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【凡例】 ☆：新規、◎：充実、○：継続 

※ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、2015 年に国連が採択した国際的な共通

目標で、環境、健康、福祉、教育、産業、まちづくりなど、世界中のすべての

人、企業などが解決すべき課題が網羅されています。 
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◎伊那から始まる新産業技術の推進 

  全国的に先駆性のある新産業技術を活用した地域課題解決に取り組む。 

・INA アクア・スカイウェイ事業（53,000 千円）  

・支え合い買物サービス事業（39,431 千円） 

   ・モバイルクリニック事業（14,919 千円） 

   ・地方創生アルカディア事業（35,000 千円） 

   ・ぐるっとタクシー２地区の本格運行（37,239 千円） 

・ぐるっとタクシー（新たな地区）の実証運行（3,246 千円） 

   ・セットトップボックス導入補助（5,632 千円）        《11 ページ掲載》 

 

☆防災と低炭素を両立させる施設の整備  209,022 千円 

  新福祉まちづくりセンター、小学校３校において、太陽光パネル、蓄電池、LED 照明を

設置する。           《６ページ、８ページ、14 ページ、16 ページ掲載》 

 

◎経木の可能性は無限大、経木の PR と販売の促進  1,000 千円 

  地域産間伐材で制作した経木の利活用について PR する他、販売の促進を行う。 

《６ページ掲載》 

 

☆買い物にはエコバックを使おう！エコバックの普及  1,000 千円 

  令和２年７月１日のレジ袋有料化に向けて、携帯用エコバックをコンビニ・ホームセン

ターの店頭やイベント等で配布し、エコバックの普及を図る。 

《６ページ掲載》 

 

◎森林環境譲与税を活用した森林づくり  （森林環境譲与税収入:61,200 千円） 

林道権現山線新規開設、市民の森土地一部購入、スマート林業(松くい虫被害木抽出調

査)、林地台帳整備、森林造成事業かさ上げ補助 など 

 《５ページ、10 ページ掲載》 

 

〇市独自の保育料と副食費の軽減 軽減額：139,926 千円 

幼児教育・保育の無償化に際して、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とともに、３歳以上児の副食費を軽減する。 

・公立保育園の保育料軽減額（保育料軽減：88,158千円、副食費軽減：28,098千円） 

・私立保育園等利用者負担軽減額(保育料軽減：19,908千円、副食費軽減：3,762 千円) 

  《７ページ掲載》 

 

☆農業振興地域農用地データ等の修正  7,626 千円 

農用地不一致調査、農業振興地域区域界データ修正等を実施し、農地台帳、固定資産

税台帳、現況との突合を行う。                 《９ページ掲載》 

  

 令和２年度の特徴的な事業 
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☆団体営土地改良事業の新規計画作成（山室地区）  15,000 千円 

 高遠町山室地区において、新規の農地耕作条件改善（高収益作物転換型）事業実施に向

けた計画策定等を行う。                     《10 ページ掲載》 

 

☆統合型校務支援システムの導入  12,600 千円 

県下統一の校務支援システムを導入し、児童・生徒の出欠席管理や各種資料の作成な

ど、小中学校の教職員が行う様々な校務に係る負担を軽減する。 

     《14ページ掲載》 

 

☆新たな施設のスタート！産業と若者が息づく拠点施設の運営開始  12,345 千円 

新たに整備した「産業と若者が息づく拠点施設」（旧伊那消防署）を運営する。 

                          《11 ページ掲載》 

 

☆高遠と高山が繋がります。国道 361 をつなぐ二次交通対策事業  3,000 千円 

  令和２年 10月から 11 月に、高遠町～伊那～木曽～高山を結ぶ周遊バスを運行する。

（１日２往復）                       《12ページ掲載》 

 

◎ようこそ伊那市へ。ばらサミットの開催  3,280 千円 

令和２年６月に、伊那市で「ばら制定都市会議」（ばらサミット）を開催する。 

           《12 ページ掲載》 

 

☆福祉まちづくりセンターの建替え  1,178,666 千円 

新「福祉まちづくりセンター」の建設工事、工事監理、備品購入、既存建物解体設計な

どを行う。                         《８ページ、16 ページ掲載》 

 

◎新たな幹線道路網の整備（環状南線の建設）  353,712 千円 

  令和２年度中の完成を目指して、引き続き環状南線の整備を行う。 

    《16ページ掲載》 

 

☆若宮市営住宅建替工事  488,084 千円 

  高齢者向け住宅建設工事、Ａ棟建設工事、既存住宅リフォーム工事、団地内造成、道路

整備、除却工事 など                      《16 ページ掲載》 

 

☆小学校給食施設の整備  374,832 千円 

小学校において給食施設改築工事を行う。工事：富県小、設計：西春近南小 など 

   《14 ページ掲載》 

 

☆西春近公民館の建替え   20,000 千円 

西春近公民館建替えに向けて、地質調査・用地測量、一部用地購入等を行う。 

                          《15 ページ掲載》 

 

