
【 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 9,177 

政務活動費交付事務 22,800 

☆ 都道府県庁所在都市議長会総会定期総会等開催事務 2,295 

２ 総務費 企画調整課 総合計画推進事務 1,606 

☆ 盛岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 1,287 

　　　⇒地方創生

都市戦略室 連携中枢都市推進事業 150 

盛岡ブランド確立事業 3,393 

　　　⇒戦略プロジェクト・地方創生・新市建設計画

国際リニアコライ
ダー推進事務局

国際リニアコライダー誘致推進事業 543 

広聴広報課 市政広報活動事業 73,176 

職員課 職員採用事務 988 

職員研修事務 4,934 

派遣研修事務 4,597 

管財課 財産管理事務 6,523

市有土地活用事務 2,005

庁舎管理事務 640,268

（☆若園町分庁舎改修工事　250,000千円）

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）

選挙管理委員会事務局 ☆ 参議院議員通常選挙事務 68,151 

（岩手大学期日前投票所設置及び運営経費　 200千円）

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

契約検査課 電子入札システム運用事業 4,349 

市民税課 市民税賦課システム運用事務 65,196 

資産税課 賦課事務 46,229 

納税課 収納率向上対策事業 37,903

資産管理活用事務局 アセットマネジメント推進事務 134,006

（☆固定資産台帳整備業務委託　　 60,000千円）

市民協働推進課 地区行政事務 81,606

（☆協働推進奨励金　78,786千円）

公衆街路灯関連事業 139,100

（☆公衆街路灯調査業務委託　48,000千円）

（盛岡市街灯設置費補助金　6,500千円）

（盛岡市認定公衆街路灯電気料給付金等　84,600千円）

コミュニティ推進事業 11,785

（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　4,867千円）

市民運動総括事業　⇒戦略プロジェクト 1,489

（あすを築く盛岡市民運動実践協議会事業補助金

1,471千円）

地域協働推進事業 13,100

（地域づくり事業補助金　12,600千円）

文化国際室 姉妹都市等国際交流事業　⇒新市建設計画 11,704

芸術文化活動振興事業　⇒新市建設計画 6,682

（☆盛岡文士劇東京公演共催負担金　3,500千円）

文化会館管理運営事業 687,352 

文化会館活動事業　⇒新市建設計画 26,314

くらしの安全課 交通指導員活動事業 43,605
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

（くらしの安全課） 交通安全啓発事業 4,748

交通安全教育事業 9,493

防犯活動事業 5,685

空き家等適正管理事業 2,857

消費生活センター 消費者行政推進事業 58,447

消費者行政活性化事業 7,116

計量行政推進事業 2,948

スポーツ推進課 スポーツ活動機会提供事業 781

競技大会等開催事業 5,769

盛岡広域連携スポーツツーリズム推進事業 1,476

　　　　⇒戦略プロジェクト・地方創生

体育施設管理運営事業 454,740

総合アリーナ整備事業　⇒新市建設計画・戦略プロジェクト 170,900

総合プール整備事業　　⇒戦略プロジェクト 58,928

南公園球技場整備事業　⇒戦略プロジェクト 2,800

渋民運動公園整備事業　⇒新市建設計画 454,150

市民登録課 マイナンバー制度導入事務 34,035 

都南総合支所 庁舎管理事務 145,959 

（☆冷房設置工事　87,800千円）

国体推進局 第71回国民体育大会開催事業 1,550,000 

　企画総務課 （実行委員会補助金1,541,857千円）

　　　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

スポーツ活動機会提供事業　⇒戦略プロジェクト 383 
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

