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※Ｈ27事業費は、H27当初又はH27.3補正

　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ28事業費 Ｈ27事業費

☆ 議会費 議会事務局

市議会改革の取組み
　議会改革の一環として、議員用のタブレッ
ト端末を用意し、例規検索、会議資料の配布
等に活用する

1,329 0

☆ 総務費
総務課
関係各課

合併10周年記念事業
　新伊那市発足10周年にあたり、記念式典ほ
か記念事業を行う
　　※別紙で合併10周年記念事業一覧あり

31,742
(全事業)

0

☆ 総務費 総務課

新宿区友好提携10周年記念事業
　新伊那市発足後、新宿区との友好提携10周
年を記念し、各種友好事業を実施する
　　※別紙で10周年記念事業一覧あり

8,555
(全事業)

0

☆ 総務費 秘書広報課

国道361号沿線市町村連携事業
　国道361号の改良を見通し、沿線市町村が
相互に連携し、シティプロモーションを展開
する

3,500 0

◎ 総務費 企画課

ふるさと納税の推進
　ふるさと寄附によるまちづくりを推進する
ため、特典の充実やＰＲに加え、新たに企業
版ふるさと寄附の活用に取り組む

300,000 2,252

☆ 総務費 企画課

新産業技術推進事業
　地域産業の活性化に向け識見者による協議
会を設置し、情報、製品、技術を結び付けた
サービスに活かす仕組みづくりに取り組む

1,950 0

☆ 総務費 企画課

協働のまちづくり交付金
　地域協議会へ交付金を配分し、住民の主体
的な地域活性化活動を支援することで、活力
ある伊那市を創造する

15,000 0

☆ 総務費 企画課

「第３次男女共同参画計画」策定事業
　男女共同参画社会の実現に向け、指針とな
る計画を策定する
　　　　　　　　　　　(平成29年度～５年間)

737 188

◎ 総務費
人口増推進
室

シティプロモーションの推進
　地域の魅力を洗練し、市内外への効果的な
情報発信に取り組む
・プロモーション動画の映像配信　ほか

10,185 7,700

☆ 総務費
人口増推進
室

定住自立圏構想の推進
　伊那市、箕輪町、南箕輪による伊那地域定
住自立圏共生ビジョンを策定する

785 0

☆ 総務費
人口増推進
室

田舎暮らしモデル地域事業
・ICT等の活用による商品配送の実証事業
・モデルハウスによる体験ツアー　ほか

17,241 6,335

☆ 総務費 情報統計課
基幹統計調査等の実施
　経済センサス：基準日　28年６月１日
　　　　　　（５年ごとに実施）

4,027 0
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ28事業費 Ｈ27事業費

☆ 総務費 危機管理課

「伊那市国土強靭化計画」
「伊那市業務継続計画」の策定
　災害に対する強靭化及び災害時に優先して
対応する業務の実施方法等の計画を策定する

981 0

☆ 総務費
選挙管理
委員会

参議院議員選挙
　長野県選挙区及び比例代表選挙の実施
　　２８年７月２５日任期満了

46,664 0

☆ 総務費 生活環境課

高齢免許返納者支援事業
　高齢運転者の事故防止を目的に、自主的に
運転免許を返納した高齢者を支援するととも
に、返納者の公共交通機関の利用を推進する

450 0

○ 総務費 生活環境課

消費者保護対策
　消費生活に関する相談、情報発信のため、
消費生活センターを継続して設置する
・高齢者世帯に通話録音装置の購入助成

2,721 2,357

◎ 民生費 社会福祉課

いなし出会いサポートセンター事業
・出会い結(ゆい)サポーター(仮称)の募集
・地域資源活用イベント「山コン」の実施
・成婚記念りんごオーナー権プレゼント
・婚活書籍、ブライダル雑誌の設置・貸出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

1,561 1,130

◎ 民生費 社会福祉課

臨時福祉給付金
　賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給
者を支援するための給付金を支給する
・年金生活者等支援臨時福祉給付金
　　　　　　　　　　　　（１人30,000円）
・簡素な給付措置（１人3,000円）

314,090 69,650

◎ 民生費 社会福祉課

障害者自立支援給付等、自立支援医療給付
　就労支援、訪問・通所サービス等により、
障害者の自立を支援するとともに、能力回復
のための医療費を給付する

1,487,500 1,360,000

◎ 民生費 社会福祉課

生活困窮者自立支援事業
　生活困窮者の自立に向けた事業を行う
・自立相談支援、住居確保給付、
　就労準備支援、一時生活支援、
　家計相談支援

14,980 11,846

◎ 民生費
子育て支援
課

児童扶養手当
　ひとり親家庭の生活の安定、自立の促進の
ため、第２子以降の加算額を拡充する
　第２子加算額　5,000円→10,000円
　第３子以降加算額　3,000円→6,000円
※加算額は所得に応じて逓減する
　　　　　　　　　　（28年８月分から）

