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※Ｈ26事業費は、H26当初＋６月補正

　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ27事業費 Ｈ26事業費

○ 議会費 議会事務局
議員共済費
　地方議会議員共済年金制度廃止に伴う給付
費負担金の支払いを行う

48,566 32,963

☆ 議会費 議会事務局
市民と議会との意見交換会の開催
　議会基本条例に基づき、市民との建設的な
対話をめざした意見交換会を開催する

229 0

☆ 総務費 総務課
伊那市民憲章の策定
　新市発足10周年を迎え、まちづくりのため
の行動目標となる市民憲章を制定する

208 0

☆ 総務費 総務課
PCB廃棄物処理
 市が保有するPCB廃棄物ついて、国の処理基
本計画に従い、適切に処分する

36,615 0

◎ 総務費 総務課

空調集中監視装置更新工事
　庁舎建設から２０年が経過する中で、空調
設備について計画的な更新を行う
　　　　　　　　　　（H26～H27継続事業）

37,000 38,000

◎ 総務費 企画情報課
ふるさと納税の推進
　特典の見直しとＰＲを充実し、ふるさと寄
附によるまちづくりを推進する

2,252 283

☆ 総務費 企画情報課

新山くらっし応援団
　田舎暮らしモデル地域の新山地区におい
て、地域住民とともに体験プログラム等を実
施し、移住・定住を推進する
　　　　　　　　（地域おこし協力隊３名）

12,000 0

☆ 総務費 企画情報課

田舎暮らしモデル地域事業
　新山地区への移住者に対し定住等の助成金
を交付するとともに、地区を挙げての移住促
進を図る

2,335 0

☆ 総務費 企画情報課

シティプロモーションの推進
　地域の持続的な発展に向け、地域の魅力を
洗練し、市内外への効果的な情報発信に取組
む

2,222 0

☆ 総務費 企画情報課
基幹統計調査等の実施
　国勢調査：基準日　27年10月１日
　　　　　　（５年ごとに実施）

25,846 246

☆ 総務費
行政改革推
進室

第３次行政改革大綱の策定
　行政サービスの向上と効率化を図るため、
第３次行政改革大綱を策定する

280 0

◎ 総務費
選挙管理
委員会

長野県議会議員一般選挙
　２７年４月２９日任期満了
　２７年４月１２日投開票

37,962 17,641

平成２７年度当初予算　主要事業一覧
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ27事業費 Ｈ26事業費

○ 総務費 生活環境課

交通安全教育・啓発活動の推進
　交通事故抑止のため交通安全教室や啓発活
動を通して交通安全思想の普及を図り、さら
に死亡事故ゼロ５００日を目指す。

4,313 4,237

○ 総務費 生活環境課

消費生活センター運営
　消費生活に関する相談、情報発信のため、
相談窓口を開設し、消費生活相談員を配置す
る

2,357 2,356

☆
総務費
民生費

企画情報課
市民課
社会福祉課

社会保障・税番号制度への対応
　マイナンバーの導入に伴い、必要な機器の
整備、システムの改修等を実施する
　　　　　　　　（電算業務負担金を除く）

9,701 0

◎ 総務費 市民課
入力業務の民間委託
　業務の効率化に向け、戸籍・住民異動等の
入力業務等を民間委託する

7,647 7,776

◎ 総務費 税務課

航空写真を利用した全棟全筆調査
　航空写真を活用し、実地調査を実施するこ
とで、固定資産税及び都市計画税の適正、公
平な課税を行う

3,354 1,013

☆ 民生費 社会福祉課

結婚推進
　さくらをモチーフにした伊那市独自の婚姻
届の作成と地域独自の婚活イベントを支援
し、出会いの場を創出する

350 0

○ 民生費 社会福祉課

臨時福祉給付金
　平成26年4月の消費税率引き上げによる低
所得者への影響を緩和するため、引き続き給
付を行う

69,650 154,843

◎ 民生費 社会福祉課

障害者自立支援給付、医療給付
　就労支援、入所施設サービス等により、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

