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佐久市の主なできごと

西暦
2005年

年月

主要事項

平成17年 4月

佐久市、臼田町、浅科村、望月町が合併し、１０万都市「新・佐久市｣誕生
佐久市役所開庁式挙行
浅間総合病院で禁煙外来・健康支援外来開始
証明書発行事務の夜間窓口開設
佐久市長選挙・佐久市議会議員一般選挙行われる
三浦大助新佐久市長就任
5月 佐久市農業委員会委員一般選挙行われる
竹花健太郎助役、重田喜行収入役、三石昌彦教育長就任
佐久市消防団結団式
6月 「第５回緑の環境調査」身近な生き物生息分布調査報告書刊行
7月 「新・佐久市」市章決定
昆虫育成施設（カブトムシドーム）オープン
8月 子育てについて気軽に相談できる場として「つどいの広場」開設
臼田児童館・青沼児童館・あさしな児童館起工式
障害者支援施設（知的障害者通所授産施設ワークハウス牧・身体障害者デイ
サービスセンター牧）開所式挙行
野沢小学校教室増改築工事着手
エストニア共和国サク市長が来市
「新・佐久市」１０万都市誕生記念式典挙行
「新・佐久市誕生～佐久市・臼田町・浅科村・望月町合併の記録～」発行
望月統合小学校管理・教室棟建設工事起工式
9月 あさしな統合保育園起工式
佐久市子ども未来館入館者３５万人突破
野沢中学校普通教室棟完成
佐久市春日財産区議会議員選挙行われる
現在戸籍の電子化完了
10月 平成１７年国勢調査実施
第１７回「星空の街・あおぞらの街」全国大会開催
高円宮妃殿下がシルバーランドみついをご視察
岩水地区「達者がいちばん健康サロン」開催
佐久市認知症にやさしい地域づくりネットワーク運営委員会設置
御牧原地区で遠隔医療事業を開始
11月 佐久市行政改革推進委員会が市長へ佐久市における行政改革のあり方を提言
広域基幹林道東山線開通式
友好親善都市の物産と観光展開催
中部横断自動車道岸野地区設計協議確認書調印式
スロヴァキア共和国大使が表敬訪問
中部横断自動車道臼田地区設計協議確認書調印式
「新・佐久市」１０万都市誕生記念 ＮＨＫ「ＢＳカラオケ塾」公開録画
を開催
八幡区コミュニティーセンター竣工
12月 中部横断自動車道切原地区設計協議確認書調印式
国道２５４号平賀バイパス開通式
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佐久市の主なできごと

西暦
2006年

年月

主要事項

平成18年 1月

中部横断自動車道岩村田地区・中佐都第二工区用地契約
中部横断自動車道大沢地区設計協議確認書調印式
馬坂・広川原地区「達者がいちばん健康サロン」開催

2月

トリノ冬季オリンピック・スピードスケート男子に今井裕介選手出場

3月

茂田井地区「達者がいちばん健康サロン」開催
主要地方道下仁田浅科線新子田バイパス開通式
中部横断自動車道岸野地区用地契約
図書館コンピューターネットワークシステム稼動
佐久市行政改革行動計画策定

4月

ごみの分別方法の統一
臼田児童館・青沼児童館・あさしな児童館しゅん工式ならびに開館式
地域包括支援センター設置
産業振興センター開所
本牧・布施・春日・協和小学校統合の望月小学校の校章決定