12,540 －

◎ 民生費
子育て支援
課

子育て支援センター
　就園前の親子を対象に、育児相談、子育て
講座を開催する
・西箕輪地区、出張子育て支援センターの拡充
・竜南子育て支援センターに空調を整備

23,380 22,671
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ28事業費 Ｈ27事業費

☆ 民生費
子育て支援
課

私立幼稚園、認定こども園事業(制度変更）
１　未就学児の保護者支援のため、私立幼稚
　園、認定こども園での保育を実施する
　・幼稚園での幼児の保育
　・認定こども園での未満児、幼児の保育
２　伊那市独自の利用者負担軽減
　・国の利用者負担額に比べ１割程度軽減
　・負担金の階層を細分化

298,700 181,400

☆ 民生費
子育て支援
課

未満児保育の拡充
　保護者の育児休暇取得に伴う退園要件を緩
和し、多子世帯の子育てを支援する

－ －

◎ 民生費
子育て支援
課

保育園環境整備
　より良い保育の提供に向け、保育環境の整
備を行う
　・未満児、２階保育室への空調整備
　・園庭の芝生化を推進

19,037 13,800

☆ 民生費
子育て支援
課

高遠保育園建設事業
　高遠保育園の移転改築に向け、用地の選定
等を行う

2,000 0

◎ 民生費
子育て支援
課

多子世帯における保育料の軽減
○国の新たな負担軽減
　多子世帯・ひとり親世帯等の利用者負担の
　軽減
○昨年度からの軽減(国､県､市)
【同時通園の場合】
２人目：１／２軽減（国支援）
３人目以降：無料　（　〃　）
【同時通園でない場合】
・きょうだい上限高校生まで
第３子　8,000円軽減(県3,000円､市5,000円)
第４子以降　無料(県3,000円､市 残り全額)
【保育料徴収基準階層の調整】
・きょうだい（上限中学生まで）が３人以上
いる場合、保育料の階層を引き下げる

120,028 115,566

○ 民生費
子育て支援
課

延長保育料の軽減
　共働き世帯への支援と子育て環境の充実に
向け、３歳以上の延長保育料について１／２
軽減する

10,123 10,123

◎ 民生費 健康推進課

子ども医療費給付
　就学前児童（入通院：県補助）
　小学１年生～中学３年生（入院：県補助）
　小学１年生～中学３年生（通院：市単独）
☆高校１～３年生（入院：市単独、新規）

124,400 127,700

○ 民生費
高齢者福祉
課

介護予防施設・介護保険施設整備
　宅幼老所開設支援　　　　　　　１か所
　訪問看護ステーション開設支援　１か所
　高齢者にやさしい集会施設改修（市単）

9,300 11,500

◎ 民生費
高齢者福祉
課

高齢者いきいき健康券交付
　75歳以上の高齢者に、市内入浴施設、バ
ス・タクシー等で使用できる券を交付する
・紙おむつの購入を対象に復活
・地域自主ｸﾞﾙｰﾌﾟ筋力ｱｯﾌﾟ教室の利用を追加

29,000 27,391
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ28事業費 Ｈ27事業費

☆ 民生費
高齢者福祉
課

働きながら学ぶ介護従事者応援事業
　介護サービスの向上と、移住定住を促進す
るため、各種支援を実施する
・１年以上正規雇用した事業所への助成
・正規職員として介護職場に１年以上勤務す
　る移住者への助成

1,500 0

☆ 民生費
高齢者福祉
課

介護未経験者に対する支援事業
　介護従事者の確保と介護サービスの向上を
目的に、新規就職者の介護従事者資格取得費
用の一部を助成する

1,600 0

☆ 民生費
高齢者福祉
課

訪問理容・美容サービス利用助成券交付
　寝たきり等の在宅高齢者に対し、自宅又は
送迎による理容・美容サービスの費用の一部
を助成する

2,898 0

☆ 衛生費
生活環境課
関係各課

トイレ洋式化の推進
　利用者の利便向上のため、公共施設におけ
るトイレの洋式化を推進する
・１０施設、３８基を予定

17,988
(全事業)

－

◎ 衛生費 生活環境課

火葬場の運営
　市内及び周辺市町村の火葬の執行及び施設
の維持、運営管理を行う
・伊那火葬場外壁等、大規模修繕
・伊那、長谷火葬場の設備修繕

64,483 49,558

☆ 衛生費 生活環境課

合葬式墓地の建設
　多様化する住民のニーズにあわせ合葬式墓
地を建設する
・合葬式墓地の建設、周辺整備　ほか

24,570 0

◎ 衛生費 生活環境課

新ごみ中間処理施設の建設
　建設が本格化する上伊那広域連合新ごみ中
間処理施設の建設費用を負担する
　（H28年度着工、H30年度稼働予定）

147,674 35,344

☆ 衛生費 生活環境課
住宅団地焼却灰撤去（中央行政組合負担金）
　南箕輪村住宅団地に埋設された可燃ごみ焼
却灰撤去に伴う費用を負担する

111,231 (138,478)

