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平成３０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】 

 

※伊那市平成３０年度当初予算は、今年４月に伊那市長選挙が予定されているた

め、継続的な事業などを中心とした骨格予算です。政策的な事業の予算は、６月

定例議会に提出する補正予算に計上される予定です。 

 

 

 

◎保育料、延長保育料軽減（市独自） 軽減額：375,889千円 

これまで実施している市独自の保育料軽減策を拡充する。 

・従来の保育料軽減額：324,420千円 

・新たな保育料軽減額： 41,256千円 

・従来の幼稚園等利用者負担軽減額：6,434千円 

・新たな幼稚園等利用者負担軽減額：3,779千円 

【子育て支援課：P37,1311事業及び 1341事業】 

 

◎ふるさと応援基金を活用した事業展開  397,070千円 

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「Ｈ30年度 ふるさと応援基金充当事業一覧表」参照(P18)  【関係各課】 

 

◎地方創生交付金を活用した事業展開  119,489千円 

  地方創生交付金を活用し、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。 

   うち空飛ぶデリバリーサービス構築事業  37,220千円 

     ドローンによる荷物配送サービスの実用化に向け、安全かつ効率的な運用の仕

組みづくりを進める。 

【企画政策課：P12,237事業】 

※別紙２「平成 30年度予算地方創生交付金活用事業一覧表」参照(P19) 【関係各課】 

 

◎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）を開催し、地元の企業を知り、体験してもらうことにより、この地域に対

する愛着を深め、将来伊那市を支える人材を育てる。 

        【学校教育課:P83,5203事業】 

 

◎国民健康保険税の税率は据え置き  129,754千円（法定外繰出し） 

  国民健康保険の県移管に伴う税率の改正については、一般会計から法定外の繰出しを行

い、現行の税率に据え置く。 

        【健康推進課:P46,1751事業】 

『暮らしやすく、平和で希望に満ちた伊那市の創造』 

～日本を支える、地方創生のモデル都市を目指して～ 

 平成３０年度の特徴的な事業 
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☆土地改良事業の地元負担金を減額（国土保全、市単土地改良） 

現在３０％の地元負担金を２０％に減額する。 

【耕地林務課:P55,2227事業及び 2254事業】 

 

◎下水道の整備（下水道事業会計への補助）  1,491,333千円 

  下水道事業会計補助金（繰出基準分：1,284,835千円、繰出基準分以外：6,498千円） 

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】 

 

☆防災拠点施設（防災コミュニティセンター）の完成  29,582千円 

防災コミュニティセンターの建設（継続事業：20,500千円）H30.4月末頃完成予定 

防災コミュニティセンターの維持管理及び運営（9,082千円） 

【危機管理課:P77,3752事業及び生涯学習課：P94,5487事業】 

 

◎新たな高遠保育園の建設   452,311千円 

高遠保育園建設事業を実施する。（H30年度完成） 

【子育て支援課:P37,1339事業】 

 

◎新たな幹線道路網の整備（環状南線の建設）  777,251千円 

  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:P74,3310事業】 

 

◎小中学校耐震整備  58,758千円 

小学校体育館非構造部材耐震化（富県小、高遠北小、西箕輪小、西春近南小）など 

          【学校教育課:P82,5183事業】 

 

☆給食施設の整備  579,362千円 

給食施設改築工事（美篶小学校、西春近北小学校）など 

      【学校教育課:P97,5572事業】 

 

☆ばら薫るまちづくり（ローズガーデンの拡張）  42,579千円 

ローズガーデン第４期整備工事、維持管理業務 など 

           【観光課:P68,2444事業】 

 

◎新ごみ中間処理施設の建設   343,014千円 

  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年度末稼働

予定) 

              【生活環境課:P47,1801事業】 

 

◎男子第４２回、女子第３５回「春の高校伊那駅伝大会」   12,740千円 

  長野県の駅伝のレベルアップのため、男子第 42回、女子第 35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】  
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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。 

 

 

 

◎保育料、延長保育料軽減（市独自） 軽減額：375,889千円 

これまで実施している市独自の保育料軽減策を拡充する。 

・従来の保育料軽減額：324,420千円 

・新たな保育料軽減額： 41,256千円 

・従来の幼稚園等利用者負担軽減額：6,434千円 

・新たな幼稚園等利用者負担軽減額：3,779千円 

【子育て支援課：P37,1311事業及び 1341事業】 

 

