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〜学びと自治の力で拓く新時代〜

上田地域のめざす姿
多様な人材を積極的に呼び込み、

地域住民の「力」と外部人材の「力」の相乗効果で
輝く上田地域を市町村等との協働で創造していきます。

１ 若者・女性・外部人材の活躍推進

２ 産学官金連携、広域連携による基幹産業の振興

３ 地域の強みを生かし健康をテーマとした観光地域づくり

4  結節点という立地を生かした住環境整備・移住推進

高等教育機関や専門
学校が集積し、若者
や外国人留学生が多
く居住する地域

外部人材

信州大学繊維学部や
AREC 等との連携が
進んでいる地域

産学官金連携

高原、ため池、棚田、
国宝、温泉などの魅
力的な資源がコンパ
クトに集積する地域

観光資源

高速道路、新幹線等
の整備が進み、首都
圏とのアクセスがよ
い地域

結節点
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傾  向

地図で見る上田地域 数字で見る上田地域

管内人口は 2040 年には 2015 年比で 45,000 人強の減少が見込まれるもの
の、各自治体の人口ビジョン ( 人口減少対策により ) では 29,000 人弱の減
少に留まる見通しです。

転出のピーク：20 歳～ 24 歳（背景 ☞ 県外への進学及び就職ほか）
転入のピーク：35 歳～ 39 歳（背景 ☞ 子育て世代の移住・定住ほか）

≪出典：平成 27 年度国勢調査人口移動集計≫

≪出典：2015 年までは国勢調査、2020 年以降は国立社会保障 ･ 人口問題研究所準拠推計及び市町村人口ビジョン≫
西暦（年）

上田地域の概要

管内の概況 上田地域の人口の推移

上田地域の年齢階層別転出入数（国内移動）

傾  向

そばの花（青木村）美しの塔（長和町）湯の丸レンゲツツジ（東御市）上田城（上田市）

上田駅
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レーダーチャートから見える姿

年齢区分別人口の推移

注）各指標は長野県を 100 として上田地域と比較（指数）

注）各指標は長野県を 100 として上田地域と比較（指数）

注）各指標は長野県を 100 として上田地域と比較（指数）

上田地域の概要

傾  向

◯老年人口：2040 年には 2015 年比で 2,000 人強の増加が見込まれ、全体の約 4 割を占めます。
○生産年齢人口：2040 年には 2015 年比で約 36,500 人減少し、32.4％の減少が見込まれます。
○年少人口：2040 年には 2015 年比で約 9,800 人減少し、38.8％の減少が見込まれます。
○ 生産年齢人口と年少人口を合わせた人口構成比は、2015 年の 70.3％から 2040 年には

60.3％と 10％減少し、46,000 人強の減少となる見込みです。

≪出典：2015 年は国勢調査、2020 年以降は社準研準拠推計≫

・ 「人口 1 万人当たり医
師 数 」 は 県 平 均 より
29% 少ない

・ 外 国人留学 生も多く、
「外国人割合」は県平

均より25% 高い

・「林業総収入（経営体当たり）」
は、効率的な経営等により
県平均を 32% 上回る

・「耕地面積の割合」は県平均
より高いが、「農業の単位面
積当たりの労働生産性」は
県平均を下回る

▲雑草抜き取り作業

▲第68回長野県植樹祭（長和町）

西暦（年）
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1
若者・女性・外部人材の活躍推進

【活躍の場の創出】

大学等高等教育機関が多く、大勢の若者が地域に集う特長を生かし、こうした
若者や女性、外国人留学生などが、柔軟な発想や豊かな感性を発揮し、地域コ
ミュニティを支える人材として定着・活躍できる場の創出をめざします。

高等教育機関などと連携した起業・就業の支援

世代・地域を超えた交流によるコミュニティの活性化

地域を支える新たな担い手の確保

高等教育機関の持つ「知の資源」等を活用した、企業等との連携による起業・
就業の支援

外国人留学生の地域内就労支援に向け、民間事業者との連携による研究

若者・女性等の交流がもたらす地域コミュニティの活力の拡大

▲信州大学繊維学部講堂

▲長野大学

▲長野県工科短期大学校

☆若者・外国人留学生の地域への定着
☆女性の更なる社会進出

　　　　　　　　　　　　　

指　標　名 現　状 目　標

都市農村交流人口
（企画振興部調）

30,905 人
（2016 年度）

34,000 人
（2022 年度）

達成目標

地域重点政策

現　状

課　題

取組内容

NPO など多様な団体による活動
都市農村交流、農業・林業体験、起業支援、育児中
の女性の就業支援

４つの高等教育機関等の存立
信州大学繊維学部、長野大学、上田女子短期大学、
長野県工科短期大学校 ➡ 在学生 3,000 人以上

多くの外国人留学生の存在
・日本語を学び就業を目指す学生
・地域コミュニティへの参加活動

▲上田女子短期大学

地域重点政策１ 関連マップ

ねらい

地域コミュニティを支え、活躍できる仕組みや場の創出

 

6 7



2
産学官金連携、広域連携による基幹産業の振興　

【生活の糧となる産業振興】

佐久地域、長野地域との連携による次世代産業の創出や、今後 100 年地域に根
付くワイン産業の振興、地域資源であるカラマツの有効活用による林業の持続
的発展など、住民生活の糧となる産業の振興をめざします。

▲道の駅「あおき」（青木村）

▲道の駅「美ヶ原高原」
（上田市）

☆健康・医療等の成長性が高い次世代産業への参入促進
☆農・林産物の高付加価値化及びブランド化への取組

　　　　　　　　　　　　　