◎ 衛生費 健康推進課

産後ケア事業
　乳房ケア等の相談や出産後の経過宿泊への
助成により、妊娠から子育て期まで継続的な
支援を行う
　・母乳育児相談助成券　１人２枚→３枚へ

1,937 1,784

◎ 衛生費 健康推進課

不妊治療費助成事業
　赤ちゃんを望む夫婦に対して、男性、女性
の不妊治療費の助成を充実する
・年１回の助成回数制限をなくし、通算６回
　まで助成

7,200 3,300

◎ 衛生費 健康推進課

国民健康保険特別会計繰出
　国保事業運営の安定化のために、国保特別
会計へ繰出しを行う
(法定分 450,411千円、法定外 108,409千円)

558,820 492,193

○ 衛生費 水道整備課

浄化槽設置整備補助
　下水道整備区域外における河川の水質浄化
を図るため、浄化槽設置への補助を行う
　　国・県補助：６４基

34,260 34,856
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ28事業費 Ｈ27事業費

○ 労働費 商工振興課

若者正規雇用の推進
・若者正規雇用、育成奨励事業
・インターンシップ促進事業
・都市部の学生の地方就業支援事業

4,500 11,900

☆ 労働費 商工振興課

奨学金返済支援事業
　就労世代の拡大と定着を図るため、奨学金
を返済している若者が伊那市に住所を移して
就労する場合に、返済金の一部を支援する

4,000 0

○
農林水産
業費

農政課
耕地林務課

農林業体験事業
　実際の農業、林業体験に加え、伊那の気候
や景観を感じてもらうことにより、就農や移
住定住希望者の増加を図る

2,090 3,960

☆
農林水産
業費

農政課
山村活性化支援交付金事業
　高遠地区における林産物などの地域資源を
活用し、地域の活性化を図る(H27.9補正)

6,000 0

◎
農林水産
業費

農政課

農産物ブランディング事業
　農産加工品等の商品開発や、やまぶどう、
ブルーベリーの栽培拡大を支援し、伊那農産
物の特産化とブランド化を図る

2,900 3,705

◎
農林水産
業費

農政課

農産物販売促進事業
・新宿高野等との連携によるＰＲ
・やまぶどうワイン試験販売
・ＪＡによる伊那産農産物の販売促進　など

4,050 1,765

○
農林水産
業費

農政課

水田農業振興事業
　米価の維持と農家経営の安定化を支援する
　　経営所得安定対策
　　生産調整推進（とも補償）

37,075 37,000

○
農林水産
業費

農政課

農地中間管理事業機構集積協力金
　生産性の向上、経営の効率化や規模拡大を
図るため、農地中間管理機構を活用し農用地
の集約化、集積化を促進する

15,590 53,780

◎
農林水産
業費

農政課

新規就農者支援事業（農業による人口増加）
　新規就農総合支援事業（国 10/10）
　農業インターン制度（市単）
　伊那市農業研修生受入制度（市単）

51,112 49,998

◎
農林水産
業費

農政課

農業公園整備事業
【みはらしファーム】
・地域食材提供施設等の整備　ほか
　　　　　　（国補助金、合併特例事業債）
【南アルプスむら】
・施設改修　ほか　　　（過疎対策事業債）

74,281 144,054

◎
農林水産
業費

耕地林務課

多面的機能支払交付金事業
　農地や水路等の適切な保全管理と住環境の
向上を図るため、住民が参加する組織の活動
に対して支援する

115,000 114,906

◎
農林水産
業費

耕地林務課

農業生産基盤の整備
　県営事業負担金（小水力発電を含む）
　団体営土地改良事業
　県単・市単土地改良事業　ほか

249,931 172,810
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ28事業費 Ｈ27事業費