◎新たな高遠保育園の建設   452,311千円 

高遠保育園建設事業を実施する。（H30年度完成） 

【子育て支援課:P37,1339事業】 

 

◎保育園開園時間の充実  4,758千円 

保育サービスの充実を図るため、午後６時までとなっている８園を、午後６時３０分ま

で延長する。 

          【子育て支援課:P37,1341事業】 

 

◎病児保育の充実  11,703千円 

伊那中央病院に新たに開設される保育施設（H30.2月オープン）等において、病児保育

を実施する。                      【子育て支援課:P37,1311事業】 

 

◎窓口での医療費支払額の減額（Ｈ30年 8月診療分から現物給付方式導入） 

子ども医療費の窓口での支払い額が最高で５００円に。  

             【健康推進課:P33,1204事業、1209事業及び 1207事業】 

 

◎保育園未満児保育室及び２階保育室などにエアコン設置  6,597千円 

（竜北、竜南、西箕輪、西春近北、西春近南、小鳩園） 

                               【子育て支援課:P36,1371事業及び P37,1332事業】 

 

◎子どもの生活・学習支援  875千円 

ひとり親家庭の子どもの生活・学習支援を行う。（Ｈ29.9補正予算から実施） 

                     【子育て支援課:P36,1361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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◎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）を開催し、地元の企業を知り、体験してもらうことにより、この地域に対

する愛着を深め、将来伊那市を支える人材を育てる。 

        【学校教育課:P83,5203事業】 

 

☆伊那西小学校を自然科学の学び舎に（小規模特認校指定）  2,924千円 

伊那西小学校教育コーディネーター１名配置 など 

       【学校教育課:P80,5103事業】 

 

◎小中学校耐震整備  58,758千円 

小学校体育館非構造部材耐震化（富県小、高遠北小、西箕輪小、西春近南小）など 

          【学校教育課:P82,5183事業】 

 

☆給食施設の整備  579,362千円 

給食施設改築工事（美篶小学校、西春近北小学校）など 

      【学校教育課:P97,5572事業】 

 

◎小学校外国語(英語)活動支援講師(ＡＬＴ)４人配置  17,194千円 

国の定める新たな基準に対応するため、ＡＬＴを２人から４人に増員する。 

【学校教育課:P81,5122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:P97,5571事業】 

 

〇放課後学習指導（小中学生学力向上事業）  4,261千円 

  地域ボランティアなど学力向上支援員により、小中学生の学力向上を支援する。 

【学校教育課:P81,5125事業及び P86,5225事業】 

 

☆中学校部活指導員の雇用  6,048千円 

専門的な技術指導と、教員の負担軽減のため、中学校全校で部活指導員を雇用する。 

【学校教育課: P83,5203事業】 

 

☆学童クラブ指導員キャリアアップ賃金処遇改善事業  1,574千円 

国の補助を活用し、学童クラブ指導員の賃金を増額・改善する。 

【生涯学習課: P91,5456事業】 

 

  

次代を担う優れた人材の育成 



5 

 

 

 

 

◎国民健康保険税の税率は据え置き  129,754千円（法定外繰出し） 

  国民健康保険の県移管に伴う税率の改正については、一般会計から法定外の繰出しを行

い、現行の税率に据え置く。 

        【健康推進課:P46,1751事業】 

 

◎窓口での医療費支払額の減額（Ｈ30年 8月診療分から現物給付方式導入）[再掲] 

子ども医療費の窓口での支払い額が最高で５００円に。  

             【健康推進課:P33,1204事業、1209事業及び 1207事業】 

 

◎産前産後サポート事業・産後ケア事業  (国 1/2） 2,290千円 

産後ケア事業(産褥宿泊）の公費負担割合を５割から７割に増額、利用可能期間を生後

２８日以内から４か月以内に拡大。 

         【健康推進課:P42,1663事業】 

 

〇不妊治療助成事業  3,500千円 

  不妊に悩む方へ不妊治療費の助成を行う。 

【健康推進課:P42,1663事業】 

 

◎障害者に対する日常生活用具給付の充実 

  市民税非課税者の自己負担額を０円とする。（平成 29年度までは一律１割負担） 

               【社会福祉課:P27,1161事業】 

 

◎子どもから成人までの食育推進事業 583千円 

食育講演会の開催、おいしいな食育応援団活動 など 

           【健康推進課:P42,1666事業】 

 

