
【 資 料 ４ 】

☆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 9,603 

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 1,443 

☆ 内丸地区まちづくり推進事業 10,432 

基幹統計調査事務 19,261 

都市戦略室 11,577 

地域おこし協力隊活用事業　　⇒戦略プロジェクト 11,818 

☆ （関係人口の創出・拡大等　9,400千円）

移住・定住・交流人口対策事業 32,764 

⇒戦略プロジェクト・地方創生

☆ （関係人口の受入拠点の設置・運営等　8,520千円）

（移住コーディネーターの配置　6,093千円）

市史編さん室 市史編さん事業 10,866 

広聴広報課 市政広報活動事業 88,919 

国際リニアコライダー誘致推進事業 1,588 

管財課 市有土地活用事務 2,856

庁舎管理事務 345,306

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 ICT活用推進事業 4,302 

☆ 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査事務 89,198 

財政課 財務会計システム運用事務 17,421 

統一的な基準による地方公会計運用事務 5,877 

契約検査課 電子入札システム運用事業 4,560 

競争入札参加資格審査事務 12,767 

令和３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

盛岡ブランド確立事業　　⇒戦略プロジェクト・地方創生

選挙管理委員会事務
局
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和３年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

２ 総務費 市民税課 賦課事務 82,870 

市民税賦課システム運用事務 48,994 

資産税課 賦課事務 59,484 

納税課 税等徴収事務 73,459

収納率向上対策事業 54,819

資産経営課 アセットマネジメント推進事務 715

市民協働推進課 地区行政事務 77,143

（協働推進奨励金　75,597千円）

公衆街路灯関連事業 89,488

（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） 3,935千円）

（盛岡市街灯設置費等補助金（柱撤去）　 　  618千円）

（盛岡市認定公衆街路灯電気料給付金等　  45,790千円）

コミュニティ推進事業 11,919

（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　5,102千円）

コミュニティ施設管理運営事業 187,478

自治公民館整備事業 14,340

地域協働推進事業 13,342

（地域づくり事業補助金　12,600千円）

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 20,666

　⇒長寿命化計画　

☆ 太田地区活動センター外２施設複合化・大規模改修事業 9,575

　⇒長寿命化計画　

くらしの安全課 交通指導員活動事業 43,628

交通安全啓発事業 2,722

交通安全教育事業 10,579

防犯活動事業 5,887
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和３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 16,002

消費生活センター 消費者行政推進事業 50,731

消費者行政活性化事業 3,588

計量行政推進事業 3,177

市民登録課 ☆ 太田地区活動センター外２施設複合化・大規模改修事業 459

　 ⇒長寿命化計画　

総務事務 479,405 

（証明書コンビニ交付サービス事務　16,115千円）

マイナンバー制度導入事務 103,647 

文化国際課 姉妹都市等国際交流事業 32,423

（盛岡市・ビクトリア市姉妹都市提携35周年記念事業

　　　　　　　　　8,208千円）　　⇒戦略プロジェクト

☆ （盛岡市・花蓮市友好都市交流事業　2,838千円）

⇒戦略プロジェクト

（ホストタウン機運醸成事業　771千円）

⇒戦略プロジェクト

友好都市等交流事業 304

☆ （うるま市友好都市提携10周年事業準備）

芸術文化活動振興事業 20,752

（盛岡国際俳句大会共催負担金　5,600千円）

⇒戦略プロジェクト

☆ （芸術文化ポータルサイトの構築　7,590千円）

☆ 地域おこし協力隊活用事業（芸術文化の推進） 4,161

文化会館管理運営事業 665,261 

文化会館活動事業 103,641

スポーツ推進課 スポーツ活動機会提供事業 1,121

体育団体育成事業 34,684

競技大会等開催事業 43,495

（いわて盛岡シティマラソン実行委員会

　　　　負担金  39,000千円）　　⇒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３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 体育施設管理運営事業 433,654

