際交流の進展といった新たな環境の変化を
踏まえ、世界も視野に⼊れたさらなる交流、結び付きの拡⼤により、新たに結び付く地域とお互
いを⽣かすことのできるまちづくりを進めることを基本的姿勢とします。 

●「ひと」と「地域」の絆を結びつけるものとして、育まれて来た地域⽂化を将来に向かって継承
していくとともに、⼼の豊かさを育む⽣活⽂化、芸術⽂化を享受することのできるまちづくりを
進めていきます。 

（３）「新しい発展の可能性に挑戦する」まちづくり 

●受け継がれてきたまちの良さや作り上げたまちの特徴を⽣かすとともに、環境の変化を⾒据え、
現在だけではなく、将来の新しい発展の可能性につながるまちづくりに挑戦することを基本的な
姿勢とします。 

●発展を⽀える「ひと」の⽣活を確保するため、合併以前の町村役場周辺などの地域のそれぞれの
核を拠点として、⽣活サービスの提供といったまちの機能を集約するとともに、その拠点と集落、
地域と地域を道路や公共交通で結び合う機能集約・ネットワーク型のまちづくりを進めていきま
す。 

 

 

  

ⅰ）基本理念 

ⅱ）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 指して  
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②第⼆次国⼟利⽤計画（佐久市計画） 

 
（１）地域の特徴を⽣かした機能の集約化 

●将来にわたって質の⾼い暮らしを営むため、それぞれの地域の拠点に⽣活サービスの提供といっ
た機能を集約するとともに、各地域の強みや個性を⽣かし、その特徴を磨き上げる、機能集約型
の⼟地利⽤を推進します。 

（２）機能集約を⽣かしたまちのネットワーク化 

●本市では、これまで市⺠の⼀体感の醸成や地域間ネットワークの構築を⽬指し各種施策に取り組
んできました。⼈⼝減少による地域社会、地域経済への負の影響を克服するために、それぞれの
地域の拠点と集落、地域と地域を道路や公共交通などにより結び、地域の拠点に集約した機能や
特徴をつなぐことで、相互にこれらを利⽤できる円滑なネットワークの構築を推進します。 

（３）⼈⼝の確保によるコミュニティの維持 

●⼈⼝減少の進⾏が今後も予想されることから、まちを形成するコミュニティを維持するため、現
在住んでいる⼈々に住み続けてもらえるよう取り組んでいくとともに、新たな定住者の創出を図
っていく必要があります。 

●各地域で住む⼈々にこれからも継続して住み続けてもらうため、防災・減災対策の推進、環境の
保全、ネットワーク化による機能の維持などを⾏うことで、世帯や働き⽅がことなっても⽣活の
中で安⼼・安全や快適さを実感できる取組のための⼟地利⽤を進めます。 

●新たな定住者の創出のため、⽥園⾵景や⼭並みなどの美しく⼼を豊かにする景観、地域に根ざし
た歴史や⽂化、本市の特徴でもある健康⻑寿など、それぞれの地域が持つ資源を⽣かすことで、
観光や体験を通じた都市との交流に資する⼟地利⽤を図ります。 

ⅰ）⼟地利⽤の基本⽅向 
（第 2 章 ⼟地利⽤の基本⽅向のうち、第 1 節 ⼈⼝減少社会への対応「1 機能の集約とネットワークによる
まちの形成」を抜粋） 

教育・文化分野 

（１）生涯にわたり学び、生きる力を育むまちづくり 

都市基盤分野 

（２）地域の特徴を生かしたつながりあるまちづくり 

経済・産業分野 

（３）力強い産業を営む活力と魅力あるまちづくり 

保健・福祉分野 

（４）豊かな暮らしを育む健康長寿のまちづくり 

自然環境・生活環境分野 

（５）快適な暮らしを創る環境豊かなまちづくり 

防災・安全分野 

（６）暮らしを守る安心と安全のまちづくり 

協働・交流分野（政策横断分野） 

（７）ひとと地域の力が生きる協働と交流のまちづくり 

■ 幼児教育、学校教育、高校教育・高等教育、青少年健全育成 
■ 文化・芸術、生涯学習、スポーツ 
■ 人権尊重社会、男女共同参画社会 

■ 土地利用、市街地、公共施設、住宅 
■ 高速交通ネットワーク、地域交通ネットワーク 

■ 農業、林業、水産業  ■ 商業・サービス業  ■ 観光 
■ 工業            ■ 就労・雇用 

■ 健康増進、保健活動、医療、医療保険・国民年金 
■ 地域福祉、介護・高齢者福祉、障がい者福祉、ひとり親家庭支援・低所得者福祉 
■ 少子化対策・母子保健、子育て支援・児童福祉 

■ 環境保全、街並み緑化・公園・景観形成   ■地球温暖化対策 
■ 環境衛生、上水道、下水道 

■ 防災、消防・救急、交通安全、防犯、消費生活 

■ 市民協働・参加、地域コミュニティ、行財政経営、高度情報通信ネットワーク 
■ 地位間交流、国際交流、広域連携 

■ 就労・雇用   

（７つの政策分野） （主要施策） 

ⅲ）施策の⼤綱 
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（２）本計画におけるまちづくりの⽬標 

佐久市は、これまで培われてきた豊かな自然、文化と都市機能が調和した快適な生活環境や、

固有の魅力や強みを磨き上げることで、佐久市に住む全てのひとが「暮らしやすい」「暮らし

て良かった」と思えるまち、心身ともに健やかに暮らせるまちを目指し、第二次佐久市総合計

画において、将来都市像を「快適健康都市 佐久」と掲げ、副題を「希望をかなえ 選ばれる

まちを目指して」と位置づけました。 

そして、この実現のため、社会経済情勢の変化に的確に対応するとともに、現在世代ばかり

でなく、将来の世代も「暮らしやすさ」、「住みやすさ」、「働きやすさ」が実感できるとと

もに、持続的に発展できるまちづくりを総合的かつ計画的に進めることとしています。 

本計画においては、このような第二次佐久市総合計画の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、序章において述べた本市における立地適正化計画策定の意義を踏まえ、

「機能集約・ネットワーク型まちづくり」の考え方を基本に、日常生活に必要なサービスや行

政窓口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まちを理想

として、“暮らしやすさの確保”と“機能分担と連携”、さらには“新たな可能性への挑戦”

の３つの視点から、まちづくりに取り組んでまいります。 

併せて、将来を見据え、従来の拡散型の都市構造から地域に根ざした集約型の都市構造への

転換を図ります。 

 

  

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 

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 

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 

新市将来都市像を実現 

ま
ち
づ
く
り
の
⽬
標 

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 

・地域の特徴ある発展
・公共交通ネットワークの確保、充実 

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

施策の
⽅向性 

施策の
⽅向性 

佐久市の将来都市像「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 」 
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３．立地適正化計画の基本的な方向性 

本市の立地適正化計画の策定にあたっては、まちなみや歴史的な経緯、各種施策との整合等

を踏まえるとともに、“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、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。 

（１）⽤途地域内 

用途地域内については、都市生活の利便性や快適性の増進を目的に、居住機能や生活サービ

ス機能の適切な配置を誘導するため、都市機能誘導区域および居住誘導区域を定めることとし

ます。 

 

（２）⽤途地域外 

用途地域外については、旧町村の中心部など既存の地域拠点の現状を考慮しながら、地域に

根ざしたコミュニティの維持、活性化が図られるような区域ならびに拠点のあり方を検討しま

す。 

 
 

 

都市機能誘導区域 
○「国⼟利⽤計画（佐久市計画）」及び「佐久市都市計画マスタープラン」等の上位関連計画に定め

られた拠点の位置づけと整合の図られた区域を設定し、都市⽣活の利便性や快適性の増進を⽬的に、
都市機能の誘導、確保を⽬指す 

○都市機能の⽴地の現状を踏まえるとともに、誘導施設の設定や届出制度の運⽤に配慮する 

居住誘導区域 
○居住誘導区域は、上記の都市機能誘導区域を含む区域であることから、都市機能誘導区域の⽅針と

整合した区域を設定し、拠点に居住するメリットを最⼤限享受できるような施策を講じることで、
ゆるやかな集約化を図り、⼀定程度の⼈⼝密度を確保することを⽬指す 

○現在の⼈⼝密度や、⽣活利便性、公共交通へのアクセス性などについても配慮する 

旧町村の中⼼部等 
○旧町村の中⼼部等において、コミュニティや⽣活基盤および経済基盤等の維持のため、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および経済基盤等の維持

のため、商店、診療所などの⽣活サービス機能の拠点集落への維持を⽬指す 

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る 
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（３）公共交通 
また、「佐久市地域公共交通網形成計画」（平成 28 年度策定予定）との整合を図りつつ、

都市構造と一体となった公共交通体系のあり方について調整します。 

 

コンパクトシティと「機能集約・ネットワーク型まちづくり」との相違点 

機能集約型のまちづくりとは、居住地や都市機能を一ヶ所に集めるものではありません。む

しろ、地域の特徴や歴史的な成り立ちを考慮した複数の拠点を設定し、特徴ある発展を目指す

ものです。 

 

参考：   

⼀極集中 
市町村内の最も主要な拠点（⼤
きなターミナル駅周辺等）1 箇
所に全てを集約させる 

全ての⼈⼝の集約 

全ての居住者（住宅）を⼀定
のエリアに集約させることを
⽬指す 

強制的な集約 

居住者や住宅を強制的に短期
間で移転させる 

 

多極型 

中⼼的な拠点だけではなく、旧
町村の役場周辺などの地域拠
点も含めた、多極ネットワーク
型の集約化を⽬指す 

全ての⼈⼝の集約を図る
ものではない 

例えば農業等の従事者が農村
部に居住することは当然（集
約で⼀定エリアの⼈⼝密度を
維持） 

誘導による集約 

メリットを最⼤限享受できる
ような施策を講じることで誘
導を促し、時間をかけながら
居住の集約化を推進 

コンパクトシティをめぐる誤解 

拠点の⽅向性 

⽤途地域内 

●岩村⽥、中込中央区、中込・
野沢、⾅⽥などの中⼼拠点へ
の機能集約 

⽤途地域外 

●望⽉、浅科の旧町村の中⼼部
等への機能集約 

●出張所周辺をはじめ、集落部
についても、コミュニティの
維持を前提に、「⼩さな拠点」
の形成などを⽬指す 

⼈⼝集約の⽅向性 

●中⼼拠点や旧町村の中⼼
部の⼈⼝減少を抑え、コン
パクト化により⼀定程度
の⼈⼝密度を維持し、都市
⽣活の利便性や快適性の
増進を⽬指す 

●個⼈のライフスタイルに
基づく様々な居住のあり
⽅を尊重し、集落部であっ
ても暮らし続けることを
保障する 

誘導の⽅向性 

●拠点に居住するメリット
を最⼤限享受できるよう
な施策で、ゆるやかな誘導
を図る 

●急激な変化を求めるので
はなく、⻑期的な視点で⼈
⼝・都市機能を誘導してい
く 

 
 
 
 

佐久市における「機能集約・ネットワーク型まちづくり」の⽅向性 

参考 
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⻑期的視点に⽴った⼈⼝集約のイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

現
在
の
佐
久
市 

 

こ
の
ま
ま
進
ん
だ
場
合 

⼈⼝減少と居住地の拡散によって空洞化が進み、拠点で
⼈⼝が減少します。

⽴
地
適
正
化
計
画
が
⽬
指
す
未
来
の
姿 ■STEP２（⼈⼝減少＋拠点への集約） 

コミュニティや地域の魅⼒を維持のため、ゆるやかな集約化により⼀定程度の
⼈⼝密度を維持します。 

■STEP1（⼈⼝減少と居住拡散を抑制） 

居住地の拡散を防ぐため、地域の質を⾼め、農地・⾃然を守ります。 

このまま何もしないと… 

機能集約・ネットワ
ーク型まちづくりが
⽬指す将来 

参考 
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Ⅲ章 都市機能誘導区域 

 

１．都市機能誘導区域の基本的な考え方 

（１）都市機能誘導区域とは 

都市機能誘導区域は、医療・福祉・子育て・商業などの生活サービス機能を、都市拠点や

地域拠点に誘導、集積することにより、これらの機能の効率的で持続的な提供を図る区域で

す。 

 

（２）区域設定の考え⽅ 

都市機能誘導区域については、法令等に基づき都市機能誘導区域として位置づけが可能な

区域で、且つ現状の都市施設の分布、開発計画等を踏まえ誘導を図るべき区域を即地的に示

すものとします。 

具体的な区域設定の考え方については、国の示す「都市計画運用指針」の中で以下のよう

に位置づけられています。 

 

【第８版都市計画運⽤指針（H27.12 改訂版）における都市機能誘導区域の基本的な考え⽅】 

医療・福祉・⼦育て⽀援・商業といった⺠間の⽣活サービス施設の⽴地に焦点が当てられる中では、
これらの施設を如何に誘導するかが重要となる。このような観点から新たに設けられた都市機能誘導
区域の制度は、⼀定のエリアと誘導したい機能、当該エリア内において講じられる⽀援措置を事前明
⽰することにより、当該エリア内の具体的な場所は問わずに、⽣活サービス施設の誘導を図るもので
あり、都市計画法に基づく市町村マスタープランや⼟地利⽤規制等とは異なる全く新しい仕組みであ
る。 

都市機能誘導区域は、居住誘導区域内において設定されるものであり、医療・福祉・商業等の都市
機能を都市の中⼼拠点や⽣活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提
供が図られるよう定めるべきである。 

・・・ 
都市機能誘導区域は、例えば、都市全体を⾒渡し、鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域等、

都市機能が⼀定程度充実している区域や、周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が⾼い区域等、
都市の拠点となるべき区域を設定することが考えられる。また、都市機能誘導区域の規模は、⼀定程
度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や⾃転⾞等によりそれらの間が容易に移動できる範
囲で定めることが考えられる。 
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２．都市機能誘導区域の設定に向けた都市構造の見直し 

（１）都市構造⾒直しの必要性 

立地適正化計画は、都市計画マスタープランの一部もしくは高度化版とみなされることか

ら、都市機能誘導区域の設定にあたっては、都市計画マスタープランにおける都市構造や拠

点の位置づけを基本に設定することが求められます。 

しかしながら、本市の現行都市計画マスタープランは平成20年に策定（平成22年、平成28

年に地域別構想を改定）したものであり、その後の人口動向や都市機能集積の進展、上位・

関連計画の策定による市の将来像の見直しや設定等、近年の動向を踏まえ、新たな視点を加

味して内容を検証する必要があります。 

本計画では、都市機能誘導区域の設定にあたり、現行都市計画マスタープランを踏まえつ

つ、その後の情勢変化や考慮すべき事項等を総合的に勘案し、佐久市における都市構造の見

直しを行います。 

 

（２）現⾏都市計画マスタープランによる都市構造 

見直しにあたり、現行都市計画マスタープラン上の佐久市の都市構造（都市拠点の考え方）

を確認します。内容は以下のとおりですが、各拠点の性格や役割等、都市構造の基本構成に

ついて位置づけが変容してきています。 

■現⾏都市計画マスタープランにおける都市構造の基本的構成 

拠点 地区 概要 

広域拠点 

(広域交流拠点) 

佐久平駅周辺地区

及び佐久インター

チェンジ周辺地区

広域交通ネットワークの結節拠点、広域的な商業・業務機能

の集積拠点、多様な⼈々が訪れる交流拠点といった、多様な

性格を有する拠点 

中⼼ 

拠点 

岩村⽥地区 
中⼭道の宿場町としての歴史⽂化や、街道筋の商業施設の集

積、佐久市⼦ども未来館等の公共施設が共存する中⼼拠点 

中込原地区 佐久都市圏における⾏政サービス・業務の中⼼拠点 

中込・野沢地区 
伝統ある商業拠点、歴史・⽂化・⽔に親しむ拠点であり、千

曲川を挟んで２つの地区が相互に連携・補完する中⼼拠点 

⾅⽥地区 
佐久市南部の中⼼拠点で、歴史⽂化資源等を活⽤した新たな

交流拠点 

⽣活中⼼拠点 

浅科地区 ⽇常的な商業サービス機能をもつ⽣活中⼼拠点 

望⽉地区 

⽇常的な商業サービス機能をもつ⽣活中⼼拠点 

警察署、消防署などの広域施設や温泉など豊かな観光資源が

ある、川⻄地域の拠点 

 

 

 

 



Ⅲ-3 

■現⾏都市計画マスタープランにおける都市構造 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（３）都市構造の⾒直しの考え⽅ 

①現況特性から⾒た拠点の評価 

ⅰ）⼈⼝動向 
・佐久市の人口はS45年以降一貫して増加してきましたが、H12年を境に人口増は鈍化傾向に

あります。近年は、社会増を維持しているものの自然減が大きく、H22年をピークに人口

減少に転じました。 

・地区別の人口増減では、佐久平駅周辺などでは人口が増加していますが、岩村田、中込・

野沢、臼田、望月等の旧来からの市街地では人口が減少しています。 

・こうしたことから、佐久平駅周辺を中心とした区域では人口吸引力が強く、ポテンシャル

が高いといえます。 

ⅱ）都市機能の集積状況 
・高次都市機能は、主に佐久平駅、岩村田駅、北中込駅、中込駅、臼田駅の各駅周辺及び野

沢バスセンター周辺、望月支所周辺に立地しています。また、それぞれの拠点同士で、都

市機能の集積状況の相違が一部で見られ、立地特性（役割分担）がうかがえます。 

・佐久平駅は、新幹線駅が設置されていることもあり、乗降客数は圧倒的に多く、また駅の

両側に駅前広場が整備され、基幹的公共交通の結節機能も強いことから、広域的な交通結

節拠点として位置づけられます。 
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・そのほか、岩村田駅、中込駅は佐久平駅に次いで乗降客数が多く、臼田駅を含めてバス路

線との結節点となっています。 

・浅科支所周辺は、都市機能の集積に乏しく、地区全体に主な施設が分散しています。 

 用途地域内の佐久平駅、岩村田駅、北中込駅、中込駅、臼田駅各駅周辺及び野沢バスセ

ンター周辺は、都市機能の集積状況を踏まえ、適切な役割分担と機能連携を図ることが

望ましいと考えます。 

 用途地域外の望月支所周辺地区についても、既存の都市機能の集積を維持、充実させ、

拠点性の強化を図ることが望ましいと考えます。 

 浅科支所周辺地区については、地区内に分散する主要な都市機能のネットワーク化を図

りつつ、日常的な生活利便施設の立地を誘導することが望まれます。 

 

 

