
平成 30 年 9 月定例会 

 市政についての質問 

・観光と移住について 

・上田市立地適正化計画について 

 

 ◆８番（井澤毅君）  

通告に従い質問させていただきます。まず、土屋市長が施政方針で、市政経営の両輪であると述べられた

上田市まち・ひと・しごと創生総合戦略の中にもある、訪れたい・住みたいうえだ戦略に関連しまして、

観光と移住について質問させていただきます。  

新人議員となり、この４月から多くの自治体を視察させていただきました。それぞれの自治体での取り

組みや先進事例を見て、聞いて、学ばせていただいたわけですが、その都度、一番強く感じたことは、ふ

るさと上田市のすばらしさの再認識でありました。豊かな自然、穏やかな気候、里山の四季の彩り、癒し

の温泉、歴史遺産、澄んだ空気、おいしい水、今まで当たり前だと思っていたことが、どれほど恵まれた

ことなのかを改めて知ることができました。そして、このすばらしい上田市を一人でも多くの人に知っ

てもらいたい、訪れてもらいたい、魅力に触れてもらいたいと、今まで以上に強く思うようになりまし

た。 

広報シティプロモーション課の資料を見ると、上田市を訪れた観光客数は、平成 20 年から 26 年までの

間は 400 万から 500 万人でしたが、ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」の影響で、平成 28 年には 700 万人を

超える大幅な増加になったとのことでございます。放送と同時に開館した大河ドラマ館が 100 万人を超

える来場者でにぎわったというのも記憶に新しいところでございます。特別企画展やプロモーション事

業の展開など、多くの観光事業が行われておりますが、ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」後の観光につきまし

て、次の４点、質問させていただきます。  

上田城跡公園など主な観光地の観光客数はどうか。観光客の宿泊数は把握しているか。新たな観光施策

はあるか。「真田丸」の放送により上田市にレガシーとして何が残っているか。以上、第１問としてお聞

きします。           

 