☆地域における福祉活動の推進  8,839千円 

地域力強化推進事業（国 3/4）として、「我が事・丸ごと」の地域づくり強化に向け、

社会福祉協議会の地域福祉コーディネーター配置に対して補助する。 

【社会福祉課:P24,1004事業】 

 

◎中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業（県補助率 1/2） 3,554千円 

移動経費軽減支援 969千円、長距離移動手当支給支援 2,585千円 

                         【高齢者福祉課:P29,1123事業】 

 

◎包括的支援体制構築の委託（市社会福祉協議会）  10,903千円 

福祉分野において、複合・複雑化している課題に対応するため、多機関の協働による包

括的支援体制構築事業を社会福祉協議会に委託する。 

      【社会福祉課:P38,1401事業】 

 

 

暮らしやすく、生きがいのもてるまち 



6 

 

 

 

 

◎空飛ぶデリバリーサービス構築事業  37,220千円 

   ドローンによる荷物配送サービスの実用化に向け、安全かつ効率的な運用の仕組みづく

りを進める。 

【企画政策課：P12,237事業】 

 

◎ドローンを活用した松くい虫対策  1,500千円 

  ドローンによる松くい虫被害木調査を実施する。 

【耕地林務課:P57,2306事業】 

 

〇新産業技術推進協議会の運営  2,554千円 

  行政、大学、企業、関係団体等による「新産業技術推進協議会」を運営する。 

【企画政策課：P12,237事業】 

 

☆サテライトオフィスの運営  1,410千円 

新設したサテライトオフィスを運営し、情報ビジネス関連企業等の誘致を進める。 

【商工振興課:P63,2414事業】 

 

☆地域課題解決型ハッカソン事業  1,500千円 

地域課題解決型ハッカソンを開催し、新たなアイディアの発掘と具体化を図る。 

【企画政策課:P12,237事業】 

 

◎商工業振興ビジョンの策定  594千円 

市内商工業の持続的な発展と成長戦略を示す商工業振興ビジョンを策定する。 

【商工振興課:P61,2401事業】 

 

◎工業団地街路樹の管理  2,931千円 

高木となった伊那インター工業団地内のドイツトウヒを、別の樹種へ計画的に変換する 

           【商工振興課:P63,2414事業】 

 

◎地域おこし企業人による新産業加速化対応  17,000千円 

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１名、新規 1名） 

      【企画政策課:P12,237事業】 

 

 

 

  

産業の活性化で働きがいのあるまち 
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◎ソーシャルフォレストリー都市の創造  37,415千円 

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(5,500千円),バイオマス原材料搬出奨励金(300千円),農

業用ペレットボイラー購入補助(6,000千円),市域材利用促進(4,000千円) など。 

【耕地林務課:P58,2361事業】 

 

〇長谷鹿嶺高原の森林づくり  12,076千円 

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。                        【耕地林務課:P59,2311事業】 

 

〇健全な市有林を目指して（搬出間伐）  9,021千円 

 長谷杉島の市有林 4.0haで搬出間伐を行う。（国県：41%、市：59%） 

  【耕地林務課 P58,2331事業】 

 

◎松くい虫対策  54,929千円 

  松枯損木破砕、伐倒くん蒸処理 2,125㎥ 51,830千円 

  保全松林樹幹注入事業補助 200千円 

ドローンによる松くい虫被害木調査 1,500千円 [再掲] など 

【耕地林務課 P57,2306事業】 

 

☆50年の森林ビジョン応援事業（ミドリナ委員会）  5,000千円 

50年の森林ビジョン応援事業を実施するミドリナ委員会に対して交付金を支出する。 

                        【企画政策課:P12,236事業】 

 

〇山林の購入  1,597千円 

  地域環境の保全のため、山林を購入する。（市民の森 565㎡、西春近白沢 3,570㎡） 

【耕地林務課 P57,2307事業】 

 

〇公共施設へのペレットストーブ導入  1,120千円 

  美篶公民館、文化センターにペレットストーブを設置する。 

【生涯学習課 P89,5422事業及び P93,5384事業】 

 

◎伊那市森林経営計画作成  1,500千円 

市有林の整備促進のため、森林経営計画を作成する。 

【耕地林務課:P58,2331事業】 

 

