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平成２９年度 伊那市当初予算のポイント 
 

 

 

 

☆：新規、◎：充実、○：継続  【担当課名の次に「主要事業の概要」該当ページを記載】 

 

 

 

☆気仙沼さくら復活プロジェクト  1,000千円 

復興に取り組む気仙沼市の新病院周辺に、桜を植樹する。    【総務課 P4,111事業】 

 

☆ふるさと応援基金を活用した事業展開  583,450千円 

ふるさと寄附を積み立てたふるさと応援基金を財源に、①これまでやりたくてもできな

かった事業、②寄附者のお気持ちに沿うと思われる事業、③伊那市を全国に発信できる事

業、などを実施する。 

（ふるさと応援基金充当額） 

子育て分野：215,000千円  教育分野：86,000千円 

医療・福祉分野：89,000千円  低炭素社会の実現分野：135,900千円 など 

※別紙１「Ｈ29年度 ふるさと応援基金充当事業一覧」参照       【関係各課】 

 

☆低炭素社会の実現に向けた取り組み  234,618千円（CO2削減量：638ｔ/年） 

「二酸化炭素排出抑制計画」に基づき、市の公共施設を中心に、バイオマスエネルギー

の導入、電力消費を抑えるための施設整備等を行う。（上記金額は P9の合計額） 

・ペレットボイラー、ストーブの導入 

・防犯灯、街路灯、公共施設内照明のＬＥＤ化 など 

※別紙２「平成 29年度予算における CO2抑制量」参照          【関係各課】 

 

☆第３子以降保育料の無料化（市独自） 軽減額：32,458千円 

新たな市独自の保育料軽減策として、第３子以降の保育料を無料とする。 

                     【子育て支援課:P34,1311及び 1341事業】 

 

☆子育て支援センター使用料の無料化 

子育て支援センターの使用料を無料にする。（市内世帯 200円/月、市外世帯 400円/月

を無料に）                     【子育て支援課:P33,1315事業】  

 

☆温泉施設の入浴料を５００円に値下げ  30,000千円 

市立の温泉施設の利用料を、現在 600円のところを 500円に値下げし、ワンコインで利

用できるようにする。（800円のさくらホテルは除く）    【観光課:P63,2436事業】 

 

☆西箕輪地区診療施設整備補助  200,000千円 

国保直営西箕輪診療所に代わり、ＪＡ長野厚生連西箕輪診療所（仮称）を誘致し、その

整備に補助する。        【健康推進課:P37,1601事業】 

 

『暮らしやすく、平和で希望に満ちた伊那市の創造』 
～ このまちの平和を願い 人々の夢を託して 輝く未来へ ～ 

 平成２９年度の特徴的な事業 
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☆電子黒板、遠隔授業用機器等の整備  59,392千円 

教育の情報化を推進するため、各種 ICT機器を整備する。 

電子黒板機能付プロジェクター、書画カメラ、遠隔授業用機器、中学校ＰＣ教室パソコ

ン、タブレット端末、ipad管理ツールなど       【学校教育課:P81,5224事業】 

 

☆長谷鹿嶺高原の森林づくり  14,000千円 

ソーシャルフォレストリー都市推進のため、長谷鹿嶺高原において伐期にある森林の伐

採（主伐）等を、企業版ふるさと納税を活用して実施し、鹿嶺高原の森林づくりを推進す

る。                         【耕地林務課:P56,2331事業】 

 

◎イーナ・ムービーズ「ソーシャルフォレストリー都市 伊那編」の作成  18,000千円 

イーナ・ムービーズ「ソーシャルフォレストリー都市 伊那編」を作成し、木質エネルギ

ーの地域内循環の促進と、都市住民への新しいライフスタイルの提案を行う。 

【地域創造課:P12,235事業】 

 

☆ドローン・フェス in ＩＮＡ Ｖalleyの開催  40,000千円 

ドローンの活用による地域課題解決に向けた新産業技術啓発のため、ドローン・フェス

in ＩＮＡ Ｖalley（ドローンをテーマにした学術会議や競技会など）を開催する。 

【企画政策課:P10,237事業】 

 

◎男子第４１回、女子第３４回「春の高校伊那駅伝大会」   12,740千円 

  男子第 41回、女子第 34回大会を開催する。BS放送において全国放送を行い、広く大会

や長野県を PRする。             【スポーツ振興課:P90,5504事業】 

 

◎防災コミュニティーセンターの建設  496,259千円 

伊那西町の防災コミュニティーセンターの建設及び関連事業を実施する。 

(H30年度までの継続事業) 

【危機管理課:P73,3752事業】 

 

☆高遠保育園建設事業   182,111千円 

建設に向けて、地質調査、造成設計、実施設計業務委託、造成、周辺道路改良、水道・

下水道工事、建設地進入路用地取得などを行う。   【子育て支援課:P34,1339事業】 

 

◎道の駅「南アルプスむら長谷」のリニューアル  35,000千円 

駐車場拡張や販売商品の充実など、道の駅「南アルプスむら長谷」のリニューアルを行う。 

【農政課:P53,2192事業】 

 

◎環状南線の建設   618,753千円 

  H32年度の完成を目指して、引き続き環状南線の整備を行う。 

   【特定道路整備推進課:P70,3310事業】 

 

☆公有地を管理する特別会計の新設  504,000千円 

   公有地を一括して管理する公有財産管理活用事業特別会計を新設し、あわせて新たな

土地購入等の財源に充てるため土地取得基金を新設する。      【財政課:P125】 



（別紙１）Ｈ29年度予算　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 市独自の保育料軽減の継続 253,974 0 253,974 169,000