1,360,000 1,143,000

☆ 民生費 社会福祉課

退院支援体制確保事業（県社会福祉事業団）
　精神障害者の地域移行を支援するためコー
ディネーターを設置するとともに、相談支援
事業所を育成する

2,439 0

◎ 民生費 社会福祉課

生活困窮者自立支援事業
　　　　　　　　　　（市社会福祉協議会）
　生活困窮者の早期自立に向け、相談、就労
支援等の自立促進事業を実施する

10,319 4,576

☆ 民生費
子育て支援
課

多子世帯における保育料の軽減
【同時通園の場合】従来制度
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】追加制度
・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

120,395 59,184
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ27事業費 Ｈ26事業費

☆ 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

6,552 0

☆ 民生費
子育て支援
課

出産祝金
　人口増対策として対象を見直し、旧伊那市
区域の第３子以降にも支給する
・高遠町、長谷区域：第１子から対象
　第１子 30,000円　 第２子 50,000円
　第３子 70,000円　 第４子以降100,000円
・旧伊那市区域：第３子以降が対象
　第３子 20,000円　 第４子以降50,000円

4,490 2,130

○ 民生費
子育て支援
課

子育て世帯臨時特例給付金
　平成26年4月の消費税率の引き上げによる
子育て世帯への影響を緩和するため、引き続
き給付を行う

35,166 91,010

◎ 民生費
子育て支援
課

小鳩園
　心身の発達に援助の必要な子どもの早期発
見、早期療育を行う
　・外壁の安全工事を実施する

67,646 58,352

☆ 民生費
子育て支援
課

伊那緑ヶ丘幼稚園支援
　保護者就労等の支援につなげるため、認定
こども園として移転新築する保育園部分の建
設補助を行う　　　　（県：1/2　市：1/4）

98,874 0

◎ 民生費
子育て支援
課

東春近保育園建設
　東春近中央、南部保育園の統合に向け、老
朽化した中央保育園を建替え、東春近保育園
(仮称)を建設する　　　（合併特例債ほか）

605,794 22,000

◎ 民生費
子育て支援
課

保育園運営
　保育園の運営を行うとともに、子育ての相
談等を行う子育てコーディネーターを配置す
る

1,608,386 1,576,596

◎ 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）

127,700 126,600

○ 民生費
高齢者福祉
課

介護予防施設・介護保険施設整備
　いきいき交流施設整備　３か所
　宅幼老所開設整備　　　２か所
　高齢者にやさしい集会施設改修（市単）

195,163 533,520

◎ 民生費
高齢者福祉
課

在宅高齢者日常生活支援事業
・高齢者福祉券（利用施設追加）
・移送サービス利用助成券（対象者拡大）
・軽作業援助サービス費用助成券（ 〃 ）
・高齢者貸与用日常生活用具購入

46,068 40,435

◎ 民生費
高齢者福祉
課

高齢者クラブ活動助成
　高齢者クラブ連合会が実施する健康づくり
事業への支援を充実する

700 500

◎ 民生費
高齢者福祉
課

高齢者にやさしい住宅整備
　要援護高齢者等の住宅環境の改善を図るた
め、住居、浴室等の改善経費を支援する
　・補助率　3/4 → 9/10（引上げ）

4,000 3,000
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ27事業費 Ｈ26事業費

◎ 民生費
高齢者福祉
課

おたっしゃ祝品贈呈
　介護保険の認定を受けていない88歳の高齢
者に贈る、おたっしゃ祝品の内容を充実する

900 600

☆ 衛生費 生活環境課
外来植物駆除事業
　外来植物の駆除方法等を市民に周知し、地
域における継続的な駆除の取組みを推進する

325 0

☆ 衛生費 生活環境課

自然エネルギー地域コーディネーター
　自然に恵まれた伊那市の自然エネルギーを
活用した地域おこしを行う
　　　　　　　　（地域おこし協力隊１名）

4,000 0

☆ 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（H27～28）

138,478 85,840
(不執行)