②上位・関連計画による拠点の位置づけ 

ⅰ）第⼆次佐久市総合計画前期基本計画（H28年度策定） 

・佐久平駅周辺や岩村田地区は、樋橋地区と連携し、佐久広域圏の拠点地域として都市機能

の充実、地域間交流の中心としての魅力の向上を図ることが示されています。 

ⅱ）第⼆次国⼟利⽤計画（佐久市計画）（Ｈ28年度策定） 
・佐久平駅周辺や岩村田地区は、本市の中心市街地として整備を図るとともに、佐久広域圏

の拠点地域として都市機能を高める土地利用を推進し、地域間交流の中心地として魅力を

向上させるという方向性が示されています。 

・佐久平駅周辺、岩村田地区は本市の発展をけん引する「都市機能拠点ゾーン」として位置

づけられています。 

・野沢、中込、東、臼田、浅科、望月地区は、「地域拠点ゾーン」として位置づけられてお

り、地域の暮らしを支える機能の集約や維持、賑わいの醸成を促進するとともに、交通ネ

ットワークの整備により、地域の生活拠点としての土地利用を進めていく方向性が示され

ています。 

ⅲ）佐久市まち・ひと・しごと創⽣総合戦略（Ｈ27年10⽉策定） 
・佐久平駅周辺地区の一部として、樋橋地区の開発による新たな魅力あふれるまちづくりが

示されています。 

・臼田地区については、佐久総合病院再構築を機に、まちのコンパクト化を図り、コミュニ

ティやまちの賑わいの再生による持続可能な健康長寿のまちづくりが示されています。 

Ⅳ）佐久市⽣涯活躍のまち構想（Ｈ27年10⽉策定） 

・大都市からの高齢者等の移住の受け皿として、利便性重視の「都市型」と生きがい重視の

「農村型」の2形態の「生涯活躍のまち」を提示し、佐久平駅周辺地区や臼田地区等がそ

れぞれ想定されています。 

 

 

  



Ⅲ-5 

（４）新たな都市構造による拠点の設定 

以上のように、佐久平駅周辺では機能集積と人口集積が進展し、他の拠点に比べ都市拠点

としてのポテンシャルがより高まっていることから、各種計画においても位置づけや具体的

な役割が明確化されている状況があります。 

また、まちの持つ可能性を 大限発揮させ、まちに活力をもたらすためには、各地域の強

みや地域資源に着目し、地域ごとの特徴ある発展を目指す必要があります。 

このため、新たな都市構造においては、佐久平駅周辺の拠点としての位置づけを高く評価

するとともに、各拠点の役割・性格を明確化し「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、以下のように設定します。 

■佐久市の都市構造の基本的構成 
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■佐久市の都市構造の基本的構成とまちの概要 
拠点 地区 概要 

⽤
途
地
域
内 

広
域
交
流
拠
点 

佐久平駅周辺地区 

・広域交通ネットワークの結節点に位置し、広域圏をカバーする商圏の中核を担う。
・周辺には⼤学、交流センター等の⾼次都市機能が集積し、平成 27 年 4 ⽉には県下で

21 年ぶりの分離新設による佐久平浅間⼩学校が開校した。 
・岩村⽥地区と⼀体となって「都市機能拠点ゾーン」を形成し、広域的・中核的な拠点

性を⾼める地域と位置づける。 

中
⼼
拠
点 

岩村⽥地区 

・中⼭道岩村⽥宿の歴史的背景を⽣かした特徴ある商店街づくりが進む。
・⿐顔稲荷神社などの神社仏閣と佐久市⼦ども未来館などの⽂化施設が共存する。 
・市浅間出張所をはじめとする官公庁や⾼等学校が⽴地するとともに、⼆次医療圏を担

う医療機関や⾼齢者福祉・⼦育て・商業・⾦融機関の集積が⾒られる。 

佐久インターチェ
ンジ周辺地区 

・広域交通ネットワークのポテンシャルを⽣かした⼯業系の⽤途並びに特別業務地区の
指定がなされおり、⼯業・流通業務系の⼟地利⽤が図られている。 

・幹線道路の沿道には郊外型の⼤型商業施設の集積が進む⼀⽅で、医療・⾼齢者福祉・
⼦育て・教育関係施設などの⽴地に乏しい。 

中込中央区 
地区 

・市役所本庁や佐久消防署などの官公庁をはじめ、総合体育館・武道館・市⺠創錬セン
ター・近代美術館などの⾼次都市施設が集積するとともに、⾼齢者福祉・商業・⾦融
機関等の⽴地も⾒られる。 

・三河⽥⼯場団地を中⼼に機械製造業など⼯業系の⼟地利⽤が図られている。 
・平成 26 年 3 ⽉には専⾨医療と急性期医療に特化した三次救急病院の位置づけがある

佐久総合病院佐久医療センターが開院した。 

中込・野沢 
地区 

中
込

・中込駅の開業を機に商店街が発展し、1970 80 年代にかけて⾏われた⼟地区画整理
事業により、⼩売業・サービス業を中⼼とする現在の街並みが形成された。 

・中込駅から近距離に市営住宅・図書館・つどいの広場・シルバーサロンなどの多様な
機能を持つ複合型公共施設「サングリモ中込」をはじめ、⼆次医療圏を担う医療機関
や⾼齢者福祉・商業・⾦融機関などの⽣活利便施設が⽴地している。 

野
沢

・佐久甲州街道と富岡街道の結節点として古くから街並みが形成され、近年は成⽥⼭薬
師寺の⼭⾨前に建⽴された「ぴんころ地蔵」を中⼼としたまちおこしが進む。 

・市野沢出張所をはじめ⻑野県佐久合同庁舎・佐久公共職業安定所・佐久広域連合など
の官公庁や商業・⾦融機関等の集積が⾒られる。 

・⾼等学校や⼩・中学校の教育施設、保育所等の⼦育て施設が⾼密度で⽴地している。

⾅⽥地区 

・佐久総合病院の再構築に伴い、医療・健康・福祉と⼀体になったまちづくりを⼀層推
進するため、「交流と協働で織りなす健康あふれるまち⾅⽥」を将来像に掲げ、機能
集約型のまちづくりが進展している。 

・市⾅⽥⽀所や佐久建設事務所・⾅⽥警部交番などの官公庁や医療・⾼齢者福祉・⼦育
て・商業・⾦融機関等の集積が⾒られるとともに、平成 28 年 10 ⽉には、⾅⽥地域包
括⽀援センター・つどいの広場・交流スペースなど多様な機能を持つ複合型公共施設
「⾅⽥健康活動サポートセンター」が開所した。 

⽤
途
地
域
外 

地
域
拠
点 

浅科地区 
（浅科⽀所周辺） 

・中⼭道塩名⽥宿、⼋幡宿を中⼼に街並みが形成され、それぞれに医療・⾼齢者福祉・
商業等の⽣活利便施設の⼀定の集積が⾒られる。 

・公共施設についても、市浅科⽀所をはじめ、交流⽂化館浅科・浅科図書館・浅科保健
センター・浅科会館など、地域性を踏まえた分散型の⽴地となっている。 

望⽉地区 
（望⽉⽀所周辺） 

・中⼭道望⽉宿を中⼼に古くからの街並みが形成されており、重要⽂化財真⼭家など、
往時の雰囲気を伝える建物が多く現存している。 

・市望⽉⽀所や東信運転免許センター・川⻄消防署などの官公庁が⽴地するとともに、
⼆次医療圏を担う医療機関や⾼齢者福祉・⼦育て・商業・⾦融機関の集積が⾒られる。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

拠
点 

東地区 
（東出張所周辺） 

・市東出張所や東会館などの公共施設が⽴地しており、周辺には「シルバーランドみつ
い」に代表される⾼齢者福祉施設や保育所の⽴地が⾒られる。 

その他の主な集落 ・市出張所・⼩学校・郵便局・ＪＡ⽀所などの集積状況を踏まえて設定する。 
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３．都市機能誘導区域の設定 

（１）都市機能誘導区域を設定する拠点 

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の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。 

また、都市計画マスタープラン等の上位・関連計画や用途地域の設定状況、さらには地域

の成り立ち等を踏まえ、公共交通の利便性が高く、高次都市機能や医療・福祉・子育て・商

業等の生活利便施設が集積する区域において、拠点の核となる施設（鉄道駅やバスの発着拠

点、公共施設等）から徒歩や自転車により容易に移動できる範囲を基本に設定します。 

 

■拠点地区ごとの区域設定の考え⽅ 

区分 拠点地区名称 拠点の中⼼ 区域設定の考え⽅ 

⽤途地域内 
 
 
 

佐久平駅 
周辺地区 

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 

・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本院周辺の商業系
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

⽤途地域外 

浅科地区 浅科⽀所 
・⽤途地域外につき、誘導区域の設定対象か

らは除く 
※Ⅴ章において考え⽅を整理 

望⽉地区 望⽉⽀所 

東地区 東出張所 

その他の主な集落 ― 

 
  

誘導区域

を設定 
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■都市機能誘導区域設定のイメージ 

 

 

 

  

拠点 

拠点から 800m 圏 

広域拠点 

中⼼拠点 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

岩村⽥地区
佐久平駅
周辺地区

中込中央区地区

中込・野沢地区

⾅⽥地区

望⽉地区…⽤途地域外に
つき区域、誘導区域の設
定対象からは除く 

浅科地区…⽤途地域外に
つき誘導区域の設定対象
からは除く 

佐久 IC 周辺地区…⼯業・
流通系拠点のため誘導区
域の設定対象から除く

東地区…⽤途地域外につ
き区域、誘導区域の設定
対象からは除く 
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（２）都市機能誘導区域の設定⽅針 

都市機能誘導区域の区域設定にあたっては、以下の考え方及び設定フローにより区域を設

定します。 

 

①都市機能誘導区域に含む区域の設定 

ⅰ）拠点の核となる施設等から半径800m圏内の⽤途地域内 
原則として拠点の核となる施設等から半径800m圏内（※1）の用途地域内を含む区域

に設定します。 

（※1：都市計画運用指針、都市構造の評価に関するハンドブックを参考に、概ね徒歩10分圏で、

徒歩及び自転車を主な交通手段とするエリアとして800m圏域を想定） 

ⅱ）社会資本整備総合交付⾦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 
都市構造に大きな影響を与える市街地整備等が見込まれる場合には、用途地域の指

定等の計画的な市街地整備が行われることを前提として、当該事業区域を誘導区域に

含めることとします。 

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 

上記に加え、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、都市基盤施設の整備状況等を踏まえ、即地的に設定します。た

だし、この場合でも、拠点の中心施設から概ね1kmの圏域を 大とします。 

ⅴ）地形地物や⽤途に応じて原則として街区単位で設定 

誘導区域は、地形地物や用途に応じて原則として街区単位で設定します。 
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②都市機能誘導区域に含まない区域の設定 

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 
店舗や公共施設、病院、教育施設等の建築が制限されている工業専用地域は都市機

能の集積を図る区域としてふさわしくないことから、含まない区域とします。また、

工業地域は「主として工業の利便を促進するため定める地域」（都計法第９条）であ

り、危険物等を取扱う工場の立地も認められることから、同様に含まない区域としま

す。 

■⼯業専⽤地域・⼯業地域の分布 

 
 

  

凡例

工業系用途地域

工業地域

工業専用地域

用途地域
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ⅱ）災害発⽣の恐れのある区域 
建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じる恐れのある土

砂災害特別警戒区域を含まない区域とします。 

 
■災害発⽣の恐れのある区域の分布 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  浸⽔想定区域の考え⽅

⼟砂災害警戒区域の考え⽅ 

浸⽔想定区域については、⽔防法に基づく河川等において、各流域で100年に1回降ると考えら
れている⼤⾬の規模を想定し、当該河川が氾濫した場合に浸⽔が想定される区域を指定したもの
で、想定される降⾬時に浸⽔する可能性のある範囲を５段階で⾊分けし、⽬安として⽰したもので
す。 

このため、⾊分けの箇所が必ず浸⽔するものではなく、区域内であっても、このことを理由に、
開発⾏為や建築物等建築⾏為は制限されておりません。 

したがって、本市においては、浸⽔想定区域を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。 

なお、千曲川流域の鍛冶屋地籍において、⻑野県による氾濫防⽌のための堤防嵩上げ⼯事が予定
されていることから、この動向も注視し⻑野県と連携し適切な対応に努めます。 

⼟砂災害警戒区域については、⼟砂災害防⽌法に基づき指定されたもので、急傾斜地の崩落等が
発⽣した場合に、住⺠等の⽣命⼜は⾝体に危険が⽣じる恐れがあると認められる区域となります。 

⼟砂災害特別警戒区域とは異なり、区域内であっても、このことを理由に、開発⾏為や建築物等
建築⾏為は制限されておりません。 

したがって、本市においては、⼟砂災害警戒区域を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。

【災害発⽣の恐れのある区域を検討する際の視点】

凡例

土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

浸水想定区域

0～0.5m未満

0.5～1.0m未満

1.0～2.0m未満

2.0～5.0m未満

5.0m以上

用途地域
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■都市機能誘導区域の設定フロー 

 

■区域設定イメージ 

 

 

 

 

0 

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都市再構築戦略事業の事業区域 

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

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

都市機能誘導区域 

ⅴ）地形地物や⽤途に応じて原則として街区単位で設定

ⅲ）今後整備が⾒込まれる市街地整備等事業区域都市機能誘導区域に

「含む」区域の設定

都市機能誘導区域に
「含まない」区域の

設定 ⅱ）災害発⽣の恐れのある区域

用途地域境界

1,000ｍ圏 

800ｍ
原則として工業専用

地域、工業地域は区

域に含めません 

商業用地や都市機能が一

定程度集積しているエリ

アを即地的に設定します 

800ｍ圏を基本に

設定します 

拠点核
都市機能誘導区域

工業専用地域

工業地域 

都市構造に大きな影響

を与える市街地整備等

事業予定区域を含む 

都市再生整備計画

区域を含めます 

原則として準工業地

域は区域に含めます

原則として災害発生の恐れ

の高い区域は含めません 
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（３）都市機能誘導区域の設定 

都市機能誘導区域の設定方針に基づき、都市機能誘導区域は以下のとおりとします。 

 

■都市機能誘導区域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

凡例

都市機能誘導区域
拠点800m圏域

拠点1kｍ圏域

都市再構築戦略事業区域

樋橋地区事業区域

都市計画区域

⽤途地域
" 鉄道駅

鉄道
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■都市機能誘導区域（エリア全体図） 

 

 

 

凡例

都市機能誘導区域

拠点800m圏域

拠点1kｍ圏域
都市再構築戦略事業区域

樋橋地区事業区域

都市計画区域

⽤途地域
" 鉄道駅

鉄道
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①佐久平駅周辺地区・岩村⽥地区 

 
 

 

※施設については平成 27 年 8 月現在のもの 

施設

! 商業

G 医療

# ⾼齢者福祉

k ⼦育て

k 教育

" 公共公益

" ⺠間公益

$ 交流

用途地域

第⼀種低層住居専⽤地域

第⼆種低層住居専⽤地域

第⼀種中⾼層住居専⽤地域

第⼆種中⾼層住居専⽤地域

第⼀種住居地域

第⼆種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準⼯業地域

⼯業地域

⼯業専⽤地域

都市機能誘導区域

都市再構築戦略事業区域

樋橋地区事業区域

⼟砂災害特別警戒区域

拠点から800m圏

拠点から1km圏

⽤途地域
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②中込中央区地区 

 

 

 

※施設については平成 27 年 8 月現在のもの 

施設

! 商業

G 医療

# ⾼齢者福祉

k ⼦育て

k 教育

" 公共公益

" ⺠間公益

$ 交流

用途地域

第⼀種低層住居専⽤地域

第⼆種低層住居専⽤地域

第⼀種中⾼層住居専⽤地域

第⼆種中⾼層住居専⽤地域

第⼀種住居地域

第⼆種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準⼯業地域

⼯業地域

⼯業専⽤地域

都市機能誘導区域

都市再構築戦略事業区域

樋橋地区事業区域

⼟砂災害特別警戒区域

拠点から800m圏

拠点から1km圏

⽤途地域
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③中込・野沢地区 

 
 

 

※施設については平成 27 年 8 月現在のもの 

施設

! 商業

G 医療

# ⾼齢者福祉

k ⼦育て

k 教育

" 公共公益

" ⺠間公益

$ 交流

用途地域

第⼀種低層住居専⽤地域

第⼆種低層住居専⽤地域

第⼀種中⾼層住居専⽤地域

第⼆種中⾼層住居専⽤地域

第⼀種住居地域

第⼆種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準⼯業地域

⼯業地域

⼯業専⽤地域

都市機能誘導区域

都市再構築戦略事業区域

樋橋地区事業区域

⼟砂災害特別警戒区域

拠点から800m圏

拠点から1km圏

⽤途地域
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④⾅⽥地区 

 

 

 

  

※施設については平成 27 年 8 月現在のもの 

施設

! 商業

G 医療

# ⾼齢者福祉

k ⼦育て

k 教育

" 公共公益

" ⺠間公益

$ 交流

用途地域

第⼀種低層住居専⽤地域

第⼆種低層住居専⽤地域

第⼀種中⾼層住居専⽤地域

第⼆種中⾼層住居専⽤地域

第⼀種住居地域

第⼆種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準⼯業地域

⼯業地域

⼯業専⽤地域

都市機能誘導区域

都市再構築戦略事業区域

樋橋地区事業区域

⼟砂災害特別警戒区域

拠点から800m圏

拠点から1km圏

⽤途地域
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参考：浅科、望⽉、東地区の⽀所、出張所周辺の状況 

 

 

 

 

浅科⽀所周辺地区

望⽉⽀所周辺地区

参考 
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東出張所周辺地区
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４．誘導施設の設定 

（１）誘導施設の基本的な考え⽅ 

都市機能増進施設（以下、誘導施設）は、都市再生特別措置法第八十一条において「医療

施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設で

あって、都市機能の増進に著しく寄与するもの」とされています。 

第8版都市計画運用指針（平成27年12月改訂版）では、以下に示す施設を誘導施設の候補と

して例示しています。 

これらの考え方を踏まえ、日常生活に必要な生活利便施設を基本に誘導施設を検討します。

またこれに加え、各拠点の特性、市民ニーズや現況の立地（都市機能の過不足状況）を踏ま

え、佐久市独自の視点で必要だと考えられる施設を誘導施設に位置づけます。 

 

【第 8 版都市計画運⽤指針（H28.6 改訂版）における「誘導施設の基本的な考え⽅」】 

誘導施設は都市機能誘導区域ごとに⽴地を誘導すべき都市機能増進施設を設定するものであり、
当該区域に必要な施設を設定することとなるが、具体の整備計画のある施設を設定することも考
えられる。この際、当該区域及び都市全体における現在の年齢別の⼈⼝構成や将来の⼈⼝推計、
施設の充⾜状況や配置を勘案し、必要な施設を定めることが望ましい。 

 

【第 8 版都市計画運⽤指針（H28.6 改訂版）における「誘導施設の設定」】 

誘導施設は、居住者の共同の福祉や利便の向上を図るという観点から、 
・病院・診療所等の医療施設、⽼⼈デイサービスセンター等の社会福祉施設、⼩規模多機能型居

宅介護事業所、地域包括⽀援センターその他の⾼齢化の中で必要性の⾼まる施設 
・⼦育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の⼦育て⽀援施

