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５ 都市施設 

 （１） C0501 都市施設の位置内容等 

   ア 道路（1/2） 

 

  

番　号 路　線　名

（旧佐久市）

平成8年11月28日 １・４・１ 八千穂佐久線 当初 県 835号 Ｌ＝11,500m　Ｗ＝20.5m(全長 20,850m) 平成10年4月8日 ～ (新直轄） Ｌ＝6,800m

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　4 平成16年1月30日 Ｌ＝11,500m 整備率85.5%　改良済13,167m

平成25年7月11日 変更 県 396号 起点町村名変更

昭和37年3月16日 ３・３・２ 小諸佐久臼田線 当初 建 606号 Ｌ＝5,250m　Ｗ＝12m 平成3年11月28日 ～ 平成10年3月31日 Ｌ＝385m 整備率93.6%　改良済12,060m

昭和47年7月31日 変更 県 474号 Ｌ＝9,600m　Ｗ＝22m 平成7年2月27日 ～ 平成13年3月31日 Ｌ＝1,485m

昭和53年9月14日 変更 県 444号 Ｌ＝8,860m　Ｗ＝25m 国道141号バイパス Ｌ＝5,605m

昭和57年7月26日 変更 県 514号 Ｌ＝10,560m　Ｗ＝25m 平成16年度 ～ 平成21年度 Ｌ＝3,100m

平成6年3月22日 変更 県 266号 Ｌ＝10,520m　Ｗ＝25m(全長 12,890m)

平成8年10月21日 変更 県 737号 都市計画区域の一部削除

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　4

昭和37年3月16日 ３・３・３ 原東１号線 当初 建 606号 Ｌ＝5,950m　Ｗ＝12・16m 国道141号バイパス Ｌ＝1,200m 整備率67.2%　改良済3,630m

昭和39年3月19日 変更 建 662号 Ｌ＝6,350m　Ｗ＝12・16m 昭和45年2月16日 ～ 平成49年3月31日 Ｌ＝1,600m

昭和46年10月4日 変更 県 552号 Ｌ＝5,400ｍ　Ｗ＝22ｍ　 国道254号バイパス Ｌ＝215m

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　4 平成18年2月6日 ～ 平成22年3月31日 Ｌ＝1,009ｍ

平成31年2月14日 変更 県 67号 幹線道路との平面交差箇所の変更

昭和57年7月15日 ３・３・３１ 仙禄湖線 当初 県 499号 Ｌ＝1,150m　Ｗ＝25m 昭和62年6月15日 ～ 平成5年3月31日 Ｌ＝270m 完了

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　4 平成1年10月20日 ～ 平成7年3月31日 Ｌ＝287m （区画整理事業）

　  国補道路整備事業 Ｌ＝593m

平成8年11月28日 ３・３・３７ 佐久南インター線 当初 県 835号 Ｌ＝3,010m　Ｗ＝28m 平成11年 ～ Ｌ＝1,200m （施工中）

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　4 平成16年度 ～ Ｌ＝760m 整備率77.7%　改良済2,340m

平成31年2月14日 変更 県 67号 Ｌ＝2,810m（終点変更）

昭和47年7月31日 ３・４・５ 堰端線 当初 県 474号 Ｌ＝1,590ｍ　Ｗ＝18ｍ 昭和63年11月24日 ～ 平成7年3月31日 Ｌ＝330m 完了

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　2 平成7年2月7日 ～ 平成18年3月31日 Ｌ＝360m

　  平成11年12月2日 ～ 平成18年3月31日 Ｌ＝370m

平成6年 ～ 平成22年3月31日 Ｌ＝360m

昭和37年3月16日 ３・４・７  西本町荒宿線 当初 建 606号 L=990m   W=16m 昭和50年11月6日 ～ 昭和63年3月31日 Ｌ＝320m 完了

平成8年7月1日 変更 県 512号 L=980m   W=16m　 昭和63年11月24日 ～ 平成9年3月31日 Ｌ＝244m

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　2 平成6年2月7日 ～ 平成14年3月31日 Ｌ＝117m

平成8年12月24日 ～ 平成14年3月31日 Ｌ＝226m （区画整理事業）

昭和37年3月16日 ３・４・９ 橋場中央線 当初 建 606号 Ｌ＝2,388ｍ　Ｗ＝16ｍ 昭和45年6月3日 ～ 昭和54年3月31日 Ｌ＝150m 整備率48.4%　改良済1,330m