体育施設修繕事業 12,043

総合プール整備事業　 751

都南東部体育館整備事業　　⇒合併建設計画 39,317

☆ 南公園球技場長寿命化修繕事業　　⇒長寿命化計画 170,550

スポーツ活動機会提供事業 509

☆ 競技大会等開催事業 2,000

（スポーツクライミング第４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

盛岡広域連携スポーツツーリズム推進事業 62,635

　　　　⇒戦略プロジェクト

地域おこし協力隊活用事業（盛岡広域圏の魅力発信等） 1,723 

　　　　⇒戦略プロジェクト

盛岡南公園野球場整備事業  　⇒合併建設計画 3,021,418

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）

企画調整事務 1,593

（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 1,703

☆ 山谷川目地区コミュニティセンター長寿命化改修事業 3,934

　⇒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 65,934

税務住民課 ☆ 巻堀出張所・好摩地区公民館建替事業 6,016

　⇒長寿命化計画　

公共施設長寿命化関連修繕事業 9,692

（内丸分庁舎非常用照明鉛蓄電池交換修繕，盛岡体育館地下

  駐車場泡消火設備修繕，総合アリーナ防火設備・非常用予

　備発電装置・非常用照明器具修繕）

スポーツツーリズム
推進室

盛岡南公園野球場
整備室

（管財課，スポーツ
推進課）

玉山総合事務所
総務課
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和３年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

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 4,321

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） 930,024

健康保険課 後期高齢者医療健診事業 151,348

後期高齢者医療歯科健診事業 2,802

☆ 高齢者保健指導事業 8,677

後期高齢者医療療養給付費負担金 2,558,306

後期高齢者医療広域連合分担金 114,854

地域福祉課 避難行動要支援者避難支援事業 4,033

民生委員活動事業 38,740

地域福祉計画推進事業 23,810

社会福祉法人指導監督等事業 12,299

障がい福祉課 障がい者福祉施設整備助成事業 28,800

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 3,450,755

訓練等給付事業 2,567,646

地域生活支援事業 279,545

生活保護受給者等就労支援事業 27,378

自立相談支援事業 48,136

学習支援事業　　⇒戦略プロジェクト 23,422

住居確保給付金支給事業 10,618

（障がい児相談支援事業　4,800千円）

生活福祉第一課
生活福祉第二課
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和３年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

３ 民生費 生活保護事業 7,241,968

介護保険課 老人福祉施設整備助成事業 468,868

老人福祉施設開設準備経費助成事業 158,308

介護従事者確保事業 9,326

長寿社会課 敬老バス運行事業 22,487

高齢者権利擁護等推進事業 15,004

老人福祉センター施設整備事業 10,990

☆ （山岸老人憩いの家長寿命化修繕　8,621千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒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 3,958

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒長寿命化計画

☆ 太田地区活動センター外２施設複合化・大規模改修事業 4,948

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒長寿命化計画

子ども青少年課 青少年施策推進事業 4,880

地域児童クラブ等運営事業 556,428

　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒戦略プロジェクト

☆ （仁王学童クラブ移転改修事業　32,974千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒長寿命化計画

子育て応援プラザ運営事業　　⇒戦略プロジェクト 27,154

子ども未来基金事業　　⇒戦略プロジェクト 16,069

ひとり親家庭等日常生活支援事業　　⇒戦略プロジェクト 1,216

　　　　　　　　　　　　　　　

☆ 支援対象児童等見守り強化事業　　⇒戦略プロジェクト 8,800

私立児童福祉施設等運営事業 14,825

児童手当支給事業 3,927,130

児童扶養手当支給事業 1,219,282

母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業 22,026

児童館管理運営事業 499,569

　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

（放課後児童クラブ利用料補助　13,985千円）

生活福祉第一課
生活福祉第二課

（児童厚生員の適正配置　26,832千円）
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和３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 217,064

