
3.3.3 原東1号線 改良率 車線数
幹線道路（都市計画マスタープラン） 建 L=5,950m　W=16.5m

建 L=6,350m
県 路線番号2.2.3→1.3.1　L=5,400ｍ　W=22ｍ
県 路線番号1.3.1→3.3.3
県 車線数　4（追記）

整備状況：平成27年3月末現在 区間3-3
【位置図】 【詳細図】

区間3-3

（単位：ｍ）

改良済延長路線番号・路線名 計画延長 5,400m 代表幅員 22m

上位計画における位置付け

都市計画
決定経緯

当初 昭和37年3月16日 606号

計画決定当時の目的 第1回 昭和39年3月19日 662号
昭和36年の町村合併、佐久市発足を受け、都市交通の増大と開発の発展に伴い、旧計画街路を再検討し計画決定した路線。 第2回 昭和46年10月4日 552号

第3回 昭和54年12月10日 737号

3,630m 概成済延長 1,050m 67.2% 2,4車線

第4回 平成14年10月24日 548号

対象路線区間割り図 現況

計画断面図

見直し案の考え方
本路線は、幹線道路として機能を有し必要性が高い路線として存続路線に位置付ける。
ただし、区間3-1は、3.4.8荒宿上の城線を廃止としたため、交差部について変更とする。
また、区間3-3は、3.4.9橋場中央線との交差点形状が鋭角交差となっており、線形の変更を含め継続協議とする。

相生町南

相生町公会場

中込原南

滑津川
中込駅

三家入口

滑津大橋

中込

中込駅入口

滑津駅
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路線カルテの見方について都市計画道路の名称につける番号があり、区分・

規模・一連番号を表しています。

赤い箇所が、該当する都市計画道路です。

（参考）下絵は、都市計画図で、用途地域※に色が塗られています。

※用途地域とは、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定

めるもので、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類が決められて

います。

概成済とは、改良済以外の区間のうち、都市計画道路の計画幅

員の２／３以上の幅員があり改良済の都市計画道路と同程度

の機能を果たし得る現道を有する区間です。

代表箇所の計画断面を示したものです。

未整備の区間について、見直し結果（存続、変更、廃止、再検討）の考え

方を示しています。

詳細図では、見直し検討路線に区間ごと区間

番号を振ってあります。

存 続

変 更

廃 止

継 続 協 議

凡　　　例



3.3.3 原東1号線 改良率 車線数
幹線道路（都市計画マスタープラン） 建 L=5,950m　W=16.5m

建 L=6,350m
県 路線番号2.2.3→1.3.1　L=5,400ｍ　W=22ｍ
県 路線番号1.3.1→3.3.3
県 車線数　4（追記）

整備状況：平成27年3月末現在 区間3-3
【位置図】 【詳細図】

区間3-3

（単位：ｍ）

改良済延長路線番号・路線名 計画延長 5,400m 代表幅員 22m

上位計画における位置付け

都市計画
決定経緯

当初 昭和37年3月16日 606号

計画決定当時の目的 第1回 昭和39年3月19日 662号
昭和36年の町村合併、佐久市発足を受け、都市交通の増大と開発の発展に伴い、旧計画街路を再検討し計画決定した路線。 第2回 昭和46年10月4日 552号

第3回 昭和54年12月10日 737号

3,630m 概成済延長 1,050m 67.2% 2,4車線

第4回 平成14年10月24日 548号

見直し案の考え方

対象路線区間割り図 現況

計画断面図

本路線は、幹線道路として機能を有し必要性が高い路線として存続路線に位置付ける。
ただし、区間3-1は、3.4.8荒宿上の城線を廃止としたため、交差部について変更とする。
また、区間3-3は、3.4.9橋場中央線との交差点形状が鋭角交差となっており、線形の変更を含め継続協議とする。

相生町南

相生町公会場

中込原南

滑津川
中込駅

三家入口

滑津大橋

中込

中込駅入口

滑津駅

3

.

4

.

