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第５章 地域別構想 

１.地域別構想策定の目的 

 地域別構想は、各地域の将来像を描き、地域住民にとって身近なまちづくりのあり方

を総合的に示すために策定するものです。 

 具体的には、地域別に現状と課題を整理し、将来像、方針、主要施策として整備・開

発・保全のあり方を示します。 

 

２.地域区分の基本的な考え方 

 市街地及び集落やこれらに隣接する農地や緑地は、市民の日常生活の場であり、佐久

市を代表する原風景であるため、地域の特性に応じた課題を整理し、将来のまちづくり

に向けた施策に反映する必要があります。 

本計画においては、保全を基本とする山地部を除き、都市構造の基本的構成をベース

に、都市拠点及び集落・田園地域を対象として下図に示す５地域に区分し、地域別構想

として整理します。 

 

 

 

 

 

 

地域区分図 
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３.地域別構想 

（１）浅間・東地域 

①地域の現況と課題 

○地域の特徴： 古くは、浅間町、東村として構

成されてきた本地域も、近年、

佐久平駅周辺地区の市街化の進

展により、一団の地域として形

成されています。 

地域の中心となる岩村田周辺

は、中山道、佐久甲州街道、善

光寺道が交差し、城下町、宿場

町として栄えてきました。 

また、鼻顔稲荷神社初午祭や岩村田祇園祭など伝統・文化は、地域

の風土を培ってきました。 

近年は上信越自動車道佐久インターチェンジの開通や、北陸新幹線

佐久平駅の開業により、高速交通網の要衝となり、佐久市及び佐久都

市圏の拠点としての機能を有する地域となっています。上信越自動車

道佐久平パーキングエリアには、佐久平ハイウェイオアシス及びスマ

ートインターチェンジ（ＥＴＣ専用）が整備され、平尾山一帯は通年

型の一大観光拠点となっています。 

  地域には佐久警察署、佐久税務署、長野地方法務局佐久支局、佐久

平交流センター、駒場公園、（独）家畜改良センター茨城牧場長野支

場などの広域的な施設が立地し、新クリーンセンターの建設が計画さ

れているほか、子ども未来館、浅間総合病院、中央図書館、近代美術

館、市民創錬センター、佐久平斎場などの行政サービス施設や佐久大

学などの文教施設があります。さらに、岩村田小学校の老朽化と過大

規模解消のため、分離新設校として平成 27 年 4 月に佐久平浅間小学

校が開校しました。 

  また、中部横断自動車道の建設に伴い、地域活性化のため佐久北イ

ンターチェンジと佐久中佐都インターチェンジが整備されました。 

○土地利用 ： 佐久平駅周辺や佐久インターチェンジ周辺は交通の利便性が高いた

め、大型商業施設が集積し、広域商業拠点を形成しています。 

  岩村田の市街地は、県道沿いを中心に商業地が形成されてきました

が、近年の商業環境の変化により既存商店街の空洞化が見受けられま

す。歴史・風土に培われた地域資源を生かした、新たな活性化を図る

ことが必要です。 

  市街地の周辺部は住宅と農地が混在した土地利用となっており、佐

久平駅周辺地区では、急速な宅地化が進展し、一部では用途地域外へ
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の無秩序な市街化がみられます。 

