
【 資 料 ３ 】

☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

１ 議会費 議会事務局 議会広報活動事業 7,902 

☆ 情報端末整備事業 2,063 

政務活動費交付事務 22,800 

２ 総務費 企画調整課 総合計画推進事務 1,470 

基幹統計調査事務 154,583 

都市戦略室 連携中枢都市推進事業 3,107 

盛岡ブランド確立事業 12,381 

　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト・地方創生

盛岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 469 

地域おこし協力隊活用事業 4,645 

（移住定住の促進　3,936千円）⇒戦略プロジェクト

移住・定住・交流人口対策事業 21,307 

⇒戦略プロジェクト・地方創生

市史編さん室 ☆ 市史編さん事業 4,552 

広聴広報課 市政広報活動事業 87,749 

国際リニアコライダー誘致推進事業 2,088 

管財課 財産管理事務 6,115

市有土地活用事務 4,652

庁舎管理事務 323,214

市庁舎整備推進事務 200,000

（盛岡市市庁舎整備基金積立金　200,000千円）

情報企画課 IT活用推進事業 10,499 

☆ （RPA・AI-OCRの導入　　　　　 10,353千円）

財政課 財務会計システム運用事務 19,721 

統一的な基準による地方公会計運用事務 6,981 

契約検査課 電子入札システム運用事業 4,733 

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

国際リニアコライ
ダー推進事務局
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

２ 総務費 契約検査課 競争入札参加資格審査事務 4,640 

市民税課 賦課事務 80,587 

市民税賦課システム運用事務 49,066 

資産税課 賦課事務 52,487 

納税課 税等徴収事務 73,935

収納率向上対策事業 50,326

資産経営課 アセットマネジメント推進事務 797

市民協働推進課 地区行政事務 78,008

（協働推進奨励金　76,411千円）

公衆街路灯関連事業 92,808

（公衆街路灯ＬＥＤ化促進事業　　　　　39,145千円）

（盛岡市街灯設置費等補助金（新設・修繕） 3,865千円）

（盛岡市街灯設置費等補助金（柱撤去）　 　  641千円）

（盛岡市認定公衆街路灯電気料給付金等　49,157千円）

コミュニティ推進事業 28,101

（コミュニティ活動費補助金　2,400千円）

（市民協働推進センター設置　5,084千円）

コミュニティ施設管理運営事業 226,169

☆ （青山地区活動センター駐車場整備　　37,077千円）

自治公民館整備事業 12,760

地域協働推進事業 14,335

（地域づくり事業補助金　13,200千円）

☆ 加賀野地区活動センター外２施設複合化・大規模改修事業 15,284

　⇒長寿命化計画　

くらしの安全課 交通指導員活動事業 43,828

交通安全啓発事業 2,742

交通安全教育事業 10,360

防犯活動事業 5,982
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

２ 総務費 くらしの安全課 空き家等適正管理事業 11,699

消費生活センター 消費者行政推進事業 55,292

消費者行政活性化事業 3,547

計量行政推進事業 3,005

市民登録課 総務事務 569,766 

（証明書コンビニ交付サービス事務　14,889千円）

マイナンバー制度導入事務 93,943 

文化国際課 姉妹都市等国際交流事業 34,279

☆ （ビクトリア市姉妹都市35周年記念事業　10,989千円）

⇒戦略プロジェクト

（ホストタウン機運醸成事業 　　1,590千円）

⇒戦略プロジェクト

芸術文化活動振興事業 15,952

☆ （盛岡文士劇東京公演共催負担金 　5,000千円）

⇒戦略プロジェクト

（盛岡国際俳句大会共催負担金 　　4,000千円）

⇒戦略プロジェクト

文化会館管理運営事業 632,173 

文化会館活動事業 20,414

☆ 渋民文化会館長寿命化修繕事業　　 ⇒長寿命化計画 53,216

スポーツ推進課 スポーツ活動機会提供事業 1,157

☆ （健康づくり習慣化推進事業　　　700千円）

競技大会等開催事業 43,530

（いわて盛岡シティマラソン大会実行委員会

　　　　負担金  30,000千円）　　⇒戦略プロジェクト

☆ （スポーツクライミング第３回コンバインド

　　　ジャパンカップ大会負担金　 2,000千円）

⇒戦略プロジェクト

（2020インターハイハンドボール競技

                         開催負担金   　1,070千円）

体育施設管理運営事業 433,146

体育施設修繕事業 10,566
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

２ 総務費 スポーツ推進課 総合プール整備事業　 10,944

総合プール改修事業　　　　　　⇒長寿命化計画 533,811

スポーツ活動機会提供事業 509

盛岡広域連携スポーツツーリズム推進事業 53,924

　　　　⇒戦略プロジェクト

地域おこし協力隊活用事業　　⇒戦略プロジェクト 4,000 

盛岡南公園野球場整備事業    ⇒合併建設計画 118,575

林政課 国土調査事業（補助） 40,000

（地籍調査測量業務委託料 35,434千円）

玉山総合事務所 企画調整事務 1,594

　　　　　総務課 （小学生農村体験交流事業　1,543千円）

玉山地域振興会議事務 1,487