◎陸上競技場第２種公認更新改修  178,405 千円 

  陸上競技場において５年に１度の第２種公認検定の更新を行う。 

 《15 ページ掲載》 
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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。 

 ※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。 

 

 

 

 

 

〇行政事務連絡員（区長、町総代）の委嘱  26,556 千円 

区長、町総代等へ行政事務連絡員を委嘱し、交付金を交付する。 

【地域創造課:P14,225 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:P14,225 事業】 

 

〇国勢調査の実施  26,145 千円 

５年に１度実施される国勢調査を実施するための業務を行う。 

【情報統計課:P21,702 事業】 

 

 

 

◎新たな総合収納システムの運用開始  10,000 千円 

市税や料金等について、窓口収納、コンビニ収納、スマホ決済など、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の運用を開始する。 

【会計課:P10,114 事業】 

 

☆第４次行政改革大綱の策定  174 千円 

第 4次行政改革大綱（計画年度：令和３年度～７年度）を策定する。 

【総務課:P8,221 事業】 

 

◎市民課窓口業務民間委託の拡大  15,774 千円 

現行の委託業務に加え、住民異動の受付、各種証明受付・作成、総合案内等の業務を委

託拡大する。（10 月１日から）               【市民課:P20,501 事業】 

 

☆国保税等の納付済額の通知  756 千円 

確定申告等に活用できるよう、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の

１年間に納付していただいた金額を、市民の皆様にお知らせする。 

【税務課:P19,414 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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◎森林環境譲与税を活用した森林づくり  （森林環境譲与税収入:61,200 千円） 

・林道権現山線 新規開設（32,000 千円）【耕地林務課:P61,2321 事業】 

・市民の森土地一部購入（4,781 千円）【耕地林務:P59,2307 事業】 

・スマート林業(松くい虫被害木抽出調査)(1,500 千円)、林地台帳整備(6,930 千円)、

森林造成事業かさ上げ補助（27,635 千円）【耕地林務課:P59, 2308 事業】  など 

 

☆ジオパーク再認定  208 千円 

平成２０年の認定以来、３度目となる審査を受けて、ジオパーク認定を維持する。 

        【観光課:P68,2445 事業】 

 

☆地域桜守りの育成  206 千円 

  地域桜守りの後継者を育成するため講習会を実施する。 

                          【建設課:P70,3201 事業】 

 

◎松くい虫対策  52,918 千円 

松くい虫被害の拡大を防止するため、松枯損木の破砕処理等を行う。 

・松枯損木破砕、伐採、くん蒸処理（46,560 千円） 

・特殊伐採による枯損木処理（5,000 千円） 

【耕地林務課:P58,2306 事業】 

 

○市民の森イベントの実施  4,000 千円 

  「森ＪＯＹ」「ミドリナカフェ」などの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。      【50 年の森林推進室：P60,2311 事業】 

 

〇ソーシャルフォレストリー都市の推進  5,301 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。                    【50 年の森林推進室：P60,2311 事業】 

 

◎下水道の整備（下水道事業会計への補助）  1,634,321 千円 

  下水道事業会計補助金（繰出基準分：1,228,351 千円、繰出基準分以外：5,970 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：400,000 千円） 

         【水道業務課:P74,3351 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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☆防災と低炭素を両立させる施設の整備  209,022 千円 

  新福祉まちづくりセンター、小学校３校において、太陽光パネル、蓄電池、LED 照明を

設置し、電力不足が予想される災害時には最低限の避難所運営ができ、平時は自然エネル

ギーの活用により電気料を節減できる施設とする。 

【福祉相談課:P25,1011 事業、学校教育課:P83,5185 事業】 

 

◎経木の可能性は無限大、経木の PR と販売の促進  1,000 千円 

  地域産間伐材で制作した経木の利活用について PRする他、販売の促進を行う。 

【耕地林務課:P60,2361 事業】 

 

☆公共施設照明の LED 化 

  エレコム・ロジテックアリーナ（市民体育館）（3,168 千円）、霊園（200 千円）、小鳩園（800

千円）、幹線道路照明灯（5,000 千円）、小中学校体育館（高遠中、長谷中）（116,089 千円ただ

し屋根改修工事含む）、美術館（1,573 千円）、民俗資料館（なつかし館）（350 千円）等の照明

を LED 化する。 

  

☆公共施設へのペレットストーブ、ペレットボイラー導入 

  新福祉まちづくりセンター（651 千円）、伊那東小、富県小、長谷中（23,804 千円）に

ペレットストーブを、若宮高齢者向け住宅（16,500 千円）、富県小給食調理場（16,500

千円）にペレットボイラーを設置する。 

 

☆買い物にはエコバックを使おう！エコバックの普及  1,000 千円 

  令和２年７月１日のレジ袋有料化に向けて、携帯用エコバックをコンビニ・ホームセン

ターの店頭やイベント等で配布し、エコバックの普及を図る。 

【生活環境課:P42,1707 事業】 

 