  地域には西屋敷工業団地、小田井工業団地、長土呂工業団地、三河

田工業団地が整備されています。 

  佐久平パーキングエリアではスマートインターチェンジが連結し、

上信越自動車道へのアクセスが向上しました。今後、佐久平ハイウェ

イオアシスと併せ、新たな交通結節点として一層の活用が必要です。 

○交通体系 ： 佐久平駅周辺には駐車場が数多く整備され、パークアンドライドと

して佐久広域圏を越えた様々な利用があります。 

また、ＪＲ小海線は乗換駅佐久平駅ほか３つの駅があり、地域の足

となっています。 

国道１４１号や主要地方道下仁田浅科線等の広域幹線道路が結節

していますが、一部区間では交通量が増大し渋滞が日常化しています。 

  また、樋橋地区における新たな市街地整備に伴い、交通量の増大が

予想されることから、交通渋滞解消への対応や、広域拠点としての幹

線道路整備が必要となります。 

  社会経済状況の変化に伴い都市計画道路の見直し・整備や市街地内

道路の改良が課題となっています。 

○公園・緑 ： 市街地の東部から南部にかけては、湯川の清流や河岸段丘の緑など

豊かな自然環境に恵まれており、地域の特徴的な景観・環境の保全が

必要となっています。 

  公園緑地として、市民交流ひろば、駒場公園、平尾山公園、佐久ス

キーガーデンパラダ、鼻顔公園が整備されています。駒場公園から

（独）家畜改良センター茨城牧場長野支場までは広大な緑地帯が形成

され、創錬の森と併せた緑の拠点づくりが必要です。 

  また、平尾山一体は、平尾山公園を含め森林セラピー基地の認定を

受けていることに加え、公園内には、新たに佐久市温水利用型健康運

動施設が整備されます。今後は、各種機能の連携による利用の促進を

図る必要があります。 

 

②地域の将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

③施策展開の方針 

未来へつなぎ、未来を築く、文化・教育・医療・産業・交通 

などが一体となった多機能なまち 

佐久市の中核地域として佐久市全体を牽引し、次世代につなげる魅力と活気あふれる

まちづくりの推進及び高次都市機能の集積を図ります。 
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■ 佐久都市圏の中核地として、文化、教育、医療、産業、交通など多様な機能が集積す

る複合市街地としての整備を促進します。 

■ 佐久都市連携軸と中山道交流軸との結節点であるため、歴史文化資源を生かした商

業環境の充実など、まちの魅力や交流拠点としての賑わいを創出します。 

■ 樋橋地区については、新たな土地利用の受け皿として、都市的土地利用を推進しま

す。 

■ 優れた緑と景観を保全・継承し、文化、芸術が集積する、ふれあい、やすらぎ、憩いの

場を提供します。 

 

④主要施策 

○土地利用 

・岩村田地区・佐久平駅周辺地区・樋橋地区・佐久インターチェンジ周辺地区が連

携し、一体となった多様な機能を有するまちづくりを推進します。 

・佐久インターチェンジ周辺においては、工業・流通業務施設の誘致や立地を促進

するための土地利用を図ります。 

・佐久北インターチェンジ周辺における業務・工業系土地利用の誘導を図ります。 

・優れた住環境を形成するため、土地区画整理事業や地区計画などによる住民主体

のまちづくりを推進します。 

・樋橋地区においては、佐久平駅周辺地区や岩村田地区と連携し、居住や商業等の

多様な機能を有する新たな市街地の形成を図ります。そのため、土地区画整理事

業による都市基盤整備や、用途地域の設定などを推進します。 

・佐久中佐都インターチェンジ周辺においては、計画的な都市基盤整備を推進する

とともに、佐久平駅周辺・国道１４１号沿道土地利用との整合を図ります。 

・岩村田～浅科～望月をつなぐ中山道の沿道環境整備を検討します。 

・岩村田商店街を中心とする地区において、新たな商業活性化のための再生整備を

推進します。 

・佐久市景観計画に基づき、優れた景観の保全や育成を行います。 

・用途地域外のうち国道１４１号佐久ＩＣ西交差点から佐久北インターチェンジ 

まで、沿道における用途地域の指定を検討します。 

・用途地域外の国道１４１号（一部を除く）、北幹線沿道及び佐久北インターチェン

ジ周辺における特定用途制限地域指定を検討します。 

・防火地域指定地域のあり方について検討します。 

○施設整備 

・交通結節拠点としての機能充実のため、北幹線、都市計画道路近津住吉線の整備

を推進します。また、都市計画道路相生赤岩線、御代田佐久線、県道塩名田佐久

線の整備を促進するとともに、ＪＲ小海線岩村田駅西側道路の整備を推進します。 

・樋橋地区の市街地整備に併せ必要な都市計画道路の整備を検討します。 

・中心市街地の活性化に寄与するため、都市計画道路相生赤岩線の県道香坂中込線

までの延伸を検討します。 
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・都市計画道路と沿線市街地を一体的に整備する土地区画整理事業として、近津土

