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■子育て応援プロジェクト

　事業費(千円)

1 ［新規］子育て応援プラザ運営事業 25,487 子ども青少年課
盛岡市子育て応援プラザを運営し，市民，企業，行政がそれぞれの立場
で安心して産み育てることができるまちづくりに参画し，社会全体で子
ども・子育てに係る切れ目ない支援体制を整備します。

2 ［新規］保育士確保対策事業 6,558 子育てあんしん課
奨学金の返還をしている保育士に対し，月々の費用に対し補助すること
で生活を支援します。また，子育て支援員の研修を実施します。

3 [拡充] 私立児童福祉施設整備助成事業 353,649 子育てあんしん課

新設等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　　　（みどりが丘学園創設小規模保育所／定員19人，
　　　　　　　　　（社福）あすなろ会創設小規模保育所／定員19人）
・大規模修繕１施設（青山保育園／０歳児定員６人増）
・改築１施設　　　（めぐみ幼稚園／定員18人増）

4 [拡充] 認定こども園等運営費給付事業 2,027,585 子育てあんしん課
子ども・子育て支援新制度へ移行した教育・保育施設等に対して，子ど
ものための教育・保育給付費を支給します。
・認定こども園13園，私立幼稚園２施設，地域型保育事業所16か所

5 [拡充] 特別保育事業（延長保育実施補助） 117,502 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。
※29年度は延長保育実施施設を11施設増やし，76施設とする予定です。

6 [拡充]
地域児童クラブ等運営事業
（放課後児童クラブ整備費補助）

18,722 子育てあんしん課
児童が増加している盛南地区に，平成30年４月に開設を予定しているク
ラブに建設費の補助を実施します。
・新設建設補助１施設（（仮称）第２スコーレ／定員40名）

7 [拡充]
私立児童福祉施設等運営事業
（処遇改善等加算）

150,549 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。

8 [拡充]
児童館管理運営事業
（児童厚生員の配置の拡充）

5,144 子育てあんしん課
児童厚生員の適正配置の基準を定め，利用児童数に応じた児童厚生員を
配置し，利用児童の健全育成を図ります。

戦略プロジェクトに係る平成29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29年度は，取組３年目となる「子育て応援プロジェクト」，「きらり
盛岡おでんせプロジェクト」に，新たに「「食と農」・「ものづくり」応援プロジェクト」を加え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29年度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
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戦略プロジェクトに係る平成29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)

9 [拡充] 乳児家庭全戸訪問等事業 5,837
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。

10
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

659,352 医療助成年金課
妊産婦，乳幼児，小学生について，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。

11 ワーク・ライフ・バランス推進事業 9,501 地域福祉課

仕事と子育ての両立に向けた民間企業の自主的な取組を推進するため，
経営者や人事担当者などを対象に，ワークライフバランスに係る講座等
を開催するとともに，先進事例の情報共有などを通じたネットワークづ
くりの支援を行います。

12 子ども・子育て支援事業計画推進事業 500 子ども青少年課
子ども・子育て会議の運営などを通し，盛岡市子ども・子育て支援事業
計画の円滑な推進を図ります。

13 子ども未来基金事業 11,129 子ども青少年課
企業・団体・個人から寄附を募るとともに，市民，地域団体，企業等が
行う子ども・子育ての取り組みに要する経費を補助します。

14 待機児童解消強化事業 8,157 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。

15 子育て世代包括支援センター事業 10,492
子育て世代包括支
援センター

妊娠，出産，子育て期にわたる様々な悩み等に対し，保健師・助産師等
が，面接や訪問等により，専門的な見地から継続的に支援を行います。

16 小児救急輪番制病院事業 27,740
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。

17 夜間急患診療所管理運営事業 70,101
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。

18
予防接種事業
（幼児・児童インフルエンザ予防接種補助）

31,504 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～小学６年生を対象とする費用の一部助成を
行います。

3,539,509

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29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 [新規] 盛岡地区かわまちづくり事業 3,000 公園みどり課

