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令 和 ４ 年 度 

 

伊那市当初予算のポイント 
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「コロナから市民生活を守る、今だからこそ取り組む福祉の棚卸し」 
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※令和４年度伊那市当初予算は、今年４月に伊那市長選挙が予定されているため、 

継続的な事業などを中心とした骨格予算です。政策的な事業の予算は、６月定例 

議会に提出する補正予算に計上される予定です。 
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R４年度当初(第25弾、R４第１弾)+R３年度３月補正(第24弾、Ｒ３第13弾)　

国県支出金 その他 一般財源

1 198,322 198,322 0

2 2,040 2,040 0

3 705 0 0 705

4 1,060 0 0 1,060

5 1,000 0 450 550

6 5,387 3,748 0 1,639

7 1,029 686 0 343

8 3,811 0 0 3,811

9 3,000 0 3,000

10 700,000 0 700,000

11 1,000 0 1,000

917,354 204,796 704,450 8,108

国県支出金 その他 一般財源

12 24,300 22,150 2,150

24,300 22,150 0 2,150

経済的困難にある子育て世帯を支援

福祉
相談課

子育て
支援課

学校
教育課

（単位：千円）

合計

№

学校教育課

事業名 事業費

財源

主管課

感染症対策備品等の購入（小中学校）

令和３年度第12回補正予算（３月補正）案に計上する事業（コロナ対策第24弾、R３第13弾）

農政課

生活困窮者自立支援
福祉

相談課

「こども食堂」「子どもの居場所」の充実
子育て
支援課

１ 新型コロナウイルス感染症対策事業

№ 事業名 事業費

財源

主管課

（単位：千円）

新型コロナウイルスから市民を守る取り組みの強化と、

コロナにより困窮する市民への支援を実施

　予算規模（R4年度当初+R3年度3月補正） 9億4,165万円

令和４年度当初予算（案）に計上する事業（コロナ対策第25弾、R４第１弾）

新型コロナワクチン接種の円滑実施

生活困窮世帯に保存食セットを配布
福祉

相談課

飲食店活性化イベントへの補助
商工

振興課

ﾜｸﾁﾝ接種
対策室

合計

在宅高齢者短期保護事業の充実

私立認定こども園の自動水栓化工事補助

フードドライブ運営費用の補助
福祉

相談課

中小企業融資枠の確保
商工

振興課

農業収入保険の保険料補助
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令和４年度 №

（事業概要）

198,322 千円

198,322千円 区分 主管

令和４年度 №

（事業概要）

2,040千円 区分 主管

令和４年度 №

（事業概要）

保存食セットの内容：白米パック、レトルト食品、缶詰など

705千円 区分 主管

　新型コロナウイルスの感染拡大抑制と重症化予防のため、新型コロナワクチン接種の円滑な実
施に取り組みます。

新型コロナウイルスワクチン住民接種事業

〇追加接種（３回目接種）の円滑実施
　市内医療機関における個別接種とともに、ロジテックアリーナ（伊那市民体育館メイン
　アリーナ）を主会場に、３回目の集団接種を実施します。

〇初回接種（１・２回目）の接種体制の確保
　12歳到達者及び新規希望者への接種機会を確保するとともに、５～11歳の小児への
　接種を行います。

新型コロナワクチン接種の円滑実施に取り組みます

歳出
予算額

国庫補助事業

1年度

ﾜｸﾁﾝ接種
対策室

年度 3

生活困窮世帯に保存食セットを配布します

　新型コロナウイルス感染症の影響で生活が苦しい世帯に食料支援を行うため、生活困窮世帯に
保存食セットを配布します。

歳出
予算額

市単独事業
福祉

相談課

R４配布数：360セット（R３予算（210セット）、R４予算（150セット）購入）

2

国庫補助事業

２人世帯　　　　  月額80千円×３世帯×３カ月＝720千円　

３人以上世帯　月額100千円×２世帯×３カ月＝600千円　

年度

生活困窮者へ自立支援金を届けます

　新型コロナウイルス感染症の影響で生活が苦しい世帯のうち、緊急小口資金等を借り終えた世
帯に対して支援金を支給しながら、求職活動を支援します。

歳出
予算額

福祉
相談課

単身世帯　　　   月額60千円×４世帯×３カ月＝720千円　
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令和４年度 №

（事業概要）

1,060千円 区分 主管

令和４年度 №

（事業概要）

保護施設：養護老人ホームみすず夢ゆりの里、南箕輪養護老人ホーム

1,000千円 区分 主管

令和４年度 №

（事業概要）

国庫補助：つながりの場づくり緊急支援事業（補助率3/4）

5,387千円 区分 主管

歳出
予算額

歳出
予算額

市単独事業

年度

歳出
予算額

国庫補助事業
子育て
支援課

社会福祉協議会への補助額：　1,060千円

※フードドライブ事業にご賛同いただき、食料を寄附していただける個人・法人の皆様は、
　伊那市社会福祉協議会にお問い合わせください。

社会福祉協議会へフードドライブ運営費用を補助します

　現在伊那市では、食料品を寄附していただき、社会福祉協議会を通じて生活困窮者にお届け
する「フードドライブ事業」を実施しています。このフードドライブ事業の実施に当たり、社会福祉協
議会へ運営費用を補助します。

年度

「子ども食堂」や「子どもの居場所」の充実に取り組みます

　昨年度スタートした「伊那市子どもの未来応援事業」を継続し、「子ども食堂」や「子どもの居場
所」に取り組む団体を支援することで、コロナ禍にある子どもたちが安心して立ち寄れる居場所や
食事の提供の充実に取り組みます。
　この事業は、伊那市社会福祉協議会へ委託します。

6

　介護者が、新型コロナ感染症などの理由で一時的に介護できなくなる場合が増えることを想定
し、高齢者を老人ホーム等でお預かりする「在宅高齢者短期保護事業」の充実を図ります。
　令和４年度は、令和３年度と比較して、予算を倍増して支援します。

4

市単独事業
福祉

相談課

在宅高齢者短期保護事業の充実を図ります

5年度

福祉
相談課
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令和４年度 №

（事業概要）

対象認定こども園：伊那緑ヶ丘幼稚園

1,029千円 区分 主管

令和４年度 №

（事業概要）

　　　 継続加入者　9,702千円×補助率30％＝2,911千円

※令和２年度コロナ対策事業からの継続事業です。

3,811千円 区分 主管

令和４年度 №

（事業概要）

3,000千円 区分 主管

歳出
予算額

国県補助事業

年度 7

市内認定こども園の自動水栓化工事を補助します

　新型コロナウイルス感染症の予防策として、市内認定こども園が水道の蛇口を自動水栓化する
工事に対して補助します。

年度

対象団体：商工団体等

9

商工団体が行う飲食店の活性化イベントに補助します

歳出
予算額

市単独事業
商工

振興課

　商工団体等が行う、飲食店への誘客を促進する活性化イベントに補助します。

補助率等：対象事業費の1/2以内　上限1,000千円

農業収入保険の保険料を補助します

　新型コロナウイルス感染症などによる収入減少を補償する「農業収入保険」の保険料を補助しま
す。

歳出
予算額

市単独事業 農政課

対象者：伊那市に居住する農業収入保険の加入者

補助率等：新規加入者　180千円×10件×補助率50％＝900千円

補助額：1,029千円（国1/3、県1/3、市/1/3）

子育て
支援課

年度 8
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令和４年度 №

（事業概要）

700,000千円 区分 主管

令和４年度 №

（事業概要）

1,000千円 区分 主管

令和３年度３月補正 №

（事業概要）

24,300千円 区分 主管

　中小事業者が事業に必要な資金を円滑に調達できるよう、金融機関に融資の原資を預託しま
す。令和３年度に行った２億円の増額を令和４年度も継続して対応します。

令和２年度当初：金融機関への預託額５億円×預託倍率５倍＝融資25億円

令和２年度８月～：金融機関への預託額５億円×預託倍率７倍＝融資枠35億円

令和３年度当初：金融機関への預託額７億円×預託倍率６倍＝融資枠42億円

令和４年度当初：金融機関への預託額７億円×預託倍率６倍＝融資枠42億円

歳出
予算額

国庫補助事業
学校

教育課

子どもの未来を守るため、経済的困難にある世帯を支援します

歳出
予算額

市単独事業

年度 12

小中学校で感染症対策用の消耗品・備品を購入します

　国の令和３年度補正予算に計上された補助金を活用し、小中学校に、新型コロナウイルス感染
症対策に資する消耗品や備品を購入します。

学校
教育課

　新型コロナウイルス感染拡大の長期化に伴い、経済的に困窮している子育て世帯に対し、臨戸
訪問時や相談受付時などに、フードバンクとの連携を図りながら食料等を提供することで未来のあ
る子どもたちの生活を積極的に支援します。

