
【 資 料 ２ 】

■子育て応援プロジェクト

　事業費(千円)

1 ［新規］子ども未来基金造成事業 100,000 子ども未来課
市全体で子育てを応援するために基金を創設し，子どもの健やかな成長
に資する取組を支援する。

2 ［新規］子育て世代包括支援センター事業 10,289
子育て世代包括支
援センター

　　【参考：子育て世代包括支援センター実施事業】　

子育て世代包括支援センター事業 ※再掲 10,289

地域子育て支援センター事業 60,123

ファミリーサポートセンター事業 8,544

子育て応援パスポート事業 97

つどいの広場管理運営事業 18,640

母子保健事業 1,051

周産期保健相談強化事業 1,926

絵本の読みきかせ事業 394

乳児家庭全戸訪問等事業  ※別掲 4,959

（ 実施事業に係る事業費合計 ） 106,023

3 ［新規］小学生医療費給付事業（通院分） 149,443 医療助成年金課

小学生の通院医療費分について，保険で診療を受けた際に支払った自己
負担分の一部（非課税世帯は全額）を給付します。
※これまでの入院費に加えて，平成28年度からは対象を拡大し，通院の
医療費分についても給付を行うものです。

4 ［新規］
予防接種事業
（小学生インフルエンザ予防接種補助）

15,000 保健予防課
インフルエンザの罹患の大きな割合を占める子どもに対する予防接種を
進めるため，費用の一部助成について，平成28年度からは，小学６年生
まで対象を拡大して実施します（従来は未就学児まで）。

妊娠，出産，子育て期にわたる母子保健や育児に関する様々な悩み等に
対応するため，面接や訪問等を通じて，保健師等が専門的な見地から継
続的な支援を行います。
また，この事業を中心に，既存の事業を「子育て世代包括支援センター
実施事業」としてまとめることで，各々の事業の連携を強化し，より効
果的な子育て支援を目指します。

戦略プロジェクトに係る平成28年度当初予算の状況

　平成27年度からの盛岡市総合計画では，より効果的に計画を推進するために，盛岡市として施策を横断して戦略的に取組むべき事柄について「戦略プロジェ
クト」としてまとめ，概ね３年を目途に，重点的に事業に取組むこととしています。平成28年度はその２年度目として，昨年度に引き続き三つの「戦略プロ
ジェクト」を推進します。各々のプロジェクトにおける平成28年度当初予算での予算措置状況については以下のとおりです。

　人口減少が大きな課題となる中，若い世代や子育て世代が，希望を持って子供を産み育て，盛岡に住みたい，住み続けたいと思えるよう，様々な支援を行
うなど，子育てにやさしいまちをつくるための戦略プロジェクトです。

事　　　業　　　名 事業担当課 事業概要

子育ての悩み相談や子育て情報の提供を市立とりょう保育園や私立保育園等７園に委

託して行うとともに，育児の相談が気軽にできる相手や仲間が集まる場所（つどいの

広場）を開設運営します。また，保護者が仕事と育児等を両立できるような地域での

相互援助を支援するほか，市内の協賛企業・店舗の独自の特典サービスを受けられる

応援パスポートを発行して，子育て世帯の負担の軽減を図ります。 

「マタニティぶっく」や「子育てぶっく」の発行のほか，助産師が妊産婦や保護者の

周産期の不安や育児の悩み等への専用電話による相談対応を行います。また，１歳６

か月児集団健診に合わせて絵本の読み聞かせを行い，親と子のふれあいの場を提供し

ます。 
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戦略プロジェクトに係る平成28年度当初予算の状況

■子育て応援プロジェクト（続き）

　事業費(千円)

5 [拡充] 私立児童福祉施設整備助成事業 396,249 子育てあんしん課

新設を予定している私立保育所等に建設費の補助を行います。
・新設２施設（宇宙心会保育所／定員60人，
　　　　　　　いちご会小規模保育所／定員19人）
・改築１施設（みたけ保育園／定員130人）
・大規模修繕１施設（盛岡幼稚園）

6 [拡充] 認定こども園等運営費給付事業 1,144,923 子育てあんしん課
子ども・子育て支援新制度施行に伴い，私立幼稚園から移行した認定こ
ども園９園と，新設される地域型保育事業所10か所に対して，子どもの
ための教育・保育給付を支給します。

