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予算編成に当たって 

 

伊那市長 白鳥 孝  

 

 令和２年度は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、その防止に努めるととも

に、必要な支援や景気回復策の実施に追われた１年となりました。令和３年度も、

ワクチン接種を含めた感染拡大の防止、市民生活の安定と地域経済の回復に、引き

続きスピード感を持って取り組んでまいります。 

 さて、コロナ禍においては、社会的に弱い立場に置かれている方への支援が、よ

り強く求められることになりました。伊那市では、新産業技術を活用し、ドローン

物流システムを用いた「支え合い買物サービス」とＡＩ自動配車による「ぐるっと

タクシー」を実用化しており、令和３年度には対象エリアを拡大します。さらに医

師の乗らない移動診療車「モバイルクリニック」の運用も始まっていますが、これ

らの取組は、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）において実現を目指す「誰一人取り

残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会につながるものです。今後も、必

要とされる支援につながる効果的な事業を、積極的に進めてまいります。 

また、新たに乳児用おむつ用品の購入を援助する等子育て支援の充実を図るほか、

人口増、低炭素社会の実現、50 年の森林ビジョンの推進ほか、これまで重点的に

取り組んできた事業にも継続して取り組みます。 

 さらに、リニア中央新幹線開業や三遠南信自動車道開通などによる広域的な展開

を見据え、国道 153 号伊那バイパス・伊駒アルプスロードなど社会基盤の整備と、

保育園、市営住宅、公民館など計画的な施設整備も進めます。 

 コロナ禍の中、税収の減など財政状況は厳しいものがありますが、伊那市らしい

施策を継続的に安定して実施するため、引き続き財政の健全化にも取り組んでまい

ります。 

 新型コロナウイルスへの着実な対応により、より一層安心して暮らせる伊那市と

なるよう市政運営を進めてまいりますので、引き続き御協力をお願い申し上げます。 
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令 和 ３ 年 度 当 初 予 算 

 

 

   〔予算規模〕 

   １ 一般会計       ３６７億６，７００万円 

 

                ２年度予算 ３４６億３，８００万円 

              （前年度予算比  ２１億２，９００万円増） 

                            （６．１％増） 

 

 

   ２ 特別会計 〔６会計〕 １４３億９，４４０万円 

 

 

                ２年度予算 １４１億７，６６０万円 

              （前年度予算比   ２億１，７８０万円増） 

                            （１．５％増） 

 

 

   ３ 企業会計 〔３会計〕  ９１億２，０２０万円 

 

                ２年度予算  ９０億  ３９０万円 

              （前年度予算比   １億１，６３０万円増） 

                            （１．３％増） 

 

 

 

   ４ 全 会 計       ６０２億８，１６０万円 

 

                ２年度予算 ５７８億１，８５０万円 

              （前年度予算比  ２４億６，３１０万円増） 

                            （４．３％増） 
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伊那市令和３年度一般会計当初予算案

　　※平成26、30年度は、当初が骨格予算だったため、６月補正予算（肉付け予算）を加算して記載しています。

地方交付税
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26.8%
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民生費

8,642

23.5%

総務費

6,398

17.4%

衛生費

5,060

13.8%

土木費

4,493

12.2%

教育費

3,994

10.9%

公債費

3,479

9.4%

商工費

1,758

4.8%

農林水産業費

1,743

4.7%

消防費

802

2.2%

その他

398

1.1%

歳出合計
（目的別）

３６，７６７百万円

（単位 百万円）

前年度比6.1％増

補助費等

6,581

17.9%

人件費

6,521

17.7%

普通建設事業費

5,591

15.2%

扶助費

4,677

12.7%

物件費

3,971

10.8%

公債費

3,479

9.5%

繰出金

2,595

7.0%

貸付金

752

2.0%

その他

2,600

7.2%

歳出合計
(性質別）

（単位 百万円）

３６，７６７百万円
前年度比6.1％増
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○　財政指標等

　　令和３年度における財政指標等

市債残高 単位：千円

令和元年度末 令和２年度末 令和３年度末

残高 残高見込額 起債見込額 元金償還額 増減額 残高見込額

一般会計（臨財債除く） 17,837,857 18,152,959 2,394,900 2,450,888 △ 55,988 18,096,971

臨時財政対策債 13,096,373 12,649,402 1,567,100 918,238 648,862 13,298,264

　　　一般会計　計 30,934,230 30,802,361 3,962,000 3,369,126 592,874 31,395,235

基金残高 単位：千円

令和元年度末 令和２年度末 令和３年度末

残高 残高見込額 残高見込額

5,676,075 5,336,521 5,246,521

850,781 432,159 432,159

2,022,828 1,944,349 1,917,152

1,374,803 1,126,510 866,470

5,973,913 6,387,657 6,757,739

130,707 107,274 80,246

245,372 221,107 202,104

2,784,398 3,766,184 3,324,528

19,058,877 19,321,761 18,826,919

主な財政指標等

平成２８年度決算 平成２９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度決算 令和２年度 備考

0.49 0.49 0.49 0.49 0.49

6.8% 9.5% 9.8% 9.4% 9.4% Ｒ２見込み

9.9% 9.8% 9.5% 8.6% 8.3% Ｒ２見込み

－ － － － － Ｒ２見込み

(参考)

特別会計・企業会計の起債残高

令和元年度末 令和２年度末 令和３年度末

残高 残高見込額 起債見込額 元金償還額 増減額 残高見込額

国保直診特別会計 40,699 25,500 0 5,800 △ 5,800 19,700

40,699 25,500 0 5,800 △ 5,800 19,700

令和元年度末 令和２年度末 令和３年度末

残高 残高見込額 起債見込額 元金償還額 増減額 残高見込額

水道事業会計 5,527,156 5,170,318 249,500 569,921 △ 320,421 4,849,897

下水道事業会計 31,623,148 30,134,255 1,601,500 3,006,530 △ 1,405,030 28,729,225

37,150,304 35,304,573 1,851,000 3,576,451 △ 1,725,451 33,579,122

特別会計　計

令和３年度

公営企業会計　計

その他特定目的基金

減債基金

職員退職手当基金

まちづくり基金

実質公債費比率

財政力指数

令和３年度

高遠町地域振興基金

長谷地域振興基金

財政調整基金

一般会計分

ふるさと応援基金

合　　　計

令和３年度

将来負担比率

市債依存度
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○　合併特例事業債等の状況

合併特例事業債対象事業 （単位　千円）

区分 事業内容 借入予定額

拠点施設整備 産学官連携拠点整備設計業務委託 25,600

公民館施設整備 西春近公民館建設 564,000

体育施設整備 陸上競技場第２種公認更新 106,100

695,700

18,178,200

421,000

168,400

19,463,300

過疎対策事業債対象事業 （単位　千円）

区分 事業内容 借入予定額

218,100

通信施設整備 ＣＮＨ構造診断 400

環境衛生施設整備 長谷火葬場修繕 3,300

児童福祉施設整備 長谷保育園園庭柵改修 300

林道整備 南アルプス林道維持管理ほか 69,800

農業施設整備 農地耕作条件改善事業 26,300

観光施設整備 仙丈小屋テラス設置ほか 30,100

道路整備 中央高峰線舗装改良ほか 64,600

学校教育施設整備 高遠小体育館ＬＥＤ化工事・監理 12,000

社会教育 高遠町歴史博物館山車倉庫屋根改修ほか 8,100

文化財保護 史跡高遠城跡整備 1,800

体育施設整備 高遠スポーツ公園文化体育館改修 1,400

ソフト分 96,500

防災関連 防災ラジオ改修負担金 4,900

定住対策・出産祝金 定住補助金、出産祝金 7,200

社会福祉対策・高齢者福祉対策 買い物支援、高齢者いきいき健康券ほか 10,200

児童福祉施設整備 中尾児童遊園地遊具撤去 700

診療所 国保直診会計繰出金 52,400

農業振興、農業公園整備 南アルプスむら整備ほか 2,000

観光振興、観光施設整備 高遠城下まつり、南アルプスふるさと祭りほか 10,200

道路整備 道路整備用備品購入 200

景観行政推進 公共施設誘導看板の「三風モデル化」 2,200

学校教育振興、社会教育 高校遠距離通学費補助金ほか 6,100

文化財保護 伊澤修二生家壁修繕 400

314,600

4,043,000

469,500

4,827,100

辺地対策事業債対象事業 （単位　千円）

区分 事業内容 借入予定額

児童福祉施設整備 新山保育園建設 121,800

産業振興施設整備 横山バイクパーク整備事業 54,500

道路整備 新山荘２号線、西の平和手線、横山１号線 23,800

学校教育施設整備 新山小学校給食配送車両購入 4,000

社会教育施設整備 新山小学童クラブ設計業務 1,700

205,800

11,300

39,000

29,600

285,700

ハード分

　(参考：令和元年度までの合計額)

合計

(参考：令和２年度合計額・見込)

総　　　　　計

(参考：令和元年度までの合計額)

合計

(参考：令和２年度から令和３年度への繰越額・見込)

総　　　　　 計

借入可能額：19,650,300千円（～令和７年度）

借入総額／借入可能額 ＝ 99.0%

(参考：令和２年度合計額・見込)

合計

(参考：令和元年度までの合計額)

(参考：令和２年度合計額・見込)

(参考：令和２年度から令和３年度への繰越額・見込)

総　　　　　 計
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一般会計予算額

増減率

％ ２年度 ３年度

１ 市      税 8,713,100 7,947,700 △ 765,400 △ 8.8 25.2 21.6

２ 地方譲与税 469,200 461,200 △ 8,000 △ 1.7 1.3 1.2

３ 利子割交付金 6,000 7,000 1,000 16.7 0.0 0.0

４ 配当割交付金 25,000 33,000 8,000 32.0 0.1 0.1

５ 株式等譲渡所得割交付金 20,000 36,000 16,000 80.0 0.1 0.1

６ 法人事業税交付金 70,000 91,000 21,000 30.0 0.2 0.2

７ 地方消費税交付金 1,643,000 1,695,000 52,000 3.2 4.7 4.6

８ ゴルフ場利用税交付金 22,000 24,000 2,000 9.1 0.1 0.1

９ 環境性能割交付金 35,000 33,000 △ 2,000 △ 5.7 0.1 0.1

11 地方特例交付金 58,000 251,000 193,000 332.8 0.2 0.7

12 地方交付税 9,997,592 9,859,649 △ 137,943 △ 1.4 28.9 26.8

13 交通安全対策特別交付金 6,000 6,000 0 0.0 0.0 0.0

14 分担金及び負担金 410,364 229,007 △ 181,357 △ 44.2 1.2 0.6

15 使用料及び手数料 489,271 474,995 △ 14,276 △ 2.9 1.4 1.3

16 国庫支出金 3,339,551 3,585,405 245,854 7.4 9.6 9.8

17 県支出金 2,290,003 2,269,012 △ 20,991 △ 0.9 6.6 6.2

18 財産収入 33,515 31,877 △ 1,638 △ 4.9 0.1 0.1

19 寄　附　金 632,950 1,809,550 1,176,600 185.9 1.8 4.9

20 繰　入　金 1,454,739 2,325,217 870,478 59.8 4.2 6.3

21 繰　越　金 550,000 550,000 0 0.0 1.6 1.5

22 諸　収　入 1,116,415 1,085,388 △ 31,027 △ 2.8 3.2 3.0

23 市   　債 3,256,300 3,962,000 705,700 21.7 9.4 10.8

うち臨時財政対策債 880,000 1,567,100 687,100 78.1 2.5 4.3

うち臨時財政対策債 以外 2,376,300 2,394,900 18,600 0.8 6.9 6.5

34,638,000 36,767,000 2,129,000 6.1 100.0 100.0

増 減 額区　　　　　　　　分

合                計

(1) 歳  入　 (単位　千円)