昭和39年3月19日 変更 建 662号 Ｌ＝2,740ｍ　Ｗ＝16ｍ 昭和50年1月25日 ～ 昭和63年3月31日 Ｌ＝338m （区画整理事業）

昭和49年10月28日 変更 県 665号 Ｌ＝2,750ｍ　Ｗ＝16ｍ 昭和54年6月27日 ～ 平成5年3月31日 Ｌ＝275m

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　2 平成2年10月9日 ～ 平成13年3月31日 Ｌ＝235m

平成10年1月8日 ～ 平成14年3月31日 Ｌ＝188m （野沢橋）

平成20年4月4日 ～ 平成25年3月31日 Ｌ＝165m （富岡踏切）

平成31年2月14日 変更 市 4号 Ｌ＝1,900ｍ　Ｗ＝16ｍ

昭和37年3月16日 ３・４・１１ 御代田佐久線 当初 建 606号 Ｌ＝4,380m　Ｗ＝12m 昭和46年11月18日 ～ 昭和55年3月31日 Ｌ＝500m 整備率51.1％・改良済3,773ｍ

昭和49年3月11日 変更 県 135号 Ｌ＝7,380ｍ　Ｗ＝16ｍ(全長 11,260m) 昭和56年10月12日 ～ 平成1年3月31日 Ｌ＝383m

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　2 県単独事業（事業中） Ｌ＝1,250m

平成31年2月14日 変更 市 4号 現道整備による一部区間の変更

平成6年3月22日 ３・４・３２ 近津砂田線 当初 県 266号 Ｌ＝1,290m　Ｗ＝16m 平成7年3月23日 ～ 平成15年3月31日 Ｌ＝829m 整備率94.8%　改良済1,460m（区画整理事業）

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　2

平成19年3月30日 変更 市 54号 Ｌ＝1,540m　Ｗ＝16m　車線数2 平成20年1月17日 ～ 平成24年3月31日 Ｌ＝854ｍ 3.5.14近津住吉線との交差位置の変更

平成6年3月22日 ３・４・３３ 相生赤岩線 当初 県 266号 Ｌ＝1,490m　Ｗ＝16m 未改良

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　2

平成6年3月22日 ３・４・３４ 佐久駅蓼科口線 当初 県 266号 Ｌ＝1,140m　Ｗ＝16m 平成10年10月12日 ～ 平成14年3月31日 Ｌ＝273m 完了

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　2 平成7年3月23日 ～ 平成15年3月31日 Ｌ＝867m （区画整理事業）

平成6年3月22日 ３・４・３５ 柳原前田線 当初 県 266号 Ｌ＝680m　Ｗ＝16m 平成7年3月23日 ～ 平成15年3月31日 Ｌ＝680m 完了（区画整理事業）

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　2

平成6年3月22日 ３・４・３６ 佐久駅浅間口線 当初 県 266号 Ｌ＝470m　Ｗ＝16m 平成7年3月23日 ～ 平成15年3月31日 Ｌ＝470m 完了（区画整理事業）

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　2

平成30年2月22日 ３・４・３８ 佐久平駅南１号線 当初 県 2956号 Ｌ＝450m　Ｗ＝16m 未改良

平成30年2月22日 ３・４・３９ 佐久平駅南２号線 当初 県 2956号 Ｌ＝470m　Ｗ＝16m 未改良

昭和39年3月19日 ３・５・１０ 中込駅前線 当初 建 662号 Ｌ＝190m　Ｗ＝16m 昭和50年1月25日 ～ 昭和63年3月31日 Ｌ＝400m 完了（区画整理事業）

昭和49年3月11日 変更 県 135号 駅前広場　3,100㎡追加

昭和57年10月18日 変更 県 683号 駅前広場　3,100㎡追加

昭和57年10月18日 変更 県 683号 Ｌ＝400m　Ｗ＝13m

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　2

昭和37年3月16日 ３・５・１４ 近津住吉線 当初 建 606号 Ｌ＝1,690m　Ｗ＝12m 整備率19.4％　改良済317ｍ

昭和46年10月4日 変更 県 552号 Ｌ＝1,730ｍ　Ｗ＝12ｍ

昭和53年9月14日 変更 県 444号 Ｌ＝1,880m　Ｗ＝12m

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　2

平成19年3月30日 変更 市 54号 Ｌ＝1,630m　Ｗ＝12m　車線数2 平成20年1月17日 ～ 平成24年3月31日 Ｌ＝104ｍ 3.4.32近津砂田線との交差位置の変更