◎
農林水産
業費

耕地林務課

地域材利活用推進事業
　森林資源の利用活用を図るため、間伐材を
含む木材の新たな有効利用について研究と活
用を進める

6,879 5,671

◎
農林水産
業費

耕地林務課

木質バイオマス活用促進事業
　木質バイオマス技術者育成
　林業機械整備
　バイオマス原材料搬出奨励金交付　ほか

9,200 8,000

○
農林水産
業費

耕地林務課

木質燃料ストーブ導入促進事業
　家庭における木質燃料の導入を促進し、地
域の林業資源を活用した産業の振興とエネル
ギーの地産地消を図る

5,500 7,500

☆
農林水産
業費

耕地林務課

全国植樹祭
　第67回全国植樹祭のサテライト会場とし
て、鳩吹公園においてイベントの開催や植樹
を実施する
　・新宿区小学生参加ツアーの実施

2,533 0

◎
農林水産
業費

耕地林務課
松くい虫被害防止対策
　松枯損木処理事業
　保全松林樹幹注入補助事業

40,957 38,723

◎
農林水産
業費

耕地林務課

「伊那市50年の森ビジョン」の推進
　伊那市50年の森ビジョンの推進に向け、推
進委員会の設置により実行計画等の策定と、
キックオフ事業を行う

5,566 3,262

○
農林水産
業費

耕地林務課

森林整備事業
　森林造成事業補助
　森林整備地域活動支援
　市有林管理　　ほか

54,287 70,011

◎
農林水産
業費

耕地林務課

有害鳥獣対策
　有害鳥獣対策協議会負担金
　有害鳥獣捕獲奨励金の交付
　西部山麓域食害対策の推進　ほか

40,663 35,875

○
農林水産
業費

耕地林務課

林道千代田湖枯木線舗装改良
　H23～H30事業　総事業費：116,000千円
　　　　　　（県補助金、過疎対策事業債）

12,000 12,400

○
農林水産
業費

耕地林務課

林道南アルプス線改良
　県単補助事業と市単事業により事業の進捗
を図る　　　　（県補助、過疎対策事業債）

45,315 39,844

○ 商工費 商工振興課

展示会出展補助事業
　販路を開拓する際の有効な手段となる工業
展示会等への出展料を補助し、受注機会の拡
大を図る

2,400 5,000

○ 商工費 商工振興課

中小企業受発注開拓支援事業
　工業展示会において市のブースを確保する
ことにより市内中小企業の出展を促し、受注
拡大を図る

1,642 1,250

◎ 商工費 商工振興課

元気ビジネス応援隊事業（上伊那広域事業）
　人材の育成と企業の経営や技術上の課題解
決を図るため、アドバイザーの派遣を広域的
に展開する

899 900
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ28事業費 Ｈ27事業費

◎ 商工費 商工振興課

やる気のある起業家支援事業
　創業チャレンジショップ支援
 ＩＣＴ人材誘致(家賃助成)
　魅力ある産業創業支援　ほか

6,080 9,000

○ 商工費 商工振興課
中小企業融資事業
　融資枠の確保により円滑な融資を実施し、
あわせて保証料を補助する

880,112 987,204

○ 商工費 商工振興課

工場等設置事業補助金
　工場等を新設、移設、増設する企業に対し
て支援を行う
　・対象　市内全域、建設、小規模企業

123,200 83,437

☆ 商工費
産業立地推
進課

産業団地環境整備事業
　産業団地の操業環境を整備する
　・創業支援センター
　　下水道等整備工事実施前業務
　・大萱産業適地進入路整備

50,600 －

○ 商工費
産業立地推
進課

産業用地取得補助事業
　用地取得費の一部を助成することにより、
企業誘致と早期操業を促進し、雇用の創出及
び人口増を図る

36,981 19,493

◎ 商工費 観光課

観光協会の充実
　観光協会の法人化により組織体制を強化し
自立性を高め、観光ＰＲの事業推進と業務の
拡充を図る

61,822 55,935

☆ 商工費 観光課

ふらっとたかとお城下町事業
　高遠町の歴史、文化、自然の新たな魅力を
発掘、発信し、観光による活性化を進める
　　　　　　　　（地域おこし協力隊１名）

3,995 0

☆ 商工費 観光課

日本で最も美しい村事業
　「日本で最も美しい村」連合加盟を契機
に、美しい村事業を展開し地域振興を図る
　　　　　　　　　　　　　　(H27.12補正)

1,334 0

☆ 商工費
観光課
関係各課

山の日関連イベントの実施
　国民の祝日である「山の日」の新設と「信
州山の日」にちなみ、各種イベントを実施し
山岳観光を推進する
　　※別紙で一覧資料あり

4,019
(全事業)

－

◎ 商工費 観光課

「信州そば発祥の地 伊那」ＰＲイベント
　伊那のそばを定義し、提供店の認定を行う
とともに、そばスタンプラリー、５週連続の
そば三昧イベントにより、信州そば発祥の地
をＰＲする

1,180 3,983

◎ 商工費 観光課

広域交通による誘客促進
　木曽、茅野から高遠城址公園、南アルプス
につながる広域的な交通手段を提供し、新た
な誘客を図る

5,419 3,291

☆ 商工費 観光課
南アルプス登山道整備
　安全な登山に向け、県の助成を得て南アル
プス山域の登山道整備を実施する

5,335 －
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ28事業費 Ｈ27事業費

☆ 商工費
観光課
関係各課

観光施設へのWi-Fi設置
　観光客の利便性向上とインバウンドに対応
するためWi-Fiを整備する
　・高遠城址公園
　・みはらしファーム　　　　※宿泊施設は
　・林道バス営業所　　　　　　整備済み