各学校、児童生徒の数に応じて900千円～1,800千円

消耗品：手指消毒液、非接触型体温計、消毒用手袋、感染予防アクリル板　など

備品：アコーディオン衝立、スチーム加湿器、CO2濃度測定器、サーマルカメラ　など

支援対象：要保護児童対策地域協議会が見守る経済的困難にある子育て世帯

支援内容：食料品セット（米・パン・レトルト食品等）の提供など、各世帯の状況に応じた
　　　　　　 臨機応変な支援

年度 11

10

中小企業の資金繰りのための融資枠を確保します

歳出
予算額

市単独事業
商工

振興課

年度

7
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２ 福祉の棚卸しにおける主な事業 （令和４年度当初予算分） 

（１）支援策の拡充（対象者の見直し、用途拡大など） 

〇高齢者いきいき健康券の用途拡大 

・用途に理美容代や介護予防用品（杖・歩行器）の購入、市が実施する一部の

検診（大腸がん、前立腺がん）の受診料を追加 

 

〇難病患者等見舞金の対象拡大（所得制限撤廃） 

  ・全ての難病患者等を交付対象に拡大 

 

〇紙おむつ等購入券交付の対象拡大 

  ・要介護１以下の市民税非課税者で一定の基準に該当する者を追加 

 

〇通院等の移動に使用する「タクシー券」の交付範囲拡大 

  ・市民税非課税世帯の要介護１以上の高齢者（R3まで要介護２以上）に拡大 

 

〇私立認可園の運営費補助事業 

・保育施設に要する借地料を全額補助 

 

〇産後ケア事業の充実 

・妊婦・育児相談等助成券の交付枚数の増加（３枚⇒５枚） 

・産褥期の産後ケア事業の利用者への補助増額 

 

〇多胎妊婦検診への補助 

  ・多胎妊婦に対する検診補助を新たに実施（上限 5,000円の５回分） 

 

（２）支援体制の整備 

〇重層的支援体制の整備 

  相談や支援を一体的に実施することにより、市民の支援ニーズに対応する包

括的な総合支援体制を整備する。 

 

 〇伊那市社会福祉協議会との連携 

   伊那市保健福祉部福祉相談課と伊那市社会福祉協議会を同じ施設内に配置す

ることで、一体的な福祉相談業務を実施する。 

 

（３）継続する伊那市独自策 

〇伊那市子どもの未来応援事業の充実 

「伊那市子どもの未来応援事業」を継続し、「子ども食堂」や「子どもの居場

所」に取り組む団体を支援することで、子どもたちが安心して立ち寄れる居場所

や食事の提供を図る。 
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〇市独自の保育料と副食費の軽減 

  ・利用者の負担軽減を図るため、市独自の保育料及び副食費の軽減策 

・私立保育園・幼稚園に対する同様の軽減策 

 

〇乳児おむつ用品支給事業 

・おむつ用品を満１歳の誕生日の属する月まで支給（一人 24,000円分） 

 

〇紙おむつ等使用者支援指定ごみ袋支給事業 

  ・紙おむつ等利用世帯に対して指定ごみ袋を支給 

 

（４）新産業技術を活用した福祉向上 

〇交通弱者支援 

・「ぐるっとタクシー」の運行 

 

〇医療困難者支援 

・「モバイルクリニック事業」の運営と高度化 

 

〇医療・介護における多職種連携の推進 

・いーな電子＠連絡帳を活用して多職種連携を推進 

 ・各人の状況に応じた最適な医療・介護の提供 

 

〇保育園ＩＣＴ化ネットワークの構築 

・保護者と保育園との相互連絡の利便性向上 

・事務効率の向上による保育の充実 

 

〇買い物弱者支援 

・「ゆうあいマーケット」の継続実施 

・移動販売事業者支援による買い物機会の確保 

 

 〇避難時要支援者のデータ化 

  ・地図システムを導入し、地図と情報を一体的に管理 

 

（５）その他の福祉施策 

〇避難時要支援者の支援充実 

  ・「個別避難計画」の策定 

・「逃げ遅れゼロを目指す地域づくり支援員」の配置 
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３ 令和４年度の特徴的な事業 

◎３回目のコロナワクチン接種の早期実施  198,322千円 

個別接種及び集団接種の実施により、３回目のワクチン接種を早期に実施する。 

《15 ページ掲載》 

 

◎新産業技術を活用した地域課題の解決 

全国のトップランナーとして、新産業技術を活用した地域課題の解決に取り組む。 

  ・無人ＶＴＯＬ機による物資輸送プラットフォームの構築（30,000千円） 

  ・モバイルクリニック事業（25,000千円） 

・行政型ＭａａＳの構築、運用（38,000千円） 

・ＶＲ技術の活用による移住定住促進事業(20,000 千円) 

  ・ロボット技術を活用した保健・福祉サービスの実施（35,000 千円） 

《15 ページ・18 ページ・22 ページ・25 ページ掲載》 

 

☆高遠町・長谷総合支所新庁舎の整備  146,875千円 

高遠町総合支所及び長谷総合支所の整備に着手する。 

《12 ページ掲載》 

 

◎脱プラスチックの推進  900千円 

  経木や麦ストローなど伊那市らしい製品を活用し、脱プラスチックを推進する。 

《13 ページ掲載》 

 

☆保育園ＩＣＴ化ネットワークの構築  29,914千円 

保護者と保育園との相互連絡の利便性向上、事務効率の向上による保育の充実等を図る

ため、保育園ＩＣＴ化ネットワークの構築を図る。 

《14 ページ掲載》 

 

☆重層的支援体制の整備  169,309千円（重層的支援体制整備事業全体の予算額） 

支援を一体的に実施するため、これまで別の事業であった様々な事業を集約し、重層的

な支援体制を整備する。 

《15 ページ掲載》 

 

☆産学官連携拠点施設整備事業  令和３年度３月補正予算 

 西箕輪大萱地区に、産学官連携拠点施設（サイエンスパーク）を整備する。 

 

 

◎有機栽培を取り入れたサスティナブル農業の振興  14,237千円 

  栽培から販売まで、有機栽培を取り入れたサスティナブル農業の振興を図る。 

《18 ページ掲載》 

 

☆自然災害に強い農業の研究  1,000千円 

  災害に強い農業を確立するための研究を実施する。 

《19 ページ掲載》 
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☆仕事と子育ての両立支援施設の運営  40,076千円 

  令和３年度に整備した「仕事と子育ての両立支援施設」を、多様な働き方が可能な職場

環境を創出する施設として運営する。 

《20 ページ掲載》 

 

☆しんわの丘ローズガーデン整備事業  60,644千円 

  乗用カートコースを整備するとともに、駐車場を整備し、来園者にとって快適かつ利便

性に優れた環境を提供する。 

《21 ページ掲載》 

 

☆鹿嶺高原テラス設置工事  28,303千円 

  景色が楽しめ、イベントなどにも利用できるテラスを設置する。 

《21 ページ掲載》 

 

☆馬の背ヒュッテ購入  80,000千円 

「馬の背ヒュッテ」を購入し、営業を再開することにより、山岳観光の振興を図る。 

《21 ページ掲載》 

 

☆戸台口観光拠点整備  24,884千円 

  仙流荘を拠点施設とした「戸台口観光拠点施設」の整備に着手するとともに、戸台口観

光拠点施設整備等に伴い改良する市道黒河内線の測量設計を実施する。 

《21 ページ・27 ページ掲載》 

 

◎移住・定住促進推進事業  30,171千円 

・ふるさとワーキングホリデイ事業の実施 

・田舎暮らしモデルハウス、移住体験住宅、移住準備住宅の活用・管理 

・対面とオンラインを組み合わせた移住相談、セミナー、体験ツアー等の開催 

・地域おこし協力隊や集落支援員の配置による事業の推進 

《22 ページ掲載》 

 

☆ＡＩドリルの導入  9,400千円 

市内全ての小学校・中学校等に「ＡＩドリル」を導入する。 

《24 ページ掲載》 

 

☆通学路緊急対策事業  21,600千円 

・グリーンベルト、警戒標識、防護柵等 23か所 

《28 ページ掲載》 

 

