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◎幼児教育無償化と市独自の保育料軽減の継続 軽減額：223,731千円 

９月までの保育料には、従来どおり市独自の軽減策を適用するとともに、10月以降の

幼児教育無償化に際しては、無償化の対象にならない３歳未満児の保育料を、従来どお

り市独自に軽減する。 

・公立保育園の保育料軽減額（～９月：163,967千円、10月～：38,871千円） 

・幼稚園等利用者負担軽減額（～９月： 13,687千円、10月～： 7,206千円） 

  【子育て支援課：P37,1311事業及び 1341事業】 

 

◎学童クラブ利用者の負担軽減と施設の充実 

・学童クラブ使用料の値下げ（月額使用料 5,000円→3,000円など） 

・学校休業日の児童受入時間の前倒し（午前 8時 30分～ → 午前 7時 45分～） 

・伊那北小学童クラブの木質化（県 1/2補助） 5,940千円 

・高遠小学童クラブ整備（旧高遠保育園舎を再整備して移転） 22,470千円 

    【生涯学習課:P91,5456事業】 

 

◎小中学校情報教育の推進  158,806千円 

タブレット端末の充実、電子黒板等の購入、高速化及びセキュリティ強化のためのネッ

トワーク整備、地域おこし協力隊（情報発信、ICT支援）の活用 など 

 【学校教育課:P81,5124事業及び、P86,5224事業】 

 

☆プレミアム付商品券の販売  94,824千円（国 10/10） 

10月 1日の消費税率改定に合わせて、低所得者、子育て世帯に対し、対象者１人につ

き券面額 25,000円（購入額 20,000円）のプレミアム付商品券を販売する。 

【社会福祉課:P24,1021事業】 

 

☆小中学校へのエアコン設置（H30年度予算の繰越事業となる見込み） 

夏季の暑さ対策のため、小中学校にエアコンを設置する。 

【学校教育課】 

 

☆人材確保のための奨学金返還支援制度の創設  200,110千円（基金造成含む） 

  新たに基金を造成し、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、5年間） 【商工振興課:P49,2012事業】 

 

◎ソーシャルフォレストリー都市の推進  4,822千円 

50年の森林ビジョンで定めた森林整備計画に従い、鹿嶺高原の森林づくりを推進す

る。H31年度は鹿嶺高原植樹祭を実施する。      【耕地林務課:P58,2311事業】 

 平成３１年度の特徴的な事業 

【凡例】 ☆：新規、◎：充実、○：継続 

 ・担当課名の次に「主要事業の概要」該当ページと、事業コードを記載しています。 

 ・担当課名は、H31年度の組織改正で課名等が変わる場合も、従前の課名で表記しています。 

 ・H31年度に実施する事業のうち、当初予算には計上がない事業等については、担当課名 

のみを記載しています。 
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☆新山保育園の建設（設計）  12,520千円 

新山保育園建設に向けて、用地測量、実施設計等を行う。（開園は H33年 4月の予定） 

          【子育て支援課:P37,1340事業】 

 

☆福祉まちづくりセンターの建替え（設計）(Ｈ30年度予算の繰越事業となる見込み) 

竜北地域交流センター（仮称：現「福祉まちづくりセンター」）建替えに向けて、実施

設計を行う。（完成は、解体工事を除き H33年３月の予定）         【社会福祉課】 

 

☆旧伊那消防署のリノベーション（Ｈ30年度予算の繰越事業となる見込み） 

旧伊那消防署を改修し、新たにサテライトオフィスを設置する。（社会教育施設を併設

する）                              【商工振興課】 

 

☆小学校給食施設の整備  369,240千円 

小学校において給食施設改築工事を行う 

・設計（富県小：工事は H32年度） 

・工事（東春近小）                 【学校教育課:P97,5572事業】 

 

☆西春近公民館の建替え（設計）   21,000千円 

西春近公民館建替えに向けて、地元協議や実施設計等を行う。（建築は H32年～） 

【生涯学習課 P89,5431事業】 

 

☆沢渡駅待合施設等の建替え  45,000千円 

沢渡駅の待合施設・トイレを木質化により建替える。 

    【企画政策課：P13,216事業】 

 

☆移住定住促進住宅の建設  63,000千円 

富県上新山地区の旧新山荘跡地に、移住定住促進住宅 3棟を建設する。 

【管理課:P75,3405事業】 

 

☆若宮市営住宅の建替え  309,541千円 

・高齢者向け住宅の建設（H31～H32年度の継続費）  

・公営住宅（１棟 30戸）の実施設計                   【管理課:P75,3411事業】 

 