◎ 衛生費 生活環境課

生ごみ減量化事業
　生ごみ処理容器等購入助成について、新た
に更新に対する助成を加え、生ごみの減量化
を図る（H27～H29　包括補助）
　限度額　新規：２.５万円　更新：２万円

4,500 4,500

○ 衛生費 生活環境課
ごみ処理施設整備基金
　新ごみ中間処理施設建設に係る負担の平準
化を図るため、基金の積み立てを行う。

100,000 200,000

○ 衛生費 健康推進課
看護師修学資金貸付金（広域連合負担金）
　上伊那地域の看護師不足に対応するため、
修学資金の貸付を行い、看護師の確保を図る

3,394 2,343

◎ 衛生費 健康推進課
乳がん検診の充実
　早期発見、早期治療に向け、マンモグラ
フィ、視触診にエコー検査を追加する

11,945 11,395

☆ 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

1,784 0

☆ 衛生費 健康推進課

産科開業支援事業補助
　妊娠から出産、子育てまでの環境を整える
ため、出産できる産科医療機関の開業を支援
する

20,000 0

☆ 衛生費 健康推進課

健康応援ポイント事業
　健康づくりの自助努力に対してポイント制
による特典を用意し、日常生活における健康
づくりの取組を進める

600 0

◎ 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 382,193千円、法定外 110,000千円)

492,193 321,630

○ 衛生費 水道整備課
浄化槽設置整備補助
　　国・県補助：６５基
　　市単独補助：　２基

35,602 43,146
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ27事業費 Ｈ26事業費

○
農林水産
業費

農政課
水田農業振興事業（補助）
　経営所得安定対策
　生産調整推進（とも補償）

37,000 39,000

○
農林水産
業費

農政課

人・農地プランの推進
　地域農業の振興を図るため、中心となる経
営体の確保や農地集積等に向け、プランを推
進する（国 10/10）

6,210 5,800

◎
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

53,780 0

◎
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）

49,998 42,340

◎
農林水産
業費

農政課

交流促進施設の整備（みはらしファーム）
　オープンから15年を迎えるみはらしファー
ムに、交流促進施設等を整備する
　H26～29事業　総事業費：163,000千円
　　　　　　（国補助金、合併特例事業債）

144,054 9,520

◎
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を図るた
め、多面的機能支払交付金事業を充実する
（国直接交付から市経由で交付に変更）

