
【 資 料 ２ 】

■「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] 盛岡テクノミュージアム設置事業 1,000 ものづくり推進課

  学生等が直接工場を見学し，地元企業の情報を入手する機会を増やす
ことで，地元企業への理解を深め，企業の人材確保や若者の地元定着を
促進するため，市内の工場等を盛岡テクノミュージアムに指定し，受入
環境を整備する企業に対し助成を行います。平成30年度においては，５
社程度を予定しています。

2 [新規] ものづくり人材育成事業 390 ものづくり推進課

  ものづくりを担う人材を育成し，地元への定着を促進するため，盛岡
広域の企業や教育関係機関，商工団体，行政が連携し，地元企業の情報
発信力を高める取組として，盛岡広域の特性を活かしたものづくりを
テーマとしてセミナーや工場見学等を実施します。

3 [新規] 地域おこし協力隊活用事業（簗川地域） 4,000 農政課

　「地域おこし協力隊」により，簗川地域での暮らしを通した，食と
農，豊かな自然，歴史・民俗等を生かした地域支援や新たな生業を創出
し，地域の魅力を高める取組を推進するために新規の協力隊１名を予定
しています。

4 [拡充] 新産業等用地整備事業 100,000 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。平成30年度においては，平成31年度から予定してい
る用地造成等に関連した事業を行います。

5 [拡充] 製造業及び情報サービス業市場開拓等事業補助金 800 ものづくり推進課

  中小企業が市場開拓や販路拡大を目的として，国内外の展示会や見本
市へ自社製品やサービスを出展する際に必要となる経費に対する補助制
度を拡充し，地元企業の競争力の強化を推進します。平成30年度におい
ては，海外への出展に対する補助を拡大することとします。

6 [拡充] 食と農のバリューアップ推進事業 27,566
食と農の連携推進
室

　平成29年度に策定した「もりおかの食と農バリューアップ戦略」を基
に，農業と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。平成30年度においては，６次産業化等によっ
て，商品の開発や新たな販路開拓に係る経費に対して一部を補助するこ
ととしています。

7 [拡充] 地域おこし協力隊活用事業（大ケ生地域） 7,993 農政課

　「地域おこし協力隊」による大ケ生地域での暮らしや農業体験を通し
た，都市農村の交流や地場産品のＰＲ，民俗芸能の伝承活動等により，
地域の魅力を高める取組を推進するために新規の協力隊１名,  継続１名
を予定しています。

　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

戦略プロジェクトに係る平成30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年度に取組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」が終了し，２年目となる「「食と農」・「ものづくり」応援プロジェクト」に加え，新たに「みんなが支える子ども・子育て安心プ
ロジェクト」，「2020あつまる・つながるまちプロジェクト」の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30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。
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戦略プロジェクトに係る平成30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

8 盛岡の食材プロモーション事業 1,963
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－）を支援するとともに，盛岡産農畜産物を活用した
メニューや商品を提供する事業者を支援する盛岡の美味いもんアンバサ
ダー認定制度を運営し，地場農畜産物の地産地消を積極的に推進しま
す。

9 新規就農支援事業 27,678 農政課
　就農のきっかけづくりとして現地見学会の開催や相談業務を行うとと
もに，新規就農者には，農業次世代人材投資資金や親元就農給付金を支
給し，新たな農業の担い手確保・育成に努めます。

10
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を実施します。

11
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に補助
金を支出します。

12 地域おこし協力隊活用事業（玉山地域） 7,515 産業振興課
　「地域おこし協力隊」により，玉山地域の地域資源を活用し，ユート
ランド姫神を軸として都市と農村との交流を促進し，玉山地域の活性化
につなげる取組を実施します。

13 まちなかマッチング事業 5,000 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。

14 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。

15 工場新設拡充等事業 48,285 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。

16 産業支援事業 2,317 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。

17 ものづくり産業魅力向上事業 2,122 ものづくり推進課

  盛岡地域で生まれた優れた工芸品の普及，商品力の向上を図るため，
都市圏等の展示施設において，実演販売等による出展を行います。ま
た，手仕事や職人の技を紹介する盛岡手づくり村に盛岡地域で活動する
工芸品事業者や商品の情報を集約し，ものづくりの面白さや魅力発信の
強化を図ります。

244,729

事　　　業　　　名 事業概要
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戦略プロジェクトに係る平成30年度当初予算の状況

■みんなが支える子ども・子育て安心プロジェクト

 事業費(千円)

1 [新規] 中学生医療費給付事業 79,885 医療助成年金課

　これまで，乳幼児から小学生までを対象とした医療費給付事業を中学
生まで拡大し，保険で診療を受けた際に支払った自己負担額から１診療
報酬明細書あたり入院2,500円，外来750円を控除した額（非課税世帯は
全額）を給付します。

2 [新規] 子ども家庭総合支援拠点事業 13,126 子ども青少年課
　児童虐待の発生予防と早期発見，早期対応を行うため，子どもや保護
者に寄り添い，訪問等による継続的な相談・支援を行うための「子ども
家庭総合支援拠点」を設置します。