◎新たな幹線道路網の整備（環状南線の建設）  720,257千円 

  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:P73,3310事業】 

 

○ふるさと応援基金を活用した事業展開  246,852千円 

ふるさと寄附を積み立てたふるさと応援基金を財源に、各種事業を実施する。 

※別紙１「平成 31年度 ふるさと応援基金充当事業一覧表」参照(P17) 【関係各課】 
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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。 

 

 

 

 

 

 

◎行政事務連絡員（区長、町総代）の委嘱  31,843千円 

区長、町総代等の行政事務連絡員を委嘱し、交付金を交付する。（区等と市の会計年度

を統一していただくよう要請しています。）       【地域創造課:P13,225事業】 

 

○協働のまちづくり交付金  15,000千円 

地域によるまちづくりに活用できる「協働のまちづくり交付金」を、地域ごとに交付す

る。                         【地域創造課:P13,225事業】 

 

◎男女共同参画社会の促進  445千円 

女性活躍推進のための「女子会」、管理職の意識改革を目的にした研修会を実施する。 

【企画政策課:P15,219事業】 

 

 

 

☆新たな総合収納システムの導入  20,996千円 

市税や料金等について、窓口収納、コンビニ収納、クレジット収納など、市民の多様な

支払い方法に対応するため、新たな収納システムを導入する。 

【会計課:P10,114事業】 

 

☆本庁舎市民ホールへのキオスク端末の設置  6,699千円 

市民の利便性を高めるため、来庁者が自分で各種証明書を発行でき、コピー機能も付い

たキオスク端末を、本庁舎１階市民ホールに設置する。    【市民課:P19,501事業】 

 

☆新たな滞納整理システムの導入  28,293千円 

各種収納データを一元化し、情報共有と滞納整理に係る事務処理の効率化を行うため、

新たな滞納整理システムを導入する。          【徴収対策室:P19,421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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◎三風モデルの誘導看板の整備  3,224千円 

高遠町公共施設、小黒川 SIC周辺地区、新山地区に「三風モデル」看板を設置する。 

【都市整備課:P73,3306事業】 

 

☆ジオパーク 10周年、エコパーク 5周年記念事業  400千円 

ジオパーク 10周年、エコパーク 5周年記念シンポジウムを実施する。 

        【観光課:P68,2445事業】 

 

☆信州花フェスタへの出展  1,638千円 

  長野県等が主催し、H31年４月から６月にかけて長野県松本平広域公園をメイン会場に

開催される「信州花フェスタ」（全国都市緑化信州フェア）に、花壇・小庭を出展する。        

                         【都市整備課:P74,3331事業】 

 

☆上伊那クリーンセンターの運営（広域連合負担金）   50,226千円 

  H30年度に完成し、上伊那広域連合が運営する上伊那クリーンセンターの、運営費を負

担する。 

              【生活環境課:P47,1801事業】 

 

○下水道の整備（下水道事業会計への補助）  1,447,259千円 

  下水道事業会計補助金（繰出基準分：1,240,763千円、繰出基準分以外：6,496千円） 

下水道事業会計出資金（下水道使用料の値上げ抑制等：200,000千円） 

         【水道業務課:P74,3351事業】 

 

☆パッカー車の購入  7,086千円（H30年度債務負担行為済） 

長谷地区で使用する一般廃棄物収集用パッカー車を更新する。 

【生活環境課:P48,1811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 
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☆「50年の森林推進室」の新設 

 「50年の森林」構想を具体的に推進するため、農林部に「50年の森林推進室」を新設す

る。                     【耕地林務課→50年の森林推進室】 

 

○市民の森イベントの実施  4,000千円 

  「森ＪＯＹ」「ミドリナカフェ」など、市民の森で行うイベント等、ミドリナ委員会が

実施する事業に交付金を交付する。         【耕地林務課：P58,2311事業】 

 

◎ソーシャルフォレストリー都市の推進  4,822千円 

50年の森林ビジョンで定めた森林整備計画に従い、鹿嶺高原の森林づくりを推進す

る。H31年度は鹿嶺高原植樹祭を実施する。       【耕地林務課:P58,2311事業】 

 

◎地域材の利用促進  26,861千円 

木質バイオマスの更なる活用、木産物のブランド化を図る。 

木質燃料ストーブ設置補助(3,000千円), 農業用ペレットボイラー及びペレット購入

補助(8,000千円),市域材利用促進補助(6,000千円) など。 

                        【耕地林務課:P59,2361事業】 

 