2,420 0

○ 土木費 建設課

特定路線整備
　伊那：三峰川左岸線、東部線ほか
　高遠町：押出小原線、小豆坂線
　長谷：溝口戸台線
（国補助金、合併・過疎・公共事業等債）

199,000 162,000

◎ 土木費 建設課

道路改良負担金（国県事業）
　竜東線、環状北線、西部１号線
　急傾斜地崩壊対策（２か所）
　(仮)新鷹岩トンネル（黒河内線）　ほか

360,711 137,611

◎ 土木費 建設課
市単土木事業
　市道改良、交通安全施設設置、
　舗装新設、舗装維持、河川改良工事

199,500 182,100

○ 土木費 建設課
交通安全施設整備
　日影沢線改良ほか
　　　　　　（国補助金、合併特例事業債）

100,000 29,000

○ 土木費 建設課

橋梁維持
　橋梁長寿命化修繕計画に基づき、道路構造
物定期点検、修繕を実施する
　　　　　　（国補助金、合併特例事業債）

112,858 107,011

☆ 土木費 管理課
道路照明灯のLED化
　道路照明のLED化に向け、平成大橋の照明
を試行する

4,650 0

○ 土木費 管理課
国土調査
　坂下区、山寺区において事業を推進する
　(継続 0.14㎢ 約1,381筆、新規 0.29㎢)

59,231 52,474

◎ 土木費 管理課

市営住宅管理委託
　市営住宅の維持管理を長野県住宅供給公社
に委託する
　・新たに子育て世代支援を実施する

41,028 39,944

○ 土木費 管理課
未利用施設の移住希望者への提供
　市営住宅など未利用施設を活用し、移住希
望者の住居確保を図る

5,000 11,000

☆ 土木費 都市整備課

都市計画調査
　国道153号伊那バイパス沿線の活用と景観
維持等に向け、沿道土地利用誘導策を検討す
る

2,000 －

◎ 土木費
特定道路整
備推進室

スマートインター設置事業
　小黒川PAにスマートICを設置する
　・ネクスコへの工事委託、接続市道改良等
　　H24～29事業　総事業費：352,312千円
　　　　　　（国補助金、合併特例事業債）

139,938 156,195
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ28事業費 Ｈ27事業費

◎ 土木費
特定道路整
備推進室

環状南線建設事業
　環状南線の建設を進める
　・用地測量、用地買収ほか
　　H25～32事業　総事業費：2,489,795千円
　　　　　　　　（国庫補助、合併特例債）

205,775 48,722

◎ 土木費 水道業務課

下水道事業会計補助金
　農業集落排水、公共下水道、特定環境保全
下水道事業等の推進を図る
　・新たに下水道への出資を行う(H27～)

1,430,875 1,331,364

◎ 消防費 危機管理課

消防施設整備
　・消防団デジタル簡易無線整備
　　　　西部方面隊、中部方面隊　７７台
　・耐震性防火貯水槽の建設　　40t ２基
　・消防団車庫の建設　　　　　　３地区
　(合併特例事業債･緊急防災減災事業債)

46,032 12,501

◎ 消防費 危機管理課

防災施設整備
・防災拠点施設の整備
　　既存施設の解体、実施設計　ほか
・長野県防災行政無線(衛星系)の更新
　　　　　　　　　(合併特例事業債ほか)

136,238 15,826

☆ 教育費 学校教育課
信州型コミュニティ・スクール事業
　学校と地域住民の協働による地域に開かれ
た学校づくりを進める

1,693 386

◎ 教育費 学校教育課
小中学校特別支援教育支援員配置
　小中学校における特別支援教育に支援介助
員を配置する　　３１人

46,012 40,406

○ 教育費 学校教育課
中学校市費特別加配講師配置
　不登校､不適応の生徒等を対象に生活指導､
教科指導を行う講師を配置する　９人

23,620 22,974

◎ 教育費 学校教育課

伊那市らしい教育の実践
　・「暮らしのなかの食」の推進
　・総合学習と交流発表会の開催
　・郷土学習副読本の作成
　・県産材木製品「KEES」の活用

12,921 9,658

☆ 教育費 学校教育課

ICT活用による遠隔授業等実証事業
　小規模校におけるデジタル教材の開発、活
用と、大規模校とのネットワークの構築によ
り、合同授業を実施する(H27.9補正)

3,892 0

☆ 教育費 学校教育課

学校図書館システム導入事業
　小学校15校、中学校６校の学校図書館を伊
那図書館ネットワークに接続し、より良い図
書環境を提供する

7,752 0

○ 教育費 学校教育課
小中学校改修事業
　小学校15校、中学校６校の校舎等施設の改
修や、関連施設の整備を行う

209,060 291,900
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ28事業費 Ｈ27事業費