設、⼩学校等の教育施設 
・集客⼒がありまちの賑わいを⽣み出す図書館、博物館等の⽂化施設や、スーパーマーケット等

の商業施設 
・⾏政サービスの窓⼝機能を有する市役所⽀所等の⾏政施設 
などを定めることが考えられる。 
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（２）⽣活圏規模からみた誘導施設の考え⽅ 

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 

 

出典：国交省資料 

 
■サービス施設の⽴地する確率が 50％及び 80％となる⾃治体の⼈⼝規模（三⼤都市圏を除く） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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：「国土のグランドデザイン 2050」（国交省、H26.7.4 公表）参考資料

日常生活に必要な
身近な都市機能 高次都市機能

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 

⽇常⽣活を⽀える⾝近な⽣活利便施設 
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（３）市⺠ニーズからみた誘導施設の考え⽅ 

「佐久市公共施設 適化推進方針」を策定するにあたり、平成26年度に実施した市民アン

ケート調査の回答を再集計したうえで、「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。 

 

 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⺠アンケート調査 
 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）： 

A B C D E F G 
現状で特に

問題はない 

徒歩で通える範囲

にあると良い（⼩

学校区に 1 つ程

度） 

⾃転⾞で⾏ける範

囲 に あ る と 良 い

（中学校区に 1 つ

程度） 

⾃動⾞やバス等で

⾏ける範囲にあれ

ば良い（地区に 1

つ程度） 

佐久市内のどこか

で 1 つ程度あれば

良い 

わからない 不明 

 

 

  

4.0%

4.8%

7.5%

6.6%

6.8%

8.1%

10.7%

13.1%

15.6%

22.1%

24.5%

35.1%

48.4%

48.6%

12.3%

14.7%

13.9%

18.9%

19.7%

18.1%

17.9%

34.3%

40.1%

24.3%

26.2%

26.6%

21.7%

23.6%

47.3%

53.8%

56.6%

55.6%

60.0%

61.2%

60.1%

43.6%

36.9%

49.8%

46.6%

35.6%

26.9%

25.7%

36.4%

26.7%

22.0%

18.9%

13.5%

12.6%

11.2%

8.9%

7.5%

3.8%

2.8%

2.7%

3.0%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

博物館等

⽂化施設

産業系施設

レクリエーション施設・観光施設

庁舎等

保養施設

保健施設

スポーツ施設

図書館

医療施設

⾼齢者福祉施設

集会施設

幼児・児童施設

保育園

B（徒歩） C（⾃転⾞） D（⾃動⾞・バス） E（市内にひとつ）

⾃転⾞や⾃動⾞・バ

スで⾏ける範囲のニ

ーズが⼤きい 

徒歩で通える範囲の

ニーズが⼤きい 

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 

②地域において
⼀定の拠点性
を有する都市
機能 

③
広
域
拠
点 

①⽇常⽣活を⽀
える⾝近な⽣
活利便施設 

③⾼次都市
機能 
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（４）拠点ごとの都市機能の集積状況 

生活圏規模及び市民ニーズからみた誘導施設の考え方を踏まえ、それぞれの拠点が属する

中学校区を生活圏とみなし、各拠点の生活圏人口及び拠点に立地する主な都市機能の集積状

況を整理したものが以下の表になります。 

本市が多核構造と言われるように「高次都市機能」や「地域において一定の拠点性を有す

る都市機能」が、拠点ごとにバランス良く分散立地し、拠点同士の機能分担がうかがえると

ともに、「日常生活を支える身近な生活利便施設」については、コミュニティ拠点を除く全

ての拠点において、ほぼ充足している状況が確認できます。 

なお、誘導施設は、制度上、都市機能誘導区域ごとに設定するものですが、本市の現状を

把握するとともに比較検討を行うため、用途地域外の拠点に立地する主な都市機能の集積状

況についても一括して掲載しています。 

■拠点ごとの都市機能の集積状況 

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 佐久平交流センター、⼤規模商業施設、スーパー、⾦融機関、浅間中学校、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 
30.0 
千⼈ 

□⽴地

佐久税務署、⻑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、佐久⻑聖⾼等学校、佐久平総合技術⾼等学校、市浅間出張所、浅間会
館、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 

中込中央区
地区 

中⼼拠点 
33.4 
千⼈ 

（中込：
18.0 千⼈
／野沢：
15.4 千

⼈） 

□⽴地
市役所本庁、佐久広域消防本部、近代美術館、⻑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 

■近接 市⺠創錬センター、佐久創造館、⼩規模多機能型居宅介護施設 

中込・野沢
地区 

中⼼拠点 
□⽴地

佐久広域連合、佐久公共職業安定所、⼝腔⻭科保健センター、野沢北⾼等学校、野沢南
⾼等学校、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、スーパー、⾦融機関、野沢中学校、中込中学校、
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 

⾅⽥地区 中⼼拠点 
13.7 
千⼈ 

□⽴地

佐久建設事務所、市⾅⽥⽀所、⾅⽥⽂化センター、あいとぴあ⾅⽥、⾅⽥健康活動サポ
ートセンター、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、⾬宮病院、スーパー、⾦融機関、⾅⽥中学校、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 

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、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、通所介護施設、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、市望⽉⽀所、川⻄消防署、望⽉歴史
⺠俗資料館、天来記念館、望⽉警部交番、望⽉⾼等学校、浅科・望⽉地域包括⽀援セン
ター、川⻄⾚⼗字病院、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 
7.1 
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 

 

  
注：⻘：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
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■施設分類に基づく都市機能の集積状況 

施設の種類 
施
設
分
類 

地区名 
広域交流

拠点 
中⼼拠点 地域拠点 コミュニ

ティ拠点

佐
久
平
駅 

周
辺
地
区 

岩
村
⽥
地
区 

中
込
中
央
区 

地
区 

中
込
・
野
沢 

地
区 

⾅
⽥
地
区 

浅
科
地
区 

望
⽉
地
区 

東
地
区 

交通 
鉄道駅もしくはバスの
発着拠点 

 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

医
療 

病院 
三次医療圏 ③ × × ○ × × × × × 

⼆次医療圏 ② □ ○ × ○ ○ × ○ × 

診療所 ① ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ □ 

福
祉 

地域包括⽀援センター ② × ○ × ○ ○ × ○ × 

通所介護施設・⼩規模
多機能施設 ① ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ × 

教
育
・
⽂
化 

⼤学等の⾼次教育 ③ □ × × × ○ × × × 

⾼等学校 ③ □ ○ ○ ○ □ × ○ × 

公⺠館 
中央公⺠館 ③ × × ○ × × × × × 

地区館 ② × ○ × ○ ○ □ ○ ○ 

図書館 ② × × ○ ○ □ □ ○ × 

博物館 ③ × ○ ○ □ ○ × ○ × 

ホール・コンベンショ
ンセンター等 ③ ○ × × × □ □ ○ × 

⼦育て 保育所・幼稚園 ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ 

商
業 

⼤規模商業施設 ③ ○ × × × × × × × 

スーパー ② ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × 

コンビニ ① ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ × 

⾦
融 

銀⾏・信⾦等 ② ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × 

郵便局 ① ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ 

 

  
【施設分類】 
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 

【施設の⽴地状況】 
○：現在⽴地している施設 
×：現在⽴地していない施設 
□：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 
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（５）誘導施設の設定⽅針 

以上の検討を踏まえ、本市の都市機能誘導区域内における誘導施設の設定方針については、

拠点の位置づけや生活圏人口の規模に応じて立地することが望ましい施設と、現在の都市機

能の立地状況の双方を照らし合わせ、以下のとおりとします。 

 

①⾼次の機能を誘導すべき「広域交流拠点」 
都市機能のうち都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、広域交流拠点である佐久平駅周辺地区に誘導を図り

ます。 

また、多様な機能を有する広域的な拠点として、樋橋地区の開発動向を視野に入れながら、

岩村田地区と一体となって「都市機能拠点ゾーン」を形成し、広域的・中核的な拠点性を高

める必要があります。 

なお、佐久平駅周辺地区及び樋橋地区のまちづくりについては、「佐久市中心市街地活性

化基本計画に伴う岩村田地区のまちづくりに向けた提言」の内容についても踏まえます。 

 
②⼀定の拠点性を有する都市機能を誘導すべき「中⼼拠点」 
都市機能のうち、地域において一定の拠点性を有する都市機能（地域の二次・三次医療圏

を担う医療機関、地域のコミュニティや文化活動の拠点である公民館地区館、地域の保健・

福祉・医療・介護の総合的なマネジメントを行う地域包括支援センター、行政の窓口となる

支所、出張所など）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（岩村田地区、中込中央区地区、中込・野沢地区、臼田地区）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

せて集落部からも容易にアクセスできるような交通体系の構築を目指す必要があります。 

広域交流拠点 中⼼拠点 

・佐久市の中核として、本市の発展をけん引し、市

⺠全体にサービスを提供する⾼次都市機能の充

実を図る。 

・広域交通結節点として、市域を超えた広域的なサ

ービスを提供する都市機能の充実を図る。 

・地域において⼀定の拠点性を有する都市機能の

維持、充実を図る。 

・地域の特性、都市機能の⽴地状況に応じて、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。 

・⽇常⽣活を⽀える⾝近な⽣活利便施設の誘導を

図る。 
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岩村⽥地区活性化検討委員会「佐久市中⼼市街地活性化基本計画に伴う岩村⽥

地区のまちづくりに向けた提⾔」（H28.3） 

１ 岩村⽥商店街地区 
 この地区は、中⼭道岩村⽥宿の商店街を中⼼とした地区であります。 
 岩村⽥商店街地区のまちづくりを進めていく上で、中⼭道岩村⽥宿の歴史的背景を⽣かした特徴あ
る商店街づくりを⾏っていく必要があります。そして、⼤型店にはない、顔の⾒える商売ときめ細か
いサービスを⾏い個店の魅⼒を⾼め、周辺住⺠が歩いて楽しく暮らせる地域コミュニティーの形成を
担うことが⼤切であります。その上で、⼈の流れを創出するため、散策の出来る歩道の整備や、路線
バス等が路肩に停⾞しても他の⾞がすれ違いできる広い道路の整備、空き家を活⽤するなどの移住者
の定住促進や、空き店舗の活⽤、佐久平駅周辺地区や樋橋地区などの他の地区と結ばれる公共交通網
の整備を進めることが重要であります。また、気軽に停められる駐⾞場の整備や、国外からの観光客
に対応した環境整備等が考えられます。 
 このことを踏まえ、地域住⺠や関係団体等の意⾒を聞きながら岩村⽥商店街地区のまちづくりを進
めて⾏く必要がある。 

２ 佐久平駅周辺地区 
この地区は、駅を中⼼に⼤型店や宿泊施設、飲⾷店、住居等が集積する都市型の地区であります。 
佐久平駅は、開業から18年が経ち、周辺の環境も⼤きく変わってきた中で、新たな整備が求めら

れます。駅の機能として、蓼科⼝、浅間⼝へのエスカレーターの設置、待合室や観光案内所の充実、
また、駅前の機能として、⼤型バス等の停⾞場や送迎⾞の駐⾞場、交通ターミナル機能の整備などが
考えられます。 

駅周辺につきましては、他の駅との違いを際⽴たせるランドマーク的な施設の整備や、健康⻑寿の
イメージから、ウォーキングのニーズも⾼いため歩道の整備が考えられます。 

このことにより、佐久平の⽞関⼝として、⼈の交流が促進されることで、まちの機能をより⾼めて
⾏く必要があります。 

３ 樋橋地区 
この地区は、樋橋地区⼟地区画整理準備組合において新たな開発がなされる地域であるとともに、

佐久市の新たな⽞関⼝となり、岩村⽥商店街地区、佐久平駅周辺地区のみならず、市内及び佐久地域
を結ぶ拠点と期待される地区であります。 

この開発区域の中には、働く場所を確保する企業誘致施設や、健康都市佐久市ならではの、保健医
療福祉そして介護の分野を⽣かした⼈材育成や製品開発を⾏う研究機関、移住体験住宅、⾼齢者向け
住宅や、マンションなどの居住関連施設、宿泊、観光の拠点となるコンベンションホール等を備えた
ホテル、地元企業の創業や出店を⽀援する施設、各エリアを結ぶバスターミナル等の公共交通網の整
備などが考えられます。 

なお、商業施設等については、樋橋地区⼟地区画整理準備組合において、イオンモール株式会社が
主たる⼟地利⽤者として決定されております。このことを踏まえる中で開発を進めるにあたり、樋橋
地区の⼟地利⽤のもつ公共性を考え、地元商店街、教育機関、開発団体や住⺠の意⾒を聞きながら、
樋橋地区⼟地区画整理準備組合に対し、また、参⼊する事業者に対しても地域の要望を伝え、より慎
重を期して進めていく必要があります。 

 

  

参考 
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（６）誘導施設の設定 

本計画における誘導施設を以下のとおり設定します。 

誘導施設は、新たに立地を誘導すべき施設だけではなく、既に立地している施設について

も、将来にわたって機能を維持するため、設定の対象とします。 

また、日常生活を支える生活利便施設である診療所・通所介護施設・小規模多機能型居宅

介護施設・保育所・幼稚園・認定子ども園などについては、日々の暮らしを送る上での利便

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。 

なお、誘導施設に位置づけられた施設に係る都市機能誘導区域外における開発行為、建築

行為等については届出の対象となります。 

 
 

■誘導施設の設定 

施設の種類 広域交流拠点 中⼼拠点 

医療 病院（⼆次医療、三次医療を担う）  ○ 

福祉 地域包括⽀援センター等  ○ 

教育・ 

⽂化 

⼤学・専⾨学校 ○  

公⺠館地区館  ○ 

市⺠ホール・コンベンションセンター等 ○  

商業 広域集客型商業等複合施設（百貨店・ショッピングセンター等） ○  

スーパー ○ ○ 

⾦融 銀⾏・信⾦等 ○ ○ 

 

 

①新たに⽴地を誘導すべき施設

②今後も区域内に⽴地することが望ましく、機能を維持し続けることが期待される施設 

都市機能誘導区域内において、現在⽴地していない誘導施設については、施設が都市機能
誘導区域内に⽴地するための施策を検討します。 

都市機能誘導区域内において、現在⽴地している施設については、将来にわたって都市機
能誘導区域内でその⽴地を確保し、機能を維持し続けるための施策を検討します。 

【誘導施設の設定にあたっての視点】 
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Ⅳ章 居住誘導区域 
 

１．居住誘導区域設定の基本的な考え方 

（１）居住誘導区域とは 

居住誘導区域は、人口減少のなかにあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持するこ

とにより、生活サービス機能やコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき

区域です。 

 【都市計画運⽤指針における「居住誘導区域を定めることが考えられる区域」】 

○都市機能や居住が集積している都市の中⼼拠点及び⽣活拠点並びにその周辺の区域 
○都市の中⼼拠点及び⽣活拠点に公共交通により⽐較的容易にアクセスすることができ、都市の

中⼼拠点及び⽣活拠点に⽴地する都市機能の利⽤圏として⼀体的である区域 
○合併前の旧町村の中⼼部等、都市機能や居住が⼀定程度集積している区域 

 

（２）区域設定の考え⽅ 

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

交通の見直し、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。 

 

 

 
 

 

 

 

【⽣活利便性が確保される区域】 
広域交流拠点や中⼼拠点の中⼼部に徒歩・⾃転⾞・端末交通等を介して容易にアクセスすること
のできる区域及び公共交通軸上に⽴地する駅やバス停の徒歩・⾃転⾞利⽤圏に含まれる区域から
構成される区域 

【⽣活サービス機能の持続的確保が可能な区域】 
社会保障・⼈⼝問題研究所の将来推計⼈⼝等を基本に、区域外から区域内に現実的に誘導可能な
⼈⼝を勘案しつつ、区域内において、少なくとも現状における⼈⼝密度を維持することを⽬指し、
医療・福祉・⼦育て・商業等の⽣活サービス機能の持続的確保が可能な区域 

【災害に対する安全性等が確保される区域】 
⼟砂災害等により甚⼤な被害を受ける危険性が少ない区域であって、⼟地利⽤の実態等に照らし、
⼯業系⽤途、農振農⽤地、深刻な空き家・空き地化が進⾏している郊外地域などに該当しない区
域 
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２．居住誘導区域の設定 

（１）居住誘導区域の設定⽅針 

居住誘導区域設定の基本的な考え方を踏まえ、居住誘導区域は、居住誘導区域に含む区域

（STEP1及びSTEP2）から、居住誘導区域に含まない区域（STEP3）を除いた「現況生活サービ

ス水準の高い区域」を中心に設定します。 

加えて、用途地域内で上記「現況生活サービス水準の高い区域」に該当しなかった区域に

ついての評価の再検証を行い、地域の実情を踏まえたきめの細かい区域設定に配慮します。 

①居住誘導区域に含む区域の設定 

STEP１：【以下の（ⅰ）または（ⅱ）に該当する区域】  
ⅰ）公共交通の徒歩利⽤圏 

鉄道駅から半径800ｍ圏内及び基幹的バス路線（※1）のバス停から半径300ｍ圏内

を居住誘導区域に含む区域に設定します。 

（※1:概ね往復30本以上/日の頻度で運行するバス路線） 

ⅱ）都市基盤整備等の投資区域 
土地区画整理事業により都市基盤整備を行なってきた区域を居住誘導区域に含む

区域に設定します。 

STEP2：【⽣活利便施設の徒歩利⽤圏】 
ⅰ）⽣活利便施設の徒歩利⽤圏 

子育て世代から高齢者まで幅広い世代が、徒歩による移動で日常生活をまかなうこ

とが可能となる区域として、医療・福祉・子育て・商業に関する生活利便施設の徒歩

利用圏半径800ｍ圏内を図面上に示し、これらの区域がすべて重なり合う範囲を居住

誘導区域に含む区域に設定します。 
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②居住誘導区域に含まない区域の設定 

STEP3：【以下の（ⅰ）または（ⅱ）に該当する区域】 
ⅰ）法令・条例により住宅の建築が制限されている区域等 

住宅の建築が制限されている工業専用地域は居住誘導区域に含まない区域としま

す。また、工業地域は「主として工業の利便を促進するため定める地域」（都計法第

９条）であり、危険物等を取扱う工場の立地も認められることから、同様に含まない

区域とします。 

ⅱ）災害発⽣の恐れのある区域 
建築物の損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じる恐れのある土

砂災害特別警戒区域を居住誘導区域に含まない区域とします。 

 

 

 

 

  

浸⽔想定区域の考え⽅

⼟砂災害警戒区域の考え⽅ 

浸⽔想定区域については、⽔防法に基づく河川等において、各流域で100年に1回降ると考えら
れている⼤⾬の規模を想定し、当該河川が氾濫した場合に浸⽔が想定される区域を指定したもの
で、想定される降⾬時に浸⽔する可能性のある範囲を５段階で⾊分けし、⽬安として⽰したもので
す。 