◎学校林の危険木伐採と、観察林としての整備  3,958千円 

  伊那西小学校において、危険木を伐採するとともに、樹木の育成を数十年かけて観察していくた

め、学校林を観察林として計画的に整備していく。 

 【学校教育課:P79,5102事業】 

 

☆長谷地区へのいろはもみじの植樹  10,000千円 

長谷出身の篤志家からの寄附金をもとに、長谷地区にいろはもみじを植樹し、未来に残

る美しい景観を生み出す。              【耕地林務課:P58,2311事業】 

 

○公共施設へのペレットストーブ導入  24,075千円 

  高遠小、伊那中にペレットストーブを設置する。 

【学校教育課 P79,5102事業及び P83,5202事業】 

 

◎公共施設等の省電力（LED化）  10,427千円（小中学校体育館 LED化は別記） 

  道路照明の LED化、小中学校校舎の LED化、南アルプスむら店舗内 LED化 など 

【管理課：P69,3102事業、学校教育課：P79,5102 事業及 P83,5202 事業、農政課：P56,2192事業】 

 

☆新電力会社への出資  5,000千円 

  地域の再生可能エネルギーを活用した電力小売事業を行う、「丸紅伊那みらいでんき株式会社」

に対して出資する。                  【生活環境課:P43,1701事業】 

 

 

  

環境にやさしい循環型社会の実現 
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◎幼児教育無償化と市独自の保育料軽減の継続 軽減額：223,731千円 

９月までの保育料には、従来どおり市独自の軽減策を適用するとともに、10月以降の

幼児教育無償化に際しては、無償化の対象にならない３歳未満児の保育料を、従来どお

り市独自に軽減する。 

・公立保育園の保育料軽減額（～９月：163,967千円、10月～：38,871千円） 

・幼稚園等利用者負担軽減額（～９月： 13,687千円、10月～： 7,206千円） 

  【子育て支援課：P37,1311事業及び 1341事業】 

 

☆高遠子育て支援センターの開設  9,540千円 

旧高遠保育園の園舎を改造し、子育て支援センターを開設する。（学童クラブ、高齢者サ

ロンも併設）                    【子育て支援課:P36,1315事業】 

 

☆新山保育園の建設（設計）  12,520千円 

新山保育園建設に向けて、用地測量、実施設計等を行う。（開園は H33年 4月の予定） 

          【子育て支援課:P37,1340事業】 

 

☆産婦健康診査事業（産後健診に係る受診券の交付等）の新設  3,450千円 

産後概ね１か月間の産婦健診充実のため、２回分（1回当り 5,000円）の受診券の交付

等の補助を行う。                     【健康推進課:P42,1663事業】 

 

☆私立児童福祉施設等エアコン設置工事への補助  3,600千円 

私立保育園、幼稚園が行うエアコン設置事業において、エアコン本体分を補助する。 

（10/10、上限 30万円/台）            【子育て支援課:P37,1332事業】 

 

☆私立認定こども園施設整備事業への補助  76,200千円 

天使幼稚園大規模改修工事に対して補助する。（国 1/2、市 1/4） 

                               【子育て支援課:P37,1332事業】 

 

◎子どもの学習・生活支援  1,487千円 

ひとり親家庭・生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援を、伊那市社会福祉協議会に委

託する。      【子育て支援課:P36,1361事業及び、社会福祉課：P38,1401事業】  

 

☆未満児受け入れのための態勢づくり（西箕輪保、東春近保）  1,317千円 

２保育園において、未満児受け入れ態勢強化のため、必要な備品等の購入を行う。 

                     【子育て支援課:P37,1341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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◎低所得者の介護保険料軽減強化  33,876千円 

10月 1日の消費税率改定に合わせて、低所得者の第 1号保険料軽減強化を行う。  

             【高齢者福祉課:P29,1123事業】 

 

☆プレミアム付商品券の販売  94,824千円（国 10/10） 

10月 1日の消費税率改定に合わせて、低所得者、子育て世帯に対し、対象者１人につ

き券面額 25,000円（購入額 20,000円）のプレミアム付商品券を販売する。 

【社会福祉課:P24,1021事業】 

 

◎重度心身障害者医療費助成の対象者拡大  1,373千円（拡大による増額）  

重度心身障害者の医療費助成の対象者を、療育手帳 B2まで拡大する。（H31.8月～） 

                           【健康推進課:P33,1206事業】 

 