構成比(％)
令和３年度予算額令和２年度予算額
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１ 市      税 △ 765,400
軽自動車税の増 18,700千円　市民税（個人）の減 △388,000千円
市民税（法人）の減 △98,000千円　固定資産税の減 △255,000千円

２ 地方譲与税 △ 8,000
自動車重量譲与税の減 △4,000千円
地方揮発油譲与税の減 △4,000千円

３ 利子割交付金 1,000 利子割交付金の増 1,000千円

４ 配当割交付金 8,000 配当割交付金の増 8,000千円

５ 株式等譲渡所得割交付金 16,000 株式等譲渡所得割交付金の増 16,000千円

６ 法人事業税交付金 21,000 法人事業税交付金の増 21,000千円

７ 地方消費税交付金 52,000 地方消費税交付金の増 52,000千円

８ ゴルフ場利用税交付金 2,000 ゴルフ場利用税交付金の増 2,000千円

９ 環境性能割交付金 △ 2,000 環境性能割交付金の減 △2,000千円

11 地方特例交付金 193,000
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の
皆増 190,000千円

12 地方交付税 △ 137,943 地方交付税の減 △137,943千円

13 交通安全対策特別交付金 0

14 分担金及び負担金 △ 181,357 社会福祉施設整備事業負担金の皆減　△184,648千円

15 使用料及び手数料 △ 14,276 城址公園使用料の減　△16,832千円

16 国庫支出金 245,854

新型コロナウイルスワクチン接種事業費国庫負担金の皆増 183,725千円
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金の皆増 118,785千円
社会資本整備総合交付金（福祉まちづくりセンター）の減　△137,558千円
社会資本整備総合交付金（環状南線）の皆減　△170,500千円

17 県支出金 △ 20,991
選挙費委託金（衆議院議員・参議院補欠選挙）の増 102,120千円
団体営土地改良事業補助金の増 99,553千円
地域医療介護総合確保基金事業交付金の皆減　△195,402千円

18 財産収入 △ 1,638
福祉施設貸付収入の増 265千円
物品売払収入の減 △500千円

19 寄　附　金 1,176,600 ふるさと寄附金の増 1,170,000千円

20 繰　入　金 870,478
ふるさと応援基金繰入金の増　704,157千円
まち・ひと・しごと創生基金繰入金の皆増　150,000千円
財政調整基金繰入金の減 △110,000千円

21 繰　越　金 0

22 諸　収　入 △ 31,027
中小企業融資預託金回収金の増　200,000千円
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の皆減　△153,465千円
民生関係雑入（福祉）の減 △14,316千円

23 市   　債 705,700

臨時財政対策債の増　687,100千円

公営住宅建設事業債の増　407,200千円
合併特例事業債の増　244,000千円
公共施設等適正管理推進事業債の減　△620,400千円
過疎対策事業債の減　△194,600千円

2,129,000合                計

区　　　　　　　　分
増減額
（千円）

増　減　の　主　な　理　由
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(2) 歳  出 (目的別）　

２年度 ３年度

１　議会費 216,376 214,579 △ 1,797 △ 0.8 0.7 0.6

２　総務費 4,651,607 6,398,182 1,746,575 37.5 13.4 17.4

３　民生費 9,393,867 8,642,048 △ 751,819 △ 8.0 27.1 23.5

４　衛生費 4,433,877 5,060,035 626,158 14.1 12.8 13.8

５　労働費 252,720 53,534 △ 199,186 △ 78.8 0.7 0.1

６　農林水産業費 1,707,113 1,743,292 36,179 2.1 4.9 4.7

７　商工費 1,506,947 1,757,991 251,044 16.7 4.4 4.8

８　土木費 4,230,632 4,493,359 262,727 6.2 12.2 12.2

９　消防費 883,014 801,581 △ 81,433 △ 9.2 2.6 2.2

10　教育費 3,682,202 3,994,017 311,815 8.5 10.6 10.9

11　災害復旧費 11,905 99,375 87,470 734.7 0.0 0.3

12　公債費 3,637,740 3,479,007 △ 158,733 △ 4.4 10.5 9.4

14　予備費 30,000 30,000 0 0.0 0.1 0.1

  合         計 34,638,000 36,767,000 2,129,000 6.1 100.0 100.0

(単位　千円)

増減率
構成比(％)

区　　　　　分 令和３年度予算額令和２年度予算額 増減額
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１　議会費 △ 1,797 人件費の減　△763千円

２　総務費 1,746,575

ふるさと納税事業の増　1,705,829千円
衆議院議員選挙の皆増　51,522千円
ぐるっとタクシー負担金の増　44,510千円
職員退職手当の減　△112,040千円

３　民生費 △ 751,819

新山保育園建替事業の皆増　505,961千円
認定こども園施設整備補助金等の増　60,288千円
福祉まちづくりセンター建替事業の減　△1,024,067千円
高齢者福祉施設整備事業の皆減　△200,402千円

４　衛生費 626,158

新型コロナウイルスワクチン接種事業の皆増　302,510千円
国民健康保険特別会計繰出金の増　112,254千円
中央行政組合負担金の増　72,390千円
横山バイクパーク整備事業の皆増　56,766千円
乳児おむつ用品支給事業の皆増　10,815千円

５　労働費 △ 199,186
奨学金返還支援事業補助金の増　2,280千円
奨学金返還支援基金積立金の皆減　△200,000千円

６　農林水産業費 36,179

農地耕作条件改善事業の増 　105,950千円
スマート農業関係地方創生推進交付金事業の皆増　37,500千円
みはらしファーム・とれたて市場改修事業の皆増　29,000千円
畜産クラスター事業補助金の皆減　△90,131千円
林道改良・開設工事費の減　△23,800千円

７　商工費 251,044

中小企業融資預託金の増　200,000千円
温泉施設指定管理料の増　46,000千円
産業用地取得補助金の増　39,069千円
スマート工業関係地方創生推進交付金事業の皆増　24,094千円
中小企業融資利子補給金の皆増　23,693千円
産業団地整備事業の減　△75,462千円

８　土木費 262,727

市営住宅建設事業の増　488,869千円
市街地再開発事業補助金の皆増　293,140千円
下水道事業補助金の増　88,812千円
環状南線整備事業の減　△353,368千円
特定路線整備事業の減　△91,000千円
交通安全施設整備事業の減　△82,900千円

９　消防費 △ 81,433
防災ラジオ改修業務負担金の皆増　4,920千円
上伊那広域消防負担金の減（退職手当の負担金皆減） 　△51,677千円
消防施設整備事業の減　△25,462千円

10　教育費 311,815

西春近公民館建替事業の増　590,100千円
小・中学校情報教育関連事業の増　46,722千円
小学校非構造部材耐震化事業の皆増　35,174千円
小・中学校下水道関連整備事業の減　△72,882千円
小・中学校改修事業の減　△71,538千円

11　災害復旧費 87,470
土木施設災害復旧（市道黒河内線）事業の皆増　83,500千円
林道災害復旧（南アルプス線）事業の皆増　10,324千円

12　公債費 △ 158,733
長期債元金の減　△140,443千円
長期債利子の減　△18,290千円

14　予備費 0

  合         計 2,129,000

区　　　　　分
増減額
（千円）

増　減　の　主　な　理　由
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(3) 歳  出 （性質別）　

金　　　額 構成比 金　　　額 構成比 増減額 増減率

14,946,646 43.1 14,677,146 39.9 △ 269,500 △ 1.8

人件費 6,622,224 19.1 6,521,365 17.7 △ 100,859 △ 1.5

扶助費 4,686,682 13.5 4,676,774 12.7 △ 9,908 △ 0.2

公債費 3,637,740 10.5 3,479,007 9.5 △ 158,733 △ 4.4

5,923,838 17.1 5,690,634 15.5 △ 233,204 △ 3.9

普通建設事業費 5,911,933 17.1 5,591,259 15.2 △ 320,674 △ 5.4

補助事業費 3,629,239 10.5 2,610,077 7.1 △ 1,019,162 △ 28.1

単独事業費 2,282,694 6.6 2,981,182 8.1 698,488 30.6

災害復旧事業費 11,905 0.0 99,375 0.3 87,470 734.7

補助事業費 0 0.0 93,824 0.3 93,824 -

単独事業費 11,905 0.0 5,551 0.0 △ 6,354 △ 53.4

13,767,516 39.8 16,399,220 44.6 2,631,704 19.1

物件費 3,365,736 9.7 3,970,704 10.8 604,968 18.0

維持補修費 250,484 0.7 242,756 0.7 △ 7,728 △ 3.1

補助費等 5,849,777 16.9 6,580,978 17.9 731,201 12.5

積立金 848,092 2.5 1,828,231 5.0 980,139 115.6

投資及び出資金 400,000 1.2 400,000 1.1 0 0.0

貸付金 551,500 1.6 751,500 2.0 200,000 36.3

繰出金 2,471,927 7.1 2,595,051 7.0 123,124 5.0

予備費 30,000 0.1 30,000 0.1 0 0.0

34,638,000 100.0 36,767,000 100.0 2,129,000 6.1

その他

(単位　千円、％)

令和３年度予算額令和２年度予算額

合　　　　計

比　　　　較区　　　　　　　　分

義務的経費

投資的経費

予　　　　　　　　算　　　　　　　　額
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△ 269,500

人件費 △ 100,859
会計年度任用職員報酬の増　50,140千円
職員手当（退職手当）の減　△112,040千円
職員給料の減　△30,001千円

扶助費 △ 9,908

乳児おむつ用品等支給費の皆増 10,800千円
母子父子福祉事業の増 6,458千円
児童扶養手当の増　5,266千円
児童手当の減　△13,860千円
養護老人ホーム措置費の減　△6,850千円

公債費 △ 158,733
長期債元金の減　△140,443千円
長期債利子の減　△18,290千円

△ 233,204

普通建設事業費 △ 320,674

補助事業費 △ 1,019,162

市営住宅建設事業の増　489,852千円
市街地再開発事業補助金の皆増　293,140千円
団体営土地改良事業の増　106,527千円
福祉まちづくりセンター建替事業の減　△984,746千円
環状南線整備事業の減　△351,696千円
高齢者福祉施設整備事業の皆減 △200,402千円

