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令和４年度予算のポイント 

（６月補正分） 

 
『誰ひとり取り残さない、持続可能な未来都市』 

「コロナから市民生活を守る、すべての福祉に漏れがない取り組み」 
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令和４年５月２７日 

伊那市 
 

※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た

ため、継続的な事業などを中心とした骨格予算でしたが、６月補正予算で

政策的な事業の予算を肉付けし、令和４年度予算を編成いたしました。 
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１ 福祉施策の充実 

～すべての福祉に漏れがない取り組みにおける主な事業～ 

 
 

（１）子育て支援策の充実 

〇子どもの医療費等の窓口無料化の実施  28,000 千円 

・これまで通院等の際に窓口で負担いただいた自己負担金（500円）について、

本年８月の受診から無料にします。 

【担当課：保健福祉部健康推進課】 

 

 

〇福祉医療費給付範囲の拡大(高校生等の通院を対象に追加)  17,510千円 

・満 18歳に達する日以後の最初の３月末までの高校生等は、入院が福祉医療費

給付の対象でしたが、８月から通院まで給付範囲を拡大します。 

【担当課：保健福祉部健康推進課】 

 

 

〇紙おむつ補助適用範囲の拡大  8,000 千円 

  ・紙おむつ補助については、対象者が限定的でしたが、７月から身体障害者手

帳１・２級（下肢・体幹）所持者、療育手帳Ａ１所持者及び特定の障害によ

り精神保健福祉手帳１・２級所持者で、その障害により常に紙おむつの着用

が必要な方を対象に加えます。 

・該当者には、月当たり 12,000円を限度に補助します。 

【担当課：保健福祉部社会福祉課】 

 

 

〇新生児聴覚検査費用の補助  2,000千円 

・出生後に実施する「新生児聴覚検査」は、難聴等聴覚障害児を早期に発見

し、療育等につなげるために必須の検査ですので、検査費用相当額を補助し

ます。なお、令和４年４月１日以降に出生した新生児から対象とします。 

【担当課：保健福祉部健康推進課】 

 

 

〇ヤングケアラー支援の充実  9,722千円 

・ヤングケアラーを早期に発見し、必要な支援を実施するためにコーディネー

ターを任用するとともに、社会福祉協議会と連携して、必要に応じてヘルパ

ーを派遣するなどの支援を実施します。 

・民生委員、福祉事業者、教育関係者、市職員等を対象に、研修会を開催する

ことで、地域でのヤングケアラー支援の充実を図ります。 

・ケアプランを作成する介護事業者を支援することで、ヤングケアラー支援に

配慮した計画づくりを推進します。 

【担当課：保健福祉部社会福祉課、教育委員会学校教育課】 
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 〇中間教室の充実  3,997 千円 

 ・不登校児童生徒を対象として、食農体験型中間教室を開設します。 

 ・食農体験型中間教室では、通常の学習に加え、畑仕事や調理実習などの体験

学習を通じた適応指導を行います。 

【担当課：教育委員会学校教育課】 

 

 〇保育園改修事業  3,300 千円 

  ・竜北保育園の大規模改修の設計に着手します。 

【担当課：保健福祉部子育て支援課】 

 

 

（２）高齢者支援策の充実 

〇市街地における移動手段の拡充  24,696 千円 

  ・市民要望の強い、市街地内での移動手段を確保するため、「市街地デジタル

タクシー」の実証事業を実施します。 

・「市街地デジタルタクシー」は、タクシー事業者と連携し、「ぐるっとタク

シー」と同等の料金で、高齢者等の市街地内での移動を支援します。 

・本年７月から実証を開始し、早期の本格運行を目指します。 

【担当課：企画部企画政策課】 

 

 

〇ぐるっとタクシーの高度化  20,000 千円 

  ・多くの方々に利用いただいております「ぐるっとタクシー」を、より多くの

方々に、より快適に利用いただくため、ぐるっとタクシーの高度化を図りま

す。（地方創生推進交付金事業） 

【担当課：企画部企画政策課】 

 