◎林地台帳の整備  11,080千円 

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

の整備等を行う。 

                    【耕地林務課:P57,2308事業】 

  

低炭素社会実現に向けて実行するまち 
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☆土地改良事業の地元負担金を減額（国土保全、市単土地改良） 

現在３０％の地元負担金を２０％に減額する。 

【耕地林務課:P55,2227事業及び 2254事業】 

 

◎新産業技術推進事業【スマート農業】   30,400千円 

  農作業の効率化に向け、先駆的モデルの実証実験を行い、スマート農業を推進する。 

           【農政課:P51,2131事業】 

 

◎「信州そば発祥の地 伊那」ブランド力向上事業  9,070千円 

在来種入野谷そば育成技術、商品化の研究、拠点施設整備 など 

【農政課 P52,2146事業】 

 

◎みはらしファーム内の環境整備  5,669千円 

みはらしファーム内の石段手すり設置、ウッドデッキ改修、トイレ洋式化 など 

【農政課:P56,2192事業】 

 

☆「気の里工房」応援隊（地域おこし協力隊：１年目）  4,000千円 

 長谷地域の伝統的農業特産物の保存継承、新たな加工品・特産物の研究開発 など 

【農政課:P51,2131事業】 

 

☆農業委員報酬の見直し  14,696千円 

農地利用最適化交付金による農業委員報酬の上乗せ。 

【農業委員会事務局:P50,2103事業】 

 

☆強い農業づくり交付金事業（国 1/2）  199,000千円 

  果樹選果機（ＪＡ上伊那）への補助 

           【農政課:P51,2141事業】 

 

☆産地パワーアップ事業（国 1/2）  70,000千円 

  農産物処理加工施設（ぱぱな農園）への補助 

           【農政課:P51,2141事業】 

 

  

地域を支える農業の活性化 
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◎「信州そば発祥の地 伊那」そば振興事業  4,300千円 

  ～秋の風物詩「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や誘客活動を行う。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:P66,2434事業】 

 

☆山岳高原観光の推進  2,897千円 

  山岳観光専門員 1名を配置する。 

  【観光課:P68,2445事業】 

 

☆旧中村家住宅を活用した誘客事業  1,418千円 

  改修した高遠町旧中村家住宅を活用し、更なる誘客と、観光による地域経済の活性化を

図る。                         【観光課:P65,2432事業】 

 

☆美しい村高遠ブランドプロデューサー（地域おこし協力隊：１年目） 4,000千円 

高遠ブランドの商品開発・販路の拡大、「日本で最も美しい村」活動の推進 など 

        【観光課:P65,2443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：２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:P56,2192事業】 

 

◎山岳環境整備事業  2,256千円 

登山道看板設置工事、粟沢駐車場路体修繕工事 

【観光課:P65,2432事業】 

 

◎もっと伊那市に来てほしい（観光企画事業）  3,850千円 

ジオライナー、パノラマライナーの運行 

【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）  42,579千円 

ローズガーデン第４期整備工事、維持管理業務 など 

           【観光課:P68,2444事業】 

 

◎高遠城址公園の整備  8,400千円 

公園グランドゲート～二ノ丸通路舗装工事、美術館屋外トイレ洋式化工事 など 

【観光課:P67,2437事業】 

 

  

多くの人が訪れる広域観光のまち 
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◎男子第４２回、女子第３５回「春の高校伊那駅伝大会」   12,740千円 

  長野県の駅伝のレベルアップのため、男子第 42回、女子第 35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】 

 

◎文化財保護事業  10,616千円 

「高遠石工」映像記録・情報発信、歴史文化基本構想策定、伊那市史改訂版編纂 

【生涯学習課 P92,5402事業】 

 

◎いよいよ佳境！老松場古墳の発掘  4,800千円 

東春近老松場古墳の発掘調査等を関西大学考古学研究室に委託する。 

【生涯学習課 P92,5402事業】 

 

〇第３２回伊澤修二記念音楽祭の開催と関連事業  7,000千円  

  第 32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  2,000千円 

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 P93,5382事業】 

 

◎体育施設の整備  3,911千円 

サンビレッジ体育館、伊那西運動場トイレ洋式化工事 など 

 

【スポーツ振興課 P96,5532事業】 

 

〇史跡高遠城跡の整備  3,564千円 

  三ノ丸北側斜面を整備する。 

【生涯学習課 P92,5474事業】 

 