単独事業費 698,488

西春近公民館建替事業の増　590,100千円
新山保育園建替事業の皆増　505,961千円
横山バイクパーク整備事業の皆増　56,766千円
産業用地取得補助金の増　39,096千円
中学校改修事業の皆減　△116,089千円
非常用発電設備設置事業の皆減　△80,000千円
産業団地整備事業の減　△75,462千円
小鳩園改修事業の皆減　△37,350千円

災害復旧事業費 87,470

補助事業費 93,824
過年林道災害復旧事業（南アルプス線）の増　10,324千円
過年土木施設災害復旧事業（市道黒河内線）の増　83,500千円

単独事業費 △ 6,354 市単林道災害復旧事業の減　△6,354千円

2,631,704

物件費 604,968
新型コロナウイルスワクチン接種事業の皆増　179,912千円
ふるさと納税サイト利用料の増 162,924千円
新産業フェス企画運営業務委託の皆増　150,000千円

維持補修費 △ 7,728 道路維持事業の減　△13,326千円

補助費等 731,201
ふるさと納税特典の増　352,500千円
新型コロナウイルスワクチン接種対応医療従事者報酬の皆増　98,889千円
下水道事業会計補助金の増 88,812千円

積立金 980,139
ふるさと応援基金積立金の増　1,170,000千円
奨学金返還支援基金積立金の皆減　△200,000千円

投資及び出資金 0

貸付金 200,000 中小企業融資預託金の増　200,000千円

繰出金 123,124
国民健康保険特別会計繰出金の増　112,254千円
後期高齢者医療広域連合負担金の増　12,208千円

予備費 0

2,129,000

区　　分
増減額
（千円）

主　な　増　減　の　理　由

義務的経費

その他

合　　　　計

投資的経費
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（市　税）

増減額 増減率
２年度 ３年度

A Ｂ B-A (B-A)/A％ % %

3,852,800 3,366,800 △ 486,000 △ 12.6 44.3 42.3

個人 3,394,000 3,006,000 △ 388,000 △ 11.4 39.0 37.8

法人 458,800 360,800 △ 98,000 △ 21.4 5.3 4.5

4,059,300 3,801,000 △ 258,300 △ 6.4 46.6 47.8

固定資産税 4,005,300 3,750,300 △ 255,000 △ 6.4 46.0 47.2

国有資産等所在市町村
交付金及び納付金

54,000 50,700 △ 3,300 △ 6.1 0.6 0.6

263,100 281,800 18,700 7.1 3.0 3.6

310,000 310,000 0 0.0 3.5 3.9

都市計画税 184,900 168,100 △ 16,800 △ 9.1 2.1 2.1

43,000 20,000 △ 23,000 △ 53.5 0.5 0.3

8,713,100 7,947,700 △ 765,400 △ 8.8 100.0 100.0市　　　　税　　　　計

入湯税

令和３年度
予算額

令和２年度
予算額

軽自動車税

市たばこ税

（単位　千円）

構 成 比

市民税

固定資産税

区　　　　　　　　分

当初予算額対比
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　　引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
　　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入）
　　　地方消費税交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．８億円
（歳出）
　　　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費　　　　　　　　　　６１．９億円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】　 （千円）

経費 特定財源
社会保障財源化分の
地方消費税交付金

その他
一般財源

高齢者福祉総務 71,328 335 10,000 60,993

私立保育園・幼稚園 487,639 331,159 70,000 86,480

保育園運営 1,693,742 149,064 400,000 1,144,678

介護保険 999,319 46,807 140,000 812,512

後期高齢者医療保険 938,739 128,814 100,000 709,925

一般予防 205,880 6,090 20,000 179,790

健康診査 102,151 23,009 15,000 64,142

母子保健 94,053 6,784 15,000 72,269

中央行政組合負担金（伊那中央病院運営） 1,595,896 48,928 110,000 1,436,968

合計 6,188,747 740,990 880,000 4,567,757

※社会保障財源化分の地方消費税交付金充当事業のみを記載しています。

事業名

社会福祉

社会保険

保健衛生
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 増減率

     ％

34,638,000 36,767,000 2,129,000 6.1

　国民健康保険 6,354,800 6,411,300 56,500 0.9

　国民健康保険直営診療所 179,300 184,400 5,100 2.8

　後期高齢者医療 926,200 935,400 9,200 1.0

　介護保険 6,579,000 6,636,100 57,100 0.9

　市営駐車場事業 22,000 22,000 0 0.0

　公有財産管理活用事業 115,300 205,200 89,900 78.0

　特別会計合計　　         ② 14,176,600 14,394,400 217,800 1.5

　水道事業 2,735,000 2,649,700 △ 85,300 △ 3.1

　下水道事業 6,200,700 6,396,400 195,700 3.2

　自動車運送事業 68,200 74,100 5,900 8.7

　企業会計合計  　　       ③ 9,003,900 9,120,200 116,300 1.3

特

別

会

計

                  ①＋②＋③

      一般会計                   ①

60,281,60057,818,500

令和２年度予算額

4.3

（単位　千円)

会計別予算額　　

2,463,100

企

業

会

計

会        計        名 令和３年度予算額

合               計

増　減　額
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2,129,000

　国民健康保険 56,500
国民健康保険事業費納付金の増
国民健康保険基金積立金の増

　国民健康保険直営診療所 5,100 施設整備費の増

　後期高齢者医療 9,200 後期高齢者医療広域連合納付金の増

　介護保険 57,100 保険給付費の増

　市営駐車場事業 0

　公有財産管理活用事業 89,900 公有財産管理活用費（産業用地造成費）の増

　特別会計合計 217,800

　水道事業 △ 85,300
企業債償還金の減
建設改良費の減

　下水道事業 195,700
営業外費用（企業債利息）の減
企業債償還金の増
処理場施設整備費の増

　自動車運送事業 5,900 営業費用（運転費）の増

 企業会計合計 116,300

増　減　の　主　な　理　由

      一般会計

特
　
　
　
　
別
　
　
　
　
会
　
　
　
　
計

企
業
会
計

合               計 2,463,100

会        計        名 増減額
（千円）
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特別会計・企業会計の令和３年度当初予算の主な内容
(単位　千円)

令和２年度 令和３年度 増 減 額

国民健康保険 予算規模（0.9％増） 6,354,800 6,411,300 56,500

 （歳入） 

   国民健康保険税 1,292,892 1,199,610 △ 93,282

   県支出金 4,588,684 4,550,789 △ 37,895

   繰入金 464,689 652,424 187,735

   諸収入　ほか 8,535 8,477 △ 58

 （歳出）

   総務費 111,727 113,888 2,161

   保険給付費 4,566,892 4,485,244 △ 81,648

   国民健康保険事業費納付金 1,561,232 1,612,862 51,630

   保健事業費 91,390 90,191 △ 1,199

   積立金 8,872 71,036 62,164

   諸支出金　ほか 14,687 38,079 23,392

国民健康保険 予算規模（2.8％増） 179,300 184,400 5,100

直営診療所  （歳入） 

   診療収入 65,785 55,648 △ 10,137

   繰入金 86,188 111,377 25,189

   市債 2,500 0 △ 2,500

   県支出金 0 0 0

   サービス収入　ほか 24,827 17,375 △ 7,452

 （歳出）

   総務費 126,608 124,266 △ 2,342

   医業費 20,116 20,539 423

   公債費 17,751 5,855 △ 11,896

   鍼灸費 9,108 9,190 82

   施設整備費　ほか 5,717 24,550 18,833

後期高齢者医療 予算規模（1.0％増） 926,200 935,400 9,200

 （歳入）

   後期高齢者医療保険料 723,380 734,096 10,716

   繰入金 201,749 200,210 △ 1,539

   諸収入　ほか 1,071 1,094 23

 （歳出）

   総務費 35,232 28,538 △ 6,694

   後期高齢者医療広域連合納付金 889,982 905,853 15,871

   諸支出金 986 1,009 23

(1) 特別会計

会   計   名 主      な      内      容
予        算        額
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(単位　千円)

令和２年度 令和３年度 増 減 額

介護保険 予算規模（0.9％増） 6,579,000 6,636,100 57,100

 （歳入）

   保険料 1,337,405 1,365,952 28,547

   国庫支出金 1,540,342 1,560,760 20,418

   支払基金交付金 1,687,067 1,704,678 17,611

   県支出金 943,396 954,080 10,684

   繰入金 1,024,919 1,004,328 △ 20,591

   サービス収入　ほか 45,871 46,302 431

 （歳出）

   総務費 122,706 112,776 △ 9,930

   保険給付費 6,067,004 6,134,004 67,000

   地域支援事業費 333,243 336,392 3,149

   介護サービス事業費 47,997 44,878 △ 3,119

   予備費　ほか 8,050 8,050 0

市営駐車場事業 予算規模（増減なし） 22,000 22,000 0

 （歳入）

   諸収入 22,000 22,000 0

 （歳出）

   経営管理費 21,600 21,600 0

   予備費 400 400 0

公有財産管理 予算規模（78.0％増） 115,300 205,200 89,900

活用事業  （歳入）

   繰入金 115,300 205,200 89,900

 （歳出）

   公有財産管理活用費 114,800 204,700 89,900

   予備費 500 500 0

予        算        額
主      な      内      容会   計   名
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(2) 企業会計 (単位　千円)

令和２年度 令和３年度 増 減 額

水道事業 （収入）               　（1.2％減） 1,848,800 1,826,800 △ 22,000

   営業収益 1,488,738 1,469,203 △ 19,535

   営業外収益　ほか 360,062 357,597 △ 2,465

（支出）                 （2.6％減） 1,729,600 1,684,700 △ 44,900

   営業費用 1,573,043 1,539,400 △ 33,643

   営業外費用　ほか 156,557 145,300 △ 11,257

（収入）                 （9.8％減） 425,700 384,000 △ 41,700

   企業債 261,000 225,600 △ 35,400

   分担金及び負担金 116,088 96,254 △ 19,834

   補助金 48,612 62,146 13,534

（支出）                 （4.0％減） 1,005,400 965,000 △ 40,400

   企業債償還金 579,411 569,921 △ 9,490

   建設改良費　ほか 425,989 395,079 △ 30,910

下水道事業 （収入）                 （1.4％減） 2,979,000 2,936,200 △ 42,800

   営業外収益 1,640,158 1,334,811 △ 305,347

   営業収益　ほか 1,338,842 1,601,389 262,547

（支出）                 （3.0％減） 2,777,900 2,694,600 △ 83,300

   営業費用 2,298,810 2,267,266 △ 31,544

   営業外費用　ほか 479,090 427,334 △ 51,756

（収入）                 （6.6％増） 2,445,600 2,606,100 160,500

   企業債 1,504,800 1,499,200 △ 5,600

   出資金 400,000 400,000 0

   補助金　ほか 540,800 706,900 166,100

（支出）                 （8.2％増） 3,422,800 3,701,800 279,000

   企業債償還金 2,966,014 3,006,530 40,516

   建設改良費　ほか 456,786 695,270 238,484

（収入）                 （10.4％増） 67,000 74,000 7,000

   営業収益 65,360 71,873 6,513

   営業外収益 1,640 2,127 487

（支出）                 （9.7％増） 66,900 73,400 6,500

   営業費用 61,400 66,947 5,547

   営業外費用　ほか 5,500 6,453 953

（収入） 　　　　　　　 （増減なし） 0 0 -

0 0 -

（支出）                 （46.2％減） 1,300 700 △ 600

   建設改良費 1,300 700 △ 600

資

本

的

自動車運送事業

会  計  名 主      な      内      容
予        算        額

収
　
　
益
　
　
的

資
　
　
本
　
　
的

収
　
　
益
　
　
的

資
　
　
本
　
　
的

収
　
　
益
　
　
的
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令 和 ３ 年 度 

 