114,906 28,727

◎
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

172,810 143,191

○
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

38,723 38,723

◎
農林水産
業費

耕地林務課

「伊那市50年の森」策定事業
　森林の現況を把握し、課題を明確にするこ
とにより、50年後の森林の姿、市民と森林と
の関わり等のビジョンを策定する

3,262 1,710

○
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

70,011 103,895

○
農林水産
業費

耕地林務課

有害鳥獣対策
　有害鳥獣捕獲奨励金の交付
　鳥獣被害対策実施隊設置
　有害鳥獣対策協議会負担金　ほか

35,875 34,229

○
農林水産
業費

耕地林務課
林道千代田湖枯木線舗装改良
　H23～27事業　総事業費：116,000千円
　　　　　　（県補助金、過疎対策事業債）

12,400 12,000

◎
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）

39,844 33,897
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ27事業費 Ｈ26事業費

☆ 商工費 商工振興課

地域の特色を活かした商店街創造支援事業
　地域の特色や文化、若手の新しい発想を活
かした商店街を創造する事業を支援する
　　　　　　　　　　　　　　　（県補助）

750 0

○ 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

987,204 990,890

◎ 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
　・対象拡大　市内全域、建設、小規模企業

83,437 87,899

☆ 商工費
産業立地推
進課

企業立地促進事業（新宿区との連携）
　新宿との連携により、企業関係者を伊那市
に招き、産業や立地環境を紹介し、企業誘致
の促進を図る

208 0

◎ 商工費 観光課

観光施設整備事業
　・高遠さくらホテル空調設備改修
　・分杭峠公園環境整備
　・羽広荘マイクロバス更新　ほか
　　　　　　（合併特例・過疎対策事業債）

40,480 21,050

◎ 商工費 観光課

観光協会の充実
　観光協会の自立性を高め、観光ＰＲの事業
推進を図るため、組織体制の強化、業務拡充
を支援する

55,935 53,765

◎ 商工費 観光課

温泉施設整備事業
　・さくらの湯にペレットボイラーを設置
　・エアコン設置など各種施設の整備
　　（県補助、合併特例・過疎対策事業債）

42,820 6,100

◎ 商工費 観光課

塩見小屋建設工事
　H26～27継続事業　総事業費：146,300千円
　・H27 食堂・宿泊棟、トイレ棟建設
　　　　　　　　　　　（過疎対策事業債）

101,545 44,755

☆ 商工費 観光課
ローズガーデン整備
　寄附金を活用し庭園整備、案内看板の設置
など施設整備を行なう

10,000 0

○ 土木費 管理課
道路地図デジタル化
　H24～27事業　総事業費：280,000千円
　（合併特例交付金）

38,640 39,030

☆ 土木費 管理課

街路灯LED照明導入調査
　夜間の道路環境の向上と維持管理経費の縮
減に向け、街路灯のLED化について検討する
　　　　　　　　　　　　　　（国10/10）

3,500 0

○ 土木費 管理課

国土調査
　中央区、坂下区、山寺区において事業を推
進する
　(継続 0.14㎢ 約2,074筆、新規 0.26㎢)

52,474 48,788

○ 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

39,944 37,334
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ27事業費 Ｈ26事業費

○ 土木費 建設課

特定路線整備
　伊那：上の原幹線、三峰川左岸線ほか
　高遠町：押出小原線、台川端線
　長谷：柏萩線　　　　　　　（国補助金、
合併特例・過疎対策事業債、公共事業等債）

162,000 189,000

○ 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（３か所）
　(仮)新鷹岩トンネル（黒河内線）　ほか

137,611 55,450

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

135,100 129,100

○ 土木費 建設課

日影沢線改良工事（交通安全施設整備）
　歩道設置、県道との交差点改良により、歩
行者等の安全を確保する
　　　　　　（国補助金、合併特例事業債）

24,000 53,000

○ 土木費 建設課

橋梁維持
　橋梁長寿命化修繕計画に基づき、修繕を実
施する
　　　　　　（国補助金、合併特例事業債）

107,011 24,840

☆ 土木費 都市整備課
都市計画調査
　環状南線の建設に向け、都市計画変更業務
を行う

2,646 0

○ 土木費 都市整備課
景観行政の推進
　景観形成重点地区及び景観形成住民協定地
区における地域景観整備を支援する

500 500

◎ 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
　・用地補償、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）

155,756 76,132

◎ 土木費
特定道路整
備推進室

環状南線建設事業
　都市計画路線環状南線の建設を進める
　・道路、踏切詳細設計等
　　H25～32事業　総事業費：2,489,795千円
　　　　　　　　（国庫補助、合併特例債）

48,665 27,810

○ 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

1,331,364 1,425,334

◎ 消防費 危機管理課
上伊那広域消防負担金
　平成27年４月に発足する上伊那広域消防
（上伊那広域連合）に係る費用を負担する

598,622 547,231

◎ 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
　　　　東部方面隊、団幹部　　５５台
　・小型動力ポンプの更新　　　　４台
(施設整備事業債､合併特例･過疎対策事業債)

12,501 22,512
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ27事業費 Ｈ26事業費

☆ 消防費 危機管理課

防災倉庫整備
　小原地区の旧農業集落排水処理施設を防災
倉庫に改修する
　　　　　　　　　　　（合併特例事業債）

16,534 2,000

◎ 教育費 学校教育課

指導主事の配置
　教育課程、学習指導、その他学校運営全般
について、学校との調整を行うため、指導主
事２名を配置する　（１名から２名へ増員）

5,570 2,868

○ 教育費 学校教育課

発達障害早期支援研究事業（H26～H27）
　発達障害の可能性のある児童生徒の早期発
見と効果的な学習方法の確立に向け、国の支
援により実施する　　 　　　　（国10/10）