地区画整理事業を推進します。 

・佐久平スマートインターチェンジへのアクセス道路の整備を検討します。 

・鉄道やバスなど公共交通相互の結節機能の充実について検討します。 

・平尾山公園は、観光の拠点として、温水利用型健康運動施設などの充実を図ります。 

・湯川沿いは、市民の憩いの場として緑地保全や親水公園の整備を推進します。 

・交通安全の確保や交通渋滞の解消を図るため、都市計画道路堰端線の早期整備を

促進します。 

・創錬の森については、武道館及び近隣の駒場公園や佐久市総合体育館と一体性を

持った整備を行います。 

・閼伽流山や志賀城跡などの歴史文化資源の環境整備とネットワーク化を検討しま 

す。 

・豊かな自然環境を生かしたほたるの里づくりを促進します。 

・安全、安定かつ安心なごみ処理体制を維持していくため、新クリーンセンターの

整備を推進します。 

・浅間地域の生涯学習の拠点施設である浅間会館の改築を推進します。 

・学校施設の老朽化により、岩村田小学校の改築を推進します。 

・都市機能が集積している佐久平駅周辺地区において、浅間総合病院との連携によ

り、都市型の生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）事業を促進します。 

    ・都市計画道路の未整備区間等について、現在の社会経済情勢を踏まえ、客観的な 

評価に基づく見直しを行います。 
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（２）中込・野沢地域 

①地域の現況と課題 

○地域の特徴： 社会背景の変遷により、野沢、中

込、中込原と３つの市街地が連なり

形成されました。昭和３６年の昭和

の大合併により、現在地に佐久市役

所が置かれ、以後、行政の中心地と

して市街化が進んできました。中込

駅前の商業地では、土地区画整理事

業・商店街近代化事業が実施され、

地域の中心的な商業地として発展してきました。野沢の市街地は古くは佐久

甲州街道の宿場町、その後は旧野沢町の中心地として発展してきました。 

  また、野沢祇園祭など伝統・文化は、地域の風土を培ってきました。 

地域には、市役所、佐久消防署、複合型公共施設サングリモ中込、佐久合

同庁舎などの行政サービス施設や、佐久情報センター、生涯学習センターな

どの学習施設、旧中込学校資料館及び佐久総合病院佐久医療センターが立地

しています。成田山山門には観光資源の一つ長寿地蔵尊「ぴんころ地蔵」が

あります。 

  また、中部横断自動車道の建設に伴い、佐久南インターチェンジが整備さ

れました。 

○土地利用 ： 工業団地として三河田工業団地、佐久リサーチパーク、宮川工業団地及び

岸野工業団地が整備されています。中込地区とを結ぶ南北に通る幹線系の道

路沿いには沿道サービス型の商業地が形成されています。 

  中込橋場地区は土地区画整理事業により基盤整備が完了し、商店街や飲食

店街により商業拠点が形成されていますが、商業環境の変化に対応するため、

新たな商業のあり方が課題となっています。 

  千曲川を隔てた野沢地区は神社仏閣、蔵などの歴史資源があり、国道や県

道を軸に商店や事務所が立地し、商業地が形成されています。 

  また、市街地周辺部は住宅と農地が混在した土地利用となっており、一部

では用途地域外への無秩序な市街化が課題となっています。 

        佐久市としての一体性の醸成や、地域の均衡ある持続的発展のため、平成

２２年１月、地域の一部に都市計画区域が拡大されました。 

○交通体系 ： 地域の東を南北にＪＲ小海線が通っています。中込駅など３つの駅があり、

地域の足となっています。 

安全な交通確保のため、都市計画道路原東１号線中込新町周辺の整備や、

野沢地区と臼田地域をつなぐ都市計画道路跡部臼田線等の幹線道路整備が

必要となっています。社会経済状況の変化に伴う都市計画道路の見直し・整

備や市街地内道路の改良が必要です。 

  また、中込原地区においては、ＪＲ小海線と平行する市道との距離が近い

ことにより、踏切部における交通渋滞を招いています。 
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○公園・緑 ： 地域の中心部を千曲川が流れ、川沿いに佐久バルーンフェスティバルの会

場となる千曲川スポーツ交流広場やさくラさく小径、中嶋公園、原公園など

が整備されています。千曲川の清流や緑地は市民の安らぎの場であるため、

保全と活用が必要です。 

  地域の北を流れる滑津川の河岸段丘の緑の保全が必要です。 

  また、市民のスポーツ・レクリエーション活動の拠点、広域スポーツ交流

の中核施設として、佐久総合運動公園の整備を推進します。 

 

②地域の将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③施策展開の方針 

■ 中込・野沢地区の連携のもと、都市基盤の整った良好な住環境を生かし、歴史文化拠

点・生活サービス拠点として、賑わいの向上を図ります。 

■ 佐久南インターチェンジ周辺は、東西幹線など幹線との交通結節点としての土地利用

を推進します。 

■ 市内各地から人が集まる行政サービスの拠点であるため、使いやすさや訪れやすさに

配慮したまちづくりを推進します。 

 