昭和37年3月16日 ３・５・１５ 中込田口線 当初 建 606号 Ｌ＝8,750m　Ｗ＝12m 昭和43年12月17日 ～ 昭和57年3月31日 Ｌ＝560m 完了

昭和46年10月4日 変更 県 552号 Ｌ＝8,750m　Ｗ＝12m（起終点変更） 昭和54年9月4日 ～ 昭和59年3月31日 Ｌ＝390m

昭和47年7月31日 変更 県 474号 Ｌ＝3,580m　 Ｗ＝12m 昭和55年8月4日 ～ 昭和60年3月31日 Ｌ＝280m

平成6年12月15日 変更 県 884号 Ｌ＝3,590m　 Ｗ＝12m(全長 6,100m) 昭和63年11月24日 ～ 平成5年3月31日 Ｌ＝500m

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　2 昭和50年1月25日 ～ 昭和63年3月31日 Ｌ＝741m （区画整理事業）

県道改良事業

昭和37年3月16日 ３・５・１６ 千歳線 当初 建 606号 Ｌ＝1,580ｍ　Ｗ＝12ｍ 完了

昭和46年10月8日 変更 市 37号 Ｌ＝1,300ｍ　Ｗ＝12ｍ

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　2

平成18年12月14日 変更 県 585号 Ｌ＝1,250ｍ　Ｗ＝12ｍ　車線数2 平成19年1月29日 ～ 平成22年3月31日 Ｌ＝69ｍ 3.3.3原東1号線との交差位置の変更

昭和37年3月16日 ３・５・１７ 滑津跡部線 当初 建 606号 Ｌ＝1,133ｍ　Ｗ＝12ｍ 未改良

昭和46年10月8日 変更 市 97号 Ｌ＝1,390ｍ　Ｗ＝12ｍ 

平成14年6月6日 変更 市 42号 車線数　2

平成30年2月22日 変更 県 2956号 Ｌ＝340ｍ　Ｗ＝16ｍ 

昭和37年3月16日 ３・５・１８ 中込北高線 当初 建 606号 Ｌ＝3,085ｍ　Ｗ＝12ｍ 昭和38年4月1日 ～ 昭和45年3月31日 Ｌ＝3,330m 完了

昭和39年3月19日 変更 建 662号 Ｌ＝3,330ｍ　Ｗ＝12ｍ 平成13年9月11日 ～ 平成20年3月31日 Ｌ＝123m

平成13年7月12日 変更 県 324号 交差点構造変更　L=123m

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　2

備　　　　　　　　　　考

(施工中）　市内延長　15,400ｍ

注１：当初決定・大規模な変更及び7年度以降の決定を古い順に記入する。

注２：左側に事業開始年月日を記入。現在事業中のものは認可を受けた事業期間を記入する。

　　　事業に着手されていないものは記入しない。また、計画決定時に既に完成しているものについては事業期間は記入せずその旨を備考欄に記入する。

　　　区間・区域別に事業化されているものは、区間・区域別の事業期間を記入し、備考欄に区間区域を記入する。

決　定　年　月　日（注1）
都 市 施 設 名 称

都　市　計　画　決　定　事　項　 　　事　　　　業　　　　期　　　　間　　（注2）

資料：庁内資料 
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資料：庁内資料 

番　号 路　線　名

昭和37年3月16日 ３・５・２０ 跡部臼田線 当初 建 606号 Ｌ＝4,654m　 Ｗ＝12m 平成13年1月11日 ～ 平成17年3月31日 Ｌ＝436m 整備率30.3%　改良済643m