☆認知症対応型共同生活介護事業者の利用負担額軽減  4,968千円 

  家賃等の負担が困難な低所得者に対し、利用者負担の軽減を行っている認知症高齢者グ

ループホームへ、月額 34,500円/人の補助を行う。 

【高齢者福祉課:P123,7875事業】 

 

☆介護支援ボランティアポイント事業の導入 2,765千円 

  ボランティア活動を行った高齢者にポイントを付与し、ボランティアの育成・確保、高

齢者の社会参加による生きがいづくりや、介護予防等につなげる。 

               【高齢者福祉課:P120,7860事業】 

 

☆美和診療所医療機器更新 23,650千円 

美和診療所の全身用Ｘ線ＣＴ診断装置を更新する 

           【健康推進課:P111,8203事業】 

 

☆福祉まちづくりセンターの建替え（設計）(Ｈ30年度予算の繰越事業となる見込み) 

竜北地域交流センター（仮称：現「福祉まちづくりセンター」）建替えに向けて、実施

設計を行う。（完成は、解体工事を除き H33年３月の予定）         【社会福祉課】 

 

☆風しん予防接種の実施  38,597千円 

現在 39歳から 46歳（S47.4.2～S54.4.1生）の男性を対象に、風しん抗体検査、予防

接種を実施する。※対象年齢など詳細は、担当課にお問い合わせください。 

【健康推進課:P40,1622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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○「信州そば発祥の地 伊那」ブランド力向上事業  2,600千円 

在来種入野谷そば栽培面積拡大、商標登録の出願・登録 など 

【農政課 P52,2146事業】 

 

○伊那産そば all県内 1番プロジェクト  2,900千円 

 そば栽培指針改定、そば栽培実証試験、そば栽培方法指導委託 など 

【農政課:P52,2146事業】 

 

☆新たな中山間地域振興プロジェクト  6,000千円 

  長谷地区において、「有機」「自然栽培」「輸出」をキーワードにした「アグリスクー

ル」を開催し、交流人口の増加、就農、定住等を目指す。  【農政課:P52,2146事業】 

 

☆産地パワーアップ事業（国 1/2）  66,626千円 

  乾燥調整施設等整備（農業法人田原、Wakka Agri）への補助【農政課:P51,2141事業】 

 

☆入野谷在来復活夢プロジェクト（地域おこし協力隊：１年目）  4,000千円 

 在来種入野谷そばの原種保存、高付加価値を付けた販売流通経路づくり など 

【農政課:P51,2131事業】 

◎林業成長産業化地域構想モデル事業  9,136千円 

 長谷ドローンによる高精度森林調査により、生産木のグレードを判別し、最適な伐期の

決定を行う。                     【耕地林務課 P58,2311事業】 

  

☆林道田城線、権現山周辺林道の整備  74,000千円 

  森林整備のため、現在の林道田城線を拡幅、改良し、それに続く権現山周辺に林道を新

規開設する。                      【耕地林務課:P60,2321事業】 

 

☆地域林業もりあげ隊（地域おこし協力隊：１年目）  3,963千円 

 森林施業等の技術の習得、森林経営計画の策定、自伐型林業の調査・研究 など 

【耕地林務課:P57,2301事業】 

 

◎商工業及び中小企業を支援する各種補助金  235,061千円 

包括公募型補助金(展示会出展補助等)17,000千円、工場等設置補助 136,936千円、 

産業用地取得補助 81,125千円 

     【商工振興課:P61,2401事業及び P63,2414事業、産業立地推進課:P64,2415事業】 

 

☆産業用地の造成等  129,305千円 

 小黒原産業適地 B区画の造成、伊那インター工業団地拡張用地の測量設計を行う。 

【財政課:P127,8401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 



10 

 

 

 

 

☆人材確保のための奨学金返還支援制度の創設  200,110千円（基金造成含む） 

  新たに基金を造成し、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、5年間） 

※補助金の受給には条件があります。詳細は担当課にお問い合わせください。 

【商工振興課:P49,2012事業】 

 

◎地方創生推進交付金を活用した事業展開  122,903千円 

  地方創生推進交付金を活用し、新産業技術推進など、全国的に先駆性のある事業に取り

組む。 

   ・空飛ぶデリバリーサービス構築事業（第２年次）  37,000千円 

     ケーブルテレビを使った商品の受発注と、ドローンによる物流の仕組みづくり 

   【企画政策課：P12,237事業】 

・INAアクア・スカイウェイ事業（第２年次）  50,500千円 

河川上空を幹線航路とするドローン飛行管制システムの構築 

   【企画政策課：P12,237事業】 

など 

※別紙２「平成 31年度 地方創生交付金活用事業一覧表」参照(P18)  【関係各課】 

 