5月

スロヴァキア共和国と佐久市の鯉料理交流会開催
小学校英語コミュニケーション事業開始
エストニア共和国アルゴ・カングロ臨時代理大使佐久市訪問

6月

佐久市地域新エネルギービジョン策定
昆虫体験学習館オープン

7月

三浦市長・菊原市議会議長、エストニア共和国サク市を公式訪問
鎌倉彫記念館リニューアル式典挙行
野沢中学校屋内運動場完成

8月

あさしな保育園しゅん工式ならびに開園式
佐久市名誉市民若月俊一氏逝去

9月

中部横断自動車道に３か所の追加ＩＣ設置決定
佐久リサーチパークに新工場建設決定

10月 有害図書類等規制に関する条例の施行
浅間総合病院新棟開院、新西棟で外来および病棟での診療開始
浅間総合病院に助産師外来、セカンドオピニオン外来開設
アバロン市姉妹都市提携30周年事業実施
田口児童館起工式
2006ROUTE日本海⇔太平洋シンポジウム開催
森林セラピー基地認定(平尾山と春日温泉周辺)
第３回森林セラピー全国サミット開催
岸野工場団地、佐久流通業務団地の分譲に係る調印式
望月小学校管理・教室棟完成
11月 入新町地区で遠隔医療推進事業を開始
浅間総合病院に脳卒中センターを設置し、脳卒中ホットラインを整備
佐久市老人福祉拠点施設「シルバーランドきしの」起工式
中部横断自動車道長土呂工事区起工式
龍岡城跡石垣修理着工
12月 佐久市子ども未来館入館者４５万人突破
浅間総合病院で脳ドックを開設
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佐久市の主なできごと

西暦
2007年

年月

主要事項

平成19年 1月
2月

浅間総合病院の新院長に北原信三氏就任
複合型公共施設「サングリモ中込」起工式
大田農道「観音寺橋」開通
佐久リサーチパークに新工場建設決定

3月

中部横断自動車道整備促進を冬柴国土交通大臣に要望
国道141号

大沢〜野沢間４車線開通

第一次佐久市総合計画刊行
4月

田口児童館竣工式ならびに開館式
佐久障害者相談支援センター開所
「佐久平スマートインターチェンジ」本格運用開始
佐久市生涯学習リーダーバンク開設

5月

エストニア共和国サク市との友好都市協定調印式
スロヴァキア共和国と佐久市のそば料理交流会開催
野沢中学校竣工式
望月小学校特別教室・屋内運動場等建設工事着手
森林セラピー佐久市癒しの森「平尾の森」「春日の森」グランドオープン
佐久大学看護学部棟起工式

6月

浅間中学校改築事業起工式
降雹被害１億８千万円
総合文化会館建設協議会発足
エストニア共和国サク市へ表敬訪問

7月

「遠隔医療推進事業」茂田井地区開始
「佐久良公園」開園
「望月橋」開通
小海線ハイブリッド車両出発式

8月

熱気球によるモンゴル国との交流事業実施
佐久市子ども未来館入館者50万人突破
第１回健康づくり大学実践講座開催

9月

空き店舗情報ホームページ開設
国土交通省

宮田年耕道路局長

台風９号襲来

道路講演会

市東部地域を中心に被害

浅科中学校創立50年
北陸新幹線佐久平駅開業10周年記念事業実施
10月 市外局番の統合
国史跡龍岡城五稜郭築城140周年記念事業実施
望月児童館起工式
春日小学校閉校記念式典
11月 本牧小学校閉校記念式典
布施小学校閉校記念式典
佐久クラインガルデン望月起工式
12月 第１回佐久市小学生駅伝大会開催
出張！なんでも鑑定団ｉｎ佐久の実施
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佐久市の主なできごと

西暦
2008年

年月

主要事項

平成20年 1月

モンゴル・佐久市子ども親善大使交流会開催

2月

中部横断自動車道「八千穂～佐久南」起工式

3月

佐久市生涯学習基本構想・基本計画策定
浅間総合病院整備事業竣工
浅間中学校屋外プール完成
県道「湯沢望月線」天神バイパス開通
佐久平ＰＡ第２駐車場拡張・供用記念式典
「佐久市総合文化会館基本構想・基本計画」策定
都市計画道路取出中央線野沢本町地区整備事業竣工式
望月児童館開館
本牧・布施・春日・協和小学校閉校

4月

佐久市特別養護老人ホーム「シルバーランドきしの」開所
望月小学校開校
佐久大学看護学部開学
佐久市複合型公共施設「サングリモ中込」開所
布施診療所開設
「こもれびの小径」遊歩道開通式
休日窓口開設

5月

佐久バルーンフェスティバル２００８開催
佐久鯉まつり開催
佐久市子ども未来館入館者５５万人突破
休日救急歯科診療所開設
佐久市高齢者大学・大学院開講式

6月

浅間中学校普通教室棟改築工事に着手

7月

佐久市ふるさと納税寄付制度実施
浅間中学校管理特別教室棟完成

8月

夏祭り「臼田よいやさ」開催
モンゴル

ウランバートル

スフバートルとの友好都市協定調印式

浅科どんどん祭り・納涼花火大会開催
榊祭り開催
主要地方道「下仁田浅科線」駒込バイパスが開通
9月

長野県・山梨県中部横断自動車道建設促進大会開催
「佐久鯉」の地域団体商標登録
観光路線バス「さん佐久ぐるりん号」試験運行
佐久市療育支援センター改築工事に着手
田口保育所に太陽光発電システム設置
望月小学校竣工式
佐久市子ども未来館に「太陽系シミュレータ投映システム」導入
湯川橋開通式