このため、⾊分けの箇所が必ず浸⽔するものではなく、区域内であっても、このことを理由に、
開発⾏為や建築物等建築⾏為は制限されておりません。 

したがって、本市においては、浸⽔想定区域を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。 

なお、千曲川流域の鍛冶屋地籍において、⻑野県による氾濫防⽌のための堤防嵩上げ⼯事が予定
されていることから、この動向も注視し⻑野県と連携し適切な対応に努めます。 

⼟砂災害警戒区域については、⼟砂災害防⽌法に基づき指定されたもので、急傾斜地の崩落等が
発⽣した場合に、住⺠等の⽣命⼜は⾝体に危険が⽣じる恐れがあると認められる区域となります。 

⼟砂災害特別警戒区域とは異なり、区域内であっても、このことを理由に、開発⾏為や建築物等
建築⾏為は制限されておりません。 

したがって、本市においては、⼟砂災害警戒区域を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。

【災害発⽣の恐れのある区域を検討する際の視点】
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③評価の再検証 

用途地域内で居住誘導区域に含む区域に該当しなかった区域（＝現況のサービス水準の

評価が低い区域）について、以下の視点から再検証を行い、居住誘導区域に含む区域とす

るか否かを再検証します。 

ⅰ）⽣活利便施設の集積度評価 
STEP2で対象とした生活利便施設（医療・福祉・子育て・商業）の徒歩利用圏域の

重なりを「生活利便施設の集積度」とし、当該区域のうち、一定程度の生活サービス

水準が確保されている区域については、居住誘導区域に含む区域とします。 

ⅱ）未利⽤地占有率評価 
再検証の対象区域の可住地面積に占める未利用地面積の割合を「未利用地占有率」

とし、当該区域のうち、未利用地率が低く一定程度の市街地密度がある区域について

は、居住誘導区域に含む区域とします。 

ⅲ）道路占有率評価 
再検証の対象区域の面積に占める道路面積の割合を「道路占有率」とし、当該区域

のうち、道路占有率が居住誘導区域に含む区域と同等程度である場合には、一定程度

の都市基盤が整備されている区域として、居住誘導区域に含む区域とします。 

 

④居住誘導区域の設定 
以上の①～③を踏まえ、居住誘導区域は「現況生活サービス水準の高い区域」に、評価

の再検証により抽出した区域を加えたエリアに設定します。 

なお、誘導区域は、上記の区域を基本に地形地物や用途に応じて原則として街区単位で

設定します。 
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■居住誘導区域設定の考え⽅・フロー 

 
 

  

居住誘導区域 

現況⽣活サービス⽔準の⾼い区域 ＝ STEP1 + STEP2   STEP3 の区域 

  
居住誘導区域に 

含まない区域の設定

  
居住誘導区域に 

含む区域の設定 

STEP1：【（以下のⅰ）または（ⅱ）に該当する区域】 

ⅰ）基幹的公共交通の徒歩利⽤圏域（鉄道駅から半径 800m 圏内、運⾏頻度

の⾼い（運⾏本数往復 30 本/⽇以上）バス停から半径 300m 圏内） 

ⅱ）都市的基盤整備等の投資区域（⼟地区画整理事業区域） 

STEP2：【⽣活サービス施設の徒歩利⽤圏】 

・医療施設の半径 800m 圏域内に含まれる区域 

・福祉施設の半径 800m 圏域内に含まれる区域 

・⼦育て施設の半径 800m 圏域内に含まれる区域 

・商業施設の半径 800m 圏域内に含まれる区域

STEP3：【（以下のⅰ）または（ⅱ）に該当する区域】 

ⅰ）⼯業系⽤途地域（⼯業専⽤地域、⼯業地域） 

ⅱ）災害の危険性のある区域（⼟砂災害特別警戒区域） 

  評価の再検証 

【評価の再検証】 

ⅰ）⽣活利便施設の集積度評価（医療・福祉・⼦育て・商業の各施設の徒歩圏

域の重なり） 

ⅱ）未利⽤地占有率評価（区域の可住地⾯積に占める未利⽤地⾯積の割合） 

ⅲ）道路占有率評価（区域の⾯積に占める道路⾯積の割合） 

地形地物や⽤途に応じて原則として街区単位で設定
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（２）居住誘導区域に含む区域 

居住誘導区域の設定方針にしたがい、居住誘導区域に含む区域を下記のとおり設定します。 

 

■STEP1 の範囲 
 

 

 
 
 
  

STEP1：【以下の（ⅰ）または（ⅱ）に該当する区域】
ⅰ）公共交通の徒歩利⽤圏（鉄道駅から半径800m圏内及び運⾏本数が概ね30本以上／⽇の基

幹的バス路線のバス停から半径300m圏内） 
ⅱ）都市基盤整備等の投資区域（⼟地区画整理事業区域）
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■STEP2 の範囲 

  

STEP2：【⽣活利便施設の徒歩利⽤圏】 
ⅰ）⽣活利便施設の徒歩利⽤圏（医療・福祉・⼦育て・商業に関連する⽣活利便施設の徒歩利

⽤圏半径800m圏内の円がすべて重なり合う範囲） 

施設から半径 800m

医療・福祉・⼦育て・商業の施設
利⽤圏域の円が重なり合う区域 
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（３）居住誘導区域に含まない区域 

居住誘導区域の設定方針にしたがい、居住誘導区域に含まない区域を下記のとおり設定し

ます。 

 

■STEP3 の範囲 
 

 

  

STEP3：【以下のⅰ）または（ⅱ）に該当する区域】 
ⅰ）法令・条例により住宅の建築が制限されている区域等（⼯業専⽤地域、⼯業地域） 
ⅱ）災害発⽣の恐れのある区域（⼟砂災害特別警戒区域） 
※浸⽔想定区域と⼟砂災害警戒区域の考え⽅については、Ⅳ-3ページを参照 
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（４）評価の再検証 

用途地域内で居住誘導区域に含む区域に該当しなかった区域（＝現況のサービス水準の評

価が低い区域）について、ⅰ）生活利便施設の集積度、ⅱ）未利用地占有率、ⅲ）道路占有

率の分析を踏まえて再検証を行い、居住誘導区域に含む区域とするか否かを再検証します。 

■評価の再検証の範囲 

 

凡例

STEP1+STEP2-STEP3

STEP3対象区域

再検証の対象エリア

⽤途地域
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①評価の再検証に⽤いた指標の算定⽅法 

ⅰ）⽣活利便施設の集積度評価 

居住誘導区域の設定にあたっては、生活利便性の水準が高い区域として医療・福祉・

子育て・商業の4種別の施設の半径800ｍ圏域内に含まれる区域を抽出していますが、

これらの区域の中でも、施設の立地密度が高い区域は、より生活利便性が高い区域で

あることが考えられます。 

このため、区域ごとのサービス水準を評価するため、施設の立地及びサービス圏域

の重なりを考慮した生活利便施設の集積度を250ｍメッシュごとに算出し、集積度の高

い区域を居住誘導区域に適した区域として評価しています。 

【生活利便施設の集積度の算定方法】 

 

 

メッシュ① メッシュ②

メッシュ③ メッシュ④

施設Ｂ

施設Ａ

施設Ｃ
●メッシュ②の施設サービス面積 

⇒施設Ａ～Ｃの各枠内面積（重複カウント）

●メッシュ②の生活利便施設の集積度 

⇒メッシュ②の施設サービス面積 

÷メッシュ②の面積

利用圏域

生活利便施設の集積度 
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ⅱ）未利⽤地占有率評価 

再検証対象区域として抽出した区域の市街地密度の状況を把握するため、250ｍメッ

シュごとの未利用地占有率を算出しました。 

平成26年度都市計画基礎調査の土地利用現況調査より、500mメッシュ別の未利用地

面積を求め、可住地面積に占める割合を未利用地占有率として算出しています。 

一般的に、未利用地占有率が低い程、土地利用が進展し市街地密度が高くなる傾向

にあることから、居住誘導区域に適した区域として評価しています。 

※可住地面積は、都市計画基礎調査における定義に沿って非可住地（「水面」、「その他自然

地」、「商業用地のうちで敷地面積1ha以上の大規模施設用地」、「道路用地」、「交通施

設用地」、「その他公的施設用地」、これらのほか、土地利用状況に関係なく全ての工業専

用地域）を求め、全体の土地利用面積から非可住地面積を差し引いた面積とした。 

 

ⅲ）道路占有率評価 

再検証対象区域として抽出した区域の道路整備状況を把握するため、250ｍメッシュ

ごとの道路占有率を算出しました。 

平成26年度都市計画基礎調査を基に各メッシュの道路面積を求め、メッシュ面積に

占める道路面積を道路占有率として算出しています。 

一般的に、道路占有率が高い程、都市基盤整備の水準が高くなる傾向にあることか

ら、居住誘導区域に適した区域として評価しています。 
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②評価の再検証の結果 

  
商
業

医
療

福
祉

子
育
て

①生活利便施設
の集積度評価
（偏差値）

②未利用地
占有率評価

③道路占有率
評価

佐久平① × × 概ね60～70 概ね25～50％ 概ね10～15％

子育て施設が不足しているものの、

生活サービス率の偏差値は概ね60

～70と比較的高い水準となってお

り、居住に適した区域に接している
ことから隣接市街地と一体的に居
住の誘導を行う区域とする。

○

佐久平② × × × × 概ね45～50 概ね25％未満 概ね10％未満

医療、福祉、子育てと複数の施設
が不足しており、生活サービス率の

偏差値も概ね45～50と低い水準で

あることから、居住を誘導する区域
には含まない。

×

岩村田① × × × 概ね60以上 概ね25～50％ 概ね15～25％

福祉、子育て施設が不足しているも
のの、生活サービス率の偏差値は

概ね60以上と高い水準となってお

り、道路占有率も15～25％と住宅

市街地として適正な水準を確保し
ていることから、不足施設の誘導を
図りながら、居住を誘導していく区
域とする。

○

中込・野沢① × × 概ね50～60 概ね25％未満 概ね10～15％

医療施設が不足しているものの、生

活サービス率の偏差値は概ね50～

60と比較的高い水準となっており、

小規模な区域で未利用地占有率
25％未満、道路占有率10～15％と

既に市街地の形成が進んでいるこ
とから、隣接市街地と一体的に居住
の誘導を行う区域とする。

○

中込・野沢② × × 概ね60以上 概ね25～50％ 概ね0～15％

子育て施設が不足しているものの、

生活サービス率の偏差値は概ね60

以上と高い水準となっており、居住
に適した区域に接していることから
隣接市街地と一体的に居住の誘導
を行う区域とする。

○

中込・野沢③ × × × 概ね50～60 概ね25～50％ 概ね0～15％

福祉、子育て施設が不足しているも
のの、生活サービス率の偏差値は

概ね50～60以上と高い水準となっ

ており、既に市街化された区域であ
ることから、居住を誘導する区域に
含める。

○

臼田① × × 概ね50～60 概ね25％未満 概ね0～15％

商業施設が不足しているものの、生

活サービス率の偏差値は概ね50～

60と比較的高い水準となっており、

未利用地占有率も25％未満と既に

市街地の形成が進んでいる区域で
あることから、居住を誘導する区域
に含める。

○

臼田② × × × 概ね45～50 概ね25～50％ 概ね10％未満

福祉、子育て施設が不足しており、

生活サービス率の偏差値も概ね45

～50と低い水準であることから、居

住を誘導する区域に含める。

×

臼田③ × × × × 概ね45～50 概ね25～50％ 概ね0～15％

福祉、子育て、商業と複数の施設
が不足しており、生活サービス率の

偏差値も概ね45～50と低い水準で

あることから、居住を誘導する区域
には含まない。

×

評価が低い区域

公
共

交
通

不足施設 現状分析

居住誘導

区域可否
考え方
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■⽣活利便施設の集積度評価 
  

ⅰ）⽣活利便施設の集積度評価 
区域ごとのサービス⽔準を評価するため、施設の⽴地及びサービス圏域の重なりを考慮し
た⽣活利便施設の集積度を250mメッシュごとに算出 

凡例

⽣活利便施設の集積度
偏差値45未満

偏差値45以上50未満

偏差値50以上60未満

偏差値60以上70未満

偏差値70以上

⽤途地域

佐久平① 

佐久平② 

岩村⽥① 

中込・野沢① 

中込・野沢② 

中込・野沢③ 

⾅⽥① 

⾅⽥② 

⾅⽥③ 
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■未利⽤地占有率 
 

 

 

 

 

  

ⅱ）未利⽤地占有率評価
市街地密度の状況を把握するため、250mメッシュごとの未利⽤地占有率を算出（平成26

年度都市計画基礎調査の⼟地利⽤現況調査より、500mメッシュ別の未利⽤地⾯積を計測し、可
住地⾯積に占める割合を未利⽤地占有率として算出） 

凡例

未利⽤地占有率

0％

25％未満

25%以上50％未満

50％以上75％未満

75％以上

⽤途地域

佐久平① 

佐久平② 

岩村⽥① 

中込・野沢① 

中込・野沢② 

中込・野沢③ 

⾅⽥① 

⾅⽥② 

⾅⽥③ 
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■道路占有率 

  

ⅲ）道路占有率評価
・道路整備状況を把握するため、250mメッシュごとの道路占有率を算出（平成26年度都市計
画基礎調査を基に各メッシュの道路⾯積を求め、メッシュ⾯積に占める道路⾯積を道路占有率
として算出） 

凡例

道路占有率
0％

10％未満

10％以上15％未満

15％以上25％未満

25％以上35％未満

35％以上

⽤途地域

佐久平① 

佐久平② 

岩村⽥① 

中込・野沢① 

中込・野沢② 

中込・野沢③ 

⾅⽥① 

⾅⽥② 

⾅⽥③ 
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（５）居住誘導区域の設定 

居住誘導区域に含む区域から含まない区域を除外し、これに再検証の結果を反映させて以

下のとおり居住誘導区域を設定します。 

 

■居住誘導区域 

 

  

凡例

都市機能誘導区域案

居住誘導区域案
拠点800m圏域
拠点1kｍ圏域

樋橋地区事業区域
都市計画区域

⽤途地域
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■居住誘導区域（エリア全体図） 

 

 

 

凡例

居住誘導区域
拠点800m圏域
拠点1kｍ圏域
都市再構築戦略事業区域
樋橋地区事業区域
都市計画区域
⽤途地域

" 鉄道駅
鉄道
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①佐久平駅周辺地区・岩村⽥地区 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※施設については平成 27 年 8 月現在のもの 

施設

! 商業

G 医療

# ⾼齢者福祉

k ⼦育て

k 教育

" 公共公益

" ⺠間公益

$ 交流

用途地域

第⼀種低層住居専⽤地域

第⼆種低層住居専⽤地域

第⼀種中⾼層住居専⽤地域

第⼆種中⾼層住居専⽤地域

第⼀種住居地域

第⼆種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準⼯業地域

⼯業地域

⼯業専⽤地域

都市機能誘導区域

居住誘導区域

樋橋地区事業区域

⼟砂災害特別警戒区域

⽤途地域
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②中込中央区地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※施設については平成 27 年 8 月現在のもの 

施設

! 商業

G 医療

# ⾼齢者福祉

k ⼦育て

k 教育

" 公共公益

" ⺠間公益

$ 交流

用途地域

第⼀種低層住居専⽤地域

第⼆種低層住居専⽤地域

第⼀種中⾼層住居専⽤地域

第⼆種中⾼層住居専⽤地域

第⼀種住居地域

第⼆種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準⼯業地域

⼯業地域

⼯業専⽤地域

都市機能誘導区域

居住誘導区域

樋橋地区事業区域

⼟砂災害特別警戒区域

⽤途地域
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③中込・野沢地区 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※施設については平成 27 年 8 月現在のもの 

施設

! 商業

G 医療

# ⾼齢者福祉

k ⼦育て

k 教育

" 公共公益

" ⺠間公益

$ 交流

用途地域

第⼀種低層住居専⽤地域

第⼆種低層住居専⽤地域

第⼀種中⾼層住居専⽤地域

第⼆種中⾼層住居専⽤地域

第⼀種住居地域

第⼆種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準⼯業地域

⼯業地域

⼯業専⽤地域

都市機能誘導区域

居住誘導区域

樋橋地区事業区域

⼟砂災害特別警戒区域

⽤途地域
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④⾅⽥地区 

 
 

 

 

※施設については平成 27 年 8 月現在のもの 

施設

! 商業

G 医療

# ⾼齢者福祉

k ⼦育て

k 教育

" 公共公益

" ⺠間公益

$ 交流

用途地域

第⼀種低層住居専⽤地域

第⼆種低層住居専⽤地域

第⼀種中⾼層住居専⽤地域

第⼆種中⾼層住居専⽤地域

第⼀種住居地域

第⼆種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準⼯業地域

⼯業地域

⼯業専⽤地域

都市機能誘導区域

居住誘導区域

樋橋地区事業区域

⼟砂災害特別警戒区域

⽤途地域
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Ⅴ章 用途地域外の地域 

 

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。 

加えて、ライフスタイルに関する価値観の多様化に伴い、豊かな自然や田舎暮らしに魅力

を感じ、健康増進や自然との調和を求める人々の居住の受け皿ともなっています。 

一方、用途地域外のうち特に集落部においては、今後人口減少が顕著に進行することが予

想されており、生活利便性の低下とともにコミュニティ活動の停滞や、農林業等の経済基盤

の弱体化が危惧されます。 

このため、人口減少下にあっても、暮らしやすさを実感できるまちの実現を図るため、基

本的な考え方として、旧町村の中心部等の拠点地域にあっては、緩やかな集約化を図りなが

ら、一定程度の人口規模や必要な都市機能の確保を目指す必要があると考えます。 

また、集落部にあっては、小学校区など複数の集落が集まる地域において、商店や診療所

などの生活サービス機能の維持を目指し、暮らしやすさとコミュニティが失われないよう努

める必要があると考えます。 

なお、本計画は、個人のライフスタイルに基づく様々な居住のあり方を尊重し、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するものであり、将来にわたって幸福や豊

かさなどを実感できる持続可能なまちづくりの実現を図ろうとするものです。 

 

 
  

⽤途地域外

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
活基盤および経済基盤等の維持の
ため、商店・診療所などの⽣活サ
ービス機能の拠点集落への維持を
⽬指します。 

その他の拠点 
旧町村の中⼼部等において、コミ
ュニティや⽣活基盤および経済基
盤等の維持のため、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。

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。 

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定住・移住の
場を提供します。 

⽤途地域内

⾃然との共⽣エリア（都市計画区域外）

都市計画区域

⽤途地域 

連携・交流 

連携・交流
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２．用途地域外の地域の方向性 

（１）地域拠点（望⽉⽀所周辺及び浅科⽀所周辺） 

望月支所周辺及び浅科支所周辺は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、且つ市内の都市交通軸を担う幹線である千

曲バスの自主運行路線「中仙道線」の沿線上にあることから、地域拠点として位置づけ、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（地域の二次医療圏を

担う医療機関、地域のコミュニティや文化活動の拠点である公民館地区館、地域の保健・福

祉・医療・介護の総合的なマネジメントを行う地域包括支援センターなど）を地域資源と捉

え、地域の質を高め特徴ある発展を支える核として、機能の維持、充実を図るとともに、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します。 