2 第３子以降の保育料の無料化 32,458 0 32,458 31,000

3 ハックツクライム（保育園備品）の購入 15,000 0 15,000 15,000

301,432 0 301,432 215,000

２　教育 （単位：千円）

4 ＩＣＴ機器の整備 59,392 0 59,392 50,000

5 「暮らしのなかの食」事業 3,000 0 3,000 3,000

6 老松場遺跡調査、神子柴遺跡石器レプリカ作成 7,569 2,384 5,185 5,000

7 井月さんまつり、井月忌の集いの開催 3,000 0 3,000 3,000

8
クロカンコース、冬季運動施設、ピッチング練習施設の
整備

22,596 0 22,596 22,000

9 春の高校伊那駅伝　全国放送 3,240 0 3,240 3,000

98,797 2,384 96,413 86,000

３　医療・福祉 （単位：千円）

10 西箕輪地区診療施設への補助 200,000 127,759 72,241 72,000

11 医療提供体制整備補助（仁愛病院） 10,781 0 10,781 10,000

12 敬老会補助金の増額など 7,503 297 7,206 7,000

218,284 128,056 90,228 89,000

４　低炭素社会の実現 （単位：千円）

13 防犯灯、街路灯、公共施設照明のLED化 35,142 0 35,142 34,100

14
ペレットストーブ・ボイラー設置補助、みはらしの
湯ペレットボイラー設置

116,966 45,794 71,172 61,800

15 平地林等の購入 30,610 0 30,610 30,000

16 庁舎内の木質化 10,000 0 10,000 10,000

192,718 45,794 146,924 135,900

５　その他 （単位：千円）

17 気仙沼さくら復活プロジェクト 1,000 0 1,000 1,000

18 キャリア教育の充実、三風モデル看板の普及（広域連合負担金） 6,550 0 6,550 6,550

19 協働のまちづくり交付金 15,000 0 15,000 15,000

20 温泉施設入浴料を500円に値下げ 30,000 0 30,000 30,000

21 「高遠石工」映像記録・情報発信事業 5,000 0 5,000 5,000

57,550 0 57,550 57,550

合計 868,781 176,234 692,547 583,450
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（別紙２）平成29年度予算におけるCO2抑制量

部名 概要
年間CO2
削減量(kg)

・防犯灯更新　10,000千円 300灯 5,714

・庁舎LED化試行　6,000千円 501・502会議室、会計課　146灯 3,135

・手良保育園リズム室ペレット暖房　1,300千円 ペレットストーブ２台 2,400

・西春近北保育園リズム室ペレット暖房　1,300千円　 ペレットストーブ２台 2,400

・太陽熱利用システム設置補助　1,500千円 太陽熱温水器　30件 63,000

ペレットストーブ10台 12,000

薪ストーブ30台 57,000

・ペレットボイラー設置補助　5,000千円 農業用ペレットボイラー1台 10,000

・西駒山荘薪ストーブ　2,388千円 薪ストーブ　1台 498

・長谷ビジターセンターLED化　342千円 300w白熱球→33wLED　６灯 1,433

・みはらしの湯ペレットボイラー　91,098千円 ペレットボイラー　1台 439,020

・街路灯のLED化　　5,800千円 300w水銀灯→124wLED   20灯 6,386

・手良小学校体育館LED化　5,500千円 400w水銀灯→170wLED　18灯 2,058

・西箕輪中学校体育館LED化　7,500千円 400w水銀灯→170wLED　27灯 3,086

・伊那北小学校給食室ペレットボイラー　11,880千円 ペレットボイラー　１台 30,000

【合計】 638,130

※一般家庭の０.５％に相当（１２５世帯）

【総務分野】

【農林分野】

【商工観光分野】

【建設分野】

【教育分野】

・木質燃料ストーブ設置補助　4,000千円

【市民生活分野】

【保健福祉分野】
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※以下のページで項目が重複する場合は[再掲]と記載。 

 

 

 

☆第３子以降保育料の無料化（市独自） 軽減額：32,458千円  

新たな市独自の保育料軽減策として、第３子以降の保育料を無料とする。 

                     【子育て支援課:P34,1311及び 1341事業】 

 

○保育料、延長保育料軽減の継続（市独自） 軽減額：253,974千円 

これまで実施している市独自の保育料軽減策を継続する。 

・保育料軽減額：241,665千円 

・延長保育料軽減額：9,668千円 

・幼稚園等利用者負担軽減額：2,641千円 

【子育て支援課:P34,1311及び 1341事業】 

 

☆子育て支援センター使用料の無料化 

子育て支援センターの使用料を無料にする。（市内世帯 200円/月、市外世帯 400円/月

を無料に）                     【子育て支援課:P33,1315事業】  

 

☆西箕輪子育て支援センターの開設  3,250千円 

西箕輪子育て支援センターを、新たに開設する。（H29.4月オープン） 

          【子育て支援課:P33,1315事業】 

 

☆高遠保育園建設事業   182,111千円 

保育園の建設に向けて、地質調査、造成設計、実施設計業務委託、造成、周辺道路改良、

水道・下水道工事、建設地進入路用地取得などを行う。 

【子育て支援課:P34,1339事業】 

 