☆旧伊那消防署のリノベーション（Ｈ30年度予算の繰越事業となる見込み） 

旧伊那消防署を改修し、新たにサテライトオフィスを設置する。（社会教育施設を併設

する）                              【商工振興課】 

 

◎地域課題解決型ハッカソン事業  3,000千円 

参加者がチームを組み、現場の実情に触れながらアイデアを出し合い、システム構築に

より地域課題の解決を図る。               【企画政策課:P12,237事業】 

 

○新産業技術推進事業【スマート農業】  5,500千円 

  スマート農業部会で策定した実証計画に基づく実証試験 など 

           【農政課:P51,2131事業】 

 

◎地域おこし企業人による新産業加速化対応  25,500千円 

三大都市圏に所在する企業から社員を派遣してもらい、そのノウハウや知見を活かし、

新産業の加速化に対応する事業等に従事してもらう。（継続２名、新規 1名） 

      【企画政策課:P12,237事業及び、地域創造課：P14,235事業】 

 

☆若者と企業のマッチング事業  90千円 

高校生、南信工科短大生、信大生などを対象に、市内企業の見学や、説明会の機会を設け、

若者人材の確保を図る。                 【商工振興課:P49,2012事業】 

  

生活の基盤となるしごとの創出 
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○高遠城址さくら祭りの開催  74,120千円 

  天下一のさくらを多くの人に楽しんでもらえるよう、交通警備、会場清掃、トイレ設

置、シャトルバス・循環バスの運行など、さくら祭りの運営を行う。 

【観光課:P67,2437事業】 

 

☆ふるさと体験館の改修  5,390千円 

  富県上新山地区にあるふるさと体験館を改修し、周辺の農地・里山を活用した農林体

験、そば打ちなどを通じて、地区における観光の拠点施設とする。 

                      【観光課:P65,2432事業】 

 

☆ジオパーク 10周年、エコパーク 5周年記念事業  400千円 

ジオパーク 10周年、エコパーク 5周年記念シンポジウムを実施する。 

        【観光課:P68,2445事業】 

 

◎観光施設整備事業  5,666千円 

高遠さくらホテル 4階客室個別空調設置、同製氷機更新、仙流荘新館客室個別空調設

置、鹿嶺高原水道ポンプ取替 など 

【観光課:P65,2432事業】 

 

◎山荘施設整備事業  8,624千円 

塩見小屋水揚設備設置、仙丈小屋外壁改修、西駒山荘石室建具取替 など 

【観光課:P67,2441事業】 

 

◎高遠石工による「日本で最も美しい村」の魅力発信  896千円 

高遠石工の石造物を活用し、「日本で最も美しい村」高遠町の魅力を発信する。 

【観光課:P65,2443事業】 

 

◎ばら薫るまちづくり（ローズガーデンの拡張）  10,000千円 

ローズガーデン第４期整備工事の実施 

           【観光課:P68,2444事業】 

 

☆ばらサミットの開催に向けて  1,000千円 

H32.6月開催予定の「ばら制定都市会議」（ばらサミット）に向けて、高遠町商店街で

ばら鉢植え設置等を行う。 

【観光課:P65,2431事業】 

 

○「信州そば発祥の地 伊那」そば振興事業  300千円 

  ～秋の風物詩「５週連続ぶっとおしそば三昧」～ 

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:P66,2434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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◎移住を促すマーケティングプログラムの実施  8,250千円 

   伊那市の魅力を発信するテレビ番組の制作と、関東圏を中心とした放送、及び移住体験

ツアーにより、移住定住者の増加を目指す。       【秘書広報課：P9,245事業】 

 

☆ボランティアネットワークと新たな物流の支援体制構築  3,500千円 

集落支援員を配置し、官民連携による事業推進を図る。 【企画政策課:P12,237事業】 

 

☆沢渡駅待合施設等の建替  45,000千円 

沢渡駅の待合施設・トイレを木質化により建替える。 【企画政策課：P13,216事業】 

 

☆中長期の移住体験住宅の提供  700千円 

使用されていない教員住宅を改修し、移住希望者に中長期の移住体験機会を提供する。 

【地域創造課:P14,235事業】 

 