◎商工観光部長（大矢義博君） 

大河ドラマ「真田丸」放送終了後の観光について、幾つかご質問をいただきました。順次、ご答弁申し上

げます。 

まず、主な観光地の観光客数、宿泊者数、新たな観光施策についてでございます。当市への観光客数につ

きましては、長野県が公表している観光地利用者統計に基づいて把握しておりまして、直近のデータに

よりますと、上田市全体では過去３年間の観光客数の推移で、平成 27 年が 545 万人、平成 28 年は 721

万人、平成 29 年は 504 万人となっております。また、当市での宿泊客数につきましては、観光客数と同

様に県の観光地利用統計に基づいておりまして、推移といたしましては、平成 27 年が 165 万人、平成 28



年は 170 万人、平成 29 年は 158 万人となっております。こうした中、大河ドラマ「真田丸」の放送によ

る観光客数への影響といたしましては、放送決定の平成 26 年から放送年の平成 28 年までをピークに、

放送後の平成 29 年は約 500 万人と減少してはいるものの、平成 25 年までは 400 万人台で推移してきて

おりましたので、目立った落ち込みではなく、むしろ大河ドラマの放送によって知名度が向上したこと

により、安定して観光客が訪れる観光地として認識されてきているものと捉えております。今後につき

ましては、この流れをしっかりと生かし、観光産業に携わる方々が実質的に経済効果を生み出す観光で

稼ぐことが必要であり、そのための仕掛けづくりが求められていると考えております。 

これに向け、当市が持つ歴史、文化、自然、高原などの従来からＰＲしている観光資源に加え、近代化遺

産や偉人・先人、また海外の観光客にも人気の高い忍者、アニメ映画、スポーツツーリズムなど、さまざ

まな観光資源の掘り起こしや磨き上げを図ってまいります。また、2020 年東京オリンピック・パラリン

ピックを絶好の機会と捉え、海外から観光客誘致としてインバウンドに力を入れてまいりたいと考えて

おります。 

続きまして、「真田丸」の放送により残されたレガシーをどう捉えているかについてでございます。「真田

丸」の放送をきっかけに、番組で紹介された市内各地の史跡や数々のゆかりの武将などについては、それ

まで埋もれていたもので、新たに掘り起こされたものもございまして、真田氏ゆかりの地としての新た

な魅力が加わり、厚みが増したことは、大きな効果であったと考えております。また、真田街道推進機構

の加盟自治体や、秋田県由利本荘市、和歌山県九度山町など、「真田丸」に登場した全国各地の自治体と

の連携が確固たるものとなり、今後も真田氏をコンセプトとする連携した取り組みを効果的に進めてま

いりたいと考えております。 

さらに、昨年来、信州上田観光プレジデント、プリンセスをお願いしている草刈正雄さんと長野里美さん

には、上田真田まつり等のイベントへの出演や、信州上田観光協会のポスターやパンフレットに上田の

顔として登場していただいております。また、それぞれのご自身のＳＮＳを通じて上田の魅力を発信し

ていただいており、「真田丸」後も上田市にかかわっていただいていることは大変ありがたいことだと思

っております。そして、何よりも、「真田丸」の放送を通じて上田市の知名度が飛躍的に向上したことは

最大のレガシーでありまして、これを今後の施策にしっかり生かしていくことが重要と考えております。

以上でございます。   

           

◆８番（井澤毅君） 

ただいまＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」後の観光につきましてご答弁いただきました。昨日の同僚議員の質

問の中にも、この観光施策につきましては幾つか話が出たわけでございますが、今、上田市では、それぞ

れの地域であったり、それぞれの企業であったり、それぞれの団体であったり、多くの人たちが知恵を出

し、汗を流し、数多くのすばらしいイベントを行っています。上田市にある魅力をさらに磨き、発信し、

観光の一翼を担っています。 



しかし、それぞれのイベントはすばらしいものであっても、上田市全体の観光業として見た場合はどう

なのでしょうか。効率よくマネジメントされ、稼ぐ観光となっているのでしょうか。  

今、上田市のホームページを見ると、上田市ＰＲ動画、旅ＲＵＮが目に飛び込んできます。2013 年に上

田市に移住されたスカイランナーの松本大さんからメッセージと、上田市の美しく豊かな自然、歴史や

文化を色濃く残す名所旧跡、温泉、グルメなどを紹介し、とても美しいＰＲビデオだと思います。ただ、

とても残念なことに、３パターンのＰＲビデオはどれも、上田駅に到着して、コインロッカーに荷物を預

け、それぞれの場所を自分の足で観光し、そして上田駅に戻って電車に乗って帰っていくという、全て日

帰り旅のストーリーとなっています。信州の鎌倉別所温泉まで行って、足湯に入って帰ってくる。本当に

残念なストーリーだと思います。 

ご存じのように別所温泉では、昨年からことしにかけ、３件の老舗旅館が経営破綻しているわけです。そ

れを考えると、残念では済まない思いもあります。旅ＲＵＮで、走って、歩いて、１日の疲れを旅館の温

泉にゆっくりとつかり、おいしい食事とおいしい地酒をいただきながら、あしたの散策ルートをあれこ

れと下調べする、そんなシナリオであってもよかったのではないでしょうか。 

昨日の金井議員からの質問にも商工観光部長は、別所温泉は日本最古の温泉であり、温泉地は最も大切

な観光資源だと答弁されていました。シティプロモーションと観光課の連携は全くされていないと痛感

するところです。 

そこで、質問させていただきます。稼ぐ観光への仕組みづくりに向けた市の考えはどうか、お聞きしま

す。            

 

◎商工観光部長（大矢義博君） 

稼ぐ観光への仕組みづくりに向けた考えについてご答弁申し上げます。稼ぐ観光につきましては、先ほ

ども答弁させていただきましたが、大河ドラマによって交流人口が増加し、上田市の知名度が格段に向

上したことをきっかけに、新たな観光コンテンツの掘り起こしとブラッシュアップを行い、市内での滞

在時間をふやす着地型観光を進めることが求められていると思っております。そのためには、観光に関

連する民間事業者の皆様の力を存分に生かし、発揮していただくことが必要でございます。そのため、市

といたしましては、一般社団法人信州上田観光協会と連携し、会員である観光関連事業者の皆様と、稼ぐ

観光に向けたさまざまな話し合いの場を設け、一体となって戦略を立て実践する体制づくりを進めてま

いりたいと考えております。以上でございます。  

 

◆８番（井澤毅君） 

稼ぐ観光への仕組みづくりに向けた市の考えについてご答弁いただきました。稼ぐ観光というと、観光

庁が勧める日本版ＤＭＯがあります。観光庁が規定した日本版ＤＭＯとは、地域の稼ぐ力を引き出すと

ともに、地域への誇りと愛着を醸成する観光地経営の視点に立った観光地域づくりのかじ取り役として、



多様な関係者と協働しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を制

定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人とあります。 2015 年度、訪日外国

人観光客が、ついに 2,000 万人を突破し、2020 年にはこの倍となる 4,000 万人という訪日外国人観光客

数を目標として発表しています。 

そこで、質問させていただきます。観光庁が勧める日本版ＤＭＯをどのように捉えていますでしょうか。

お聞きします。   

 