☆児童福祉施設の木質化  5,069 千円 

  県の「子どもの居場所木質空間整備事業」補助金を活用し、市内５か所の子育て支援セ

ンターへの木製テーブルの配置や、西箕輪南部保育園、西春近北保育園の腰壁木質化、な

どを実施する。          【子育て支援課: P35,1315 事業、P36,1332 事業】 

 

〇地域材の利用促進 （包括公募型補助金 33,500 千円のうち） 

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。 

［一般向け］木質燃料ストーブ設置補助、ペレットストーブ設置補助 

［農業事業者向け］ペレットボイラー設置補助、ペレット購入補助  

                        【耕地林務課:P58,2301 事業】 

 

☆公用車のプラグインハイブリット車による更新  4,636 千円 

  更新時期を迎えた公用車１台を、プラグインハイブリット車で更新する。 

    【総務課:P11,261 事業】 

  

環境にやさしい循環型社会の実現 
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〇市独自の保育料と副食費の軽減 軽減額：139,926 千円 

幼児教育・保育の無償化に際して、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とともに、３歳以上児の副食費を軽減する。 

・公立保育園の保育料軽減額（保育料軽減：88,158 千円、副食費軽減：28,098 千円） 

・私立保育園等利用者負担軽減額(保育料軽減：19,908 千円、副食費軽減：3,762 千円) 

  【子育て支援課：P36,1341 事業・1311 事業】 

 

☆子どもの貧困対策計画策定（計画期間 R3～R6）  618 千円 

子どもの貧困対策を総合的に推進するため、アンケートを実施し、計画を策定する。 

                    【子育て支援課:P33,1306 事業】 

 

◎産後ケア事業の充実  1,564 千円 

育児相談等助成券発行、産褥期の母子の宿泊型・デイサービス型支援に加え、訪問型支

援（1回 4,000 円 3時間限度 7日まで 1日の補助率３/10 ）を実施する。 

                     【健康推進課:P40,1663 事業】 

 

☆在宅における養育支援事業  1,907 千円 

支援が必要な保護者、もしくはその子どもの一時休息(レスパイトケア）を行う。 

                  【学校教育課:P79,5226 事業】 

 

☆小鳩園の児童発達支援センター化の準備  37,350 千円 

小鳩園を児童発達支援センター（令和 3年度当初開始予定）とするために、エレベータ

ー、ユニバーサルトイレ、保育室等の整備を行う。  【子育て支援課:P35,1371 事業】 

 

◎保育園の改修 

・西春近北保育園、西春近南保育園のトイレ洋式化（1,584 千円） 

・西箕輪南部保育園、西春近北保育園の腰壁等木質化（4,570 千円） 

・上の原保育園のプール改修（1,166 千円） 

・竜南保育園の浸透桝設置工事（2,587 千円） など【子育て支援課:P36,1332 事業】  

 

☆私立児童福祉施設の行う防犯対策工事等への補助  4,645 千円 

・天使幼稚園が実施する防犯カメラ、フェンスなどの設置に対して補助する。 

（4,045 千円）(国 1/2、市 1/4) 

・つくしんぼ保育園が実施するエアコン設置に対して補助する。（600 千円）(市 3/4) 

 【子育て支援課:P36,1332 事業】 

 

☆産科・婦人科（不妊治療）開業支援  15,000 千円 

不妊治療院の開業を新たに支援の対象とする。      【健康推進課:P41,1663 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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☆福祉まちづくりセンターの建替え  1,178,666 千円 

新「福祉まちづくりセンター」の建設工事、工事監理、備品購入、既存建物解体設計な

どを行う。（完成は、解体工事を除き 令和３年３月の予定） 

         【福祉相談課:P25,1011 事業】 

 

〇モバイルクリニック（遠隔医療）事業の実施  14,919 千円 

トヨタモビリティ基金を活用し、医療系 MaaSの実証とサービスモデルの構築を行う。 

【企画政策課:P13,237 事業】 

 

◎日常生活用具給付の充実  16,300 千円 

ストーマ、紙おむつに係る給付費の上限額を引き上げ、更に世帯の考え方を補装具給付

費に合わせることで、利用者負担の軽減を図る。 

【社会福祉課:P27,1161 事業】 

 

◎子宮頸がん検診無料対象の拡大  599 千円 

これまでの満 20歳（無料券）に加え、がんの発症が多くなる満 35歳についても無料券

の対象とする。                   【健康推進課:P40,1624 事業】 

 

◎介護支援ボランティアポイント事業の充実  2,983 千円 

  ボランティア活動を行った高齢者に付与するボランティアポイントについて、1000ポ

イント未満のポイント（500～900ポイント）も交換の対象とする。 

               【福祉相談課:P120,7860 事業】 

 

☆防災リーフレットの作成、配布  116 千円 

  災害時要支援者のための防災リーフレットを作成し、要支援者に配布する。 

 【社会福祉課:P23,1001 事業】 

 

◎介護浴槽の更新  4,400 千円 

デイサービスセンター春富ふくじゅ園の介護浴槽を更新する。 

【社会福祉課:P25,1291 事業】 

 