　　　　　　　　 189,678千円）　⇒戦略プロジェクト

（（仮称）向中野児童センター整備事業

　　　　　　　　　15,534千円）　⇒戦略プロジェクト

☆ （（仮称）太田児童センター整備事業

　　　　　　 　　　6,000千円）　⇒戦略プロジェクト

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 6,459

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒長寿命化計画

☆ 大新小・大新児童館複合化・大規模改修事業 74,256

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒長寿命化計画

子ども家庭総合支援センター事業　　⇒戦略プロジェクト 22,042

養育支援訪問（家事援助）事業　　⇒戦略プロジェクト 1,188

地域子育て支援センター事業 109,751

つどいの広場管理運営事業 10,465

子育て世代包括支援センター事業　　⇒戦略プロジェクト 10,427

子育てあんしん課 特別保育事業 254,487

病児保育事業　 85,625

私立児童福祉施設運営費助成事業（運営費補助事業） 169,227

☆ （医療的ケア児保育支援事業　7,338千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

待機児童解消強化事業 8,000

私立児童福祉施設等運営事業 5,168,178

認定こども園等運営費給付事業　 4,373,995

保育所管理運営事業 1,435,673

☆ 東見前保育園園舎解体事業　　⇒長寿命化計画 3,090

保育サービス推進室 私立児童福祉施設運営費助成事業（副食費助成） 66,385

私立児童福祉施設整備助成事業 365,096

子育て世代包括支援
センター

（（仮称）見前北児童センター整備事業

子ども家庭総合支援
センター

―　7　―



☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和３年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

３ 民生費 保育サービス推進室 保育士確保対策事業 104,751

子育てのための施設等利用給付事業 307,126

長寿社会課 公共施設長寿命化関連修繕事業 1,100

（けやき荘接地抵抗値改修修繕）

４ 衛生費 ☆ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 31,007

（新型コロナワクチン接種実施本部設置に係る職員人件費）

企画総務課 医務薬務指導事業 619

☆ 地域外来・検査センター運営事業 159,620

第二次救急医療事業 46,621

在宅当番医制事業 8,412

小児救急輪番制病院事業 19,180

墓園管理運営事業 17,521

夜間急患診療所管理運営事業 83,033

（患者待機用ユニットハウス設置等新型コロナ対策

7,615千円）

健康増進課 成人健康診査事業 468,651

☆ がん患者等生活支援事業 2,028

保健予防課 精神保健福祉事業 3,905

感染症予防事業 301,978

☆ （ＰＣＲ検査業務委託等新型コロナ対策　234,089千円）

予防接種事業 861,291

生活衛生課 食品衛生指導事業 8,163

生活衛生指導事業 701 

動物愛護事業 8,979

乳児家庭全戸訪問等事業　　⇒戦略プロジェクト 5,611子育て世代包括支援
センター

新型コロナワクチン
接種実施本部事務局
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和３年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

４ 衛生費 母子健康課 母子保健事業 235,605

（産婦健康診査事業 16,651千円）　　⇒戦略プロジェクト

（産後ケア事業（アウトリーチ型） 790千円）

　⇒戦略プロジェクト

☆ （産後ケア事業（デイサービス型） 755千円）

　⇒戦略プロジェクト

乳幼児健康診査事業 89,332

不妊に悩む方への特定治療支援事業 58,423

環境企画課 自然環境等保全事業 1,044

公害防止対策事業 22,519

地球環境啓発事業 5,743

地球温暖化対策実行計画推進事業 18,894

（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 436

飲用井戸等整備補助事業　　⇒新市建設計画 13,596

飲用水確保対策事業 21,753

飲料水供給施設管理運営事業 3,355

廃棄物対策課 リサイクルセンター施設整備事業 8,800

旧清掃工場施設解体事業 421,048

☆ 玉山廃棄物処分場施設整備事業 4,200

県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進事業 28,175

資源循環推進課 容器包装リサイクル推進事業 5,684

ごみ減量等啓発事業 9,936

事業系ごみ減量等推進事業 7,012

きれいなまち推進事業 31,468

収集センター 塵芥収集運搬委託事業 653,549

ごみ処理広域化推進
室
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和３年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