3 [新規] 産婦健康診査事業 12,279 母子健康課
　産後の間もない時期（概ね２週間，１か月）に，産婦に対する健康診
査を２回実施し，身体機能の回復や授乳状況，精神状態を把握すること
により，妊娠期から子育て期に渡る切れ目のない支援を行います。

4 [新規] 産後ケア事業 759 母子健康課

　産後に家族等から十分な家事や育児の支援を受けられない母子等支援
が必要と認められた産婦に対し，心身のケアや育児のサポートを行い，
産後も安心して子育てができるよう支援を行います。また，産婦健康診
査から把握された要支援産婦に対するケアの受け皿となる事業でもあり
ます。

5 [新規] 子育て世帯支援型賃貸住宅改修事業 3,000 建築住宅課

　子育て世帯を対象とした入居促進のため，既存の住宅等を改修し，子
育て世帯専用の賃貸住宅とする民間事業者等に対して，改修費用の一部
を補助します。平成30年度においては，３件程度の補助を見込んでいま
す。

6 [拡充] 待機児童解消強化事業 13,000 子育てあんしん課

　既存の施設を活用して定員増を図る取組である定員の弾力化に積極的
に取り組む保育所に対して，児童を受け入れるために必要な備品等を購
入する費用や臨時職員等の人件費の一部を補助します。また，幼稚園教
諭免許状を有する者が指定保育士養成施設で保育士資格を取得するため
に要した経費の一部を補助します。平成30年度においては，これまでの
交付基準を見直し，年度内を通してより積極的に定員の弾力化に取り組
む施設を支援します。

7 [拡充] 病児・病後児保育事業 11,811 子育てあんしん課

　病気や病後の子供を保護者が家庭で保育できない場合に，病院の専用
スペースで病児保育を行おうとする医療機関に対し，施設改修等の費用
の一部を助成し,運営を委託します。平成30年度においては，病児対応型
施設を１施設新設する予定です。

8 [拡充]
就学援助事業（新入学児童学用品費入学前支給分）
（小学校）

7,755
教育委員会学務教
職員課

　経済的な理由によって就学が困難な児童の保護者に対する学用品費，
通学費，修学旅行費，給食費等を援助する就学援助事業について，入学
する際に必要な学用品・通学用品に係る費用の支給を，入学準備の時期
に実施します。

9 [拡充]
就学援助事業（新入学生徒学用品費入学前支給分）
（中学校）

10,286
教育委員会学務教
職員課

　経済的な理由によって就学が困難な生徒の保護者に対する学用品費，
通学費，修学旅行費，給食費等を援助する就学援助事業について，入学
する際に必要な学用品・通学用品に係る費用の支給を，入学準備の時期
に実施します。

　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，希望を持って子どもを産み育て，盛岡に住み続けたいと思えるよう，様々な支援を行うなど，
安心して子育てのできるまちをつくるための戦略プロジェクトです。

事　　　業　　　名 事業担当課 事業概要

3



戦略プロジェクトに係る平成30年度当初予算の状況

■みんなが支える子ども・子育て安心プロジェクト（続き）

 事業費(千円)

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

810,679 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 子ども・子育て支援事業計画推進事業 2,948 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。

12 子ども未来基金事業 40,127 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。

13 子育て応援プラザ運営事業 26,822 子ども青少年課

　社会全体で子育てを支える拠点として盛岡市子育て応援プラザを運営
し，室内遊び場やリラックスルーム，イベントスペースの運営を子育て
支援団体に委託するとともに，民間事業者により託児付きオフィスなど
を備えた子育て支援事業を公民連携により実施します。

14 ワーク・ライフ・バランス推進事業 9,390 子ども青少年課

　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。

15 特別保育事業（延長保育実施補助） 126,263 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，要する経費の一部を補助します。
※30年度は延長保育実施施設を３施設増やし，78施設とする予定です。

16 保育士確保対策事業 7,331 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，子育て支援員等の研修を実施します。

17 私立児童福祉施設整備助成事業 898,452 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一部を補助します。
・新設２施設　　　 (うえだ保育園／定員120人）
　　　　　　　　　（十人十色創設小規模保育事業所／定員19人）
・増改築等４施設　（永井保育園／定員10人増）
　　　　　　　　　（飯岡保育園／定員60人増）
　　　　　　　　　（天昌寺保育園／定員20人増）
　　　　　　　　　（柳青保育園／定員10人増）
・大規模修繕１施設（なでしここども園）

18
児童館管理運営事業
（児童厚生員の適正配置）

8,492 子育てあんしん課
　児童厚生員の適正配置の基準に基づき，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。

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30年度当初予算の状況

■みんなが支える子ども・子育て安心プロジェクト（続き）

 事業費(千円)