☆ 教育費 学校教育課

小学校、中学校学力向上支援
　児童生徒に学習機会を提供することによ
り、学ぶ意欲の醸成と学力向上を支援する
・新たに小学校で放課後学習等を導入する

6,372 2,758

○ 教育費 学校教育課

学校給食施設整備事業
・改築工事（伊那中・伊那西小共同調理場）
・設計委託（伊那北小）
　　　　　　　　　　　（合併特例事業債）

334,602 354,540

◎ 教育費 生涯学習課

伊澤修二記念音楽祭
　第30回を記念して、各種事業を実施する
　・記念講演、ミニコンサート、
　　アウトリーチ事業、資料展示ほか

8,000 7,982

◎ 教育費 生涯学習課

手良公民館改築
　本体工事、備品整備等
　H26～28事業　総事業費：約448,000千円
　　（社会資本整備総合交付金、合併特例事業債）

304,876 53,744

◎ 教育費 生涯学習課
伊那市の古い地名調査
　平成24年からの各地区での調査を経て、冊
子編集、報告会等のまとめを行う

1,906 3,899

☆ 教育費 生涯学習課

文化財保護事業
　・伊澤修二生家屋根改修工事（板葺屋根）
　・史跡高遠城跡三の丸北側斜面整備工事
　・進徳館耐震補強工事実施設計

14,994 －

◎ 教育費 文化振興課

地域に残る資料のデジタルアーカイブ
　点在する昭和初期に撮影された画像資料等
をデジタル化、保存整備し、地域資源として
の活用を図る

4,126 2,759

☆ 教育費 文化振興課

地域研究スペースの設置
　地域資料等の調査研究を希望する住民（市
民大学修了生など）のために、高遠町歴史博
物館に研究スペースを新設する

1,239 0

◎ 教育費 文化振興課

信州高遠美術館企画展
　昭和幻風景展　　会期：4月3日～5月22日
　原田政雄と交遊作家展・郷土
　　ゆかりの作家展　　5月28日～ 7月24日
　若手アーティスト展　7月30日～ 9月11日
　中村不折生誕150周年展
　　　　　　　　　　　9月17日～10月30日

7,506 5,315

◎ 教育費
スポーツ振
興課

春の高校伊那駅伝大会
　男子第40回、女子第33回春の高校伊那駅伝
を開催する
　・男子第40回記念事業の実施

13,500 9,700

◎ 教育費
スポーツ振
興課

全国レベルのスポーツ大会開催
　・合併10周年 大学ラグビー招待試合
　　　　　(釜石ｼｰｳｪｲﾌﾞｽ VS 同志社 予定)
　・北信越国体　ソフトボール競技

2,200 1,100

☆ 教育費
スポーツ振
興課

体育施設整備
　高遠スポーツ公園文化体育館の耐震工事
　　　　　　　　　(H28～H29継続費事業）
　センターテニスコート改修工事
　市営野球場防球ネット増設工事　ほか

482,540 48,708
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ28事業費 Ｈ27事業費

【特別会計・企業会計】

☆ 介護保険
高齢者福祉
課

地域自主グループ筋力アップ教室支援
　地域主体の通いの場の充実に向け、市の筋
力トレーニング教室修了生が自主的に開催す
る筋力アップ教室を支援する

2,998 0

☆ 介護保険
高齢者福祉
課

「イーナ介護相談所」の設置
　身近な介護施設や居宅介護支援事業所で介
護に関する相談を受け付けることにより、高
齢者を支える体制を整備する
　　30事業所

120 0

◎ 介護保険
高齢者福祉
課

新たな総合事業実施への対応
　平成29年４月から完全実施する新しい総合
事業の基盤整備を行うため、協議体を設置運
営する

233
事務経費

のみ

☆ 介護保険
高齢者福祉
課

生活支援コーディネーターの配置
　地域の多様な担い手による生活支援等の
サービス提供体制を整備するため、コーディ
ネーターを配置する

21,629 0

☆ 介護保険
高齢者福祉
課

認知症初期集中支援チームの設置
　専門職による訪問等により、認知症高齢者
やその家族の初期支援を行い、自立した生活
をサポートする

3,708 0

○ 簡水特会 水道業務課

固定資産台帳の整備
　公営企業会計の適用に向け、固定資産台帳
のデータ作成業務を行う
　事業期間 H27～H28　総額 9,180千円

5,973 3,207

◎ 簡水特会 水道整備課

クリプトスポリジウム等対策
　建築工事　市野瀬配水池
　装置設置　柏木、上奈良尾配水池　ほか
　　　　　　　（簡水債、過疎対策事業債）

148,500 31,820

☆
簡水特会
上水道
下水道

水道業務課

スマートフォン検針、検針時漏水調査の実施
　取扱いが容易なスマートフォン検針と、検
針時に漏水調査を実施することができるシス
テムを導入し、有収率の改善に努める

5,004 －

○ 上水道 水道整備課
上水道建設改良事業
　・下水道、道路改良工事関連
　・老朽管更新

195,807 216,372

○ 上水道 水道整備課

第７次整備計画の推進
　・下島配水池築造工事
　・猪鹿配水系切替工事
　・配水系切替全体計画の策定　ほか

213,300 152,900

☆ 下水道 水道整備課
統合検討業務委託
　下水道事業経営健全化計画に沿い、農集排
春富地区の特環殿島への統合を検討する

3,900 0

○ 下水道 水道整備課

下水道供用区域の拡大（工事）
　公共下水道　　　坂下、小沢　ほか
　公共関連特環　　美篶、福島　ほか
　特定環境下水道　沢渡　ほか

556,000 610,000
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ28事業費 Ｈ27事業費