好摩地区コミュニティセンター大規模改修事業 82,155

　⇒長寿命化計画　

道の駅整備推進室 道の駅設置事業  　⇒新市建設計画 74,079

公共施設長寿命化関連修繕事業 9,129

（内丸分庁舎外壁補修修繕，本庁舎別館水中ポンプ

  交換修繕，都南文化会館ホワイエ雨水ポンプ更改

　修繕，総合アリーナ中央監視盤系統バッテリー交

　換修繕外）

３ 民生費 男女共同参画推進室 男女共同参画意識啓発事業 323

☆ （LGBT理解促進の研修　　104千円）

配偶者等暴力防止事業 4,318

医療助成年金課 医療費給付事業（妊産婦・乳幼児・小学生・中学生） 885,076

　　　　　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

☆ （中学生医療費の現物給付化　1,964千円）

健康保険課 後期高齢者医療健診事業 148,236

後期高齢者医療歯科健診事業 2,536

盛岡南公園野球場整
備室

スポーツツーリズム
推進室

（管財課・文化国際
課・スポーツ推進
課）
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

３ 民生費 健康保険課 後期高齢者医療療養給付費負担金 2,548,310

後期高齢者医療広域連合分担金 113,518

地域福祉課 避難行動要支援者避難支援事業 3,922

民生委員活動事業 38,760

地域福祉計画推進事業 31,829

社会福祉法人指導監督等事業 12,267

地域再犯防止推進計画事業 3,871

障がい福祉課 障がい者福祉施設整備助成事業 39,000

障がい者相談支援事業 39,470

☆

　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

介護給付等給付事業 3,261,693

訓練等給付事業 2,392,107

地域生活支援事業 257,729

☆ （盛岡広域成年後見センター設置運営事業　8,422千円）

☆ ひまわり学園長寿命化改修事業　⇒長寿命化計画 6,421

生活福祉第一課 生活保護受給者等就労支援事業 25,844

生活福祉第二課

自立相談支援事業 41,636

☆ （アウトリーチ支援員配置　3,879千円）

学習支援事業 20,989

住居確保給付金支給事業 1,755

生活保護事業 7,303,545

介護保険課 老人福祉施設整備助成事業 45,413

老人福祉施設開設準備経費助成事業 22,005

介護従事者確保事業 7,173

（障がい児相談支援事業　4,800千円）
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

３ 民生費 介護保険課 ☆ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 5,230

長寿社会課 敬老バス運行事業 23,310

高齢者権利擁護等推進事業 15,958

☆ （盛岡広域成年後見センター設置運営事業　15,878千円）

☆ 地域福祉センター長寿命化改修事業　⇒長寿命化計画 36,173

愛宕山老人福祉センター解体事業　　⇒長寿命化計画 7,403

上田老人福祉センター及び上田児童センター大規模改修事業 55,375

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒長寿命化計画

☆ 加賀野地区活動センター外２施設複合化・大規模改修事業 1,005

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒長寿命化計画

子ども青少年課 青少年施策推進事業 4,948

地域児童クラブ等運営事業 544,226

☆

　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒戦略プロジェクト

子ども・子育て支援事業計画推進事業　⇒戦略プロジェクト 302

子育て応援プラザ運営事業　⇒戦略プロジェクト 25,093

子ども未来基金事業　⇒戦略プロジェクト 32,070

ひとり親家庭等日常生活支援事業 1,216

少子化対策事業 1,003

私立児童福祉施設等運営事業 20,951

児童手当支給事業 4,012,970

児童扶養手当支給事業 1,219,598

母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給事業 18,306

児童館管理運営事業 502,993

　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

（児童厚生員の適正配置　30,179千円）

（放課後児童クラブ利用料補助　36,936千円）
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

３ 民生費 子ども青少年課 児童館整備事業 34,821

　　　　　　　　　11,007千円）　⇒戦略プロジェクト

（（仮称）見前第二児童センター実施設計及び測量

　　　　　　　　　16,031千円）　⇒戦略プロジェクト

☆ （（仮称）向中野児童センター基本設計及び地質調査

　　　　　　　　　6,006千円）　⇒戦略プロジェクト

上飯岡児童センター集約化事業   ⇒長寿命化計画 20,229

上田老人福祉センター及び上田児童センター 97,300

大規模改修事業　　　　　　　　　　　⇒長寿命化計画

☆ 加賀野地区活動センター外２施設複合化・大規模改修事業 1,641

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒長寿命化計画

子ども家庭総合支援 子ども家庭総合支援センター事業　⇒戦略プロジェクト 20,181

センター

養育支援訪問（家事援助）事業　⇒戦略プロジェクト 1,188

子育て世代包括支援センター事業　⇒戦略プロジェクト 10,169

　　　　　　　　　　　