9

橋
場
中
央
線



3.4.6 批杷坂線 改良率 車線数
幹線道路（都市計画マスタープラン） 建 L=365m   W=16m

県 路線番号2.2.1→3.4.6
県 L=360m  駅前広場変更
県 車線数　2（追記）

整備状況：平成27年3月末現在
【位置図】 【詳細図】

（単位：ｍ）

改良済延長路線番号・路線名 計画延長 360m 代表幅員 16m

上位計画における位置付け

都市計画
決定経緯

当初 昭和37年3月16日 606号

計画決定当時の目的 第1回 昭和54年12月10日 737号
昭和36年の町村合併、佐久市発足を受け、都市内交通の増大とJR岩村田駅周辺の発展を図るため計画決定した路線。 第2回 平成8年7月1日 512号

第3回 平成14年10月24日 548号

143m 概成済延長 0m 39.7% 2車線

見直し案の考え方
本区間は、旧国道141号（3.5.14近津住吉線）と岩村田駅を結ぶ路線として岩村田駅周辺の発展を図るため、昭和36年に都市計画決定された。
しかし、佐久平駅関連として追加された都市計画道路の存在、佐久平駅の整備により岩村田駅の位置付けが変わっており、また、代替路（3.5.16千歳線）が存在することから廃止とする。
区間６－１廃止に伴い、残る区間についても、すでに改良済みであることから、全線を廃止とする。

対象路線区間割り図 現況

計画断面図

現道なし

岩村田駅前

佐久平駅東

長土呂南

浅間病院入口

佐久警察署入口

住吉町西

住吉町

岩村田
荒宿

岩村田駅

佐久平総合技術高校

佐久長聖高校

佐久平総合技術高前

佐久警察署



3.4.8 荒宿上の城線 改良率 車線数
幹線道路（都市計画マスタープラン） 県 L=1,860m　W=16m 

県 L=1,850m
県 路線番号2.2.3→3.4.8
県 車線数　2（追記）　L=1,860m

整備状況：平成27年3月末現在
【位置図】 【詳細図】

区間8-1

区間8-2～4

（単位：ｍ）
見直し案の考え方

対象路線区間割り図 現況

計画断面図

区間8-1、8-2は、代替路（3.4.11御代田佐久線）が存在することから廃止とする。
区間8-3については、住宅密集地のため、建物移転に伴い地区内にとどまることが難しく、道路整備により地区を分断する。建物が多く支障となるため事業費が膨大である。また、区間の両端は、荒宿上の城線の他の区間（8-1・2・4）が廃止候補に位置付
けられたことにより、南北路線としての機能は大幅に低下することが容易に予想でき、並行する路線（3.4.11御代田佐久線）も存在する。このため、道路網としての検証により廃止とする。
区間8-4についても、住宅密集地のため、建物移転に伴い地区内にとどまることが難しく、道路整備により地区を分断する。建物が多く支障となるため事業費が膨大である。また、代替路（3.4.11御代田佐久線）が存在し、さらに、河岸段丘による地形的な
制約により掘割構造とせざるを得ず、沿道利用の観点より問題があることから廃止とする。また、区間8-4については、道路計画線から東側25ｍが第１種住居地域と第１種中高層住居専用地域が用途界となっていることから、区間8-4の廃止に伴い用途地域
変更の必要があると考えられるため、用途地域の変更についても検討していく。

0m 概成済延長 0m 0.0% 2車線

上位計画における位置付け

都市計画
決定経緯

当初 昭和46年10月4日 552号

計画決定当時の目的 第1回 平成14年10月24日 548号
昭和46年の道路構造令改定に伴う道路網の見直しにおいて、市街地の発展、土地利用の誘導を図るため決定された路線。 第2回 昭和54年12月10日 737号