☆病児保育施設の建設  6,646千円 

伊那中央行政組合（伊那中央病院）による病児・病後児保育施設建設に対して、工事費

負担金を支払う。                                  【子育て支援課:P34,1311事業】 

 

☆ひとり親家庭生活資金貸付制度の新設  2,625千円 

ひとり親家庭が、児童扶養手当の支給月以外に生活資金を借りられる貸付制度を新設し、

日々の生活を支援する。 

           【子育て支援課:P33,1361 事業】 

 

☆「子育て」プロモーション映像の作成  4,000千円 

伊那市での子育てを疑似体験できるプロモーション映像を作成し、公式ＨＰに公開する

ほか、移住希望者や市内中高校生に視聴してもらう。 

         【子育て支援課:P31,1306事業】  

日本一 子育てのしやすいまち 

 分野ごとの主な事業 
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☆電子黒板、遠隔授業用機器等の整備  59,392千円 

教育の情報化を推進するため、各種 ICT機器を整備する。 

電子黒板機能付プロジェクター、書画カメラ、遠隔授業用機器、中学校ＰＣ教室パソコ

ン、タブレット端末、ipad管理ツールなど 

       【学校教育課:P81,5224事業】 

 

☆キャリアフェスＩＮ春富中の開催  300千円 

春富中の体育館に、複数の企業にブースを出展してもらい、中学生が地元の企業を知り、

体験するイベントを開催する。 

        【学校教育課:P79,5203事業】 

 

☆給食施設の整備  27,723千円 

伊那北小学校給食施設改築工事に伴いペレットボイラーを設置する。 

給食施設改築設計業務を委託する。（美篶小学校・東春近小学校・西春近北小学校） 

伊那西小多目的施設の建設に伴い、備品、消耗品を購入する。 

      【学校教育課:P92,5572事業】 

 

☆西箕輪小学童クラブの移設  35,276千円 

西箕輪中学校の敷地内に、西箕輪小学童クラブを整備する。 

【生涯学習課:P86,5456事業】 

 

○「暮らしのなかの食」の実践   3,000千円 

  小中学校における食育の推進に向け、自ら田畑を耕し、食材を生産する総合的な学びを

通して、「暮らしのなかの食」を実践する。 

         【学校教育課:P91,5571事業】 

 

◎ＩＣＴを利用した遠隔授業の実施  5,532千円 

文部科学省委託事業「少子化・人口減少に対応した活力ある学校教育推進事業」により、

遠隔授業等の実証事業を行う。（３か年事業の３年目） 

長谷中×東部中、高遠北小×長谷小、新山小×手良小 

          【学校教育課:P81,5224事業】 

 

◎要保護･準要保護児童生徒援助の充実  59,700千円 

要保護･準要保護児童生徒援助費のうち、学校給食費、新入学児童生徒学用品費（1年生

のみ）、校外活動費、修学旅行費の単価を増額する。 

【学校教育課:P77,5151事業及び P81,5251事業】 

 

◎支援介助員等の配置  61,816千円 

小中学校に特別支援教育支援講師・支援介助員を配置する。（小学校 34人、中学校 5人） 

【学校教育課:P76,5103事業及び P79,5203事業】 

 

次代を担う優れた人材の育成 
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☆西箕輪地区診療施設整備補助  200,000千円 

国保直営西箕輪診療所に代わり、ＪＡ長野厚生連西箕輪診療所（仮称）を誘致し、その

整備に補助する。 

         【健康推進課:P37,1601事業】 

 

☆医療提供体制整備補助  10,781千円 

地域医療に不可欠な民間病院である仁愛病院の、移転改築費用を補助する。 

           【健康推進課:P37,1601事業】 

 

◎敬老会補助金を、７５歳以上全員を対象に  3,360千円 

各区が実施する敬老会事業に対し、75歳以上の高齢者を対象に 1人当たり 300円を補助

する。 

【高齢者福祉課:P29,1130事業】 

 

◎高齢者いきいき健康券を、筋力アップ教室等でも利用可能に   31,136千円 

  いきいき健康券の利用可能用途に、市が実施する筋力アップ教室、リハビリ教室での利

用を含める。               【高齢者福祉課:P27,1126 事業】 

 

◎高齢者の運転免許自主返納助成金を、3,000円から 5,000円に増額  990千円 

運転免許の自主返納を進める運転免許自主返納助成金を、3,000円から 5,000円に増額

する。                         【生活環境課:P13,331事業】 

 

☆介護保険施設の整備補助  88,867千円 

認知症対応型共同生活介護施設、小規模多機能型居宅介護施設などの整備に補助する。

（具体的な申請はこれから受け付け） 

【高齢者福祉課:P23,1292事業】 

 

◎自立相談支援事業委託（市社会福祉協議会）  12,483千円 

生活困窮者に対し、助言、指導、情報提供を行うため、市社会福祉協議会に、自立相談

支援事業を委託する。 

      【社会福祉課:P35,1401事業】 

 

○国民健康保険特別会計への支援   104,400千円（法定外繰出し） 

  国民健康保険特別会計の運営の安定化を図り、加入者の負担を軽減するため、一般会計

から法定外の繰出しを行う。 

        【健康推進課:P43,1751事業】 

 

☆新しい総合事業の実施（介護保険特別会計） 

  介護保険事業における、新しい総合事業の開始に伴い、訪問型サービス、通所型サービ

ス事業等を再編成して実施する。 

          【高齢者福祉課:P112～】 

暮らしやすく、生きがいのもてるまち 
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☆ドローン・フェス in ＩＮＡ Ｖalleyの開催  40,000千円 