地域子育て支援センター事業 64,763

つどいの広場管理運営事業 19,717

子育てあんしん課 特別保育事業 267,779

（延長保育実施補助分　127,400千円）⇒戦略プロジェクト

病児保育事業　 86,363

私立児童福祉施設運営費助成事業（運営費補助事業） 174,620

待機児童解消強化事業　⇒戦略プロジェクト 8,600

私立児童福祉施設等運営事業 5,299,199

☆

　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

認定こども園等運営費給付事業　 4,028,665

☆ （第２子以降保育料無償化　39,204千円）

　　　　　　 　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

保育所管理運営事業 1,417,626

　　　　　　　　　3,149千円）　⇒戦略プロジェクト

☆

　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

（公立保育所第２子以降保育料無償化　15,312千円）

（児童センターエアコン整備　

（第２子以降保育料無償化　88,176千円）

（公立保育所エアコン整備　

子育て世代包括支援
センター
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

３ 民生費 保育サービス推進 ☆ 私立児童福祉施設運営費助成事業（副食費助成） 88,776

室 　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒戦略プロジェクト

私立児童福祉施設整備助成事業　 ⇒戦略プロジェクト 144,491

保育士確保対策事業 85,939

（保育士奨学金返還支援補助　10,782千円）

　　　　　　 　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

（保育士宿舎借り上げ支援事業補助　67,397千円）

　　　　　　 　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

（若手保育士等処遇改善事業補助　7,155千円）

　　　　　　 　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

子育てのための施設等利用給付事業 493,951

（幼稚園副食費補足給付　11,664千円）

　　　　　　 　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

☆ （認可外保育施設第２子以降保育料無償化　23,184千円）

　　　　　　 　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

（長寿社会課・ 公共施設長寿命化関連修繕事業 4,706

　子ども青少年課） （桜城老人福祉センタートイレ配管交換工事

　児童センター，けやき荘非常用照明修繕）

４ 衛生費 企画総務課 医務薬務指導事業 622

第二次救急医療事業 60,289

在宅当番医制事業 8,412

小児救急輪番制病院事業　⇒戦略プロジェクト 22,792

墓園管理運営事業 17,093

夜間急患診療所管理運営事業　⇒戦略プロジェクト 75,434

健康増進課 成人健康診査事業 476,110

保健予防課 精神保健福祉事業 3,906

☆子育て世帯応援プロジェクト（再掲）            291,588千円   

                         ⇒戦略プロジェクト 
 
（子ども青少年課・  第２子以降保育料無償化   165,876千円 

子育てあんしん課・  副食費助成         88,776千円 

保育サービス推進室） 放課後児童クラブ利用料補助 36,936千円 
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

４ 衛生費 保健予防課 感染症予防事業 117,090

予防接種事業 886,803

（幼児インフルエンザ予防接種補助金　36,398千円）

　⇒戦略プロジェクト

（小学生インフルエンザ予防接種補助金　29,198千円）

　⇒戦略プロジェクト

（中学生インフルエンザ予防接種補助金　8,600千円）

　⇒戦略プロジェクト

☆ （ロタウイルスワクチン予防接種委託料　26,055千円）

（風しんの追加的対策に係る抗体検査・予防接種委託料

　108,062千円　関連手数料　5,310千円）

生活衛生課 食品衛生指導事業 6,672

生活衛生指導事業 855 

動物愛護事業 9,021

乳児家庭全戸訪問等事業　⇒戦略プロジェクト 5,493

母子健康課 母子保健事業 242,961

（産婦健康診査事業 19,093千円）　⇒戦略プロジェクト

（産後ケア事業 773千円）　⇒戦略プロジェクト

（新生児聴覚検査事業8,549千円）　⇒戦略プロジェクト

乳幼児健康診査事業 96,403

不妊に悩む方への特定治療支援事業 52,044

環境企画課 自然環境等保全事業 1,229

公害防止対策事業 25,038

地球環境啓発事業 5,706

地球温暖化対策実行計画推進事業 16,118

（太陽光発電システム等設置費補助金　　 　10,449千円）

生出地域エコタウン事業　⇒新市建設計画 469

飲用井戸等整備補助事業　⇒新市建設計画 17,619

子育て世代包括支援
センター
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

４ 衛生費 環境企画課 飲用水確保対策事業 38,657

飲料水供給施設管理運営事業 3,156

廃棄物対策課 リサイクルセンター施設整備事業 34,651

旧清掃工場施設解体事業 254,246

県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進事業 21,989

資源循環推進課 容器包装リサイクル推進事業 6,320

ごみ減量等啓発事業 7,257

事業系ごみ減量等推進事業 4,848

きれいなまち推進事業 32,264

収集センター 塵芥収集運搬委託事業 672,623

リサイクルセンター 廃棄物処分場管理運営事業 147,413

資源ごみ分別作業所管理運営事業 57,766

クリーンセンター クリーンセンター設備改修事業 293,181

塵芥収集運搬委託事業 39,626

成人健康診査事業 10,910

上下水道部給排水課 浄化槽設置整備補助事業　 23,857

５ 労働費 経済企画課 勤労者対策事業 74,529

雇用対策推進事業 10,974

☆ （魅力ある職場づくり推進事業　1,096千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒戦略プロジェクト