第3回 平成14年10月24日 548号

改良済延長路線番号・路線名 計画延長 1,860m 代表幅員 16m

現道なし

8-1：廃止 8-2：廃止 8-3：廃止 8-4：廃止

住吉町
岩村田

荒宿

相生町南
岩村田本町

相生町

鼻顔稲荷前

岩村田小学校

浅間会館

3.4.11御代田佐久線

第一種住居地域

第一種中高層住居専用地域



3.4.9 橋場中央線 改良率 車線数
幹線道路（都市計画マスタープラン） 建 L=2,388m　W=16m

建 L=2,740m
県 L=2,750m
県 野沢橋幅員変更 W=8.5m→15m
県 路線番号2.2.5→3.4.9
県 車線数　2（追記）

整備状況：平成27年3月末現在 区間9-2
【位置図】 【詳細図】

（単位：ｍ）

改良済延長路線番号・路線名 計画延長 2,750m 代表幅員 16m

上位計画における位置付け

都市計画
決定経緯

当初 昭和37年3月16日 606号

計画決定当時の目的 第1回 昭和39年3月19日 662号
昭和36年の町村合併、佐久市発足を受け、都市内交通の増大に対応し、都市交通の円滑化と健全なる市街地発展を図るため計画された路
線。

第2回 昭和47年7月31日 474号
第3回 昭和49年10月28日 665号

1,330m 概成済延長 0m 48.4% 2車線

第4回 昭和54年12月10日 737号
第5回 平成14年10月24日 548号

見直し案の考え方

対象路線区間割り図 現況

計画断面図

本路線のうち、区間9-2は中込地区東側地区の東西道路として歩行者の安全性確保や防災機能などを有することから存続とする。
区間9-1については、区間東側の用途地域内は、住宅密集地のため、建物移転に伴い地区内にとどまることが難しく、道路整備により地区を分断する。建物が多く支障となるため事業費が膨大である。また、並行する3.5.18中込北高線が存在していることか
ら廃止とする。

9-2：存続

中込橋場

野沢橋南詰

ぴんころ地蔵入口

南部交番前

中小屋

野沢本町

野沢十二町

野沢田町

野沢中前

洞源湖入口
野沢小学校

野沢中学校

野沢北高校

野沢南高校



3.4.11 御代田佐久線 改良率 車線数
幹線道路（都市計画マスタープラン） 建 L=4,380m　W=12m

県 L=11,180ｍ(市内延長L=4,380m)　W=16ｍ
県 路線番号2.2.7→3.4.11
県 L=11,260ｍ(市内延長7,380m)
県 車線数　2（追記）

整備状況：平成27年3月末現在 区間11-3
【位置図】 【詳細図】

（単位：ｍ）

改良済延長路線番号・路線名 計画延長 11,260m(市内延長7,380m) 代表幅員 16m

上位計画における位置付け

都市計画
決定経緯

当初 昭和37年3月16日 606号

計画決定当時の目的 第1回 昭和49年3月11日 135号
昭和36年の町村合併、佐久市発足を受け、佐久市と御代田町間の都市間交通の増大と市街地開発の発展に伴い、旧計画街路を再検討し計画
決定した路線。

第2回 昭和54年12月10日 737号
第3回 昭和57年3月8日 188号

3,773m 概成済延長 2,257m 51.1% 2車線

第4回 平成14年10月24日 548号

見直し案の考え方

対象路線区間割り図 現況

計画断面図

本路線は、隣接する御代田町と接続する市町間の移動に寄与する道路であるとともに、浅間地区における南北道路として多くの機能を有しているため路線としては存続していくことが必要である。
しかし、区間11-3では湯川橋整備時における詳細検討により現都市計画道路決定での整備が困難であったことから、若干、線形を変更して整備されている。このため整備済の現道に合わせて線形を変更とする。

11-4：存続 11-3：変更

11-2：存続候補 11-1：存続候補

佐久市役所

佐久市役所南

瀬戸原団地入口

市役所前

市役所前

中込中央区

総合体育館前

猿久保

相生町南

相生町公会場

小田井南

小田井工業団地西

湯
川



3.5.14 近津住吉線 改良率 車線数
幹線道路（都市計画マスタープラン） 建 L=1,690m　W=12m

県 L=1,730ｍ
県 L=1,880m
県 路線番号2.3.1→3.5.14
県 交差点構造変更
県 交差点数 4
県 車線数 2（追記）
市 L=1,630m