林政課 国土調査事業（補助） 40,000

（地籍調査測量業務委託料 36,073千円）

玉山総合事務所 道の駅設置事業　⇒新市建設計画 6,602

　　　　　総務課 （☆基本計画作成業務委託　6,400千円）

☆ 玉山地域振興会議事務 1,448

コミュニティ施設管理運営事業 6,806

（文化国際室・ 施設長寿命化関連事業 121,900

　玉山総合事務所 （玉山総合事務所非常用発電機修繕，

　総務課　等） 　都南文化会館外壁修繕　他）

３ 民生費 男女共同参画青少年課 青少年施策推進事業 4,917

配偶者等暴力防止事業 3,192

医療助成年金課 医療費給付事業（妊産婦・乳幼児・小学生） 642,097

　　　　　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

（☆小学生外来医療費給付事業　149,443千円）

地域福祉課 避難行動要支援者避難支援事業 3,812

☆ 民生委員一斉改選事業 2,138

地域福祉計画推進事業 286

社会福祉法人指導監督等事業 11,673

臨時福祉給付金支給事業 228,872

☆ 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業 117,120

障がい福祉課 障がい者相談支援事業 34,076

介護給付等給付事業 2,726,807

訓練等給付事業 1,928,987
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

地域生活支援事業 241,703

福祉タクシー及びガソリン助成事業 37,216

（☆福祉ガソリン助成事業　5,053千円）

生活福祉第一課 生活保護受給者等就労支援事業 25,606

生活福祉第二課 （☆就労準備支援事業　5,024千円）

自立相談支援事業 30,000

学習支援事業 11,230

住居確保給付金支給事業 3,315

生活保護事業 7,909,774

子ども未来課 子ども・子育て支援事業計画推進事業 1,218

　　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

☆ 子どもの生活実態調査事業 1,000

☆ 子ども未来基金造成事業　⇒戦略プロジェクト 100,000

少子化対策（子育て支援）事業　⇒　地方創生 739

私立児童福祉施設等運営事業 7,822

児童手当支給事業 4,308,800

児童扶養手当支給事業 1,244,424

母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給事業 10,315

子育て世代包括支援 ☆ 子育て世代包括支援センター事業　⇒戦略プロジェクト 10,289

センター 　　　　　　　　　　　

地域子育て支援センター事業　⇒新市建設計画 60,123

つどいの広場管理運営事業 18,640
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

子育てあんしん課 地域児童クラブ等運営事業 275,224

特別保育事業（延長保育実施補助） 120,265

 ⇒戦略プロジェクト，新市建設計画

病児・病後児保育事業 51,205

私立児童福祉施設運営費助成事業 143,872

（☆幼保連携型認定こども園健診円滑化事業　　　467千円）

　　　　　　　　　（嘱託医契約費補助分）　　

私立児童福祉施設整備助成事業　 ⇒戦略プロジェクト 369,249

待機児童解消強化事業　⇒戦略プロジェクト，地方創生 7,215

私立児童福祉施設等運営事業 5,226,484

（保育士等処遇改善分 122,790千円⇒戦略プロジェクト）

認定こども園等運営費給付事業　⇒戦略プロジェクト 1,144,923

児童館整備事業 13,539

（☆津志田児童センター増築事業　11,500千円）

保育所管理運営事業 475,783

（☆幼保連携型認定こども園健診円滑化事業　　540千円）

　　　　　　　　　　　（検診器具購入分）　　

介護保険課 老人福祉施設整備助成事業 547,279

老人福祉施設開設準備経費助成事業 56,254

介護従事者確保事業 1,962

長寿社会課 敬老バス運行事業 24,740

☆ 高齢者権利擁護等推進事業 330
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

老人福祉センター施設整備事業 135,224

（☆みたけ老人福祉センター建設事業　134,100千円）

健康保険課 後期高齢者医療健診事業 126,585

後期高齢者医療歯科健診事業 1,402

後期高齢者医療療養給付費負担金 2,487,000

後期高齢者医療広域連合分担金 88,376

４ 衛生費 子育て世代包括支援 乳児家庭全戸訪問等事業　⇒戦略プロジェクト 4,959

センター

保健所企画総務課 第二次救急医療事業　⇒新市建設計画 130,930

小児救急輪番制病院事業　⇒戦略プロジェクト 154,182

夜間急患診療所管理運営事業　⇒戦略プロジェクト 70,929