伊那市当初予算のポイント 
 

『市民生活の充実のための選択と集中予算』 

「確実な新型コロナ対策と、アフターコロナを見据えた諸事業の実施」 

 

（目次） 

  １ 新型コロナウイルス感染症対策事業・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

  ２ コロナ対策以外の特徴的な事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

    

３ 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 

 

１ 地域の未来を協創する協働のまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

       

２ 自然と調和した環境にやさしいまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

       

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・・・・・・・・ 13 

       

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・・・・・・・・・ 15 

 

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・・・・・・・・・  19 

       

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・・・・・・・・・・・  21 

       

 

     別紙１「国の令和２年度第３号補正予算の活用により実施する事業一覧表」・・・ 23 

別紙２「令和３年度 ふるさと応援基金充当事業一覧表」・・・・・・・・・・・・24 

    別紙３「令和３年度 地方創生推進交付金活用事業一覧表」・・・・・・・・・・・25 

    別紙４「令和３年度 新規地域おこし協力隊事業一覧表」・・・・・・・・・・・・27 

 

 

 

 

 

 

 

【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。 

 



令和３年度当初予算（案）に計上する事業

国県支出金 その他 一般財源

1 302,510 302,510

2 1,000 1,000

3 1,059 1,059

4 4,484 3,362 1,122

5 1,000 1,000

6 1,000 1,000

7 13,010 12,556 454

8 1,242 1,242

9 40,000 40,000

10 2,000 2,000

11 5,000 5,000

12 4,200 4,200

13 200,000 200,000

14 23,693 23,693

15 915 915

601,113 318,428 200,000 82,685

※上記の№は、次ページ以降の№に対応しています。

コロナワクチン接種事業

生活困窮者への食料支援 福祉相談課

住居確保給付金 福祉相談課

１ 新型コロナウイルス感染症対策事業　（令和３年当初予算計上分）　

№ 事業名 事業費

財源

主管課

（単位：千円）

市民のコロナワクチン接種に全力をあげつつ

生活困窮者支援、地域経済回復のための施策を実施

　予算規模：６億 １１１万円　.

健康推進課

フードドライブ事業補助員人件費補助 福祉相談課

福祉事業所サービス継続・再開支援 社会福祉課

医療機関診療継続・再開支援 健康推進課

非対面型ビジネスモデル転換支援

キャッシュレス決済機器導入支援

地域コミュニティカードポイント還元

中小企業融資預託金の増額（5億→7億）

農業収入保険加入支援

児童福祉施設、感染症対策備品等購入

生涯学習センター トイレ手洗い器
自動水栓化工事

商工振興課

商工振興課

商工振興課

商工振興課

農政課

子育て
支援課

新型コロナウイルス対策 Ｒ３第１弾 合計

事業者が支払う家賃の補助 商工振興課

コロナ対策資金「特別経営安定化資金」
利子補給

商工振興課

文化交流課

2



№

（事業概要）

82,916 千円

6,840 千円

120,619 千円

92,135 千円

302,510千円 区分 主管

№

（事業概要）

保存食セットの内容：白米パック、レトルト食品、缶詰など

1,000千円 区分 主管

№

（事業概要）

1,059 千円

1,059千円 区分 主管

1

コロナワクチンの円滑接種に取り組みます

歳出
予算額

国庫補助事業
健康

推進課

困窮世帯向けの食料支援用に保存食セットを購入します

　新型コロナウイルス感染症の影響で生活が苦しい世帯に食料支援を行うため、保存食セットを
購入します。

歳出
予算額

接種会場・コールセンターの設営

　※令和２年度コロナ対策第２弾（６月補正：1,000千円）、同第９弾（１月補正：321千円）
　　 の継続事業です。

フードドライブ事業に従事する社会福祉協議会職員１名の人件費

※フードドライブ事業にご賛同いただき、食料を寄附していただける個人・法人の皆様は、
　伊那市役所福祉相談課、または伊那市社会福祉協議会にお問い合わせください。

※令和２年度コロナ対策第９弾（１月補正：454千円）の継続事業です。

医療機関で接種する場合の接種委託等

人員体制の整備（医師、看護師、事務補助員など）

案内通知等作成・発送

市単独事業
福祉

相談課

　市内医療機関における個別接種とともに、ロジテックアリーナ（伊那市民体育館メインアリーナ）
を主会場に、集団接種を実施します。同じくワクチン接種予約など、市民の皆様からの問い合わ
せに対応する「コールセンター」を運営します。

社会福祉協議会にフードドライブ運営費用を補助します

　現在伊那市では、ご家庭で余っている食料品を寄附していただき、社会福祉協議会を通じて生
活困窮者にお届けする「フードドライブ事業」を実施しています。このフードドライブ事業に関わる
社会福祉協議会の職員の人件費相当分を補助します。

歳出
予算額

2

市単独事業
福祉

相談課

予算額：１セットあたり3,200円として約300セット

3

3



№

（事業概要）

対象者：離職、廃業から２年以内または休業により収入が減少した方など

4,484千円 区分 主管

№

（事業概要）

補助額：１施設あたり20～30万円を予定

1,000千円 区分 主管

№

（事業概要）

補助額：１医療機関あたり20～30万円を予定

1,000千円 区分 主管

社会
福祉課

住居確保給付金を支給します

歳出
予算額

国庫補助事業

　　　　　新規申請24件、延長14件、再延長９件を見込む

4

予算額：20万円×５事業所として　100万円

※令和２年度コロナ対策第９弾（１月補正：1,000千円）の継続事業です。

歳出
予算額

市単独事業

福祉事業所のサービスの継続・再開を支援します

　新型コロナウイルスへの感染等で休業等を余儀なくされた介護・障害福祉事業者のサービスの
継続や再開への取り組みを支援します。

5

※令和２年度には、当初予算（500千円）、コロナ対策第２弾（６月補正：3,695千円）、
　 同第７弾（12月補正②：4,620千円）、合計8,815千円で予算化していた事業です。

福祉
相談課

歳出
予算額

市単独事業
健康

推進課

　新型コロナウイルスの院内感染等により休業等を余儀なくされた医療機関の診療の継続や再開
への取り組みを支援します。

　離職や休業により収入が減少し、収入基準に当てはまるなど、一定の要件を満たした方に対し
て家賃の一部を補助します。

予算額：20万円×５医療機関として　100万円

※令和２年度コロナ対策第９弾（１月補正：1,000千円）の継続事業です。

6

医療機関の診療の継続・再開を支援します

4



№

（事業概要）

13,010千円 区分 主管

№

（事業概要）

1,242千円 区分 主管

№

（事業概要）

　　　　　①市内に所在する店舗等を賃借し、家賃を支払っている事業者

40,000千円 区分 主管

　国県の補助金を活用して、市内の児童福祉施設において、新型コロナウイルス感染症対策用の
備品、消耗品を購入します。

歳出
予算額

国県補助事業
子育て
支援課

7

児童福祉施設の感染症対策備品、消耗品を購入します

歳出
予算額

市単独事業
文化

交流課

　生涯学習センターにおいて、新型コロナウイルス感染予防対策として、トイレの手洗い器を自動
水栓化します。

商工
振興課

9

事業者が支払う店舗等の家賃を補助します

歳出
予算額

市単独事業

　　　　　②前年又は前々年の同月対比で売上が50％以上減少していること

　　　　　　（令和２年11月から令和３年４月までの間のいずれか１月を比較）

対象者：次のいずれにも該当する事業者

補助額：月額家賃の１/２×６か月　　補助限度額：20万円

※令和２年度で国が実施した家賃支援給付金及び市のコロナ対策第２弾（６月補正：
　 19,000千円）を引き継ぎ、市独自の制度として再支援します。

　売上が一定程度減少している事業者に対して、店舗等の家賃の一部を補助します。

（工事箇所）　５階から８階まで　計24基

（対象施設等）①公立・私立保育園（公立19園、私立４園）　　　　　　　　　　　11,500千円

　　　　 　　　   ②子育て支援ｾﾝﾀｰ（５か所）、ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ　                  910千円

　　　 　　　　 　③子どもの生活・学習支援事業分（さくら教室、ふれあい食堂）　600千円

　※令和２年度コロナ対策第３弾（６月追加補正：16,515千円）、同第４弾（７月補正：
　　 1,893千円）の継続事業です。

8

生涯学習センター トイレ手洗い器自動水栓化工事

5



№

（事業概要）

　

2,000千円 区分 主管

№

（事業概要）

補助額　 ：対象経費の2/3　上限10万円（50件の申請を想定）

5,000千円 区分 主管

№

（事業概要）

4,200千円 区分 主管

12

地域コミュニティカード ポイント還元の一部を補助します

「い～なちゃんカード」、「たかとおカードおつかいくん」の使用に応じて付与するポイント還元の一
部を、カード運営組織に補助します。

歳出
予算額

市単独事業
商工

振興課

※令和２年度コロナ対策第２弾（６月補正：4,191千円、R2.7月～R3.1月）、同第８弾
　 （12月追加補正：2,183千円、R3.2月～R3.3月）の継続事業

補助率等：５％ポイント還元のうち３％

補助期間：令和３年４月１日から令和３年９月30日までの６か月間

市単独事業
商工

振興課

11

キャッシュレス決済機器の導入に対して支援します

　コロナウイルス感染予防として、非接触による支払いが可能なキャッシュレス決済機器の導入に
対して支援します。

対象者　 ：市内に事業所を有する小規模事業者

歳出
予算額

市単独事業
商工

振興課

10

非対面型ビジネスモデルへの転換を支援します

　コロナウイルス感染症に対応するため、市内製造事業者が、販路開拓を目的に営業形態を対面
型から非対面型に転換する費用を支援します。

対象者　 ：市内に事業所を有する中小製造事業者

対象事業：ECサイト開設費用、オンライン商談システム費用、PR動画作成費用など

補助額　 ：対象経費の1/2　上限10万円（20件の申請を想定）

歳出
予算額

対象機器：クレジットカード、電子マネーなどのキャッシュレス決済機器

6



№

（事業概要）

200,000千円 区分 主管

№

（事業概要）

※令和２年度コロナ対策第７弾（12月補正②：13,030千円）の継続事業です。

23,693千円 区分 主管

№

（事業概要）

※令和２年度コロナ対策第２弾（６月補正：4,507千円）の継続事業です。

915千円 区分 主管

歳出
予算額

市単独事業
商工

振興課

令和２年度当初：金融機関への預託額５億円×預託倍率５倍＝融資25億円

令和２年度８月～：金融機関への預託額５億円×預託倍率７倍＝融資枠35億円

令和３年度当初：金融機関への預託額７億円×預託倍率５～７倍＝前年度以上の融資枠確保

※令和３年度の預託倍率は、今後金融機関と協議します。

　中小事業者が事業に必要な資金を円滑に調達できるよう、金融機関に融資の原資を預託しま
す。令和２年度の預託金５億円に対して、令和３年度は７億円を預託します。

13

中小企業融資預託金を２億円増額します

15

農業収入保険の保険料を補助します

　新型コロナウイルス感染症のように、農家の努力では避けられないリスクによる収入減少を補償
する「農業収入保険」の保険料を、今年度の加入手続に限り補助します。

歳出
予算額

市単独事業 農政課

14

コロナ対策資金「特別経営安定化資金」利子補給

　市のコロナ対策資金（特別経営安定化資金）を借り入れた中小企業者に対して、令和３年中に
支払った借入金の利子を補助します。

対象件数（融資実行事業者数）：179件（見込みを含む）

歳出
予算額

市単独事業
商工

振興課

対象者：伊那市に居住する農業収入保険の新規加入者（青色申告を行っている者に限る）

補助率等：122千円×15件×補助率50％＝915千円

7
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２ コロナ対策以外の特徴的な事業 

 

