
　重点目標一覧表 担当部局名 都市建設部

【令和2年度重点目標】 【令和3年度重点目標】

重点目標 重点目標
期限・数値目標等

➀県と協力し、事業の促進を図る。

(1)事業進捗、先線計画の検討

(2)Ⅱ期工区の事業進捗

　 Ⅲ期工区計画検討

(3)～(5)事業進捗

　 県事業であり、早期完了に向け協力する。

②

(1)工事 100m (進捗率 248/850m 29%)

   橋梁下部工(橋台) 1基

　 用地 4件 (進捗率 29/42件 69%)

(2)工事 50m (進捗率 50/340m 15%)

   用地 3件 (進捗率 4/6件 67%)

   補償 1件 (進捗率 2/4件 50%)

③早期完成に向け、国道交通省と連携し

  協力する。

④

（1）工事 L=100m (進捗率 220/450m 49%)

　 　用地 5件 (進捗率 7/7件 100%)

　 　補償 4件 (進捗率 7/8件 88%)

　　 委託（第二期）

（2）工事 L=120m (進捗率 1,280/1,400m 91%)

　　 用地 3件 (進捗率 48/48件 100%)

　　 補償 2件 (進捗率 50/50件 100%)

重点目標 重点目標
期限・数値目標等

①

(1)

　【橋梁修繕】Ⅲ判定　進捗率 6/77

　  実施設計 6箇所
　  工事 1箇所（富士見台橋）

　【トンネル修繕】

　  工事 1箇所 (野竹トンネル)

　【橋梁点検】

　  橋梁定期点検(504橋) 実施

②

(1)計画策定・公表

(2)工事 L=129m 事業完了

(3)工事（金窓寺川調整池） 完了

　 委託（中村調整池）詳細設計実施

(4)千曲川河川事務所と連携、早期完成に

　 向け協力

(5)上田建設事務所と連携、早期完成に

　 向け協力

(6)上田建設事務所と連携し、画像情報等

 　を住民に公開（カメラ設置数 7→11）

　【トンネル修繕】

　  小牧橋耐震修繕工事 発注手続中

　  七久里橋梁修繕工事 1箇所 発注済

　  (12月完了予定)

   工事(排水路）L=160mは土地改良事業で施工中

（5）[県]矢出沢川整備事業 (5)用地説明会を10月に開催、工事発注済

　（R4年3月完了予定）

（3）御所排水路(内水対策）整備事業 (3)委託 2件 

　 用地 2件  (6) [県]河川監視カメラの整備

　 工事（金窓寺川調整池）1池 発注済

　　(上田地域全て完了) （4）[国]千曲川国分地区築堤整備事業

（2）神科台排水路整備 (2)工事 L=146m発注済

　　(進捗率 2,291/2,420m 95%) （5）[県]矢出沢川整備事業

　【橋梁修繕】

① ①老朽化した道路構造物の長寿命化の推進

（1）橋梁及びトンネル長寿命化の推進 (1) （1）橋梁及びトンネル長寿命化の推進

　 用地 3件 (進捗率 45/48件 94%)

   補償 2件 (進捗率 48/50件 96%)

（3）久保峠線拡幅事業 (3)工事 L=180m 事業完了

（1）市道下吉田久保林線　(国道18号上田BP関連) (1)工事 R3年度実施に変更

   補償 進捗率 3/8件 50%（3件 交渉中） （2）市道中野小泉線バイパス　(小泉2号線)

（2）市道中野小泉線バイパス　(小泉2号線) (2)委託 2件 完了

　 用地 進捗率 2/7件 29%（4件 交渉中）

③上田バイパス第二期工区の整備促進 ③市内事業区間用地(面積ベース) 78％取得済 ④産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進

　国分上沖地区のバイパス関連工事 完了 （1）市道下吉田久保林線　(国道18号上田BP関連)

④産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進 ④

 　等作成中 ②上田地域30分(サンマル)交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進

（1）市道踏入大屋線

②上田地域30分(サンマル)交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進 ②

（1）市道踏入大屋線 (1)工事 123m 施工中 (進捗率 25/850m 3%)