指　標　名 現　状 目　標

ワイン用ぶどう栽培面積
（上田地域振興局調）

75ha
（2016年）

110ha
（2022年）

常設農産物直売所売上額
（同上）

18億円
（2016年）

22億円
（2022年）

達成目標

地域重点政策

現　状

課　題

取組内容

地域重点政策２ 関連マップ

ねらい

次世代産業への参入と農・林産物の高付加価値化等による経営基盤の確立

産学官連携の取組
・信州大学繊維学部
・県テクノ財団浅間テクノポリス地域センター
・浅間リサーチエクステンションセンター（AREC）

少雨多照の気象条件と標高差を生かした
農林業

・林業（素材生産）、木材産業（県産材の製材品）
・高原野菜やぶどうの産地
・良質なワインの産地

農産物直売所の魅力アップの推進や、地域食材の宿泊施設等への供給体制の構築及び販路拡大

消費者から選ばれる農産物の地域内循環の推進

IoT を活用したワイン用ぶどうの高品質化とワイン産地としての認知度向上

千曲川ワインバレーを地域に根付く産業資源として育成・振興

佐久地域と連携したブランド強化、付加価値の向上及び海外を含めた販路開拓支援

カラマツ林業の再生、森林認証材の普及による東信カラマツ等の販路拡大

東信州次世代産業振興協議会の活動を支援し、成長産業への参入に向けた基盤構築

次世代自立支援機器・産業機器製造業の集積

▲道の駅「上田  道と川の駅」
（上田市）

▲道の駅「雷電くるみの里」
（東御市）

▲道の駅「みまき」（東御市）

▲道の駅「マルメロの駅ながと」
（長和町）

▲浅間リサーチエクステンションセンター（上田市）

▲カラマツ林（長和町）
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3
地域の強みを生かし健康をテーマとした観光地域づくり

【交流を促す観光】

豊かな自然と豊富な地域資源を生かし、健康づくりやスポーツ合宿、インバウ
ンド対応など、地域との交流を促す魅力ある観光地域づくりをめざします。

☆大河ドラマ「真田丸」の効果で、平成 28 年度は過去最高の入込があったが、
　観光消費額はピーク時（平成３年）の約７割に留まった　　　　　　　　　　　　　 達成目標

地域重点政策

現　状

課　題

ねらい

「稼げる観光」への転換及びインバウンドへの対応

コンパクトに集積された魅力的な観光資源
高　原：菅平、湯ノ丸、美ヶ原 
文化財：大宝寺三重塔（国宝）ほか
温　泉：別所温泉・鹿教湯温泉ほか
農業資産：ため池、棚田

交通の要衝
・長野、松本、諏訪、佐久地域に隣接
・高速交通網が整備され首都圏＆北陸方面からのア　　
   クセス性に優れる

地域資源（温泉・高原等）を活用した体験・滞在型観光の推進

ヘルスツーリズム推進協議会（仮称）による特色ある取組の推進

観光地域におけるインフラの整備・支援

観光地へのアクセス道路改良や無電柱化など安全で快適な通行空間の確保

外国人観光客の満足度を高める受入環境の整備

案内看板やパンフレットの多言語化などソフト・ハード両面における整備の促進

取組内容

地域重点政策３ 関連マップ

指　標　名 現　状 目　標

観光地延利用者数
観光地利用者統計調査

（観光部）

692 万人
（2012 ～ 2016 年の平均）

692 万人
（2022 年）

観光消費額
（同上）

167 億円
（2012 ～ 2016 年の平均）

167 億円
（2022 年）

▲北ノ入池（上田市）

▲ E7 系新幹線

※インバウンド = 外国人の訪日旅行

▲健康づくり教室（長和町）

▲ウォーキング（東御市）

▲体操教室（青木村）

▲あたま・からだ元気体操
（上田市）

地域における健康をテーマとした取組の様子
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4
結節点という立地を生かした住環境整備・移住推進

【人を呼び込む住環境】

首都圏とのアクセスのよさ、交通の「結節点」である立地条件、豊かな自然環
境という特長を最大限生かし、医療、教育、子育て、地域公共交通など生活基
盤の充実を図りながら移住を推進します。

☆多様な人材を呼び込む魅力ある住環境整備及び情報発信
☆他の圏域より高いメタボリックシンドロームの割合及び生活習慣病による死亡率

達成目標

地域重点政策

現　状

課　題

優れた首都圏との交通アクセス
高速道路、新幹線等の高速交通網の整備

ねらい

・効果的な移住施策の実施　
・健康づくりに関する取組の実践

人・物が行き交う基盤となる交通網の整備と安全・安心な住環境の確保

道路の防災対策や住宅の耐震化、地域公共交通の確保に向けた取組の支援

医療・健康づくり及び介護サービスの充実と連携強化

医師の確保や健康に配慮した食事メニューの普及と地域包括ケア体制等の構築

取組内容

地域重点政策４ 関連マップ

指　標　名 現　状 目　標

移住者数
（企画振興部調）

98 人
（2016 年度）

160 人
（2022 年度）

子育てしやすい環境についての情報発信、首都圏をターゲットとした移住施策の実施

自然を活用した魅力ある子育て・教育環境の整備と移住推進

転入の割合が高い子育て世代
人口動態において 35 ～ 39 歳の年齢層の転入が最多

▲ローマン橋（上田市）

▲親子で植樹体験（長和町）

▲田舎ぐらし体験住宅（青木村）

▲子育て広場（上田市）

▲田舎暮らし体験住宅（長和町）

▲信州型自然保育（東御市）

移住推進に向けた環境整備
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しあわせ信州創造プラン 2.0　上田地域計画
長野県上田地域振興局企画振興課

〒 386-8555 長野県上田市材木町１丁目２番６号
電話：0268-23-1260（代表）／　0268-25-7112（直通）

E メール：uedachi-kikaku@pref.nagano.lg.jp


