
　重点目標一覧表（中間報告調書）
【令和4年度重点目標】

① ① 県と協力し事業の進捗を図る。 ①

主要地方道長野上田線（北天神町古吉町線） (1) 事業進捗、赤坂交差点先線の計画検討。 (1)

国道144号上野バイパス (2) [Ⅱ期]事業進捗、[Ⅲ期]計画検討と地元定着。 (2)

主要地方道小諸上田線（町吉田～中吉田） (3) 東御市境付近の計画検討と地元定着。 (3)

上信自動車道、上田諏訪連絡道路 (4) [信]早期事業化。[諏]高規格道路への着実な取組。(4)

国道143号青木峠バイパス(トンネル化) (5) 事業進捗 (5)

主要地方道別所丸子線鈴子バイパス (6) 計画検討と地元定着 (6)

（仮称）上田丸子トンネル (7) 上田地域広域計画の見直しの検討 (7) 上田地域広域計画の見直しの検討中

② ② ②

市道踏入大屋線（神川橋） (1) 工事L=85m(進捗率 360/850m 42%) (1) 道路改良工事は発注済

橋梁上部工(R4～R6) L=103.6mを発注 橋梁上部工は発注済

市道上田橋下堀線 (2) 工事L=50m(進捗率0/350m　0%) (2) 道路改良工事は設計中

擁壁工　L=24ｍ

側溝工　L=50ｍ

③ 上田バイパス第二期工区の整備促進 ③ 国土交通省長野国道事務所で事業中 ③ 整備促進を図るため、同バイパス対策委員会・連絡協議会を8月に開催

事業推進に向け連携して協力。 バイパス関連工事（市道黒坪長島線跨道橋上部工）の着手に向け5月に

上沖地区対策委員会への工事説明会を開催し、工事着手済

国の用地交渉2件に同行し、交渉に協力

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 ④

市道下吉田久保林線　(国道18号上田BP関連) (1) 工事L=100m（水路改修） (1) 工事（水路改修）は用水管理者と協議中

 (進捗率 120/450m 27%) 歩道未改良区間の一部について工事発注済

用地4件 (進捗率 7/7件 100%) 用地は1件契約済、2件交渉中

市道中野小泉線バイパス　(小泉2号線) (2) 工事L=200m。バイパス区間（車道）開通。 (2) 工事L=200m契約済、施工中

富士山運動公園線ほか (3) 舗装工事L=700m (3) 舗装工事L=700m契約済、施工中

① 老朽化した道路構造物の長寿命化の推進 ① ①

橋梁及びトンネル長寿命化の推進 (1) 【橋梁修繕】Ⅲ判定；進捗率18/77(23%)　 (1) 【橋梁修繕】

・工事1箇所（七久里橋）は完了

・工事2箇所（角間2号橋、一ツ石橋）は入札不調で再入札準備中

実施設計 11箇所 ・工事4箇所（石坪橋、神里橋、西八幡橋、土坂橋）は設計中

・実施設計11箇所は契約済

【トンネル修繕】進捗率2/2(100%) 【トンネル修繕】

　工事 1箇所 (国分トンネル) ・工事 1箇所 (国分トンネル)は工事中

【橋梁点検】 【橋梁点検】

　橋梁定期点検(196橋) 実施 ・橋梁点検（自主点検）196橋は、点検準備中

② 上田市街地ほかの防災・減災対策 ② ②

神科台排水路整備 (1) 工事 L=44m 事業完了 (1) ・排水路整備工事は設計中

城下地区排水対策事業 (2) 金窓寺川調整池 事業完了 (2) ・金窓寺川調整池契約済、 施工中

御所沢調整池 測量・予備設計実施 ・御所沢調整池 測量・予備設計発注準備中

[県]矢出沢川整備事業 (3) (3)

[国]千曲川国分地区築堤整備事業 (4) (4) ・

[県]河川監視カメラの整備 (5) (5)