若者の就業支援事業 17,345

（高校生等地元就職フォローアップ事業業務委託

　　　　　　2,160千円）⇒戦略プロジェクト・地方創生

（ジョブカフェいわて運営業務委託    　　5,004千円）

⇒戦略プロジェクト

（若者サポートステーション運営業務委託　4,620千円）

（新社会人就職定着支援事業業務委託　　　1,975千円）

⇒戦略プロジェクト

ごみ処理広域化推進
室

玉山総合事務所
税務住民課

玉山総合事務所
健康福祉課
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

５ 労働費 経済企画課 （若者等地元定着強化事業　　　　　　　　3,399千円）

⇒戦略プロジェクト

管理運営事業（サイクリングターミナル） 28,474

（公共施設長寿命化関連修繕事業

　都南サイクリングターミナル非常用照明交換　927千円）

６ 農林費 農政課 新規就農支援事業　　⇒戦略プロジェクト 18,958

（親元就農給付金　　　　　　　　　　　2,400千円）

水田農業構造改革事業 16,976

いわて地域農業マスタープラン実践支援事業 6,000

農業生産対策事業 3,853

☆ （スマート農業導入促進事業　3,000千円）

⇒戦略プロジェクト

盛岡市農業まつり開催事業 1,411

盛岡りんご担い手バックアップ事業 735

☆ （りんご剪定作業担い手育成補助金　　　　　500千円）

⇒戦略プロジェクト

中山間地域等直接支払事業 26,587

地域おこし協力隊活用事業 21,832

（大ケ生地域２名，簗川地域２名，猪去地域２名）

畜産振興事業 8,934

（もりおか短角牛肥育経営安定化対策事業費補助金

     4,000千円）

☆ （岩手県ブロイラー価格安定対策事業補助金　1,197千円）　

農業基盤整備事業 41,135

（排水対策特別事業　船田堰地区　5,268千円）　

⇒新市建設計画

（農道整備事業　巻堀２期地区負担金　　　3,066千円）

⇒新市建設計画

（農村災害対策整備事業岩手山麓地区負担金 3,425千円）

（国営造成施設管理体制整備促進事業　　　1,918千円）

（ほ場整備事業　武道地区負担金　 　 　　4,000千円）

⇒新市建設計画

（かんがい排水事業　松川大堰地区負担金　5,525千円）

⇒新市建設計画

（水利施設整備事業　手代森地区負担金　　1,600千円）
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

６ 農林費 農政課 ☆ （ため池防災環境整備事業　　　　　　　　7,260千円）

環境保全型農業直接支払交付金事業 10,998

多面的機能支払交付金事業 173,479

☆ 砂子沢生活改善センター移転新築事業　 ⇒長寿命化計画 11,000

庄ケ畑地区振興センター大規模改修事業 ⇒長寿命化計画 32,695

中津川地区振興センター解体事業       ⇒長寿命化計画 9,675

牧野管理運営事業 10,641

（草地更新事業委託料　　　　　　　　　2,000千円）

食と農の連携推進室 盛岡の食材プロモーション事業　　⇒戦略プロジェクト 2,416

食と農のバリューアップ推進事業　⇒戦略プロジェクト 25,197

林政課 総務事務 183,019

（農林業振興基金積立　森林環境譲与税　 78,535千円）

林道管理事業 21,740

森林適正管理推進事業　　      　　 10,746

林業労働対策事業　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト 494

マツクイムシ被害防止対策事業 13,609

市産材利用拡大推進事業 1,050

市産材利用住宅支援事業 2,500

市産材利用店舗等支援事業 1,000

森林経営管理事業 58,300

市有林造成事業（補助） 16,278

市有林造成事業（単独） 31,442

玉山総合事務所 新規就農支援事業 1,565

　　　産業振興課
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

６ 農林費 玉山総合事務所 水田農業構造改革事業 9,160

　　　産業振興課

中山間地域等直接支払事業 41,876

地域おこし協力隊活用事業　（玉山地域　５名） 14,651

☆ 文京区学生と創るアグリイノベーション事業 4,942

畜産振興事業 2,518

多面的機能支払交付金事業 77,966

総合交流ターミナル管理運営事業 37,234

玉山生活改善センター解体事業　　　　 ⇒長寿命化計画 33,957

牧野管理運営事業 34,592

（草地更新事業委託料　　　　　　　　　　4,840千円）

玉山総合事務所 農業施設維持管理事業

　　　　　建設課 ☆ （濁川・城内川土砂撤去） 28,900

（林政課） 公共施設長寿命化関連修繕事業 1,574

（外山森林公園管理棟屋根塗装，管理棟軒天補修）

７ 商工費 観光課 観光施設整備事業 11,670

☆ （観光パラメータ調査業務委託料　3,000千円）

観光客誘致宣伝事業 15,258

（東北六市連携事業　3,000千円）⇒戦略プロジェクト

大型観光キャンペーン事業 7,827

（岩手もりおか復興フェスタ実行委員会負担金 1,000千円）

⇒戦略プロジェクト

（東北絆まつり派遣事業負担金　　　 　3,150千円）

観光団体育成強化事業 53,629

☆ （つなぎ温泉観光協会事業費補助金（盛岡伝統芸能常設

　公演事業分）　5,700千円）　⇒戦略プロジェクト

まつり・イベント振興事業 48,506

（盛岡さんさ踊り実行委員会負担金　　15,895千円）

（盛岡花火の祭典負担金　　　　　 　　4,137千円）

（全国高校生短歌大会負担金　　　　　 4,275千円）

（盛岡舟っこ流し事業費補助金　　　　 2,508千円）
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

