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５．目標別都市づくり方針 

 

都市づくりの目標１  

計画的な生活基盤づくりによる｢市全体の土地利用と地域の利便性を高める都市｣ 

 

目標に向けた方針１ 地域の特色や個性を育む土地の活用             

 

（１）基本方針 

 

■ 既存ストックを活かした拠点集約型都市構造の実現 

人口減少及び少子高齢社会を迎え、これまで拡散傾向にあった都市構造からさまざまな生活

者にとって利便性の高い都市づくりを進めていく必要があります。そこで、既存ストックを有

効活用し、集中的かつ効率的に都市基盤等の整備を進めます。土地利用に関しては、都市機能

集積拠点、生活複合拠点を生活の中心とした拠点集約型の都市構造を目指します。 

そのため、都市部から山間部まで一体の都市として都市計画制度を効果的に活用しながら土

地利用を規制･誘導していきます。また一方で、豊かな自然環境や良好な住環境を保全するため、

地域の特色を生かした土地利用を推進します。 

 

■ 賑わいと活力ある中心市街地の充実 

中心市街地においては、近年、空き店舗や空き地などが増加し、人口も減少傾向にあります。

このため、活力を維持･向上させる土地の有効活用を促し、人の流れや賑わいを呼び戻すことが

求められます。 

そこで中心市街地においては、さらなる都市機能の充実と活性化を推進していきます。また、

歴史や自然を活かした風格のある景観形成や、まちなかでの住みやすい住環境の保全･形成を目

指します。 

 

■ 自然との共生に配慮した、地域特性にふさわしい土地利用 

2 つの自然公園をはじめ、豊かで多彩な自然環境は上田市の大きな財産です。これらの雄大な

自然の広がりを将来にわたり守り育みながら、自然と共生したまちづくりを進めます。 

また、各地域が個性を発揮し、各々が連携し合いながら交流を促進し、その相乗効果により

一体的な魅力をもつ都市づくりを目指していくために、それぞれの地域が持つ個性や資源を尊

重しながら、ひとつの都市として都市的及び自然的利用の各区分を明確にした秩序ある土地利

用を計画的に進めます。 

計画的な生活基盤づくりによる「市全体の土地利用と地域の利便性を高める都市」 
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（２）土地利用ゾーン別方針 

  基本方針に基づき、都市的土地利用においては都市機能の集積を図るゾーンと住環境を保全する

ゾーンの区分など、全市域で秩序ある統一的な土地利用の規制･誘導を展開していきます。自然的土

地利用では、山林や農地などの豊かな自然環境を守り、集落環境との共生を維持していきます。 

 

【土地利用ゾーン区分】 

ゾーン名称 内容 

 
①中心市街地 

ゾーン 

・交通結節施設、公共公益施設、商業･業務施設など都市機能の集積を誘導

し、歴史･文化資産との連携に配慮しながらまちなか居住を推進し、市街

地の中核となる土地利用を図るゾーン 

②商業･業務 

ゾーン 

・既存の商業集積を活かして、商業機能のさらなる充実を誘導するゾーン 

・地域の生活利便性を確保する商業核として土地利用を誘導するゾーン 

③複合用途系 

ゾーン 

・多様な用途の施設の混在を許容しながらも、日常生活の利便性向上と活

力を生む土地利用及び機能形態を誘導するゾーン 

④居住系 

ゾーン 

・用途地域内及び用途地域周辺部について、低層住宅を中心とした良好な

住環境の保全と充実を図るゾーン 

⑤準居住系 

ゾーン 

・住環境に影響の少ない用途の建物を許容、基本的には良好な住環境を保

全･誘導するゾーン 

⑥工業･研究 

ゾーン 
・産業の発展に寄与する工業や研究に関連する土地利用を図るゾーン 

⑦農業･集落 

ゾーン 

・周辺の農地と調和･共存に配慮し、良好な住環境の保全を図るゾーン 

・生活環境基盤整備により居住環境の向上を図るゾーン 

⑧一団の 

農用地 

・集団的農地や基盤整備等を行なった農地で、原則として今後も優良農地

を保全するゾーン 

⑨保全緑地 

ゾーン 
・良好な山間地の自然環境（景観、樹林、生物等）の保全を図るゾーン 

⑩自然公園 

ゾーン 

・良好な自然環境と景観を保全しながら、観光･レクリエーション等の活用

を図るゾーン 

 