整備状況：平成27年3月末現在 区間14-2
【位置図】 【詳細図】

（単位：ｍ）

改良済延長路線番号・路線名 計画延長 1,630m 代表幅員 12m 19.4% 2車線

上位計画における位置付け

都市計画
決定経緯

当初 昭和37年3月16日 606号

計画決定当時の目的 第1回 昭和46年10月4日 552号
昭和36年の町村合併、佐久市発足を受け、都市交通の増大と開発の発展に伴い、旧計画街路を再検討し計画決定した路線。 第2回 昭和53年9月14日 444号

第3回
第4回 昭和57年7月26日 514号

317m 概成済延長 885m

昭和54年12月10日 737号

見直し案の考え方

対象路線区間割り図 現況

計画断面図

本路線は、隣接する小諸市と接続する両市間の移動に寄与する道路であるとともに、浅間地区における東西道路として多くの機能を有しているため存続路線として位置付ける。

54号平成19年3月30日第7回

第5回
第6回

平成6年3月22日
平成14年10月24日

266号
548号

近津神社南

長土呂西

長土呂

長土呂東

住吉町西

北佐久農高前

佐久平総合技術高校

佐久長聖高校

長土呂南

佐久平駅東

佐久平駅



3.5.17 滑津跡部線 改良率 車線数
幹線道路（都市計画マスタープラン） 建 L=1,133m W=12m

市 L=1,393m
県 路線番号2.3.6→3.5.17　L=1,390m
市 車線数　2（追記）

整備状況：平成27年3月末現在 区間17-1
【位置図】 【詳細図】

（単位：ｍ）

改良済延長路線番号・路線名 計画延長 1,390m 代表幅員 12m

上位計画における位置付け

都市計画
決定経緯

当初 昭和37年3月16日 606号

計画決定当時の目的 第1回 昭和46年10月8日 37号
昭和36年の町村合併、佐久市発足を受け、中込周辺の市街地の発展と都市交通の増大に対応し計画決定した路線。 第2回 昭和54年12月10日 737号

第3回 平成14年6月6日 42号

0m 概成済延長 0m 0.0% 2車線

見直し案の考え方

対象路線区間割り図 現況

計画断面図

本路線は3.5.25取出中央線とともに野沢地区と中込地区の発展、都市交通の増大に対処すべきと計画された路線である。
区間17-1は、ＪＲ小海線滑津駅までのアクセス道路であり、また駅前の交通における歩行者・自転車の安全確保のため存続とする。
区間17-2は、国道141号の4車線化など周辺道路の整備もあり、代替路（3.3.2小諸佐久臼田線）が存在するため廃止とする。
区間17-3についても、区間17-2が廃止することにより連続性を失い、区間17-3の必要性が乏しくなる。また区間17-2と同様に3.3.2小諸佐久臼田線が存在するため廃止とする。

跡部北

中込

中込三家入口

中込小学校入口

滑津駅

中込小学校



3.5.19 高柳線 改良率 車線数
幹線道路（都市計画マスタープラン） 建 L=2,438m　W=12m

市 L=860m
県 路線番号2.3.8→3.5.19
市 車線数　2（追記）

整備状況：平成27年3月末現在 区間19-1
【位置図】 【詳細図】

（単位：ｍ）

改良済延長路線番号・路線名 計画延長 860m 代表幅員 12m

上位計画における位置付け

都市計画
決定経緯

当初 昭和37年3月16日 606号

計画決定当時の目的 第1回 昭和46年10月8日 37号
昭和36年の町村合併、佐久市発足を受け、中込周辺の市街地の発展と都市交通の増大に対応し計画決定した路線。 第2回 昭和54年12月10日 737号

第3回 平成14年6月6日 42号

380m 概成済延長 0m 44.2% 2車線

見直し案の考え方

対象路線区間割り図 現況

計画断面図

区間19-1は、都市計画道路網の連続性があるが、廃止に対する要望書が提出されたことをふまえ、代替路線として市道17-3号線及び跡部臼田線が該当することから、廃止とする。
区間19-2についても、代替路（市道17-4号線）が存在することから廃止とする。
区間19-1と区間19-2の廃止に伴い、両区間の間の整備済区間も含め、全線を廃止とする。