10月 滞在型市民農園「佐久クラインガルデン望月」現地見学会開催
11月 「まちの駅」設置
「佐久市総合文化会館建設事業設計業務」の契約締結
12月 川村吾蔵記念館建設工事に着手
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佐久市の主なできごと

西暦
2009年

年月

主要事項

平成21年 1月

「佐久市農・商・工連携地産地消推進プラン」の策定
「信州大学と佐久市との連携に関する協定」の締結

2月

佐久総合病院再構築問題に係る三者協議において、知事裁定案を合意
中部横断自動車道「臼田トンネル」が貫通
「佐久市米粉利活用推進研究会」の設立

3月

「第一次佐久市障害者プラン」を策定
浅科小学校に太陽光発電システムを設置
「佐久市産業振興ビジョン」を策定
佐久市療育支援センターが開所
主要地方道川上佐久線羽黒山バイパスが開通
国道141号４車線化工事（臼田地区）が完成
湯川親水公園が完成
切原児童館が開館
「佐久市立国保浅間総合病院改革プラン」を策定

4月

デジタル防災無線の運用を開始
乳幼児福祉医療給付事業対象者を「小学校就学前」から「中学校就学前」
まで拡大
佐久クラインガルテン望月が開園
佐久市議会議員一般選挙ならびに佐久市長選挙を執行
景観行政団体へ移行
三浦大助佐久市長が退任
柳田清二佐久市長が就任
竹花健太郎副市長が退任
佐久市プレミアム商品券を発行

5月

佐久バルーンフェスティバル2009を開催
エストニア共和国駐日大使が中込・浅科中学校で特別授業
木内清教育長が退任
土屋盛夫教育長が就任

7月

岩﨑弘副市長が就任
浅間中学校普通教室棟が完成
浅間総合病院開院50周年記念病院祭を開催
川村吾蔵記念館が完成

8月

佐久市子ども未来館入館者が65万人
モンゴル国ウランバートル市スフバートル区を公式訪問

9月

ひとり暮らし高齢者世帯住宅用火災警報器設置事業を実施
佐久総合病院再構築に関する覚書の締結

10月 障害者スポーツ支援センター佐久「サンスポート佐久」が開所
「佐久市景観条例」・「佐久市景観計画」が全面施行
佐久地域休日小児科急病診療センター事業を開始
「佐久市地球温暖化対策実行計画」を策定
11月 モンゴル国ウランバートル市スフバートル区子ども交流を開催
道整備交付金事業「林道大河原線」改良工事が完成
12月 認知症対応型共同生活介護事業者を指定
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佐久市の主なできごと

西暦
2010年

年月

主要事項
1月

平尾山公園来園者が500万人

2月

新ごみ焼却施設建設候補地を公募
佐久総合病院再構築にかかるドクターヘリの模擬飛行を実施
バンクーバー2010パラリンピック冬季競技大会出場激励会

3月

都市計画道路「跡部・臼田線」開通
都市計画道路「原東1号線」開通
原公園開園
川村五蔵記念館開館
五稜郭公園開園

4月

一般公募により民間から4人の館長が就任
佐久市民憲章とシンボル制定
「東西幹線第1期工区」開通
プラザ佐久にきり絵「四季の物語」を展示
佐久市政策報告会「東京モーニング」を開催
野口宇宙飛行士と宇宙交信

5月

佐久市子ども未来館入館者が70万人
佐久鯉まつり開催
佐久バルーンフェスティバル2010で地元チーム「ラピタ」が初優勝
キャラバンメイト養成研修

6月

米粉利活用講演会・玄米粉料理実演会
アダプトシステム事業調印式

7月

泉小学校教室棟改築事業に着手
臼田中学校普通教室棟改築工事に着手
浅間中学校グランド造成工事に着手
中部横断自動車道「佐久小諸ジャンクション」巨大橋げたの架設工事が完了
佐久総合病院再構築に係る医療体制等協定書の締結
生活環境保全等に関する協定書の締結
臼田中学校管理特別教室棟が完成