７ 商工費 観光課 広域観光推進事業 11,211

ＭＩＣＥ（マイス）誘致推進事業　⇒戦略プロジェクト 25,800

外国人観光客誘致推進事業　　　　⇒戦略プロジェクト 6,408

（タイ誘客受入環境整備事業　　　　　　　2,423千円）

（盛岡City Wi-Fi整備事業　　　　　　　　3,985千円）

経済企画課 商業振興事務 417

（中小企業人材育成支援事業　　　200千円）

　　　　　　　　　　           　⇒戦略プロジェクト

商店街等指導事業 297

（商店街等魅力強化支援事業　　　185千円）

商店街活性化支援事業 12,092

（アレ・ヴェール解体工事　　　　　　　　5,700千円）

商工団体育成事業 39,560

盛岡三大麺普及事業　⇒戦略プロジェクト 418

ものづくり推進課 工業振興事業 9,538

（製造業及び情報サービス業市場開拓等事業補助金

800千円）

　　　　　　　　　　           　⇒戦略プロジェクト

盛岡テクノミュージアム設置事業　　⇒戦略プロジェクト 740

ものづくり人材育成事業　　　　　　⇒戦略プロジェクト 138

工場新設拡充等事業　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト 56,700

☆ （未来創造産業拠点形成調査事業業務委託　2,000千円）

盛岡広域企業誘致推進事業 1,097

盛岡手づくり村振興事業 50,625

産業支援事業　　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト 1,219

成長分野拠点形成支援事業 33,230

　　　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト・地方創生

金融対策事業 220,814

地場・伝統産業振興事業 11,554

（特産品ブランド振興事業　　　　　　　　　133千円）

　　　　　　　⇒戦略プロジェクト
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

７ 商工費 ものづくり推進課 （盛岡市の物産と観光展開催事業　　　　　3,964千円）

　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

（盛岡デー開催事業　　　　　　　　　　　2,900千円）

　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

もりおか元気応援寄附金推進事業 49,455

ものづくり産業魅力向上事業　　⇒戦略プロジェクト 2,122

地域おこし協力隊活用事業　（繋地区１名） 3,998

玉山総合事務所 まつり・イベント振興事業 5,425

      産業振興課

８ 土木費 道路管理課 道路橋りよう維持管理事業 718,470

道路除排雪事業 612,502

市道舗装二次改築事業 140,869

踏切拡幅対策事業 98,582

除雪機械整備事業 23,862

道路建設課 道路新設改良事業

  　津志田白沢線（Ⅱ工区）ほか１路線 41,700

  　渋民東線　⇒新市建設計画 31,000

　　一の渡岩洞湖線 ⇒新市建設計画 52,400

　　二子沢線 ⇒新市建設計画 85,700

盛岡南整備課 　　生活環境整備事業

  　　都南中央第二地区　　　⇒合併建設計画 30,140

  　　都南中央第三地区　　　⇒合併建設計画 124,955

  　　道明地区 378,585

　　　下飯岡地区 41,180

市街地整備課 　　　下太田地区 159,593

道路建設課 広域圏道路新設整備事業

　　津志田白沢線 100,000

　　新庄１号線 15,000

　　岩山２号線 46,000
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

８ 土木費 道路建設課 ☆ 　　上鹿妻６号線（第Ⅱ工区） 10,000

☆ 　　繋26号線（第Ⅱ工区） 10,000

　　その他交通安全施設 9,000

道路管理課 橋りよう維持補修事業 314,472

道路建設課 交通安全施設等整備事業

　　谷地頭線外１路線 41,700

　　西部線外 10,000

　　南大通二丁目南大橋線外 84,000

　　岩手飯岡駅東西線自由通路　⇒新市建設計画 138,000

　　城西町天昌寺町線外２路線（境田川原踏切） 357,110

　  東中野門線 64,000

　　三本柳線　　⇒合併建設計画 33,000

　　好摩永井線　⇒新市建設計画 8,000

　　渋民好摩線　⇒新市建設計画 10,000

　　下田生出線（下田工区）⇒新市建設計画 21,000

復興交付金事業

　　中屋敷町青山一丁目２号線 26,000

交通安全・無電柱化等補助事業

　　岩手公園開運橋線（菜園工区） 124,352

☆ 　　生活道路対策エリア（西見前地区・陣場地区） 12,000

河川課 急傾斜地崩壊対策事業

　山岸地区 37,900

☆ 　桜山地区 2,000

河川等維持管理事業

☆ 　　沼橋川 31,400

河川改良事業

　　大葛川 18,000

　　広川 33,000

　　南川 471,400

　　沢口川 18,000
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

８ 土木費 道路建設課 街路事業

　　明治橋大沢川原線（大通工区）　⇒新市建設計画 15,000

　　愛宕町三ツ割線（山岸四丁目）　 14,000

　　県営街路事業負担金 21,750

交通政策課 バス関連事務 98,296

（「まちなか・おでかけパス」事業　57,500千円） 

☆ （おでかけパス特典ポイント発行事業　5,913千円）

☆ （広域生活交通路線維持補助金（好摩直通線）2,800千円）

公共交通利用促進対策事業 234,994

☆ （ＪＲ田沢湖線新駅整備事業　234,094千円） 

建築住宅課 公営住宅ストック総合改善事業 608,045

被災住宅補修支援事業　　　⇒復興推進 9,085

被災者住宅再建支援事業　　⇒復興推進 17,000

子育て世帯支援型賃貸住宅改修事業  ⇒戦略プロジェクト 3,000

公営住宅建設事業（青山二・三丁目アパート） 357,934

景観政策課 都市景観形成指導事業 1,443

屋外広告物事務 3,218

景観計画推進事業 71,875

盛岡南整備課 土地区画整理事業

　　道明地区 416,700

　　都南中央第三地区　　⇒合併建設計画 911,641

市街地整備課 　　太田地区 1,727,027

都市計画課 ☆ 都市計画マスタープラン策定事務 9,000

空き家等対策事業 1,135

公園みどり課 公園等維持管理総務事務 56,374

　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

街路樹等維持管理事業 194,441

　（いしがきミュージックフェスティバル支援事業　4,000千円）
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