野沢南高校

聖愛保育園

野沢橋南詰



3.5.20 跡部臼田線 改良率 車線数
幹線道路（都市計画マスタープラン） 建 L=4,654m　 W=12m

建 L=4,780m　 W=12m
市 L=2,140m　 W=12m
市 L=2,120m
県 路線番号2.3.9→3.5.20
市 交差点部変更

整備状況：平成27年3月末現在 区間20-2
【位置図】 【詳細図】

（単位：ｍ）

改良済延長路線番号・路線名 計画延長 2,120m 代表幅員 12m

上位計画における位置付け

都市計画
決定経緯

当初 昭和37年3月16日 606号

計画決定当時の目的 第1回 昭和39年3月19日 662号
昭和36年の町村合併、佐久市発足を受け、中込周辺の市街地の発展と都市交通の増大に対応し計画決定した路線。 第2回 昭和46年10月8日 37号

第3回 昭和47年8月17日 44号

643m 概成済延長 0m 30.3% 2車線

第4回 昭和54年12月10日 737号
第5回 平成12年2月21日 4号

見直し案の考え方

対象路線区間割り図 現況

計画断面図

区間20-1は、区間の大半が用途地域外であり、関連する3.5.17滑津跡部線が廃止となることを踏まえ接続先が無くなることから廃止とする。
区間20-2は、接続する3.5.23大沢太田部線が再検討となったことから、大沢太田部線の検討結果と併せ継続協議とする。

野沢橋南詰

中込

中込三家入口

南部交番前

ぴんころ地蔵入口

野沢十二町

野沢本町

佐久大橋

中小屋
野沢田町

取出町相生

野沢南高校

野沢小学校

野沢会館



3.5.23 大沢太田部線 改良率 車線数
幹線道路（都市計画マスタープラン） 建 L=2,120m　W=12m

県 路線番号2.3.12→3.5.23
市 車線数2（追記）

整備状況：平成27年3月末現在 区間23-1
【位置図】 【詳細図】

（単位：ｍ）

改良済延長路線番号・路線名 計画延長 2,120m 代表幅員 12m

上位計画における位置付け

都市計画
決定経緯

当初 昭和37年3月16日 606号

計画決定当時の目的 第1回 昭和54年12月10日 737号
昭和36年の町村合併、佐久市発足を受け、中込周辺の市街地の発展と都市交通の増大に対応し計画決定した路線。 第2回 平成14年6月6日 42号

0m 概成済延長 0m 0.0% 2車線

見直し案の考え方

対象路線区間割り図 現況

計画断面図

本路線は、野沢地区南部の東西路線として多くの機能を有しており存続路線として位置付けていたが、区間23-1、23-2、23-3については、代替路線（市道30-5号線、54-9号線、19-2号線）が存在しすること、区間23-4については橋梁の設置に多大な費用が
かかることや、地元から廃止を望む意見が多く、また地元協議会より、廃止要望書が提出されたことを受け、路線の廃止・変更を含め調整が必要であることから継続協議とした。

取出町相生

野沢小学校

野沢南高校

取出町

本新町

本新町北

野沢会館入口

佐久平環境衛生組合

長野県佐久技術専門校

長野県水産試験場



3.5.24 相生大手線 改良率 車線数
幹線道路（都市計画マスタープラン） 建 L=1,705m　W=12m

県 一部区間幅員変更
県 L=1,900ｍ
県 路線番号2.3.13→3.5.24
県 車線数　2（追記）

整備状況：平成27年3月末現在 区間24-2
【位置図】 【詳細図】

（単位：ｍ）

改良済延長路線番号・路線名 計画延長 1,900m 代表幅員 12m

上位計画における位置付け

都市計画
決定経緯

当初 昭和37年3月16日 606号

計画決定当時の目的 第1回 昭和39年3月19日 662号
昭和36年の町村合併、佐久市発足を受け、岩村田周辺の市街地の発展と都市交通の増大に対応し計画決定した路線。 第2回 昭和46年10月24日 552号