7 [拡充] 特別保育事業（延長保育実施補助） 120,265 子育てあんしん課
市内私立保育所や小規模保育施設等において延長保育を実施する場合
に，要する経費に対して補助金を交付します。
※28年度は延長保育実施施設を12施設増やし，64施設とする予定です。

8 [拡充] 乳児家庭全戸訪問等事業 4,959
子育て世代包括支
援センター

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し，子育て支援に関す
る情報提供及び養育環境等の把握を行い，該当する家庭の孤立化を防ぎ
ます。

9 待機児童解消強化事業 7,215 子育てあんしん課
前年以上に定員を超えた受入を行った保育園に対して，新採用保育士へ
の一時金支給や研修受講職員の代替として臨時職員を任用したりする費
用の助成を行います。

10
私立児童福祉施設等運営事業
（処遇改善等加算）

122,790 子育てあんしん課
保育士の確保に向けて，保育園が行う給与等の処遇改善に要する費用に
ついて，運営費助成の加算措置を行います。

11 子ども・子育て支援事業計画推進事業 1,218 子ども未来課
盛岡市子ども・子育て支援事業計画の円滑な推進を図るとともに，子ど
も・子育て支援新制度で創設された利用者支援事業及び子育て支援員等
の研修を実施します。

12 小児救急輪番制病院事業 154,182
保健所
企画総務課

休日，夜間等における入院治療を必要とする小児の重症救急患者の医療
を確保するために，輪番制で診察にあたる公的病院等に対して運営費の
助成を行います。

13 夜間急患診療所管理運営事業 70,929
保健所
企画総務課

夜間の初期救急医療を確保するため，午後７時～午後11時30分まで，内
科医及び小児科医を配置し，年中無休で応急的な診療を行う夜間急患診
療所の運営を行います。

14
予防接種事業
（幼児インフルエンザ予防接種補助）

16,814 保健予防課
インフルエンザの罹患の大きな割合を占める子どもに対する予防接種を
進めるため，引き続き０歳～未就学児を対象とする費用の一部助成を行
います。

15
妊産婦医療費給付事業
乳幼児医療費給付事業
小学生医療費給付事業（入院分）

492,654 医療助成年金課
妊産婦，乳幼児，小学生（入院分）について，保険で診療を受けた際に
支払った自己負担分の一部（非課税世帯，乳幼児の３歳未満児分は全
額）を給付します。

2,806,930

事　　　業　　　名 事業担当課 事業概要
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戦略プロジェクトに係る平成28年度当初予算の状況

■きらり盛岡おでんせプロジェクト

 事業費(千円) 事業担当課

1 [拡充]
観光客誘致宣伝事業
（北海道新幹線開業による函館誘客事業）

1,537 観光交流課
北海道新幹線の開業にあたり，観光客誘致に向け，函館グルメサーカス
への出店や盛岡さんさ踊りの派遣を行い，盛岡の魅力のＰＲを行いま
す。

2 [拡充] 盛岡三大麺普及事業 795 経済企画課

盛岡の三大麺である「わんこそば」「盛岡冷麺」「盛岡じゃじゃ麺」の
普及を推進するため，盛岡三大麺普及協議会への負担金のほか，20年ぶ
りに開催される「ニッポンめんサミット」開催に係る負担金を支出しま
す。

3 ＭＩＣＥ（マイス）誘致推進事業 24,000 観光交流課
盛岡市内を主会場とする一定規模以上の国際会議や全国規模のコンベン
ションなどに対して，開催費用の一部を助成する東北最大の制度による
誘致を促進することで，市内の産業活動活性化を目指します。

4 盛岡ブランド確立事業 3,393 都市戦略室
盛岡ブランドフォーラムの開催や広告宣伝業務等を通じて，市民の盛岡
に対する誇りや愛着を醸成するとともに，盛岡の価値や魅力を積極的に
市内外に発信し，盛岡ブランドの市内外への一層の浸透を図ります。

5
観光客誘致宣伝事業
（誘客重点市場・物産販路新規開拓調査事業）

1,000 観光交流課
北海道新幹線などの開業にあたり，観光目的の入込や物産販路開拓の可
能性が高い大都市を誘客重点市場・物産販路の新規開拓先として，観光
プロモーションや物産・観光展の開催を視野に，市場調査を行います。

6
観光客誘致宣伝事業（東北六都市連携による誘客・地
域産品プロモーション事業）

450 観光交流課
東北六魂祭で培った，県庁所在地６市，各商工団体の連携を活用し，東
北全体の観光振興を推進するため，東北六市連携観光物産フェアに派遣
する事業へ負担金を支出します。