☆移住者自動車運転支援  300千円 

  ペーパードライバーになりがちな都市部からの移住者に対して、自動車運転講習に係る

費用を補助する。                     【地域創造課:P14,235事業】 

 

☆移住定住促進住宅の建設  63,000千円 

富県上新山地区の旧新山荘跡地に、移住定住促進住宅 3棟を建設する。 

【管理課:P75,3405事業】 

 

☆若宮市営住宅の建替え  309,541千円 

・高齢者向け住宅の建設（H31～H32年度の継続費）  

・公営住宅（１棟 30戸）の実施設計                   【管理課:P75,3411事業】 

 

☆長谷ＣＡＴＶの光化  205,400千円 

   長谷ＣＡＴＶにおいて、４K・8Kに対応する光化工事を実施する。 

【秘書広報課：P9,245事業】 

 

◎地域公共交通対策  217,872千円   

・伊那本線、市街地循環内回り運行委託料（69,870千円） 

・地域公共交通協議会によるバス、デマンドタクシーの運行（148,002千円） 

 ※民間路線であった市街地循環バス（14便）と西箕輪線は、地域公共交通協議会の

運行に移行します。 

・AI自動車配車システムの構築、調査、実証（補正予算計上予定） 

【企画政策課:P13,216事業】 

 

☆各種都市計画の策定  6,270千円 

「都市計画マスタープラン」及び「立地適正化計画」の策定を開始する。（完成は H33

年度の予定）                   【都市整備課:P73,3304事業】 

交流と連携による地域の活性化 
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◎学童クラブ利用者の負担軽減と施設の充実 

・学童クラブ使用料の値下げ（月額使用料 5,000円→3,000円など） 

・学校休業日の児童受入時間の前倒し（午前 8時 30分～ → 午前 7時 45分～） 

・伊那北小学童クラブの木質化（県 1/2補助） 5,940千円 

・高遠小学童クラブ整備（旧高遠保育園舎を再整備して移転） 22,470千円 

    【生涯学習課:P91,5456事業】 

 

◎小中学校耐震整備等  229,868千円 

小中学校において体育館非構造部材の耐震化などの施設整備を行う 

・体育館非構造部材の耐震化（設計：伊那東小、東春近小、高遠中、長谷中） 

（工事：富県小、西箕輪小、西春近南小、長谷小） 

  ・トイレ改修（設計：長谷小、長谷中、工事：高遠北小） 

・体育館屋根、ＬＥＤ照明改修（設計：伊那東小、東春近小、高遠中、長谷中） 

（工事：富県小、西箕輪小、西春近南小、長谷小） 

  ・その他（伊那小玄関ポーチ屋根改修、新山小外階段屋根設置、高遠中防火扉改修） 

  【学校教育課:P82,5183事業～5185事業及び、P87,5283事業～5285事業】 

 

☆小中学校へのエアコン設置（H30年度予算の繰越事業となる見込み） 

夏季の暑さ対策のため、小中学校の教室等にエアコンを設置する。  【学校教育課】 

 

☆小学校給食施設の整備  369,240千円 

小学校において給食施設改築工事を行う 

・設計（富県小：工事は H32年度） 

・工事（東春近小）                 【学校教育課:P97,5572事業】 

 

◎小中学校情報教育の推進  158,806千円 

タブレット端末の充実、電子黒板等の購入、高速化及びセキュリティ強化のためのネッ

トワーク整備、地域おこし協力隊（情報発信、ICT支援）の活用 など 

 【学校教育課:P81,5124事業及び、P85,5224事業】 

 

☆中学生自転車通学用ヘルメットの購入補助  200千円 

自転車通学する生徒のために、新 1年生のヘルメット購入費の一部を補助する。 

（補助率 1/2、上限 1千円）             【学校教育課:P85,5222事業】 

 

○未来の伊那市を支える人材を育てる（キャリアフェスの開催）  1,500千円 

市内の全中学２年生を対象に、多くの地元企業がブースを出展するイベント（会場：伊

那市民体育館）を開催する。          【学校教育課:P83,5203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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○男子第４３回、女子第３６回「春の高校伊那駅伝大会」   12,800千円 

  長野県の駅伝のレベルアップのため、男子第 43回、女子第 36回大会を開催し、BS放

送により全国に向け PRを行う。 

    【スポーツ振興課:P95,5504事業】 

 

☆西春近公民館の建替え（設計）   21,000千円 

西春近公民館建替えに向けて、地元協議や実施設計等を行う。（建築は H32年～） 

【生涯学習課 P89,5431事業】 

 