 

  上記のようにゾーン区分を整理し、拠点集約型の都市構造の実現に向けた土地利用の展開により、

地域の特色や個性を育む土地利用を目指します。 

次頁にゾーン区分ごとの方針を示します。 

 

 

 

 

 

計画的な生活基盤づくりによる「市全体の土地利用と地域の利便性を高める都市」 
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【都市的土地利用】 

①中心市街地ゾーン 

上田市の中央部に位置する中心市街地については、広域

的な交通結節点である上田駅をはじめ、公共公益施設や商

業機能等のさまざまな都市機能集積を活かし、歴史･文化

や景観などの資源と連携しながら、活力と賑わいの創出に

より都市の求心性の向上を目指します。 

そのため、空き地や空き店舗など効率的な土地の高度利

用の推進とともに、商業機能の充実をはじめ、まちなか居

住への誘導を進めます。 

 

 

②商業･業務ゾーン 

中心市街地および用途地域内の商業集積地域を商業･業

務ゾーンと位置づけ、市の商業核として中心市街地および

生活複合拠点の求心力を高める土地利用の誘導を図ります。 

中心市街地の商業集積地、秋和地区（卸団地）、 

丸子地域市街地の商業集積地 など 

 

 

③複合用途系ゾーン 

 生活複合拠点をはじめ幹線道路沿道において、公共施設

や商業系、工業系建物など用途の複合を許容し、地域の賑

わいと活性化を促進します。また、農地への宅地化の進行

が見られる区域では、農地との混在を抑制するとともに、

周辺環境との調和を図るために都市計画制度を活用しなが

ら計画的な土地利用を誘導します。 

丸子･塩田･真田･武石地域自治センター付近、 

国道 18 号沿道、国道 144 号沿道 など 

 

 

④居住系ゾーン 

 用途地域内、及び重点土地利用規制･誘導区域（※P60

参照）において周辺環境と調和したゆとりある低層の住居

を主体とした住環境となるよう保全していきます。あわせ

て、歩いて行ける身近な公園などの住環境整備や、必要に

応じて都市計画制度などのまちづくりルールを活用しなが

ら、地域の実情にあった良好な生活空間の形成を進めます。 

緑が丘周辺、川辺･泉田の用途地域周辺 など 

計画的な生活基盤づくりによる「市全体の土地利用と地域の利便性を高める都市」 
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⑤準居住系ゾーン 

用途地域内、及び重点土地利用規制･誘導区域（※P60

参照）において、住環境に影響の少ない用途の建物を許容

し、住居を主体とした住環境を保全していきます。若者の

定住促進、高齢者に配慮した住宅など多様なニーズに対応

し、生活利便性の高い住環境の形成を目指します。また、

より良い住環境の保全･形成に向けて、都市計画制度などの

まちづくりルールの活用や、用途地域内で住宅化が進んで

いる区域について用途地域の見直しなどを進めます。 

柳町･木町･房山周辺、中常田･泉平周辺  

塩尻地区･神川地区、神科地区の国道 18号上田バイパス 

内側など 

 

 

⑥工業･研究ゾーン 

周辺環境との調和と公害防止に十分配慮し、市の産業の

発展に寄与する機能の立地を誘導します。上田リサーチパ

ークや工業団地等では、各企業間や大学との連携による交

流を促進します。   

なお、工場等の用途転換の場合には、周辺まちづくりに

寄与できる土地利用を所有者と調整していきます。 

また、物流、通勤などの利便性を高める周辺交通環境の

整備を促進します。 

上田リサーチパーク、神の倉工業団地 など 

 

 

【自然的土地利用】 

⑦農業･集落ゾーン 

 市街地郊外から中山間地域に形成されている住宅地や集

落地では、優良農地の保全や地域コミュニティの維持に配

慮し、農業生産基盤の充実と周囲の自然環境と調和した集

落環境の整備を進めます。 

 平坦部の集落地では、市街地の拡散を抑え集約型都市を

目指して、農地と宅地の無秩序な混在を抑制します。また、

生活インフラ整備による良好な田園集落環境の形成を目指

します。 

神科･豊殿地域、塩田地域、川西地域、 

丸子地域の用途地域外、真田地域、武石地域 など 

 