☆診療所医療用機器等の整備 

・美和診療所の患者休養室にエアコンを設置する。（1,100 千円） 

・長藤診療所のレセプトコンピューターを更新する（1,067 千円） など 

           【健康推進課:P112,8203 事業】 

 

☆胃内視鏡検診導入の準備  100 千円 

胃内視鏡検診導入準備のため「胃内視鏡検査運営検討委員会」を設置し、事業実施の検

討を行う。                     【健康推進課:P40,1624 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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○南アルプス山麓地域振興ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（地方創生推進交付金 第２年次）16,800 千円 

 有機農産物の調査研究、アグリスクールの運営委託 など 

【農政課:P52,2146 事業】 

 

☆農業振興地域農用地データ等の修正  7,626 千円 

  農用地不一致調査、農業振興地域区域界データ修正等を実施し、農地台帳、固定資産税

台帳、現況との突合を行う。               【農政課:P52,2181 事業】 

 

〇伊那市の特産農産物等の販売促進  2,500 千円 

  新宿高野（新宿のフルーツ専門店）、松本楼（日比谷の老舗レストラン）のほか、東京

農業大学やバスタ新宿などで、伊那特産農産物の販売等を促進する。 

【農政課:P52,2146 事業】 

 

☆被災農作物等防風対策事業補助金の追加 (包括公募型補助金 22,500 千円のうち） 

包括公募型補助金へ被災農作物等防風対策事業補助金を追加する。（R2～R7） 

【農政課 P50,2131 事業】 

 

〇産地パワーアップ事業（国 1/2）  20,094 千円 

  農業法人等の乾燥調整施設等整備に対して補助する。   【農政課:P51,2141 事業】 

 

〇強い農業・担い手作り総合支援交付金（国 3/10）  8,524 千円 

  担い手の農業用機械等の導入に対して補助する。     【農政課:P51,2141 事業】 

 

〇畜産クラスター事業補助金（国 1/2）  90,131 千円 

  搾乳施設、ロータリーパーラー等の導入に対して補助する。 

【農政課:P54,2163 事業】 

 

☆長谷農業再生応援隊（地域おこし協力隊：１年目）  4,000 千円 

 長谷地域の農産物加工品の製造技術の継承と新たな特産品等の研究開発、農ある暮らし

の支援 など                      【農政課:P50,2131 事業】 

 

☆みはらしファーム事業改善・中期計画の策定  3,999 千円 

  中山間地ルネッサンス推進事業交付金（国 10/10）を活用して、みはらしファーム事業

改善・中期計画を策定する。               【農政課:P57,2192 事業】 

 

☆大麦ストローの製品化支援  150 千円 

  大麦ストローの製品化を研究し、商品化を検討する    【農政課:P52,2146 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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☆ため池ハザードマップの作成  13,300 千円 

 農業水路等長寿命・防災減災事業補助金（国 10/10）を活用して、市内 15 地区のため

池ハザードマップを作成する。            【耕地林務課：P55,2227 事業】 

  

☆団体営土地改良事業の新規計画作成（山室地区）  15,000 千円 

 高遠町山室地区において、新規の農地耕作条件改善（高収益作物転換型）事業実施に向け

た計画策定等を行う。                 【耕地林務課：P56,2252 事業】 

  

☆農地耕作条件改善事業（美篶地区）  50,000 千円 

 美篶地区において、老朽化した農業用施設を国県の補助を受けて改修する。 

                     【耕地林務課 P56,2252 事業】 

  

☆緊急自然災害防止対策事業  31,500 千円 

 災害の予防と拡大を防止するため、農業用施設等の改修を行う。 

（小沢川ブロック護岸工事、小沢川頭首工改修工事、上戸ため池改修工事） 

                     【耕地林務課 P56,2255 事業】 

  

◎森林環境譲与税を活用した森林づくり［再掲］(森林環境譲与税収入:61,200 千円) 

・林道権現山線 新規開設（32,000 千円）【耕地林務課:P61,2321 事業】 

・市民の森土地一部購入（4,781 千円）【耕地林務:P59,2307 事業】 

・スマート林業(松くい虫被害木抽出調査)(1,500 千円)、林地台帳整備(6,930 千円)、

森林造成事業かさ上げ補助（27,635 千円）【耕地林務課:P59, 2308事業】  など 

 

☆地域林業もりあげ隊（地域おこし協力隊：１年目）  3,963 千円 

 自伐型林業の調査・研究、市有林を活用した森林整備、地域資源を生かした新商品の研

究、伊那市 50 年の森林ビジョンの情報発信 など 

                     【耕地林務課:P58,2301 事業】 

 

◎商工業及び中小企業を支援する各種補助金  226,771 千円 

・包括公募型補助金（17,000 千円）（新たにキャッシュレス決済普及事業補助金、 

AI・IoT等導入支援事業補助金を加える） 

  ・伊那商工会議所、伊那商工会に対する運営支援補助（20,150 千円） 

・工場等の新設、移設、増設した企業への固定資産税相当額の補助（157,019 千円） 

・産業用地を購入した企業への用地取得費の補助（32,602 千円） 

【商工振興課:P62,2401 事業、P63,2411 事業・2414 事業、産業立地推進課:P64,2415 事業】 

 