 

〇いきいき健康券の用途拡大  11,850 千円 

  ・いきいき健康券の用途については、本年４月から、市が実施する一部の検診

受診料や介護予防用品の購入などを追加しておりますが、市民要望を踏ま

え、７月から灯油や燃油の購入等も用途に追加します。 

【担当課：保健福祉部社会福祉課】 
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２ 令和４年度６月補正予算の特徴的な事業 
 

 

【安全安心に暮らせる福祉のまち】 

〇防災行政無線（同報系）親局等の更新  141,860千円 

・防災行政無線（同報系）の老朽化に伴い、親局等の更新を行います。 

（緊急防災・減災事業債活用）（令和４年度から５年度の継続事業） 

 【担当課：総務部危機管理課】 

 

〇生活困窮世帯へのプレミアム商品券の配布  125,200千円 【コロナ関連】 

・プレミアム商品券の発行に併せ、生活困窮世帯へは、プレミアム商品券を１人１冊配

布します。今回の配布は、該当する世帯に対して郵送する予定です。 

【担当課：保健福祉部社会福祉課】 

 

〇新生児の育児支援  40,000千円 【コロナ関連】 

  ・伊那市独自に、新生児の育児を支援するため、令和４年４月２日から令和５年４月１

日までに生まれた新生児１人当たり 10万円を給付します。 

【担当課：保健福祉部健康推進課】 

  

〇新型コロナウイルス感染症検査への支援  24,000千円 【コロナ対策】 

・上伊那薬剤師会と連携し、新型コロナ感染に不安を感じている市民の皆さんに、市内

協力薬局において「新型コロナウイルス抗原検査キット」を無料で配布します。 

・お盆や成人式のため帰省する上伊那地域外で暮らす学生等の若者が受検するＰＣＲ検

査等の費用に対して補助します。 

【担当課：保健福祉部健康推進課】 

 

〇マイナンバーカード交付率の向上  14,410千円 

 ・国の補助金を活用して、出張申請受付業務を民間委託し、マイナンバーカードの交付

率の向上を図ります。 

【担当課：市民生活部市民課】 

 

〇ＨＰＶワクチン任意接種者への支援  1,132千円 

  ・積極的勧奨を控えていた期間中に、任意で接種した方に対して、任意接種に要した費

用を支援します。 

【担当課：保健福祉部健康推進課】 

 

〇【国】コロナ関連事業の着実な実施  80,928千円 【コロナ関連】 

  ・「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」「子育て世帯生活支援特別給付金」を

迅速で確実に給付するとともに、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援

金」の予算を増額し、生活困窮者の自立に向けた支援を行います。 

【担当課：保健福祉部社会福祉課、同部子育て支援課、同部福祉相談課】 
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【教育振興と人材育成】 

〇学校給食への支援  11,500千円 【コロナ関連】 

  ・物価高騰の社会情勢を踏まえ、学校給食の質と量を維持するため、学校給食会計に対

して補助します。 

【担当課：教育委員会学校教育課】 

 

〇寄附金を活用した教育環境の整備  10,700千円 

・寄附金を活用し、寄附者の意向に沿って学校備品を購入するなど、教育環境の整備を

行います。 

【担当課：教育委員会学校教育課】 

 

〇高遠町地区学校プール集約化の実施  4,271千円 

・老朽化する小中学校のプールの維持管理費、教職員やＰＴＡの負担の軽減のため、高

遠町地区の小中学校のプール授業を高遠スポーツ公園プールで試行的に実施します。 

・集約化に当たっては、スイミングクラブからインストラクターの派遣を受けるなどし

て、効率的で、質の高い授業を目指します。 

【担当課：教育委員会学校教育課】 

 

〇古文書活用事業の推進  293千円 

  ・古文書活用事業の実施に当たり、トートバッグ等に花押や朱印をプリントするなど、

親しみやすい講座を開催します。 

【担当課：教育委員会生涯学習課】 

 