7
観光客誘致宣伝事業
（盛岡市の物産と観光展開催事業）

1,000 観光交流課
盛岡の物産と観光資源をＰＲするため，平成21年度より札幌市で開催し
好評を得ている物産展に対する負担金の支出を行います。

8
観光客誘致宣伝事業
（盛岡デー開催事業）

2,600 観光交流課
観光ＰＲと魅力発信の場として，東京と沖縄県うるま市で継続開催を予
定している盛岡デー開催に係る負担金を支出します。

34,775

　地方の衰退が懸念される中，本市の恵まれた観光資源の活用や盛岡ブランドの展開などにより，観光客や盛岡ファンを増やすとともに，ＭＩＣＥ（マイ
ス）の誘致を通じ交流人口を増やすなど，まちに活力を生み出していくための戦略プロジェクトです。

事　　　業　　　名 事業概要
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戦略プロジェクトに係る平成28年度当初予算の状況

■いわて国体おもてなしプロジェクト

 事業費(千円) 事業担当課

1 [拡充] 第71回国民体育大会開催事業（実行委員会補助金） 1,541,857
国体推進局
企画総務課

また盛岡を訪れていただけるよう，市民総参加による「おもてなし」を
積極的に展開し，盛岡の魅力を全国に発信するとともに，競技団体等と
連携し競技会の円滑な運営を図り，国体の成功を目指します。

2 [拡充] 盛岡の食材プロモーション事業 3,688 農政課

競技会場での「食のおもてなし」など，国体で全国から来盛する人たち
に，盛岡の優れた「食材」の魅力を発信するとともに，市内の飲食店や
ホテル業などと生産者とのビジネスマッチングを支援し，地場産農畜産
物の地産地消を積極的に推進します。

・総合アリーナ整備事業
・総合プール整備事業
・南公園球技場整備事業

4 スポーツ活動機会提供事業（スポーツ・パル事業） 383
国体推進局
企画総務課

市民協働による国体の成功のために欠かせないボランティアや，国体後
にも盛岡市のスポーツ振興に大きな役割を果たす人材の確保，育成を目
的に創設した「スポーツパル制度」を運用します。

5 盛岡広域連携スポーツツーリズム推進事業 1,476 スポーツ推進課

2020東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿誘致に向けた周知啓
発として，広域８市町が連携し，研修会の開催やパンフレットの作成を
行い誘致活動を実施するほか，国体で来県する多くの競技団体関係者に
対してＰＲ活動を展開します。

6 市民運動総括事業 1,489 市民協働推進課
市民運動推進の中心的役割を担う「あすを築く盛岡市民運動実践協議
会」に対し運営費を助成し，国体開催に向けた市民運動の支援を図りま
す。

7
交通安全施設等整備事業（交付金）
（盛岡駅前通線／盛岡駅東口駅前広場整備事業）

28,000 道路建設課
国体開催にあたり，盛岡市の玄関口となる盛岡駅東口の交通誘導を分か
りやすくするため，駅通路や地下道を含めて駅前広場のサイン設置等を
行います。

8
都市公園整備事業（単独）
（木伏緑地施設改修整備事業）

45,000 公園みどり課
国体開催に向けて，盛岡市の玄関口に位置する木伏緑地について，既存
樹木の伐採やベンチの設置，園路の増設等の施設改修を行います。

9 盛岡駅西口バス乗場整備事業 8,000 市街地整備課
国体のバス輸送において，盛岡駅西口のバス発着機能を強化するため，
交通広場１階ロータリー部と隣接するバス乗場との連絡通路等を整備し
ます。

1,862,521

3
国民体育大会開催関連施設整備事業
（施設整備及び施設修繕など）

232,628 スポーツ推進課
平成28年開催の「第71回国民体育大会」において競技会場となる総合
プールや盛岡南公園球技場について必要な整備や修繕などを行うととも
に，国体終了後に現アイスアリーナについて総合アリーナ化するための
床改修等の工事を行います。

　秋に開催される「希望郷いわて国体・希望郷いわて大会」を成功させるとともに，来盛する方々を「おもてなしの心」で温かく迎え，盛岡の魅力を全国に
発信するとともに，すべての市民がスポーツに親しみ，スポーツを通じて健康でいきいきと暮らすまちをつくるための戦略プロジェクトです。

事　　　業　　　名 事業概要
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