はじめに
平成 18 年 3 月 6 日の新市発足以来、7 年目を迎えました。この間、新市の揺籃期である平成
20 年度を初年度、目標年度を平成 27 年度とする第一次上田市総合計画をスタートさせ、前
期基本計画に基づく新市の本格的なまちづくりを行ってまいりました。
第一次上田市総合計画は次の考え方に基づき策定しています。
○新市建設計画（将来像・理念等）を尊重
○分権型合併の趣旨を計画策定の中で実現【地域まちづくり方針の策定】
○施策重点化のための「重点的な取組」を設定
○計画の進行管理のための指標・目標値を設定
後期基本計画では第一次上田市総合計画の最終年でもある新市発足 10 年という大きな節目の
年に向け、「成長・発展期」から「上田新時代」の創造への歩みを「生活者起点」により着実に
推進してまいります。

総合計画の構成と計画期間
平成 17 年度

平成 20 年度

平成 24 年度

平成 27 年度

新市建設計画

新市のまちづくりを総合的かつ効果的に進めていくため、合併協議
会において策定しました。

基本構想

上田市の将来像及び基本理念を定め、その実現に向けた施策の方向
性を示すものです。

総
合

前期基本計画

後期基本計画

将来像を実現するために、前期と後期に区分して施策、重点的な取
組などを示すものです。

計
画

指標・目標値

計画を進行管理していくための指標・目標値です。

地域まちづくり方針

地域の特色や個性を生かしながら、市民と行政が連携して住みよい
地域づくりを進めるための方向を示すものです。
新上田市５周年の節目にあたり、「さくら」を市の花に定めました。

実施計画

基本計画に定めた施策を効果的に実施するための３か年の具体的計
画で、毎年度ローリングによる見直しを行います。

上田市総合計画 後期基本計画
ダイジェスト版

（平成 24年 3月発行）

発行・編集

国土利用計画

国土利用計画法に基づき、国・県計画を基本とし、かつ上記基本構
想に即して、土地利用の方向性を示すものです。

上田市政策企画局政策企画課
〒 386-8601
長野県上田市大手一丁目11番16号
TEL 0268-22-4100（代表）
FAX 0268-25-4100
上田市ホームページ
http://www.city.ueda.nagano.jp

※なお、上田市総合計画後期基本計画の計画書については、市役所及び、各地域自治センター等にて閲覧可能です。

後 期 基 本 計 画
ダイジェスト版

基

本

構

後期基本計画
まちづくり大綱
編

【将来像】〜キャッチフレーズ〜

日本のまん中 人がまん中 生活快適都市

コミュニティ・自治

〜水跳ね 緑かがやき 空 こころ 晴れわたるまち〜

自立と協働

循環と交流

創造と調和

まちの将来イメージ
〜おおむね１０年後の上田市のあるべき姿〜
社会環境の変化
に強い自立するまち

豊かな自然にはぐくまれ
人々が行き交うまち

上田市に住む誇りと
満足感が得られるまち

〜認め合い 自ら動き 個性きわだつ〜

将来像を実現していくために必要な施策

【基本理念】
〜将来像の実現に向けて
まちづくりに取り組む際の基本的な考え方〜

産業・経済
〜知恵集め 技術磨き 未来ひらく〜

自然・文化
〜水跳ね 緑かがやき 文化はぐくむ〜

生活環境
〜生活快適 住んでてよかった〜

健康・福祉
〜基本理念の前提となる課題〜

まちづくり方針

ひとひと

〜支え合い 健やかに 女男いきいき〜

重点的な取り組み

①住民自治の進展と市民が主役のま
ちづくり
第１編 ②分権型自治の確立と地域経営シス
テムの構築
③連携の強化と交流の促進

①地産地消の推進と安全・安心な食
の提供
②上田市の
ファン づくりと観光
第２編
の基盤整備
③知的創造拠点の活用と企業留置の
ための支援

①豊かな自然環境を子どもたちに残
す
第３編
②歴史的・文化的遺産の継承
③未来へつながる市民文化の創造

①資源循環型社会の構築
②安全・安心で快適な生活環境の実
第４編
現
③円滑な交流促進を図る交通体系の
実現

①病気予防への取組と医療提供体制
の確立
②安心して子育てができる環境整備
第５編
③高齢者や障害者がいきいきとした
生活を送れる体制づくり
④人権の尊重と男女共同参画の推進

章

節

①コミュニティの活性化のた
めに

①コミュニティを活性化させ住民相互の交流を深める
②住民主導の自治活動を発展させる
③外国籍市民を支援し多文化共生社会を目指す

②分権自治を確立するために

①地域自治センターを基点に地域内分権を推進する
②機敏に対応できる効率的な行政組織にする
③市民と行政の情報が結ばれる社会を実現する
④広域行政と隣接市町村連携を推進する

①地域経済を活性化するため
に

①豊かな恵みをもたらす農林水産業を支える
②工業基盤を整備し企業を支援する
③観光と商業において上田市のファンを増やす
④安心して働くことができる環境をつくる

②新産業・新技術の開発を促
進するために

①新分野へ挑戦する企業・人材を育成する
②産学官や企業間の連携を進める

①自然との共生のために

①緑あふれる森林・里山や清らかな水が流れる河川を
守る
②自然との共生に向けて主体的に取り組む人材を育成
する

②新たな文化を創造していく
ために

①郷土史を継承し、
「わたしのまち」への愛着を深める
②新しい時代に向けた文化活動を創造する

①快適な生活環境を実現する
ために

①廃棄物の削減に向けた資源循環型社会を構築する
②安全・安心・清潔に暮らせる生活環境を実現する
③地域特性を生かす秩序ある土地利用を促進する

②軽快な交通網を形成するた
めに

①市内外の交流を円滑に進める
②人や自然にやさしい交通体系を実現する
③公共交通機関の利用を促進する

①生涯を通じた健康づくりを
促進するために

①健やかなライフスタイルを形成する
②安心して医療サービスが受けられる環境をつくる

② ひと と ひと が支え
合う社会をつくるために

①子育てをみんなで支えていく
②高齢者が充実した生活を送れる仕組を整える
③障害者が自立した生活を送れる体制をつくる
④一人ひとりの人権が尊重される社会を実現する
⑤社会保障制度を支える
⑥ともに支え合う地域福祉の推進を図る