④主要施策 

○土地利用 

・中込地区・野沢地区の相互連携による商業集積の促進・整備を図ります。 

・中込橋場地区について新たな商業活性化のための再生整備を検討します。 

・野沢地区における歴史・文化資源等を活用した商業地の形成を推進します。 

・優れた住環境の保持と推進のため、土地区画整理事業や地区計画策定など、住民主体の

まちづくりを推進します。 

・佐久市景観計画に基づき、優れた景観の保全や育成を行います。 

・用途地域外の国道１４１号、１４２号及び２５４号沿道における特定用途制限地域の指

定を検討します。 

・佐久南インターチェンジ周辺は、交通結節点としての利便性を生かした土地利用を推進

します。 

○施設整備 

千曲川の清流と地域産業に培われた歴史・文化と、 

新たな交流が創り出す賑わいのまち 

古くからの商業の中心地、行政サービス拠点としての特性を生かし、千曲川のアメニ

ティ空間をシンボルとした新たな魅力あるまちづくりを推進します。 
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・主要幹線道路である国道１４１号の４車線化を促進します。 

・佐久南インターチェンジへのアクセス道路として、国道１４２号の４車線化を促進しま

す。 

・都市計画道路原南部線、跡部臼田線の整備を推進します。 

・都市計画道路原東１号線（国道２５４号以南）、大沢太田部線の整備を検討します。 

・南北幹線（国道１４２号以北）の整備を促進します。 

・中込中央区のまちづくりとして、佐久総合病院佐久医療センター周辺における道路等の

都市基盤整備を推進します。 

・城山公園やぴんころ地蔵を核とする観光拠点としての環境整備を検討します。 

・市民のスポーツ・レクリエーション活動の拠点、広域スポーツ交流の中核施設とし 

て、緑豊かな佐久総合運動公園の整備を推進します。 

・駒場公園、(独)家畜改良センター茨城牧場長野支場、佐久市総合体育館等をつなぐ歩行

者ネットワークの構築を検討します。 

・佐久南交流拠点施設は、サービスエリア、パーキングエリアに代わる休憩機能と地域振

興機能を併せ持った道の駅の整備を推進します。 

・中込地域の生涯学習の拠点施設である中込会館の中込駅前への移転を推進します。 

・保育園の児童数の減少と保育施設の老朽化により、平賀・内山地域にある２保育園を１

園に統合し、新保育園の建設を推進します。 

・都市計画道路の未整備区間等について、現在の社会経済情勢を踏まえ、客観的な 

評価に基づく見直しを行います。 
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（３）臼田地域 

①地域の現況と課題 

○地域の特徴： 龍岡城五稜郭や新海三社神社

などに代表される当地域は、農

村医学発祥の地として、またハ

レー彗星大接近を契機に建設

された大パラボラアンテナ等、

地域の特性を生かしたまちづ

くりが進められてきました。 

  また、臼田小満祭や湯原神社

「式三番」など伝統・文化は、地域の風土を培ってきました。 

  地域には佐久建設事務所、佐久警察署臼田警部交番、北部消防署な

ど佐久市南部の拠点施設が立地しているほか、佐久市臼田支所、コス

モホール、鎌倉彫記念館、川村吾蔵記念館、佐久総合病院本院などが

あります。 

  また、中部横断自動車道の建設に伴い、地域活性化のため（仮称）

臼田インターチェンジが平成２９年度に供用開始となる予定です。 

○土地利用 ： この地域は佐久市南部の拠点であり、臼田駅を中心とした市街地と

佐久総合病院本院を中心とした市街地により商業地が形成されてい

ます。 

  国道１４１号沿いに沿道サービス型の商業地が形成されています

が、一部の地域は用途地域指定がされていないため、無秩序な土地利

用を抑制するための対応が必要です。 

  また、商業環境の変化に対応するため、新たな商業のあり方が課題

となっています。 

  市街地周辺部は住宅と農地が混在した土地利用となっています。 