◎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。 

・ゆうあいマーケットの運営（38,551 千円） 

  ・モバイルクリニック事業（12,586 千円） 

・地方創生アルカディア事業(68,100 千円) 

  ・ぐるっとタクシー６地区(市内全域)の運行（81,749 千円） 

  ・ＩＣＴライフサポートチャンネルのセットトップボックス導入補助（1,024 千円） 

  《１６ページ掲載》 

 

☆乳児おむつ用品支給事業  10,815 千円 

満１歳の属する日までの乳児に、１年分、おむつ用品を支給する。（一人 24,000 円分） 

                              《１３ページ掲載》 

 

☆緑ヶ丘敬愛幼稚園改築工事補助事業  64,333 千円 

緑ヶ丘敬愛幼稚園が実施する園舎増改築工事等に対して補助する。(R3～R4 年度事業) 

《１３ページ掲載》 

 

◎国保基金造成  71,036 千円 

国民健康保険特別会計において、国民健康保険税抑制のために国保基金を積立てる。

（一般会計法定外繰出金 90,000 千円のうち）           《１４ページ掲載》 

 

☆教育支援コーディネーターの配置  3,204 千円 

不登校児童生徒の訪問支援を行うため、新たに教育支援コーディネーター１名を配置す

る。                             《１９ページ掲載》 

 

☆ＡＩドリルの導入  5,385 千円 

児童一人ひとりの習熟度によって、ＡＩが最適な問題を出題する「ＡＩドリ

ル」を、伊那小・伊那西小・中間教室へ導入する。 

《１９ページ掲載》 

 

☆新山保育園の建て替え工事  505,961 千円 

新山保育園の現地建て替えを実施する。あわせてペレットボイラー、ペレットストーブ

を設置する。                         《１３ページ掲載》 

 

☆陸上競技場第２種公認更新改修  211,728 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。財源にはスポーツ振興

くじ助成金を充てる。                     《２０ページ掲載》 

 

☆みはらしファーム・とれたて市場改修工事  29,000 千円 

  建設から 22 年が経過したみはらしファームとれたて市場について、売り場レイアウト

の変更、照明の LED 化、バックヤードの改修などを行う。     《１５ページ掲載》 
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☆経営体育成基盤整備事業（県営事業負担金） 33,500 千円（R3～R13） 

  県施工により、東春近東原地区の区画整理・幹線水路の整備等を行う。 

・実施計画書策定（33,500 千円）国 50%、県 27.5%、市 12.5%、地元 10% 

                          《１５ページ掲載》 

 

◎農地耕作条件改善事業  170,950 千円 

国県の補助を受けて老朽化した農業用施設の改修工事等を行う。 

・美篶地区（54,950 千円）国 50%、県 14%、市 26%、地元 10% 

・山室地区（116,000 千円）国 55%＋10%、県 14%、市 21% 

                       《１５ページ掲載》 

 

☆産学官連携拠点施設整備事業  27,500 千円 

  西箕輪旧大萱市営住宅跡地に建設する産学官連携拠点施設の基本設計・実施設計を行

う。（施設建設は令和４年度の予定）              《１５ページ掲載》 

 

☆若宮市営住宅建替工事  976,953 千円 

  若宮市営住宅の建て替えを行う。 

  ・Ａ棟建設工事・監理業務【継続費Ｒ２～３】（712,800 千円） 

  ・既存住宅リフォーム工事 ３棟 16 戸（181,895 千円） 

  ・若者・子育て向け住宅実施設計業務（15,000 千円） 

  ・団地内造成、道路整備、除却工事等（58,728 千円）など 

 《２１ページ掲載》 

 

☆西春近公民館の建替え  610,100 千円 

西春近公民館の用地購入、建替工事及び旧公民館の解体設計を行う。 

    《２０ページ掲載》 

 

☆軽度・中等度難聴者補聴器購入補助  900 千円 

補聴器の早期装着が必要な聴力減衰者の補聴器購入を補助する。（所得制限あり） 

補助率：1/3（非課税世帯は 2/3）、限度額：３万円 

   《１４ページ掲載》 

 

☆横山バイクパーク整備事業  56,766 千円 

横山最終処分場を、（仮称）横山バイクパークとして整備するとともに、鳩吹クリーン

センターをクライミングウォールなどのアクティビティ施設として整備する。 

                          《１７ページ掲載》 

 

☆西春近南小給食施設の整備  345,345 千円 

・西春近南小学校給食施設改築工事（329,345 千円）（R2.3 月補正重複） 

・   〃    ペレットボイラー設置工事（16,000 千円） 

《１９ページ掲載》 
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３ 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。 

  ※一部に「主要事業の概要」と標記が異なる場合があります。（☆◎の区分や、金額が内数

になっている場合など） 

 

 

 

 

 

☆次期過疎計画の策定  75 千円 

令和２年度で現行計画の計画期間が終了する「過疎地域自立促進計画」について、次期

計画を策定する。                  【企画政策課:P11,211 事業】 

 

○協働のまちづくり交付金  15,000 千円 

地域住民の主体的な地域づくり活動に対し、「協働のまちづくり交付金」を交付する。 

                         【地域創造課:P12,225 事業】 

 

☆第４次男女共同参画計画の策定  493 千円 

令和４年度からの５年間を計画期間とする「第４次男女共同参画計画」を策定する。 

【企画政策課:P14,219 事業】 

 

◎民生児童委員活動費交付金の交付  11,237 千円 

民生児童委員（169 人）の活動費交付金を、59,000 円/人・年から 60,200 円/人・年に

増額します。（R2 年度途中から増額済）        【社会福祉課:P22,1101 事業】 

 

 

 

◎ふるさと寄附金収入の増額  1,800,000 千円（含ミドリナ寄附） 

豊富な返礼品を揃えた結果、全国から寄せられるふるさと寄附金が好調。令和２年度当

初予算６億 2,500 万円に対し、令和３年度は 18 億円の寄附額を見込む。 

【企画政策課:P11,236 事業】 

 

☆長谷総合支所新庁舎建設事業  20,300 千円 

長谷総合支所庁舎建替えに向けて、建替予定地の地質調査・地形測量設計、実施設計業

務等を委託する。新庁舎完成は令和５年度末の見込み。   【総務課:P10,251 事業】 

 

◎国政選挙の執行  89,676 千円 

参議院長野県選出議員補欠選挙（令和３年４月 25 日投開票）、衆議院議員総選挙（令

和３年 10 月 21 日任期満了）を執行する。 

   【選挙管理委員会事務局:P18,604 事業、P19,612 事業、603 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（森林環境譲与税充当事業） 

・林道権現山線 新規開設（47,160 千円）    【耕地林務:P57,2321 事業】 など 

 

☆エコパーク定期報告書の作成負担金の支払い  367 千円 

  ユネスコに対する 10 年に１度の定期報告書を作成するため、作成に係る費用を南アル

プスエコパークの加盟 10 市町村で負担する。        【観光課:P63,2445 事業】 

 

〇地域桜守りの育成  189 千円 

  地域桜守りの後継者を育成するため講習会等を実施する。 

                          【建設課:P65,3201 事業】 

 

〇松くい虫対策  42,817 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（33,600 千円） 

・特殊伐採による枯損木処理（5,000 千円） など 

【耕地林務課:P54,2306 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：P55,2311 事業】 

 

☆ソーシャルフォレストリー都市の推進（鹿嶺高原植樹祭）  4,938 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。令和３年度は、鹿嶺高原で植樹祭を実施する。 

【50 年の森林推進室：P55,2311 事業】 

 

 

 

 

☆公共施設照明の LED 化 

 ・公衆トイレ（伊那公民館前、坂下）400 千円      【生活環境課:P40,1705 事業】 

・保育園（美篶西部保、西春近北保リズム室）2,344 千円 【子育て支援課:P33,1332 事業】 

・幹線道路照明灯（346 灯を 10 年リース契約で LED 化する）314 千円（リース料 1月分） 

【管理課:P64,3102 事業】 

・小学校体育館（伊那東小、東春近小、西春近北小、高遠小）142,443 千円 

※ただし屋根改修工事含む【学校教育課:P76,5185 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 

環境にやさしい循環型社会の実現 
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◎新設する公共施設への太陽光発電施設の設置 

 ・新山保育園 6,559 千円              【子育て支援課:P33,1340 事業】 

・若宮市営住宅Ａ棟 3,884 千円               【管理課:P70,3411 事業】 

 

◎公共施設へのペレットストーブ、ペレットボイラー等の導入 

 ・新山保育園（ペレットストーブ、ペレットボイラーを設置）19,250 千円 

【子育て支援課:P33,1340 事業】 

・西春近南小学校（給食施設にペレットボイラーを設置）16,000 千円 

【学校教育課:P88,5572 事業】 

・春富中学校（教室にペレットストーブを設置）18,700 千円 

【学校教育課:P77,5202 事業】 

・新西春近公民館（ペレットストーブ、薪ストーブを設置）2,500 千円 

【生涯学習課:P81,5431 事業】 

 

☆児童福祉施設の木質化  792 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、児童発達支援センター（小

鳩園）の下駄箱を木質化する。           【子育て支援課: P32,1371 事業】 

 

〇地域材の利用促進 （包括公募型補助金 30,148 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:P54,2301 事業】 

 

〇新宿区との地球環境保全協定連携事業の推進  864 千円 

  新宿区小学生の移動教室、自然体験事業へ助成する。 

    【耕地林務課:P54,2307 事業】 

 

☆エコパーク定期報告書の作成負担金の支払い  367 千円（再掲） 

  ユネスコに対する 10 年に１度の定期報告書を作成するため、作成に係る費用を南アル

プスエコパークの加盟 10 市町村で負担する。        【観光課:P63,2445 事業】 

 