☆防災拠点施設整備（伊那中央清掃センター跡地活用）  45,148千円 

竜東地区の防災拠点施設の整備に着手する。 

《29 ページ掲載》 

◎消費生活相談業務の広域連携  4,210千円 

令和４年４月１日から、伊北地区を所管する消費生活センターの運営を行う。 

             《29 ページ掲載》  
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４ 第２次伊那市総合計画基本構想「施策の大綱」ごとの主な事業 

※以下のページで項目が重複する場合は（再掲）と記載。 

 ※各項目とも、担当課名、「主要事業の概要」の該当ページ、事業コードを掲載しています。 

  ※一部に「主要事業の概要」と標記が異なる場合があります。（☆：新規、◎：充実、〇：

継続の区分や、金額が内数になっている場合など） 

 

 

 

 

 

○協働のまちづくり交付金  15,000千円 

地域住民の主体的な地域づくり活動に対し、「協働のまちづくり交付金」を交付する。 

                         【地域創造課:P12,225 事業】 

 

◎男女共同参画に関する市民意識調査の実施  161千円 

男女共同参画施策の進捗状況を把握するため、対象者を 1,000 名（Ｒ２：300 名）に増

やし、市民意識調査を実施する。 

【文化交流課:P14,219事業】 

 

 

☆高遠町・長谷総合支所新庁舎の整備  146,875千円 

高遠町総合支所及び長谷総合支所の整備に向け、仮庁舎の整備や旧庁舎の取り壊しなど

を実施する。また、長谷ＣＮＨ舎の改修も実施する。                   

【総務課:P10,251 事業、秘書広報課:P9,245事業】 

 

◎伊那地区水道施設保全管理業務委託  4,969千円 

高遠町地区及び長谷地区の当該業務は令和３年 10 月から民間への委託を開始している

が、伊那地区も令和４年 10月から民間への委託を開始する。 

【水道整備課:P119,原水及び浄水費(水道事業会計)】 

 

◎市長・市議会議員選挙、県知事選挙、参議院議員選挙等の執行  217,981千円 

市長・市議会議員選挙を令和４年４月 24日投開票にて執行する。なお、市長・市議会

議員選挙から、移動期日前投票所の実施を計画している。 

   【選挙管理委員会事務局:P19,605事業～P20,660 事業】 

 

◎ふるさと納税受入額の増額  2,300,000千円（ミドリナ寄附を含む） 

令和３年度のふるさと納税が好調であったため、令和４年度のふるさと納税受入額を 

23億円（令和３年度当初予算は 18億円）と見込む。 

【企画政策課:P11,236事業】 

 

☆ＡＩ音声文字起こしの導入  650千円 

業務の効率化を図るため、審議会等の会議録作成にＡＩ音声文字起こしを導入する。 

【情報統計課:P16,351事業】 

１ 地域の未来を協創する協働のまちづくり 

地域活力の創造 

市民の視点に立った行財政運営 
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〇林道権現山線開設工事  22,250千円 

森林環境譲与税を活用して林道を整備し、間伐等森林整備の推進を図る。              

【耕地林務課:P59,2321事業】 

 

☆森林所有者の意向を踏まえた林業振興  4,800千円 

 地域おこし協力隊を導入し、森林所有者の意向を踏まえながら、林業事業体等と連携

し、地域材利用の促進や、林業及び木材産業の振興を図る。 

            【耕地林務課:P57,2308 事業】 

 

☆森林の里親制度による森林整備  10,000千円 

伸和コントロールズ株式会社様からの寄附を活用し、市民の森等の森林整備を実施す

る。 

【50年の森林推進室：P58,2311事業】 

 

〇松くい虫対策  42,916千円 

  当年枯れの駆除を実施するとともに、守るべき地域の松林には樹幹注入を実施する。 

      【耕地林務課:P56,2306 事業】 

 

 

 

◎ＣＯ2の発生を抑制するため公共施設のＬＥＤ化を推進  15,723千円 

市役所庁舎、小学校体育館などの公共施設のＬＥＤ化を実施する。 

【総務課:P10,251 事業、学校教育課:P78,5185事業、子育て支援課:P34,1315 事業、 

生涯学習課:P87,5408事業】 

 

◎脱プラスチックの推進  900千円 

・啓発用品に経木や麦ストローなどを活用して、脱プラスチックを推進する。 

                                        【生活環境課:P42,1710 事業】 

・麦ストローやヘチマたわしの製品化試験を委託する。   【農政課：P51,2146事業】 

 ・地域材利活用研究を委託する。              【耕地林務課:2361 事業】 

 

◎高遠城址公園さくら祭り 環境への配慮の徹底  

  高遠城址公園さくら祭りにおいて、プラスチック製容器以外での商品提供を義務化す

る。                           【観光課:P65,2437 事業】 

 

〇保育園・小学校へペレットストーブ導入  22,830千円 

西箕輪南部保育園、小学校（新山小、高遠北小、長谷小）にペレットストーブを導入す

る。 

   【子育て支援課:P35,1332事業、学校教育課:P76,5102 事業】 

２ 自然と調和した環境にやさしいまちづくり 

豊かな自然との共生 

環境にやさしい循環型社会の実現 
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☆保育園ＩＣＴ化ネットワークの構築  29,914千円 

保護者と保育園との相互連絡の利便性向上、事務効率の向上による保育の充実等を図る

ため、保育園ＩＣＴ化ネットワークの構築を図る。 

  【子育て支援課:P35,1332 事業、1341事業】 

 

◎子ども食堂等の運営・支援  5,387千円（コロナ対策） 

「伊那市子どもの未来応援事業」を継続し、「子ども食堂」や「子どもの居場所」に取り

組む団体を支援することで、子どもたちが安心して立ち寄れる居場所や食事の提供を図る。 

                        【子育て支援課:P32,1322 事業】 

 

〇市独自の保育料と副食費の軽減  136,757千円 

  利用者の負担軽減を図るため、市独自の保育料及び副食費の軽減策を実施する。 

また、私立保育園・幼稚園に対しても同様に軽減策を実施する。 

  ・保育料軽減（国基準を超える軽減・同一世帯の第３子以降を無償化） 109,780 千円 

  ・副食費軽減（国基準月額から 1,500 円軽減・ 〃 ）        26,977 千円 

  【子育て支援課：P35,1341 事業・P34,1311事業】 

 

◎私立認可園への運営費補助事業  6,687千円 

市議会で陳情が採択された借地料の全額補助などの支援を実施する。 

       【子育て支援課:P34,1311 事業】 

 

〇乳幼児おむつ用品等補助事業  10,800千円 

乳幼児（満１歳まで）のいる世帯に対して、おむつ用品等の購入券を乳幼児１人当たり

24,000円分配布する。 

                        【健康推進課:P40,1663 事業】 

 

◎緑ヶ丘敬愛幼稚園改築工事補助事業  254,692千円 

緑ヶ丘敬愛幼稚園が実施する園舎増改築工事等に対して補助する。(R3～R4 年度事業) 

 【子育て支援課:P35,1332 事業】 

 

☆児童発達支援センターの設備充実  440千円 

児童発達支援センターにエアートランポリン（サン工業株式会社様からの寄附の一部を

活用）を導入する。 

      【子育て支援課:P34,1371 事業】 

 

〇小学生見守りサービス事業への支援  750千円 

  ＧＰＳ端末携行による小学生の見守りサービスに使用する機器購入に補助を行う。 

【生活環境課:P42,1701事業】 

安心して子育てができるきめ細かな支援 

3 子育てを支え、だれもが健康で安心して暮らせるまちづくり 
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◎３回目のコロナワクチン接種の早期実施  198,322千円（コロナ対策） 

市内医療機関における個別接種とともに、ロジテックアリーナ（伊那市民体育館メイン

アリーナ）を主会場に、集団接種を実施するほか、市民の皆様からの問い合わせに対応す

る「コールセンター」を運営する。 

             【ワクチン接種対策室:P38,1602 事業】 

 

☆重層的支援体制の整備  169,309千円（重層的支援体制整備事業全体の予算額） 

支援を一体的に実施するため、様々な事業を集約して重層的な支援体制を整備する。 

【福祉相談課:P23,1023～P24,1025 事業】 

 

◎在宅医療・介護連携推進事業の実施  25,660千円 

医療型 MaaS「モバイルクリニック」の充実を図るとともに、いーな電子＠連絡帳を活

用して多職種連携の推進を図る。 

【企画政策課:P11,237事業、福祉相談課：P113,7868 事業(介護保険特会)】 

 