 

【農業・林業の振興】 

〇農と林の地域資源活用イノベーション促進事業  82,000千円 

  ・国の地方創生推進交付金事業に採択された、農林に関わる起業支援事業、持続可能な

農林業推進事業、地域資源活用実証事業を実施します。 

【担当課：農林部 50年の森林推進室】 

 

〇急傾斜地の松くい虫感染木の除去  10,000千円 

  ・高遠町西高遠の国道３６１号沿いの急斜面にある感染木を除去します。 

  ・県事業に伴う、国道の通行止めに併せて実施します。 

【担当課：農林部耕地林務課】 

 

〇民間企業と連携した南アルプス食害対策の推進  500千円 

  ・東海旅客鉄道株式会社様からの助成金を活用し、仙丈ヶ岳周辺のニホンジカ対策とし

ての防護柵設置について、南アルプス食害対策協議会へ委託します。 

【担当課：農林部耕地林務課】 

 

〇飼料高騰緊急支援事業  10,300千円 【コロナ関連】 

・飼料高騰の影響を受ける農家を支援します。併せて、伊那市産飼料用米の利用拡大を

図ります。 

【担当課：農林部農政課】 
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【移住・定住施策の推進】 

〇若者・子育て世帯向け住宅建設事業  168,604千円 

・若宮団地内に、市内で初めて整備する「若者・子育て世帯向け住宅」の建設に着手し

ます。（令和４年度から５年度の継続事業） 

【担当課：建設部管理課】 

 

〇宅地開発事業の推進  45,150千円 

・移住定住の推進を図るとともに、若者の定住促進や人口減少の抑制を図るため、伊那

市が事業主体となって、優良宅地の提供を行います。 

（伊那市公有財産管理活用事業特別会計事業） 

【担当課：建設部管理課】 

 

〇仙流荘ワーケーション活用実証事業  2,201千円 

  ・仙流荘の宿泊部分の一部を改修し、ワーケーション活用を図るため整備し、企業に対

して利用を促します。 

【担当課：商工観光部観光課】 

 

 

【安全で快適なインフラ整備】 

〇黒河内線法面対策事業  54,700千円 

・一部で崩落が見られる黒河内線について、法面工事の防災対策を講じます。 

【担当課：建設部建設課】 

 

〇河川改良事業（流域治水関連）  23,400千円 

・老朽化した水路の改修及び排水対策の検討を行います。 

【担当課：建設部建設課】 

 

〇市道伊那北学校線改良事業  11,000千円 

・高校再編計画により、伊那北高校と伊那弥生ヶ丘高校が統合し、伊那北高校用地に 

伊那新校が設置されることを受け、進入路である伊那北学校線の改良に着手します。 

【担当課：建設部建設課】 

 

〇二条踏切整備事業  7,000千円 

・ＪＲ飯田線伊那北駅南側の二条踏切に、歩道を設置する事業に着手します。 

【担当課：建設部建設課】 

 

〇鳩吹公園整備基本構想策定事業  6,094千円 

・鳩吹公園の整備に当たり、効果的な整備を図るために、鳩吹公園整備基本構想を策定

します。 

【担当課：建設部都市整備課】 

 

〇伊那市駅前トイレの整備  2,450千円 

・老朽化した伊那市駅前トイレの改築に向け、実施設計に着手します。 

【担当課：市民生活部生活環境課】 
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【伊那から減らそうＣＯ２‼】 

〇スーパーエコポリス事業の推進  10,000千円 

・経済活動を継続した上で、環境に配慮した地方都市を目指し、ＥＶステーションを 

伊那市役所敷地内に整備します。 

（地方創生推進交付金（Society5.0）事業） 

【担当課：企画部企画政策課】 

 

 

【地域経済の活性化】 

〇プレミアム商品券の発行  1,748,223千円 【コロナ関連】 

・商工団体と連携して、市内経済の活性化を図るため、額面 16億９千万円（13万冊）

のプレミアム商品券を発行します。 

【担当課：商工観光部商工振興課】 

 