 

（２）コミュニティ拠点（既存集落） 

小学校の通学区域など複数の集落が集まる地域については、今後、高齢化と人口減少が顕

著に進展することが予想されており、商店や診療所などの生活利便施設の立地も限られてい

ることから、居住や生活サービス機能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、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部が推進する“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。 

加えて、中心拠点などに立地する生活利便施設に容易にアクセスができるような公共交通

の充実、確保が必要と考えます。 

 

（３）⾃然との共⽣エリア（都市計画区域外） 

自然との共生エリアについては、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。 

  



Ⅴ-3 

３．用途地域外の拠点区域等の設定 

地域拠点やコミュニティ拠点等については、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、また、現時点

では明確に区域を区分する必要性がないことから、具体的な区域設定は行いません。 

なお、地域の核となる施設（市出張所・公民館地区館・小学校・ＪＡ支所・郵便局）の分

布及び各施設の徒歩利用圏（半径800m圏）の状況は以下のとおりです。 

 

■地域の核となる施設の分布状況 

 

※望月地区の小学校については、統合前の 4 小学校（旧協和小（現望月小）、旧布施小、旧本牧小、旧春日小）の位置を表示し

ています。 

 

 

 

 

 

 

春⽇出張所

望⽉⽀所 

東出張所 

中込出張所

⾅⽥⽀所

野沢出張所

浅間出張所

佐久市役所

浅科⽀所

凡例

k 市役所・⽀所・出張所

$ ⼩学校

# 公⺠館地区館

" 郵便局

! 農協
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地域拠点及びコミュニティ拠点について、地域の核となる施設の重なり具合や、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とともに、図示したものが以下のイメ

ージ図となります。 

 
■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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春⽇出張所

望⽉⽀所 

東出張所 

中込出張所

⾅⽥⽀所

野沢出張所

浅間出張所

佐久市役所

浅科⽀所
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なお、Ⅰ章の生活利便施設の分布状況の検証において、生活利便施設（医療・福祉・子育

て・商業）の集積度評価を行っておりますが、偏差値50前後の集積度が見られる地域の分布

と、地域の核となる施設（市出張所・公民館地区館・小学校・ＪＡ支所・郵便局）の分布は、

ほぼ重なっており、これらの地域（コミュニティ拠点）において、複数の集落が集まる基礎

的な生活圏が形成されている状況がうかがえます。 

 
■⽣活利便施設の集積度評価（Ⅰ-11 の図を再掲） 

生活利便施設の集積度 
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参考：⼩さな拠点の考え⽅ 

「小さな拠点」とは、複数の集落が集まる基礎的な生活圏の中で、分散している様々な生

活サービス施設や地域活動の場などを公共交通等でつなぎ、人やモノ、サービスの循環を図

ることで、生活を支える新しい地域活動の仕組みをつくる取組みのことです（国土交通省「実

践編「小さな拠点」づくりガイドブック」より）。 

基幹集落に生活機能等を集めた「小さな拠点」を核とし、周辺集落との移動手段を確保し

た「ふるさと集落生活圏」の形成を推進することで、集落の再生・活性化を図るものです。 

 
■⼩さな拠点のイメージ 

 

出典：内閣官房まち・ひと・しごと創生本部資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 
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Ⅵ章 計画遂行に向けた取り組み 
 

１．都市機能誘導施策 

（１）誘導施策の基本的な考え⽅ 

Ⅲ章で示したとおり、本市の都市機能誘導区域である広域交流拠点及び中心拠点において

は、誘導施設として位置づけた施設の区域内への立地を確保し、立地していない拠点におい

ては、その立地を誘導していく必要があります。 

この場合、誘導は制限や規制によるものではなく、事業者がメリットを 大限享受できる

ような施策を国もしくは市町村が講じることで立地を確保していくことが重要であると考え

ます。 

この誘導施策には、①国等が直接行う施策、②国の支援を受けて市が行う施策、③市町村

が独自に講じる施策の3種類があり、これに合わせて、誘導施設に位置づけられた施設に係る

都市機能誘導区域外における開発行為、建築行為等については届出制度が適用されます。 

■都市機能誘導区域内に誘導施設の⽴地を確保するために講ずる施策（都市再⽣特別措置法第 81 条②3） 

 

  

①国等が直接⾏う施策 →詳細はⅥ-4 へ

②国の⽀援を受けて市町村が⾏う施策 →詳細はⅥ-5 へ 

③市町村が独⾃に講じる施策 

都市機能誘導区域内に都市機能の誘導を図るために、財政上、⾦融上、税制上の⽀援措置
を記載することができる。 

・誘導施設に対する税制上の特例措置 

・⺠間都市開発促進機構による⾦融上の⽀援措置 

・誘導施設の整備 

・⺠間事業者による誘導施設の整備に対する⽀援 
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（２）拠点ごとの誘導施策 

①広域交流拠点（佐久平駅周辺地区） 
ⅰ）拠点のあり⽅と施策の考え⽅ 

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、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、岩村田地区と一体となって「都市機能拠点ゾーン」を形成し、

樋橋地区の開発動向を視野に入れながら、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。 

ⅱ）主な施策 
 都市機能立地支援事業の活用により、高次都市機能を提供する民間施設の立地を支援

し、まちの魅力や活力の向上を目指します。 

 社会資本整備総合交付金事業（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。 

 民間施設の立地や市街地開発事業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。 

 市税条例に基づく課税標準の特例措置（誘導施設と合わせて整備される公共施設等へ

の固定資産税及び都市計画税を５年間４／５に軽減する）により、立地コストを軽減

し、民間施設の立地を支援します。 

 「佐久市地域公共交通網形成計画」（平成28年度策定）との整合を図り、公共交通ネ

ットワークの確保、充実はもとより、拠点へのアクセス性の向上により、安心・安全、

快適さが実感できるまちづくりを目指します。 

 公共施設の再配置にあたっては、「佐久市公共施設総合管理計画」（平成28年度策定）

との整合を図り、利用状況や市民意見、広域的連携等に合わせて拠点への誘導の視点

を加え、総合的に検討します。 
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②中⼼拠点（岩村⽥、中込中央区、中込・野沢、⾅⽥地区） 
ⅰ）拠点のあり⽅と施策の考え⽅ 

  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す必要があり

ます。 

ⅱ）主な施策 

 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。 

 社会資本整備総合交付金事業（都市再構築戦略事業）等の活用により、一定の拠点性

を有する公共施設等の整備を行い、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。 

 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。 

 市税条例に基づく課税標準の特例措置（誘導施設と合わせて整備される公共施設等へ

の固定資産税及び都市計画税を５年間４／５に軽減する）により、立地コストを軽減

し、民間施設の立地を支援します。 

 「佐久市地域公共交通網形成計画」（平成28年度策定）との整合を図り、公共交通ネ

ットワークの確保、充実はもとより、拠点へのアクセス性の向上により、安心・安全、

快適さが実感できるまちづくりを目指します。 

 公共施設の再配置にあたっては、「佐久市公共施設総合管理計画」（平成28年度策定）

との整合を図り、利用状況や市民意見、広域的連携等に合わせて拠点への誘導の視点

を加え、総合的に検討します。 

また、施設の統廃合後の跡地については、地域の特徴ある発展に資するような活用が

図られるよう検討します。 
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参考：国等が直接⾏う施策 

誘導施設に対する税制上の特例措置が以下のとおり設けられています。また、民間都市開

発推進機構による金融上の支援措置も講じられており、都市機能誘導区域内の誘導施設を対

象に、支援限度額が引き上げられています。 

 

特例措置項⽬ 特例措置の内容 

都市機能の外から内（まちなか）

への移転を誘導するための税制 
都市機能を誘導すべき区域の外から内への事業⽤資産の買
換特例：80%課税繰り延べ 

都市機能を誘導

する事業を促進

するための税制 

敷地の集約化

など⽤地確保

の推進 

【誘導すべき都市機能の整備の⽤に供する⼟地等を譲渡し
た場合の特例】 
① 居住⽤資産を譲渡し、整備された建築物を取得する場合 

買換特例 繰り延べ 100% 
②居住⽤資産を譲渡し、特別の事情により整備された建築物

を取得しない場合の所得税（個⼈住⺠税）の軽減税率 
原則 15%（5%）→6,000 万円以下 10%（4%） 

③⻑期保有（5 年超）の⼟地等を譲渡する場合 
 ・所得税（個⼈住⺠税）：軽減税率 原則 15%（5%） 

→2,000 万円以下 10%（4%） 
・法⼈税：5%重課→5%重課の適⽤除外 
 

【都市再⽣推進法⼈に⼟地等を譲渡した場合の特例】 
①⻑期保有（5 年超）の⼟地等を譲渡する場合上記③に同じ
②当該法⼈の⾏う都市機能の整備等のために⼟地等を譲渡

する場合 1,500 万円特別控除
保有コストの

軽減 
都市機能とあわせて整備される公共施設、都市利便施設への
固定資産税等の課税標準の特例（5 年間 4/5 に軽減） 

  

参考 
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参考：国の⽀援を受けて佐久市が⾏う施策 

社会資本整備総合交付金の活用等により誘導施設の整備や歩行空間の整備、民間事業者に

よる誘導施設の整備に対する支援等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（都市再構築戦略事業） 

参考 
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（３）都市機能を誘導するための届出制度の概要 

都市再生特別措置法の規定に基づき、都市機能誘導区域外の区域で誘導施設を対象に

以下の行為を行おうとする場合には、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。 

なお、都市機能誘導区域ごとに設定している誘導施設が異なるため、他区域で設定し、

当該区域で設定していない誘導施設を設置する場合は届出が必要となります。 

 

■誘導施設に係る届出制度の概要 
 
 届出の対象 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国⼟交通省資料 

 届出の時期 
  届出の時期は、開発⾏為等に着⼿する 30 ⽇前までとします。 
 
 届出に対する対応 
  届出をした⽅に対して、税財政、⾦融上の⽀援措置など当該区域内における誘導施設 
 の⽴地誘導のための施策に関する情報提供等を⾏うことがあります。 
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２．居住誘導施策 

（１）誘導施策の基本的な考え⽅ 

居住誘導施策は、誘導区域への居住や住宅の立地が促進されるよう誘導施策を行うもので

す。 

都市機能と同様、居住機能の誘導についても制限や規制によるものではなく、身近な拠点

への都市機能の確保や交通利便性の向上といった施策を講じることにより誘導区域全体の質

を高め、緩やかな誘導を図るものとします。 

なお、住宅等の立地にあたっては、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。 

■居住誘導区域内に居住を誘導するために講じる施策（都市再⽣特別措置法第 81 条②2） 

 

 

  

①国の⽀援を受けて市町村が⾏う施策

②市町村が独⾃に講じる施策 

居住誘導区域内の居住環境の向上、公共交通の確保等、居住の誘導を図るために、財政上、
⾦融上、税制上の⽀援措置を記載することができる。 

・居住者の利便の⽤に供する施設の整備 

例）都市機能誘導区域内へアクセスする道路整備 等 

・公共交通の確保を図るため交通結節点の強化・向上 等 

 例）バスの乗換施設整備 
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（２）誘導施策 

①居住誘導区域 

ⅰ）区域のあり⽅と施策の考え⽅ 

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、“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

等の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。 

ⅱ）主な施策 

 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。 

 道路・公園・下水道等の生活基盤施設の整備水準を確保し、都市生活の利便性や快適

性の増進を図ります。 

 「佐久市地域防災計画」に基づき、災害に強いまちづくりを推進するとともに、バリ

アフリーネットワークの構築を図り、安心・安全、快適さが実感できるまちづくりを

目指します。 

 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。 

 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の移住関連

施策との整合を図り、市外からの居住の誘導を促進します。 

 「佐久市地域公共交通網形成計画」（平成28年度策定）との整合を図り、公共交通ネ

ットワークの確保、充実はもとより、拠点へのアクセス性の向上により、安心・安全、

快適さが実感できるまちづくりを目指します。 

 

  



Ⅵ-9 

佐久市の⾏う居住関連施策の取組事例 

その 1 空き家バンク  

本市では、移住・定住促進による地域の活

性化を図るため、空き家バンクを実施してい

ます。  

この空き家バンクでは、市内の賃貸・売却

できる物件に関する情報提供を行っており、

移住希望者の物件案内を、移住交流相談員が

佐久市の自然や生活環境・施策などを織り交

ぜながら紹介をしています。 

平成27年には成約数が日本一になるなど広

く活用がなされていることから、居住誘導の

観点からみても、移住・住み替え支援に大き

く寄与することが期待されます。 

 

その 2 移住促進プラン  

本市の移住の促進事業としては、平成24年度より移住交流推進員による移住相談を行って

おり、平成27年度には、東京都の銀座NAGANOに移住相談窓口を開設しました。 

また、平成25年度から全国初の取組みとして行われている、JR東日本・長野県・本市が連

携した、「大人の休日倶楽部」とのタイアップによる移住推進事業（「新幹線大人の住まい

るプラン佐久」「移住体験ツアー」「移住セミナー」）を実施しています。  

さらに、平成26年度からは「移住体験住宅」の運用を開始し、移住希望者に農業体験や佐

久市での暮らしを体験してもらう“お試し居住”が可能になるとともに、「佐久市移住促進

サポートプラン（佐久市移住促進住宅取得費等補助金）」で移住に伴う住宅取得費や新幹線

通勤費などを支援しています。 

 

  

参考 
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その 3 「佐久市⽣涯活躍のまち構想」（H27.10） 

本市では、人口減少と地域経済の縮小による悪循環を断ち切り、佐久市への新たな人の流

れを生み出しまちを活性化していくため、「佐久市生涯活躍のまち構想」を策定しました。 

大都市からの高齢者等の移住の受け皿として、利便性重視の「都市型」と生きがい重視の

「農村型」の2形態の「生涯活躍のまち」を提示し、佐久平駅周辺地区と臼田地区をそれぞれ

想定するなかで、具体的な事業展開を検討しています。 

 

 

■構想の実現イメージ 
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（３）居住を誘導するための届出制度の概要 

都市再生特別措置法の規定に基づき、居住誘導区域外の区域で、３戸以上、又は、1,000

㎡以上の住宅等に係る開発行為や３戸以上の住宅等の建築行為等を行おうとする場合には、

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。 

 

■住宅に係る届出制度の概要 
 
 届出の対象 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国⼟交通省資料 

 届出の時期 
  届出の時期は、開発⾏為等に着⼿する 30 ⽇前までとします。 
 
 届出に対する対応 
  届出をした⽅に対して、必要な場合には居住誘導区域内における居住の誘導のための 
 施策に関する情報提供等を⾏うことがあります。 
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３．用途地域外の地域に対する施策 

（１）誘導施策の基本的な考え⽅ 

本市には、用途地域外にも古くから地域の暮らしを支えてきた地域の拠点や日常的な生活

圏が存在していることから、用途地域内の拠点と同様に、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するとともに、地域に根ざしたコミュニティが維持され、

暮らしやすさを実感できるまちの実現を図るため、誘導施策を位置づけることとします。 

特に地域拠点については、制度上定められたものを除き、用途地域内の中心拠点と同等の

誘導施策を講じるものとします。 

 

（２）拠点ごとの誘導施策 

①地域拠点 

ⅰ）拠点のあり⽅と施策の考え⽅ 

浅科支所及び望月支所周辺は用途地域外ではありますが、一定の都市機能の集約が

見られるうえに、行政の窓口となる支所が所在し、かつ「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。 

ⅱ）主な施策 
 過疎対策事業債等の財源を有効に活用するとともに、民間施設の立地を推進するため

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。 

 「佐久市地域公共交通網形成計画」（平成28年度策定）との整合を図り、公共交通ネ

ットワークの確保、充実はもとより、拠点へのアクセス性の向上により、安心・安全、

快適さが実感できるまちづくりを目指します。 

 公共施設の再配置にあたっては、「佐久市公共施設等総合管理計画」（平成28年度策

定）との整合を図り、利用状況や市民意見、広域的連携等に合わせて、拠点への誘導

の視点を加え、総合的に検討します。 

また、施設の統廃合後の跡地については、地域の特徴ある発展に資するような活用が

図られるよう検討します。 
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 道路・公園・下水道等の生活基盤施設の整備水準を確保し、都市生活の利便性や快適

性の増進を図ります。 

 「佐久市地域防災計画」に基づき災害に強いまちづくりを推進するとともに、バリア

フリーネットワークの構築を図り、安心・安全、快適さが実感できるまちづくりを目

指します。 

 

②コミュニティ拠点 

ⅰ）拠点のあり⽅と施策の考え⽅ 

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、居住や日常生活を支える身

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。 

ⅱ）主な施策 

 本市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維持・向上を図ります。 

 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、地域の活性化に繋がる取組を推進し、

生活の基盤となる地域コミュニティの維持を図ります。 

 佐久市まちづくり活動支援金等を活用し、市民自らが地域の課題を解決するための積極

的な活動を支援します。 

 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を受け入れます。 

 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）の

活用等により、荒廃農地の再生を図ります。 

 高齢者が住み慣れた地域で安心・安全に暮らし続けることができるように、地域包括ケ

アシステムを構築し、きめ細かな生活支援サービス等の提供を図ります。 

 「佐久市地域公共交通網形成計画」（平成28年度策定）との整合を図り、公共交通ネッ

トワークのサービス水準を維持するとともに、拠点へのアクセス性の向上により、安

心・安全、快適さが実感できるまちづくりを目指します。 
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③⾃然との共⽣エリア 

ⅰ）拠点のあり⽅と施策の考え⽅ 

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。 

ⅱ）主な施策 

 本市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維持・向上を図ります。 

 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を受け入れます。 

 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）の

活用等により、荒廃農地の再生を図ります。 

 高齢者が住み慣れた地域で安心・安全に暮らし続けることができるように、地域包括ケ

アシステムを構築し、きめ細かな生活支援サービス等の提供を図ります。 

 「佐久市地域公共交通網形成計画」（平成28年度策定）との整合を図り、公共交通ネッ

トワークのサービス水準を維持するとともに、拠点へのアクセス性の向上により、安

心・安全、快適さが実感できるまちづくりを目指します。 
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４．公共交通に関する施策 

公共交通に関する施策については、現在策定中の「佐久市地域公共交通網形成計画」の第4

章「地域公共交通の役割と基本方針」において地域公共交通網形成・維持の基本方針が以下

のとおり定められています。 

 

地域公共交通網形成・維持の基本⽅針 

１ 都市の軸をつくり地域をつなげます 
地域公共交通政策は、これまで交通空白地域の解消や高齢者の移動確保等の課題解決

を重点に実施してきました。網計画では、課題解決に加え、「佐久市都市計画マスター

プラン」や「立地適正化計画」と連携し、佐久市が目指す都市像の実現に寄与する公共

交通網の形成を図ります。 
 

①拠点地区間をつなぐ幹線交通 
拠点地区間の移動は、「佐久市都市計画マスタープラン」に掲げる、都市連携軸（南

北軸）、中山道交流軸（東西軸）を基本とし、この連携軸に沿った幹線交通の整備を

図ります。 

②拠点地区まで移動する⽀線交通 
周辺の居住地から、 寄りの拠点地区までのアクセスを確保します。周辺地域から

は、通院や買い物などの日常に必須な移動が確保されるように効率的で持続可能な、

交通体系を整備します。 

 