☆総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（地域おこし協力隊：１年目） 4,000千円 

  伊那市総合型地域スポーツクラブと連携したスポーツ振興、健康増進 など 

  【スポーツ振興課 P95,5507事業】 

 

〇信州高遠美術館の収蔵庫の整備  60,000千円 

収蔵庫増築工事を行う。 

【文化振興課 P93,5382事業】 

  

歴史と文化体育を大切にするまち 
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◎新産業技術推進事業【スマート農業】   30,400千円 [再掲] 

  農作業の効率化に向け、先駆的モデルの実証実験を行い、スマート農業を推進する。 

           【農政課:P51,2131事業】 

 

◎空飛ぶデリバリーサービス構築事業  37,220千円 [再掲] 

  ドローンによる荷物配送サービスの実用化に向け、安全かつ効率的な運用の仕組みづく

りを進める。 

【企画政策課：P12,237事業】 

 

☆新たな伊那市総合計画の策定  2,506千円 

第二次総合計画の策定（計画期間：H31年度～H40年度） 

    【企画政策課：P12,211事業】 

 

☆移住体験ツアーの実施（地域おこし協力隊：1年目）  4,000千円 

農林業体験やアウトドア、婚活等を組み合わせた移住体験ツアーの企画、運営など 

【地域創造課:P13,235事業】 

 

◎人口増の推進   14,700千円 

  空き家バンク登録促進補助金の制度拡充により、更なる人口増を推進する 

          【地域創造課:P13,235事業】 

 

☆地域課題解決型ハッカソン事業  1,500千円 [再掲] 

地域課題解決型ハッカソンを開催し、新たなアイディアの発掘と具体化を図る。 

【企画政策課:P12,237事業】 

 

☆地域交通対策  22,090千円   

長谷循環バス車両を購入する（1台） 

【企画政策課:P13,216事業】 

 

☆都市計画基礎調査業務委託  8,640千円 

都市計画法の規定により、概ね５年毎に実施。 

【都市整備課:P73,3304事業】 

 

◎新宿区との交流事業  2,490千円 

給食食材、花束、ジオ定規の提供 など 

【総務課:P12,135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  3,281千円 

高遠町公共施設、小黒川 SIC出入口付近、新山地区に「三風モデル」看板を設置。 

【都市整備課:P73,3306事業】 

 

☆ごみと資源の「分け方・出し方」の周知  2,126千円 

ごみ分別・出し方案内アプリの導入（日本語＋４か国語対応）、ごみの出し方・分別冊

子（改訂版）製作 

【生活環境課:P47,1802事業】 

 

◎エコパーク・ジオパークの推進  1,634千円 

  地域住民への普及啓発活動：看板設置、小学校ジオエコツアー実施 など 

  【観光課:P68,2445事業】 

 

◎廃棄物の再資源化  10,624千円 

廃蛍光管・廃乾電池収集：水銀法の施行に伴う蛍光管、乾電池等の再資源化 

【生活環境課:P48,1811事業】 

 

◎新ごみ中間処理施設の建設   343,014千円 

  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年度末稼働

予定) 

              【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）  1,491,333千円 

  下水道事業会計補助金（繰出基準分：1,284,835千円、繰出基準分以外：6,498千円） 

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】 

 

  

自然や景観を大切にするまちづくり 
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☆防災拠点施設（防災コミュニティセンター）の完成  29,582千円 

防災コミュニティセンターの建設（継続事業 20,500千円）H30.4月末頃完成予定 

防災コミュニティセンターの維持管理及び運営（9,082千円） 

【危機管理課:P77,3752事業及び生涯学習課：P94,5487事業】 

 

◎消防団員被服等の整備  1,951千円 

消防団員の被服と装備を、年次計画により充実。 

消防団員ヘッドライト（300個）、消防団員防寒着（60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  607,659千円 

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】 

 

◎自主防災組織の育成を目指して  71千円   

連絡会を結成して情報交換を行うとともに、役員研修等を実施する。 

【危機管理課:P8,134事業】 

 

◎伊那市総合防災訓練の実施  445千円 

９月２日に西箕輪中学校を主会場に、総合防災訓練を実施する。 

【危機管理課:P8,134事業】 

 

◎消防団詰所の整備  18,207千円 

消防団詰所を建設する。（藤澤分団） 

【危機管理課:P77,3722事業】 

 