◎大麦ストロー製品化試験委託  250 千円 

  使い捨てプラスチックの削減につながる大麦ストローの製品化に向けて、適合品種の開

発、製品化・作業委託、乾燥・作業場の借上などを行う。 

                          【農政課:P49,2146 事業】 

 

◎下水道の整備（下水道事業会計への補助）  1,723,133 千円 

  下水道事業会計補助金(繰出基準分：1,212,609千円、繰出基準分以外：110,524 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:P69,3351 事業】 
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〇市独自の保育料と副食費の軽減 軽減額：141,940 千円 

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（保育料軽減：89,545 千円、副食費軽減：26,673 千円） 

・私立保育園等(保育料軽減：21,150 千円、副食費軽減：4,572 千円) 

  【子育て支援課：P33,1341 事業・P32,1311 事業】 

 

☆乳児おむつ用品支給事業  10,815 千円 

満１歳の属する日までの乳児に、１年分、おむつ用品を支給する。（一人 24,000 円分） 

                          【健康推進課:P38,1663 事業】 

 

☆公立・私立保育園感染症対策備品等購入  11,500 千円（コロナ対策） 

国県の補助金を活用して、市内の公立・私立保育園において、新型コロナウイルス感染

症対策用の備品、消耗品の購入を行う。        【子育て支援課:P30,1322 事業】 

 

☆新山保育園の建て替え工事  505,961 千円 

新山保育園の現地建て替えを実施する。あわせてペレットボイラー、ペレットストーブ

を設置する（再掲）。               【子育て支援課:P33,1340 事業】 

 

◎保育園の改修 

西箕輪の砂場枠嵩上工事（1,067 千円）、西箕輪南部の門扉改修工事（867 千円）、美

篶西部・西春近北リズム室 LED 化工事（2,343 千円）(再掲)、長谷の未満児用園庭柵改修

工事（671 千円） など       【子育て支援課:P33,1332 事業】  

 

☆緑ヶ丘敬愛幼稚園改築工事補助事業  64,333 千円 

緑ヶ丘敬愛幼稚園が実施する園舎増改築工事等に対して補助する。(R3～R4 年度事業) 

 【子育て支援課:P33,1332 事業】 

 

◎産後ケア事業の充実  722 千円 

利用可能期間を４か月までから１年以内に延長し、県内助産所利用も可能にする。 

                     【健康推進課:P38,1663 事業】 

 

☆出産祝い品の追加(こもり唄収録ＣＤ)  1,462 千円 

出産祝い品として、絵本・童話（ブックスタート）、木のおもちゃ（ウッドスタート）

に加えて、こもり唄が収録されたＣＤを贈る。      【健康推進課:P38,1663 事業】 

 

◎高等職業訓練促進給付金助成  7,780 千円 

ひとり親家庭に対する准看護師資格取得等資格取得中の生活費助成について、新規申請

者分を２名分から４名分に増額する。         【子育て支援課:P31,1361 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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☆コロナワクチン接種事業  302,510 千円（コロナ対策） 

市内医療機関における個別接種とともに、ロジテックアリーナ（伊那市民体育館メイン

アリーナ）を主会場に、集団接種を実施するほか、市民の皆様からの問い合わせに対応す

る「コールセンター」を運営する。             【健康推進課:P36,1602 事業】 

 

☆ワクチン接種以外の新型コロナウイルス対策  8,544 千円（コロナ対策） 

・生活困窮者への食糧支援（1,000 千円）、福祉事業所サービス継続・再開支援

（1,000 千円）【福祉相談課:P22,1022 事業】 

・フードドライブ事業補助員人件費補助（1,060 千円）【福祉相談課:P21,1003 事業】 

・住居確保給付金（4,484 千円）【福祉相談課:P34,1401 事業】 

・医療機関診療継続・再開支援（1,000 千円）【健康推進課:P36,1602 事業】 

 

〇モバイルクリニック（遠隔医療）事業の実施  12,586 千円 

医療型 MaaS のサービスモデルを構築する。 

【企画政策課:P12,237 事業】 

 

☆軽度・中等度難聴者補聴器購入補助  900 千円 

補聴器の早期装着が必要な聴力減衰者の補聴器購入を補助する。（所得制限あり） 

補助率：1/3（非課税世帯は 2/3）、限度額：３万円 【社会福祉課:P25,1181 事業】 

 

☆インフルエンザ任意予防接種費用助成（妊婦、中学３年生）  1,092 千円 

  出産を控えた妊婦さん、高校受験を控えた中学３年生のインフルエンザ予防接種費用を

助成する。（事業は令和２年度途中から実施中）    【健康推進課:P36,1622 事業】 

 

◎不妊治療費助成事業の充実  4,400 千円 

  不妊治療助成金の上限を 100 千円から 200 千円に引き上げる。（事業は令和２年度途中

から実施中）                    【健康推進課:P38,1663 事業】 

 

◎自立相談支援事業委託（相談支援員の配置体制の強化）  2,134 千円 

ひきこもりの方の居場所づくりとして、「山本の家」の相談支援員の配置体制を強化

し、 社会参加への支援をまいさぽ伊那市（伊那市社会福祉協議会）に委託する。 

【福祉相談課:P34,1401 事業】 

 

◎国保基金造成  71,036 千円 

国民健康保険特別会計において、国民健康保険税抑制のために国保基金を積立てる。

（一般会計法定外繰出金 90,000 千円のうち）      【健康推進課:P43,1751 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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◎露地野菜でのスマート農業×精密機械工業の技術結集×農福連携  37,400 千円 

 アスパラ自動収穫機製作、JA 菜園を試験圃場としたアスパラ、白ネギ、ブロッコリー

等のスマート農業実証試験、農業者と障害者とのマッチング など 

【農政課:P48,2131 事業】 

 

☆スマート農業機械等導入事業補助金  5,000 千円 

  集落営農法人等の実証試験で効果が認められたスマート農業機械（自動田植機、農薬散

布ドローンなど）の購入に対して補助する。（補助率：3/10、限度額：200 万円）         

【農政課:P48,2131 事業】 

 

☆農産物加工施設改修・機械整備補助金 （包括公募型補助金 20,850 千円のうち） 

  農業者のジュース、ジャムなどの農産物加工施設の改修、機械整備に対して補助する。

（補助率：3/10、限度額：10 万円）            【農政課:P48,2131 事業】 

 

☆みはらしファーム・とれたて市場改修工事  29,000 千円 

  みはらしファーム・とれたて市場について、売り場レイアウトの変更、照明の LED 化、

バックヤードの改修などを行う。             【農政課:P53,2192 事業】 

 

◎大麦ストロー製品化試験委託  250 千円（再掲） 

  使い捨てプラスチックの削減につながる大麦ストローの製品化に向けて、適合品種の開

発、製品化・作業委託、乾燥・作業場の借上などを行う。 【農政課:P49,2146 事業】 

 

◎農地耕作条件改善事業  170,950 千円 

国県の補助を受けて老朽化した農業用施設の改修工事等を行う。 

・美篶地区（54,950 千円）国 50%、県 14%、市 26%、地元 10% 

・山室地区（116,000 千円）国 55%＋10%、県 14%、市 21% 

           【耕地林務課：P52,2252 事業】 

  

☆経営体育成基盤整備事業（県営事業負担金） 33,500 千円（R3～R13） 

  県施工により、東春近東原地区の区画整理・幹線水路の整備等を行う。 

・実施計画書策定（33,500 千円）国 50%、県 27.5%、市 12.5%、地元 10% 

                 【耕地林務課：P51,2223 事業】 

  

☆産学官連携拠点施設整備事業  27,500 千円 

 西箕輪旧大萱市営住宅跡地に建設する産学官連携拠点施設の、基本設計・実施設計を行

う。（施設建設は令和４年度の予定）      【50 年の森林推進室 P55,2311 事業】 

   

◎森林環境譲与税を活用した森林づくり（森林環境譲与税充当事業）（再掲） 

・林道権現山線 新規開設（47,160 千円）【耕地林務:P57,2321 事業】 など 

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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☆ソーシャルフォレストリー都市の推進（鹿嶺高原植樹祭）  4,938 千円（再掲） 

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。令和３年度は、鹿嶺高原で植樹祭を実施する。【50 年の森林推進室：P55,2311 事業】 

 

☆中小・小規模事業者を支援するコロナ対策  274,892 千円（コロナ対策） 

・非対面型ビジネスモデル転換支援（2,000 千円）、キャッシュレス推進機器導入支援

（5,000 千円）、地域コミュニティカードポイント還元支援（4,200 千円）、家賃支 

援（40,000 千円）                 【商工振興課:P58,2418 事業】 

・コロナ対策資金「特別経営安定化資金」利子補給（23,692 千円）、中小企業融資預

託金の増額（200,000 千円）            【商工振興課: P59,2413 事業】 

 

☆産業用地の整備  268,890 千円 

・伊那インター工業団地 C区画の造成（178,590 千円） 

・鳥居沢工業団地Ｄ－２－２区画の造成 5,651 ㎡ （26,110 千円） 

【産業立地推進課:P117,8401 事業】 

・鳥居沢工業団地Ｄ－２－２区画インフラ整備(35,400 千円) 

・六道原工業団地上下水道整備舗装本復旧(28,790 千円)  

   【産業立地推進課:P60,2415 事業】 

 

 

◎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。 

・ゆうあいマーケットの運営（38,551 千円） 

ドローン物流等による買物支援地域を拡大して実施する 

  ・モバイルクリニック事業（12,586 千円） 

医療型ＭａａＳのサービスモデルを構築する 

・地方創生アルカディア事業(68,100 千円) 

ＡＩチャットボット及び地域ポイントの構築、ＸＲの活用によるシティプロモーシ

ョン、テレワークの推進と住まいの立地誘導 

  ・ぐるっとタクシー６地区(市内全域)の運行（81,749 千円） 

    ＡＩ自動配車システム（SAVS）による、ぐるっとタクシーを市内全域で運行する 

  ・ＩＣＴライフサポートチャンネルのセットトップボックス導入補助（1,024 千円） 

    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に

必要な「双方向型通信端末」の導入費用を補助する 

【企画政策課：P11-12,237 事業・P12,216 事業、地域創造課：P13,235 事業】 

 

☆新産業フェスの開催  150,000 千円 

伊那市役所を主会場に、伊那市の新産業技術の取組みの紹介や、新産業技術を体験する

イベントを実施する。財源には企業版ふるさと納税を活用する。 

【企画政策課：P11,237 事業】 

◎奨学金返還支援事業の本格化  4,143 千円 

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。（制度は

令和元年にスタート）補助率 2/3、上限 120 千円/年、補助期間５年 

   【商工振興課:P46,2012 事業】 

生活の基盤となるしごとの創出 
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☆城下町観光拠点施設整備事業  1,430 千円 

  旧ＪＡ高遠支所の土地建物を購入し、城下町観光拠点施設を整備するための実施設計を

行う。                         【観光課:P61,2432 事業】 

 

☆仙丈小屋テラス整備事業  7,852 千円 

  登山客の憩の場となるよう、仙丈小屋にテラスを設置する。 

【観光課:P63,2441 事業】 

 