☆産業用地の整備  257,792 千円 

 ・伊那インター工業団地 A区画の造成、同 C・E区画他の測量設計等を行う。 

（111,267 千円）【財政課:P127,8401 事業】 

 ・伊那インター工業団地 A区画、六道原工業団地 A・B区画等のインフラ整備を行う。 

（146,525 千円）【産業立地推進課:P64,2415 事業】 
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◎伊那から始まる新産業技術の推進 

  全国的に先駆性のある新産業技術を活用した地域課題解決に取り組む。 

・INAアクア・スカイウェイ事業（財源：地方創生推進交付金 第３年次） 

河川上航路の構築と拠点間物流実証（53,000 千円）  

・支え合い買物サービス事業（財源：定住自立圏特別交付税 80％） 

     ドローン物流の社会実装（39,431 千円） 

   ・モバイルクリニック事業（財源：トヨタモビリティ基金） 

     医療系 MaaSの実証とサービスモデル構築（14,919 千円） 

   ・地方創生アルカディア事業（財源：地方創生推進交付金 第２年次） 

     地域クラウドコミュニティと AI チャットボット構築（35,000 千円） 

   ・ぐるっとタクシー２地区の本格運行（財源：交通対策特別交付税 80％） 

     AI自動配車システム（SAVS）による、西春近、竜西の２地区における、 

ぐるっとタクシーの本格運行（37,239 千円） 

・ぐるっとタクシーの実証運行（財源：定住自立圏特別交付税 80％） 

     ぐるっとタクシー（新たな地区）の実証運行（3,246 千円） 

   ・セットトップボックス導入補助（財源：定住自立圏特別交付税 80％） 

     ケーブルテレビによる支え合い買物サービスの利用や、ぐるっとタクシーの 

予約等に必要な「セットトップボックス」の導入費用に対する補助 

（5,632 千円：購入費用 38,500 円の 2/3 を補助） 

【企画政策課：P13,237 事業・216 事業】 

 

☆新たな施設のスタート！産業と若者が息づく拠点施設の運営開始  12,345 千円 

新たに整備した「産業と若者が息づく拠点施設」（旧伊那消防署）を運営し、若者の居

場所づくりと、若者と企業間の交流・連携を生み出すとともに、オフィス利用者の誘致に

より、新たな産業の創出を図り、市内産業の活性化を目指す。 

                         【商工振興課:P64,2417 事業】 

 

◎伊那産そば面積・収穫量・反収 all 県内１番プロジェクト  16,578 千円 

  地方創生推進交付金（第３年次）を活用し、そば栽培指導等（2,100 千円）、そば末粉

（さなご）活用（1,400 千円）、みはらしファーム水車小屋改修（13,078 千円）等を行

う。       【農政課:P52,2146 事業、P57,2192 事業】 

 

◎人材確保のための奨学金返還支援制度の運用  201,850 千円（基金造成含む） 

  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:P48,2012 事業】 

 

☆ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業  5,000 千円 

  東京圏、愛知県、大阪府から伊那市に移住し、かつ県が開設するマッチングサイトに求

人登録した上伊那の企業に就職した者に対し、移住支援金を交付する。 

【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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☆高遠と高山が繋がります。国道 361 をつなぐ二次交通対策事業  3,000 千円 

  令和２年 10月から 11 月に、高遠町～伊那～木曽～高山を結ぶ周遊バスを運行する。

（１日２往復）                   【観光課:P65,2443 事業】 

 

◎高遠城址公園の整備 

  天下一のさくらを多くの人に楽しんでもらえるよう、高遠城址公園の整備を行う。 

桜の根保護用ゴムマットの購入（493 千円）、白兎橋補強実施設計（8,000 千円）、高

遠閣横通用口屋根の修繕（800 千円）、グラウンドゲート通路の透水性インターロッキン

グ舗装（4,800 千円） など 

【観光課:P67,2437 事業】 

 

◎ようこそ伊那市へ。ばらサミットの開催  3,280 千円 

令和２年６月に、伊那市で「ばら制定都市会議」（ばらサミット）を開催する。（ばら

サミット実行委員会への負担金を支出）          【観光課:P65,2431 事業】 

 

◎観光施設、温泉施設の整備 

【羽広荘】客室空調設備改修（768 千円） 

【高遠さくらホテル】２階客室個別空調設置、高圧受電設備改修（6,093 千円） 

【みはらしの湯】露天風呂漏水改修、浴室シャワー水栓取替など（3,054 千円） 

【さくらの湯】露天風呂ウッドデッキ改修、濾材交換（1,959 千円） 

【観光課:P65,2432 事業、P66,2436 事業】 

 