４ 衛生費 リサイクルセンター 廃棄物処分場管理運営事業 146,971

資源ごみ分別作業所管理運営事業 56,967

クリーンセンター クリーンセンター設備改修事業 288,189

塵芥収集運搬委託事業 42,662

成人健康診査事業 9,442

患者輸送事業 31,993

（患者輸送バス２台更新　19,852千円）

上下水道部給排水課 浄化槽設置整備補助事業　 23,850

企画総務課 公共施設長寿命化関連修繕事業 3,008

（保健所井水揚水ポンプ，区分開閉器更新）

５ 労働費 経済企画課 勤労者対策事業 86,309

雇用対策推進事業 9,121

（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

（U・Iターン，移住支援事業　6,528千円）

⇒戦略プロジェクト

（新卒・若者就業支援事業　　　　　　　　1,382千円）

⇒戦略プロジェクト

若者の就業支援事業 20,510

（高校生等地元就職フォローアップ，高校生インターンシップ

　事業・スキルアップ支援事業          　2,319千円）

⇒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

☆ （ふるさとワーキングホリデー事業    　　6,592千円）

⇒戦略プロジェクト

６ 農林費 農政課 新規就農支援事業　  ⇒戦略プロジェクト 20,170

（親元就農給付金　3,600千円）　　

水田農業構造改革事業 15,691

いわて地域農業マスタープラン実践支援事業 5,280

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３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 農業生産対策事業 6,480

（スマート農業導入促進事業　5,550千円）

⇒戦略プロジェクト

（高単価りんどう品種作付転換支援事業　　84千円）

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 997

（りんご剪定作業担い手育成補助事業　800千円）

⇒戦略プロジェクト

農業改良普及事業 1,797

（盛岡市農業振興連絡協議会負担金（輸出支援事業分）

1,000千円）⇒戦略プロジェクト

有害鳥獣対策事業　 4,069

中山間地域等直接支払事業 20,618

地域おこし協力隊活用事業（中山間地域活性化） 17,944

畜産振興事業 11,684

（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）

☆ （もりおか短角牛肥育応援事業費補助金　1,090千円）　

農業基盤整備事業 148,509

（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　12,264千円）

⇒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　29,143千円）

（国営造成施設管理体制整備促進事業　1,983千円）

（ほ場整備事業　武道地区負担金　3,700千円）

⇒新市建設計画

（かんがい排水事業　松川大堰地区負担金　7,650千円）

⇒新市建設計画

☆ （基幹水利施設ストックマネジメント事業　太田第一地区

    13,000千円）

☆ （農地整備事業（通作条件整備）南中野地区擁壁改修

66,480千円）

環境保全型農業直接支払交付金事業 14,129

多面的機能支払交付金事業 166,822

砂子沢生活改善センター移転新築事業　　⇒長寿命化計画 40,822
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和３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 牧野管理運営事業 10,182

（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 3,351

食と農のバリューアップ推進事業　　⇒戦略プロジェクト 25,057

林政課 総務事務 186,556

（農林業振興基金積立　森林環境譲与税　78,538千円）

林道管理事業 21,845

森林適正管理推進事業　　      　　 13,936

☆ （緊急除伐等支援事業　3,080千円）

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 12,966

市産材利用拡大推進事業 10,426

☆ （公共施設等木造・木質化推進事業　10,000千円）

市産材利用住宅支援事業 1,950

市産材利用店舗等支援事業 1,000

森林経営管理事業 54,622

市有林造成事業（補助） 16,495

市有林造成事業（単独） 30,492

新規就農支援事業　　⇒戦略プロジェクト 3,065

水田農業構造改革事業 8,929

中山間地域等直接支払事業 40,647

地域おこし協力隊活用事業（中山間地域活性化） 24,222

文京区学生と創るアグリイノベーション事業 7,328

畜産振興事業 2,607

玉山総合事務所
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３年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

６ 農林費 多面的機能支払交付金事業 79,822

総合交流ターミナル管理運営事業 34,048

牧野管理運営事業 31,217

（草地更新事業委託料　3,817千円）

７ 商工費 観光課 観光客誘致宣伝事業 14,412

（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 9,695

（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ＤＣおもてなしガイド派遣事業　1,337千円）

⇒戦略プロジェクト

（東北絆まつり派遣事業負担金　4,000千円）

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 47,833

（盛岡さんさ踊り実行委員会負担金　　14,895千円）

（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 10,369

ＭＩＣＥ（マイス）誘致推進事業 15,000

盛岡芸妓育成事業 3,000

経済企画課 商業振興事務 430

（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 202

（商店街等魅力強化支援事業　90千円）

商店街活性化支援事業 6,291

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 195

玉山総合事務所
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３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 工業振興事業 16,145