◎商工観光部長（大矢義博君） 

日本版ＤＭＯについてご質問をいただきました。現在、国におきましては、2020 年東京オリンピック・

パラリンピックを見据え、地方創生の切り札として、観光が幅広い産業に経済効果をもたらし、多くの雇

用を生み出す波及効果が期待できることから、観光立国に向けた取り組みを推進しております。また、こ

の取り組みの一環として、地域の誇りと愛着を醸成し、稼ぐ力を引き出し、観光地経営の視点に立った観

光地域づくりのかじ取り役として、多様な関係者と連携し、明確なコンセプトに基づく戦略を策定、実行

できる機能を備えた法人として日本版ＤＭＯを提唱しております。 

このＤＭＯとは、デスティネーション・目的地、マネジメント・マーケティング、オーガニゼーション・

組織を略したもので、直訳すると目的地をマネジメント・マーケティングする組織というものでござい

ます。ＤＭＯ法人の認定につきましては観光庁への登録が必要になりますが、この登録の枠組みといた

しましては、３つの形態がございまして、まず複数の都道府県にまたがる区域を一体とした広域連携型、

次に複数の自治体にまたがる区域を一体とした地域連携型、そして単独市町村区域を一体とした地域型

がございます。  

現在、全国では 86 法人が登録されておりまして、県内では、長野県観光機構、信州いいやま観光局、こ

もろ観光局が登録され、また近隣では千曲市や東御市の各観光協会でＤＭＯ認定に向け取り組んでいる

とお聞きしております。ＤＭＯに期待される効果といたしまして、観光に携わる、文化、農林漁業、商工

業、環境、スポーツなど多様な関係者を巻き込みつつ、データの収集、分析による科学的アプローチを取

り入れ、効果的なブランディングやプロモーションができることが挙げられ、観光振興を推進する組織

としては理想的な形態であると認識しております。 

一方、ＤＭＯ法人として成果を生み出すためには、専門性の高い人材をプロパーとして雇用することや、

業績評価指標ＫＰＩの設定、事業活動を円滑に進めるためのＰＤＣＡサイクルの確立などが求められ、

相応の人件費や経費も必要になってくるものと捉えております。以上でございます。            

 

◆８番（井澤毅君） 

ご答弁いただきました。ただいまご答弁いただきましたように、長野県内、非常に多くの広域連携、地域

連携、あと地域ＤＭＯ、登録されているわけでございます。日本版ＤＭＯとなるには、自立的な運営、継



続的な取り組みの実施の確保等の観点から、一般社団法人、公益社団法人、ＮＰＯ法人、株式会社等の法

人格の取得が必要となっています。上田市には、昨年４月３日に上田観光コンベンション協会から法人

化した一般社団法人信州上田観光協会があるわけです。地域の稼ぐ力を引き出し、観光地域づくりを実

現するための戦略を策定する法人として、上田市にも日本版ＤＭＯ導入が必要と考えます。 

質問させていただきます。日本版ＤＭＯに取り組むお考えはありますでしょうか。お聞きします。           

 

◎商工観光部長（大矢義博君） 

日本版ＤＭＯに取り組む考えについてご質問いただきました。当市につきましては、昨年、一般社団法人

信州上田観光協会を設立いたしまして、市との連携のもと、観光振興にかかわる中心的な役割を担う組

織として、観光関連団体や民間事業者とのつながりを軸とする活動をスタートしたところでございます。

今後、信州上田観光協会と市観光課との役割分担を明確にして、信州上田観光協会につきましては、実践

部隊としての体制の充実を図っていく必要がございます。この体制の充実にあわせまして、観光協会の

ＤＭＯへの登録に向けた研究をしてまいりたいと考えております。以上でございます。   

 

◆８番（井澤毅君） 

ただいま日本版ＤＭＯに取り組むかどうかの答えをいただきましたけれども、再質問させていただきま

す。ＤＭＯにつきましては、上田市まち・ひと・しごと創生総合戦略の訪れたい・住みたいうえだ戦略の

中にも具体的な施策展開として、トータル的なマーケティングを展開するための観光まちづくりプラッ

トフォーム（観光ＤＭＯ）の体制づくりと取り組みを推進するとあるわけです。また、議事録を確認しま

すと、平成 28 年 12 月の議会の中で、上田観光コンベンション協会の法人格取得に対する質問に対して、

商工観光部長からは、地域の多様な関係者と連携して観光地づくりを進めるというＤＭＯの考えについ

ても研究してまいりたいと考えておりますと答弁されています。 

ただいまの回答を聞くと、それが少し後退したような感じがするのですけれども、その辺、いかがでしょ

うか、お願いいたします。             

 