（カメラ設置数 7→11）

③ 危険空家の解消に向けた各種施策の実践、強化 ③ ・ ③ ・

・ Cランク（老朽化が著しい）空家10件減 ・解体補助金活用により、上半期で計4件解体済。

・ 相続財産管理人制度の活用　2件以上 ・相続財産管理人の選任申立て　3件実施済

・ 空家相談会の開催　4回 ・6月、9月に計2回開催済。残り2回（12月、3月）開催予定。

④ 安全・安心な公共建築物の整備 ④

第五中学校改築事業　校舎棟実施設計 (1) 令和5年3月　実施設計完了 (1) 実施設計中　令和5年3月完了予定

第二学校給食センター改築事業 (2) 令和5年3月　工事進捗90% (2) 令和4年3月着工　令和5年4月完了予定

上田市新本庁舎建設２期工事（解体、地下改修） (3) 令和4年9月　工事完了 (3) 令和4年9月完了

同上　外構工事 (4) 令和5年3月　工事完了 (4) 令和4年8月着工　令和5年3月完了予定

特定天井の耐震化事業　創造館天井改修工事実施設計 (5) 令和4年12月　実施設計完了 (5) 実施設計中　令和5年1月完了予定

⑤ 地震対策 ⑤ ⑤

民間建築物の耐震化 (1) 耐震診断 40戸 (1) 耐震診断　37戸 (進捗率93％)

耐震改修等工事 12戸 耐震改修等工事　6戸 (進捗率50％)

危険なブロック塀等の除去 (2) ブロック塀等除去　　20箇所 (2) ブロック塀等除去　7箇所 (進捗率35％)

⑥ アスベスト飛散防止対策 ⑥ ⑥

民間建築物の分析調査 (1) アスベスト分析調査 3箇所 (1) アスベスト分析調査　0箇所 (進捗率 0％)

１

具体的な重点取組項目（箇条書き）

２

具体的な重点取組項目（箇条書き）

老朽危険空家（284件＋新規）のうち、解体
18件、利活用2件

(1)

(4)

(5)

(5)

(2)

(3)

安全・安心な都市環境の整備と防災・減災の推進

賑わいと交流のまちづくりに向けた道路網の整備・促進

(6)

(7)

(1)

対策委員会とルート協議を実施中

工事 7箇所（石坪橋、神里橋、西八幡橋、角間
2号橋、一ツ石橋、土坂橋、七久里橋）

千曲川河川事務所と連携し、早期完成に向け協
力する。

上田建設事務所と連携し早期完成に向け協力す
る。

(1)

上田建設事務所と連携し画像情報等を住民に公
開する。

(2)

(3)

(4)

期限・数値目標等

期限・数値目標等

上田定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路(県事
業)の整備促進

(2)

(1)

御所工区は工事実施中　赤坂交差点先線は地元関係者説明会済

Ⅱ期分は工事中　Ⅲ期ルートは対策委員会に説明済、住民説明を予定

中吉田・東御市東深井地区に説明済　町吉田地区と協議を実施中

[信]8月期成同盟会総会(書面決議)開催済　[諏]6月期成同盟会開催済

非常用設備・坑口部詳細設計実施中　環境調査（猛禽類・水文）継続

担当部局名 都市建設部

進捗状況・進捗度

重点目標

重点目標

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(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

進捗状況・進捗度

国分築堤整備事業は早期完成に向け、千曲川河川事務所に要望を実
施

川原田橋～高橋間工事中　上流部治水計画検討予定

カメラの設置は完了、情報提供の手続中

(1)

(2)

(3)

(1)