８ 土木費 公園みどり課 動物公園総務事務 221,696

☆ 　（ゾウ人工授精委託費　6,500千円）

☆ 　（キリン繁殖に係る輸送委託費　500千円）

花と緑のまちづくり事業 17,965

都市公園整備事業　

（中央公園，高松公園，太田地区） 366,851

お城を中心としたまちづくり事業 71,379

盛岡地区かわまちづくり事業　　⇒戦略プロジェクト 2,910

（舟運実現に向けた支援業務委託　1,910千円）

☆ 上飯岡児童センター跡地整備事業 31,000

まちなか整備室 優良建築物等整備事業 105,805

盛岡バスセンター整備事業 156,747

建築指導課 既存建築物耐震診断・改修促進事業 4,317

（木造住宅耐震診断支援  　283千円）

（木造住宅耐震改修支援　2,000千円）

☆ （ブロック塀安全対策補助金　2,000千円）

建築指導事務 10,976

☆ 住宅・建築物アスベスト改修事業 67,231

玉山総合事務所 鉄道関連事務 2,100

　　　　　総務課 （ＩＧＲいわて銀河鉄道通学定期乗車券購入費補助金

　2,100千円）

玉山総合事務所 道路橋りよう維持管理事業 47,250

　　　　　建設課 　（百目木永井沢線　10,000千円）

道路除排雪事業 41,965

市道舗装新設改良事業

　渋民駅北地区整備事業　⇒新市建設計画 10,000

　市道啄木団地線 22,500
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

８ 土木費 玉山総合事務所 側溝整備事業

　　　　　建設課 　門前寺線 6,000

　大の平線 10,000

　好摩駅西地区整備事業　⇒新市建設計画 17,400

　渋民駅北地区整備事業　⇒新市建設計画 18,200

社会資本整備総合交付金事業

　日戸柴沢線路肩拡幅工事 10,000

　山谷川目線路肩拡幅工事 10,000

９ 消防費 危機管理防災課 危機管理防災事業　 31,977

防災施設整備事業 180,326

（災害用備蓄品の購入（アルファ化米等）1,756千円）

（玉山地域防災行政無線の更新整備工事等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　173,455千円）

（避難場所標識の整備・更新　　　　　  4,500千円）

（無人航空機運用体制の整備　　　　　　　615千円）

東日本大震災復興推進事業　　⇒復興推進 62,529

（被災者支援総合交付金事業　　　　　 57,872千円）

（東日本大震災周年行事開催事業　　　　1,495千円）

（東日本大震災復興推進基金積立金　　  2,000千円）

消防対策室 自主防災組織育成事業 10,429

（自主防災組織への防災資器材の交付　　1,300千円）

広域消防組合事業費に対する常備消防費負担金 3,129,520

（短時間勤務再任用職員２名　　　　　　7,451千円）

消防団管理事務 182,772

（トランシーバー等装備品購入　　　　　4,270千円）

☆ （救助活動用資器材購入　　　　　　　　2,988千円）

（公共施設長寿命化関連修繕事業

 桑畑地区コミュニティ消防センター井戸ポンプ修繕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　515千円）

消防施設整備事業 115,675

☆ （消防ポンプ自動車購入（西見前・手代森地区）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　38,195千円）

☆ （小型動力ポンプ付積載車購入（馬場・桑畑地区）

                     　　　　　　　　24,088千円）

（湯沢消防屯所建設事業　　　　　　　 52,943千円）
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

９ 消防費 消防対策室 広域消防組合事業費に対する消防施設費負担金 699,053

（盛岡西消防署厨川出張所建設事業　　19,729千円）

（盛岡西消防署城西出張所太田分駐所耐震補強事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90千円）

10 教育費 学務教職員課 教職員の働き方改革推進事業 1,806

学校教育課 外国人英語指導講師招へい事業 43,402

生徒指導強化推進事業 64,057

（生徒指導強化推進事業         　　　 1,023千円）

（スクールサポート事業       　　　  49,570千円）

（地域ぐるみの学校安全推進事業 　　　 2,019千円）

（不登校生徒等対策事業　　　　　 　　11,445千円）

先人教育推進事業 487

学校図書館活用推進事業 10,089

教育振興運動事業 2,067

教育研究所 教育研修事業 9,350

【小学校に係る事業】

教育委員会総務課 　　学校管理事務 1,332,192

　　校舎等維持補修事業 116,944

　　（小学校校舎屋根修繕　　　32,100千円）　　　　　

☆ 　　向中野小学校施設整備事業 31,476

　　飯岡小学校施設整備事業 406,937

　　仁王小学校校舎長寿命化改修事業　⇒長寿命化計画 375,944

　　大新小学校校舎長寿命化改修事業　⇒長寿命化計画 645,532

☆ 　　城南小学校屋内運動場長寿命化改修事業　 10,197

　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒長寿命化計画

学務教職員課 　　学校管理事務 20,218

☆ 　　（都南スクールバス更新        　8,401千円）

　　学校給食運営事業 53,533

　　教育振興事業（就学援助事業） 113,688

　　（新入学学用品　9,753千円）⇒戦略プロジェクト
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

10 教育費 学校教育課 　　学校配分事務 99,414

　　教育振興事業 148,468

☆ 　　（教科書改訂による教師用教科書・指導書購入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　143,237千円）