☆市誌編さん体制の整備  1,516千円 

伊那市誌を編さんするための体制づくりと、編さんのための資料収集。 

                 【生涯学習課 P92,5406事業】 

 

〇第３３回伊澤修二記念音楽祭の開催と関連事業  7,000千円  

  第 33回伊澤修二記念音楽祭を開催し、あわせて若手演奏家支援事業などを行う。 

                     【生涯学習課 P88,5403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  3,654千円 

信州高遠美術館開催「若手アーティスト展」「8人の作家と東京藝大デザイン・プロジ

ェクト展」、東京藝術大学塩供の家デザインプロジェクト、地域住民との交流 など 

【文化振興課 P93,5382事業】 

 

◎体育施設の整備  13,641千円 

武道館・屋内運動場トイレ洋式化 2,837、市民体育館網戸設置 458、伊那スタジアムグ

ランド整地機購入 3,200、陸上競技場ハードル一式購入 6,599 など 

【スポーツ振興課 P96,5532事業】 

 

〇史跡高遠城跡の整備  3,982千円 

  三ノ丸北側斜面を整備する。 

【生涯学習課 P92,5474事業】 

 

☆向山雅重資料デジタルアーカイブ事業  115千円 

  伊那図書館が保存する、宮田村出身の著名な民俗学者向山雅重氏の写真資料を、デジタ

ル化する。 

  【文化振興課 P90,5482事業】 

 

〇信州高遠美術館の収蔵庫の整備  40,000千円 

収蔵庫増築工事を行う。（H30～H31の継続費、総額 100,000千円） 

【文化振興課 P93,5382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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◎新たな幹線道路網の整備（環状南線の建設）  720,257千円 

  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:P73,3310事業】 

◎特定路線の整備  210,703千円 

  重要路線の改良工事を行う。   

伊那 ：三条線、東部線、新山荘２号線 

   高遠町：押出小原線、小豆坂線、中央高峰線、小豆坂ﾄﾝﾈﾙ補修 

   長谷 ：鹿嶺線、鷹岩ﾄﾝﾈﾙ点検                 【建設課:P71,3224事業】 

 

○道路改良負担金等（国県事業）  40,000千円 

  竜東線、環状北線、急傾斜地崩壊対策 など       【建設課:P71,3226事業】 

 

◎交通安全施設の整備  78,000千円 

  交差点改良、待避所設置等（伊那バイパス関連、野口蟹沢線、下島村岡線ほか） 

           【建設課:P71,3271事業】 

 

○橋梁の維持   112,863千円 

  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。（荒井富士山橋、藤沢橋

等）                 【建設課:P72,3261事業】 

 

☆林道田城線、権現山周辺林道の整備  74,000千円 [再掲] 

  森林整備のため、現在の林道田城線を拡幅、改良し、それに続く権現山周辺に林道を新

規開設する。                     【耕地林務課 P60,2321事業】 

 

☆長谷ＣＡＴＶの光化  205,400千円 [再掲] 

   長谷ＣＡＴＶにおいて、４K・8Kに対応する光化工事を実施する。 

【秘書広報課：P9,245事業】 

 

○下水道の整備（下水道事業会計への補助）  1,447,259千円 [再掲] 

  下水道事業会計補助金（繰出基準分：1,240,763千円、繰出基準分以外：6,496千円） 

下水道事業会計出資金（下水道使用料の値上げ抑制等：200,000千円） 

         【水道業務課:P74,3351事業】 

 

○地元要望に応える道路・水路維持補修費の加算  63,000千円 

  地元要望の強い道路・水路の維持補修に、昨年度 6月補正と同額の予算額を加算する。 

国土保全特別対策(4,000千円)、市単土地改良(9,000千円) 

道路維持(4,000千円)、一般道路改良(10,000千円)、舗装改良(23,000千円)、 

道路防災(6,500千円)、交通安全施設(6,500千円) 

     【耕地林務課 P55～56、建設課:P70～P71】  

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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◎消防団員被服等の整備  6,534千円 

消防団員の被服と装備を、年次計画により充実。（消防団員防寒着 100着） 

【危機管理課:P76,3711事業】 

 

○上伊那広域消防運営に係る伊那市負担金  672,506千円 

広域消防組合の運営等に係る負担金を支出する。 

【危機管理課:P76,3701事業】 

 

◎防災リーダー研修の実施  259千円 

自主防災組織の育成、充実のため、区長を補助する防災リーダーの研修会を実施する。 

【危機管理課:P8,134事業】 

 