◎高齢者いきいき健康券の用途拡大 33,300千円 

高齢者いきいき健康券の用途として、これまでの市内入浴施設の入浴代や紙おむつの購

入などに加え、理美容代や介護予防用品（杖・歩行器）の購入、市が実施する一部の検診

（大腸がん・前立腺がん）の受診料を追加する。 

交付枚数：１人当たり年 24枚（市民税非課税世帯には 48枚上乗せ）交付 

【社会福祉課:P29,1126事業】 

 

◎難病患者等見舞金の対象拡大  3,800千円 

  難病患者等見舞金は、市民税非課税世帯を対象に実施していたが、令和４年度から全て

の難病患者の皆さんを対象とする。 

      【健康推進課:P39,1622 事業】 

 

◎紙おむつ等購入券交付の対象拡大  13,738千円 

  紙おむつや尿取りパットなどを購入できる「紙おむつ等購入券」を要介護者に交付して

いるが、要介護１以下の市民税非課税者で一定の基準に該当する方も対象（R３対象者：

要介護２以上の市民税非課税者）とする。 

       【社会福祉課:P114,7881事業(介護保険特会)】 

 

◎紙おむつ等使用者支援指定ごみ袋支給事業  2,783千円 

  紙おむつ等を使用している子どもや要介護者等のいる世帯に対して、指定ごみ袋を支給

する。 

                    【生活環境課:P46,1801 事業】 

 

 

 

健やかで思いやりのある地域共生社会の実現 
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☆避難時要支援者の支援充実  5,444千円 

  「個別避難計画」の策定や、「逃げ遅れゼロを目指す地域づくり支援員」を配置するこ

とにより、避難時に支援を要する皆さんがスムーズに避難できる仕組みを構築する。 

また、地図システムを導入し、地図と情報の一体的な管理を図る。 

      【社会福祉課:P22,1001 事業】 

 

◎通院等の移動に使用する「タクシー券」の交付範囲拡大  700千円 

  市内等の医療機関や福祉施設への往来時に利用できる「タクシー券」の交付対象者を、

市民税非課税世帯の要介護１以上の高齢者（Ｒ３まで要介護２以上）に拡大する。 

自己負担：料金の 1/2で、上限 2,000 円（Ｒ３まで 1,000円） 

   【社会福祉課:P29,1126 事業】 

 

☆子宮頸がんＨＰＶワクチンのキャッチアップ接種  53,100千円 

子宮頸がんＨＰＶワクチン接種の積極的な勧奨を再開するとともに、積極的な勧奨の差

し控えにより接種機会を逃した方について、時限的に定期接種の年齢を超えて接種を行う

キャッチアップ接種を実施する。 

             【健康推進課:P38,1622 事業】 

 

☆地域密着型サービス等施設の整備に対する支援  186,165千円 

高遠町地区で民間事業者が計画している「地域密着型特別養護老人ホーム」の整備に補

助する。 

                      【社会福祉課:P25,1292事業】 

 

☆内視鏡検査による胃がん検診の実施  4,627千円 

  50歳以上 60歳までの方を隔年で対象とし、内視鏡検査による胃がん検診を上伊那医師

会に委託する。 

                   【健康推進課:P39,1624事業】 

 

☆多胎妊婦健康診査への補助  1人当たり上限５千円の補助を５回実施 

  多胎妊婦は健康診査回数が多くなり経済的な負担も増えるため、健康診査に対する追加

補助を実施して負担軽減を図る。 

                  【健康推進課:P40,1663事業】 

 

◎産後ケア事業の充実  1,955千円 

妊婦・育児相談等助成券の交付枚数を増やす（３枚⇒５枚）とともに、産褥期の産後ケ

ア事業（宿泊型・訪問型）の基準額引き上げに伴う利用者への補助を増額（宿泊型の場合

の上限：17,500円⇒35,000 円）するなど、産後ケア事業の充実を図る。 

【健康推進課:P40,1663事業】 

 

◎国保直営診療所の検査機器等の充実  13,420千円 

長藤診療所の超音波診断装置、美和診療所の血球計数器・生化学分析器を更新するとと

もに、両診療所に非常用電源装置を導入する。 

  【健康推進課:P103,8203 事業(国保直診特会)】 
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〇買い物弱者支援  41,233千円 

テレビのリモコンで注文した商品をドローン等で届ける「ゆうあいマーケット」の継続

実施や、車両に対する補助により移動販売事業者を支援することで、買い物の機会を確保

して買い物弱者を支援する。 

      【企画政策課:P11,237事業、福祉相談課:P22,1004事業】 

 

〇交通弱者支援  地域公共交通協議会負担金（230,301千円）の内数 

市街地等への移動手段として「ぐるっとタクシー」等を運行し、交通弱者の移動を支援

する。 

      【企画政策課:P12,216事業】 

 

〇国保基金造成  87,676千円 

国民健康保険特別会計において、国民健康保険税抑制のために国保基金を積み立てる。

（一般会計法定外繰出金 90,000千円のうち） 

      【健康推進課:P45,1751 事業】 
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◎新産業技術を活用した地域課題の解決 

  全国のトップランナーとして、新産業技術を活用した地域課題の解決に取り組む。 

【ＩＮＡスーパーエコポリスプロジェクト】（地方創生推進交付金事業） 

  ・無人ＶＴＯＬ機による物資輸送プラットフォームの構築（30,000千円） 

    山岳地域における物資輸送システムの構築 

  ・モバイルクリニック事業（25,000千円）（再掲） 

医療型ＭａａＳによる医療弱者支援の充実 

・行政型ＭａａＳの構築、運用（38,000千円） 

  モバイル公民館の構築と運用 

・ＶＲ技術を活用した移住定住促進事業(20,000千円) 

仮想空間における移住定住促進策の推進 

  ・ロボット技術を活用した保健・福祉サービスの実施（35,000 千円） 

・新産業技術協議会（5,055 千円） 

【企画政策課：P11,237事業】 

 

☆第２期伊那市新産業技術推進ビジョンの策定  15,000千円 

  第２期の新産業技術推進ビジョンを策定し、新産業技術を活用した事業の推進を図る。 

【企画政策課：P12,237事業】 

 

☆産学官連携拠点施設整備事業  令和３年度３月補正予算 

 西箕輪大萱地区に、産学官連携拠点施設（サイエンスパーク）の整備を進めるととも

に、サイエンスパークを核として、農林業をはじめとした産業の振興を図る。       

【50 年の森林推進室】 

   

◎有機栽培を取り入れたサスティナブル農業の振興  14,237千円 

  長谷地区に地域おこし協力隊及び集落支援員を配置して、有機栽培を取り入れたサステ

ィナブル農業の振興を図るとともに、農薬や化学肥料を低減する取り組みを支援する。 

              【農政課:P50,2131 事業、P51,2141 事業】 

 

◎露地野菜でのスマート農業×精密機械工業の技術結集×農福連携  40,200千円 

 南信工科短期大学校と民間企業によるアスパラ自動収穫機製作、JA 菜園を試験圃場と

したアスパラ、白ネギ、ブロッコリー等のスマート農業実証試験、農業者と障害者とのマ

ッチングなどを実施する。 

                    【農政課:P50,2131事業】 

 

◎農業機械・スマート農業機械等導入事業補助金  29,100千円 

  農業振興を図るため、補助要綱の見直し・補助予算の増額を実施し、スマート農業機械

の導入に特化した補助を実施するとともに、農業機械の導入を支援する。 

【農政課:P50,2131事業】 

活力に満ちた産業の振興 

4 地域の個性と魅力が輝くにぎわいと活力のあるまちづくり 
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◎森林環境譲与税を活用した森林整備の促進  52,066千円 

  森林環境譲与税を活用し、森林整備に要する経費に対して 10％～20％の嵩上げ補助を

実施し、森林整備を促進する。 

             【耕地林務課:P57,2308 事業】 

 

☆飲食店賑わい創出事業補助金  3,000千円（コロナ対策） 

  商工団体等が主体的に取り組む飲食店への誘客を促進する活性化イベントに対して支援

する。 

      【商工振興課:P60,2418 事業】 

 

☆森林所有者の意向を踏まえた林業振興  4,800千円 

 地域おこし協力隊を導入し、森林所有者の意向を踏まえながら、林業事業体等と連携

し、地域材利用の促進や、林業及び木材産業の振興を図る。 

            【耕地林務課:P57,2308事業】 

   