計画的な生活基盤づくりによる「市全体の土地利用と地域の利便性を高める都市」 
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⑧一団の農用地 

優良農地の確保を基本として、農業生産の安定を目指し

た農業基盤の維持に努めます。また、自然環境保全の観点

からも農業後継者育成に向けた支援を行うとともに、グリ

ーンツーリズム（※）の推進による都市と農村の交流、体験

農場や市民農園など多様なニーズに対応できる新たな農地

の活用を目指します。 

塩田地域や豊殿地域などに広がる一団の農用地 など 

 

※都市住民などが緑豊かな農山村地域において､その自然､文化､人々との交
流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。 

 

 

⑨保全緑地ゾーン 

 森林のもつ水源涵養や地球温暖化防止などの公益的な機

能の維持に努めるとともに、無秩序な開発を抑制し、景観、

樹林、生物等の自然環境を保全します。 

また、里山を中心に、自然との触れ合いの場、教育･学習

の場としての利活用を、自然環境との調和に配慮しながら

進めます。市街地及びその周辺の森林については、緑地と

しての整備等により、市民生活に潤いを与える良好な景観

形成を目指します。 

 染屋台グリーンベルト、市域を囲む山々 など 

 

 

⑩自然公園ゾーン 

 菅平高原を含む上信越高原国立公園、及び美ヶ原高原を

含む八ヶ岳中信高原国定公園の二つの自然公園は、地域固

有の貴重な自然環境の保全を基本として、雄大な自然を求

めて多くの人々が訪れるスポーツ・観光･レクリエーション

に必要な環境保全やアクセス道路･案内表示などの基盤整

備を進めます。また、上信越高原国立公園については、農

業との調和に配慮します。 

 上信越高原国立公園及び八ヶ岳中信高原国定公園一帯 

 

 

 

計画的な生活基盤づくりによる「市全体の土地利用と地域の利便性を高める都市」 
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【5-1-1 土地利用方針図】 

拡大図（次頁） 

拡大図（次頁） 

計画的な生活基盤づくりによる「市全体の土地利用と地域の利便性を高める都市」 

 
｢生活複合拠点｣の中心とな
る地域自治センター周辺 
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【5-1-2 市街地周辺拡大図（上田）】

計画的な生活基盤づくりによる「市全体の土地利用と地域の利便性を高める都市」 

【5-1-3 市街地周辺拡大図（丸子）】 
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目標に向けた方針２ 市域全体の多様な都市活動を支える道路網の整備 111111111   
 

（１）基本方針 

 

■ 都市の一体性と地域間の交流･連携を支える幹線道路網の形成 

     上田地域広域連合が提唱している上田地域 30 分（サンマル）交通圏（※）確立を目標に、

都市間を結ぶ広域・連携交流軸、及び都市機能集積拠点と生活複合拠点を結ぶ地域連携交流

軸を形成する骨格的道路、幹線道路の整備を促進し、東信地区の中核都市として市域全体の

都市機能の充実を図ります。 

     事業実施に向けては選択と集中の観点から、既存ストックの活用や必要性の検証を行い、

都市計画道路の見直しを進めます。 

※上田地域広域連合関係市町村の中心部から最寄りの IC までの概ね 30 分での接続と上田駅及び該当周辺主要施設
等へも同等の時間内でアクセスするための総合的交通体系構想。 

■ 快適な都市活動を支える生活道路の充実 

地域の生活基盤の形成と利便性の向上を目指して、市民の暮らしに密着した生活道路の充

実を促進します。また、連携や交流を促進する幹線道路や公共公益施設及び観光地などの地

域資源に効果的にアクセスする道路整備を進めます。 

 

（２）新たな視点による道路網の整備方針 

選択と集中の観点から、都市機能を充実する道路網の形成を進めます。 

【都市計画道路網の見直し】 

・都市計画決定後、長期間未着手となっている都市計画道路については、交通機能、土地利用に

与える影響、都市防災機能、環境への影響、機能を代替している道路の有無など、総合的な視

点から見直しを進めます。 

 