健康推進課 母子保健事業 230,081

乳幼児健康診査事業　⇒新市建設計画 109,308

小児慢性特定疾病対策事業 109,118

（☆小児慢性特定疾病指定医育成研修　90千円）

成人健康診査事業　⇒新市建設計画 424,200

（☆胃がん検診内視鏡検査導入経費　1,222千円）

保健予防課 感染症予防事業 23,504

予防接種事業 773,121

（☆小学生インフルエンザ予防接種補助金　15,000千円）

　⇒戦略プロジェクト

（幼児インフルエンザ予防接種補助金　16,814千円）

　⇒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

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

生活衛生課 食品衛生指導事業 7,701

動物愛護事業 8,960

環境企画課 自然環境等保全事業 1,317

公害防止対策事業 25,479

地球環境啓発事業 6,772

地球温暖化対策実行計画推進事業 17,543

（太陽光発電システム設置費補助金　　 　14,800千円）

生出地域エコタウン事業　⇒新市建設計画 580

☆ 飲用井戸等整備補助事業　⇒新市建設計画 30,000

廃棄物対策課 リサイクルセンター施設整備事業 41,080

☆ 旧清掃工場跡地整備事業 15,000

ごみ処理広域化推進
室

県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進事業 20,889

資源循環推進課 容器包装リサイクル推進事業 5,394

ごみ減量等啓発事業 5,832

地域循環型生ごみ処理推進事業 1,623

きれいなまち推進事業 31,239

清掃思想啓発事業 3,338

塵芥収集運搬委託事業 469,676

リサイクルセンター 廃棄物処分場管理運営事業 146,512

（☆供給フィーダ交換修繕　　　　　　　　13,000千円）
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

資源ごみ分別作業所管理運営事業 45,182

（☆減容器加圧シリンダ交換修繕 　　　　　1,890千円）

クリーンセンター クリーンセンター設備改修事業 202,590

余熱利用健康増進センター管理運営事業 75,235

玉山総合事務所 成人健康診査事業 11,270

　　　健康福祉課

上下水道部給排水課 浄化槽設置整備補助事業　 30,934

（保健所 施設長寿命化関連事業 5,900

　企画総務課） （保健所外壁東・北面補修補強工事）

５ 労働費 経済企画課 勤労者対策事業 74,662

雇用対策推進事業 1,574

若者の就業支援事業 11,723

（ジョブカフェいわて運営業務委託事業　　5,039千円）

（若者サポートステーション事業　　　　　4,536千円）

（新社会人就職定着支援事業　　　　　　　1,944千円）

☆ ＵＩＪターン就職支援事業　⇒地方創生 9,000

（経済企画課） 施設長寿命化関連事業 41,700

（勤労福祉会館外壁修繕）

６ 農林費 農政課 水田農業構造改革事業 15,698

いわて地域農業マスタープラン実践支援事業 8,200

果樹産地化事業 570

有害鳥獣対策事業 3,847

中山間地域等直接支払事業 16,637
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

盛岡の食材プロモーション事業　⇒戦略プロジェクト 3,688

畜産振興事業 10,792

農業基盤整備事業 95,070

（基幹水利施設ストックマネジメント事業　

　　　　　　　　太田第一地区負担金　　 5,250千円）

（県営ほ場整備事業　武道地区負担金　 　4,700千円）

⇒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

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 2,357千円）

（かんがい排水事業鹿妻新堰地区負担金　 11,880千円）

（かんがい排水事業太田堰地区負担金　　　8,800千円）

（農道整備事業　手代森３期地区負担金　　2,800千円）

（国営造成施設管理体制整備促進事業　　　2,238千円）

（農道整備事業　巻堀２期地区負担金

11,340千円）　⇒新市建設計画

（☆県営土地改良調査事業　松川大堰地区負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,436千円）

⇒新市建設計画

（好摩地区かんがい排水事業　　　　　　　4,700千円）

⇒新市建設計画

環境保全型農業直接支払交付金事業 17,398

多面的機能支払交付金事業 180,796

林政課 市産材利用拡大推進事業 637

（木造施設設置等原材料支給事業　500千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　⇒新市建設計画