昭和39年3月19日 変更 建 662号 Ｌ＝4,780m　 Ｗ＝12m 平成18年11月24日 ～ 平成22年3月31日 Ｌ＝179ｍ

昭和46年10月8日 変更 市 37号 Ｌ＝2,140m　 Ｗ＝12m

昭和47年8月17日 変更 市 44号 Ｌ＝2,120m　 Ｗ＝12m

平成12年2月21日 変更 市 ４号 交差点部変更

平成30年2月22日 変更 県 2956号 Ｌ＝1,270m　 Ｗ＝12m

昭和37年3月16日 ３・５・２３ 大沢太田部線 当初 建 606号 Ｌ＝2,120ｍ　Ｗ＝12ｍ 未改良

平成14年6月6日 変更 市 42号 車線数　2

昭和37年3月16日 ３・５・２４ 相生大手線 当初 建 606号 Ｌ＝1,705ｍ　Ｗ＝12ｍ 整備率42.6％　改良済810ｍ

昭和46年10月4日 変更 県 552号 Ｌ＝1,900ｍ　Ｗ＝12ｍ

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　2

昭和37年3月16日 ３・５・２５ 取出中央線 当初 建 606号 Ｌ＝3,050ｍ　Ｗ＝12ｍ 国道142号バイパス Ｌ＝390m 整備率76.9％　改良済3,930ｍ

昭和39年3月19日 変更 建 662号 Ｌ＝2,980ｍ　Ｗ＝12ｍ(全長5,135ｍ) 昭和55年9月2日 ～ 昭和2年3月31日 Ｌ＝493m

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　2 昭和63年11月24日 平成9年3月31日 Ｌ＝170m

平成13年9月11日 平成20年3月31日 Ｌ＝420m

平成31年2月14日 ３・４・２５ 変更 県 67号 Ｌ＝4,950ｍ　Ｗ＝16ｍ（起点変更）

昭和46年10月8日 ３・５・２９ 住吉荒宿線 当初 市 37号 Ｌ＝  440ｍ　Ｗ＝12ｍ 未改良

平成14年6月6日 変更 市 42号 車線数　2

平成31年2月14日 変更 市 4号 Ｌ＝ 190ｍ　Ｗ＝12ｍ 

平成1年7月8日 ７・６・１ 湖東線 当初 市 38号 Ｌ＝660m　Ｗ＝10m 平成1年10月20日 ～ 平成7年3月31日 完了（区画整理事業）

平成1年7月8日 ７・６・２ 湖西線 当初 市 38号 Ｌ＝830m　Ｗ＝10m 平成1年10月20日 ～ 平成7年3月31日 完了（区画整理事業）

平成1年7月8日 ７・６・３ 湖南線 当初 市 38号 Ｌ＝490m　Ｗ＝8.5m 平成1年10月20日 ～ 平成7年3月31日 完了（区画整理事業）

昭和49年10月28日 ８・４・１ 中込第１号線 当初 県 665号 Ｌ＝100m　 Ｗ＝18m 昭和50年1月25日 ～ 昭和63年3月31日 完了（区画整理事業）

昭和49年10月28日 ８・４・２ 中込第３号線 当初 県 665号 Ｌ＝190m　Ｗ＝18m 昭和50年1月25日 ～ 昭和63年3月31日 完了（区画整理事業）

昭和49年10月28日 ８・４・３ 中込第２号線 当初 県 665号 Ｌ＝120m　Ｗ＝13m 昭和50年1月25日 ～ 昭和63年3月31日 完了（区画整理事業）

昭和50年10月25日 変更 県 697号 Ｌ＝120m　Ｗ＝18m

昭和49年10月28日 ８・７・４ 中込第４号線 当初 県 665号 Ｌ＝  20m　Ｗ＝6m 昭和50年1月25日 ～ 昭和63年3月31日 完了（区画整理事業）

昭和49年10月28日 ８・７・５ 中込第５号線 当初 県 665号 Ｌ＝  20m　Ｗ＝6m 昭和50年1月25日 ～ 昭和63年3月31日 完了（区画整理事業）