7,317 7,388

○ 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　　２８人

40,406 36,905

○ 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

22,974 23,352

◎ 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

291,900 143,610

☆ 教育費 学校教育課

伊那緑ヶ丘幼稚園支援
　保護者就労等の支援につなげるため、認定
こども園として移転新築する幼稚園部分の建
設補助を行う　　　　（県：1/2　市：1/4）

127,915 0

☆ 教育費 学校教育課

学校給食施設整備事業
・改築工事（伊那小・西箕輪共同調理場）
・設計委託（伊那中・伊那西小共同調理場、
　　伊那北小、伊那西小ランチルーム）
　　　　　　　　　　　（合併特例事業債）

355,160 6,700

☆ 教育費 生涯学習課

生涯学習基本構想の見直し
　生涯学習に関する総合的な指針となる生涯
学習基本構想の基本計画等について見直しを
行う（計画期間 H28～H32）

730 0

☆ 教育費 生涯学習課

伊那市の歌ＣＤ作成
　伊澤修二記念音楽祭に合わせ、東京藝術大
学の協力により伊那市の歌を録音、ＣＤ化
し、市行事等で活用する

1,300 0

☆ 教育費 生涯学習課

井上井月読本の作成
　俳句だけでなく井月の人物像を描くこと
で、地域を代表する俳人の理解と地域への愛
着を深めるため、読本を作成する

241 0

◎ 教育費 生涯学習課

伊那公民館改築
　H24～27事業　総事業費：約700,000千円
　H27：建築工事、外構工事、備品整備
　　（社会資本整備総合交付金、合併特例事業債）

365,513 247,367

◎ 教育費 生涯学習課

手良公民館改築
　H26～28事業　総事業費：約358,000千円
　H27：建築工事、施工監理委託
　　（社会資本整備総合交付金、合併特例事業債）

53,744 36,900
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ27事業費 Ｈ26事業費

☆ 教育費 生涯学習課

図書館システムの更新
　市内図書館のネットワークシステムを更新
整備し、図書の貸出環境を充実する
（上伊那７市町村による共同整備）

16,553 0

○ 教育費 生涯学習課

東春近小学童クラブ新築
　H26～27事業　総事業費：約63,000千円
　H27：建築工事、施工監理委託、備品整備
　（県補助金、合併特例事業債）

21,269 40,826

◎ 教育費 生涯学習課

伊那市の古い地名調査
　H24からの継続事業（６地区実施済み）
　H26：富県、美篶、手良、西春近地区調査
　H27：伊那、高遠町、長谷地区調査

3,899 3,306

☆ 教育費 生涯学習課

地域の宝活用マイスター
　文化財などの地域資源を掘り起こし、地域
振興への利活用と情報発信のあり方を探る
　　　　　　　　（地域おこし協力隊１名）

4,000 0

☆ 教育費 生涯学習課

信州高遠美術館企画展
　竹久夢二展　　会期：4月5日～5月24日
　若手アーティスト企画展
　　　　　　　　会期：5月27日～7月12日
　伊藤三千人展　　会期：７月
　美和晋・香絵二人展　　会期：９月
　市内学校お宝展　会期：2月1日～2月28日

5,554 7,125

☆ 教育費 生涯学習課

第６回信州伊那高遠の四季展開催
　四季折々に見せる美しい信州伊那高遠の風
景を、多くの絵画愛好家が描きます
　作品展示期間：10月10日～10月25日

4,959 1,480

☆
総務費
教育費

企画情報課
生涯学習課

人権啓発活動の実施
　・人権フェスティバル（生涯学習課）
　・人権の花運動（企画情報課）
　　　　（県　地域人権活性化事業委託金）

614 0

◎ 教育費
スポーツ振
興課

春の高校伊那駅伝大会
　男子第39回、女子第32回春の高校伊那駅伝
（男子第２中継所の変更等を検討）

9,700 9,500

◎ 教育費
スポーツ振
興課

全国レベルのスポーツ大会開催
・第20回全日本レディースソフトボール大会
・第30回東日本大学男女ソフトボール選手権大会
・大学ラグビー招待試合(明治 VS 同志社 予定)