２ 利⽤する⼈にあわせた公共交通網を整備します 
佐久市では、これまで、現在公共交通を利用している人や交通手段を持たない人（交

通不便者）の通学、通院、買物移動を担保することを公共交通の役割としてきました。

網計画においても、この方針を継続し、市民の日常生活における移動手段の確保を 優

先に公共交通網を構築します。 
 

ア 通学 

高校通学については、都市連携軸（南北軸）、中山道交流軸（東西軸）に沿った幹

線交通を中心に市内高校への通学移動を確保します。遠距離通学が必要な小中学生に

ついては、スクールバス（小・中学校遠距離通学対策事業）等により、通学に必要な

移動手段を確保します。 

イ 通院・買い物等 

高齢者等公共交通を必要としている人の通院・買物等の移動は、市内全域を対象と

して確保します。本市は広い市域を有し、かつ山裾の沢筋に沿って多くの集落が形成

されていることからデマンドタクシー等効率的に運行できる公共交通手段の活用を図

ります。 
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ウ ⼀般利⽤者 

市民の通勤や休日の買物等における移動も、通学と同様の幹線交通を基本としま

す。これらの交通軸に沿って拠点地区間の移動を確保し、市民の通勤や休日の買物

等の移動を担うものとします。 

また、旧中込学校やぴんころ地蔵など拠点地区の街中観光の利用も可能なものと

します 

 

３ 持続可能な公共交通を構築します 
公共交通網の再編整備にあたっては、利用動向を的確に見極め、利用者が極端に少な

いバス路線については、他の交通手段により、現行サービス水準を出来るだけ維持しつ

つ効率化を進めるなど、将来に向け持続可能な公共交通網の構築を図ります。 

 

４ 公共交通が利⽤される取組みを推進します 
公共交通を維持していくためには市民の皆さんが積極的に利用していただくことが重

要です。自家用車等を利用し、公共交通を普段利用していない人が多く利用することで、

地域の公共交通は維持が可能となりますが、利用が少なければ路線が維持できず、結果

的に公共交通を必要としている人の移動が確保できなくなります。市民や来訪者に出来

るだけ公共交通を利用されるよう、周知啓発活動等を強化し、公共交通に対する意識の

醸成を図ります。 

 

５ 評価・検証を⾏ない改善します 
地域の公共交通が持続的にその役割を果たすためには、公共交通の運営について毎年、

評価検証を行った上で必要な改善を図っていくことが重要です。そのために地域の公共

交通を運行する交通事業者や周辺自治体、県、運輸局等関係者が一丸となって地域公共

交通を確保・維持・改善していく体制の充実に努めます。   
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５．計画の評価 
 

（１）評価指標設定の基本的な考え⽅ 

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、以

下の2つの視点に基づき評価指標を設定します。 

 

（２）評価指標の設定 

居住誘導区域においては、人口減少・少子高齢化社会の中にあっても、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。 

また、都市機能誘導区域においては、第二次佐久市総合計画の将来都市像「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。 

さらに、用途地域外の拠点を含む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も指標とします。 

なお、参考として、本計画と関連性の強い「佐久市地域公共交通網形成計画」（平成28年

度策定）の目標値についても次ページに掲載します。 

 
【⽴地適正化計画の評価指標と現況値・将来⽬標値】 

 現況値 

（平成 27（2015）年度） 

中間⽬標値 

（平成 39（2027）年度） 

将来⽬標値 

（平成 49（2037）年度）

評価指標１ 

居住誘導区域内の⼈⼝密度 26.0 ⼈／ha 
【仮置き】 

26.0 ⼈／ha 
【仮置き】 

26.0 ⼈／ha 
【仮置き】 

評価指標 2 

地域の⼆次・三次医療を担う

医療機関の⽴地数 

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 6 施設） 

評価指標 3 

公⺠館地区館の⽴地数 

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） 

 

①居住が適切に誘導されたか

②市⺠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 

【評価指標設定における視点】 
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「地域公共交通網形成計画」の⽬標値 

１ 公共交通利⽤者数の⽬標 
公共交通網は利便性に配慮し、市民等に十分に利用されることを目指します。目標値

は公共交通の延べ利用者数とし、平成26年度の103,023人から127,000人への増加を目指

します。 

数値目標 現状値（H26） 目標値（H31） 目標値（H33） 

公共交通延べ利用者数 103,023 人 125,000 人 127,000 人 

 

２ 各路線収⽀の⽬標 
限りある財源の中、公共交通を持続的に運行するためには、一定の収支を確保する必

要があります。公共交通網を維持するために、現状以上のバス収支率を目指します。 

数値目標 現状値（H26） 目標値（H33） 

路線収支率 17.0％ 現状以上 

 

３ 公共交通利⽤者満⾜度の⽬標 
公共交通網の整備は暮らしやすいまちの実現に寄与することを 終的な目的としてい

ます。そのためには、利用者の満足度が高い公共交通である必要があります。バス利用

者の満足度を現状以上とすることに加え、地域や施設を結ぶ幹線道路の整備を含めた交

通ネットワーク全体の満足度を40％以上とします。 

数値目標 現状値（H26） 目標値（H33） 

バス利用者の満足度 84.6％ 現状以上 

 

 
  



Ⅵ-19 

（３）進⾏管理⽅策 

①評価と⾒直しのサイクル 
第８版都市計画運用指針（平成28年6月改訂版）では以下のように記述されています。 

【第８版都市計画運⽤指針より評価と⾒直しの考え⽅】 
概ね５年ごとに評価を⾏い、必要に応じて⽴地適正化計画や関連する都市計画の⾒直し等を⾏

うことが望ましく、動的な計画として運⽤すべきである。 
 

本市においても概ね５年ごとに計画に記載された施策・事業の実施状況や評価指標の状況

について関連計画や関連施策と連携を図りながら調査及び評価を実施し、目標を下回る場合

など必要に応じて、てこ入れまたは目標の見直しを行います。 
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目標 
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参考-1 

用 語 集 
 

【あ⾏】 

空き家バンク 

空き家の賃貸・売却を希望する人から申

込みを受けた情報を、空き家の利用を希望

する人に紹介する制度。 空き家の有効活

用及び定住促進による地域の活性化を図

ることが主な目的。 

医療圏 

医療法に基づき、都道府県が病床の整備

を図る上で定める地域区分。一次医療圏は、

身近な医療を提供する医療圏で、医療法で

の規定はないが保健所や介護保険制度等

との兼ね合いにより主に市町村を単位と

して設定される。二次医療圏は、入院治療

を主体とした医療活動が概ね完了する医

療圏のことで、都道府県ごとに設定される

（長野県では10の二次医療圏が設定）。三

次医療圏は、一次医療圏や二次医療圏で対

応するのが困難であり、先進的な技術や特

殊な医療、発生頻度が低い疾病に関するも

のなどの医療需要に対応した医療圏のこ

とで、原則として都道府県を単位として設

定される。 

インフラ 

インフラストラクチャーの略語。水道や

道路などの社会基盤のこと。 

 

SNS（ソーシャルネットワーキングサー

ビス） 

個人間のコミュニケーションを促進し、

社会的なネットワークの構築を支援する、

インターネットを利用したサービスのこ

と。  

 

【か⾏】 

街区 

市町村内の町または字の区域を道路、鉄

道もしくは軌道の線路など恒久的な施設、

河川、水路等によって区画した地域。 

拡散型の都市構造 

人口増加や自動車社会の進展、郊外部へ

の大規模施設の立地等により市街地が拡

大した従来の都市構造。 

可住地 

居住可能な条件を備えた土地のこと。本

計画では、長野県都市計画基礎調査におけ

る定義に沿って、全体の土地面積から非可

住地（参考-6）を差し引いた部分を可住地

としている。 

幹線道路 

都市の骨格をなす道路で広域交流を支

え都市間を連絡する主要な道路。 

基幹的公共交通 

市内を運行する鉄道及び路線バスのう

ち、運行本数が比較的多く、市内公共交通

網の中心を担うもの。本計画においては、

1日の運行本数が往復30本以上の鉄道・バ

ス路線を基幹的公共交通と位置づけてい

る。 

急性期医療 

病気の発症から回復期や亜急性期（急性

期の段階を過ぎて病状が安定し、リハビリ

や退院支援を行う段階にある状態）に移行

するまでの期間における医療。 
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居住誘導区域 

人口減少下にあっても、商業・医療等の

日常生活サービス機能や公共交通が持続

的に維持されるよう、一定のエリアに人口

密度を維持する区域。 

工業専用地域 

都市計画における用途地域のなかで、工

業の業務の利便の増進を図る地域。住居の

建設はできないため、この地域に住むこと

はできない。 

工業地域 

都市計画における用途地域のなかで、主

として工業の利便を増進するための地域。

あらゆる工場のほか住居や店舗も建てら

れるが、学校、病院、ホテルなどは建てら

れない地域。 

高次都市機能 

行政、教育、文化、情報、商業、交通、

レジャーなど、住民生活や企業の経済活動

に対して、高いレベルでのサービスを提供

する機能で、都市圏を越え広域的に影響力

のあるもの。 

交通空白地域 

公共交通が運行していない地域、または

運行本数が少なく移動や買い物等に不便

を生じる地域。 

交通弱者 

子供や高齢者などの運転免許を保有し

ていない人、または自家用車を保有してお

らず自動車中心社会において移動を制約

される人。 

国勢調査 

国内の人口や世帯の実態を明らかにす

るため、日本に住んでいるすべての人及び

世帯を対象として5年ごとに実施される国

の統計調査。 

 

国土利用計画 

総合的、長期的な観点に立って、公共の

福祉の優先、自然環境の保全が図られた国

土の有効利用を図ることを目的として定

めるもの。全国の区域について定める計画

（全国計画）、都道府県の区域について定

める計画（都道府県計画）、市町村の区域

について定める計画（市町村計画）があり、

本市においては、「第二次国土利用計画（佐

久市計画）」が平成28年度中に策定予定と

なっている。 

国立社会保障・人口問題研究所 

厚生労働省に所属する国立の研究機関

で、人口や世帯の動向を捉えるとともに、

内外の社会保障政策や制度についての研

究を行うもの。 

コミュニティ 

住民同士の協力や結びつきによる地域

の活動やそのまとまり。 

コミュニティバス 

住民の移動手段を確保するために自治

体が中心となって運行する路線バス。交通

空白地域において公共交通サービスを補

完するものや、主要施設や観光拠点等を循

環する路線などがある。 

コンパクトシティ 

都市部の有効利用や中心部での機能の

集約化により、徒歩による移動性を重視し

た都市形態またはその都市施策。 

コンパクト・プラス・ネットワーク 

人口減少・高齢化が進む中、地域の活力

を維持するとともに、医療・福祉・商業等

の生活機能を確保し、高齢者が安心して暮

らせるよう、地域公共交通と連携して、コ

ンパクトなまちづくりを進める考え方。 
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【さ⾏】 

佐久市公共施設最適化推進方針 

本市における今後の公共施設の維持管

理・更新に係る経費の増大や、施設の配置

状況、サービス状況等の課題に対応するた

め、全ての公共施設の情報を総合的に管理

し 適化するために策定が予定されてい

る方針。 

佐久市公共施設等総合管理計画 

「佐久市公共施設マネジメント基本方

針」に基づく、市内の公共施設等の総合的

かつ計画的な管理を行うための計画。 

佐久市地域公共交通網形成計画 

将来にわたって持続可能かつまちづく

りと連携した公共交通体系の確立を目指

すための計画。 

佐久市中心市街地活性化基本計画 

本市の中心市街地における都市機能の

増進及び経済活力の向上を総合的かつ一

体的に推進するための計画。 

佐久市都市計画マスタープラン 

本市の都市計画に関する基本的な方針。 

佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

人口減少を克服し、「まち」「ひと」「し

ごと」の好循環を確立するため、今後目指

すべき将来の方向と人口の将来展望を提

示するもの。今後5か年の目標や施策の基

本的方向、具体的な施策をまとめた「佐久

市まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び

「佐久市人口ビジョン」から構成される。 

三次医療 

医療圏については参考-1に記載。 

持続可能な都市 

都市機能の集約やネットワーク化によ

って都市経営を効率化し、将来にわたる持

続的な発展を可能とする都市の姿。 

集約型の都市構造 

市街地の無秩序な拡大を抑制し、鉄道駅

やバス停周辺など公共交通の利便性が高

い場所に、居住機能、医療・福祉等の生活

サービス機能などを集積させる都市構造

であり、高齢者をはじめとする住民が過度

に自家用車に頼ることなく生活できる都

市をめざすもの。 

生涯活躍のまち構想 

東京圏をはじめとする地域の高齢者が、

希望に応じ地方やまちなかに移り住み、多

世代と交流しながら健康でアクティブな

生活を送り、必要に応じて医療・介護を受

けることができるまちづくりを目指すも

の。 

浸水想定区域 

想定する降雨時に洪水災害が発生する

可能性のある範囲。長野県においては、各

流域で100年に1度降ると考えられている

大雨の規模を想定し、浸水範囲及び浸水深

を計算している。 

人口集中地区（DID） 

統計データに基づいて一定の基準によ

り都市的地域を定めたもの。国勢調査基本

単位区等を基礎単位として、人口密度が

4,000人/ 以上の基本単位区が隣接し、人

口5,000人以上を有する地域。 

生活圏 

地域に暮らす人々が生活機能を共有し、

生活の土台としている圏域。 

生活サービス機能 

医療・福祉・子育て・商業など、日常生

活を支える機能。 

生活サービス水準 

生活サービス機能及び鉄道・バス等の公

共交通機関が提供するサービスの水準。 
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生活利便施設 

居住地の周辺に立地する日常生活を送

る上で必要な施設のこと。本計画では、医

療・福祉・子育て・商業施設を生活利便施

設に位置づけている。 

生産年齢人口 

年齢別人口のうち労働力の中核をなす

15歳以上65歳未満の人口層。 

総合計画 

都市が目指す将来像を描くとともに、そ

の実現のためのまちづくりの方向性や主

な施策を定めた長期的なまちづくり計画

で、市政運営の基本指針となり、全ての計

画の 上位に位置付けられる計画。本市に

おいては「第二次佐久市総合計画前期基本

計画」が平成28年度中に策定予定となって

いる。 

 

【た⾏】 

多核構造 

鉄道駅の周辺や支所周辺など複数の地

域の中心地（＝核）が連携して構成された

都市構造。本市は、旧町村の中心地をそれ

ぞれの地域の核としてその周辺に市街地

や集落が形成されている多核構造となっ

ている。 

端末交通 

ひとつの目的のために複数の交通手段

を用いている場合、出発地・目的地と主な

交通手段をつなぐ交通手段のこと。例えば

主な交通手段が鉄道である人が駅までバ

スで移動した場合、端末交通手段はバスと

いうことになる。 

地域包括ケアシステム 

高齢者が住み慣れた地域で安心・安全に

暮らし続けることができるよう、地域の自

主性に基づき、「住まい」「医療」「介護」

「生活支援・介護予防」に係るサービスを

包括的に確保することを目的に構築され

る支え合いの仕組み。 

地域包括支援センター 

主に市町村が設置する保健師（若しくは

経験豊富な看護師）や社会福祉士、主任ケ

アマネージャーが配置された、地域に暮ら

す人たちの介護予防や日々の暮らしをさ

まざまな側面からサポートする施設。 

地方創生 

各地域・地方が、それぞれの特徴を活か

した自律的で持続的な社会をかたちづく

ること。魅力あふれる地方のあり方を築く

こと。 

中心市街地 

人口が集中し、商業、行政機能が充実し

ている地域。 

デマンドタクシー 

利用者から予約（デマンド）があった場

合のみ運行するタクシーのこと。路線バス

とは異なり、利用者がいない場合は運行し

ないため、その分の運行費用が発生せず、

路線バス等の公共交通が通っていない地

域等での生活交通確保にあたり効率的か

つ有効な手段のひとつ。 

特別業務地区 

卸売業務機能や自動車サービス機能の

増進と環境維持のために、市町村等が指定

することができる特別用途地区。 

都市基盤 

都市活動を支える も基本となる施設。

道路・鉄道等基幹交通施設、上下水道、電

気・ガス等エネルギー関連施設、ゴミ・汚

水等処理施設などが該当する。近年は、情

報通信施設、公園などのシステムや施設も

都市基盤施設に位置づけられる場合があ

る。 
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都市機能 

都市に必要とされるさまざまな働きや

サービスのことで、居住、商業、業務、工

業、交通、政治、行政、教育、福祉、医療

などの活動によって担われるもの。 

都市機能増進施設 

医療施設、福祉施設、商業施設その他の

都市の居住者の共同の福祉又は利便のた

め必要な施設であって、都市機能の増進に

著しく寄与するもの。 

都市機能誘導区域 

商業・医療等の日常生活サービス機能を

都市の拠点で維持・確保することにより、

必要なサービスを受けることが出来る区

域。 

都市計画運用指針 

国土交通省が、都市計画制度をどのよう

に運用していくことが望ましいと考えて

いるか、また、具体的な運用が各制度の趣

旨からして、どのような考え方の下でなさ

れることを想定しているか等についての

原則的な考え方を示したもの。 

 

都市計画基礎調査 

都市の現況及び都市化の動向等を把握

し、良好な都市計画を策定するため、都市

計画法によって概ね5年ごとに実施するこ

とが定められている都市に関する基礎調

査。 

都市計画区域 

市町村の行政区域にとらわれず、実際の

都市の広がりを考慮した中で、一体的に整

備、開発し、保全する必要がある区域とし

て、都道府県が指定するもの。都市計画区

域が指定されると、開発許可基準の引き上

げや建築基準法による建築確認申請・集団

規定が適用され、用途地域や都市計画施設

等の制度活用が可能。 

都市構造の評価に関するハンドブック 

国土交通省が、各都市におけるコンパク

トなまちづくりを支援する参考図書とし

て、現況及び将来における都市構造のコン

パクトさを生活の利便性、健康・福祉など

6つの分野から多核的に評価する手法をと

りまとめたもの。 

都市再生推進法人 

都市再生特別措置法に基づき、地域のま

ちづくりを担う法人として、市町村が指定

するもの。市町村は、まちづくりの新たな

担い手として行政の補完的機能を担いう

る団体を指定することができる。  

都市再生整備計画 

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を

活かしたまちづくりを実施し、全国の都市

の再生を効率的に推進することにより、地

域住民の生活の質の向上と地域経済・社会

の活性化を図るための制度。 

都市再生特別措置法 

急速な情報化、国際化、少子高齢化等の

社会経済情勢の変化に対応した都市機能

の高度化及び都市の居住環境の向上を図

るため、平成14年に制定された法律。その

後「コンパクト・プラス・ネットワーク」

のまちづくりを推進するため平成26年に

改正され、立地適正化計画の策定が可能と

なっている。 

土地区画整理事業 

土地区画整理法に基づき、宅地の利用増

進や良好な市街地整備を目的として、土地

所有者などから土地の一部の提供を受け、

道路や公園などの公共施設の整備を図る

もの。 

徒歩利用圏 

鉄道駅やバス停、生活利便施設などを徒

歩でできる範囲を示すもの。本計画では、

「都市構造の評価に関するガイドブック」
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に基づき、鉄道駅から半径800m圏内、バス