◎50年の森林（もり）ビジョンの推進  26,513千円 

  新たに、森林の里親制度による森林整備事業（再掲）を実施するとともに、林業成長産

業化地域構想モデル事業を推進する。 

         【50年の森林推進室:P58,2311 事業】 

 

〇スマート工業の推進  14,797千円 

  新産業技術の活用による企業課題の解決に向け、専門家の派遣による改善計画の策定と

技術導入支援及びＩＴ教育プログラムの実施や、学生と企業の共同技術研究を通じてＩＴ

人材の育成を図る。 

 【商工振興課:P61,2414事業】 

 

◎産業用地の整備  561,280千円 

・伊那インター工業団地Ｄ区画の造成 26,599㎡（286,670 千円） 

・大萱産業適地Ｅ－２区画の造成 2,744 ㎡ （42,320 千円） 

・東原工業団地拡張エリアの測量設計等 63,000 ㎡（63,690 千円） 

【産業立地推進課:P118,8401 事業(公有財産特会)】 

・伊那インター工業団地Ｄ区画インフラ整備(151,900 千円) 

・大萱産業適地Ｅ－２区画インフラ整備(16,700千円)  

   【産業立地推進課:P62,2415 事業】 

 

◎麦ストロー・ヘチマたわし等製品化試験委託  300千円 

  プラスチック製品の削減につながる麦ストローやヘチマたわしの製品化試験を委託す

る。（再掲） 

                          【農政課:P51,2146 事業】 

 

☆自然災害に強い農業の研究  1,000千円 

  昨今の災害や異常気象による農作物被害が頻発する状況を踏まえ、災害に強い農業を確

立するための研究を実施する。 

         【農政課:P51,2146事業】 
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◎農業収入保険加入支援の充実  3,811千円（コロナ対策） 

農業収入保険への新規加入時に支援を実施しているが、コロナ禍の状況を踏まえ、継続

加入についても支援する。 

新規加入：50％、継続加入：30％（ともに掛捨て部分のみ対象） 

           【農政課：P50,2132 事業】 

 

 

 

 

☆仕事と子育ての両立支援施設の運営  40,076千円 

  令和３年度に整備した「仕事と子育ての両立支援施設」を、多様な働き方が可能な職場

環境を創出する施設として運営する。 

【商工振興課：P61,2417 事業】 

 

◎しごと 2.0（働き方ダイバーシティ）創出事業  42,000千円 

（地方創生推進交付金事業） 

  伊那市での仕事体験する「モバイルオフィス」を本格的に運用するとともに、テレワー

カーの複業の創造や地元企業とのマッチングを実施する。また、半農テレワーカーの創造

推進業務を委託する。 

【地域創造課：P13,235事業、農政課:P52,2197事業】 

 

◎空き家バンクホームページの充実と空き店舗情報の発信  3,200千円 

空き店舗の有効活用において課題となっている店舗の片付け費用を補助することで、物

件登録を促進し、空き家バンクＷｅｂサイトのリニューアルにあわせ、空き店舗情報を掲

載し、情報発信も強化する。 

【地域創造課：P13,235事業、商工振興課：P60,2401 事業】 

 

☆就業あっせん事業 

市が就業あっせん窓口を開設し、市内事業者と移住希望者を中心とした求職者の就業マ

ッチングを実施する。 

                     【商工振興課：P48,2012事業】 

 

☆プロフェッショナル人材副業雇用補助事業  包括補助金（15,300千円）の内数 

市内事業者が、プロフェッショナル人材を活用する際に使用する「副業人材マッチング

サービス」の利用料等を支援する。 

補助概要 補助率：1/2以内、上限：20万円 

         【商工振興課：P60,2401 事業】 

 

〇奨学金返還支援事業  5,070千円 

伊那市に居住し、上伊那に勤務する若者を対象に、奨学金返還の支援を行う。 

補助率 2/3、上限 120千円/年、補助期間５年 

   【商工振興課:P48,2012 事業】 

 

 

生活の基盤となるしごとの創出 
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☆しんわの丘ローズガーデン整備事業  60,644千円 

  しんわの丘ローズガーデンに乗用カートコースを整備するとともに、駐車場を整備し、

来園者にとって快適かつ利便性に優れた環境を提供する。併せて、パンフレットや案内看

板を更新して誘客を図る。 

                         【観光課:P65,2444事業】 

 

☆鹿嶺高原テラス設置工事  29,803千円 

  鹿嶺高原の雷鳥荘横に、景色が楽しめ、イベントなどにも利用できるテラスを設置して

誘客を図る。 

【観光課:P63,2432事業】 

 

☆馬の背ヒュッテ購入  80,000千円 

現在休業している「馬の背ヒュッテ」を購入し、営業を再開することにより、南アルプ

スの山岳観光の振興を図る。 

          【観光課:P65,2441事業】 

 

☆横山バイクパーク運営  16,494千円 

令和３年度から整備を行っている「横山バイクパーク」のうち、完成した施設を活用し

た運営事業を委託する。 

         【観光課:P63,2432事業】 

 

☆戸台口観光拠点施設整備  9,884千円 

仙流荘を拠点施設とした「戸台口観光拠点施設」の整備に着手する。 

         【観光課:P63,2432事業】 

 

☆山岳高原観光推進交通システム構築事業  2,114千円（元気づくり支援金） 

  乗り合いタクシー「ジオタクシー」を運行し、林道バスや分杭峠シャトルバスに接続す

ることで、公共交通で来訪した観光客の移動手段を確保する。 

                      【観光課:P63,2443事業】 

 

☆伊那市高遠町観光案内所運営  観光協会負担金（43,000千円）の内数 

観光で訪れた皆さんに年間を通じて山・花・食・技（高遠石工）を中心とした観光情報

を案内し、内外へも発信する拠点として、高遠町商店街で観光案内所を運営する。 

【観光課:P64,2434 事業】 

 

◎高遠城址公園さくら祭り  60,362千円 

感染防止対策の徹底を図りつつ、持続可能なさくら祭りを構築する。 

☆２階建てオープントップバス「めいぷるスカイ」による街並み巡り 

◎プラスチック製容器以外での商品提供の義務付け（再掲) 

【観光課:P65,2437事業】 

 

おもてなしの心による賑わいの創出と魅力発信 
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☆林道バスのキャッシュレス化  5,385千円 

  林道バスの乗車券等の販売にキャッシュレス券売機を導入し、林道バス利用者の利便性

の向上を図る。 

                   【長谷農林建設課:P139・P140,自動車運送事業】 

 

◎観光分野における地域おこし協力隊事業の充実  22,184千円 

地域おこし協力隊を新たに２名任命し、「南アルプス山と人のコミュニケーター事業」

「農家民泊デザイナー事業」を実施するなど、協力隊員５名体制で観光振興を図る。 

            【観光課:P63,2443事業】 

 

◎温泉施設の改修及び運営に係る指定管理料の支払い  59,104千円 

 ・「さくらの湯」の施設改修工事や「みはらしの湯」の装置更新などを実施する。 

（25,104千円） 

・市民の保養施設としての役割も持つ温泉施設（みはらしの湯、さくらの湯）の運営、及

び料金の据え置き等のため、温泉施設にかかる指定管理料を支払う。（34,000 千円） 

【観光課:P64,2436事業】 

 

◎ジオパーク再認定に向けた取り組み  1,467千円 

ジオパーク再認定に向けて、ジオパーク地域住民への普及啓発活動を実施するととも

に、ビジターセンターにガイドを配置するなど、関係市町村とも連携しながら事業を展開

する。 

【観光課:P65,2445 事業】 

 

 

 

 

◎移住・定住促進推進事業  30,171千円 

・ふるさとワーキングホリデイ事業の実施 

・田舎暮らしモデルハウス、移住体験住宅、移住準備住宅の活用・管理 

・対面とオンラインを組み合わせた移住相談、セミナー、体験ツアー等の開催 

・地域おこし協力隊や集落支援員の配置による事業の推進 

                  【地域創造課：P13,235 事業】 

 

☆ＶＲ技術の活用による移住定住促進事業  20,000千円 （再掲） 

移住定住の促進を図るため、ＶＲ技術などを活用して、仮想空間に移住定住に繋がるコ

ンテンツを構築し、移住相談やイベントなどを実施する。 

                        【企画政策課:P11,237事業】 

 

◎空き家の利活用推進  21,354千円 

   空き家バンクに空き店舗情報を加えるとともに、ホームページの機能を拡充し、積極的

に情報を発信する。また、空き家バンクへの登録の促進を図る。 

【地域創造課：P13,235事業】 

 

 