（旧臼田町）

昭和37年3月16日 ３・５・２１  大奈良臼田線 当初 建 606号 Ｌ＝1,256m 完了

昭和39年3月19日 変更 建 662号 Ｌ＝1,380m（終点変更）

昭和46年10月11日 変更 市 Ｌ＝1,480m（終点変更）

昭和58年8月25日 変更 町 40号 千曲川架橋区間の変更　Ｌ＝1,450m 昭和55年 ～ 昭和62年 国道 ～ バイパス間

昭和61年11月1日 変更 町 34号 Ｌ＝1,620m（起点変更） 昭和61年 ～ 平成2年 国道西住吉用途地域界

昭和37年3月16日 ３・５・２２ 臼田駅中央線 当初 建 606号 Ｌ＝785m 昭和35年 ～ 昭和45年 臼田駅～国道

昭和39年3月19日 変更 建 662号 Ｌ＝850m（終点変更） 昭和2年 ～ 平成5年の予定 国道 ～ バイパス

昭和46年10月4日 変更 県 552号 Ｌ＝890m（終点変更）

平成元年2月27日 変更 県 155号 Ｌ＝870m（終点変更）

平成8年10月21日 変更 県 738号 橋梁の架替工（幅員変更） 平成8年 ～ 平成12年 臼田橋の架替

平成14年10月24日 変更 県 548号 車線数　2 完了

昭和37年3月16日 ３・５・２５ 取出中央線 当初 建 606号 Ｌ＝5,135m 昭和35年 ～ 昭和42年 国道道路改良事業

昭和39年3月19日 変更 建 662号 区間ごとの幅員変更 昭和46年 ～ 昭和62年 町道部分を除く

平成元年 ～ 平成12年 町道部分

平成8年10月21日 変更 県 738号 Ｌ＝5,110m(終点変更) 平成9年 ～ 平成12年 完了

備　　　　　　　　　　考

注１：当初決定・大規模な変更及び7年度以降の決定を古い順に記入する。

注２：左側に事業開始年月日を記入。現在事業中のものは認可を受けた事業期間を記入する。

　　　事業に着手されていないものは記入しない。また、計画決定時に既に完成しているものについては事業期間は記入せずその旨を備考欄に記入する。

　　　区間・区域別に事業化されているものは、区間・区域別の事業期間を記入し、備考欄に区間区域を記入する。

決　定　年　月　日（注1）
都 市 施 設 名 称

都　市　計　画　決　定　事　項　 　　事　　　　業　　　　期　　　　間　　（注2）

資料：庁内資料 

公　園　開　設 条例による供用 その他

(佐久地区）

昭和31年1月14日 岩村田公園 当初  街区公園　面積約0.15ha　広場、遊具、植栽 昭和31年12月17日 ～ 昭和59年3月 昭和45年11月9日 昭和51年11月1日

昭和31年1月14日 中央公園 当初  街区公園　面積約0.15ha　広場、遊具、植栽 昭和31年12月17日 ～ 昭和59年3月 昭和31年1月14日 昭和51年11月1日 中央児童公園から名称変更

昭和31年12月17日 王城公園 追加  近隣公園　面積約0.76ha　広場、遊具、植栽 昭和51年6月3日 ～ 昭和57年3月31日 昭和56年3月31日 昭和56年3月31日 浅間公園から名称変更

昭和45年11月9日 鼻顔公園 追加  地区公園　面積約4.9ha　グランド、広場、 遊具、植栽 昭和48年8月22日 ～ 昭和57年3月 昭和45年11月9日 昭和51年11月1日

昭和48年10月1日 若宮公園 追加  街区公園　面積約0.36ha　広場、遊具、植栽 昭和48年10月1日 ～ 昭和59年3月 昭和48年10月1日 昭和51年11月1日

昭和48年10月1日 城山公園 追加  街区公園　面積約0.48ha　広場、遊具、植栽 昭和48年12月27日 ～ 昭和57年12月 昭和48年10月1日 昭和51年11月1日

昭和52年6月30日 中嶋公園 追加  近隣公園　面積約1.7ha　広場、遊歩道、植栽、駐車場 昭和57年3月25日 ～ 平成元年2月 昭和62年7月1日 昭和62年7月1日

昭和53年11月30日 駒場公園 追加  総合公園　面積約11.3ha　各種広場、 プール、図書館、植栽 昭和53年 ～ 昭和58年 昭和55年12月1日 昭和55年12月1日

昭和55年7月1日 成知公園 追加  街区公園　面積約0.45ha　広場、遊具、植栽 昭和55年12月4日 ～ 昭和60年3月 昭和56年3月31日 昭和56年3月31日

昭和56年3月1日 佐太夫町公園 追加  街区公園　面積約0.28ha　広場、遊具、植栽 昭和58年7月8日 ～ 平成3年3月5日 平成1年4月1日 平成元年4月1日 中込橋場区画整理事業