第3回 昭和54年12月10日 737号

810m 概成済延長 0m 42.6% 2車線

第4回 平成14年10月24日 548号

見直し案の考え方

対象路線区間割り図 現況

計画断面図

本路線は、浅間地区の東西道路として多くの機能を有しており、存続とする。

24-1：存続 24-2：事業中

岩村田駅

浅間中学西
浅間中前

佐久警察署入口
岩村田

浅間病院入口

浅間病院入口

子ども未来館前 岩村田本町

相生町

岩村田高校

浅間総合病院

浅間中学校

子ども未来館



3.5.25 取出中央線 改良率 車線数
幹線道路（都市計画マスタープラン） 建 L=5,135m W=16m

建 路線番号2.2.6→2.3.14
県 路線番号2.3.14→3.5.25　W=12m 
県 L=5,110m
県 車線数2（追記） L=5,135m

整備状況：平成27年3月末現在 区間25-3
【位置図】 【詳細図】

（単位：ｍ）

改良済延長路線番号・路線名 計画延長 5,135m 代表幅員 12m

上位計画における位置付け

都市計画
決定経緯

当初 昭和37年3月16日 606号

計画決定当時の目的 第1回 昭和39年3月19日 662号
昭和36年の町村合併、佐久市発足を受け、野沢地区周辺の市街地の発展と都市交通の増大に対応し計画決定した路線。 第2回 昭和54年12月10日 737号

第3回 平成8年10月21日 738号

3,930m 概成済延長 300m 76.9% 2車線

第4回 平成14年10月24日 548号

見直し案の考え方

対象路線区間割り図 現況

計画断面図

　区間25-1と25-2は、代替路（国道254号）が存在することから廃止候補と位置付けていたが、区間25-1、25-2を廃止すると都市計画道路網の完結性が欠けてしまうため、代替路として整備済みの国道254号への付け替えと計画幅員変更をとする。
　なお、区間25-1及び25-2を国道254号に変更した場合、国道254号の一部区間において、3・3・37号佐久南インター線との重複区間が生じるため、取出中央線の変更に併せ重複区間の佐久南インター線を一部廃止とする。
　また区間25-3は、野沢地区南部の南北路線として多くの機能を有しており、存続候補として位置付けていたが、接続する3.5.23大沢太田部線を継続協議とすることに伴い、線形、交差点形状についても大沢太田部線の検討結果に併せ継続協議とする。

跡部北

佐久合同庁舎

跡部入口

南部交番前

中小屋

ぴんころ地蔵入口

野沢十二町 野沢田町 取出町相生

洞源湖入口

野沢本町

野沢中前

野沢中学校

野沢北高校

野沢会館

野沢小学校

跡部南

取出町

本新町北

野沢会館入口

前山・大沢東

3・3・37号

佐久南インター線

一部廃止



3.5.29 住吉荒宿線 改良率 車線数
幹線道路（都市計画マスタープラン） 市 L=440m　W=12m 

県 路線番号2.3.18→3.5.29
市 車線数２（追記）

整備状況：平成27年3月末現在 区間29-1
【位置図】 【詳細図】

（単位：ｍ）

改良済延長路線番号・路線名 計画延長 440m 代表幅員 12m

上位計画における位置付け

都市計画
決定経緯

当初 昭和46年10月8日 37号

計画決定当時の目的 第1回 昭和54年12月10日 737号
昭和46年の道路構造令改定に伴う道路網の見直しにおいて、市街地の発展、土地利用の誘導を図るため決定された路線。 第2回 平成14年6月6日 42号

0m 概成済延長 0m 0.0% 2車線

見直し案の考え方

対象路線区間割り図 現況

計画断面図

区間29-2は、受け皿となる荒宿上の城線(区間8-1・2)が廃止となることにより、道路網として完結性が喪失する。また、代替路の基準とした300ｍの範囲からわずかに外れるが、並行する道路（3.4.7西本町荒宿線）が存在している状況にあるため、廃止と
する。