ドローンの活用による地域課題解決に向けた新産業技術啓発のため、ドローン・フェス

in ＩＮＡ Ｖalley（ドローンをテーマにした学術会議や競技会など）を開催する。 

【企画政策課:P10,237事業】 

 

☆クリエイティブ産業等設置支援事業補助金の新設  4,000千円 

市内におけるデザイン業、著述・芸術家業、ITサービス業等の事業所、またはサテライ

トオフィスの新築、購入などに対して、新たな補助金を新設する。 

【商工振興課:P58,2401事業】 

 

☆商工業振興ビジョンの策定 

商工業の振興、新産業の創造、雇用促進等、目指すべき方向性を明確にするため、商工業ビ

ジョンを策定する。 

【商工振興課:P58,2401事業】 

 

☆創業支援センター周辺の整備  100,300千円 

伊那東春近の創業支援センターの、進入路整備及び下水道敷設工事を行う。 

           【産業立地推進課:P61,2415事業】 

 

☆産業適地の造成事業 

小黒原産業適地第２期造成工事（測量設計及び許認可申請） 

鳥居沢工業団地予約契約に伴う造成（測量設計及び許認可申請） 

鳥居沢工業団地受注造成（測量設計及び許認可申請） 

      【産業立地推進課:P61,2415事業】 

 

 

 

  

産業の活性化で働きがいのあるまち 
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☆長谷鹿嶺高原の森林づくり  14,000千円 

ソーシャルフォレストリー都市推進のため、長谷鹿嶺高原において伐期にある森林の伐

採（主伐）等を、企業版ふるさと納税を活用して実施し、鹿嶺高原の森林づくりを推進す

る。                        【耕地林務課:P56,2331事業】 

 

◎照明機器の LED化の推進  35,142千円 

防犯灯の LED化を促進するため、防犯灯設置等補助金を増額する。（10,000千円） 

庁舎本庁舎１F事務室、５F会議室等照明を LED化する。（6,000千円） 

すべての道路照明を計画的に LED化する。（5,800千円） 

手良小学校体育館照明 LED化工事を行う。（5,500千円） 

西箕輪中学校体育館照明 LED化工事を行う。（7,500千円） 

長谷ビジターセンター照明 LED化工事を行う（342千円）       【関係各課】 

 

◎公共施設へのペレットストーブ・ボイラーの設置  105,578千円 

手良保育園、西春近北保育園にペレットストーブを設置する。（2,600千円） 

みはらしの湯のボイラーをペレットボイラーに更新する。（91,098千円） 

伊那北小学校給食施設改築工事に伴いペレットボイラーを設置する。（11,880千円） 

【関係各課】 

 

◎バイオマスエネルギーの利用促進  11,388千円 

木質燃料ストーブ設置費用を補助する。（4,000千円） 

農業用ペレットボイラー購入費を補助する。（5,000千円） 

西駒山荘に薪ストーブを設置する。（2,388 千円）   【耕地林務課 P56,2361事業】 

 

☆森林の購入  30,610千円 

ますみヶ丘平地林の一部を購入する。（10,105千円） 

官行造林地契約満了に伴い国の持分を買い取る。（20,505千円） 

【耕地林務課:P54,2307事業及び P56,2331事業】 

 

◎イーナ・ムービーズ「ソーシャルフォレストリー都市 伊那編」の作成  18,000千円 

イーナ・ムービーズ「ソーシャルフォレストリー都市 伊那編」を作成し、木質エネルギ

ーの地域内循環の促進と、都市住民への新しいライフスタイルの提案を行う。 

【地域創造課:P12,235事業】 

 

☆林地台帳の整備  9,900千円 

森林の機能を維持するため森林の土地の所有者、境界に関する情報をまとめた林地台帳

を整備する。                    【耕地林務課:P54,2308事業】 

 

◎庁内会議室の木質化  10,000千円 

低炭素社会実現に向けた象徴的事業として、庁内会議室の一部を木質化する。 

                       【総務課:P9,251事業】  

低炭素社会実現に向けて実行するまち 
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◎道の駅「南アルプスむら長谷」のリニューアル  35,000千円 

駐車場拡張や販売商品の充実など、道の駅「南アルプスむら長谷」のリニューアルを行う。 

【農政課:P53,2192事業】 

 

◎みはらしファーム内の環境整備  3,540千円 

みはらしファーム内の歩道設置工事、遊歩道設置工事等を行う。 

【農政課:P53,2192事業】 

 

○いなかもん開拓団事業（地域おこし協力隊：３年目）  2,658千円 

農業法人の経営戦略の策定や特産品開発等を進め、遊休農地の解消を図る。 

【農政課:P48,2131事業】 

 

☆ミレットマイスター事業（地域おこし協力隊：１年目）  4,000千円 

雑穀の生産から販売までの経路を確立し、雑穀の一大生産地を目指す。入野谷そばの産

地化を目指す。 

【農政課:P48,2131事業】 

 

☆入野谷そばの商品化  2,200千円 

在来種入野谷そばの育成技術の確立、商品化を信州大学に委託する。 

入野谷そばを復活、普及させて地域の特産にするため、入野谷そば振興会に補助する。 

【農政課 P49,2146事業】 

 

◎多面的機能支払交付金事業   116,000千円 

  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。 

           【耕地林務課:P51,2221事業】 

 