8月

第1回abn佐久市ジュニアゴルフ大会を開催
佐久市総合運動公園マレットゴルフ場開園
第1回世界最高健康都市懇話会を開催
最後の信州SAKU音楽祭佐久ミュージカル開催
浅間中学校屋内運動場が完成

9月

総合文化会館の建設の賛否を問う住民投票条例の制定
地域医療を守る市民シンポジウムを開催

10月 佐久地域平日夜間急病診療センター事業を開始
合併5周年記念

比田井天来展を開催

瀬戸と志賀を結ぶ「潜岩橋」開通
佐久市事業仕分けを実施
11月 相生団地建替Ｂ棟工事に着手
新岩村田保育園が開園
「総合文化会館の建設の賛否を問う住民投票」を実施
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佐久市の主なできごと

西暦
2011年

年月

主要事項

平成23年 1月

在エストニア日本国特命全権大使が表敬訪問

2月

大沢森林整備拠点・交流体験施設「大沢森の分教場」完成

3月

東日本大震災発生
被災者支援のため大船渡市に市職員緊急派遣
佐久市子ども未来館１０周年記念イベント開催
浅間中学校改築事業完了
中部横断自動車道「佐久小諸JCT～佐久南IC」8.5kmが開通
防災行政同報無線市内全局開局
岩﨑弘副市長退任

4月

小池茂見副市長就任
第１回佐久市地域公共交通確保維持改善協議会開催
大船渡市へ義援金5,700万円と飲料水・寝具等を柳田市長持参

5月

エストニア共和国サク市から公式訪問
佐久バルーンフェスティバル・佐久鯉まつり開催

6月

第１回地下水等水質源保全連絡調整会議開催
モンゴル大使が表敬訪問
佐久医療センター建設予定地の地区計画が決定

7月

震災に伴う節電と災害復興支援の一環として、市職員がオリジナルＴシャツによる
スーパークールビズ実施
佐久市が「佐久地域定住自立圏」の中心市を宣言
臼田トンネル産古型マンモス化石が市天然記念物に指定
第１回市民交流ひろば設計・管理運営計画検討委員会開催
信州佐久の「水」を守るシンポジウム開催

8月

佐久市の中学生１４名がモンゴル国とアメリカ合衆国で研修
佐久市子ども未来館で小惑星探査機「はやぶさ」の帰還カプセル特別公開

9月

佐久市市民活動サポートセンター設置計画を策定
「ふたりあわせて200歳」の長寿姉妹 篠原けさじさん清水けさよさん市役所へ訪問
イオンリテール株式会社と「災害時の防災活動協力に関する協定」を締結
新クリーンセンター施設整備計画を策定
泉小学校校舎棟完成
まちじゅう音楽祭開催
市議会が「地下水・湧水保全都市」を宣言
佐久医療センター建設予定地の建築物の制限に関する条例を制定

10月 スマートフォンを使った観光ナビゲーションシステム
中山道「佐久っとナビ」を試行
エストニア国会議長が表敬訪問
埼玉県朝霞市と「災害時における相互応援に関する協定」を締結
浅間中学校北側主要地方道における花壇整備活動として、県アダプトシステム
基本協定に浅間中学校生徒会と長野県、佐久市が調印
モンゴル国スフバートル区の小中学生10名が佐久市で交流研修
11月 三浦前佐久市長が秋の变勲で旭日中綬章を受章
市民交流ひろば設計・管理運営計画検討結果報告会
佐久農業祭に合わせ「三陸大船渡さんま祭in佐久」を開催
12月 佐久医療センター建設工事に着手
水資源保全共同声明発表
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佐久市の主なできごと

西暦
2012年

年月

主要事項
1月

定住自立圏形成協定調印
佐久ケーブルテレビ、蓼科ＣＡＴＶへの伝送開始
新クリーンセンター建設に係る環境影響評価（環境アセス）着手
佐久総合運動公園陸上競技場建設工事起工

2月

秋原北胤監督（カエルカフェ代表）映画ロケ支援協定締結
秋田県由利本荘市との「災害時における相互応援に関する協定」締結

3月

佐久市農業再生協議会設立
新作バルーン「佐久の鯉太郎」お披露目

4月

「障害者支援施設臼田学園」開設
大森立嗣監督映画［ぼっちゃん］制作発表
平根発電所「再生可能エネルギー施設」売買契約調印
市民活動サポートセンター開設（野沢会館）