停から300m圏内、生活利便施設から800m

圏内を徒歩利用圏としている。 

土砂災害警戒区域 

住民の生命または身体に危害が生ずる

おそれがあると認められ、警戒避難体制を

特に整備すべき区域。過去の土砂災害によ

る土砂の到達範囲などを勘案して設定さ

れる。 

土砂災害特別警戒区域 

警戒区域のうち土砂災害が発生した場

合、建築物に損壊が生じ住民の生命または

身体に著しい危害が生ずるおそれがある

と認められ、一定の開発行為の制限や居室

を有する建築物の構造が規制される区域。 

 

【な⾏】 

二次医療 

医療圏については参考-1に記載。 

ネットワーク 

効果的、有機的に機能するようにつなが

れた網の目状の体系。人や道路、通信など

のつながりを指す。 

農振農用地 

農業振興地整備計画において指定され

るものであり、農用地として利用すべき土

地の区域を定め、農業生産の基盤の整備及

び開発を行うとともに、農用地としての保

全と有効利用を図るため、農地転用の制限、

開発行為の制限等の措置を行うもの。 

 

【は⾏】 

バリアフリー 

障害者や高齢者等が、生活を送る上で支

障となる物理的な障害や精神的な障壁を

取り除くための取組、もしくは具体的に障

害を取り除いた状態。 

非可住地 

水面や山林など居住することのできな

い土地のこと。本計画では、長野県都市計

画基礎調査の定義に沿って「水面」、「そ

の他自然地」、「商業用地のうちで敷地面

積1ha以上の大規模施設用地」、「道路用

地」、「交通施設用地」、「その他公的施

設用地」、「工業専用地域」を非可住地と

している。 

病診連携 

病院と診療所がそれぞれの役割、機能を

分担し、効率的・効果的な医療を提供する

体制のこと。 

病病連携 

複数の病院がそれぞれの役割、機能に応

じて連携し、効率的・効果的な医療を提供

する体制のこと。 

ポテンシャル 

潜在すること。また、可能性としての力。 

 

【ま⾏】 

未利用地 

市街地において都市的土地利用の進ん

でいない土地。本計画では、長野県都市計

画基礎調査より「田」、「畑」、「山林」、

「その他自然地」、「その他空地」を未利

用地としている。 

メッシュ（地域メッシュ統計） 

緯度・経度に基づき地域を隙間なく網の

目（メッシュ）の区域に分けて、それぞれ

の区域に関する統計データを編成したも

の。それぞれのメッシュにコードが振り分

けられ、位置や大きさが固定されているこ

とから、人口、土地利用等の計量的、時系

列的分析が可能なほか、公共施設や文化財

などの位置・範囲等を数値化して表示する

など多くの分野で利用されている。 
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【や⾏】 

誘導施設 

人口減少・超高齢社会においても、郊外

部を含めた広域的な地域生活圏全体の居

住者の生活利便性を維持するために、全て

の都市機能誘導区域内に維持・確保する施

設。 

優良農地 

まとまって存在する農地など、農業を営

むのに良好な条件を備えている農地。 

用途地域 

都市計画区域において定める地域地区

で、用途の混在を防ぐため、住居、商業、

工業など市街地の大枠としての土地利用

を定めるもの。 

 

【ら⾏】 

立地適正化計画 

平成26年8月に都市再生特別措置法等の

一部を改正する法律が施行され、住宅及び

都市機能増進施設の立地の適正化を図る

もの。都市全体の観点から、居住機能や商

業・医療等の都市機能の立地、公共交通の

充実等に関する包括的なマスタープラン。 

 



平成 28年 11月 22日 佐久市都市計画課 

住民との合意形成について 

 

１．説明会の開催回数等、実施状況について 

（１）各種関係団体との意見交換 

 計画策定の過程で、関係する各種団体との意見交換を下記のとおり実施。合わせて「立地適正化計

画の策定に向けた市民アンケート調査」を配布し、自由意見を含めた回答をいただく。 
 

分野 団体名 開催日 会議名 出席者数 

交通 佐久市地域公共交通確保維持

改善協議会 兼 佐久市地域公

共交通会議 

6月 1日 佐久市地域公共交通確保

維持改善協議会 兼 佐久

市地域公共交通会議 

25人 

区長会 佐久市区長会 5月 25日 総会 240人 

9月 5日 理事会 24人 

医療 佐久医師会 9月 6日 三役会 3人 

9月 16日 理事会（三役より説明） 11人 

佐久歯科医師会 9月 12日 理事会 11人 

北佐久歯科医師会 9月 28日 川西地区例会 8人 

福祉 ・

子育て 

佐久市保健福祉審議会 8月 8日 佐久市保健福祉審議会 21人 

佐久市地域包括支援センター 9月 12日 管理者会議 6人 

佐久市老人クラブ連合会 10月 27日 理事会 9人 

佐久市民生児童委員協議会 5月 23日 総会 210人 

8月 5日 会長会 7人 

佐久市保育協会 10月 7日 役員会 11人 

商工 佐久商工会議所 10月 14日 役員会 10人 

臼田町商工会 9月 27日 まちづくり検討委員会 19人 

浅科商工会 9月 21日 役員会 16人 

望月商工会 9月 14日 役員会 17人 

建築 長野県建築士会佐久支部 9月 14日 幹事会 33人 

不動産 長野県宅地建築物取引業協会 

佐久支部 

10月 4日 役員会 9人 

 

（２）市民説明会 

  平成 28年 12月 12日（月）・13日（火）・15日（木）・19日（月）・20日（火）の 5日間に市内 5箇所で

開催予定。 

 

２．パブリックコメントの実施状況について 

・平成 28年 2月 8日（月）から 2月 26日（金）までの 19日間で策定方針についてパブリックコメントを

実施し、3名 12件の意見が提出された。（意見とこれに対する市の考え方については、市ホームペー

ジにおいて公開中。） 

・説明会と合わせて 12月 12日（月）から 12月 28日（水）までの期間で、計画素案についてパブリックコ

メントを実施予定。 
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関係団体とのヒアリング結果（主な意見と佐久市の考え方）

番号 意見の内容（要旨） 佐久市の考え方

1

拠点と言われる部分に診療所等を集約するな
らば、それを適正なものにして行かないと、
診療所等が密集しすぎて、共倒れのような形
になってしまうようなことが将来的に出てく
ると思う。

生活利便施設である診療所については、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
とが望ましいことから、現在の立地を優先し
集約は行いません。

2

一番の問題は地価が上がる場所が出てくるこ
と。地価の差を加速させることにつながる。
土地を持っている人から反発が出ることが予
想され、そういったものの対応を考えていか
ないといけないと思う。

本計画は規制を前提としたものではないこと
から、計画策定の前後で地価が劇的に変わる
ことは想定しておりません。
ただし、計画策定後も地価の状況を確認しな
がら影響を見極めるとともに、必要に応じて
対策を検討してまいります。

3

結局は暮らしやすい・住みやすいという集約
であると思うが、便利性だけで進めて、本当
にそこが暮らしやすいということになるの
か。そこにある文化を守るのは難しい。いか
に住民とコンセンサスを得るか、よっぽど腹
を据えて5年10年ではない政策として捉えて
いく必要がある。

本計画は、ただ単に市街地等の利便性の高い
地域への集約を目指すのではなく、旧町村の
中心部などの拠点性を高める取組を推進する
とともに、集落部のコミュニティや経済基盤
を維持することを前提とします。
このため、長期的な視点に立ち、暮らしやす
さやコミュニティが失われないよう、他部局
とも連携を図りながら必要な施策を講じてま
いります。

4

用途地域の中へ誘導して行くと言うが、こう
いった場所はインセンティブ等がなくても、
民間投資なり色々されるのではないか。むし
ろ、市の貴重な財源資源をそちらの方に回さ
ず、用途地域外の地域コミュニティの維持活
性化に回していただきたい。

市内に住むすべての人が将来にわたって質の
高い暮らしを営むためには、用途地域の内外
を問わず、地域の強みや個性を生かした“特
徴ある発展”に資する施策を講じる必要があ
ると考えます。
特に集落部に対しては、本計画においてコ
ミュニティ拠点と位置付け、「小さな拠点」
の形成など、地域の活性化につながる取組を
推進し、生活の基盤となるコミュニティの維
持、活性化を図ります。

5

やはり住み慣れた地域から離れたくないとい
うのがあると思う。自分自身が用途地域外に
生活していたら、そのままの場所で生活サー
ビスを使いながら生きていきたいと思う。こ
の計画は、医療・福祉の実際の施策と重なり
ながら進めて行くものだと思う。

6

実際佐久市では中心地から離れて、山間部に
住んでいる高齢者や障害者の方が沢山いる。
住み慣れた地域でという話もあるが、現実的
な話として、山間部に住んでいるからこそ、
あまりお金がかからずに生活していけるとい
う部分もある。まちなかに集約となるとお金
が無いと生活を回していけない。

本計画は、ただ単に市街地等の利便性の高い
地域への集約を目指すのではなく、旧町村の
中心部などの拠点性を高める取組を推進する
とともに、集落部のコミュニティや経済基盤
を維持することを前提とします。
このため、集落部においても、暮らしやすさ
やコミュニティが失われないよう、高齢者の
生活を支える“地域包括ケアシステム（※

1）”の構築など、医療・福祉分野とも連携を
図りながら必要な施策を講じてまいります。

（※１）地域包括ケアシステム
高齢者が住み慣れた地域で安心・安全に暮らし続けるこ
とができるよう、地域の自主性に基づき、「住まい」
「医療」「介護」「生活支援・介護予防」に係るサービ
スを包括的に確保することを目的に構築される支え合い
の仕組み。
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関係団体とのヒアリング結果（主な意見と佐久市の考え方）

番号 意見の内容（要旨） 佐久市の考え方

7

デイサービスや障害者福祉施設、保育所な
ど、生活機能を高齢者、障害者、子育て分け
ることなく一箇所でまとめられると良いので
はないか。

本計画においては、高齢者福祉施設や子育て
施設など、日常生活に必要なサービスや行政
窓口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まちを理
想として、まちづくりに取り組んでまいりま
す。

8

交通機関が充実していれば良いと思うが、そ
れによってますます過疎化していった場所の
対応をどうして行くかが課題になると思う。
また単純に交通機関が充実すれば良いかとい
うと、そうでも無い。やはりこちらから出向
くような整備、例えば買い物支援などそう
いったものの充実が必要。

佐久市地域公共交通網形成計画との整合を図
り、公共交通ネットワークの確保、充実はも
とより、拠点へのアクセス性の向上により、
安心・安全、快適さが実感できるまちづくり
を目指します。
同時に集落部においても、暮らしやすさやコ
ミュニティが失われないよう、高齢者の生活
を支える“地域包括ケアシステム”の構築な
ど、医療・福祉分野とも連携を図りながら必
要な施策を講じてまいります。

9

中込・野沢が空洞化している。今、空いてい
る家が沢山あっても誰も入らない状況。外部
から人を呼ぶというより住み替えの視点が大
切。施設のような所だけではなく、高齢者が
住み替えのできる場所が、こういった生活機
能が集約した場所の近くにあれば、もう少し
住み替えの幅が広がってくるのではないか。
中込の商店街の付近が、高齢者が住めるよう
な長屋になれば、歩道も整備されているので
良いのではと思う。

急激な人口減少と高齢化の進展は、一定の人
口集積に支えられた日常生活サービスの提供
を困難にし、現在の暮らしやすさが損なわれ
る可能性があります。このため、機能集約・
ネットワーク型まちづくりにより、まちの拠
点性を高めるとともに、集落部からのアクセ
スを確保する必要があると考えます。
市では、空き店舗対策事業補助金の活用等に
より、まちの拠点性と生活サービスの質を高
める取組を推進するとともに、人口密度を高
めるため、無居住家屋等実態調査の結果を踏
まえ、総合的な見地から空き家対策を検討し
てまいります。

10

土日、木曜日は走らないというような使えな
い公共交通しかなく、その日に行きたい場所
になかなか行けない。もしこの計画を進める
なら、公共交通を考えていかないとますます
不便になる。

立地適正化計画は、各拠点を公共交通のネッ
トワークで結ぶという「機能集約・ネット
ワーク型まちづくり」の具現化を目指すもの
でありますので、公共交通による“生活の
足”の確保は、計画の根幹をなす大切な要素
と考えます。
このため、生活環境課所管の「地域公共交通
網形成計画」と連携を図りながら、策定作業
を同時に進めています。
「地域公共交通網形成計画」では、基本方針
において、拠点間を結ぶ幹線交通と、集落部
から拠点までを結ぶ支線交通を位置づけてお
り、そのうえで利用する人に合わせた公共交
通網を形成するとしています。
具体的な運行経路や時刻表等については、今
後検討を行いますが、ご意見につきまして配
慮してまいります。
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関係団体とのヒアリング結果（主な意見と佐久市の考え方）

番号 意見の内容（要旨） 佐久市の考え方

11
佐久病院があるから臼田に住みたいという人
もいる。病院を大切にしていってもらいた
い。

本市の各拠点ごとの都市機能の集積状況を分
析しますと、臼田地区の佐久総合病院の本院
をはじめ、２次・3次医療圏を担う医療機関
が各拠点に立地し、医療が充実していること
が読み取れます。
このことは、佐久市が全国有数の健康長寿の
まちであることを特徴づける背景の１つと
なっていると考えられ、この点を踏まえて第
2次佐久市総合計画においても将来都市像を
「快適健康都市　佐久」と掲げたところで
す。
本計画においても、各拠点に立地する医療機
関を健康長寿を推進する基盤として捉え、そ
の立地数を今後も維持することを目標に掲げ
るとともに、継続的に医療サービスが提供さ
れるよう支援を行うことを施策に位置づけて
まいります。

12

集中化によって周辺部が不便になるのではな
いか。バスなどは収支が悪くなれば撤退して
しまうのは仕方ないことだが、周辺部にも昔
からの財産がある。そういったものが都市集
中型になると、管理ができず土地が荒れ放題
になる。

本計画は、ただ単に市街地等の利便性の高い
地域への集約を目指すのではなく、旧町村の
中心部などの拠点性を高める取組を推進する
とともに、集落部のコミュニティや経済基盤
を維持することを前提とします。
このため、集落部においても、暮らしやすさ
やコミュニティが失われないよう、耕作放棄
地発生予防事業の活用など、農業分野とも連
携を図りながら必要な施策を講じてまいりま
す。

13

保育園児は、9割が送迎してもらっている状
況がある。園児だけでは歩くことができず、
また歩いて通えそうな場所もほぼ車で送迎の
ような状況である。

保育所につきましては、平成26年に行った市
民アンケートの結果において、身近に立地し
ていたほうが望ましいという意見が最も多い
施設であり、また保護者の送迎によることが
一般的となっていることから、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
い施設として、誘導施設としての位置づけは
行いません。

14

このまま行くと地域コミュニティが存続でき
なくなるという話は、除雪を担当している者
として、非常に深刻に受け止めている。特
に、２年前の除雪の時、奥の方の３人、４人
しか住んでいないような地区の除雪というの
はどこまでが優先されるべきなのかというよ
うなことも非常に感じた。その中でコンパク
トシティというものも必要ではないかと感じ
ている。

本計画は、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まちづくりを前提
とするものです。
一方で、今日の社会が少子高齢化、人口減少
に直面している状況を踏まえると、様々な問
題が顕在化する前に、各分野の対策を講じて
いく必要があるものと考えます。
「機能集約・ネットワーク型まちづくり」
は、そのために講じる施策のひとつであると
認識しています。
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関係団体とのヒアリング結果（主な意見と佐久市の考え方）

番号 意見の内容（要旨） 佐久市の考え方

15

用途地域内では、かなり老朽化した建物が多
いのが事実。細い道の先に空き家に近いよう
な建物が非常に多く、今、空き家に対してな
るべく壊させるような方向には行っていると
思うが、老朽化した空き家については、積極
的に補助を出して解体してもらうというよう
な施策をしてはどうかと思う。空き地を作る
ことによって周辺から移住してくる住民の受
け皿というものを作っていくのが、コンパク
トシティの中では大切ではないか。

ほぼ用途地域を網羅するかたちで設定した居
住誘導区域内においては、人口減少下にあっ
ても、生活サービス機能が持続的に確保さ
れ、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よう、緩やかな誘導に
より人口密度を高めていく必要があると考え
ます。
この場合、ご指摘のありましたとおり、空き
家の問題が大きな課題になるものと認識して
います。
市では、現在、建築住宅課において無居住家
屋等実態調査を行っておりますが、この結果
を踏まえ、空き家バンク事業への活用を含
め、総合的な見地から空き家対策を検討して
まいります。

16

ある程度能動的に誘導区域に住みたいとして
行ける力がある方はいいが、周辺部に残され
るのは、お年寄りだけということになる。お
年寄りにとっては、歩いて行けるところから
どんどん商店が減り、金融機関等が減るとな
ると、生活に及ぼす影響が大きい。そうする
と、用途地域にいる人より周辺部に住んでい
る人の方がこの計画について知らなければな
らないのではないか。

「機能集約・ネットワーク型まちづくり」の
基本的な考え方としましては、日常生活に必
要なサービスや行政窓口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
セスできるまちを理想としておりますので、
集落部においては、公共交通による“生活の
足”を確保し、生活サービス機能が充実した
拠点地域へのアクセスの向上を図る必要があ
ると考えます。
なお、本計画につきましては、既に市広報に
特集記事を掲載していますが、今後、市内5
か所で住民説明会も予定しております。
この開催告知については、市広報への掲載は
もとより、全戸回覧、市ホームページ、ＳＮ
Ｓ、ＦＭラジオ、有線放送などの手法によ
り、多くの皆様の耳目に触れるよう配慮して
まいります。

17

望月は過疎地域に認定されたような場所であ
る。浅科も似たようなところ。逆に言えば佐
久市として浅科や望月に人が住めるような状
態、人を誘致できるような状況をまず作って
もらわないと。

市内に住むすべての人が将来にわたって質の
高い暮らしを営むためには、用途地域の内外
を問わず、地域の強みや個性を生かした“特
徴ある発展”に資する施策を講じる必要があ
ると考えます。
特に浅科、望月地区につきましては、本計画
において支所周辺を「地域拠点」と位置づ
け、用途地域内の他の拠点区域と同様に、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。また、集落部につきま
しては、「コミュニティ拠点」と位置づけ、
生活の基盤となるコミュニティの維持、活性
化を図ります。
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関係団体とのヒアリング結果（主な意見と佐久市の考え方）