☆国の Jアラート器機更新に伴う受信設備の更新  3,812千円  

同報無線・安心安全メール等の受信設備を更新する。 

【危機管理課:P77,3752事業】 

 

◎浄水器の更新  1,200千円  

長谷地区に災害用の浄水器を配備する。 

【危機管理課:P77,3752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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◎新たな高遠保育園の建設   452,311千円 [再掲] 

高遠保育園建設事業を実施する。（H30年度完成） 

【子育て支援課:P37,1339事業】 

 

☆防災拠点施設（防災コミュニティセンター）の完成 29,582千円 [再掲] 

防災コミュニティセンターの建設（継続事業 20,500千円）H30.4月末頃完成予定 

防災コミュニティセンターの維持管理及び運営（9,082千円） 

【危機管理課:P77,3752事業及び生涯学習課：P94,5487事業】 

 

◎新ごみ中間処理施設の建設   343,014千円 [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年度末稼働

予定) 

              【生活環境課:P47,1801事業】 

 

◎保育園未満児保育室及び２階保育室などにエアコン設置  6,597千円 [再掲] 

（竜北、竜南、西箕輪、西春近北、西春近南、小鳩園） 

                               【子育て支援課:P36,1371事業及び P37,1332事業】 

 

◎みはらしファーム内の環境整備  5,669千円 [再掲] 

みはらしファーム内の石段手すり設置、ウッドデッキ改修、トイレ洋式化 など 

【農政課:P56,2192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：２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。 [再掲] 

【農政課:P56,2192事業】 

 

◎小中学校耐震整備  58,758千円 [再掲] 

小学校体育館非構造部材耐震化（富県小、高遠北小、西箕輪小、西春近南小）など 

          【学校教育課:P82,5183事業】 

 

☆給食施設の整備  579,362千円 [再掲] 

給食施設改築工事（美篶小学校、西春近北小学校）など 

      【学校教育課:P97,5572事業】 

 

☆ばら薫るまちづくり（ローズガーデンの拡張）  42,579千円 [再掲] 

ローズガーデン第４期整備工事、維持管理業務 など 

           【観光課:P68,2444事業】 

 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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◎高遠城址公園の整備  8,400千円 [再掲] 

公園グランドゲート～二ノ丸通路舗装工事、美術館屋外トイレ洋式化工事 など 

【観光課:P67,2437事業】 

◎体育施設の整備  3,911千円 [再掲] 

サンビレッジ体育館、伊那西運動場トイレ洋式化工事 など 

 

【スポーツ振興課 P96,5532事業】 

 

〇史跡高遠城跡の整備  3,564千円 [再掲] 

  三ノ丸北側斜面を整備する。 

【生涯学習課 P92,5474事業】 

 

〇信州高遠美術館の収蔵庫の整備  60,000千円 [再掲] 

収蔵庫増築工事を行う。 

【文化振興課 P93,5382事業】 

 

◎消防団詰所の整備  18,207千円 [再掲] 

消防団詰所を建設する。（藤澤分団） 

【危機管理課:P77,3722事業】 
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◎新たな幹線道路網の整備（環状南線の建設）  777,251千円 

  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:P74,3310事業】 

 

◎特定路線の整備  78,470千円 

  重要路線の改良工事を行う。   

伊那：三峰川左岸線、室町上荒井線、東部線 

   高遠町：美和ダム第１、第２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）  52,300千円 

  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  76,900千円 

  歩道・交差点改良、待避所設置等（伊那バイパス関連、小黒原１号線ほか） 

防護柵、区画線等設置 

           【建設課:P72,3271事業】 

 

◎生活道路の維持補修  342,123千円 

  道路維持、一般道路改良、舗装改良（既存道路）、道路防災 

     【建設課:P70～P71】 

 

◎橋梁の維持   148,894千円 

  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:P72,3261事業】 

 

◎下水道の整備（下水道事業会計への補助）  1,491,333千円 [再掲] 

  下水道事業会計補助金（繰出基準分：1,284,835千円、繰出基準分以外：6,498千円） 

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】 

  

 社会資本の整備 
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◎男子第４２回、女子第３５回「春の高校伊那駅伝大会」  12,740千円 [再掲] 

  長野県の駅伝のレベルアップのため、男子第 42回、女子第 35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】 

 