川を活用した新たな観光資源や水辺の賑わいの創出に向け，国・市・市
民・民間事業者が一体となった取り組みを推進するため，北上川におけ
る舟運導入可能性調査を行い，舟運事業の実現を目指した検討を行いま
す。

2 [新規] 地域おこし協力隊活用事業 14,754
都市戦略室，
産業振興課

人口減少とともに高齢化が進展し，地域産業や地域活動に影響が出てい
ることから，「地域おこし協力隊」による，玉山地域の活性化への取組
や，盛岡の魅力発信への取組を実施します。

3 [新規]
大型観光キャンペーン事業
（東北復興イベント開催事業）

15,000 観光交流課
東北六都市をはじめ広域連携による「東北いわて復興イベント」を開催
し，復興機運を盛り上げるとともに，東北六魂祭の後継イベント開催へ
つながるよう取り組みます。

4 [拡充] 盛岡広域連携スポーツツーリズム推進事業 10,443
スポーツツーリズ
ム推進室

盛岡広域スポーツコミッションによるスポーツを通じた交流人口の拡大
やプロスポーツとの連携，またカナダを相手国とするホストタウン交流
事業としてスポーツクライミングをはじめとする事前キャンプ誘致など
に取り組みます。

5 [拡充]
祭り・イベント振興事業
（盛岡さんさ踊り40回記念事業）

16,775 観光交流課
盛岡さんさ踊りが40回目の開催を迎えることを好機として，「来て，観
て，魅せられ，加わる さんさ」の魅力を広く内外に発信し，観光客や宿
泊客の誘致につなげるため，40回記念事業を実施します。

6 [拡充]
観光客誘致宣伝事業
（盛岡デー開催事業）

4,690 観光交流課
盛岡の観光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。
※ 沖縄県うるま市での開催は，29年度で10回目を迎えます。

7 [拡充]
公園等維持管理総務事務
（いしがきミュージックフェスティバル支援事業）

3,000 公園みどり課
盛岡城跡公園を主会場として開催する，「いしがきミュージックフェス
ティバル」実行員会に負担金を支出します。イベントを通じ盛岡の魅力
を発信するとともに，交流人口の増加と若者の活躍を応援します。

8 盛岡ブランド確立事業 3,391 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。

9 外国人観光客誘致推進事業 5,955 観光交流課
台湾やタイへの積極的なプロモーションとして，旅行商品の開発や現地
での宣伝活動，ホームページのタイ語対応などを行い，外国人観光客の
誘客促進による交流人口の増加を図ります。

事　　　業　　　名 事業概要

　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）の誘致やスポーツツーリズムを通じ交流人口を増やすなど，賑わいを創出し，魅力あふれるまちにするための戦略プロジェクトです。
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戦略プロジェクトに係る平成29年度当初予算の状況

■きらり盛岡おでんせプロジェクト（続き）

 事業費(千円) 事業担当課

10 盛岡三大麺普及事業 295 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を支出します。

11
観光客誘致宣伝事業
（盛岡市の物産と観光展開催事業）

3,000 観光交流課
首都圏及び北海道からの観光客誘致に向け，熊谷市と札幌市で開催して
いる観光物産展に対する負担金を支出します。

12
観光客誘致宣伝事業
（誘客重点市場・物産販路開拓調査事業）

1,000 観光交流課
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。

13 観光客誘致宣伝事業（東北六都市連携事業） 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負担
金を支出します。

14 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制度による誘致を促進
することで，市内観光産業の活性化を目指します。

105,753

事　　　業　　　名 事業概要
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戦略プロジェクトに係る平成29年度当初予算の状況

■「食と農」・「ものづくり」応援プロジェクト

 事業費(千円) 事業担当課

1 [新規] 食と農のバリューアップ推進事業 25,000
食と農の連携推進
室

食と農の連携をベースとした「所得の向上と夢のある農業」の実現に向
けた戦略を策定し，その上で１次産業と２次産業，３次産業の連携の強
化を図り，魅力ある盛岡産農畜産物のブランド力向上と販路拡大，６次
産業化の支援，盛岡の食の魅力発信等に取り組みます。