  地域の北部と南部にはそれぞれ工業団地が整備されています。 

  この地域は龍岡城五稜郭をはじめ、歴史文化資源、自然資源が豊富

ですが、十分な活用がされていません。これらのネットワーク化など

により、観光面における誘客を図る必要があります。 

        佐久市としての一体性の醸成や、地域の均衡ある持続的発展のため、

平成２２年１月、地域の一部に都市計画区域が拡大されました。 

○交通体系 ： 地域の東を南北にＪＲ小海線が通っています。臼田駅など３つの駅

があり、地域の足となっています。 

国道１４１号における交通渋滞の解消や幹線道路整備が課題とな

っています。社会経済状況の変化に伴う都市計画道路の見直し・整備

や市街地内道路の改良が必要です。 

○公園・緑 ： 市街地の中心部を千曲川が流れ、川東に五稜郭公園、西には桜やつ
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つじの名所となっている稲荷山公園があります。 

  また、南幹線西には臼田総合運動公園や、天体観測施設(うすだスタ

ードーム)があります。 

②地域の将来像 

 

 

 

 

 

 

③施策展開の方針 

■ 歴史文化と自然科学を資源として、体験・交流機能の拡充とネットワーク化を進め、地

域の活性化を図ります。 

■ 佐久市南部の拠点としてのアクセス性の向上及び良好な居住環境の創出により、安

全で安心なまちづくりを進め、定住人口の受け皿としていきます。 

■ 佐久総合病院本院再構築に伴う、臼田のまちづくり事業計画に基づき、中心市街地に

おいて暮らしに必要な機能を集積するコンパクトシティ化により、持続可能なまちづくり

を住民や佐久総合病院等との協働で推進します。 

 

④主要施策 

○土地利用 

・臼田商店街の特性を生かした商業活性化のため、商業環境の整備を検討しま 

す。 

・住宅密集地における土地区画整理事業などの環境整備を図ります。 

・佐久市景観計画に基づき、優れた景観の保全や育成を行います。 

・国道１４１号沿道の用途地域未指定地の見直しについて検討します。 

・用途地域外の国道１４１号(一部を除く)沿道及び、中部横断自動車道（仮称）臼

田インターチェンジ周辺等における、特定用途制限地域の指定を検討します。 

・（仮称）臼田インターチェンジ周辺は、交通結節点としての利便性を生かした土地

利用を検討します。 

○施設整備 

・主要地方道川上佐久線や県道三分中込線、県道上小田切臼田停車場線の整備を促

進します。 

・都市計画道路大奈良臼田線の県道三分中込線までの延伸を推進します。 

・南幹線の整備を検討します。 

・都市計画道路中込田口線の主要地方道下仁田臼田線以南の主要地方道川上佐久線

までの延伸・整備を検討します。 

・小学校の児童数の減少と学校施設の老朽化により、臼田地域にある４小学校を１

歴史・文化・健康と歩むまちづくり 佐久市南部の中心拠点 

五稜郭、天体観測施設などの歴史文化資源等を活用した、安全・安心でいきいきと暮

らせるまちづくりを推進します。 
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校に統合し、新小学校の建設を推進します。 

・国道１４１号の佐久穂町までの都市計画決定と４車線化を促進します。 

・（仮称）臼田インターチェンジへのアクセス道路の整備を促進します。 

・龍岡城五稜郭やその周辺整備及び五稜郭から新海三社神社までの観光拠点整備を

推進します。 

・身近な公園の整備を推進します。 

・臼田まちづくり事業の核施設となる佐久市臼田健康活動サポートセンターの整備

を推進します。 

・都市計画道路取出中央線の整備を推進します。 

・臼田支所の改築に合わせ、佐久広域老人ホーム勝間園の移転改築を促進します。 

・佐久総合病院本院との連携により、臼田地域の特色を生かした農村型の生涯活躍

のまち（日本版ＣＣＲＣ）事業を促進します。 
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（４）浅科地域 