交流と連携による地域の活性化 
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〇地方創生アルカディア事業の推進  7,420千円 

地方創生推進交付金を活用して構築した「ＡＩチャットボット」や「シェアリングエコ

ノミーシステム」を本格的に運用する。 

 【地域創造課：P13,235 事業】 

 

〇地方と首都圏を結ぶプラットフォーム構築による人づくり事業  3,180千円 

（地方創生推進交付金事業） 

・移住体験住宅及び移住準備住宅の充実による受け入れ環境の整備（980千円） 

・空き家を活用したビジネスモデルの構築（2,000 千円） 

・地域における情報発信力の向上支援（200 千円） 

  【地域創造課:P13,235 事業】 

 

〇シティプロモーション推進事業  30,000千円 

   メディアを活用したシティプロモーション推進事業を実施する。 

【秘書広報課：P9,245事業】 

 

〇国内友好都市との交流  3,921千円 

・三宅村との友好 50周年記念事業の実施（288千円） 

・新宿区との交流事業（2,637千円） 

新宿区立小中学校等への給食食材提供、小中学校等卒業生への花束贈呈 など 

【文化交流課:P11,135事業】 

 

☆窓口業務における多言語対応  79千円 

   窓口業務では、タブレットを用いて多言語に対応しているが、効率的な窓口対応を実施

するため、タブレットを介した通訳機能を活用する。 

【市民課：P18,501 事業】 
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◎ＩＣＴ教育の充実・推進 

・電子黒板用パソコンのグレードアップ（6,357千円） 

・校務用ネットワークセキュリティ強化事業（2,245 千円） 

・ＩＣＴ活用教育専門幹の配置（4,661千円） 

【学校教育課:P77,5124事業、P80,5224事業】 

 

☆ＡＩドリルの導入  9,400千円 

児童生徒一人ひとりの習熟度によって、ＡＩが最適な問題を出題する「ＡＩドリル」

を、市内全ての小学校・中学校に導入する。 

                【学校教育課:P77,5124 事業、P80,5224 事業】 

 

☆新山小学童クラブの整備  43,000千円 

新山小学校の学童クラブは、地区集会施設を借用して実施してきたが、学校から離れて

いるため、新山保育園と併設するために取り壊された新山小学校の給食施設跡地に、学童

クラブを整備する。 

                【生涯学習課:P85,5456 事業】 

 

☆学校林の利活用  608千円 

伊那北小学校及び伊那西小学校の学校林の利活用に使用する資機材を購入する。 

【学校教育課:P77,5121事業】 

 

☆伊那西小学校森の教室の充実  750千円 

伊那西小学校の森の教室に Wi-Fiを設置し、授業におけるタブレット使用を支援する。 

【学校教育課:P77,5124事業】 

 

◎中間教室の適応指導員の増員  974千円 

中間教室の適応指導員を１名増員して配置する。 

  【学校教育課:P79,5204事業】 

 

〇要保護・準要保護児童生徒への援助  58,946千円 

義務教育の円滑な実施に資するため、経済的理由により修学が困難な児童・生徒及び就

学予定者の保護者に対し、修学援助を行う。 

  【学校教育課:P78,5151事業、P81,5251事業】 

 

〇創造的活動支援  5,084千円 

地域の特性を生かしつつ、特色を持った学校運営ができるように、小学校及び中学校に

おける「総合的な学習の時間」の推進に必要な経費を支援する。 

  【学校教育課:P77,5123事業、P80,5223事業】 

 

地域への愛着と誇りを育む教育 

5 歴史と文化を未来へつなぐ、心豊かな人を育むまちづくり 
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◎小中学校感染症対策備品等の購入 令和３年度３月補正予算（コロナ対策） 

国の補助金を活用して、市内の小中学校において、新型コロナウイルス感染症対策用の

備品、消耗品の購入を行う。 

        【学校教育課】 

 

 

 

 

☆モバイル公民館の構築と運用  38,000千円（再掲） 

小中学生の通学に使用する路線バスを改良し、モバイル公民館で使用する車両として整

備するとともに、高齢者等の情報リテラシーの向上を図る。 

                【企画政策課:P11,237事業】 

 

○男子第 46回、女子第 39回「春の高校伊那駅伝大会」  12,800千円 

  全国レベルの大会として定着した「春の高校伊那駅伝」の男子第 46回、女子第 39 回大

会を開催し、ＢＳ放送により全国に向けＰＲを行う。 

   【スポーツ課:P88,5504 事業】 

 

☆生涯学習センター改修工事  5,906千円 

・ニシザワいなっせホールの舞台装置更新工事（5,716 千円） 

・無線ＬＡＮ増設工事（190千円） 

                【文化交流課:P87,5486事業】 

 

◎伊那市民プール等の開場 

令和４年度は、伊那市民プール及び高遠スポーツ公園プールをともに営業することとし、営

業に向け次の修繕等を実施する。 

・伊那市民プールのウォータースライダー修繕工事（1,135千円） 

・高遠スポーツ公園プール集毛器更新（1,419 千円） 

【スポーツ課:P89,5531事業】 

 

◎「高遠石工」映像記録の作成  3,967千円 

  高遠石工が残した文化財について、その全容を網羅的に把握・記録保存し、伊那市の 

ＰＲや教育などに活用する。 

                【生涯学習課:P85,5402 事業】 

 

◎文化財施設の整備  1,688千円 

  旧井澤家住宅板塀修繕、伊澤修二生家壁修繕、旧馬島家住宅樋設置などの工事を行う。 

              【生涯学習課:P85,5472事業】 

 

☆史跡高遠城跡の整備（公有地化）  10,009千円 

  高遠城跡内の私有地の公有地化を図り、史跡の保存整備を行う。 

              【生涯学習課:P86,5474事業】 

 

 

生涯にわたる学びの支援とスポーツの振興 
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◎ソフトボール大会の開催 

・日本女子ソフトボールリーグ１部第 13節長野大会（300千円） 

・第 27回全日本レディースソフトボール大会（500千円） 

【スポーツ課:P88,5504事業】 

 

◎公民館図書室の充実  3,500千円 

市内の公民館に併設している図書室（富県・美篶・手良・東春近・西箕輪・西春近・長谷）

の諸資料の充実を図る。 

【生涯学習課:P84,5481事業】 
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◎若宮市営住宅建替工事  248,954千円 

  ・既存住宅リフォーム工事 ２棟 12戸（203,000 千円） 

  ・団地内造成工事（20,000千円） 

・若者・子育て向け住宅の整備時期検討 など 

 【管理課:P72,3411事業】 

 

◎伊駒アルプスロードの整備促進  16,500千円 

国が進める伊駒アルプスロードの整備を促進するとともに、関連道路である「市道下牧

伊駒線」の整備に向けた事業を推進する。 

【伊駒アルプスロード推進室:P69,3279事業】 

 

☆戸台口観光拠点整備関連 市道黒河内線整備  15,000千円 

  仙流荘を拠点施設とした「戸台口観光拠点施設」の整備着手と、黒川の床固工事の完了

に併せて整備する市道黒河内線の測量設計を実施する。 

           【建設課:P68,3224事業】 

 

☆公園施設長寿命化対策事業  31,000千円 

  令和３年度１月補正で実施する伊那公園及び三峰川榛原河川公園の遊具更新に続き、 

春日公園の遊具等を更新する。 

           【都市整備課:P71,3331 事業】 

 

☆県建設産業就労支援事業との連携  1,310千円 

  長野県伊那建設事務所と上伊那農業高等学校が連携し、春日公園の噴水広場で実施して

いる「春日公園噴水跡地リニューアル計画（県建設産業就労支援事業）」に協力し、噴水

設備の撤去工事を実施する。 

           【都市整備課:P71,3331 事業】 

 

☆伊那中央衛生センター改築事業（伊那中央行政組合事業）  26,772千円 

  伊那中央行政組合が進める「伊那中央衛生センター改築事業」に対して負担する。 

           【生活環境課:P46,1801 事業】 

 

◎道路及び河川等の管理事業  21,377千円 

  市道敷の危険立木の除去対応などを実施する。 

           【管理課:P66,3102 事業】 

 

☆上水道管布設事業（市施策関連）  200,497千円 

・若宮市営住宅、産学官連携拠点施設関連 Ｌ=230ｍ 

・小黒原産業適地関連 Ｌ=1,200ｍ 

 【水道整備課:P126,構築物(水道事業会計)】 

快適な暮らしを創る都市環境の形成 

6 生活基盤の充実した安全で快適に暮らせるまちづくり 
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☆個人設置型移行に伴う合併浄化槽設置補助  2,849千円 