 　用地 5件 (進捗率 25/42件 60%) （2）市道上田橋下堀線

 　補償 5件（進捗率 7/11件 64%）

（2）市道上田橋下堀線 (2)委託 1件 完了

（1）主要地方道長野上田線（北天神町古吉町線）  　実施中。先線の事業計画について協議を継続中 （1）主要地方道長野上田線（北天神町古吉町線）

(2)Ⅱ期工区の工事を発注し事業を進捗 （2）国道144号上野バイパス

（2）国道144号上野バイパス (3)トンネルの詳細設計を発注済 （3）国道143号青木峠バイパス(トンネル化)

（3）国道143号青木峠バイパス(トンネル化) (4)概略設計完了、地元協議中  (4) 主要地方道別所丸子線鈴子バイパス

（4）主要地方道小諸上田線(町吉田～中吉田) (5)ルート決定のための概略設計・事業効果資料 （5）上信自動車道

（5）上信自動車道

 　用地 1件 (進捗率 1/6件 17%) ③上田バイパス第二期工区の整備促進

 　補償 1件（進捗率 1/4件 25%）

１

賑わいと交流のまちづくりに向けた道路網の整備・促進
具体的な重点取組項目（箇条書き） 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目（箇条書き）

①上田定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路(長野県実施事業) ①県と協力し、事業の促進を図った。 ①上田定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路(長野県実施事業)

安全・安心な都市環境の整備と防災・減災の推進
具体的な重点取組項目（箇条書き） 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目（箇条書き）

①老朽化した道路構造物の長寿命化の推進

　  野竹トンネル修繕工事 発注済 (11月完了予定)

　の整備促進 (1)御所工区は街路工事と電線類地中化工事を 　の整備促進

　  橋梁定期点検(276橋) 完了 ②上田市街地ほかの防災・減災対策

   工事施工中（4月完了予定）

　【橋梁点検】

 (1) 上田市地域国土強靭化地域計画の策定

（4）[国]千曲川国分地区築堤整備事業 (4)工事説明会を10月に開催

（2）幹線道路を重点に舗装の修繕 (2)舗装修繕工事(4路線)

　 2路線完了、2路線発注済（6月完了予定） （2）神科台排水路整備

②上田市街地ほかの防災・減災対策 ② （3）城下地区排水対策事業

（1）令和元年東日本台風、被災施設の早期復旧 (1)道路災8箇所 完了、河川災1箇所 完了

２

市内外の地域資源をつなぐ道路網の整備・促進

安全・安心な都市環境の整備と防災・減災対策の推進



　重点目標一覧表 担当部局名 都市建設部

【令和2年度重点目標】 【令和3年度重点目標】
③

・老朽空家解体事業　15棟

・空家解体跡地利活用事業　2棟

・Ｃランク空家　20棟減

・空家相談会の開催　年5日間

④

(1)基本設計完了

(2)工事契約完了

(3)工事完了

(4)工事完了

⑤【耐震】（診断）木造住宅 35戸、避難

 　施設等 1棟 （改修・建替え） 12戸

　【ブロック塀等除去】50箇所

　【アスベスト】調査 10箇所

重点目標 重点目標
期限・数値目標等

①計画策定

②鉄道安全対策事業の実施

【別所線】

　輸送人員　73万人の確保

　安全対策事業等への財政支援

　利用促進事業の実施

【しなの鉄道】

　安全対策事業への負担金支援

【バス】

　輸送人員　83万人の確保

　バス路線の見直し検討

【タクシー】

　タクシー利用券交付者数　400人

③ＱＲコード決裁実証実験

　（別所線、バス路線）

　ＥＶ回遊バス等の実証実験（県と協力）

重点目標 重点目標
期限・数値目標等

①都市計画基礎調査の委託発注

　用途地域変更案を作成

②社会実験の開始

③工事　L=60m（進捗率 353/720ｍ 49％）

重点目標 重点目標
期限・数値目標等

①上田城跡公園他10公園の施設の更新
　及び公園施設の適正な維持管理
②中央公園他3公園の公園施設の改築及び更新

③

(1)歴史まちづくり実施事業案作成

(2)自治会等へ花苗配布（年２回）

　景観・花と緑まちづくりﾌｫｰﾗﾑの開催

　【アスベスト】除去 1施設

(2)工事完了 （2）第二給食センター改築事業

（3）丸子統合保育園建設事業 (3)工事完了 （3）上田市庁舎改修・改築事業及び南庁舎改築事業

　【ブロック塀等除去】25箇所

⑤民間建築物の耐震化や危険なブロック塀等の除去、ｱｽﾍﾞｽﾄ分析調査 ⑤【耐震】（診断）木造住宅 50戸、避難施設 ⑤民間建築物の耐震化や危険なブロック塀等の除去、ｱｽﾍﾞｽﾄ分析調査