①地域の現況と課題 

○地域の特徴： この地域は、五郎兵衛新田の開拓地

や中山道宿場町として発展してきま

した。塩名田宿、八幡宿は地理的特

性から、それぞれ個性ある街並みが

形成されてきました。 

  また、上原地区の「鳥追い祭り」

など伝統・文化は、地域の風土を培

ってきました。 

  五郎兵衛用水により育まれた、肥沃な耕地から収穫される五郎兵衛米は、

全国でも高い評価を受けています。また、五郎兵衛用水は全国の疏水百選に

認定されました。 

  地域には、佐久市浅科支所、五郎兵衛記念館、交流文化館浅科、あさしな

温泉穂の香乃湯、道の駅ほっとぱ～く浅科などが立地しています。 

○土地利用 ： 中山道及び五郎兵衛用水沿いに中心集落が形成され、いずれの集落周辺に

も水田が広がり稲作が営まれています。 

  地域の北側には御牧原台地があり、自然に恵まれた居住空間となっていま

す。 

  佐久平周辺地区への交通利便性が高いことから、商店街の衰退が見受けら

れます。商店街の活気を取り戻すため、魅力の創出と活性化が必要です。一

方、利便性の高さからこの地域においては住宅地の拡大が見られます。 

  地域の北東に新町工業団地と十二川原工業団地があります。 

  広域交通が中山道からバイパスへ移動したことにより、大型車の集落道路

への乗り入れが減少しました。今後は中山道宿の保全・継承のため、宿場内

道路を含めた環境整備が必要です。 

  佐久市としての一体性の醸成や、地域の均衡ある持続的発展のため、平成

２２年１月、地域の全域に都市計画区域が拡大されました。 

○交通体系 ： 北幹線や南北幹線など、他の地域とネットワークする幹線道路の整備が必

要です。 

○公園・緑 ： 地域の東側を南北に千曲川が流れ、沿岸の緑を形成しています。千曲川と

隣接する浅科総合グラウンドなどのスポーツ施設は、憩いの場としての整

備・拡充が求められています。 

  地域の中央を流れる五郎兵衛用水は、良好な田園風景を醸し出しています。

農業の生産基盤である水田は、浅間山を望む優れた景観の要素でもあるため、

保全・継承が必要です。 

 

 

 

②地域の将来像 
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③施策展開の方針 

■ 五郎兵衛用水や中山道沿いの歴史文化資源を交流資源として活用し、田園景観とま

ちなみ景観の保全・形成、散策を楽しめる道路環境整備などを進め、地域の活力向上

を図ります。 

■ 良好な農業環境の中で暮らしを楽しもうとする、ライフスタイルに対応した定住人口の

増加を図ります。 

④主要施策 

○土地利用 

・御牧原台地における多自然型居住の誘導を図るとともに、地域の利便性を生かし定住人

口の増加を図ります。 

・塩名田地区を生活サービス拠点として商業の活性化を検討します。 

・佐久市景観計画に基づき、優れた景観の保全や育成を行います。 

・水害等の災害に強いまちづくりを推進します。 

・佐久市としての一体性の醸成や、地域の均衡ある持続的発展のため、平成２２年１月、

地域の全域に都市計画区域が拡大されました。 

・国道１４２号及び北幹線沿道における特定用途制限地域の指定を検討します。 

○施設整備 

・中山道塩名田宿と八幡宿の歴史文化資源を活用した趣ある宿場環境の整備を検討します。 

・北幹線や南北幹線の整備を推進します。 

・千曲川河川敷利用を含めたスポーツ広場や散策路など親水公園の整備を検討します。 

・疏水百選に認定された五郎兵衛用水を保全するとともに、穂の香乃湯や道の駅などの地

域資源を活用した遊歩道等の周辺整備を検討します。 

・交流人口の増加を図るため、クラインガルテン等の整備を検討します。 

・身近な公園の整備を推進します。 

優れた自然環境と田園風景がおりなす いきいき生活空間 

中山道や五郎兵衛用水などの歴史文化資源、穂の香乃湯や道の駅などの地域資源を活

用した、魅力あるまちづくりを推進します。 
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（５）望月地域 