番号 意見の内容（要旨） 佐久市の考え方

18

佐久市のもともとの成り立ちからして、小諸
のような一極集中型のコンパクトシティとい
うのは無理だと思う。なるべく今のコミュニ
ティを維持していくという方向で考えて行く
しかないと思う。

本市は、合併前の旧町村の中心地をそれぞれ
の地域の核として、市街地や集落が形成され
る“多核構造”となっていることから、それ
ぞれの地域の強みを生かした「機能集約・
ネットワーク型まちづくり」を実現するため
の素地が整っていると考えます。
計画策定にあたっては、本市のまちなみや歴
史的な経緯、各種施策との整合などを踏ま
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。

19

空き家対策について、他の自治体では郊外に
子育て世帯や、車を持って生活する人たちに
住んでもらい、まちなかの空き家に車の免許
を持たない方や高齢者に住んでもらうという
取組がある。昔の町屋のつくりや商店の名残
などが残っているので、それを生かしたまち
づくりが人を寄せるというのも成功している
と聞く。佐久市は似たようなところでいうと
昔の旧中山道や岩村田商店街などがある。

「機能集約・ネットワーク型まちづくり」の
基本的な考え方としましては、日常生活に必
要なサービスや行政窓口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
セスできるまちを理想としておりますので、
車を運転できない方の居住をまちなかに誘導
していくことは、制度の趣旨に叶うものと考
えます。
したがって、拠点で暮らすことのメリットを
感じていただけるように、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す
ることが大切だと考えます。
また、空き家の問題につきましては、現在、
建築住宅課において無居住家屋等実態調査を
行っておりますので、この結果を踏まえ、空
き家バンク事業への活用を含め、総合的な見
地から空き家対策を検討してまいります。

20

誘導地域の中なら農振は簡単に外れるけどそ
れ以外は外しませんよ、というのが一番困
る。土地の価格として郊外の方が安いし、開
発された分譲地に住む人々も、まちなかに来
るよりは、村から少し外れた所の方がいろい
ろしきたりが無くて良いという方が多く、そ
ういった場所から売れていく。誘導したいと
いうのは確かに分かるが、現実的にそれがす
んなりうまくいくかというと、難しいだろう
と思う。

今日の社会が少子高齢化、人口減少に直面し
ている状況を踏まえると、無秩序な市街地の
拡散は、将来的に、一定の人口集積に支えら
れた生活サービスの成立を困難にし、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。また、行政においても、財政状況が
厳しくなる中にあって、拡散したインフラを
維持していくことが大きな負担となることが
懸念されます。
したがって、長期的なまちづくりを見通す中
では、拡散型の都市構造から集約型の都市構
造へと、基本的な考え方を転換させていく必
要があると考えます。
しかしながら、本計画は規制を前提としたも
のではないことから、計画策定の前後で農振
除外等の考え方が劇的に変わることは想定し
ておりません。
将来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していきたいと考
えています。
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今後のスケジュール（案） 

 

時期 内容 

11月 

 

12月 

 

1月 

2月 

 

3月 

 

都市計画審議会（素案の審議） 

議会全員協議会（素案の説明） 

市民説明会（素案の説明） 

県知事事前協議 

素案の閲覧 

公聴会（公述の申し出があった場合） 

計画案の公告・縦覧・県知事協議 

都市計画審議会（計画案の諮問・答申） 

計画の決定・告示・県報告 

 

資料№1-5 



 

その他 

 

 

 佐久市地域公共交通網形成計画（素案）の概要について 

 

 



佐久市地域公共交通網形成計画（概要版）

1

■平成24年3月に「佐久市生活交通ネットワーク計画」（平成24年度～26年度）
を 策定し、市民にとって利用しやすく、将来にわたって持続可能な地域公共交
通の整備を行ってきました

■佐久市の人口は平成22年をピークに減少に転じ、今後も人口減少がさらに進むこ
とが予測されています

■「機能集約・ネットワーク型まちづくり」（医療・福祉・商業など日常生活に
必要な機能が集まる拠点同士を公共交通により結ぶ集約型の都市構造）の考え方
を基本とする「佐久市立地適正化計画」を策定しています

まちづくりの動きと連携し、今後予測される人口減少に対応した、将来に渡って
持続可能な地域公共交通ネットワークを再構築します

背

景
（２）公共交通の現状

■居住地域を概ね公共交通がカバーしています

■通院・買物には利用できますが、通勤・通学

ができる路線は限定されています

■運行路線

鉄道：北陸新幹線、JR小海線が運行

民間路線バス：佐久上田線、中仙道線、

合同庁舎線が運行

市運営バス：市内巡回バス、デマンドタク

シーが運行

生活路線バスへの補助もおこ

なっている

■利用状況

鉄道：佐久平駅で微増傾向、その他

は横ばい

廃止代替バス：学生の利用時間帯の乗降が

多い一方、昼間の利用者は

少ない

市内巡回バス：利用者は減少傾向

１便あたりの補助金額も増

加している

デマンドタクシー：望月、臼田の利用者は

増加傾向

■公共交通確保維持経費（佐久市負担額）

100,144千円 （平成27年度決算）

【地域公共交通の利用者数の推移】

■機能集約・ネットワーク型まちづくりに向け拠点間の接続の強化が必要

■市内巡回バス、廃止代替バスの利用が伸び悩んでいる

■利用者が減少している路線については利用している人の利便性を損なわないよう、

見直しが必要

■まちづくりと連携した公共交通体系の整備が必要

地域公共交通網形成計画策定の背景と目的

目
的

３ 佐久市および公共交通の現況

課

題

【公共交通のカバー状況】

（１）人口、地域の現状

■市域が広く、可住地面積が広い

■中心部には広大な平坦地が広がっていますが、深

い谷筋や起伏に富んだ大地も広がっており、谷筋

に沿って集落が形成されています

■総人口は平成２２年をピークに減少に転じました

今後は、さらに人口減少と高齢化が進行すると予

想されています

■人口はJR小海線、バス路線の中仙道線、佐久上田

線沿いに集中していますが、谷筋に沿った地域にも

集落の形成がみられます

【佐久市の人口分布】

２ 地域公共交通網形成計画の位置づけ

地域公共交通網形成計画は、佐久市総合計画に掲げる「地域をつなぐ交通ネットワークの形

成」を公共交通の分野で具現化を図るもので、「佐久市人口ビジョン」における佐久市の将来展

望にもとづく「佐久市まち・ひと・しごと

創生総合戦略」の施策の方向性を反映して

います。

さらに並行して策定される「立地適正化

計画」との連携を図るものとします。

また、地域公共交通網形成計画はこれまで

の「佐久市生活交通ネットワーク計画」に

もとづく公共交通の現状や課題等を評価し

た上で、見直し・再編を行うものです。

【計画の位置づけ】

【年齢3区分別人口の推移と推計】
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年少人口(0～14歳) 生産年齢人口(15～64歳) 老年人口(65歳以上) 老年人口比率（人） （％）

95,625 
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91,915 88,978 
85,781 

見通し（社人研推定値ベース）

82,240 
78,502 

74,624 
70,666 

出典：平成27年まで国勢調査
※平成12年までのデータは旧佐久市、望月町、浅科村、臼田町の合算値
平成32年以降 国立社会保障・人口問題研究所 『日本の地域別将来推計人口』平成25年3月をベースに再計算
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６ 地域公共交通網形成計画の概要

（１）計画の区域および計画期間

計画区域
佐久市全域とします。ただし、市民の移動実態等を視野に入れ、区域外についても当該

自治体等と連携して事業を行うものとします

計画期間 5年間（平成29～33年度） 新公共交通体系試験運行 平成29年10月～

（２）事業の概要および実施主体

実施項目 施策 事業 実施主体

バス等の整備・運行

自主運行路線の運行 ・佐久上田線、中仙道線、合同庁舎線の運行 交通事業者

市内循環バスの運行
・市内循環バスの新設

・市内循環バスの運行と評価・検証・改善
佐久市

廃止代替路線の運行
・廃止代替路線の再編

・廃止代替路線の運行（朝夕）
佐久市

デマンドタクシーの運行

・市内巡回バスの乗合タクシー化

・廃止代替路線の乗合タクシー化（日中）

・既存乗合タクシーの運行

佐久市

４ 計画の基本方針

基本方針１

地域の軸をつくり地域を

つなげます

これまで実施されてきた交通空白地域の解消や高齢者の移動確保等の課題

解決に加え「佐久市都市計画マスタープラン」や「立地適正化計画」と連

携した、佐久市が目指す都市像の実現に寄与する公共交通網を形成します

基本方針２

利用する人にあわせた

公共交通網を整備します

現在公共交通を利用している人や交通手段を持たない人（交通不便者）の

移動など、市民の日常生活における移動の確保を最優先にした公共交通網

を構築します

基本方針３

持続可能な公共交通を

構築します

公共交通の利用動向を的確に見極め、利用者が極端に少ないバス路線につ

いては、他の交通手段により現行サービス水準を出来るだけ維持しつつ効

率化を進めるなど、将来に向けた持続可能な公共交通網を構築します

基本方針４

公共交通が利用される

取組みを推進します

市民や来訪者ができるだけ公共交通を利用するよう、周知啓発活動を

強化し、公共交通に対する意識醸成を図ります

基本方針５

評価・検証をおこない

改善します

地域の公共交通に関わる交通事業者や周辺自治体、県、運輸局等関係

者が一丸となって地域公共交通を確保・維持・改善していく体制の充

実に努めます

５ 拠点地区の設定

佐久市では、地区それぞれの特性や多様なライフスタイルを反映した快適なまちづくりとして、

「機能集約・ネットワーク型まちづくり」を目指しています。機能集約・ネットワーク型まちづ

くりとは、医療・福祉・商業など日常生活に必要な機能が集まる地域の拠点同士を公共交通によ

り連携した集約型の都市構造です。佐久市内に６つの拠点地区を設定し、各拠点地区における主

要施設を交通結節点とします。

【佐久市地域公共交通網のイメージ】

■公共交通網の整備・運行

路線 現在 再編案

自主運行
路線

佐久上田線、中仙道線、合同庁舎線
定時定路線

→

近隣自治体と連携し維持に努める

市内循環
バス

－

市内循環バスを新設
●路線 定時定路線
〔北部循環路線〕佐久平・岩村田地区―中込中央区

地区
〔南部循環路線〕臼田地区―中込・野沢地区―中込

中央区地区
●毎日運行
月～金 各路線1日12便程度
土日祝日 各路線1日 8便程度

廃止代替
バス

香坂線、志賀線、内山線、大沢線、布施線、
春日線
定時定路線
週5日 1日2～8便

（朝・夕）定時定路線 通学便を維持
週5日（月～金）運行

（日中）デマンドタクシー（予約制乗合タクシー）

週5日 1日3便程度

佐久御代田線、久保通線、塩名田・耳取線、
山手線
定時定路線
週5日 1日2～10便

現行を維持

市内巡回
バス

中佐都線、岸野線、中央線、平根線、平賀
線、浅科線
定時定路線
週2～3日 1日4～5便

デマンドタクシー（予約制乗合タクシー）
●路線 エリア運行
●週3日 各路線1日5便程度

臼田
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾀｸｼｰ

湯原新田線、十二新田線、田口線、岩水線
デマンドタクシー（予約制乗合タクシー）

週3日 1日5便
現行を維持

望月
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾀｸｼｰ

御牧原線、観音寺線、長者原線、合の沢線、
畳石線
デマンドタクシー（予約制乗合タクシー）

週2～4日 1日5便

現行を維持

【公共交通網再編（案）】

※ 運賃は当面現行通り
※（別添）佐久市公共交通体系の再編（案）参照
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中山道
交流軸

都市
連携軸

佐久平・岩村田
地区

中込中央区
地区

中込・野沢
地区

臼田
地区

浅科
地区望月

地区

支線により
拠点地区までの移動を確保

２つの交通軸を強化し、
拠点地区をつなぐ

拠点地区

凡例

支線

コミュニティ拠点

（広域交流拠点・中心拠点・地域拠点）

東地区



７ 計画の推進について

（２）計画の目標

数値目標 現状値（H26） 目標値（H31） 目標値（H33）

公共交通延べ利用者数 103,023人 125,000人※ 125,000人以上

各路線収支

数値目標 現状値（H26） 目標値（H33）

路線収支率 17.0％ 現状以上

公共交通利用者満足度

数値目標 現状値（H26） 目標値（H33）

バス利用者の満足度 84.6％ 現状以上

Plan 計画

Do 実施

Check 評価・検証

Action 改善

・運行計画
・年間の事業実施計画

・公共交通の運行
・利便性向上事業
・利用促進事業

・評価・検証のためのデータ収集
・データ分析
・目標の達成度、課題の導出

・改善策の検討

ＰＤＣＡ 時期 内容

Plan（計画） 5月 網計画および、前年度評価・検証結果にもとづいた運行計画、年間の事業計画の作成

Do（実施） 通年 事業計画にもとづいた事業実施

Check（評価・検

証）
3月 目標達成状況の評価と、今後の課題抽出

Action（改善） 翌年度4月 評価・検証で明らかになった課題をもとに次年度以降の改善策を検討します

（１）各主体の役割

公共交通の確保、維持、改善は、交通事業者や行政だけでは成し得ません。公共交通

の維持には、市民の積極的な利用が不可欠です。

本計画は、市民・交通事業者・佐久市がそれぞれの役割を果たすとともに、相互に連

携し、推進していくものとします。

佐久市地域公共交通確保維持改善協議会は、地域の公共交通に係る関係者が集まり、

地域の公共交通の確保、維持、改善に向けて協議する場であり、網計画の進捗を管理す

る主体となります。

市民
・地域公共交通の積極的な利用
・地域における啓発活動
・地域公共交通の維持に係る活動

交通事業者
・安全な運行
・公共交通サービスの向上
・利用促進、情報発信
・運行実績等の公開

協議会
・地域公共交通の維持・改善
・計画の進捗管理
・利用促進の推進
・関係機関の調整

佐久市
・民間事業を補うバス路線の運営
・市民生活に必要なバス路線の維持
・利用促進の実施
・協議会事務局
・近隣市町村との連携

公共交通利用者数
■利便性向上事業

・バス停等の待合環境の改善

・

・車両の更新と整備

・企画乗車券等の検討

・公共交通案内の充実

【車両の更新】

【時刻表等の作成】 【バス運行経路案内サービス】■利用促進事業

・公共交通の乗り方の周知・啓発

・利用促進・体験イベント等の開催
・利用促進グッズの企画・製作

・利用状況の地域へのフィードバック

【利用方法の周知】 【バス見学会（H27年度）】 【利用促進キャンペーン】

実施項目 施策 事業 実施主体

利便性向上

バス停等の待合環境の改善
・ベンチ、屋根等の整備

・交通結節点への案内板の整備

佐久市

区

交通事業者

車両の更新と整備

・必要車両の確保

・利便性の高い車両への切り替え

・ラッピング等デザインの検討

佐久市

交通事業者

企画乗車券等の検討
・割引回数券、1日フリーパス券の継続

・新規企画乗車券の検討

佐久市

交通事業者

公共交通案内の充実

・時刻表等の作成、配布

・佐久市バス運行経路検索システム、ホーム

ページによる情報発信

・案内板等の整備

佐久市

交通事業者

利用促進

公共交通の乗り方の

周知・啓発

・住民への乗り方の周知

・観光客への情報提供

佐久市

交通事業者

協議会

利用促進・体験イベント等

の開催

・利用促進イベントの企画

・地域のイベントにおける利用促進活動の実施

佐久市

交通事業者

協議会

利用促進グッズの

企画・製作

・利用促進グッズの企画・製作

・利用促進イベント等での配布

佐久市

交通事業者

協議会

利用状況の地域への

フィードバック

・利用実績の地域へのフィードバック

・Ｍyバス意識の醸成

佐久市

協議会

評価・検証
地域公共交通評価・

検証の実施

・評価・検証事業の実施

・評価・検証結果を受けた路線の改善
協議会

■利便性向上・利用促進等

※佐久市まち・ひと・しごと創生総合戦略の重要業績評価指標（KPI）
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（別添）佐久市公共交通体系の再編（案）

① 現行の路線

N

凡 例
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（別添）佐久市公共交通体系の再編（案）

② 再編後の佐久市地域公共交通体系＿朝夕（通学対応）

浅科地域デマンドタクシー

浅科エリア

佐久地域デマンドタクシー

中佐都エリア

佐久地域デマンドタクシー

高瀬エリア

佐久地域デマンドタクシー

岸野エリア

佐久地域デマンドタクシー

桜井・前山エリア

佐久地域デマンドタクシー

平根エリア

佐久地域デマンドタクシー

東エリア

佐久地域デマンドタクシー

平賀エリア

N

団
地
舟
久
保

診
療
所
・

保
健
セ
ン
タ
ー

浅
科
支
所

望月バス
ターミナル

佐久平駅
岩村田駅

北中込駅

佐久医療
センタ－

佐久市役所

野沢バス
センター

臼田駅

佐久総合
病院本院

浅間総合病院

中込駅

駒場公園

合同庁舎

佐久総合運動公園

常和

穂の香乃湯

5

布施線

春日線

大沢線

山手線

香坂線

志賀線

内山線

凡 例

自主運行路線

廃止代替バス

市内循環バス

既存デマンドタクシーエリア
（望月デマンド・臼田デマンド）

拠点地区（広域交流拠点・中心拠点）

デマンドタクシーエリア

拠点地区（地域拠点）

コミュニティ拠点



（別添）佐久市公共交通体系の再編（案）

③ 再編後の佐久市地域公共交通体系＿日中

浅科地域デマンドタクシー

浅科エリア

佐久地域デマンドタクシー

東エリア

佐久地域デマンドタクシー

岸野エリア

佐久地域デマンドタクシー

桜井・前山エリア

N

望月地域デマンドタクシー

望月地域デマンドタクシー

岩下

春日温泉

湯沢上

車
庫
前

初
谷

東
地

布施温泉

団
地
舟
久
保

合同庁舎

佐久総合運動公園

常和

駒場公園

診
療
所
・

保
健
セ
ン
タ
ー

穂の香乃湯

6

山手線

布施線

春日線

佐久地域デマンドタクシー

平根エリア

佐久地域デマンドタクシー

高瀬エリア

佐久地域デマンドタクシー

中佐都エリア

浅
科
支
所

望月バス
ターミナル

佐久平駅
岩村田駅

北中込駅

佐久医療
センタ－

佐久市役所

野沢バス
センター

臼田駅

佐久総合
病院本院

浅間総合病院

中込駅

凡 例

自主運行路線

廃止代替バス

市内循環バス

既存デマンドタクシーエリア
（望月デマンド・臼田デマンド）

拠点地区（広域交流拠点・中心拠点）

デマンドタクシーエリア

拠点地区（地域拠点）

コミュニティ拠点

佐久地域デマンドタクシー

平賀エリア