○ 下水道 水道整備課

下水道施設長寿命化対策
　伊那浄水管理センター長寿命化更新工事
　伊那高遠管きょ施設長寿命化再構築工事
　小出島浄化センター長寿命化計画策定
　伊那浄水管理センター第２期長寿命化
　計画策定

112,800 94,400

○
自動車
運送

南アルプス
林道管理室

南アルプス林道バスの更新
　快適な乗車環境を提供するため、老朽化し
た事業用バス１台を更新する

13,840 15,106

☆
自動車
運送

南アルプス
林道管理室

駐車場用地の取得
　長期的な経営の視点から、借地による駐車
場用地を取得することにより、経費の削減と
永続的な使用を確保する

4,860 0
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平成28年度　合併10周年記念事業一覧

事業内容 予算額（千円）

1
10周年記念式典
　平成28年11月３日に記念式典を開催する。

1,027

2
10周年記念ロゴの作成
　記念ロゴを作成し、市からの印刷物に使用する。

0

3
10周年記念グッズの作成
　記念グッズを作成し、記念品として配布する。

400

4
10周年記念植樹
　地域自治区や保育園、学校などに記念植樹を行う。

1,000

5
10年間のできごとを紹介
　10年間の主な出来事を市報いな、ホームページ、広報番組で紹介す
る。市役所市民ホールで写真展を開催する。

0

6
公共交通バス乗り放題DAY
　８月と３月に公共交通に無料で乗車できるイベントを行う。

例年の利用促進の予算で対応

7
プロモーション動画完成披露上映会
　伊那市芸術文化大使　柘植伊佐夫氏が監督を務める移住促進用映像
（イナ・ムービーズ）の完成披露上映会を開催する。

1,185

8
防災講演会
　福島県相馬市長を招き、防災に関する講演会を開催する。
　　（平成28年４月10日）

198

9
伊那市環境展2016
　10周年記念事業として、環境展にあわせて記念イベントを開催する。

500

10
子育てシンポジウム
　結婚、出産、育児について考える子育てシンポジウムを開催する。

1,621

11
オリジナル体操作成委託
　介護予防事業として伊那市独自の体操を作成する。

200

12
みはらし祭り
　交流促進施設の完成にあわせて、イベントを開催する。

700

13
合併10周年伊那まつり
　合併10周年記念伊那まつりを開催する。

10,000

14
市内入浴施設感謝キャンペーン
　入浴料の割引や、企画イベントなどを行う。

1,200

15
第30回伊澤修二記念音楽祭
　記念事業として、記念講演会やミニコンサートなどを開催する。

8,000

16
手づくりの演奏会
　４名のソリストと市民公募合唱団によるベートーヴェン交響曲第九番
の演奏会を開催する。

800

17
第４回千両千両井月さんまつり、第25回信州伊那井月俳句大会
　井月に関するイベントの開催、全国から投句を集める俳句大会を開催
する。

1,500

18
中村不折生誕150年記念展
　伊那市出身の書家、洋画家である中村不折生誕150年を記念した企画
展を信州高遠美術館をはじめ文化施設で開催する。

2,011

19
ラグビー招待試合
　釜石シーウェイブス対同志社大学の試合を開催する。

1,400

合併10周年記念事業予算額合計 31,742
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平成28年度　新宿区友好提携10周年記念事業一覧

事業内容 予算額(千円)

1 10周年記念式典 300

2
10周年記念パネル作成及び巡回展示
　新宿区が作成する10周年記念パネルを巡回展示する。

3

第67回　全国植樹祭
　Ｈ28.6.4（土）～5（日）
　全国植樹祭サテライト会場（鳩吹公園）に、新宿区の小学
生を招待し、事前準備から当日の植樹等を体験。

1,800

4

間伐体験ツアー
　H28.8.20（土）～21（日）
　新宿区事業　自然体験ツアー
　（ますみヶ丘平地林イベント「わくわく森・もり」と連
携）
　H28.8～10
　新宿区小学生森林体験移動教室（全６校）

900

5
新宿区民交流事業
　新宿区民限定のツアー企画・募集し、区民に伊那市の自然
や伊那まつり等を体験。

826

6

高遠城下まつり
　日時：9月3日（土）
　場所：国道361号本通り・仲町駐車場
　参加：新宿区役所つつじ連
　新宿区の関係者を招待し、交流を行う。

4,250

7

新宿区立新宿歴史博物館　特別展
　高遠藩内藤家の歴史を通して、新宿と伊那・高遠との深い
繋がりを、貴重な資料の数々から紹介する。
（会期：28.9.17～11.20　新宿歴史博物館）
　同特別展を29年３月に高遠町歴史博物館においても開催す
る。

479

予算額　合計 8,555
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平成28年度　山の日関連イベント
　国民の祝日である「山の日」の新設と「信州山の日」にちなみ、各種イベントを実施し山岳観光を推進する