〇中小事業者が支払う家賃への補助  40,000千円 【コロナ関連】 

・コロナ感染拡大等の影響により、売り上げが減少し、家賃の負担が重くなっている 

中小事業者の事業継続を支援するため、家賃支援給付金を給付します。 

【担当課：商工観光部商工振興課】 

 

〇コロナ対策の感染予防資材購入費用への補助  24,000千円 【コロナ関連】 

・「信州の安心なお店」の認証を受けた市内事業者に対し、感染予防対策を継続するこ

とを目的に、衛生用品の購入費用を支援します。 

【担当課：商工観光部商工振興課】 

 

〇コミュニティカード活用促進事業  3,500千円 【コロナ関連】 

・い～なちゃんカード、たかとおカードおつかいくんが実施するポイント還元事業を支

援します。 

【担当課：商工観光部商工振興課】 

 

 

【観光の振興】 

〇馬の背ヒュッテの開設  23,723千円 

  ・本年度に購入した「馬の背ヒュッテ」を、山荘営業に必要な改修（感染防止対策等）

を実施した上で、開設します。 

・運営については、事業者への委託により実施します。 

【担当課：商工観光部観光課】 

 

〇千代田湖キャンプ場周辺の環境整備  10,000千円 

・トイレの洋式化や、炊事施設の排水のための浄化槽を整備します。 

【担当課：商工観光部高遠商工観光課】 

 

 



【別冊】新型コロナウイルス感染症対策事業

令和４年度第１回補正予算（６月補正予算）案に計上する事業

国県支出金
地方創生

臨時交付金
一般財源等

1 125,200 124,600 600

2 3,500 3,500

3 73,348 73,348

4 4,080 4,080

5 40,000 40,000

6 20,000 20,000

7 4,000 4,000

（国）住民税非課税世帯に対する臨時特
別給付金

社会福祉課

生活困窮世帯へのプレミアム商品券配布 社会福祉課

　伊那市は、新型コロナウイルスワクチンの接種を進めるとともに、検査キットの無料配布等に
よる感染拡大の抑制、生活困窮世帯への支援、新生児育児支援等も行い、安心して生活でき
る地域づくりを進めます。
　また、地域経済の活性化を図るため「第4弾プレミアム商品券」の発行や家賃支援等を行いま
す。
　さらに、飼料高騰の影響を受ける畜産農家を支援するとともに、小中学校の給食の質と量を
確保するために支援します。

　予算規模：　２，１０７，６５１千円　.