○伊那市総合防災訓練の実施  412千円 

９月１日、西春近地区を主会場に、総合防災訓練を実施する。 

【危機管理課:P8,134事業】 

 

○消防団詰所、車庫の整備  21,624千円 

消防団詰所（伊那 2部）、車庫（西春近 3部）を建設する。 

【危機管理課:P77,3722事業】 

 

◎学校林の危険木伐採と、観察林としての整備  3,958千円 [再掲] 

  伊那西小学校において、危険木を伐採するとともに、樹木の育成を数十年かけて観察していくた

め、学校林を観察林として計画的に整備していく。 

 【学校教育課:P79,5102事業】 

 

☆伊那公園の危険樹木伐採  4,158千円  

伊那公園南側斜面で、倒木により周辺に危険を及ぼす可能性のある樹木を伐採する。 

【管理課:P69,3102事業】 

 

◎住宅耐震化の促進  20,600千円  

・住宅無料耐震診断（65千円/戸、個人負担なし）    2,600千円 

・住宅耐震改修補助（4/5補助、上限 1,000千円）    15,000千円 

・危険ブロック塀等撤去補助（1/2補助、上限 100千円） 3,000千円 

【都市整備課:P75,3412事業】 

 

地域の安全・安心の確保 



別紙１　「平成31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 76,200 50,800 25,400 25,400

2 私立児童福祉施設等エアコン設置工事への補助 3,600 0 3,600 3,600

3 保育園備品の購入 1,370 0 1,370 1,370

81,170 50,800 30,370 30,370

２　教育
（単位：千円）

4 ＩＣＴ教育備品（電子黒板セット）の購入 55,400 0 55,400 55,400

5 「暮らしのなかの食」の推進 3,000 0 3,000 3,000

6 給食施設の充実（給食備品・配送車の更新） 28,764 0 28,764 24,000

7 井月俳句大会及び井月さんまつり・井月忌の集いへの補助 3,000 0 3,000 3,000

8 春の高校伊那駅伝　全国放送 3,300 0 3,300 3,300

93,464 0 93,464 88,700

３　医療・福祉
（単位：千円）

9 敬老事業 7,543 470 7,073 7,000

7,543 470 7,073 7,000

４　低炭素社会の実現
（単位：千円）

10 防犯灯、公共施設照明のＬＥＤ化 17,950 0 17,950 17,950

11 公共施設へのペレットストーブの設置 16,725 0 16,725 8,300

34,675 0 34,675 26,250

５　その他
（単位：千円）

12 温泉施設使用料減額補助金 30,000 0 30,000 30,000

30,000 0 30,000 30,000

合計 246,852 51,270 195,582 182,320

　  17
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別紙２「平成 31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 

空飛ぶデリバリー 

サービス構築事業 

ドローンによるデリバリーサービ

スの事業化に向けた環境整備を図

るため、実証事業を行うとともに、

ドローン活用の取組姿勢のＰＲや

「新産業技術のまち」のイメージ

醸成に向けた啓発イベント等を開

催し、技術や経験を活かせる企業

等の発掘や事業展開に向けた地域

での受け皿の構築を図る。 

44,150 22,075 22,075 
H29～

H31 

信州伊那谷で暮ら

しやすさ日本一を

目指す事業 

上伊那４市町村が連携し、地域の

知名度の向上を図るとともに、若

者のＵターンなど地域産業の人材

確保や将来の地域の担い手である

小中高生への地域の理解を促すキ

ャリア教育等により、地域全体で

移住定住の促進を図る。 

23,903 11,951 11,952 
H29～

H31 

伊那ドローンアク

アスカイウェイ構

想 

（「物流用ドローン

ポートシステム」を

活用した水上空路に

よる荷物配送プロジ

ェクト） 

第三者上空に係る地権者の受諾の

容易性（不要化）や墜落等のリス

ク回避に着目した河川等の水面上

を介して、中心市街地と中山間地

域を結ぶ物流用ドローン専用空路

の開設及びシステム運用の実用化

を図る。 

51,950 25,975 25,975 
H30～

H32 

伊那産そば all県内

１番プロジェクト 

そば栽培において、作付面積、収

穫量及び反収のすべてを県内１番

とし、伊那産そばの販売価格の向

上による農家所得の増加や就農者

の確保とともに、そばによる伊那

市の知名度向上と地域活性化を図

る。 

2,900 1,450 1,450 
H30～

H32 

合 計  122,903 61,451 61,452  

 