☆県営事業への負担金の支出 

県の農業生産基盤整備事業に負担金を支出する。 

農村地域防災減災事業 長谷黒川地区など 

【耕地林務課:P51,2223事業】 

 

○水路や農道の改修（市単土地改良）  25,000千円 

地区や土地改良区からの要望に対し、農業用施設改修工事等を行う。地元要望に対応す

るため、例年の事業費に 9,000千円を加算して実施する。 

【耕地林務課:P52,2254事業】 

 

○水路や農道の改修（国土保全特別対策）  15,000千円 

市単土地改良事業では対応できない中規模の土地改良施設の改修を行う。地元要望に対

応するため、例年の事業費に 3,500千円を加算して実施する。 

【耕地林務課:P51,2227事業】  

地域を支える農業の活性化 
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☆温泉施設の入浴料を５００円に値下げ  30,000千円 

市立の温泉施設の利用料を、現在 600円のところを 500円に値下げし、ワンコインで利

用できるようにする。（800円のさくらホテルは除く） 

【観光課:P63,2436事業】 

 

◎「信州そば発祥の地 伊那」そば振興事業  12,300千円 

  ～今年もやります「５週連続ぶっとおしそば三昧」～ 

「信州そば発祥の地 伊那」の PRやマーケティング調査を行う。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。 

【観光課:P62,2434事業】 

☆温泉施設の整備 

  【さくらの湯】トイレの洋式化を行う。（2,000千円） 

  【みはらしの湯】ボイラーをペレットボイラーに更新する。（91,098千円）[再掲] 

【観光課:P63,2436事業】 

 

☆みはらしﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸﾌｨｰﾙﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業(地域おこし協力隊：１年目)  4,000千円 

みはらしファーム周辺にマウンテンバイクコースを設置し、新たな誘客の確保と地域の

活性化に取組む。 

【農政課:P53,2192事業】 

 

☆ジオ・エコ＆狩猟資源活用事業（地域おこし協力隊：１年目）  4,000千円 

ジオ・エコを通して南アルプスの魅力を発信する。 

捕獲したニホンジカの有効利用を促進する。        【観光課:P62,2443事業】 

 

○ふらっと高遠城下町事業（地域おこし協力隊：２年目）  4,000千円 

高遠町の歴史、文化、自然の新たな魅力を発掘、発信する。 

【観光課:P62,2443事業】 

 

◎もっと伊那市に来てほしい（観光企画事業）  5,942千円 

ジオライナー、パノラマライナーの運行 

信州ＤＣによるＪＲ東海と連携した旅行商品の造成 

【観光課:P62,2443事業】 

 

◎伊那市観光協会の充実  66,712千円 

国内観光誘客事業、教育旅行事業、インバウンド事業、広報・宣伝事業を行う伊那市観

光協会の負担金を増額して支出する。           【観光課:P62,2434事業】 

 

☆高遠城址公園の整備  12,400千円 

公園グランドゲート～二ノ丸通路舗装工事 

高遠城址公園トイレ洋式化設計委託 トイレ洋式化工事 

【観光課:P63,2437事業】  

多くの人が訪れる広域観光のまち 
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◎男子第４１回、女子第３４回「春の高校伊那駅伝大会」   12,740千円 

  男子第 41回、女子第 34回大会を開催する。BS放送において全国放送を行い、広く大会

や長野県を PRする。 

    【スポーツ振興課:P90,5504事業】 

 

☆発掘！「老松場古墳のナゾ」など（文化財保護事業） 

東春近老松場古墳の測量調査を関西大学考古学研究室に委託する。（2,800千円） 

神子柴石器レプリカを南箕輪村と共同で作成する。（4,769千円） 

「高遠石工」の映像を記録し、情報を発信する。（5,000千円） 

【生涯学習課 P87,5402事業】 

 

☆若いアーティストたちの感性とのコラボレーション  4,148千円 

美術系の大学生に伊那市に滞在してもらい、市内小中学校でのワークショップ、公開作

品制作、展覧会等を開催する。 

【文化振興課 P88,5382事業】 

 

☆体育施設の整備 

陸上競技場、富士塚スポーツ公園のトイレ洋式化工事（4,200千円） 

ますみヶ丘クロスカントリーコース路盤改修工事（5,230千円） 

伊那里体育館フットサル対応コート改修工事（5,000千円） 

屋内野球練習場設置工事（16,510千円） 

伊那市営野球場表土入替工事（8,380千円） 

富士塚スポーツ公園運動場ピッチング練習用壁設置工事（856千円） 

【スポーツ振興課 P91,5532事業】 

 

☆第３１回伊澤修二記念音楽祭の開催と関連事業  7,936千円 

  第 31回伊澤修二記念音楽祭を開催し、あわせて高遠囃子指導、若手音楽家活用事業など

を行う。 

【生涯学習課 P83,5403事業】 

 

☆市立図書館の壁の改修  24,000千円 

市立図書館の外壁改修工事を行う。 

【文化振興課 P85,5482事業】 

 

☆進徳館の耐震補強工事  19,644千円 

史跡高遠城跡内の進徳館の耐震補強工事を実施する。 

【生涯学習課 P87,5474事業】 

 

☆信州高遠美術館の整備  6,966千円 

収蔵庫増築のための実施設計を行う。工事は H30年度。 

【文化振興課 P88,5382事業】 

歴史と文化体育を大切にするまち 
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☆気仙沼さくら復活プロジェクト  1,000千円 

復興に取り組む気仙沼市の新病院周辺に、桜を植樹する。 

    【総務課 P4,111事業】 

 