☆インバウンドコンダクター（地域おこし協力隊：１年目）  4,000 千円 

 外国人観光客受け入れのための研修会実施、外国人観光客向け観光コンテンツの発掘、

観光ルートの構築、SNSなどを活用した国内外への情報発信 など 

                       【観光課:P65,2443 事業】 

 

☆自転車を活用した観光振興  958 千円 

サイクルスタンド設置に対する補助金の新設、自転車関係イベントへの補助、自転車活

用推進協議会の開催 

【観光課:P65,2443 事業】 

 

☆高遠石工の石仏ウォーキング事業  900 千円 

信濃毎日新聞社が主催する高遠石工の石仏ウォーキングに対して負担金を支出する。 

【観光課:P65,2443 事業】 

 

◎「信州そば発祥の地 伊那」PR 事業  1,201 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の PR、ご当地じゃらん「伊那そば手帖」印刷 など 

【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 



13 

 

 

 

 

◎シティープロモーション推進事業（地方創生推進交付金 第１年次） 23,100 千円 

   地方創生推進交付金を活用し、在京テレビ局と協定を結んで、伊那市への移住定住を推

進するテレビ番組の制作、関東圏を中心とした放送、移住体験ツアーなどを実施する。 

       【秘書広報課：P9,245 事業】 

 

◎地方創生アルカディア事業の推進（地方創生推進交付金 第２年次） 34,827 千円 

・ＸＲシステムの運用（10,600 千円） 

・グローアップハウス(モデルハウス)の建設（15,000 千円） 

・プレミアムリージョンの形成、グローアップハウスの提供（7,500 千円）など 

 【地域創造課：P14,235 事業】 

 

◎国内友好都市との交流  5,224 千円 

・友好都市周年記念事業（三宅村 50周年、会津若松市 20周年） 

・新宿区交流事業（新宿区立小中学校への農産物提供、小中学校卒業生への花束贈呈、

オリンピック・パラリンピック交流事業など） など 

【文化交流課:P12,135 事業】 

 

◎空き家コンシェルジュ（地域おこし協力隊：１年目）  4,000 千円 

空き家物件の掘り起こし、空き家所有者と移住希望者とのマッチング、移住希望者と地

域を繋ぐ機会の創出 など              【地域創造課:P14,235 事業】 

 

◎つながり人口創出コーディネーター（地域おこし協力隊：１年目）  4,000 千円 

信大生と地域との接点づくりによる地域への愛着の醸成、都市部学生・若者との関係人

口化、学術・研究フィールドとしての地域と大学とのマッチング など 

【地域創造課:P14,235 事業】 

 

☆各種都市計画の策定  13,072 千円 

「都市計画マスタープラン」及び「立地適正化計画」（完成 R3 年度）、「都市公園施

設長寿命化計画」（完成 R2 年度）を策定する。 

                【都市整備課:P73,3304 事業、P74,3331 事業】 

  

交流と連携による地域の活性化 
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◎特別支援教育就学奨励費、要保護・準要保護援助費の充実  71,696 千円 

小中学校における特別支援教育就学奨励費、要保護・準要保護援助費のうち、学校給食

費の支給単価基準を改定し増額する。 

  【学校教育課:P82,5141 事業・5151 事業、P86,5241 事業・5251 事業】 

 

◎中学生の自習室の実施  560 千円 

中学生の長期休業中における自らの学びの場所を提供する。（春休み・夏休み） 

 【学校教育課:P86,5225 事業】 

 

☆IoT 技術を活用した小学校児童の見守り  2,000 千円  

IoTデバイス携行による小学校児童の見守りサービスの実証を行う。 

【生活環境課:P42,1701 事業】 

 

☆統合型校務支援システムの導入  12,600 千円 

県下統一の校務支援システムを導入し、児童・生徒の出欠席管理や各種資料の作成な

ど、小中学校の教職員が行う様々な校務に係る負担を軽減する。 

    【学校教育課:P82,5124 事業、同 P85,5224 事業】 

 

◎小中学校施設整備   

小中学校において耐震化、トイレの洋式化、照明の LED 化などの施設整備を行う 

・体育館非構造部材の耐震化（工事：高遠中、長谷中）（61,199 千円） 

  ・トイレ改修（設計：富県小、春富中、工事：長谷小、長谷中）（90,452 千円） 

・体育館屋根、ＬＥＤ照明改修（設計：西春近北小、高遠小、工事：高遠中、長谷中） 

（118,348 千円） 

  ・ＬＥＤ＋太陽光パネル＋蓄電池設置（設計・工事：小学校３校）（185,121 千円） 

  ・ペレットストーブ設置（伊那東小、富県小、長谷中）（23,804 千円） 

  ・その他（伊那西小森の教室改築、学校林整備・危険木伐採処理（小学校５校、中学校

２校））（16,791 千円）                        など 

【学校教育課:P80,5102 事業,P83,5184 事業～5185 事業、 

P84,5202 事業,P87,5283 事業～5285 事業】 

 