市産材利用住宅支援事業 2,500

森林適正管理推進事業　　⇒新市建設計画 18,130

マツクイムシ被害防止対策事業 9,586

市有林造成事業（補助）　⇒新市建設計画 27,515

市有林造成事業（単独）　⇒新市建設計画 35,314
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

林道橋りょう補修事業（補助） 46,500

玉山総合事務所 有機物資源活用施設管理運営事業 11,926

　　　産業振興課

中山間地域等直接支払事業 38,884

畜産振興事業 11,514

多面的機能支払交付金事業 75,197

マツクイムシ被害防止対策事業 7,208

市有林造成事業（補助） 864

（農政課等） 施設長寿命化関連事業 6,200

（飯岡農業構造改善センター屋上防水改修 外）

７ 商工費 経済企画課 商店街活性化支援事業 8,681

（☆地域共通ポイント発行事業　　　　　425千円）

商工団体育成事業 35,560

盛岡三大麺普及事業　⇒戦略プロジェクト 795

（☆ニッポンめんサミット負担金　　　　500千円）

☆ まちなかマッチング事業　⇒地方創生 7,000

ものづくり推進課 工業振興事業 16,047

（製造業水道料金助成事業補助金　　9,000千円）

工場新設拡充等事業 54,908

盛岡手づくり村振興事業 50,715

産業支援センター管理運営事業 16,143

産業支援事業 2,382

（☆クリエイティブ産業育成支援事業補助　1,000千円）

⇒地方創生
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

産学官連携研究センター管理運営事業 18,746

新事業創出支援センター管理運営事業 7,715

金融対策事業 261,470

特定被災地域復旧緊急支援事業 1,430

特定被災地域復旧緊急支援事業（単独） 87

盛岡市産業まつり開催事業 2,185

☆ もりおか元気応援寄附金推進事業 37,380

観光交流課 歴史的街並み保存活用事業 4,800

観光客誘致宣伝事業 19,536

（誘客重点市場・物産販路開拓調査事業　1,000千円）

　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

（北海道新幹線開業による函館誘客事業　1,537千円）

　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

（東北六都市連携によるプロモーション事業　　450千円）

　　　　　　　　　　⇒戦略プロジェクト

大型観光キャンペーン事業 4,184

（東北六魂祭派遣事業負担金　3,000千円）⇒復興推進

まつり・イベント振興事業 46,145

　　　　　　　　　　　　　

もりおか町家物語館管理運営事業 34,950

ＭＩＣＥ（マイス）誘致推進事業 24,000

⇒戦略プロジェクト・地方創生

盛岡芸妓育成事業　⇒地方創生 1,000

☆ 教育旅行誘致推進事業　⇒地方創生 5,600

玉山総合事務所 桜の里整備事業　⇒新市建設計画 105,100

      産業振興課

まつり・イベント振興事業 8,990
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28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 道路橋りよう維持管理事業 584,020