事業内容 予算額（千円） 実施日（予定）

1
南アルプス林道バス運行開始及び南アルプス北部開山祭
　山岳安全祈願・アトラクションほか

観光協会予算 4/25（月）

2
南アルプス林道バス北沢峠開通及び休憩所オープンセレモ
ニー
　休憩所開所セレモニー･イメージアップ山岳写真除幕ほか

98 6/15（水）

3
長衛祭及び記念登山「仙丈ケ岳」
　竹澤長衛翁「碑前祭」・記念登山ほか

400
6/25（土）
6/26（日）

4
塩見小屋竣工式
　竣工式・記念イベント

174
6/30（木）
7/ 1（金）

5
仙流荘クライミングウォール体験教室
　クライミングウォールの無料開放体験

100 7/24（日）

6
「登山マナー＆クリーンアップキャンペーン」
　アンケート調査・ストックキャップの装着啓発・携帯ト
イレの啓発など

194 8/11（木）

7
携帯トイレ普及事業（上記と同時開催）
　携帯トイレと回収ボックスの設置・啓発パネルの設置

205
8/11（木）
～10月中旬

8
中ア山の日記念イベント（西駒んボッカ同時開催）
　歴史的建造物石室のＰＲ・誘客・山岳自然保護の啓発ほ
か

767
9/10（土）
9/11（日）

9
南アルプス林道バス利用者140万人達成セレモニー
　セレモニー・記念品贈呈

125 9月頃

10
南アルプスde山コン
　山と山荘を舞台に婚活

760 未定

11
南アルプス地域統一看板の設置
　南アルプス地域関係１０市町村による統一デザイン看
板・道標の設置

1,196 未定

12

防鹿柵設置事業
　高山植物保護のための柵設置
外来植物除去活動等
　歌宿までの外来植物除去

南ア食害対策
協議会予算

7月～10月

　予算額合計 4,019

イベント名 民間事業者(予定) 実施日（予定）

1
山小屋5カ所で伊那の酒で乾杯
　「山の日」に山小屋で同時に伊那の酒で乾杯

伊那市観光株式会社 7/24（日）

2
「信州山の日」山盛りフェスティバル
　「山の日」にあわせ、ご当地グルメ「ソースかつ丼、
ローメン」の山盛企画

伊那市観光株式会社
飲食店組合
ASTTAL

7/24（日）
又は8/11

3
山の日月間　平日限定サービス
　山小屋等で平日限定のサービスを実施して、平日に山へ
誘客

伊那市観光株式会社
7月中旬

～8月中旬

4
山の日　インスタグラム活用
　「山の日」イベント等をインスタグラムに投稿し発信

観光協会 通年

5
山岳グッズの制作、販売
　イベント等にあわせて販売

伊那市観光株式会社 通年

■民間事業者へ提案し、連携して実施するイベント等
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　　※参考　一部事務組合における平成２８年度当初予算主要事業一覧

　☆：新規、◎：充実、○：継続

区分 事業内容

☆ 伊那中央行政組合
伊那中央病院北棟増築等工事
　健診センター、放射線診療室等の施設が入る北棟を平成28年度
から29年度の継続費で施工する。

☆ 伊那中央行政組合
伊那中央病院北棟増築等工事工事監理委託
　平成28年度着工予定の北棟の工事監理を平成28年度から29年度
の継続費で委託する。

○ 伊那中央行政組合
伊那中央病院北棟増築等工事設計委託
　平成28年度着工予定の北棟の基本設計・実施設計を平成27年
度、28年度の継続費で委託する。

○
伊那中央病院駐車場整備
　ヘリポート南北農地を買収し、北棟建設で減少する台数分及び
将来的に不足する台数分約300台の駐車場を整備する

☆ 伊那中央行政組合

伊那中央病院総合情報システム更新事業
　平成21年３月より稼働している伊那中央病院総合情報システム
（電子カルテ、医事会計システム、各部門システム）について更
新を行う。

○ 伊那中央行政組合
伊那中央衛生センター設備更新事業
　第２汚泥貯留槽防水工事

☆

新ごみ中間処理施設建設事業（H28～H30）
　・整備工事
　・設計施工監理業務
　・地域振興事業

☆
クリーンセンター八乙女整備事業
　・処分場整備設計業務　ほか

◎

ふるさと市町村圏基金活用による地域振興
　・移住定住事業
　・広域観光の充実(上伊那観光連盟へ補助)
　・広域的地域振興補助金　ほか

○
制度改正に伴う情報システム改修
　・社会保障、税番号制度対応
　・新地方公会計制度改正　ほか

○

上伊那広域消防運営事業
　・火災その他の災害対応
　・救急救助活動
　・消防指令センターの運用
　・施設、機器の維持管理　ほか

上伊那広域連合

上伊那広域連合

名　称

伊那中央行政組合

上伊那広域連合

上伊那広域連合

上伊那広域連合
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