☆ドローン・フェス in ＩＮＡ Ｖalleyの開催  40,000千円 [再掲] 

ドローンの活用による地域課題解決に向けた新産業技術啓発のため、ドローン・フェス

in ＩＮＡ Ｖalley（ドローンをテーマにした学術会議や競技会など）を開催する。 

【企画政策課:P10,237事業】 

 

☆若宮団地建設建替事業のスタート  16,000千円 

若宮団地の建て替えに向けて、再生団地計画（現地調査・基本計画）の策定、敷地測量、

地質調査などを実施する。 

【管理課:P71,3411事業】 

 

○協働のまちづくりの推進   15,463千円 

  地域協議会へ協働のまちづくり交付金を配分し、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。 

          【地域創造課:P11,225事業】 

 

◎地域公共交通の維持  84,521千円 

地域公共交通を維持するため、地域公共交通協議会が運行する市内バス路線等への経費

負担を行う。 

 【企画政策課:P11,216事業】 

 

◎防犯灯設置等補助金の増額  10,000千円 [再掲]   

防犯灯の LED化を促進するため、防犯灯設置等補助金をほぼ倍増する。 

【危機管理課:P6,134事業】 

 

☆伊那～南箕輪～箕輪縦断路線及び市街地循環バス内回り便の運行  64,400千円 

定住自立圏連携協定に基づき、定住自立圏縦断路線（伊那～南箕輪～箕輪）及び市街地

循環バス内回り便の実証運行を実施する。 

【企画政策課:P11,216事業】 

 

◎市民憲章の普及・活用促進  227千円 

市民憲章を印刷したカレンダー等を作成し、市民憲章の市民への普及促進を図る。 

【総務課:P4,111事業】 

 

◎伊那バイパス・小黒川ＳＩＣ周辺の土地誘導策の策定  1,931千円 

国道 153号伊那バイパス沿道及び小黒川ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ周辺の土地利用誘導策を策定す

る。 

【都市整備課:P69,3304事業】 

次代に対応した新しいまちづくり 
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☆三風モデルの誘導看板の整備  3,600千円 

小黒川 SIC出入口付近、及び高遠町公共施設の誘導看板を、三風モデルで整備する。 

【都市整備課:P69,3306事業】 

 

◎公衆トイレの洋式化  820千円 

公衆トイレを洋式化する。（伊那公民館前トイレ、坂下トイレ） 

【生活環境課:P40,1705事業】 

 

◎携帯トイレの無料配布（山岳環境保全事業）  700千円 

携帯トイレの普及により山岳の環境改善を目指す。 

【生活環境課:P40,1707事業】 

 

☆ブットレア等外来植物駆除の研究  800千円 

長谷黒川のブットレア等、外来植物の駆除や増殖防止に関する調査・研究を委託する。 

【生活環境課:P40,1707事業】 

 

◎新ごみ中間処理施設の建設   187,805千円 

  上伊那広域連合が実施する新ごみ中間処理施設建設費用を負担する。(H30年度稼働予定) 

              【生活環境課:P44,1801事業】 

 

☆横山最終処分場の埋立覆土、外周フェンスの整備  12,500千円 

横山最終処分場の廃止に向けて、埋立覆土、外周フェンスの整備を行う。 

【生活環境課:P45,1813事業】 

 

☆森林の購入  30,610千円 [再掲] 

ますみヶ丘平地林の一部を購入する。（10,105千円） 

官行造林地契約満了に伴い、国の持分を買い取る。（20,505千円） 

【耕地林務課:P54,2307事業及び P56,2331事業】 

 

 

◎下水道事業会計への出資金の増額   200,000千円 

  資本的収支補塡財源不足への対策、下水道使用料の値上げ抑制のため、一般会計から下

水道事業会計への出資金を増額する。（昨年度は 100,000千円） 

【水道業務課:P70,3351事業】 

  

自然や景観を大切にするまちづくり 
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◎消防団員被服等の整備  12,796千円 

消防団員防火衣（上衣）（139着） 

消防団員Ｔシャツ及び耐切創性手袋（各 900ヶ） 

消防団員耐熱ゴーグル（198ヶ） 

【危機管理課:P72,3711事業】 

 

☆原子力災害用安定ヨウ素剤の備蓄  63千円 

３歳以上 16歳未満(中学生まで)の市民を対象とし、安定ヨウ素剤 11,000錠を備蓄する。 

【危機管理課:P6,134事業】 

 

◎防災コミュニティーセンターの建設  496,259千円 

伊那西町の防災コミュニティーセンターの建設及び関連事業を実施する。 

(H30年度までの継続事業) 

【危機管理課:P73,3752事業】 

 

◎防犯灯設置等補助金の増額  10,000千円 [再掲]   

防犯灯の LED化を促進するため、防犯灯設置等補助金をほぼ倍増する。 

【危機管理課:P6,134事業】 

 

◎伊那市総合防災訓練の実施  403千円 

９月３日に伊那中学校を主会場に、総合防災訓練を実施する。 

【危機管理課:P6,134事業】 

 

◎消防団詰所の整備  31,464千円 

消防団詰所を建設する。（竜東、長藤分団） 

【危機管理課:P73,3722事業】 

 

☆防災行政無線（移動系）の指定避難所等への配置換え  2,041千円 

防災行政無線（移動系）を、指定避難所となる小中学校を中心に配置転換する。 

【危機管理課:P73,3752事業】 

 