☆五郎山山頂の景観確保  1,000 千円 

五郎山山頂から高遠城址公園周辺が見渡せるよう除伐、枝下ろしを行う。 

          【観光課:P63,2437 事業】 

 

☆高遠城址公園の安全対策  10,736 千円 

・園内歩道透水性インターロッキング舗装工事（4,800 千円） 

・白兎橋の長寿命化工事（5,936 千円）         【観光課:P63,2437 事業】 

 

◎観光施設、温泉施設の整備 

・羽広荘 高圧受電設備改修工事(755 千円) 

・小瀬戸鉱泉施設撤去工事(1,628 千円) 

・分杭峠気場改修保全工事(1,111 千円)  

・みはらしの湯 薬注装置更新工事(396 千円) など 

【観光課:P61,2432 事業、P62,2436 事業】 

 

☆鹿嶺高原テラス整備事業  1,100 千円 

  鹿嶺高原キャンプ場のテラス設置のため実施設計を行う。（工事は令和４年度の予定） 

                      【観光課:P61,2432 事業】 

 

☆高遠石工の石仏ウォーキング事業  900 千円 

令和２年度に開催して好評だった石仏ウォーキングを、新たなコースを設定し再度開催

する。（信濃毎日新聞社主催事業）            【観光課:P61,2443 事業】 

 

☆横山バイクパーク整備事業  56,766 千円 

横山最終処分場を、（仮称）横山バイクパークとして整備するとともに、鳩吹クリーン

センターをクライミングウォールなどのアクティビティ施設として整備する。 

                    【生活環境課:P45,1812 事業】 

 

◎温泉施設の運営に係る指定管理料の支払い  54,000 千円 

  市民の保養施設としての役割も持つ温泉施設（みはらしの湯、さくらの湯）の運営、及

び料金の据え置き等のため、温泉施設にかかる指定管理料を支払う。 

【観光課:P62,2436 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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☆シティープロモーション推進事業  35,307 千円 

   メディアを活用したシティプロモーション及び、移住定住を推進させる公式ＨＰリデザ

イン事業を実施する。                  【秘書広報課：P9,245 事業】 

 

◎地方創生アルカディア構想の推進 68,100 千円（再掲） 

・ＡＩチャットボット及び地域ポイントの構築（45,000 千円） 

・ＸＲの活用によるシティプロモーション（10,600 千円） 

・テレワークの推進と住まいの立地誘導（12,500 千円） 

 【企画政策課： P12,237 事業、地域創造課：P13,235 事業】 

 

◎地方と首都圏を結ぶプラットフォーム構築による人づくり事業  5,980 千円 

・移住体験及び移住準備住宅の充実による受け入れ環境の整備（980 千円） 

・空き家を活用したビジネスモデルの検討（2,000 千円） 

・地域における情報発信力の向上支援（3,000 千円）  【地域創造課:P13,235 事業】 

 

☆関係人口の創出による移住・定住の推進（ワーキングホリデイ）  1,832 千円  

関係人口の創出に向けてワーキングホリデイ事業（滞在型シゴトとくらし体験）を実施

する。                        【地域創造課:P13,235 事業】 

 

◎移住セミナーや移住体験ツアーの実施  3,239 千円  

都市圏を対象に、移住セミナーや移住体験ツアー等を実施する。 

                        【地域創造課:P13,235 事業】 

 

◎国内友好都市との交流  4,333 千円 

・三宅村 50 周年記念事業の実施（372 千円） 

・会津若松市 20 周年記念事業の実施（914 千円） 

・新宿区との交流事業（3,047 千円） 

新宿区立小中学校への農産物提供、小中学校入学生・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の実施 など 

【文化交流課:P11,135 事業】 

 

☆空き家再生事業補助金  26,000 千円 

長谷地区の空家を取得し、再生して活用しようとする法人に対して補助する。 

（国 1/3、市 1/3、事業主 1/3）            【地域創造課:P13,235 事業】 

 

☆各種都市計画の策定  8,162 千円 

「都市計画マスタープラン」及び「立地適正化計画」（R1 年度～R3 年度）を策定す

る。                       【都市整備課:P68,3304 事業】 

  

交流と連携による地域の活性化 
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☆教育支援コーディネーターの配置  3,204 千円 

不登校児童生徒の訪問支援を行うため、新たに教育支援コーディネーター1 名を配置す

る。                        【学校教育課:P77,5204 事業】 

 

◎小規模特認校教育コーディネーターの増員  3,414 千円 

小規模特認校におけるコーディネーターを、伊那西小１名に加えて、高遠北小

に１名配置する。                 【学校教育課:P74,5103 事業】 

 

◎子どもと親の相談員の増員  6,827 千円 

中学校に子どもと親の相談員を増員して配置する。（５名→６名） 

  【学校教育課:P77,5203 事業】 

 

◎中学生の自習室の充実  1,275 千円 

中学生の長期休業中における学びの場所を提供する。（２回→３回） 

 【学校教育課:P79,5225 事業】 

 

☆ＡＩドリルの導入  5,385 千円 

児童一人ひとりの習熟度によって、ＡＩが最適な問題を出題する「ＡＩドリ

ル」を、伊那小・伊那西小・中間教室へ導入する。 

                【学校教育課:P75,5124 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 

・非構造部材の耐震化（工事：伊那東小、東春近小）（35,174 千円）（R2.3 月補正重複） 

・体育館屋根、ＬＥＤ照明改修（設計：伊那小、美篶小、工事：伊那東小、東春近小、

西春近北小、高遠小、）（147,722）（再掲） 

・トイレ改修（設計：西春近南小、工事：春富中）（17,570 千円）（R2.3 月補正重複） 

  ・ペレットストーブ設置（春富中）（18,700 千円）（再掲） 

  ・学校林整備・危険木伐採処理（小学校４校、中学校３校）（28,432 千円） など                        

【学校教育課: P76,5183～5185 事業、P79,5284 事業、P77,5202 事業、P74,5102 事業】 

 

☆西春近南小給食施設の整備  345,345 千円 

・西春近南小学校給食施設改築工事（329,345 千円）（R2.3 月補正重複） 

・   〃    ペレットボイラー設置工事（16,000 千円）（再掲） 

   【学校教育課:P88,5572 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 45 回、女子第 38 回「春の高校伊那駅伝大会」   12,800 千円 

  全国レベルの大会として定着した「春の高校伊那駅伝」の男子第 45 回、女子第 38 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:P87,5504 事業】 

 

☆西春近公民館の建替え  610,100 千円 

西春近公民館の用地購入、建替工事及び旧公民館の解体設計を行う。 

                【生涯学習課:P81,5431 事業】 

 

☆陸上競技場第２種公認更新改修  211,728 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。財源にはスポーツ振興

くじ助成金を充てる。                【スポーツ課:P88,5532 事業】 

 

☆東京オリンピック・パラリンピック関連事業  3,387 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)（3,240 千円） 

・東京オリンピック・パラリンピック新宿区交流事業（147 千円）（再掲） 

              【スポーツ課:P87,5501 事業、文化交流課:Ｐ11,135 事業】 

 

☆アウトリーチ事業の開催  320 千円 

  市内６小学校を巡回するクラシックミニコンサート及び一般向けクラシックコ

ンサートを開催する。              【文化交流課:P80,5403 事業】 

 

☆中学生アンサンブル事業  伊澤修二記念音楽祭 6,300 千円のうち 

  伊澤修二記念音楽祭の関連事業として、市内中学生によるアンサンブルを結成し、令和

４年度伊澤修二記念音楽祭への出演を目指す。 

【文化交流課:P80,5403 事業】 

 

☆生涯学習センター トイレ手洗い器自動水栓化工事  1,242 千円（コロナ対策） 

新型コロナウイルス感染予防対策として、生涯学習センターのトイレ手洗い器を自動水

栓化する。                     【文化交流課:P86,5486 事業】 

 

☆歴史博物館山車倉庫屋根改修事業  4,000 千円 

高遠町歴史博物館の山車倉庫の屋根を改修する。   【生涯学習課:P84,5475 事業】 

 

◎体育施設の整備 

・センターテニスコート受変電設備改修（1,000 千円） 

・高遠文化体育館バスケットゴール取付壁補強（1,441 千円） など 

【スポーツ課:P88,5532 事業】 

☆市誌編さん室の運営  8,067 千円 

・伊那市誌編さんのための資料収集、編さん作業（6,4680 千円） 

・県歴史館所蔵絵図等資料のデジタル化（1,000 千円） など 

                 【生涯学習課:P84,5406 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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◎特定路線の整備  177,738 千円 

  重要路線の改良工事等を行う。   

伊那 ：三条線、渡場車屋線、新山荘２号線 

   高遠町：小豆坂線、中央高嶺線、小豆坂ﾄﾝﾈﾙ補修 

   長谷 ：溝口戸台線   など                【建設課:P66,3224 事業】 

 

◎一般道路改良  43,800 千円 

  中学校五郎久保線、本町伊矢崎線、中非持１号線など   【建設課:P66,3221 事業】 

 

◎道路改良等県事業負担金  112,750 千円 

  環状北線、竜東線、急傾斜地崩壊対策事業など      【建設課:P66,3226 事業】 

 

◎道路災害の予防  14,220 千円 

  落石防止網設置工事（黒河内線ほか）、モルタル吹付工事（小豆坂線）など 

           【建設課:P66,3230 事業】 

◎交通安全施設の整備  51,100 千円 

  歩道・交差点改良・待避所設置等（上牧原４号線、上荒井１号線ほか） 

           【建設課:P67,3271 事業】 

☆橋梁の維持  125,951 千円 

  ・定期点検委託：中央道跨道橋５橋、その他９橋 

・修繕工事：明神橋、弁財天橋 など             【建設課:P67,3261 事業】 

 

☆若宮市営住宅建替工事  976,953 千円 

  ・Ａ棟建設工事・監理業務【継続費Ｒ２～３】（712,800 千円） 

  ・既存住宅リフォーム工事 ３棟 16 戸（181,895 千円） 

  ・若者・子育て向け住宅実施設計業務（15,000 千円） 

  ・団地内造成、道路整備、除却工事等（58,728 千円）など 【管理課:P70,3411 事業】 

 

☆市街地再開発事業補助金  293,140 千円 

通り町一丁目地区に予定されている優良建築物等整備事業に補助する。 

負担割合：国 1/3、市 1/3、事業主 1/3          【都市整備課:P68,3304 事業】 

 

☆空家等詳細調査の実施  963 千円 

特定空家等の指定に向けて、空家等詳細調査を実施する（10 件を想定） 

 【管理課:P70,3405 事業】 

☆沢渡地区(特環)下水道管渠整備事業  105,940 千円 

管渠工事：Ｌ=837ｍ 上水道管補償：Ｌ=300ｍ 

 【水道整備課:P134,管渠施設整備費(特環)】 

 

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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☆下水道工事材料支給  4,000 千円 

事業者が自営工事により公道等で下水道工事を実施する場合に、その材料を支給する。 

 【水道整備課:P134,管渠施設整備費(公共)】 

 