（製造業及び情報サービス業市場開拓等事業補助金

　　　　　　　　　　　  550千円）　⇒戦略プロジェクト

（企業サポート専門員　2,892千円)   ⇒戦略プロジェクト

☆ （盛岡AI・IoTプラットフォーム事業

　　　　　　7,000千円）⇒戦略プロジェクト・地方創生

盛岡テクノミュージアム設置事業　　⇒戦略プロジェクト 250

ものづくり人材育成事業　　⇒戦略プロジェクト 137

工場新設拡充等事業　　⇒戦略プロジェクト 53,018

盛岡広域企業誘致推進事業 814

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 1,218

成長分野拠点形成支援事業 31,930

　　　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト・地方創生

金融対策事業 620,366

（新型コロナウイルス感染症経済対策保証料・利子補給金

     410,367千円）

地場・伝統産業振興事業 11,000

（特産品ブランド振興事業　132千円）

　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

（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　3,272千円）

　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

もりおか元気応援寄附金推進事業 99,366

ものづくり産業魅力向上事業　　⇒戦略プロジェクト 1,265

地域おこし協力隊活用事業（繋地域の魅力創出） 3,602

まつり・イベント振興事業 5,425

８ 土木費 道路管理課 道路橋りよう維持管理事業 584,869

道路除排雪事業 610,948

玉山総合事務所
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３年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

８ 土木費 道路管理課 市道舗装二次改築事業 139,431

除雪機械整備事業 41,152

道路建設課 道路新設改良事業

　　一の渡岩洞湖線　　⇒新市建設計画 24,000

　　二子沢線　　⇒新市建設計画 45,400

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 27,000

  　　都南中央第三地区　　⇒合併建設計画 160,416

  　　道明地区 349,702

　　　下飯岡地区 25,220

市街地整備課 　　　下太田地区 111,953

道路建設課 広域圏道路新設整備事業

　　津志田白沢線 74,000

　　新庄１号線 67,000

　　岩山２号線 30,000

　　その他交通安全施設 25,000

道路管理課 橋りよう維持補修事業 268,924

道路建設課 交通安全施設等整備事業

　  東中野門線 142,000

　　谷地頭線外１路線 24,000

　　下田生出線（下田工区）　　⇒新市建設計画 23,000

　　三本柳線　　⇒合併建設計画 51,000

　　西部線外 18,000

　　本町通一丁目名乗沢２号線（山岸二丁目）第二工区 44,800

　　永井街道線 56,000

　　西青山一丁目上厨川２号線（第二工区） 35,000

　　下太田上太田５号線（第二工区） 15,000

　　生活道路対策エリア 14,000

　　岩手飯岡駅東西線自由通路　　⇒新市建設計画 115,000

―　15　―



☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和３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 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） 101,000

　　南大通二丁目南大橋線外 60,000

河川課 急傾斜地崩壊対策事業

　山岸地区 40,000

　桜山地区 2,000

河川等維持管理事業 26,025

☆ 　緊急浚渫事業（三沢川，木伏川，大沢田川　5,500千円）

河川改良事業

　　大葛川 12,000

　　広川 21,000

　　木伏川 18,000

　　南川 528,400

　　沢口川 9,000

☆ 　　米内沢川 9,000

道路建設課 街路事業

　　愛宕町三ツ割線（山岸四丁目）　 40,000

　　県営街路事業負担金 13,173

交通政策課 交通政策推進事務 779

☆ （地域内交通導入モデル事業（アドバイザー派遣）　39千円）

バス関連事務 92,709

（「まちなか・おでかけパス」事業　52,500千円） 

（おでかけパス特典ポイント発行事業　5,830千円）

公共交通利用促進対策事業 228,758

（ＪＲ田沢湖線新駅整備事業　227,858千円） 

建築住宅課 公営住宅ストック総合改善事業　　⇒長寿命化計画 737,901

被災住宅補修支援事業　　⇒復興推進 3,627

被災者住宅再建支援事業　　⇒復興推進 9,500

景観政策課 都市景観形成指導事業 1,306
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和３年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