1,100 700

◎ 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診断
　武道館柔道場畳替え
　長寿命化修繕　　４施設

19,868 12,087

☆ 教育費
スポーツ振
興課

競技施設の公認取得
　陸上競技場の第２種公認取得
　・検定対応改修工事（ﾄﾗｯｸ･ｽﾀﾝﾄﾞ等）
　・必備品整備

42,721 413
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ27事業費 Ｈ26事業費

【特別会計・企業会計】

☆ 国保会計 健康推進課

国保税率の改定
　医療給付費の増加と基金の減少により、国
保税率の改定を行う（合併以降初めて）
　また、急激な負担増を避けるため、一般会
計から１億１千万円の法定外繰入れを行う
　　　改定率　18.67％

- -

◎ 介護保険
高齢者福祉
課

脳いきいき教室の充実
　いきいき交流施設等を活用し、脳いきいき
教室等の介護予防事業を開催する
　・教室数の拡大：116 → 118コース

36,620 35,365

◎ 介護保険
高齢者福祉
課

リハビリ教室の充実
　教室の開催方法を見直し、短期集中リハビ
リ教室を通年開催する

12,333 11,666

☆ 介護保険
高齢者福祉
課

認知症高齢者支援事業
　「認知症ケアパス」を作成し、症状に応じ
た医療・介護サービスにより支援を充実する

174 0

◎ 介護保険
高齢者福祉
課

紙おむつ等購入券交付事業
　対象範囲を拡大し、要介護２の要介護者を
対象に加える

12,400 8,500

☆ 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月から完全実施となる新しい総
合事業の基盤整備を行うため、協議体を設置
運営する

事務経費
のみ

0

☆ 介護保険
高齢者福祉
課

介護保険料の改定
　介護給付費の増加に対応するため、保険料
額の改定を行う
　・基準額　4,560円 → 4,980円

- -

☆ 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 10,800千円

6,480 0

☆ 簡水特会 水道整備課

クリプトスポリジウム等対策
　施設詳細設計　柏木、市野瀬配水池
　装置設置工事　柏木配水池
　　　　　　　（簡水債、過疎対策事業債）

21,560 0

◎ 上水道 水道整備課
水道メーター管理業務の委託範囲の拡大
　検定満了メーターの取換え時に必要な通知
事務等を外部委託し、業務を効率化する

920 0

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

201,372 171,000

○ 上水道 水道整備課

第７次整備計画の推進
　代替水源施設整備
　・猪鹿配水系切替工事
　・上の原配水系基本設計　ほか

152,900 11,500
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　☆：新規、◎：充実、○：継続 （単位　千円）

区分 款 担当課 事業内容 Ｈ27事業費 Ｈ26事業費

○ 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　　　西町、荒井ほか
　公共関連特環　　美篶、福島ほか
　特定環境下水道　沢渡ほか

674,350 687,250

○ 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詳細設計

94,400 65,600

○ 下水道 水道業務課

下水道「接続サポート補助金」の実施
　早期接続の促進と地域経済の活性化を図る
ため助成する
　　１件当たり補助額：５万円(上限)

6,000 10,000

☆
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

15,106 0
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　　※参考　一部事務組合における平成２７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
伊那中央病院北棟増築工事設計委託
　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

○
伊那中央衛生センター設備更新事業
　第１汚泥貯留槽防水工事

◎
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
　・介護保険制度改正対応　　ほか

○
新ごみ中間処理施設建設事業（H25～H27）
　建設準備支援業務

○

ふるさと市町村圏基金活用による地域振興
　・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
　・リニア期成同盟会へ補助
　・ＪＲ飯田線活性化期成同盟会負担金

☆

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

伊那中央行政組合

伊那中央行政組合

名　称

上伊那広域連合

上伊那広域連合
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