29-1：存続 29-2：廃止

岩村田駅前

北佐久農高前

住吉町西

住吉町

岩村田
荒宿

佐久警察署入口
岩村田駅

佐久長聖高校

佐久平総合技術高校

3.4.7西本町荒宿線



3.5.30 原南部線 改良率 車線数
幹線道路（都市計画マスタープラン） 市 L=940m　W=12m

県 路線番号2.3.19→3.5.30
市 L=930m
市 車線数2（追記）

整備状況：平成27年3月末現在
【位置図】 【詳細図】

（単位：ｍ）

改良済延長路線番号・路線名 計画延長 930m 代表幅員 12m

上位計画における位置付け

都市計画
決定経緯

当初 昭和47年8月17日 44号

計画決定当時の目的 第1回 昭和54年12月10日 737号
交通量の増加に対処するため、広域都市交通の機能を強化し交通の円滑化と安全性の確保を図り、市のさらなる発展に向け計画決定された
路線。

第2回 平成6年12月16日 58号
第3回 平成14年6月6日 42号

0m 概成済延長 0m 0.0% 2車線

見直し案の考え方

対象路線区間割り図 現況

計画断面図

区間30-1と30-2は、代替路（市道31-3号線、市道31-62号線、市道31-60号線、市道31-321号線）が存在することから廃止とする。
（区間30-1も都市計画決定と市道31-321号線がずれていることから、都市計画決定を廃止とする。）

現道なし

30-1：廃止

佐久郵便局前

佐久市役所南
瀬戸原団地入口

市役所前

市役所前

中込中央区

佐久郵便局

佐久市役所

佐久総合病院

佐久医療センター

30-2：廃止

滑津川



3.4.32 近津砂田線 改良率 車線数
幹線道路（都市計画マスタープラン） 県 L=1,290m　W=16m

県 車線数2
市 L=1,540m

整備状況：平成27年3月末現在
【位置図】 【詳細図】

（単位：ｍ）

改良済延長路線番号・路線名 計画延長 1,540m 代表幅員 16m

上位計画における位置付け

都市計画
決定経緯

当初 平成6年3月22日 266号

計画決定当時の目的 第1回 平成14年10月24日 548号
北陸新幹線佐久平駅周辺の適正な土地利用の誘導と交通の円滑化、安全性の確保を図るため計画決定された路線。 第2回 平成19年3月30日 54号

1,460m 概成済延長 0m 94.8% 2車線

見直し案の考え方

対象路線区間割り図 現況

計画断面図

本路線は、浅間地区西側の南北路線として多くの機能を有しており存続とする。

佐久平浅間小学校

近津神社南

近津神社前



3.4.33 相生赤岩線 改良率 車線数
幹線道路（都市計画マスタープラン） 県 L=1,490m　W=16m

県 車線数2(追記）

整備状況：平成27年3月末現在 区間33-3
【位置図】 【詳細図】

（単位：ｍ）

改良済延長路線番号・路線名 計画延長 1,490m 代表幅員 16m

上位計画における位置付け

都市計画
決定経緯

当初 平成6年3月22日 266号

計画決定当時の目的 第1回 平成14年10月24日 548号
北陸新幹線佐久平駅周辺の適正な土地利用の誘導と交通の円滑化、安全性の確保を図るため計画決定された路線。

0m 概成済延長 1,490m 0.0% 2車線

見直し案の考え方

対象路線区間割り図 現況

計画断面図

本路線は、浅間地区西側の南北路線として多くの機能を有しており存続とする。
また、区間３３－２、３３－３、３３－４については、現在事業中となっている。

33-1：存続33-2：一部事業中33-3：事業中33-4：事業中

赤岩橋東
佐久平駅南

浅間中学西
浅間中前

浅間病院入口

岩村田駅前

住吉町西

佐久警察署入口

子ども未来館前

佐久平駅東

佐久平駅

岩村田駅

佐久長聖高校

岩村田高校

浅間中学校

浅間総合病院

子ども未来館