８ 土木費 景観政策課 屋外広告物事務 5,796

景観計画推進事業 19,024

盛岡南整備課 土地区画整理事業

　　道明地区 738,152

　　都南中央第三地区　　⇒合併建設計画 647,502

市街地整備課 　　太田地区 1,414,410

都市計画課 開発行為等に関する事務 3,059

☆ 　（大規模盛土造成地変動予測調査

　　　　　　第二次スクリーニング予備調査　2,800千円）

都市計画マスタープラン策定事務 10,500

空き家等対策事業 1,118

公園みどり課 公園等維持管理総務事務 48,070

　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

街路樹等維持管理事業 192,703

動物公園総務事務 232,277

　（キリン繁殖に係る輸送委託費　2,500千円）

花と緑のまちづくり事業 16,835

都市公園整備事業　 68,488

（中央公園，高松公園，太田６号街区公園）

お城を中心としたまちづくり事業 88,716

☆ 史跡盛岡城跡歴史的建造物復元整備調査事業 3,900

盛岡地区かわまちづくり事業　　⇒戦略プロジェクト 3,030

道路建設課 盛岡バスセンター整備事業（歩道整備等整備分） 65,100

まちなか未来創生室 盛岡バスセンター整備事業 458,630

☆ 中ノ橋通一丁目地区市街地再開発事業 182,775

　（いしがきミュージックフェスティバル支援事業　3,000千円）
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和３年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

８ 土木費 建築指導課 既存建築物耐震診断・改修促進事業 3,317

（木造住宅耐震診断支援  　　　283千円）

（木造住宅耐震改修支援　　　1,000千円）

（ブロック塀安全対策補助金　2,000千円）

住宅・建築物アスベスト改修事業 21,751

鉄道関連事務 2,100

（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）

道路橋りよう維持管理事業

　百目木永井沢線 10,000

　前田岩洞湖線 10,000

　好摩永井線　　⇒新市建設計画 18,200

道路除排雪事業 40,783

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 34,683

　市道啄木団地線 27,000

側溝整備事業

　門前寺線 6,300

　大の平線 10,000

　好摩駅西地区整備事業　　⇒新市建設計画 7,100

　渋民駅北地区整備事業　　⇒新市建設計画 20,600

除雪機械整備事業 34,180

（除雪ドーザー15ｔ級　１台購入）

社会資本整備総合交付金事業

　日戸柴沢線路肩拡幅工事 15,000

　山谷川目線路肩拡幅工事 10,000

☆ 河川等維持管理事業 31,100

　緊急浚渫事業（濁川，芦名沢川，西郡川　31,100千円）

９ 消防費 危機管理防災課 危機管理防災事業　 42,860

☆ （災害情報連携システムの更新　21,500千円）

玉山総合事務所
総務課

玉山総合事務所
建設課
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和３年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

９ 消防費 危機管理防災課 防災施設整備事業 247,368

（災害用備蓄品の購入（アルファ化米等）1,759千円）

（玉山地域防災行政無線の更新整備工事等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　240,547千円）

（避難場所標識の整備・更新　　　　　  4,500千円）

東日本大震災復興推進事業　　⇒復興推進 64,207

（被災者支援総合交付金事業　　　 61,113千円）

（東日本大震災周年行事開催事業　　1,130千円）

（東日本大震災復興推進基金積立金　1,000千円）

消防対策室 自主防災組織育成事業 5,908

（自主防災組織への防災資器材の交付　700千円）

広域消防組合事業費に対する常備消防費負担金 3,214,184

（短時間勤務再任用職員３名　11,064千円）

消防団管理事務 176,737

☆ （消防車両ドライブレコーダー整備費　　  　1,072千円）

☆ （消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金　514千円）

消防施設整備事業 66,972

☆ （消防ポンプ自動車購入（三ツ割・羽場地区）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　38,280千円）

☆ （小型動力ポンプ付積載車購入（城内・元好摩地区）

                     　　　　　　　　24,088千円）

☆ （見前消防屯所建設事業　　　　　　 　 4,246千円）

広域消防組合事業費に対する消防施設費負担金 686,936

☆ （水槽付消防ポンプ自動車購入（太田分駐所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,212千円）