☆小学校給食施設の整備  374,832 千円 

小学校において給食施設改築工事を行う 

工事：富県小（ペレットボイラー設置を含む）、東春近小（既存施設解体） 

設計：西春近南小 

   【学校教育課:P97,5572 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４４回、女子第３７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 44回、女子第 37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:P96,5504 事業】 

 

☆西春近公民館の建替え   20,000 千円 

西春近公民館建替えに向けて、地質調査・用地測量、一部用地購入等を行う。 

（建築は R3 年～）                【生涯学習課:P89,5431 事業】 

 

☆市誌編さん室の運営  15,514 千円 

・旧美篶子育て支援センターの改修（8,690 千円） 

・岡村菊叟（幕末期高遠藩の重臣・国学者）資料の調査・研究（550 千円） など 

                 【生涯学習課:P92,5406 事業】 

 

☆東京オリンピック・パラリンピック関連事業  6,008 千円  

  ・東京オリンピック・パラリンピック事前合宿(東ティモール)（3,668 千円） 

・東京オリンピック聖火リレーイベント、パラリンピック採火イベント（2,340 千円） 

              【スポーツ課:P96,5501 事業、社会福祉課:Ｐ26,1151 事業】 

 

☆ばらサミットスペシャルコンサートの開催  2,000 千円 

令和２年６月に開催される「ばらサミット」の記念事業として、生涯学習センターにお

いて「伊那バラフェスタ 2020 コンサート」を開催する。【文化交流課:P88,5403 事業】 

 

☆陸上競技場第２種公認更新改修  178,405 千円 

  陸上競技場において５年に１度の第２種公認検定の更新を行う。 

公認工事実施設計（2,000 千円）、公認検定委託（500 千円）、 

公認更新工事（170,000 千円）、公認に不足する備品購入（5,905 千円） 

【スポーツ課:P97,5532 事業】 

 

◎体育施設の整備 

エレコム・ロジテックアリーナ（市民体育館）ＬＥＤ化（3,168 千円）、センターテニスコ

ート受変電設備改修（1,510 千円）、高遠文化体育館バスケットゴール取付壁補強（1,628 千

円）、ほりでいドーム人工芝改修（21,000 千円）など 

【スポーツ課:P97,5532 事業】 

 

☆向山雅重資料デジタルアーカイブ化関連事業  4,594 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

ル化し、一般公開する。               【生涯学習課:P90,5482 事業】 

 

◎老松場古墳群の発掘調査  5,082 千円 

東春近老松場古墳群の築造年代を確定するため、発掘調査を行う。 

【生涯学習課:P92,5402 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）  353,712 千円 

  令和２年度中の完成を目指して、引き続き環状南線の整備を行う。 

   【特定道路整備推進課:P74,3310 事業】 

◎特定路線の整備  270,605 千円 

  重要路線の改良工事等を行う。   

伊那 ：三条線、東部線、渡場車屋線、新山荘２号線 

   高遠町：小豆坂線、中央高峰線、小豆坂ﾄﾝﾈﾙ補修 

   長谷 ：溝口戸台線、黒河内線                 【建設課:P71,3224 事業】 

 

☆舗装改良（既存道路）  110,810 千円 

  三峰川左岸土地改良幹線、西の平和手線 など      【建設課:P71,3228 事業】 

 

◎交通安全施設の整備  134,000 千円 

  交差点改良、待避所設置等（伊那バイパス関連 野底六道線ほか） 

           【建設課:P72,3271 事業】 

 

☆橋梁の維持   158,013 千円 

  ・定期点検委託：中央道跨道橋５橋、その他３３橋 

・修繕工事：中央道藤沢橋、中央橋、安丘橋          【建設課:P72,3261 事業】 

 

☆若宮市営住宅建替工事  488,084 千円 

  ・高齢者向け住宅建設工事・監理業務【継続費 R1～2】（265,900 千円） 

  ・Ａ棟建設工事・監理業務【継続費 R2～3】（61,024 千円） 

  ・既存住宅リフォーム工事他 1棟 6戸（90,232 千円） 

  ・団地内造成、道路整備、除却工事等（59,047 千円） など 

                     【管理課:P76,3411 事業】 

 

☆福祉まちづくりセンターの建替え  1,178,666 千円［再掲］ 

新「福祉まちづくりセンター」の建設工事、工事監理、備品購入、既存建物解体設計な

どを行う。（完成は、解体工事を除き 令和３年３月の予定） 

         【福祉相談課:P25,1011 事業】 

 

○地元要望に応える道路・水路維持補修費の加算  62,000 千円 

  地元要望の強い道路・水路の維持補修費を、通常予算額に加算する。 

国土保全特別対策(4,000 千円)、市単土地改良(8,000 千円) 

道路維持(4,000 千円)、一般道路改良(10,000 千円)、舗装改良(20,500 千円)、 

道路防災(7,000 千円)、交通安全施設(8,500 千円) 

     【耕地林務課 P55～56、建設課:P70～P72】 

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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☆本庁舎非常用電源設備設置工事  86,000 千円 