①地域の現況と課題 

○地域の特徴： この地域は望月牧と中山道の宿場

町により、古くから川西地区の中心

地として栄えてきました。また、美

肌の湯として知られる春日温泉をは

じめ望月温泉、布施温泉と、泉質の

違う３つの温泉があります。 

  また、榊祭りなど伝統・文化は地

域の風土を培い、望月小唄にはかつ

ての望月の駒が謳われています。 

  地域には、佐久市望月支所、佐久警察署望月警部交番・東信運転免許セン

ター、川西消防署、川西赤十字病院などの佐久市西部の拠点施設が立地する

ほか、駒の里ふれあいセンター、天来記念館、望月歴史民俗資料館がありま

す。 

○土地利用 ： かつての望月宿を中心に市街地が形成され、これに続く３つの水系に沿っ

て長く集落が連なっています。それぞれの特性を生かした環境整備と相互の

ネットワークの強化が必要です。 

  市街地及び集落の一部は狭隘な道路による密集住宅地となっており、防災、

防犯、交通安全上の対策が必要です。 

  中山道沿いには茂田井間の宿や重要文化財真山家「大和屋」など望月宿の

歴史文化資源が残るため、保存・継承のため宿場内道路を含めた環境整備が

必要です。 

  南の山間部には４つのゴルフ場が整備され、比較的大きな土地利用が図ら

れています。緩やかな山麓にある長者原は高原野菜の産地となっています。 

  観音寺地区にクラインガルテン望月が整備され、農業体験を通じた都市住

民との交流が始まっています。また、メガソーラー発電所が整備され、自然

エネルギーの活用が図られています。 

  地域の西に茂田井工業団地が整備されています。 

  また、小学校の統廃合による跡地利用が課題となっています。 

  佐久市としての一体性の醸成や、地域の均衡ある持続的発展のため、平成

２２年１月、地域の一部に都市計画区域が拡大されました。 

○交通体系 ： 東西幹線など他の地域とをつなぐ幹線道路の整備が必要となっています。 

○公園・緑 ： 春日温泉には、県下最大の望月馬事公苑や、ジリの木広場が整備されてお

り、壮大な眺望を誇る大河原峠は、多くの観光客で賑わっています。 

  春日温泉を含めた春日の森一帯は森林セラピーの基地に認定されました。

今後は、利用の促進と施設の充実を図る必要があります。 

  鎌倉時代から建立された石仏は３,０００体を超えています。入新町百番

観音石仏群などの石仏や、歴史文化資源のネットワークや活用が必要です。 
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②地域の将来像 

 

 

 

 

 

③施策展開の方針 

■ 望月宿・茂田井間の宿や石仏等の歴史文化資源と温泉・ゴルフ場等の観光資源や自然資

源を結びつけ、地域の活力向上を図ります。 

■ 豊かな自然にふれあいながら暮らしを楽しもうとする、ライフスタイルに対応した定住人口の

増加を図ります。 

■ 住宅密集地での生活道路の改善整備や防災機能の向上を進めます。 

■ 過疎計画策定に伴い、住民等との協働によるまちづくりを推進します。 

 

④主要施策 

○土地利用 

・佐久市西部の拠点となる副次的拠点都市の形成を図るため、魅力あるまちなみや商業地

の再生を推進します。 

・住宅密集地は住環境の向上と安全・安心なまちづくりのため、土地区画整理事業や公園

事業などによる都市基盤整備を推進します。 

・釣り人が集まる八丁地川等の清流の活用について検討します。 

・佐久市景観計画に基づき、優れた景観の保全や育成を行います。 

・多自然型居住の誘導や、温泉等の観光資源を活用した定住人口の増加を図ります。 

・優れた自然資源やゴルフ場、別荘地など誘客施設の一層の活用により、交流人口の増加

を図ります。 

・地域の特性を生かした小学校の跡地利用を進めます。 

・国道１４２号沿道における特定用途制限地域の指定を検討します。 

○施設整備 

・東西幹線の整備を推進するとともに、西幹線等の幹線道路の整備を促進します。 

・県道百沢臼田線の整備を促進します。 

・多自然型居住の誘導や集落形成の骨格を成す、集落間幹線道路の整備を促進します。 

・歴史文化資源を活用した中山道望月宿や茂田井間の宿の環境整備を推進するとともに、

望月城跡一帯の公園整備を検討します。 

・百番観音・石仏等の歴史文化資源のネットワーク化と施設整備について検討します。 

・春日地区においては、温泉と緑が一体となった森林セラピー基地の整備を推進します。 

・健康づくりの場として温泉施設との連携による整備を検討します。 

・保育園の児童数の減少と保育施設の老朽化により、望月地域にある４保育園を１園に統

合し、新保育園の建設を推進します。 

歴史、癒し、憩い、ふれあい、そして温もりと安らぎの郷 

中山道のまちなみや水系沿いの歴史文化資源、観光資源、自然資源等を活用した魅力

あるまちづくりを推進します。 



 

 

 

 

 

 

 

地域別構想図(浅間・東地域) 
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地域別構想図(中込・野沢地域) 
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地域別構想図(臼田地域) 
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地域別構想図(浅科地域) 
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地域別構想図(望月地域) 
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