10 教育費 学務教職員課 教職員の働き方改革推進事業 4,232

☆ （勤務時間管理システム導入　2,064千円)

学校教育課 特別支援教育事業 6,321

☆ （医療的ケア学校看護師　4,460千円）

　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

外国人英語指導講師招へい事業 43,214

生徒指導強化推進事業 65,737

（生徒指導強化推進事業        　　 759千円）

（スクールサポート事業       　 51,420千円）

（地域ぐるみの学校安全推進事業　 2,013千円）

（不登校生徒等対策事業　　　　　11,545千円）
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和３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 先人教育推進事業 457

学校図書館活用推進事業 10,289

教育振興運動事業 1,777

学校情報室 学校情報化推進事業 163,030

教育研究所 教育研修事業 9,375

【小学校に係る事業】

教育委員会総務課 　　学校管理事務 1,289,023

　　校舎等維持補修事業 41,018

　　向中野小学校施設整備事業 616,202

　　仁王小学校校舎長寿命化改修事業　　⇒長寿命化計画 674,454

　　大新小学校校舎長寿命化改修事業　　⇒長寿命化計画 702,551

　　見前小学校校舎長寿命化改修事業　　⇒長寿命化計画 34,386

学務教職員課 　　学校給食運営事業 53,440

　　教育振興事業（就学援助事業） 110,966

　　（新入学学用品　9,855千円）　⇒戦略プロジェクト

学校教育課 　　学校配分事務 99,414

　　教育振興事業 6,472

　　義務教育教材器具購入事業 41,653

　　（大型提示装置（電子黒板等）賃貸借　12,327千円）

学校情報室 　　コンピュータ教育施設整備事業 187,902

☆ 　　（ＧＩＧＡスクールサポーター業務委託　10,290千円）

　　（児童・教師用タブレット賃貸借　　 　107,652千円）

【中学校に係る事業】

教育委員会総務課 　　学校管理事務 351,221

　　校舎等維持補修事業 26,959
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和３年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

10 教育費 教育委員会総務課 　　城西中学校校舎長寿命化改修事業　　⇒長寿命化計画 413,725

　　北陵中学校校舎長寿命化改修事業　　⇒長寿命化計画 56,991

学務教職員課 　　学校給食運営事業 84,636

　　教育振興事業（就学援助事業） 101,857

　　（新入学学用品　13,680千円）　⇒戦略プロジェクト

　　（クラブ活動費支給　　　 　　　　10,325千円）　

　　　　　　　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

☆ 　　学校施設等整備事業 12,190

学校教育課 　　学校配分事務 71,867

　　教育振興事業 58,520

☆ 　　（教科書改訂による教師用教科書・指導書購入

　　　　　　　　　　　　　　　　　    　55,997千円）

　　義務教育教材器具購入事業 29,710

　　（大型提示装置（電子黒板等）賃貸借　15,890千円）

学校情報室 　　コンピュータ教育施設整備事業 73,383

☆ 　　（ＧＩＧＡスクールサポーター業務委託　 5,390千円）

　　（生徒・教師用タブレット賃貸借　　　　54,376千円）

市立高校 総務事務 127,220

生涯学習課 社会教育促進事業　　　　　　　　 4,198

☆ 巻堀出張所・好摩地区公民館建替事業 　 ⇒長寿命化計画 21,464

子ども科学館管理運営事業 159,837

歴史文化課 文化財保護事業 13,976

☆ （民俗芸能ＰＲ動画制作業務委託　4,350千円）　

盛岡城跡保存整備事業 6,286

玉山歴史民俗資料館・石川啄木記念館整備事業 32,156

                             　 ⇒新市建設計画

中央公民館 中央公民館施設整備事業 38,535

☆ （中央公民館新設駐車場整備　　　　　　19,711千円）　

（中央公民館企画展示室大規模改修事業　18,824千円）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒長寿命化計画
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

令和３年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

10 教育費 図書館 図書館大規模改修事業　　⇒長寿命化計画 12,700

学務教職員課 （仮称）盛岡学校給食センター建設事業 13,640

公共施設長寿命化関連修繕事業 5,471

(杜陵小区分開閉器更新，下小路中防火設備(連動制御盤)