道路除排雪事業 605,573

除雪機械整備事業 17,969

（ホイールローダ・小型除雪機購入）

道路建設課 道路新設改良事業

  　岩手公園開運橋線道路整備事業 80,000

　　二子沢線 ⇒新市建設計画 61,500

農政課 　　尻志田線 ⇒新市建設計画 64,000

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 65,084

  　　都南中央第三地区　⇒合併建設計画 99,600

  　　道明地区 271,671

　　　下飯岡地区 6,516

市街地整備課 　　　下太田地区 46,415

道路建設課 広域圏道路新設整備事業

　　津志田白沢線 41,100

　　岩手飯岡駅南公園線外１路線 ⇒新市建設計画 65,200

　　東中野門線 46,000

　　新幹線側道２号線外１路線 20,400

　　東中野14号線 40,530

　　谷地頭線（厨川工区） 20,000
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

　　三本柳線　⇒合併建設計画 66,400

　　☆永井街道線 5,000

　　下田生出線（生出工区）⇒新市建設計画 74,370

　　☆下田生出線（下田工区）⇒新市建設計画 10,000

　　渋民東線 ⇒新市建設計画 50,500

　　一の渡岩洞湖線 ⇒新市建設計画 98,300

　　虫壁線　⇒合併建設計画 35,000

　　割船線　⇒合併建設計画 20,000

道路管理課 橋りよう維持補修事業 414,569

（☆橋りよう定期点検業務委託　55,500千円）

道路建設課 交通安全施設等整備事業

　　盛岡駅前通線（盛岡駅東口駅前広場） 28,000

⇒戦略プロジェクト

　　高櫓線 122,500

　　南大通一丁目５号線外 86,400

　　岩山２号線 102,000

　　本町通二丁目上田四丁目線 74,700

　　繫26号線 60,800

　　西部線外 40,500

　　本町通一丁目名乗沢２号線（山岸六丁目） 121,800

　　南大橋明治橋線 71,600

　　本町通一丁目名乗沢２号線（山岸二丁目） 37,900
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

　　南大通二丁目南大橋線外 43,000

　　岩手飯岡駅東西線自由通路　⇒新市建設計画 50,424

　  みたけ４号線（第二工区） 42,000

　　☆新庄１号線 5,000

　　好摩永井線　⇒新市建設計画 28,000

　　柴沢下田線　⇒新市建設計画 102,000

　　渋民好摩線　⇒新市建設計画 70,520

　　好摩西地区計画道路（好摩芋田向線）⇒新市建設計画 10,000

　　桝沢橋線　⇒新市建設計画 122,800

　　その他交通安全施設 20,500

河川課 急傾斜地崩壊対策事業

　☆繋地区 6,000

　☆山岸地区 3,000

河川等維持管理事業 38,147

河川改良事業

　　大葛川 12,000

　　広川　⇒合併建設計画 3,000

　　南川　 294,400

　　沢口川 15,000

　　大沢川，舘沢川 182,000

道路建設課 街路事業

　　梨木町上米内線　⇒新市建設計画 358,000

　　盛岡駅南大通線（大沢川原）⇒新市建設計画 106,400

　　盛岡駅青山線（前九年Ⅱ）⇒新市建設計画 60,000
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

　　明治橋大沢川原線　⇒新市建設計画 276,700

　　上厨川厨川五丁目線　⇒新市建設計画 40,000

　　県営街路事業負担金 5,645

　　（盛岡駅長田町線，盛岡駅本宮線）

交通政策課 バス関連事務 58,358

（「まちなか・おでかけパス」事業　50,000千円） 

放置自転車等対策事業 40,444

公共交通利用促進対策事業 7,700

建築住宅課 被災住宅補修支援事業　⇒復興推進 21,380

被災者住宅再建支援事業　⇒復興推進 30,000

公営住宅建設事業（青山二・三丁目アパート） 777,968

景観政策課 都市景観形成指導事業　⇒新市建設計画 1,442

屋外広告物事務 3,233

景観計画推進事業 1,105

盛岡南整備課 土地区画整理事業

　　道明地区 362,042

　　都南中央第三地区　⇒合併建設計画 260,230

市街地整備課 　　太田地区 1,423,678

都市計画課 開発行為等に関する事務 6,448

（大規模盛土造成地変動予測調査業務二次スクリー

　ニング計画作成）

盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合事業 7,457
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

公園みどり課 花と緑のまちづくり事業 19,641

（花と緑のガーデン都市づくり事業　11,836千円）

お城を中心としたまちづくり事業 44,845

公園整備事業

　　都市公園整備事業　

　　（中央公園，高松公園，岩山公園，盛岡南地区等） 535,794

　　木伏緑地施設改修整備事業　⇒戦略プロジェクト 45,000

　　旧盛岡競馬場跡地整備事業　 338,951

盛岡南整備課 盛岡南地区都市開発整備事業　 201,836

市街地整備課 優良建築物等整備事業 13,000

（☆中央通三丁目地区　13,000千円）

盛岡駅西口バス乗場整備事業　⇒戦略プロジェクト 8,000

建築指導課 建築指導事務 3,674

既存建築物耐震診断・改修促進事業 2,303

（木造住宅耐震診断支援  　417千円）

（木造住宅耐震改修支援　1,851千円）

玉山総合事務所 鉄道関連事務 1,892

　　　　　総務課 （ＩＧＲいわて銀河鉄道通学定期購入費補助金　1,892千円）

玉山総合事務所 道路橋りよう維持管理事業 35,710

　　　　　建設課

道路除排雪事業 43,707

市道舗装二次改築事業

　日戸柴沢線　　　 7,500

　釘の平線 9,000

　☆前田岩洞湖線 15,000
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

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

　☆好摩駅西地区整備事業　⇒新市建設計画 25,000

　市道野中団地 25,000

　

☆除雪機械整備事業 23,000

（ホイールローダ購入）

社会資本整備総合交付金事業

　芋田線歩道設置工事 10,000

　☆川崎芋田向線法面復旧工事 27,900

（都市計画課） 施設長寿命化関連事業 13,000

（岩手公園地下駐車場受電設備修繕）

９ 消防費 危機管理防災課 危機管理防災事業　 16,421

防災施設整備事業 8,404

（災害用備蓄品の購入（アルファ米化・生理用品）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,383千円）

（☆防災ラジオの購入　　　　　　　　　3,000千円）

（☆玉山区防災行政無線老朽化調査・基本設計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,867千円）