昭和56年3月1日 横町公園 追加  街区公園　面積約0.13ha　広場、遊具、植栽 昭和59年6月20日 ～ 平成1年10月30日 昭和63年10月1日 昭和63年10月1日 中込橋場区画整理事業

昭和56年3月1日 成田公園 追加  街区公園　面積約0.20ha　広場、遊具、植栽 昭和56年6月 ～ 昭和60年3月 昭和60年3月7日 昭和60年3月7日 中込橋場区画整理事業

昭和56年3月1日 橋場公園 追加  街区公園　面積約0.23ha　広場、遊具、植栽 昭和58年6月 ～ 昭和62年3月 昭和62年7月1日 昭和62年7月1日 中込橋場区画整理事業

昭和56年3月1日 水上公園 追加  街区公園　面積約0.17ha　広場、遊具、植栽 昭和61年5月2日 ～ 平成3年3月 昭和63年10月1日 昭和63年10月1日 中込橋場区画整理事業

昭和56年10月1日 宇とう公園 追加  街区公園　面積約0.29ha　広場、築山、遊具、植栽 昭和56年10月12日 ～ 昭和57年3月 昭和57年3月31日 昭和57年3月31日

平成4年6月29日 平尾山公園 追加  総合公園　面積約26.6ha　アスレチック、センターハウス 平成4年 ～ 平成10年3月 平成6年10月25日 平成6年10月25日

平成6年10月4日 東田公園 追加  街区公園　面積約0.11ha　広場、遊具、植栽 平成7年4月1日 平成7年4月1日 取出町東田区画整理事業

平成6年10月4日 久保田公園 追加  街区公園　面積約0.10ha　広場、植栽 平成7年4月1日 平成7年4月1日 岩村田北部第一区画整理事業

平成6年10月4日 仙禄湖公園 追加  街区公園　面積約0.57ha　広場、植栽 平成7年4月1日 平成7年4月1日 岩村田北部第一区画整理事業

平成6年10月4日 曽根公園 追加  街区公園　面積約0.10ha　広場、植栽 平成7年4月1日 平成7年4月1日 岩村田北部第一区画整理事業

平成12年7月6日
佐久総合運動公園

追加  運動公園　面積約22.10ha　マレットゴルフ場、野球場、陸上競
技場、園路、芝生、広場、トイレ（防災）、駐車場

平成12年度 ～ 令和2年度
平成22年8月21日 平成22年8月21日

一部供用

(臼田地区）   

昭和48年10月1日 下の宮公園 当初  街区公園　面積約0.14ha　遊具、花壇 昭和49年4月1日

昭和50年9月16日 稲荷山公園 当初　地区公園　面積約4.0ha　広場、遊具、池 昭和57年 ～ 平成4年度 昭和63年4月26日

昭和63年12月1日 下越公園 当初  街区公園　面積約0.12ha 昭和63年 ～ 平成元年度 平成元年7月1日

決定年月日 事　　業　　期　　間都市施設名称
備　　　　　　　　考

都市計画決定事項
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昭和48年10月1日 佐久公共下水道 排水区域（雨水・汚水分流）1,094ha 昭和49年2月20日 ～ 昭和54年3月31日