  高遠町地区及び長谷地区において、市が管理する合併浄化槽（特定排水事業）につい

て、個人設置への移行を図るため合併浄化槽の設置費用を補助する。 

           【水道整備課:P43,1730 事業】 

 

◎水道料金及び下水道使用料の据え置き  500,000千円 

  水道料金及び下水道使用料を据え置くため、水道事業会計及び下水道事業会計に対して

出資金を支出する。 

  ・水道事業会計出資金    54,000 千円 

  ・水道事業一般会計出資債  46,000 千円      【水道業務課:P44,1771 事業】 

  ・下水道事業会計出資金   400,000 千円      【水道業務課:P71,3351 事業】 

 

◎特定路線の整備  139,033千円 

  重要路線の改良工事等を行う。   

伊那 ：渡場車屋線 

   高遠町：小豆坂線、中央高嶺線、小豆坂トンネル補修 

   長谷 ：溝口戸台線、（再掲）黒河内線   など 

                【建設課:P68,3224事業】 

 

◎インフラ長寿命化事業（舗装・橋梁）  205,315千円 

  舗装長寿命化工事・構造調査等 （ナイスロード、美篶手良線ほか） 

  橋梁長寿命化修繕工事・設計・点検等 （小田井橋ほか） 

      【建設課:P68,3228事業、P69,3261事業】 

 

◎道路改良等県事業負担金  141,550千円 

  環状北線、竜東線、急傾斜地崩壊対策事業など 

      【建設課:P68,3226事業】 

 

☆各戸貯留施設設置補助  1,000千円 

  各戸に雨水貯留タンクなどの貯留施設を設置する際に補助を実施する。 

 【建設課:P67,3201事業】 

 

◎市街地再開発事業補助金  51,100千円 

通り町一丁目地区で実施されている優良建築物等整備事業に補助する。 

         【都市整備課:P70,3304 事業】 

 

 

 

 

 

☆通学路緊急対策事業  21,600千円 

・グリーンベルト、警戒標識、防護柵等 22 か所 

・上の原幹線待避所設置（用地補償、改良工事） 

【建設課:P69,3271 事業】 

地域の安全・安心の確保 
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◎交通安全施設の整備  32,700千円 

  歩道・交差点改良・待避所設置等（上の原鎹線、下島村岡線ほか） 

           【建設課:P69,3271 事業】 

 

☆防災拠点施設整備（伊那中央清掃センター跡地活用）  45,148千円 

竜東地区の防災拠点施設（平時は屋内運動場として利用できる施設）を伊那中央清掃セ

ンター跡地に整備するため、測量等の業務を実施する。 

              【スポーツ課:P89,5532、都市整備課:P71,3331 事業】 

 

◎伊那市気象観測システム・山岳気象システムの維持管理  9,560千円 

市内 16か所の雨量計等を維持管理するとともに、山岳気象に係る通信機器の更新等を

行う。 

       【危機管理課:P8,134 事業】 

 

◎消防団員報酬の見直し  42,245千円 

消防団員の年間報酬及び出動報酬の増額を実施する。 

       【危機管理課:P73,3711事業】 

 

◎耐震性防火貯水槽整備  12,000千円 

耐震性防火貯水槽を美篶上大島に整備する。 

       【危機管理課:P74,3722事業】 

 

◎消防団車庫の新設、詰所の改修  5,855千円 

西箕輪分団第１部(吹上)の車庫を建て替えるとともに、伊那分団第１部（御園）の詰所

を改修する。 

       【危機管理課:P74,3722事業】 

 

◎消費生活相談業務の広域連携  4,210千円 

令和４年４月１日から、相談員を増員配置（１名⇒２名）し、伊北地区（伊那市・辰野

町・箕輪町・南箕輪村）を所管する消費生活センターの運営を行う。 

              【生活環境課:P15,312 事業】 

 



（単位：千円）

№ 印 事業名・事業概要 担当課 予算額

1 ☆
長谷情報関連施設（ＣＮＨ）の改修
　地方創生拠点整備交付金を活用し、長谷情報関連施設（ＣＮ
Ｈ）の改修を行う。【245事業】

秘書
広報課

45,930

2 ☆
農地生産基盤パワーアップ事業
　穀類乾燥調製貯蔵施設の新設、施設整備、及び既存施設への
設備導入に対して補助する。【2141事業】

農政課 1,229,000

3 ☆
担い手確保・経営強化支援事業
　人・農地プランに基づき、意欲的に経営発展を図ろうとする
担い手の農業機械等の導入を支援する。【2141事業】

農政課 17,427

4 ☆
ため池地震耐性調査事業
　八つ手大洞、貝沼中島のため池について、地震の耐性調査を
行う。【2252事業】

耕地
林務課

12,100

5 ☆

産学官連携拠点施設整備事業
　地方創生拠点整備交付金を活用し、西箕輪大萱市営住宅跡地
に産学官連携拠点施設（サイエンスパーク）を整備する。
【2311事業】

50年の森林
推進室

997,029

6 ◎
舗装長寿命化事業
　ナイスロードの舗装修繕等を行う。【3228事業】

建設課 90,000

7 ◎
橋梁長寿命化事業
　平澤橋の補修工事、竜勝寺１号橋ほか１橋の補修設計を行
う。【3261事業】

建設課 28,000

8 ◎
公園施設長寿命化対策事業
　伊那公園及び三峰川榛原河川公園の遊具を更新する。
【3331事業】

都市
整備課

32,000

9 ◎
伊駒アルプスロード関連道路等整備事業
　伊駒アルプスロードと国道１５３号の現道を接続する市道
「下牧伊駒線」の整備に向け測量等を実施する。【3279事業】

伊駒アルプス
ロード推進室 16,350

10 ◎
学校教育活動継続支援事業（コロナ対策）
　小中学校のコロナウイルス感染症対策用消耗品・備品を購入
する。【5012事業】

学校
教育課

24,300

11 ◎
小学校下水道関連整備事業
　西春近南小学校のトイレを改修する。【5184事業】

学校
教育課

7,729

12 ◎
小中学校情報教育推進事業
　公立学校情報機器整備補助金を活用し、小学校40台、中学校
78台の教師用タブレット端末を更新する。【5124，5224事業】

学校
教育課

7,449

合　　計 2,507,314

　別紙１「国の令和３年度補正予算の活用により

（令和３年度から令和４年度への繰越事業）
　　　　　　　　　　　令和４年度に実施する事業一覧表」

30



別紙２　　　「令和４年度　ふるさと応援基金充当事業一覧表」

１　子育て
（単位：千円）

番号 事業内容 事業費 特定財源 一般財源
ふるさと応援
基金充当額

1 私立幼稚園施設整備事業への補助 246,783 164,522 82,261 80,000

2 乳児おむつ用品等補助金 10,800 0 10,800 10,800

257,583 164,522 93,061 90,800

２　教育
（単位：千円）

3 小中学校電子黒板グレードアップ 6,357 0 6,357 6,300

4 「暮らしのなかの食」の推進 2,170 0 2,170 2,100

5 給食施設備品の整備 4,300 0 4,300 4,300

6 新山小学校給食施設解体工事 10,345 0 10,345 10,300

7 新山小学校学童クラブ建設 43,000 36,458 6,542 6,500

8 井月さんまつり・井月忌の集い開催への補助 他 2,700 0 2,700 2,700

9 春の高校伊那駅伝　全国放送 3,300 0 3,300 3,300

72,172 36,458 35,714 35,500

３　医療・福祉
（単位：千円）

10 敬老事業 7,849 220 7,629 7,000

7,849 220 7,629 7,000

４　低炭素社会の実現
（単位：千円）

11 西箕輪南部保育園ペレットストーブ設置 2,100 1,050 1,050 1,000

12 防犯灯のＬＥＤ化 12,500 0 12,500 12,500

13 新山小学校へのペレットストーブ設置 6,547 3,273 3,274 3,200

14 春富中学校へのペレットボイラー設置（設計） 1,500 0 1,500 1,500

22,647 4,323 18,324 18,200

５　その他
（単位：千円）

15 温泉施設の管理 34,000 10,000 24,000 24,000

16 馬の背ヒュッテの購入 80,000 0 80,000 80,000

114,000 10,000 104,000 104,000

合計 474,251 215,523 258,728 255,500

31
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別紙３ 「令和４年度 地方創生推進交付金活用事業一覧表」 