◎第 61回記念伊那まつりの開催  10,200千円 

  第 61回伊那まつり開催のため、実行委員会への負担金を支出する。 

【観光課:P66,2435事業】 

 

◎伊那市総合防災訓練の実施  445千円 [再掲] 

９月２日に西箕輪中学校を主会場に、総合防災訓練を実施する。 

【危機管理課:P8,134事業】 

 

◎「信州そば発祥の地 伊那」そば振興事業  4,300千円 [再掲] 

  ～秋の風物詩「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や誘客活動を行う。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:P66,2434事業】 

 

〇第３２回伊澤修二記念音楽祭の開催と関連事業  7,000千円 [再掲]  

  第 32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】 

 

◎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 [再掲] 

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）を開催し、地元の企業を知り、体験してもらうことにより、この地域に対

する愛着を深め、将来伊那市を支える人材を育てる。  【学校教育課:P83,5203事業】 

 

◎信州高遠美術館の企画展 

「八代亜紀展」「若手アーティスト展」「加藤邦彦・温子展」など 

【文化振興課：P93,5382事業】 

 

☆伊那市創造館の企画展 

「宇宙の学校」「地球の学校」「明治 150年」「神子柴遺跡発掘 60周年」など 

【文化振興課：P94,5408事業】 

 

☆各種選挙の準備及び管理・執行 

市長選挙（平成 30年４月 29日任期満了） 

市議会議員選挙（平成 30年４月 29日任期満了） 

県知事選挙（平成 30年８月 31日任期満了） 

県議会議員選挙（平成 31年４月 29日任期満了） 

 イベントの開催 



（別紙１）Ｈ30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（拡大） 375,889 0 375,889 250,000

2 保育園遊具（大型積木）の設置 2,929 0 2,929 2,900

378,818 0 378,818 252,900

２　教育
（単位：千円）

3 「暮らしのなかの食」の推進 3,000 0 3,000 3,000

4 給食施設の充実（施設整備及び備品更新） 585,762 551,100 34,662 18,400

5 老松場古墳試掘等調査 4,800 0 4,800 4,800

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

7 春の高校伊那駅伝　全国放送 3,240 0 3,240 3,240

599,802 551,100 48,702 32,440

３　医療・福祉
（単位：千円）

8 敬老事業 7,555 150 7,405 7,000

7,555 150 7,405 7,000

４　低炭素社会の実現
（単位：千円）

9 防犯灯、公共施設照明のLED化 71,491 38,600 32,891 30,200

10 ペレットストーブ・ボイラーの設置及び設置等補助 8,120 0 8,120 8,100

11 林地台帳整備・備品等購入 11,080 0 11,080 11,000

90,691 38,600 52,091 49,300

５　その他
（単位：千円）

12 協働のまちづくり交付金 15,000 0 15,000 15,000

13 入浴施設利用料減額補助金 30,000 0 30,000 30,000

14 「高遠石工」映像記録・情報発信 3,996 0 3,996 3,900

15 大相撲春巡業伊那場所事業負担金 3,240 0 3,240 3,240

16 キャリア教育の充実ほか 3,290 0 3,290 3,290

55,526 0 55,526 55,430

合計 1,132,392 589,850 542,542 397,070
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（別紙２） 平成 30年度予算 地方創生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 

INA Valley を実証 

フィールドとする 

新産業技術推進事

業 

官民協働による事業推進のための

コンソーシアムを設置し、ＩｏＴ

を地域課題解決に活かす実証事業

の計画策定と実証・活用に向けた

地域の受け皿づくりを進める。 

32,900 16,450 16,450 
H28～

H30 

ソーシャルフォレ

ストリー都市創造

促進事業 

森林資源を社会資本としての価値

を高めていくソーシャルフォレス

トリー都市の実現を目指し、林産

物のブランド化と木質バイオマス

の更なる活用による地域材の需要

の拡大により、森林資源の自立的

な地域内循環の構築を図る。 

29,336 14,668 14,668 
H28～

H30 

「信州そば発祥の

地」ブランド力向上

事業 

イベント等を通じたＰＲや在来種

そば復活に向けた生産体制の強化

等により、「信州そば発祥の地 伊

那」のブランド化の定着を図る。 

15,724 7,862 7,862 
H28～

H30 

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。 

38,700 19,350 19,350 
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。 

2,829 1,414 1,415 
H29～

H31 

合 計  119,489 59,744 59,745  
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