◎商工観光部長（大矢義博君） 

再質問いただきました。ＤＭＯに取り組む考え方についてでございますが、まず信州上田観光協会、これ

は法人格をまず第１段階として取得して、この組織、しっかりとした組織となるためのまず第１段階を

昨年ステップとして踏んだということでございます。これを基盤といたしまして、先ほど申し上げまし

たように、これからまだまだ信州上田観光協会については体制の充実を図っていく必要がございますの

で、その体制の充実がしっかり図られないと、ＤＭＯというものも目指す上での体制の充実も非常に必

要な部分でございます。その体制の充実を図りながら、このＤＭＯについて、私、先ほど理想的な形態と

申し上げましたけれども、それはそのように思っているところでございまして、体制の充実を図りなが



ら、ＤＭＯの登録に向けても、あわせて検討してまいりたいということでございますので、よろしくお願

いいたします。 

 

◆８番（井澤毅君） 

上田市の魅力を一人でも多くの人に伝えるには、官民一体となった取り組みが必須だと思います。地域

の稼ぐ力を引き出し、観光地域づくりを実現するための戦略を制定する法人として、ぜひ日本版ＤＭＯ

の導入、ご検討願いたいと思います。 

続きまして、移住施策について質問させていただきます。上田市のホームページで移住について見よう

とすると、移住、定住の項目から検索する形となっています。そして、上田市の紹介や空き家バンク、移

住相談を見ることができます。ですが、そこから観光情報を得ることはできません。上田市を訪れた人が

上田市の魅力に触れて住んでみたくなる、観光と移住はそんな密接な関係にあると思います。調べてみ

ると、観光と移住をセットとしている自治体は少なくありません。 

また、移住、定住に関連して空き家バンクについてですが、昨今上田市では遊休農地も多くなっているわ

けです。一方で、上田市に移住されてくる人の中には、農ある暮らしを求めて来られる方もふえていると

お聞きします。そこで、空き家バンクの情報の中に、農地つきの空き家、もしくは空き家とは別に希望者

が購入できる農地、または借りることができる農地の情報を載せてはどうでしょうか。また、少しでも農

地取得が容易になるよう、農業委員会が定める農地売買の下限面積を１アールに見直している自治体も

少なくないようです。  

そこで、質問させていただきます。上田市も観光と移住を一体的にＰＲしてはどうか。また、空き家情報

とあわせ農地のあっせんをしてはどうか。以上、お聞きします。   

 