2 [新規]
畜産振興事業
（もりおか短角牛肥育経営安定化対策事業）

5,000 農政課
もりおか短角牛の生産維持と畜産振興を図るため，子牛（肥育素牛）の
導入経費に対する補助制度を新設します。

3 [新規] 地域おこし協力隊活用事業 8,000 農政課
人口減少とともに高齢化が進展し，地域産業や地域活動に影響が出てい
ることから，「地域おこし協力隊」による，大ケ生地域の農畜産物の６
次産業化，高付加価値化への取組を実施します。

4 [新規] 産業等用地整備事業 31,100 ものづくり推進課

盛岡の新しい「ものづくり拠点」として，道明地区に産業等用地の整備
を進め，先端技術を有する企業の集積を図るとともに，産学官連携や企
業間連携等による新技術・新商品開発を行い，企業の高付加価値化の実
現を目指します。

5 [新規]
工業振興事業
（盛岡工業団地に隣接する工場用地整備）

26,900 ものづくり推進課
盛岡工業団地に隣接する渋民野球場を工場用地として転用し，活用しま
す。

6 [新規] ものづくり産業魅力向上事業 2,122 ものづくり推進課

地場産業の振興を図るため，首都圏に盛岡地域特有の商品を出展すると
ともに，効果的な出展方法の研修を通じて商品力の向上を図ります。ま
た，盛岡地域の工芸品事業者の情報発信により，新たな市場の開拓や広
域圏への誘客を目指します。

7 [拡充] 新規就農・経営継承総合支援事業 23,029 農政課

農業を始めようとする人を対象に，就農に必要な基礎知識や農業情勢，
支援制度等について学習する講座を開催するほか，新規就農者に対し
て，青年就農給付金の支給を継続するとともに，新たに親元就農給付金
制度を新設し，支援の拡充を図ります。

8 [拡充]
商店街活性化支援事業
（まちなか出店促進事業）

2,800 経済企画課
中心市街地の空き店舗に出店する際の改装費の補助に加え，地元食材な
どを提供する店舗出店に対する補助を実施します。

9 盛岡の食材プロモーション事業 1,960
食と農の連携推進
室

市内の農業生産者と飲食店・ホテルなどとのビジネスマッチング（商談
会・シェフツア－）を支援し，地場農畜産物の地産地消を積極的に推進
します。

　本市の魅力のある盛岡産農畜産物の高付加価値化を図るとともに，食品加工産業やものづくり産業への支援，企業の誘致や異業種交流の促進などにより，
第１次産業や第２次産業の成長を後押しし，活力のある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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戦略プロジェクトに係る平成29年度当初予算の状況

■「食と農」・「ものづくり」応援プロジェクト（続き）

 事業費(千円) 事業担当課

10
畜産振興事業
（もりおか短角牛振興事業）

300 農政課
もりおか短角牛フェアを通じ，飲食店とのマッチングやＰＲ活動を行い
もりおか短角牛の振興を図るため，もりおか短角牛振興協議会へ補助金
を支出します。

11 まちなかマッチング事業 6,000 経済企画課
市内飲食店の経営者と農畜産物・水産物の県内生産者を対象に，商談会
や見本市などを開催するとともに，商談成立につながるようセミナーや
空き店舗の情報提供などを行います。

12 工場新設拡充等事業 58,159 ものづくり推進課
市の区域内に新設・拡充された工場や事業所等に対して固定資産税相当
額の補助を行うほか，情報関連企業立地促進補助による企業誘致の推進
など，産業の振興と雇用の拡充に取り組みます。

13 産業支援事業 2,382 ものづくり推進課
大学等との産学共同研究やクリエイティブ産業と他分野との連携により
新たな価値の創造やニーズの発掘につながる，新規性・独創性のある取
り組みに対し，経費の一部を助成します。

192,752

事　　　業　　　名 事業概要
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