　の更新，市立高校重油タンク修繕）

（教育委員会総務課,
市立高校）
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☆は新規　（単位：千円）

会 計 名 課 名 事 業 費

公設浄化槽 公設浄化槽施設管理事務 6,379 

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 123,626 

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 43,434 

国民健康保険 健康保険課 療養給付費等給付事業 18,149,884 

医療費助成事業 2,500 

保健事業 254,864 

　　特定健康診査等事業　225,855円

　　人間ドック健康診断事業　20,004千円

　　訪問保健指導事業　9,005千円

収納率向上対策事業 58,966 

介護保険 介護保険課 介護サービス等給付事業 25,328,294 

介護予防・生活支援サービス事業 504,776 

長寿社会課 訪問型サービスＢ事業 960 

総合相談事業 281,565 

生活支援体制整備事業 44,046 

認知症初期集中支援推進事業 12,969 

後期高齢 健康保険課 後期高齢者医療事業 3,304,747 

徴収事務 35,708 

市場 中央卸売市場 一般管理事業 545,233 

新産業等用地 新産業等用地整備事業 119,652 

（第二事業区設計業務等　48,772千円

　⇒戦略プロジェクト

事 業 名

令和３年度当初予算 主な事業一覧（特別会計）

上下水道部
玉山事務所

新産業拠点形成
推進事務局
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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 2,545,087 

　　安全対策事業　５路線980ｍ

　　未給水地域解消事業　３路線1,890ｍ

　　能力増強事業　１路線160ｍ

　　経年管対策事業　15地区7,180ｍ

　　給水管整理統合事業　１路線95ｍ

　　配水管整備事業（玉山地域）　６路線4,141ｍ

　　他事業関連事業等　7,891ｍ

　　配水調整ブロック設定事業

浄配水場施設整備事業 1,041,409 

　（沢田浄水場中央監視制御装置更新工事ほか）

その他施設整備事業 37,182 

　（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　7.0ｋｍ 1,654,973 

　　雨水分　1.0ｋｍ 325,006 

地震対策事業 55,000 

長寿命化対策事業 84,735 

流域下水道事業 173,171 

（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 85,700 

（高圧蒸気滅菌装置，歯科診療ユニット，

　手術台ほか）

令和３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 )

２ 総務費 文化国際課 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 総合プール改修事業                   ⇒長寿命化計画 (533,811)

玉山総合事務所 好摩地区コミュニティセンター大規模改修事業 (82,155)

　　　　　総務課 ⇒長寿命化計画  

３ 民生費 地域福祉課 地域再犯防止推進計画事業 (3,871)

障がい福祉課 ひまわり学園管理運営事業 (51,987)

ひまわり学園長寿命化改修事業         ⇒長寿命化計画 (6,421)

身体障がい者施設管理運営事業 (19,146)

長寿社会課 地域福祉センター管理運営事業 (31,655)

地域福祉センター長寿命化改修事業     ⇒長寿命化計画 (36,173)

生きがい活動支援通所事業 (679)

(55,375)

                 　　　　　　　　　　⇒長寿命化計画

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)

子ども青少年課 (97,300)

              　　　　　　　　　　　 ⇒長寿命化計画

６ 農林費 農政課 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)

産業振興課 玉山生活改善センター解体事業　　　　 ⇒長寿命化計画 (33,957)

８ 土木費 建築住宅課 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)

10 教育費 教育委員会総務課 飯岡小学校施設整備事業 (406,937)

仙北中学校第二屋内運動場等整備事業 (318,518)

生涯学習課 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)

事 業 名

令和３年度当初予算で終了した主な事業

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

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
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（単位：千円）

款 課 名
事 業 費
( 前 年 度 )

２ 総務費 都市戦略室 連携中枢都市推進事業 178

（第２期みちのく盛岡広域連携都市圏ビジョン策定事務） (3,107)

市民協働推進課 コミュニティ施設管理運営事業 187,478

（青山地区活動センター駐車場整備　　37,077千円） (226,169)

事 業 名

令和３年度当初予算で縮小した主な事業
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