◎政策企画部長（柳原渉君） 

観光と移住を一体的にＰＲというご質問をいただきました。まず初めに、上田市の移住政策について若

干触れさせていただきたいと思います。定住人口の確保につきましては、市にとっての重要課題の一つ

でございまして、その中で取り組んでいる移住施策は、上田市を選んでいただくという視点から、現在、

移住相談会への出展に重点を置いているところでございます。相談につきましては、昨年度、東京を主な

会場としまして、大阪、名古屋を含む三大都市圏における相談会に、年間で 30 回ほど出展しておりまし

て、延べ 200 件を超える相談をお受けいたしました。相談会では、上田の暮らしの情報としまして、気

象情報、また交通の便、日常の買い物の場所、学校の状況など、実際の生活に必要となるさまざまな情報

をお伝えしております。また、実際に上田にお越しいただく移住体験ツアーなども開催しているところ

でございます。 

こうして相談を経て移住を実現した方を行政支援による移住者と定義しておりまして、昨年度、県外か

らの移住の実績は 96 人となりまして、県内で最も多い数となりました。相談時にしっかりと情報をお伝



えしまして、相談後も小まめな情報提供を続けてきた成果が出ているものと考えております。一方、観光

につきましては、上田の観光資源やよいところをアピールするということで、上田に足を運んでもらい、

上田のよさを体感してもらうということが目的でございます。 

議員ご指摘のように、観光で上田を訪れ、その後、移住を実現した例もございますけれども、観光は、い

かに多くの人に上田まで足を運んでもらうかを目的としている一方で、移住は、相談に訪れる方は、上田

をある程度知っている方も多いということから、双方の客層が異なっているというのが実際のところで

ございます。これまで観光展などで移住相談コーナーを設けたこともございましたが、相談者が来ない

という現状でございます。したがいまして、層に応じた効果的なシティプロモーションを展開する視点

から、観光のＰＲとは別に、移住に絞ったＰＲを引き続き進めてまいりたいと考えております。また、議

員ご指摘のホームページ上での移住または観光情報の連携といったところにつきましては、引き続き研

究させていただきたいということで考えております。  

続きまして、農地のあっせんということでございます。移住希望者に対する空き家の情報としまして、市

では平成 27 年３月から、いわゆる空き家バンクを運営しております。これまでに約 70 件の成約に至っ

ております。移住を検討されている方が購入するケースもございますが、移住後、ある程度の期間は賃貸

物件に住み、その後、空き家バンクに住みかえる例も見られます。 

ご指摘の農地につきましては、移住相談における傾向を見ますと、上田市の場合、就農の希望はわずかと

いうのが実際のところでございます。移住者の傾向を見ますと、30 代から 40 代の働き盛りの子育て世

代の占める割合が多く、こういった移住希望者は民間企業に職を探すといったところがほとんどでござ

います。中には就農を希望する方もいらっしゃいますけれども、農業で生計を立てるということは簡単

ではないというようなことも説明した上で、相談があれば、まずはお試し農業ということで、農地を賃借

して就農していただくよう、農業委員会、農政課と連携し、農地の場所ですとか、経営規模、栽培の作物

等お聞きしながら農地を紹介させていただいているという現状でございます。以上でございます。             

 

◆８番（井澤毅君） 

ご答弁いただきました。たとえ少ない可能性であっても、少しでも移住等につながるものであれば、それ

はぜひ実施していただきたいなと思っております。 

それでは、最後の質問に移らせていただきます。ここまで観光と移住について質問させていただきまし

た。北は菅平高原から南は美ヶ原高原、自然や歴史、里山や田んぼや畑、そんな全てが上田市の魅力とな

っているわけです。６月議会に質問させていただきました上田市立地適正化計画についてですが、コン

パクトシティーという名のもと線引きしたエリアに人を集め、効率性を上げようとするこの計画は、将

来的に田舎に人が住まないことを目標とする、非常に危うい計画だと感じています。スケジュールでは、

ことし 11 月に立地適正化計画を発表し、国土交通省へ提出となっています。ぜひ土屋市長にも慎重なご

判断をいただければと思います。 



上田市立地適正化計画についてお聞きします。パブリックコメントは何件あったか。また、どのような意

見があったか。以上、最後の質問とさせていただきます。           

 

◎都市建設部長（翠川潔君） 

上田市立地適正化計画につきまして、パブリックコメントは何件あったか、またどのような意見であっ

たかとの質問でございます。現在策定中でございます上田市立地適正化計画につきましては、計画素案

の基本的な方針と誘導区域及び拠点の設定等について、市民から広くご意見を募集するため、平成 30 年

５月 16 日から６月 14 日までの期間において、計画途中段階ではございますが、この段階におけるパブ

リックコメントを実施しております。この間、合計７名の方から 18 件の意見をいただいております。い

ただきましたご意見を、それぞれ意見の内容ごとに区分いたしますと、立地適正化計画の概要に関する

意見が４件、基本方針に関する意見が３件、都市機能誘導区域に関する意見が２件、居住誘導区域に関す

る意見が２件、誘導施策に関する意見が１件、計画案全体に関する意見が３件、届け出制度の周知に関す

る意見が１件となっておりまして、同様の意見をまとめますと、合計 16 件のご意見がございました。 

いただきましたご意見の計画への反映方法といたしましては、計画案を修正、追加するものとして７件、

計画案を修正はしませんが、今後参考、検討としたいとするものが５件でございます。それから、検討の

結果、計画案に反映しないものとして４件というふうに考えてございます。ご意見の内容は、主に計画の

趣旨におおむね賛同された上で、計画の文章表現に関するものが多くございました。  

市といたしましては、このような市民の皆様からのご意見をいただく中で、今後、さらに計画の策定作業

を進めてまいりたいと考えておりまして、本計画の全体案が策定された段階で、再度パブリックコメン

トを実施する予定でございます。なお、策定の進捗につきましては、調査委託料に係る国の交付決定が見

込み時期より大分おくれたことが影響いたしまして、その分、当初の予定よりおくれている状況でござ

います。したがいまして、当初 11 月を予定しておりました本計画の公表時期につきましては、来年３月

の予定としまして、この間、策定作業を進めるとともに、市民の皆様や関係諸団体等の皆様に向けて本計

画の周知を図ってまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。   

 