（単位：千円）

№ 事業名 事業費

財源

主管課

　　　◎伊那市 新型コロナウイルス感染症対策予算　第２７弾（令和４年度第２弾）

（国）生活困窮者自立支援金

（国）子育て世帯生活支援特別給付金 子育て支援課

抗原検査キットの無料配布 健康推進課

新生児の育児支援10万円を給付 健康推進課

帰省する若者のPCR検査等への補助 健康推進課

福祉相談課

　困窮世帯への支援、地域経済の活性化、検査キットの無料配布等
による安心な地域づくりを図るとともに、飼料高騰対策や国事業の迅
速な対応を図ります。

1



国県支出金
地方創生

臨時交付金
一般財源等

8 8,300 8,300

9 2,000 2,000

10 1,748,223 32,900 350,000 1,365,323

11 40,000 40,000

12 24,000 24,000

13 3,500 3,500

14 11,500 11,500

2,107,651 177,828 540,400 1,389,423

※上記の№は、次ページ以降の№に対応しています。

№ 事業名 事業費

財源

主管課

新型コロナウイルス対策　第２７弾　合計

プレミアム商品券（第４弾）の発行 商工振興課

学校給食会計への補助 学校教育課

飲食店等の感染予防資材購入支援 商工振興課

事業者が支払う家賃の補助 商工振興課

地域コミュニティカードのポイント還元事業
への支援

商工振興課

伊那産飼料用米の利用拡大 農政課

飼料高騰緊急支援事業 農政課

2



№ 1

（事業概要）

125,200 千円 市単独事業 主管 社会福祉課

№ 2

（事業概要）

3,500 千円 国10/10 主管 社会福祉課

№ 3

（事業概要）

73,348 千円 国10/10 主管 子育て支援課

（国）住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金

歳出予算額 区分

（国）子育て世帯生活支援特別給付金

生活困窮世帯へプレミアム商品券を配布します

　プレミアム商品券の発行に併せ、令和４年度住民税非課税世帯に対し、プレミアム商品券を配
布します。今回の配布は、該当する住民税非課税世帯に対して、プレミアム商品券を郵送する
プッシュ型支援の予定です。

　配布対象　　令和４年度住民税非課税世帯　　約6,500世帯　　9,000人
　配布概要　　非課税世帯の世帯員１人当たりプレミアム商品券１冊（13,000円分）

歳出予算額 区分

歳出予算額 区分

　住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金は、令和３年度に該当世帯への給付を実施して
おりますが、本年４月、生活急変世帯への新たな支援方法が国から示されたため、迅速な対応
により該当世帯へ早期の給付を行います。

　支援対象　　令和４年度に、新たに住民税非課税となった世帯
　支援概要　　１世帯当たり10万円を現金にて給付
　その他　　　 給付金は令和３年度繰越予算にて予算措置済み

　国の制度に基づき、低所得の子育て世帯に対して、子育て世帯生活支援特別給付金を給付
します。

　給付対象　　児童扶養手当受給世帯、令和４年度住民税非課税世帯など
　給付概要　　該当児童（約1,400人）１人当たり５万円を現金にて給付
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№ 4

（事業概要）

4,080 千円 国10/10 主管 福祉相談課

№ 5

（事業概要）

40,000 千円 市単独事業 主管 健康推進課

№ 6

（事業概要）

20,000 千円 市単独事業 主管 健康推進課歳出予算額 区分

　新生児の育児を支援するため、令和４年４月2日から令和５年４月１日までに生まれた新生児１
人当たり10万円を補助します。

　補助対象　　令和４年４月2日から令和５年４月１日までに生まれた新生児
　補助概要　　新生児（約400人を想定）に対して、1人10万円を補助

（国）新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

　「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の申請期間の延長等を受け、予算を増
額して、困窮世帯の自立に向けて支援します。

　支援対象　　特例貸付が利用できない世帯で、一定の要件を満たす世帯
　申請期間　　令和４年８月末まで
　支給金額　　月当たり　６万円（単身世帯）～10万円（３人以上世帯）

歳出予算額 区分

新生児の育児支援に10万円を給付します

歳出予算額 区分

コロナ抗原検査キットを無料で配布します

　上伊那薬剤師会と連携し、新型コロナウイルスの感染に不安を感じている市民の皆さんに、市
内の協力薬局において「新型コロナウイルス抗原検査キット」を無料で配布します。

　配布期間　　令和４年７月１日（金）～９月30日（金）
　配布場所　　市内の上伊那薬剤師会指定の協力薬局
　配布方法　　協力薬局において、薬剤師の説明を受けた上で、同意書と引き換えに配布
　その他　　　　キットの確保状況により、配布できない場合があります
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№ 7

（事業概要）

4,000 千円 市単独事業 主管 健康推進課

№ 8

（事業概要）

8,300 千円 市単独事業 主管 農政課

№ 9

（事業概要）

2,000 千円 市単独事業 主管 農政課歳出予算額 区分

飼料高騰が経営を圧迫している畜産農家を支援します

歳出予算額 区分

伊那産飼料用米の利用拡大を支援します

　畜産業の経営安定を図るため、世界情勢等に価格が大きく左右される海外からの輸入配合飼
料に代わる飼料として、伊那市産の飼料用米の利用拡大を図るため、予算の範囲内で補助しま
す。