5月

第20回記念作バルーンフェスティバル2012開催
第50回記念佐久鯉祭り開催
公園アダプトシステム8団体調印
新斎場建設に向け長土呂区と「斎場整備に関する覚書」締結

6月

市民交流広場ワークショップ7回開催
道路・公園アダプトシステム29社調印
「はやぶさの日」制定
秋原北胤監督映画「家」制作発表。ワークショップ3回開催
「棚渕橋」開通

7月

望月中学校管理普通教室棟改築工事着手
食品放射能測定開始

8月

「信州佐久の水を守る」講演会開催
平尾山公園来園者600万人突破
臼田中学校屋内運動場完成
都市計画道路近津砂田線開通
子ども未来館入館者90万人達成
枝野産業経済大臣、岩村田本町商店街視察

9月

佐久市総合防災訓練（千曲川スポーツ交流広場）
泉小学校屋内運動場完成

10月 公共交通体系の見直しに伴う「臼田デマンドタクシー」出発式
第一回佐久市緑の街づくりコンクール表彰式
秋原北胤監督映画「家」ロケ実施
「佐久市メガソーラー発電事業（望月茂田井）」プロポーザル実施
大船渡市復興支援・防災講演会
佐久市農業祭「地産地消フェア」開催
11月 第1回比田井天来・小琴顕彰佐久全国臨書展開催
12月 ビートたけし氏デザインによる熱気球お披露目
『SAKUBLOOM』イルミネーションイベント（佐久平駅周辺）開催
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佐久市の主なできごと

西暦
2013年

年月

主要事項
1月

新小学校校名案「佐久平浅間小学校」発表
(株)長野パルセイロ・アスレチッククラブとの相互協力に関する協定書締結
神奈川県茅ケ崎市との「災害時における相互応援に関する協定」の締結

2月

「佐久南インターチェンジ周辺整備計画に関する覚書」調印
斎場建設基本設計に着手

3月

新・望月図書館開設
泉小学校改築事業竣工
佐久総合運動公園陸上競技場竣工
長土呂区より「斎場建設地」の同意書提出
臼田中学校改築事業竣工
温水利用型健康運動施設基本計画を策定

4月

乳幼児に対する福祉医療の支給対象者の拡大
佐久市議会議員一般選挙並びに佐久市長選挙
メガソーラー発電所着工
２期目栁田市政スタート

5月

秋原北胤監督映画「家」公開
佐久市・長野県・ＪＲ東日本による移住・交流促進に向けた連携の取組
佐久市移住お試しツアー（第１弾）
佐久総合運動公園陸上競技場オープン記念イベント
「Ｑちゃん（高橋尚子さん）と楽しく走ろう佐久！」

6月

新クリーンセンターに係る一部事務組合の構成団員及び名称の決定

7月

愛知県岡崎市・神奈川県茅ケ崎市・岐阜県関ヶ原町との「災害時における相互応援
に関する協定」の締結
佐久市・長野県・ＪＲ東日本による移住・交流促進に向けた連携の取組
長野県・佐久市移住セミナーin東京・有楽町（第１回）
(仮称)佐久平浅間小学校着工

8月

市営住宅一本柳団地竣工
斎場建設位置の都市計画決定
佐久総合運動公園陸上競技場にてＡＣ長野パルセイロホームゲーム初開催
望月中学校管理普通教室棟完成

9月

「佐久市水力発電施設基本計画及び性能検討等業務」プロポーザル公募による
候補者の選定
新海誠監督映画「言の葉の庭」舞台あいさつ
佐久市近代美術館開設30周年記念特別企画展「平山郁夫―仏教伝来」開催
佐久地区更生保護サポートセンター開設

10月 「水資源保全サミット」開催
「ＮＨＫオンバト＋」公開録画の実施
市民交流ひろば開園
佐久市子ども未来館入館者100万人達成
11月 佐久市メガソーラー発電所開所
新クリーンセンター整備に係る環境影響評価（環境アセス）現況調査中間報告会開催
ＡＣ長野パルセイロＪＦＬ初優勝
「ＳＡＫＵＢＬＯＯＭ」イルミネーションイベント
信州佐久田舎暮らし支援センター発足
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