☆過年度災害復旧事業  93,824 千円 

・令和元年度発生の林道南アルプス線(天カラ)災害復旧工事（10,324 千円） 

・令和元年度及び令和２年度発生の市道黒河内線災害復旧工事（83,500 千円） 

         【耕地林務課:P90,5707 事業、建設課:P90,5752 事業】 

 

 

 

 

☆消防団詰所の新設・改修  4,700 千円 

富県分団第３部(北福地)車庫を改修する       【危機管理課:P72,3722 事業】 

 

◎消防団車両、資機材等の購入  11,400 千円 

・消防団小型動力ポンプ・積載車の更新(西箕輪分団第３部(与地))（8,200 千円） 

・消防団軽積載車(軽トラ)の購入２台(伊那・西春近分団）（3,200 千円） 

              【危機管理課:P72,3722 事業】 

 

☆防災ラジオ接続助成（高遠町地域）  4,920 千円 

高遠町地域伊那 CATV 光化工事に伴う、防災ラジオの接続費等を一部負担する 

                        【危機管理課:P72,3752 事業】 

 

○伊那市総合防災訓練の実施  213 千円 

令和３年６月 27 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】 

 

☆上水道事業におけるクリプト対策  24,420 千円 

横山水源：詳細設計、地質調査  押出（大沢）水源：基本設計 

【水道整備課:P126,構築物】 

 

◎ライフライン保全のための支障木伐採  13,000 千円 （県 9/10） 

ライフライン（送電線、道路等）保全のため、市道小黒大坊線沿いほかの支障木を伐採

する。                         【管理課:P64,3102 事業】 

 

◎住宅耐震化等の促進  29,260 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 

・災害危険住宅移転補助（除却補助、住宅等取得利子補給） 13,660 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:P70,3412 事業】 

 

地域の安全・安心の確保 



（単位：千円）

№ 印 事業名・事業概要 担当課 予算額

1 ☆
担い手確保・経営強化支援事業
　人・農地プランに基づき、意欲的に経営発展を図ろうとする
担い手の農業機械等の導入を支援する。【2141事業】

農政課 18,000

2 ☆

（仮称）女性活躍スペース創出事業
　旧富県南部保育園に、民間会社が入居するコールセンター
（キッズルーム併設）を整備し、女性の仕事と子育てを支援す
る。【2417事業】

商工
振興課

154,370

3 ◎
市道東部線整備事業
　令和３年度実施予定だった「市道東部線整備事業」を、前倒
して予算化する。【3224事業】

建設課 60,000

4 ◎
ナイスロード舗装修繕
　令和３年度実施予定だった「ナイスロード舗装修繕工事（舗
装長寿命化）」を、前倒して予算化する。【3228事業】

建設課 83,600

5 ◎
中尾下線道路防災事業
　令和３年度実施予定だった「中尾下線モルタル吹付工事」
を、前倒して予算化する。【3230事業】

建設課 25,000

6 ☆
公園長寿命化対策事業
　鳩吹公園遊具改修、伊那公園フェンス改修を行う。【3331事
業】

都市
整備課

31,000

7 ☆
伊駒アルプスロード関連道路調査
　伊駒アルプスロードのうち、市道（仮称）下牧伊駒線の路線
測量等を行う。【3279事業】

伊駒ｱﾙﾌﾟｽ
ﾛｰﾄﾞ推進室

17,000

8 ☆
学校教育活動継続支援事業（コロナ対策）
　小中学校のコロナウイルス感染症対策用消耗品・備品を購入
する。【5012事業】

学校
教育課

21,600

9 ◎

小学校非構造部材耐震化
　令和３年度に実施予定の「伊那東小、東春近小非構造部材耐
震化工事」を、前倒して予算化する。（補助金内示前のため、
令和３年度当初予算と重複して計上）【5183事業】

学校
教育課

35,174

10 ◎

春富中学校トイレ洋式化
　令和３年度に実施予定の「春富中校舎及び体育館トイレ洋式
化」を、前倒して予算化する。（補助金内示前のため、令和３
年度当初予算と重複して計上）【5284事業】

学校
教育課

17,247

11 ◎

西春近南小学校給食施設建設事業
　令和３年度に実施予定の「西春近南小給食施設建設事業」
を、前倒して予算化する。（補助金内示前のため、令和３年度
当初予算と重複して計上）【5572事業】

学校
教育課

329,345

合　　計 792,336

　別紙１「国の令和２年度補正予算第３号の活用により

（令和２年度から令和３年度への繰越事業）
　　　　　　　　　　　令和３年度に実施する事業一覧表」
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別紙２「令和３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 新山保育園の建設 505,961 382,925 123,036 120,000

2 私立幼稚園施設整備事業への補助 64,333 42,888 21,445 20,000

570,294 425,813 144,481 140,000

２　教育
（単位：千円）

3 新山小学校学童クラブの設計 3,000 1,700 1,300 1,300

4 「暮らしのなかの食」の推進 2,458 0 2,458 2,400

5 給食施設の充実（給食備品の更新 他） 19,448 4,000 15,448 14,100

6 給食施設整備 349,703 22,897 326,806 301,500

7 井月さんまつり・井月忌の集い開催への補助 他 2,700 0 2,700 2,700

8 陸上競技場第２種更新 218,380 186,962 31,418 31,418

9 春の高校伊那駅伝　全国放送 3,300 0 3,300 3,300

598,989 215,559 383,430 356,718

３　医療・福祉
（単位：千円）

10 敬老事業 7,407 450 6,957 6,000

7,407 450 6,957 6,000

４　低炭素社会の実現
（単位：千円）

11 防犯灯のＬＥＤ化 8,000 0 8,000 8,000

12 公共施設へのペレットストーブ・ペレットボイラーの設置 20,100 6,753 13,347 13,300

28,100 6,753 21,347 21,300

５　その他
（単位：千円）

13 温泉施設の管理 54,000 0 54,000 54,000

14 防災備品の購入 1,500 0 1,500 1,500

15 ふるさと納税特典等関連経費 820,400 0 820,400 820,400

875,900 0 875,900 875,900

合計 2,080,690 648,575 1,432,115 1,399,918

  24
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別紙３「令和３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 

(含地方交付税) 

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。 

72,915 36,457 36,458 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。 

18,800 9,400 9,400 R1～R3 

伊那市 50 年の森林

（もり）ビジョン 

Ina Valley Forest 

College 

協議会組織を設立し、地域内での

森林資源の循環の確立と人材育

成、商品開発の調査研究及び商品

化、プロモーションを行うととも

に、人材育成に特化した「フォレ

ストカレッジ」を開校し、新規就

林者の育成・確保、森のブランド

力の向上を図る。 

11,220 5,610 5,610 R2～R4 

製造業課題解決を

図る地域ＩＴ人材

育成・確保事業 

企業各社が専門人材を外部から雇

用すること、また教育方法につい

て苦慮している実態を踏まえ、企

業内人材の学び直しを目的とした

教育プログラムの構築及び普及を

行い、地域における新たな産業創

出と学生の実践的教育による将来

人材の育成・確保を図る。 

24,094 12,047 12,047 R2～R4 
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事業名 事業概要 事業費 

 
事業 
期間 
(年度) 特定財源 

一般財源 

(含地方交付税) 

露地野菜でのスマ

ート農業×精密機

械工業の技術結集

×農福連携による

伊那市産業コラボ

プロジェクト 

産学官連携のもと伊那市の精密工

業技術力を結集し、自動収穫機等

の開発を進め、作業の省力化を図

り、また農業への障害者雇用を促

進し、農・工・福連携による取り組

みにより、農業生産の向上、雇用

機会の創出など地域の活性化を図

る。 

37,500 18,750 18,750 R2～R4 

地方と首都圏を結

ぶプラットフォー

ム構築による人づ

くり事業 

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。 

41,341 20,670 20,671 R2～R4 

合 計  205,870 102,934 102,936  

※上記一般財源のうち、直接伊那市が支出する一般財源(事業費合計の５％) 10,294  

 



№ 業務名 主な業務内容（すべて新規事業） 人数
担当課名

該当ページ
事業コード

1
伊那西地域応援
サポーター

・伊那西地域の田舎暮らしモデル地域指定に向けた支援
・地元団体、自治会、小学校等との連携による活動
・移住・定住支援
・移住準備住宅（旧伊那西小学校教員住宅）の活用
・伊那西地域の情報発信　　など

1
地域創造課

P13
235事業

2
多文化共生コー
ディネーター

・国際交流組織の立ち上げ及び運営、相談・交流事業の実施
・ボランティアと協力した日本語教室の充実
・指導者となる人材や受講者となる外国籍住民の掘り起こし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

1
文化交流課

P12
215事業

3

スポーツの力で
未来をつくるス
ポーツ健幸プロ
ジェクト

・市民の健康寿命を延ばすためのスポーツ習慣づくり
・人と地域をつなげる相談及びコーディネート
・スポーツ人材バンクの構築と地域スポーツ活動の支援
・市民や移住希望者に向けた地域スポーツの発信
・総合型スポーツクラブと連携した活動やマネジメント支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

1
スポーツ課

P87
5507事業

4
みはらしファー
ム体験農園プロ
ジェクト

・みはらしファーム体験農園管理への参加、栽培技術の習得
・「学び」の要素を取り入れた体験農園への取組
・観光農園経営に向けた取組
・地元農家との連携を図る取組
・とれたて市場へ農産物を集める取組　　など

1
農政課
P53

2192事業

5
みはらしファー
ム加工施設プロ
ジェクト

・みはらしファーム農産物加工施設の新商品開発
・加工施設の商品のPR及び販売促進
・加工施設の経営安定に向けた取組
・生産者との連携による計画的生産加工への取組み　　など

1
農政課
P53

2192事業

6
伊那あそびクリ
エイター

・ アクティビティ及び体験施設等の横のつながり創出による
　「伊那であそぶ」魅力創出や相乗的な誘客
・「伊那であそぶ」「伊那の街 まるごと遊園地」といった魅
　力創出及びブランディング
・アクティビティ・体験施設を目的地とする観光プログラムの
　企画及び実施
・自転車活用による「伊那であそぶ」魅力創出　　など

1
観光課
P61

2443事業

7
城下町高遠コン
シェルジュ

・宿泊施設、飲食店、商店街など、点を線で結んだ「町全体に
　ホテル機能」の構成
・石仏、史跡旧跡に新たな観光資源を取り入れた、終日楽しめ
　る城下町テーマパーク化の実現
・旅行プランニングの企画立案
・「日本で最も美しい村」推進委員会活動への参画
・無電柱化の完成に向け、地域と連携した観光名所となる城下
　町づくりの推進

1
観光課
P61

2443事業

　地域おこし協力隊制度とは、地方自治体が都市部などからの移住者を対象に隊員を募集し、様々な
地域協力業務に従事してもらいながら、その地域への定住・定着を目指すという制度です。
　令和３年度、伊那市では以下の業務において新たな「地域おこし協力隊」を募集し、そのために必
要な予算を計上しています。

別紙４「令和３年度 新規地域おこし協力隊事業一覧表」

27