これからの基本課題
①厳しい社会状況を克服していくための課題

【改善・解決要素】

②上田市の良さを更に伸ばしていくための課題

【成長要素】

③生活環境や地域社会の維持・向上のための課題 【維持・向上要素】

時代の潮流

市民意見

上田市の概況

教

育

〜学び 育ち 人かがやく〜

土地利用構想

①「生きる力」を育む教育と地域ぐる
みでの子ども育成
第６編 ②小中学校等の教育環境の整備
③地域の教育力の醸成と生涯スポ−
ツ社会の実現

①まちの未来を担う子どもた
ちの育成のために

①まちの未来を担う子どもたちを育成する

②生涯学習と人材開発を促進
するために

①高度化・多様化した学習機会を創出する
②専門的な能力をまちづくりの発展に生かす
③地域スポーツを活発にする

上田西部地域
①西部公民館をコミュニティ活動拠点として整備
し、地域が主体となったまちづくりの推進
②歴史的遺産等の積極的な活用による地域の振興
③地域が誇れる自然環境の保全、整備と有効活用
④地域防犯力を生かし、安全で快適なまちづくり
⑤多様な地域の資源を活用し、将来を担う子ども
たちを地域ぐるみで育てるまちづくり
⑥世代間交流が活発に行われ、コミュニティの確
立を目指すまちづくり
⑦地域が一体となり高齢者や障害者を支え、誰も
が安心して暮らせるまちづくり
⑧地域の特色を生かした産業の振興

上田城南地域
①まちづくり活動拠点の整備と住民
が主体となった地域づくりの推進
②「上田 道と川の駅」を活用した地
域振興と地域防災拠点づくり
③人や自然にやさしい交通機能の整備
④地域医療体制と保健福祉施設の整備
⑤地域で子どもを育てるまちづくり
⑥自然との共生を目指す里山の再生
と農地の保全
⑦歴史的・地域的資源の保全と活用

﹁地域まちづくり方針﹂は︑上田市総合計画の一部
として︑自然や文化などそれぞれの地域の特色や個
性を生かしながら︑市民と行政が連携して住みよい
地域づくりを進めるための方向を示すものです︒
後期基本計画の策定にあわせて地域まちづくり方
針も見直しています︒

まちづくり基本理念

想

塩田地域
①地域コミュニティ施設の活用
②地域特性を生かした観光の推進
③緑農ゾーンの整備促進
④大学・研究施設と地域社会の交
流の促進
⑤計画的な土地利用の推進
⑥健康で文化的な生活を営むまち
づくり
⑦安心・安全で快適な生活環境の
実現

①創意と工夫の地域づくりの推進
②魅力ある農業の推進
③特色ある観光の振興
④地域の活性化に向けた交通ネットワークの整備
⑤安心して暮らせる地域づくり
⑥地域に根ざした生涯学習と生涯スポーツの促進

神科・豊殿地域
①地域の交通ネットワークの整備促進
②地域の公共交通と、将来に向けた地域循
環バス等新たな地域内交通の充実
③地域に根ざした医療・福祉の充実と地域
内ボランティア活動の充実
④神川河川流域の保全整備
⑤地域の子どもの安全と育成活動の充実
⑥地域の農業振興と地域内の財産・資源の
活用
⑦市民の森・わしば山荘の利用促進

上田中央地域

川西地域
①新地域自治センターを拠点と
した地域づくりの推進
②自然保護活動の推進
③住む人にやさしく快適な環境
づくり
④農業を主体とした産業の振興
⑤地域ぐるみでの子育ての支援
の推進
⑥交流・体験を中心に据えた地
域興しの展開
⑦災害に強いまちづくりの推進

真田地域

武石地域
①住みよい地域づくりの推進と地域情報化
の展開
②地域をつなぐ道路交通網の整備
③魅力ある農林業の創出と商工業の振興
④都市・農村交流と広域的な観光の展開
⑤地域に根ざした医療・保健・福祉・介護
の充実
⑥地域の特性を生かした教育の推進と体
育・スポーツの振興
⑦明日を担う子どもたちの教育施設、子育
て支援施設の整備と運営

①新市の核となる都市機能の充実と中心
市街地の活性化
②歴史遺産との融合・調和を図るまちづ
くり
③すべての人々にとって安全・安心なま
ちづくり
④自然環境の保全と共生によるまちづく
り
⑤保健・福祉・医療活動の拠点整備と人
的資源の活用
⑥地域コミュニティを中心とした協働に
よる地域を誇れるまちづくり
⑦産学官連携支援施設や伝統工芸など地
域の特性を生かした産業の振興

丸子地域
①軽快な交通ネットワークの整備
②健康 × 観光 × 自然＝交流人口の拡大
③新たな産業ブランドの創出
④生涯学習活動拠点の有効活用
⑤可能性を秘めた雇用と福祉の拠点整備
⑥未来型産業の振興と起業マインドの育成
⑦自然環境の保全と人々が共生できる地域づくり