(旧佐久市 844ha　 旧臼田町 250ha）

下水管渠　雨水　133,110m 期間の変更 昭和57年3月31日

　　　　　　　汚水　258,230m

ポンプ施設　２ヶ所（1,570㎡）

処理施設　　１ヶ所（1,570㎡）

昭和56年9月28日 佐久公共下水道 処理施設敷地面積の変更　　36,800㎡　→　47,000㎡ 昭和49年2月20日 ～ 昭和60年3月31日 コンポスト化

昭和59年7月2日 佐久公共下水道 排水区域（雨水・汚水分流）　1,094ha　→　1,368ha 昭和49年2月20日 ～ 平成2年3月31日 区域拡大

(旧佐久市 1,063ha　 旧臼田町 305ha）

下水管渠　雨水　133,110m　→　159,390m ポンプ施設１ヶ所増

　　　　　　　汚水　258,230m　→　238,220m

ポンプ施設　２ヶ所（1,570㎡）　→　３ヶ所（2,096㎡）

昭和62年1月8日 佐久公共下水道 排水区域（雨水・汚水分流）　1,368ha　→　1,384ha 昭和49年2月20日 ～ 平成2年3月31日 区域拡大

(旧佐久市 1,079ha　 旧臼田町 305ha）

下水管渠　雨水　159,390m　→　160,680m

　　　　　　　汚水　238,220m　→　239,410m

平成3年10月3日 佐久公共下水道 排水区域（雨水・汚水分流）　1,384ha　→　1,506ha 昭和49年2月20日 ～ 平成9年3月31日 区域拡大

(旧佐久市 1,187ha　 旧臼田町 319ha）

下水管渠　雨水　160,680m　→　1,270m ポンプ施設１ヶ所減

　　　　　　　汚水　239,410m　→　15,250m 下水排除面積　100ha未満の幹線

ポンプ施設　３ヶ所（2,196㎡）　→　２ヶ所（1,570㎡） を計画決定から除く

平成7年7月3日 佐久公共下水道 排水区域（雨水・汚水分流）　1,506ha　→　1,935ha 昭和49年2月20日 ～ 平成14年3月31日 区域拡大

(旧佐久市 1,533ha　 旧臼田町 402ha） 原単位の見直し

幹線ルートの変更

平成11年12月9日 佐久公共下水道 排水区域（雨水・汚水分流）　1,935ha　→　2,061ha 昭和49年2月20日 ～ 平成18年3月31日 区域拡大

(旧佐久市 1,640ha　 旧臼田町 421ha） 原単位の見直し

幹線の一部廃止

平成15年3月6日 佐久公共下水道 排水区域（雨水・汚水分流）   2,061ha　→　2,118ha 昭和49年2月20日 ～ 平成22年3月3日 区域拡大

(旧佐久市 1,685ha　 旧臼田町 433ha）

平成20年12月17日 佐久市公共下水道 排水区域（雨水・汚水分流）   汚水2,118ha　→　2,177ha 昭和49年2月20日 ～ 平成27年3月31日 汚水の排水区域拡大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雨水変更なし（2,118ha）

下水道名称　佐久公共下水道→佐久市公共下水道 名称の変更

処理施設名称　佐久終末処理場→佐久市下水道管理センター

平成6年11月24日 南佐久公共下水道 排水区域  227ha　(旧臼田町 55ha　 小海町 172ha） 平成7年3月2日 ～ 平成13年3月31日

平成9年10月30日 南佐久公共下水道 排水区域  227ha　(旧臼田町 55ha　 小海町 172ha） 平成7年3月2日 ～ 平成15年3月31日

平成11年9月30日 南佐久公共下水道 排水区域  227ha　(旧臼田町 55ha　 小海町 172ha） 平成7年3月2日 ～ 平成18年3月31日

平成19年6月28日 南佐久公共下水道 排水区域  233ha　(佐久市 61ha　 小海町 172ha） 平成7年3月2日 ～ 平成27年3月31日 排水区域の拡大

南佐久汚水幹線の廃止

平成25年2月25日 佐久市公共下水道 排水区域（雨水・汚水分流）　汚水2,177ha→2,301ha 昭和49年2月20日 ～ 平成31年3月31日 汚水の排水区域の拡大

雨水変更なし（2,118ha）

平成26年11月25日 南佐久公共下水道 排水区域250ha（佐久市65ha　小海町185ha） 平成7年3月2日 ～ 令和3年3月31日 排水区域の拡大

平成27年6月2日 佐久市公共下水道 排水区域（雨水・汚水分流）　汚水2,301ha→2,362ha 昭和49年2月20日 ～ 令和3年3月31日 汚水の排水区域の拡大

雨水変更なし（2,118ha）

平成30年2月9日 佐久市公共下水道 排水区域（雨水・汚水分流）　汚水2,362ha→2,388ha 昭和49年2月20日 ～ 令和6年3月31日 汚水の排水区域の拡大

雨水変更なし（2,118ha）

処理施設敷　47,000㎡　→　45,000㎡ 処理施設敷地面積の変更

備　　　　　　　　考事　　　業　　　期　　　間都市計画決定事項都市施設名称決定年月日

決定年月日 都市施設名称 都市計画決定事項 事　　　業　　　期　　　間 備　　　　　　　　考

資料：庁内資料 