　補助対象　　市内に住所を有し、牛・鶏等を飼養して、乳・肉・卵等を出荷等している農家
　補助金額　　市内産飼料用米の購入に対して、10円/kgを補助

帰省する若者のPCR検査等の費用を補助します

　お盆や成人式のため帰省する上伊那地域外で暮らす学生等の若者が受検するPCR検査等
の費用に対して補助します。

　補助対象　　①学生（高校生、予備校生、専修学校生、短大生、大学生、大学院生など）
　　　　　　　　  ②平成13年４月２日～平成19年４月１日生まれの方
　補助期間　　令和４年７月１日（金）～９月30日（金）　　※期間中に１人１回が限度
　補助金額　　PCR検査：上限額10,000円、抗原定量検査・抗原定性検査：上限額7,500円

歳出予算額 区分

　コロナ禍において、飼料高騰が畜産農家の経営を圧迫しているため、国の基金を活用した飼
料高騰対策を踏まえ、畜産農家が飼料購入時に負担する基金への積立金相当額を予算の範
囲内で補助します。

　補助対象　　市内に住所を有し、配合飼料価格安定制度に加入している農家のうち、牛・鶏
　　　　　　　 　 等を飼養して、乳・肉・卵等を出荷・販売している農家
　補助金額　　配合飼料年間購入数量に対して、600円/ﾄﾝを補助
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№ 10

（事業概要）

1,748,223 千円 市単独事業 主管 商工振興課

№ 11

（事業概要）

40,000 千円 市単独事業 主管 商工振興課

№ 12

（事業概要）

24,000 千円 市単独事業 主管 商工振興課

　売上が一定程度減少している事業者に対して、店舗等の家賃の一部を補助します。
　今回の補助は、通算で４回目の補助となります。

　補助対象　　市内の店舗等で事業を行う事業者。ただし、事業の６か月以上継続予定や、
　　　　　　　　 事業収入の50％以上減少などの条件があります。
　申請期間　　令和４年７月から11月
　補助金額　　６か月分の家賃の２分の１以内で、上限20万円

プレミアム商品券（第４弾）を発行します

　商工団体と連携して、市内経済の活性化を図るため、額面16.9億円（13万冊）のプレミアム商
品券を発行します。

　発行内容　　1,000円券×13枚を10,000円で販売（プレミアム率30％）
　　　　　　　　　13枚のうち、中小店専用券６枚、全店共通券７枚
　使用期間　　令和４年9月～１１月の３か月間　（予定）

歳出予算額 区分

事業者が支払う店舗等の家賃を補助します

歳出予算額 区分

飲食店等の感染予防資材購入費を支援します

　県が実施する「信州の安心なお店」の認証を受けた市内事業者に対して、感染予防対策を継
続することを目的に、衛生用品の購入費用を支援します。

　補助対象　　市内の「信州の安心なお店」認証店の事業者
　申請期間　　令和４年７月から９月
　補助金額　　１店舗当たり　50,000円（定額補助）

歳出予算額 区分
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№ 13

（事業概要）

3,500 千円 市単独事業 主管 商工振興課

№ 14

（事業概要）

11,500 千円 市単独事業 主管 学校教育課

学校給食を維持するために支援します

　物価高騰の社会情勢を踏まえ、学校給食の質と量を維持するため、学校給食会計に対して、
食材、原材料の値上がり分を補助します。

　補助概要　　小中学校の学校給食会計に対する補助
　補助期間　　令和４年７月～令和５年３月までの９か月間

歳出予算額 区分

地域コミュニティカードのポイント還元事業を支援します

　「い～なちゃんカード」、「たかとおカードおつかいくん」の使用に応じて、ポイント付与する事業
を補助します。

　補助対象　　市内の地域コミュニティカード運営組織（２団体）
　補助概要　　５％のポイント還元の際に、３％分を運営組織に補助
　補助期間　　令和４年７月～12月までの６か月間

歳出予算額 区分
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