東日本大震災復興推進事業　⇒復興推進 67,101

（もりおか復興支援センター運営事業　　52,983千円）

（被災学生支援事業　7,895千円）

（被災３県児童チャレンジ・キャンプ事業　3,700千円）

（東日本大震災６周年行事開催事業　　　　1,230千円）

消防対策室 自主防災組織育成事業 10,039

広域消防組合事業費に対する常備消防費負担金 2,951,316
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

消防団管理事務 202,402

（消防団員活動服等　　　　　　　　　　　22,000千円）

消防施設整備事業 84,876

（☆消防ポンプ自動車購入（本宮・津志田（野田）地区）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,878千円）

（☆小型動力ポンプ付積載車購入（町村・矢沢地区）

                     　　　　　　　　　 16,476千円）

（簗川消防屯所建設事業　　　　　　　　　25,022千円）

（☆簗川消防屯所建設に係る　

　　　　　簗川地区振興センター体育館解体 8,500千円）

広域消防組合事業費に対する消防施設費負担金 464,078

10 教育費 教育委員会総務課 学校情報化推進事業 53,437

学校教育課 国際交流関係事業 32,491

（アーラム大学学生交流等        1,962千円）

（外国人英語指導講師招へい     30,529千円）

生徒指導強化推進事業 48,782

（生徒指導強化推進事業          1,023千円）

（スクールサポート事業         35,840千円）

（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　　　　　9,900千円）

先人教育推進事業 521

教育振興運動事業 1,849

（☆盛岡市学校文化活動振興補助金　300千円）

教育研究所 教育研修事業 9,364

【小学校に係る事業】

教育委員会総務課 学校管理事務 1,371,924

土淵小・中学校一貫教育導入施設整備事業 196,710
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

向中野小学校施設整備事業 284,472

学務教職員課 学校給食運営事業 52,763

学校教育課 学校配分事務 99,657

【中学校に係る事業】

教育委員会総務課 学校管理事務 398,571

巻堀中学校施設整備事業　⇒新市建設計画 406,755

仙北中学校施設整備事業 309,810

城西中学校屋内運動場改築事業　⇒新市建設計画 80,413

☆ 学校施設防災対策事業 6,600

学務教職員課 学校管理事務 43,778

（☆スクールバス運行本数増　2,700千円）

学校給食運営事業 64,235

（☆北陵中ランチボックス給食実施準備 11,099千円）

教育振興事業 83,287

（☆就学援助費（準要保護費目追加）6,041千円）

学校教育課 学校配分事務 72,786

教育振興事業 38,927

（教師用教科書・指導書給与　36,288千円）

学務教職員課 ☆ （仮称）盛岡学校給食センター建設事業 8,800

市立高校 学力向上・部活動強化推進事業 900

生涯学習課 社会教育促進事業 3,891

（仮称）見前南地区公民館整備事業　⇒　合併建設計画 339,440 
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☆は新規　（単位：千円）

款 課 名 事 業 名 事 業 費

平成28年度当初予算 主な事業一覧（一般会計/目的別）

☆ 薮川地区公民館移転整備事業 17,300 

☆ 少年自然の家施設整備事業 31,200

子ども科学館管理運営事業 157,620

歴史文化課 文化財保護事業 11,095

志波城跡保存整備・用地取得事業 67,324

玉山歴史民俗資料館管理運営事業 311

（玉山歴史民俗資料館・石川啄木記念館整備の検討　173千円)

                               ⇒　新市建設計画

（教育委員会 施設長寿命化関連事業 52,524

総務課等） （・小中学校：屋根塗装，受水槽，外壁修繕

　・市立高校：第一体育館屋根塗装

　・都南図書館：外壁修繕，電気設備修繕

―　21　―



☆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 5,640 

　　玉山事務所

農業集落 上下水道部各課 農業集落排水施設管理事業 90,504 

母子父子寡婦 子ども未来課 母子父子寡婦福祉資金貸付費 52,001 

国保 健康保険課 療養給付費等給付事業 19,132,100 

医療費助成事業 2,000 

保健事業 251,209 

　　特定健康診査等事業　223,369千円

　　人間ドック健康診断事業　22,094千円

　　訪問保健指導事業　5,746千円

収納率向上対策事業 52,400 

（コンビニ収納代行手数料　3,564千円）

介護保険 介護保険課 介護サービス等給付事業 23,186,370 

長寿社会課 包括的支援事業 242,247 

（☆地域ケア会議関連経費　346千円）

地域包括ケアシステム推進事業 21,538 

認知症対策推進事業 12,390 

（☆認知症初期集中支援チーム関連経費  6,323千円）

後期高齢 健康保険課 後期高齢者医療事業 2,850,409 

徴収事務 32,457 

（コンビニ収納代行手数料　594千円）

市場 中央卸売市場 一般管理事業 560,352 

市場運営事業 8,092 

（盛岡中央市場冷蔵㈱建設費償還補助金6,254千円ほか）

事 業 名

平成28年度当初予算 主な事業一覧（特別・企業会計）
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☆は新規　（単位：千円）