河川災害に備えて、本庁舎の非常用電源を２階以上の場所に設置する。 

【総務課:P11,251 事業】 

 

☆IoT 技術を活用した小学校児童の見守り  2,000 千円  ［再掲］ 

IoTデバイス携行による小学校児童の見守りサービスの実証を行う。 

【生活環境課:P42,1701 事業】 

 

☆消防団詰所の新設・改修  21,020 千円 

西箕輪分団第２部詰所の新設、第３分団第３部（非持）詰所の改修 など 

【危機管理課:P78,3722 事業】 

 

◎消防団車両、資機材等の購入  10,383 千円 

積載車・小型ポンプ（第３分団第２部（小原））、チェーンソー（各分団）、 

発電機・投光器（本部）              【危機管理課:P78,3722 事業】 

 

☆指定避難所の装備品の購入  510 千円 

災害時、避難所の生活環境の改善のため、発泡スチロール製組み立て式トイレを購入す

る。                        【危機管理課:P78,3752 事業】 

 

○伊那市総合防災訓練の実施  399 千円 

令和２年８月３０日、高遠町地区を主会場に、総合防災訓練を実施する。 

【危機管理課:P8,134 事業】 

 

◎学校林整備と危険木伐採（県 90％）  11,801 千円 

  樹木医の確認のもと、県の補助金を活用して、学校林の整備と危険木伐採を行う。 

（伊那小、伊那東小、伊那北小、美篶小、富県小、東部中、高遠中） 

 【学校教育課:P80,5102 事業、P84,5202 事業】 

 

〇河畔林、支障木の伐採  21,000 千円 （県 9/10） 

・準用河川（思沢川、臼沢川、粟沢川）河畔林の除間伐を行う。（9,000 千円） 

・ライフライン（送電線、道路等）保全のため、上牧笠原線沿いの支障木を伐採する。 

（12,000 千円） 

【管理課:P69,3102 事業】 

 

〇住宅耐震化の促進  15,600 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）    10,000 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:P76,3412 事業】 

地域の安全・安心の確保 



（別紙１）令和２年度当初予算　ふるさと応援基金充当事業一覧表

１　教育

（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 ＩＣＴ教育備品（電子黒板セット）の購入 2,090 0 2,090 2,090

2 「暮らしのなかの食」の推進 2,839 0 2,839 2,839

3 給食施設の充実（給食備品の更新） 10,390 0 10,390 10,390

4 給食施設整備 374,832 59,501 315,331 295,650

5 井月さんまつりの開催及び井月忌の集いへの補助 他 3,000 0 3,000 3,000

6 陸上競技場第２種更新 178,405 169,236 9,169 9,169

7 春の高校伊那駅伝　全国放送 3,300 0 3,300 3,300

574,856 228,737 346,119
326,438

２　医療・福祉

（単位：千円）

8 介護浴槽購入 4,400 0 4,400 4,400

9 産科・婦人科（不妊治療）開業支援補助金 15,000 0 15,000 15,000

10 敬老事業 7,427 470 6,957 6,000

26,827 470 26,357
25,400

３　低炭素社会の実現

（単位：千円）

11 防犯灯、公共施設照明のＬＥＤ化 15,000 0 15,000 15,000

12 公共施設へのペレットストーブの設置 19,504 9,752 9,752 9,752

34,504 9,752 24,752
24,752

４　その他

（単位：千円）

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

14 ふるさと納税特典等関連経費 289,171 0 289,171 289,171

319,171 0 319,171 319,171

合計 955,358 238,959 716,399
695,761

  18
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別紙２「令和２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 

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。 

53,000 

26,500 26,500 

H30～

R2 

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。 

16,578 

14,088 2,490 

H30～

R2 

地方創生アルカデ

ィア構想～結婚・出

産・子育て世代をタ

ーゲットとしたア

メニティ定住プロ

ジェクト～ 

地域の喫緊的課題である年少人口

及び生産年齢人口の減少による地

域活力の衰退に歯止めをかけるた

め、時間や場所を問わないクラウ

ド上の地域コミュニティを構築す

ることにより、ニーズとシーズの

共有と、ストレスフリーなコミュ

ニケーション型 FAQ を提供し、移

住定住者が地域に安心して参加す

る意識醸成を図る。 

72,755 

43,018 29,737 R1～R3 

「環境共生型農業」

と「都市・農村交流」

による新たな中山

間地域振興プロジ

ェクト 

有機栽培等による農産物等のブラ

ンド化を確立し、付加価値を高め

ることにより、農業の「稼ぐ力」

の向上と新規就農者の育成・増加

を図るとともに、都市と農村との

交流や移住定住による農業労働力

の確保を進め、持続可能な環境共

生型農業の体制を構築し、地域の

活性化を図る。 

 

16,800 

8,400 8,400 R1～R3 
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信州伊那谷「つなが

り」と「しごと」創

出事業（メディアを

活用したシティプ

ロモーション推進

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。 

23,100 

11,550 11,550 R2～R4 

合 計  182,233 

103,556 78,677  

 

 

 

 

 