（単位：千円） 

事業名 事業概要 事業費 

 
事業 
期間 
(年度) 特定財源 

一般財源 

(含地方交付税) 

ＩＮＡスーパーエ

コポリス構築プロ

ジェクト 

(Society5.0) 

地域課題に対して、テクノロジー

を積極的に取り入れながらも、人

の関与を大切にして解決を図る、

伊那市版スマートシティ「スーパ

ーエコポリス」を実現する。 

183,000 91,500 91,500 R3～R7 

しごと２.０（働き

方ダイバーシティ）

創出事業 

複業を促す企業が増えるなど、「し

ごと」が新たなフェーズ「2.0」に

移行しつつある中、移住希望者等

の半農や副業への取組を推進する

ことで、地域産業の担い手として

活躍できる地域を目指す。 

42,000 21,000 21,000 R3～R5 

地方と首都圏を結

ぶプラットフォー

ム構築による人づ

くり事業 

市の持つ価値の向上と地域経済の

活性化を目的とし、メディア（テ

レビ東京ダイレクト社）の持つイ

ンフラを活用し、地域の魅力発信

及びシティプロモーションの推進

を図る。 

33,180 16,590 16,590 R2～R4 

露地野菜でのスマ

ート農業×精密機

械工業の技術結集

×農福連携による

伊那市産業コラボ

プロジェクト 

産学官連携のもと伊那市の精密工

業技術力を結集し、自動収穫機等

の開発を進め、作業の省力化を図

り、また農業への障害者雇用を促

進し、農・工・福連携による取り組

みにより、農業生産の向上、雇用

機会の創出など地域の活性化を図

る。 

40,300 20,150 20,150 R2～R4 

伊那市 50 年の森林

（もり）ビジョン 

Ina Valley Forest 

College 

協議会組織を設立し、地域内での

森林資源の循環の確立と人材育

成、商品開発の調査研究及び商品

化、プロモーションを行うととも

に、人材育成に特化した「フォレ

ストカレッジ」を開校し、新規就

林者の育成・確保、森のブランド

力の向上を図る。 

13,420 6,710 6,710 R2～R4 
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事業名 事業概要 事業費 

 
事業 
期間 
(年度) 特定財源 

一般財源 

(含地方交付税) 

製造業課題解決を

図る地域ＩＴ人材

育成・確保事業 

企業各社が専門人材を外部から雇

用すること、また教育方法につい

て苦慮している実態を踏まえ、企

業内人材の学び直しを目的とした

教育プログラムの構築及び普及を

行い、地域における新たな産業創

出と学生の実践的教育による将来

人材の育成・確保を図る。 

14,797 7,398 7,399 R2～R4 

合 計  326,697 163,348 163,349  

※上記一般財源のうち、直接伊那市が支出する一般財源(事業費合計の５％) 16,335  

 

地方創生推進交付金事業の財源イメージ

地方創生推進交付金事業は、国の施策により、事業費の９５％が国からの交
付金・交付税で賄われるため、伊那市の持ち出しは５％分だけとなり、伊那
市にとって、とても有利な事業です。例えば1,000万円かかる事業を、伊那
市は50万円の支出で実施できることになります。

地方創生

推進交付金

50%

（特別交付税）

20%

地方交付税

（普通交付税）

25%

一般財源

5%

地方創生推進交付金とは？

伊那市が行う地方創生事業に対

して、国から直接交付されるお

金です。事業費の1/2が交付さ

れます。

地方交付税とは？

国が、一旦国民から集めた税

金を、全国の市町村の財政状

況に応じて、再分配するお金

です。普通交付税と特別交付

税とに分けられます。

普通交付税とは？

市町村の人口、面積、税収な

どをもとに、様々な要素を組

み合わせて積み上げたもので、

伊那市には毎年90億円くらい

交付されています。このなか

に地方創生事業分が一定額加

えられています。

特別交付税とは？

地方創生事業のような特別な

事業を行った場合に、事業費

に応じて、国から交付されま

す。伊那市には毎年10億円く

らい交付されています。

一般財源とは？

市民の皆様に納付していただいた税金等から、伊那市が直接支出するお金です。

※この財源イメージは理論値によるものなので、実際の措置額は上記と異なる場合があります。
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別紙４     「令和４年度 新規地域おこし協力隊事業一覧表」 

 
 地域おこし協力隊制度とは、地方自治体が都市部などからの移住者を対象に隊員を募集し、様々な 

地域協力業務に従事してもらいながら、その地域への定住・定着を目指す制度です。 

 令和４年度、伊那市では以下の業務において新たな「地域おこし協力隊」を募集し、そのために必

要な予算を計上しています。 

 

No. 事業名 主な業務内容（全て新規事業） 人数 

担当課名 

該当ページﾞ 

事業コードﾞ 

１ 

南アルプス山と

人のコミュニケ

ーター 

・ホームぺージやＳＮＳなどを活用した、南アルプスの成り 

立ちや魅力などの情報発信 

・南アルプスの関連グッズ、コラボレーション商品の開発、 

販売 

・ジオパークエリア内の関係者との連携によるジオパーク活動 

の推進    など 

１ 

観光課 

P63 

2443 事業 

２ 
伊那市教育の 

魅力発信 

・授業や行事などの学校教育活動におけるオンライン配信補助 

・各小学校等のＨＰの充実 

・学校におけるＩＣＴ活用教育の支援 

・教育イベントの企画・運営 

・学校教育活動の情報発信    など 

１ 

学校教育課 

P80 

5224 事業 

３ 

伊那谷サスティ

ナブル農業推進

隊 

・長谷地域を核として、サスティナブルな農業への取り組みを 

サポート 

・販路の確保や原料となる産品の生産振興 

・農ある暮らしを実現する地域として、長谷地域の移住定住を 

促進 

・産品の流通と人流による地域振興    など 

１ 

農政課 

P50 

2131 事業 

４ 
農家民泊デザイ

ナー 

・観光協会と協働し、体験型教育旅行事業のＰＲ（広報）や 

受入実施 

・受入農家間の交流促進 

・受入農家の掘起しと開業支援 

・一般利用者向け農家民泊個人利用プランや農業体験プランを 

企画・実施    など 

１ 

観光課 

P63 

2443 事業 

５ 

５０年の森林 

まるごとマッチ

ングプロジェク

ト 

・地域の林業・木材産業の振興 

・林業事業体との連携による森林所有者への活用意向調査の 

実施 

・林業事業体や製材業者、工務店等の地域材活用に向けた 

マッチング機会の創出 

・木材、林産物など地域資源を活かした商品の開発と販路開拓 

による地域材利用促進    など 

１ 

耕地林務課 

P57 

2308 事業 
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別紙５      「令和４年度 新規集落支援員事業一覧表」 

 

 集落支援員隊制度とは、住民と行政との協働による、地域の実情や時代に対応した集落の維持及び

活性化策を推進するため、集落支援員を配置し地域課題の解決を目指す制度です。 

 令和４年度、伊那市では以下の業務において新たに「集落支援員」を配置し、そのために必要な予

算を計上しています。 

 

No. 事業名 主な業務内容（全て新規事業） 人数 

担当課名 

該当ページﾞ 

事業コードﾞ 

1 
ワーケーション

リーダー 

・ワーケーションの推進 

・ワーケーションコンテンツの構築 

・モバイルオフィスの運用支援 

・テレワークや二地域居住など、新たな働き方の提案や 

マッチング 

・地元企業との連携による求人等の情報収集 

・ホームページや SNS 等を活用した地域の魅力発信 

など 

１ 

地域創造課 

P13 

235 事業 

２ 

逃げ遅れゼロを

目指す地域づく

り支援員 

・社会福祉協議会、民生委員等と一緒に要支援者宅を 

訪問し、必要に応じて地域等との結びつきを支援 

・支援が必要な人は、行政や福祉専門職等と協力し、 

個別避難計画の作成をサポート 

・地域（自主防災組織）や関係部署等と情報を共有し、 

課題の解決に努める 

・地域（自主防災組織）の行う活動（支え合いマップ 

作成等）を支援    など 

１ 

社会福祉課 

P22 

1001 事業 

３ 
長谷地域農業連

携支援員 

・長谷地域の農業と地域の中心となる直売所、小中学校 

との連携および外部人材の活用による地域振興 

・長谷さんさん協議会事務局（有機農業農園の世話、 

各ワーキングチームの活動を統括） 

・営農組合と道の駅直売所との連携調整 

・農業関係交付金業務の申請業務補助等 

１ 

農政課 

P50 

2131 事業 

 