【国道 18号上田バイパスから中心市街地へアクセスする道路整備の検討】 

  ・市街地への誘導車両と迂回車両を効率良く誘導する国道 18 号上田バイパスの効果を向上させる

ため、国道 18 号上田バイパスから中心市街地の主要地点へアクセスする路線の整備を検討しま

す。 

  ・上信越自動車道上田菅平インターチェンジから中心市街地へ円滑に移動できる路線の充実を検

討します。 

 

【都心環状道路を補完する道路の検討】 

  ・中心市街地のまちなか居住の推進を目指して居住環境を充実していくため、都心の位置づけ範

囲を再検討して、建物が密集している地域の共同建替や必要に応じて土地区画整理事業などを

検討していく必要があります。このため、都心環状道路を補完する道路の見直しの検討を行い、

まちなかの住環境の向上と、あわせて新たな福祉の拠点や既存の公共施設の利便性を高める路

線の検討を進めます。 

 

【上田南地区連絡道路（仮称）上田トンネルの整備検討】 

  ・中心市街地から千曲川左岸を通り佐久、松本、諏訪方面へ円滑に連絡する機能を持ち、新幹線

計画的な生活基盤づくりによる「市全体の土地利用と地域の利便性を高める都市」 
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上田駅の利用促進を図るとともに、中心市街地と東山地域に集積された上田リサーチパーク、

レクリエーション施設、観光農園及び丸子地域の工業団地を連絡する（仮称）上田トンネルの

整備を検討します。 

【松本方面へ連絡するルートの強化と充実の検討】 

  ・千曲ビューラインを活用して関東から松本方面へ連絡する機能強化、また、塩田地域の活性化

や観光支援として（主）別所丸子線・鈴子バイパスの整備を促進します。 

・平井寺トンネル有料道路は、市民利用者の負担軽減に努めます。 

 

（３）市内外を円滑に移動できる幹線道路網の整備方針 

 【幹線道路網の整備】 

市域の一体感の醸成を図る観点、また、選択と集中の観点から路線整備の必要性を検証

し、緊急性の高い路線から整備を進めます。 

・東信地域の中核都市として、広域的交流連携を形成する骨格的な道路整備を促進します。 

   ・国道 18号上田バイパス（上田バイパス第 2期工区） 

・国道 144号上野バイパス、国道 254号 

・国道 152号丸子バイパス、上信自動車道 

 

・広域的な道路に接続し、市域の一体感の醸成を図るとともに各地域や地域資源の連携を強化す

る幹線道路の整備を進めます。 

 ・上田都市環状道路（小島～柳沢区間、鈴子バイパス） ・都心環状道路（上田駅川原柳線） 

・都市計画道路 諏訪部伊勢山線 

・都市計画道路 上堀大屋線（市道踏入大屋線）     ・下和子バイパス 

・都市計画道路 北天神町古吉町線（（主）長野上田線） 

・都市計画道路 中常田新町線（（主）小諸上田線）    ・（仮称）川原柳常田線 

・（県）芦田大屋（停）線   ・（主）別所丸子線                 など 

 

（４）快適な都市活動の基礎となる道路の整備方針 

【主要生活道路の整備】 

幹線道路や主要な公共施設に接続し、地域の利便性を高める道路整備を進めます。 

・都市機能集積拠点である上田中心市街地をはじめ、生活複合拠点である丸子、塩田、真田、武

石の各地域自治センター周辺や公民館、学校、病院等の公共公益施設に安全で快適にアクセス

しやすい道路整備を推進します。 

・緊急車両の通行ができるよう、狭あい道路に面して建築する際の空地確保などに取り組みなが

ら、集落内などの道路の拡幅整備や改修を促進します。 

・自然環境への配慮から、自転車利用促進を図るよう道路環境整備を推進します。 

・市道櫓下泉平線 ・市道上田橋下掘線 ・市道上田橋中島線 ・市道五反田新屋線 

・市道小島手塚線 ・市道石井東郷橋線 ・市道箱畳線    ・市道原野地 2 号線  

                                など 

計画的な生活基盤づくりによる「市全体の土地利用と地域の利便性を高める都市」 
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拡大図（次頁） 

計画的な生活基盤づくりによる「市全体の土地利用と地域の利便性を高める都市」 

【5-1-4 将来道路網図】 
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【5-1-5 市街地周辺拡大図（上田）】 

計画的な生活基盤づくりによる「市全体の土地利用と地域の利便性を高める都市」 

 