補助金申請30件のうち、要件に該当した空家16件に対し、交付決定
済は、13件。利活用は、次年度1件活用希望あり。



　重点目標一覧表（中間報告調書）
【令和4年度重点目標】

担当部局名 都市建設部

① 上田市地域公共交通計画の策定 ① 12月、計画の策定・公表 ① ・5月、上田市公共交通活性化協議会でアンケート概要などを報告

・9月、5つの地域協議会で公共交通の現状・課題説明、意見聴取

② ② ・

②

別所線の安全対策事業と利用促進事業の推進 (1) 別所線 (1) 別所線

輸送人員　103.9万人の確保 輸送人員　上半期　49.3万人

安全対策事業等への補助 ・

利用促進事業(日本遺産等)の実施

・日本遺産連携の多言語案内システム、テレビ番組特番など実施

(2) 運賃低減バス (2) 運賃低減バス事業

輸送人員　92.0万人の確保 輸送人員　上半期　37.0万人

利用促進事業(キッズパス等)の実施 ・

バス路線等の再編検討

・夏休みキッズパス事業をTicketQRを活用して実施

(3) タクシー (3) タクシー事業

タクシー利用券交付者数400人 タクシー利用券交付数　上半期　185人

定額制タクシーなどの調査研究 ・利用補助券の見直し（使用枚数、申請手続き簡素化）

③ ③ ③

ＱＲコード決済実証事業 (1) ＱＲコード決済実証事業 (1) ＱＲコード決済実証事業

タクシー車両への事業拡大 ・タクシー車両への事業拡大に向けて関係者協議（12月実施予定）

路線バス・別所線の利用率拡大15％ ・TicketQR利用率：4月～9月（上半期）平均　15.9％

シェアサイクル事業との連携 ・シェアサイクル事業との連携協議（11月実施予定）

AIデマンド交通やEV車両などの導入に向けた調査研究 (2) AIデマンド交通、EV車両等の調査研究 (2) AIデマンド交通、EV車両等の調査研究

・AIデマンド交通、EV車両等の導入に向けた関係者協議

① ① ① まちづくりアンケート2,000通の実施。

都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の計画骨子の検討。

② 上田市・千曲市広域シェアサイクル社会実験 ② 広域シェアサイクル社会実験の継続。 ②

③ ③ 工事 L=180m（年度内進捗率　547/720ｍ　76％）③

① 公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築・更新事業の推進 ① ① 計画公園の8公園中、5公園（7発注）については10月工事発注、

残りの公園は全体事業費の把握後、11月工事発注予定。

② 子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進 ② 中央公園、神川公園の公園施設の改築・更新 ② 神川公園は10月、中央公園は11月工事発注予定。

③ 良好で緑豊かな景観形成の推進 ③ ③

歴史的風致維持向上計画の策定と国の認定 (1) 計画を策定し国の認定を受ける (1)

花と緑のまちづくり事業の推進、緑化活動への支援 (2) 自治会等へ年2回の花苗配布 (2) 夏の花苗を自治会等に配布（6月）。中心商店街への花苗配布（6月）

④ まちなかグリーンインフラの整備推進 ④ 染屋緑地広場の整備 ④ 8月下旬交付決定、10月工事発注予定。

(2)

上田市都市計画マスタープラン及び上田市立地適正化計画の
改定

都市計画マスタープランと立地適正化計画の改定
検討を進め、都市計画審議会で中間報告を行う。

新参町線無電柱化事業の推進及び、北天神町古吉町線、国道
141号、(主)長野上田線無電柱化事業整備推進への協力

上田城跡公園等8公園（10発注）の施設の更新
及び、公園施設の適正な維持管理

(1)

重点目標
期限・数値目標等

7月1日より社会実験開始。7月～9月の利用回数2,284回（目標値2,000回
/半年を達成。昨年実績1,114回/半年）サイクルポートの利用状況の把握
と利用促進に向けた改善策（ポート位置変更とＰＲ活動）の検討。

新参町線無電柱化工事L=223mを発注し施工中、県事業については、事
業推進に協力し、道路拡幅、無電柱化工事を施工中。

緑豊かな健幸都市空間の創出

５

具体的な重点取組項目（箇条書き）

４

重点目標

３

重点目標

(1)

(2) 運賃低減バス運行事業の継続・利用促進と路線バス・循
環バス等の再編検討

(3) 高齢者・障がい者・妊産婦などの移動弱者に対応したタ
クシー事業の再編

ICT活用によるスマートシティ化の推進とEV車両などゼロ
カーボンシティの推進に向けた調査研究

(1)

具体的な重点取組項目（箇条書き） 進捗状況・進捗度

交通まちづくりの推進と公共交通の維持確保
期限・数値目標等

期限・数値目標等具体的な重点取組項目（箇条書き）

法定協議会（4月、8月）、パブリックコメント（9月）など予定どおり
実施。

(2)

進捗状況・進捗度

進捗状況・進捗度

快適で持続可能な拠点集約型のまちづくり

公共交通の維持確保に向けた新型コロナ経済対策、安全対策
事業と利用促進事業の推進

長野県地域公共交通計画策定のための上田地域部会開催（5/25、
9/20）

別所線活性化協議会（5/25）を設置し、R4補助計画を申請・事業着
手

上田市公共交通活性化協議会（5/25）で運賃低減バス運行継続を協
議