☆避難所の備蓄食料の確保  648千円 

避難所の備蓄食料を、備蓄サイクル計画に基づき確保する。 

【危機管理課:P73,3752事業】 

  

かけがえのない命を守る安全なまちづくり 
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◎防災コミュニティーセンターの建設  496,259千円 

伊那西町の防災コミュニティーセンターの建設及び関連事業を実施する。 

(H30年度までの継続事業) 

【危機管理課:P73,3752事業】 

 

☆高遠保育園建設事業   182,111千円 [再掲] 

建設に向けて、地質調査、造成設計、実施設計業務委託、造成、周辺道路改良、水道・

下水道工事、建設地進入路用地取得などを行う。 

          【子育て支援課:P34,1339 事業】 

 

◎新ごみ中間処理施設の建設   187,805千円 [再掲] 

  上伊那広域連合が実施する新ごみ中間処理施設建設費用を負担する。(H30年度稼働予定) 

              【生活環境課:P44,1801事業】 

 

☆西箕輪小学童クラブの移設  35,276千円 [再掲] 

西箕輪中学校の敷地内に、西箕輪小学童クラブを整備する。 

【生涯学習課:P86,5456事業】 

 

☆保育園へのエアコン設置  6,123千円 

  保育園の保育室にエアコンを設置する。 

（小鳩園、竜東保育園、富県保育園、美篶西部保育園） 

         【子育て支援課:P33,1371事業及び P34,1332事業】 

 

◎みはらしファーム内の環境整備  3,540千円 [再掲] 

みはらしファーム内の歩道設置工事、遊歩道設置工事等を行う。 

【農政課:P53,2192事業】 

 

☆温泉施設の整備 [再掲] 

  【さくらの湯】トイレの洋式化を行う。（2,000千円） 

  【みはらしの湯】ボイラーをペレットボイラーに更新する。（91,098千円） 

【観光課:P63,2436事業】 

 

☆小中学校の改修  126,342千円 

手良小学校管理教室棟屋根改修工事 

高遠北小学校プールフェンス改修工事 

西春近南小学校管理教室棟屋根改修工事 

伊那北小学校体育館屋根改修工事 

手良小学校体育館屋根・LED照明改修工事 

伊那小学校児童玄関サッシ改修工事 

 公共施設の整備 

主要な普通建設事業・主なイベント 
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美篶小学校、手良小学校、西箕輪小学校、西春近北小学校オイルタンク地上化工事 

高遠中学校管理教室棟屋根改修工事 

西箕輪中学校倉庫取り壊し工事 

西箕輪中学校体育館屋根・LED照明改修工事 

【学校教育課:P78,5185事業及び P82,5285事業】 

 

☆市立図書館の壁の改修  24,000千円 [再掲] 

市立図書館の外壁改修工事を行う。 

【文化振興課 P85,5482事業】 

 

☆進徳館の耐震補強工事  19,644千円 [再掲] 

史跡高遠城跡内の進徳館の耐震補強工事を実施する。 

【生涯学習課 P87,5474事業】 

 

☆信州高遠美術館の整備  6,966千円 [再掲] 

収蔵庫増築のための実施設計を行う。工事は H30年度。 

【文化振興課 P88,5382事業】 

 

☆高遠城址公園の整備  12,400千円 [再掲] 

公園グランドゲート～二ノ丸通路舗装工事 

高遠城址公園トイレ洋式化設計委託 トイレ洋式化工事 

【観光課:P63,2437事業】 

 

☆体育施設の整備 [再掲] 

陸上競技場、富士塚スポーツ公園のトイレ洋式化工事（4,200千円） 

ますみヶ丘クロスカントリーコース路盤改修工事（5,230千円） 

伊那里体育館フットサル対応コート改修工事（5,000千円） 

屋内野球練習場設置工事（16,510千円） 

伊那市営野球場表土入替工事（8,380千円） 

富士塚スポーツ公園運動場ピッチング練習用壁設置工事（856千円） 

【スポーツ振興課:P91,5532事業】 

 

☆給食施設の整備  27,723千円 [再掲] 

伊那北小学校給食施設改築工事に伴いペレットボイラーを設置する。 

給食施設改築設計業務を委託する。（美篶小学校・東春近小学校・西春近北小学校） 

伊那西小多目的施設の建設に伴い、備品、消耗品を購入する。 

      【学校教育課:P92,5572事業】 

 

☆市役所庁舎内のＬＥＤ化、木質化  16,000千円 [再掲] 

  庁舎本庁舎１F事務室、５F会議室等照明を LED化する。 

本庁舎５F会議室の内装を木質化する。 

      【総務課:P9,251事業】 
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◎環状南線の建設   618,753千円 

  H32年度の完成を目指して、引き続き環状南線の整備を行う。 

   【特定道路整備推進課:P70,3310事業】 

 

◎小黒川スマートインターチェンジの整備   36,672千円 

  H29.9月供用予定の小黒川 PAスマートインターチェンジの整備を行う。 

    【特定道路整備推進課:P68,3278事業】 

 

◎市道黒河内線新鷹岩トンネル事業(負担金)  360,832千円 

  長谷新鷹岩トンネルの整備に係る費用を負担する。 

       【建設課:P67,3226事業】 

 

◎特定路線の整備   131,699千円 

  重要路線の改良工事を行う。   

伊那：三峰川左岸線、東部線、中村柳沢線、渡場田原線 

   高遠町：押出小原線、小豆坂線 

   長谷：溝口戸台線 

        【建設課:P67,3224事業】 

 