会 計 名 課 名 事 業 費事 業 名

平成28年度当初予算 主な事業一覧（特別・企業会計）

水道 上下水道部各課 配水管施設整備事業 2,205,892 

　　安全対策事業　３路線1,656ｍ

　　未給水地域解消事業　１地区60ｍ

　　能力増強事業　５路線1,513ｍ

　　経年管対策事業　９地区9,079ｍ

　　給水管整理統合事業　１路線75ｍ

　　玉山区配水管整備事業　２路線1,055ｍ

　　他事業関連事業等　7,047ｍ

　　配水調整ブロック設定事業

浄配水場施設整備事業 617,470 

　（米内浄水場薬品注入設備新設工事ほか）

その他施設整備事業 197,560 

　（庁舎整備事業ほか）

下水道 上下水道部各課 管渠施設整備事業

　　汚水分　 6.1ｋｍ 983,551 

　　雨水分　1.5ｋｍ 893,442 

合流式下水道緊急改善事業 10,000 

地震対策事業 25,000 

長寿命化対策事業 330,000 

流域下水道事業 226,548 

（流域下水道建設負担金）

病院 市立病院 医療機器購入事業 90,000 
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（単位：千円）

款 課 名
事 業 費

( 前 年 度 )

２ 総務費 選挙管理委員会 県知事及び県議会議員選挙事務 (76,905)

事務局

市長及び市議会議員選挙事務 (143,370)

市民協働推進課 地区行政事務 (21,765)

（地区担当員制度）

コミュニティ施設建設事業 (29,174)

（公共施設再生可能エネルギー等導入事業

（太田地区活動センター））

自治公民館活動等補助 (10,858)

地域協働推進事業 (900)

（計画策定費補助金）

文化国際室 姉妹都市等国際交流事業 (9,185)

（ビクトリア姉妹都市提携30周年記念事業）

スポーツ推進課 アイスリンク整備事業　　　⇒新市建設計画 (1,189,032)

玉山総合事務所 地域協議会事務 (2,895)

　総務課

３ 民生費 子ども未来課 保育士等処遇改善臨時特例事業 (104,744)

子育て世帯臨時特例給付金支給事業 (148,955)

６ 農林費 林政課 地域材流通加工関連人材育成事業 (15,248)

８ 土木費 市街地整備課 優良建築物等整備事業（大通三丁目１番地区） (31,400)

建築指導課 耐震対策緊急促進事業 (50,808)

　（大規模建築物耐震診断支援）

10 教育費 教育委員会総務課 耐震補強事業（小・中） (1,469,997)

学務教職員課 放射能測定検査事務 (2,422)

学校教育課 全国標準学力検査（小学６年生の廃止） (1,622)

公設浄化槽 上下水道部 公設浄化槽整備事業 (24,177)

特別会計 　　玉山事務所

事 業 名

平成28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 )

２ 総務費 玉山総合事務所 コミュニティ推進事業 150

　総務課 （自治会運営費補助金・自治会連絡協議会運営費補助金） (15,342)

４ 衛生費 収集センター 塵芥処理事業 137,449

（ごみ収集運搬業務の一部委託化（２台分）） (212,835)

９ 消防費 危機管理防災課 東日本大震災復興推進事業

（次の事業を廃止し，復興事業全体を縮小）

（復興推進広報事業） (20,535)

（復興支援ラジオ番組制作事業） (23,671)

（映像による情報発信事業と人材育成事業） (22,116)

（絆・デザイン魅力創造事業） (18,288)

※全て緊急雇用対策事業

10 教育費 生涯学習課 学校・家庭・地域連携協力推進事業 1,226

(4,108)

事 業 名

平成28年度当初予算で縮小した主な事業
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