　　義務教育教材器具購入事業 33,598

☆ 　　（プログラミング教育用教材購入等　6,573千円）

【中学校に係る事業】

教育委員会総務課 　　学校管理事務 380,432

　　校舎等維持補修事業 29,230

　　仙北中学校第二屋内運動場等整備事業 318,518

　　城西中学校校舎長寿命化改修事業　⇒長寿命化計画 418,590

☆ 　　北陵中学校校舎長寿命化改修事業　⇒長寿命化計画 13,442

学務教職員課 　　学校給食運営事業 81,893

☆ 　　（給食自由選択方式の実施（北陵中）　18,501千円）　

　　教育振興事業（就学援助事業） 102,370

　　（新入学学用品　13,920千円）⇒戦略プロジェクト

　　（クラブ活動費支給　　　 　　　　9,891千円）　

　　　　　　　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

学校教育課 　　学校配分事務 71,867

市立高校 総務事務 139,487

☆ （創立100周年記念事業　　　　　　　　　9,700千円）

生涯学習課 社会教育促進事業　　　　　　　　 4,146

☆ 渋民公民館長寿命化改修事業　        ⇒長寿命化計画 37,872

☆ 渋民図書館長寿命化改修事業　        ⇒長寿命化計画 9,710

子ども科学館管理運営事業 158,065

歴史文化課 文化財保護事業 11,253

盛岡城跡保存整備事業 6,905

玉山歴史民俗資料館・石川啄木記念館整備事業 2,585

                             　 ⇒新市建設計画

―　21　―



☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

10 教育費 中央公民館 中央公民館施設整備事業 17,224

（中央公民館企画展示室大規模改修事業）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒長寿命化計画

図書館 図書館大規模改修事業　　　　　　　　⇒長寿命化計画 54,118

学務教職員課 （仮称）盛岡学校給食センター建設事業 222,761

公共施設長寿命化関連修繕事業 62,685

（小中高等学校：自家用電気工作物修繕外

　市立高校：救助袋，重油タンク修繕

　公民館：非常用発電機，屋上防水シート補修

　原敬記念館：外壁亀裂他修繕，図書館排煙装置修繕）

（教育委員会総務課,
生涯学習課，歴史文
化課，市立高校）
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

２ 総務費 文化国際課 姉妹都市等国際交流事業 34,279

（ビクトリア市姉妹都市35周年記念事業　　10,989千円）

⇒戦略プロジェクト

（ホストタウン機運醸成事業 　　1,589千円）

⇒戦略プロジェクト

芸術文化活動振興事業 15,952

（盛岡文士劇東京公演共催負担金 　　5,000千円）

⇒戦略プロジェクト

（盛岡国際俳句大会共催負担金 　　4,000千円）

⇒戦略プロジェクト

文化会館管理運営事業 632,173 

文化会館活動事業 20,414

☆ 渋民文化会館長寿命化修繕事業　　 ⇒長寿命化計画 53,216

スポーツ推進課 スポーツ活動機会提供事業 1,157

☆ （健康づくり習慣化推進事業　　　700千円）

競技大会等開催事業 43,530

（いわて盛岡シティマラソン大会実行委員会

　　　　負担金  30,000千円）　　⇒戦略プロジェクト

☆ （スポーツクライミング第３回コンバインド

　　　ジャパンカップ大会負担金　 2,000千円）

⇒戦略プロジェクト

（2020インターハイハンドボール競技

                         開催負担金   　1,070千円）

体育施設管理運営事業 433,146

体育施設修繕事業 10,566

総合プール整備事業　 10,944

総合プール改修事業　　　　　　⇒長寿命化計画 533,811

スポーツ活動機会提供事業 509

盛岡広域連携スポーツツーリズム推進事業 53,924

　　　　⇒戦略プロジェクト

地域おこし協力隊活用事業　　⇒戦略プロジェクト 4,000 

盛岡南公園野球場整備事業    ⇒合併建設計画 118,575

７ 商工費 観光課 観光施設整備事業 11,670

☆ （観光パラメータ調査業務委託料　3,000千円）

スポーツツーリズム
推進室

【交流推進部】

令和２年度当初予算 新設部（交流推進部）に係る主な事業一覧（再掲）

盛岡南公園野球場整
備室
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和２年度当初予算 新設部（交流推進部）に係る主な事業一覧（再掲）