◎道路改良負担金（国県事業）  27,975千円 

  竜東線、環状北線、急傾斜地崩壊対策（３か所） 

        【建設課:P67,3226事業】 

 

◎交通安全施設の整備  85,000千円 

  日影沢線、伊那バイパス関連、小黒原１号線などの改良工事を行う。 

           【建設課:P69,3271事業】 

 

◎生活道路の維持補修  206,500千円 

  道路維持、一般道路改良、舗装改良（既存道路）、道路防災 

地元要望に対応するため、例年の事業費に 30,000千円加算 

     【建設課:P66～P67】 

 

◎橋梁の維持   152,894千円 

  橋梁長寿命化修繕計画に基づき、定期点検、修繕を実施する。 

           【建設課:P68,3261 事業】 

 

◎下水道の整備（下水道事業会計）  798,878千円 

  水環境の保全と快適な生活の実現に向け、農業集落排水、公共下水道、特定環境保全下

水道等の整備推進を図る。 

           【水道整備課:P143～】 

  

 社会資本の整備 
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☆ドローン・フェス in ＩＮＡ Ｖalleyの開催  40,000千円 [再掲]  

ドローンの活用による地域課題解決に向けた新産業技術啓発のため、ドローン・フェス

in ＩＮＡ Ｖalley（ドローンをテーマにした学術会議や競技会など）を開催する。 

【企画政策課:P10,237事業】 

 

◎男子第４１回、女子第３４回「春の高校伊那駅伝大会」   12,740千円 [再掲] 

  男子第 41回、女子第 34回大会を開催する。BS放送において全国放送を行い、広く大会

や長野県を PRする。             【スポーツ振興課:P90,5504 事業】 

 

◎第 60回記念伊那まつりの開催  11,000千円 

  第 60回記念となる伊那まつり開催のため、実行委員会への負担金を例年よりも増額する。 

【観光課:P63,2435事業】 

 

◎伊那市総合防災訓練の実施  403千円 [再掲] 

９月３日に伊那中学校を主会場に、総合防災訓練を実施する。 

【危機管理課:P6,134事業】 

 

◎「信州そば発祥の地 伊那」そば振興事業  12,300千円 [再掲] 

  ～今年もやります「５週連続ぶっとおしそば三昧」～ 

「信州そば発祥の地 伊那」の PRやマーケティング調査を行う。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。 

【観光課:P62,2434事業】 

 

☆第３１回伊澤修二記念音楽祭の開催と関連事業  7,936千円 [再掲] 

  第 31回伊澤修二記念音楽会を開催し、あわせて高遠囃子指導、若手音楽家活用事業など

を行う。                      【生涯学習課 P83,5403事業】 

 

◎ウッドインカルチャーの開催  840千円  

「木のある文化」をテーマに、大学生を対象にしたサマースクール（ウッドインカルチ

ャー）を開催する。（人材育成＆ネットワークづくり協議会） 

【耕地林務課:P54,2308事業】 

 

☆キャリアフェスＩＮ春富中の開催  300千円 [再掲] 

春富中の体育館に、複数の企業にブースを出展してもらい、中学生が地元の企業を知り、

体験するイベントを開催する。        【学校教育課:P79,5203 事業】 

 

☆東京オリンピック・パラリンピック関連事業  210千円 

東京オリンピック、パラリンピックの開催に向けて、パラリンピアンによる講演会、シ

ッティングバレー体験会を開催する。 

【スポーツ振興課:P90,5501事業】  

 イベントの開催 
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☆病児・病後児保育施設新築工事  29,348千円 

組織市町村と連携して「病児・病後児保育」を実施するため、伊那中央病院近くに保育

施設を新築する。平成 29年中の病児・病後児保育の開始を予定している。 

○伊那中央病院北棟増築等工事  1,166,390千円 

北棟の増築等で PET-CT、リニアック、SPECT-CTなどの導入・更新による放射線部門の充

実、訪問看護ステーションの整備拡充を図り、健診センター、美容外科、レストランの移

設を行う。（平成 29年 9月竣工予定） 

◎医療機器導入・更新（北棟関連放射線治療、検査設備）  1,118,500千円 

リニアック更新（本体及び治療品質管理機器）729,500千円 

ＲＩ検査設備導入（PET-CT、SPECT-CT、関連機器）389,000千円 

◎医療機器導入（北棟関連）  302,503千円 

内視鏡設備システム 89,195千円 

乳房撮影装置    84,240千円 

血管腫治療レーザー 17,280千円ほか 

 

 

 

 

◎新ごみ中間処理施設建設事業（H28～H30）  2,924,054千円 

整備工事、地域振興事業 

◎クリーンセンター八乙女整備事業  264,957千円 

浸出水処理施設等改修工事、下水道接続工事ほか 

☆クリーンセンター八乙女及び八乙女最終処分場管理  414,296千円 

不燃ごみ、粗大ごみ、資源物処理の一本化 

◎地域振興事業  75,574千円 

ふるさと市町村圏基金活用事業、若者定住促進事業、広域観光の充実(上伊那観光連盟へ

補助)ほか 

○ごみ処理広域化事業  192,117千円 

ごみ処理費用有料制度改正に係る事務及び住民周知、ごみ減量化、資源化施策ほか 

○上伊那広域消防運営事業  1,709,932千円 

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 

 

伊那中央行政組合 

※参考 関係団体のＨ２９年度予算 

上伊那広域連合 