　及び除去工事の促進 　 等7棟 （改修・建替え）住宅 19戸 　及び除去工事の促進

③空家等対策の推進と相談体制の拡充 ③ ③危険な空家の早期解消と空家利活用の推進

・老朽危険空家解体事業　12棟解体済 　

・空家対策関係9団体と協定締結（11月）

（4）丸子地域自治センター庁舎耐震化・大規模改修事業

（1）武石地域総合センター整備事業 (1)工事完了 （1）第五中学校改築事業

(4)工事完了 （4）特定天井の耐震化事業　上田文化会館

・空家相談会の開催　5日間

④安全・安心な公共建築物の整備 ④ ④安全・安心な公共建築物の整備

・平成28年度調査したBランク空家の再調査終了 　

（2）丸子文化会館特定天井耐震化事業

３

「乗って残す」「乗って生かす」を基本とした公共交通活性化の推進
具体的な重点取組項目（箇条書き） 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目（箇条書き）

①別所線の災害復旧事業、安全対策事業と利用促進事業の推進 ①令和3年3月28日全線開通 ①上田市地域公共交通計画の策定

・ＱＲコード決済実証実験（菅平高原線）

・まちなか循環バスの廃止

　輸送人員63.8万人(実績値))*前年比43%減 ②別所線の維持確保に向けた安全対策事業と利用促進事業の推進

・上田草津線の新設（草津町、嬬恋村との連携）

４

快適で持続可能な拠点集約型のまちづくり
具体的な重点取組項目（箇条書き） 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目（箇条書き）

①古戦場公園の都市計画決定及び事業化 ①都市計画決定（11月） ①上田市都市計画マスタープランの見直しの検討

　L=293ｍを施工中

③防災性及び快適性の向上を目指した新参町線無電柱化事業の推進

　条例改正、事業認可（3月）

　輸送人員724.4万人(推計値)*前年比27%減

④高齢者等の移動支援や地域の公共交通の推進 ④タクシー利用補助券交付者数376人*前年比17%減

※鉄道・バス・タクシー事業者へのコロナ対策

③良好で緑豊かな景観形成の推進

(1)歴史まちづくり庁内調整会議設置（11月） (1)景観・歴史まちづくりの推進に向けた計画策定と事業実施

②上田市都市計画マスタープランの見直しの検討 ②用途地域見直しに係る土地利用分析調査が完了 ②シェアサイクルの活用推進

②運賃低減バス事業の推進とバス事業の総合的な見直し ②輸送人員75.3万人(推計値) 実証前の24％減

　神川公園他3公園、6月末完了予定

③国の補正により増工（143m） ③防災性及び快適性の向上を目指した新参町線無電柱化事業の推進

③しなの鉄道線の安全対策事業と利用促進事業の推進 ③安全輸送設備等整備事業計画に基づく支援

２
（

つ
づ
き
）

５

緑豊かな健幸都市空間の創出
具体的な重点取組項目（箇条書き） 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目（箇条書き）

①都市公園等の施設の更新

　街なみ環境整備事業新規採択（3月） (2)花と緑のまちづくり事業の推進、緑化活動への支援

(2)花と緑のまちづくり活動の支援 (2)自治会等への花苗配布。花壇パネル展開催

①腰越公園他3公園の遊具等の改築・更新完了 ①都市公園等の施設の改築・更新、適正な維持管理

②子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進 ②川辺町公園他7公園の施設の改築・新設完了 ②子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進

(1)景観・歴史まちづくりに関する実施予定事業を関係課と調整

③良好で緑豊かな景観形成の推進 ③

「乗って残す」「乗って活かす」を基本とした公共交通活性化の推進

快適で持続可能な拠点集約型のまちづくり

緑豊かな健幸都市空間の創出

③ＩＣＴ導入によるスマートシティ化の推進

　支援実施