７ 商工費 観光課 観光客誘致宣伝事業 15,258

（東北六市連携事業　3,000千円）⇒戦略プロジェクト

大型観光キャンペーン事業 7,827

（岩手もりおか復興フェスタ実行委員会負担金 1,000千円）

⇒戦略プロジェクト

（東北絆まつり派遣事業負担金　　　 　3,150千円）

観光団体育成強化事業 53,629

☆ （つなぎ温泉観光協会事業費補助金（盛岡伝統芸能常設

　公演事業分）　5,700千円）　⇒戦略プロジェクト

まつり・イベント振興事業 48,506

（盛岡さんさ踊り実行委員会負担金　　15,895千円）

（盛岡花火の祭典負担金　　　　　 　　4,137千円）

（全国高校生短歌大会負担金　　　　　 4,275千円）

（盛岡舟っこ流し事業費補助金　　　　 2,508千円）

広域観光推進事業 11,211

ＭＩＣＥ（マイス）誘致推進事業　⇒戦略プロジェクト 25,800

外国人観光客誘致推進事業　　　　⇒戦略プロジェクト 6,408

☆ （タイ誘客受入環境整備事業　　　　　　　2,423千円）

☆ （盛岡City Wi-Fi整備事業　　　　　　　　3,985千円）
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☆は新規　（単位：千円）

会 計 名 課 名 事 業 費

公設浄化槽 上下水道部 公設浄化槽施設管理事務 6,329 

　　玉山事務所

農業集落排水 上下水道部各課 農業集落排水施設管理事業 108,846 

母子父子寡婦 子ども青少年課 母子父子寡婦福祉資金貸付費 23,001 

国民健康保険 健康保険課 療養給付費等給付事業 17,656,213 

医療費助成事業 2,500 

保健事業 256,355 

　　特定健康診査等事業　227,286円

　　人間ドック健康診断事業　20,127千円

　　訪問保健指導事業　8,942千円

収納率向上対策事業 63,631 

介護保険 介護保険課 介護サービス等給付事業 24,414,974 

介護予防・生活支援サービス事業 421,941 

長寿社会課 総合相談事業 281,669 

生活支援体制整備事業 44,046 

後期高齢 健康保険課 後期高齢者医療事業 3,211,015 

徴収事務 38,611 

市場 中央卸売市場 一般管理事業 569,308 

新産業等用地 新産業拠点形成 新産業等用地整備事業　　⇒戦略プロジェクト 1,520,759 

推進事務局

事 業 名

令和２年度当初予算 主な事業一覧（特別会計）
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☆は新規　（単位：千円）

会 計 名 課 名 事 業 費

水道 上下水道部各課 配水管施設整備事業 1,980,101 

　　安全対策事業　３路線1,080ｍ

　　未給水地域解消事業　１路線330ｍ

　　能力増強事業　２路線370ｍ

　　経年管対策事業　16地区6,465ｍ

　　給水管整理統合事業　１路線35ｍ

　　配水管整備事業（玉山地域）　３路線693ｍ

　　他事業関連事業等　6,140ｍ

　　配水調整ブロック設定事業

浄配水場施設整備事業 986,625 

　（米内浄水場急速ろ過池複層化工事ほか）

その他施設整備事業 19,226 

　（水質管理センター整備事業ほか）

下水道 上下水道部各課 管渠施設整備事業

　　汚水分　6.0ｋｍ 1,412,743 

　　雨水分　1.0ｋｍ 465,126 

地震対策事業 25,000 

長寿命化対策事業 110,840 

流域下水道事業 183,010 

（流域下水道建設負担金）

病院 市立病院総務課 医療機器整備事業 179,000 

（電子カルテシステム，

　磁気共鳴断層撮影装置（ＭＲＩ）ほか）

令和２年度当初予算 主な事業一覧（企業会計）

事 業 名
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（単位：千円）

款 課 名
事 業 費
( 前 年 度 )

３ 民生費 地域福祉課 地域福祉人材育成等事業 (6,055)

地域福祉の推進とコミュニティ経済の循環促進事業 (3,300)

プレミアム付商品券事業 (386,796)

４ 衛生費 企画総務課 飯岡農業構造改善センター長寿命化修繕事業 (2,420)

５ 労働費 経済企画課 都南勤労福祉会館大規模改修事業　　 　⇒長寿命化計画 (272,535)

６ 農林費 農政課 飯岡農業構造改善センター長寿命化修繕事業 (16,000)

⇒長寿命化計画

８ 土木費 建築指導課 耐震対策緊急促進事業 (35,932)

10 教育費 教育委員会総務課 学校施設防災対策事業 (96,330)

事 業 名

令和２年度当初予算で終了した主な事業
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（単位：千円）

款 課 名
事 業 費
( 前 年 度 )

５ 労働費 経済企画課 管理運営事業（勤労者福祉施設） 38,220

（サンライフ盛岡大規模改修工事　　　　298,385千円）　 (348,586)

⇒長寿命化計画

６ 農林費 農政課 有害鳥獣対策事業 4,270

（矢巾総合射撃場整備事業負担金　　　　　　8,658千円） (12,771)

畜産振興事業 8,934

（御大堂牧野放牧促進事業費補助金　　　　　　990千円） (9,846)

家畜衛生対策事業 681

（岩手県央へい獣処理協議会新保冷施設建設負担金 (5,307)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,540千円）

農業基盤整備事業 41,135

（かんがい排水事業負担金（太田堰地区）　　6,050千円） (40,288)

事 業 名

令和２年度当初予算で縮小した主な事業
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