19 小児救急輪番制病院事業 27,914 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。

20 夜間急患診療所管理運営事業 69,723 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。

21
予防接種事業
（幼児・児童インフルエンザ予防接種補助）

28,937 保健予防課

　集団生活を送る子どものインフルエンザの重症化及び感染拡大の防
止，子育て世代の負担軽減を図るため，０歳～小学生を対象として予防
接種料金の一部助成を行います。（接種１回につき１千円/１人２回ま
で）

22 子育て世代包括支援センター事業 9,896
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。

23 乳児家庭全戸訪問等事業 5,704
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。

2,224,579

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30年度当初予算の状況

■2020あつまる・つながるまちプロジェクト

 事業費(千円) 事業担当課

1 [新規] 東北絆まつり・岩手もりおか復興フェスタ開催事業 199,350 観光交流課

　東日本大震災からの復興と東北の元気を発信するため平成23年から28
年にかけて東北６県で開催した「東北六魂祭」の後継となる「東北絆ま
つり」を平成30年に盛岡で開催します。併せて，被災地をはじめとする
県内の祭りや郷土芸能，食の魅力などを集結した「岩手もりおか復興
フェスタ」を開催し，オール岩手で祭りを盛り上げます。

2 [新規] 移住・定住・交流人口対策事業 24,725 都市戦略室

　平成30年度においては，若者の地元定着やＵＩターンなどの移住・定
住を促進し，人口を維持する取組として，若者の愛郷心の醸成や，首都
圏等の盛岡コミュニティへの支援，「仕事」と「暮らし」の一体的な相
談体制整備や，交流拠点整備の推進など，総合的な移住・定住策を推進
します。

3 [新規] 地域おこし協力隊活用事業（移住・定住の促進） 8,000 都市戦略室

　移住・定住や若者の地元定着を促進するため，移住・定住のコーディ
ネーター役として「地域おこし協力隊」を配置し，「仕事」と「暮ら
し」の一体的な相談体制等を強化するために新規の協力隊２名を予定し
ています。

4 [新規]
姉妹都市等国際交流事業
（ホストタウン機運醸成事業）

1,260 文化国際室

　カナダを相手国とするホストタウン交流について市民の理解や関心を
深めるため，姉妹都市のビクトリア市を含めたカナダを紹介するイベン
トなどを開催し機運醸成及び市民の国際感覚の醸成を図ります。平成30
年度においては，カナダの文化，音楽，生活習慣を紹介するトークイベ
ント等を行います。

5 [新規]
地域おこし協力隊活用事業
（盛岡広域連携スポーツツーリズムの推進）

3,938
スポーツツーリズ
ム推進室

　「地域おこし協力隊」により，スポーツを通じた盛岡広域圏の魅力を
効果的にＰＲするなど，情報発信力を強化し，盛岡広域地域のスポーツ
ツーリズムを推進するために新規の協力隊１名を予定しています。

6 [拡充] 盛岡広域連携スポーツツーリズム推進事業 24,475
スポーツツーリズ
ム推進室

　カナダを相手国とするホストタウン事業として，平成30年度は水球の
事前キャンプを受け入れるとともに，ラグビーの事前キャンプ受入れ準
備を進めるほかスポーツクライミングをはじめ他の競技の誘致に取り組
みます。また，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
交流人口の拡大などに取り組みます。

7 [拡充] 観光客誘致宣伝事業（東北六市連携事業） 2,091 観光交流課

　東北六魂祭で培った，東北の県庁所在地６市の連携を活用し，東北全
体の観光振興を推進するため，2020年東京オリンピック・パラリンピッ
クを視野に，首都圏等におけるプロモーション活動を積極的に展開しま
す。平成30年度においては，オリンピック・パラリンピック関連イベン
トに２回程度参加することを予定しています。

事　　　業　　　名 事業概要

　2019年ラグビーワールドカップや，2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機とした外国人観光客の受入環境整備やスポーツツーリズムの推
進，観光資源のブラッシュアップなどを通じ交流人口を増やし，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30年度当初予算の状況

■2020あつまる・つながるまちプロジェクト（続き）

 事業費(千円) 事業担当課

8 [拡充] 盛岡地区かわまちづくり事業 3,782 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，平成30年度
においては北上川における舟運運行予定区間において試作舟による課題
整理を行うための社会実験への支援や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。

9 [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）

4,000 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・被災地の復興を
応援します。

10 盛岡ブランド確立事業 3,387 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。

11 地域おこし協力隊活用事業（盛岡の魅力ＰＲ） 8,000 都市戦略室
　市外在住者の視点から，盛岡の魅力を捉え直し，盛岡の魅力を効果的
に市外に訴求するため「地域おこし協力隊」による盛岡に関する情報発
信や素材（コンテンツ）の制作に取組みます。

12 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。

13 特産品ブランド振興事業 194 ものづくり推進課
  盛岡の特色豊かな工芸品や食品，農産物等を広く全国にアピールする
ため，新たな盛岡ブランド品認定制度により，販売促進，販路拡大を図
ります。

14 外国人観光客誘致推進事業 3,082 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
地での宣伝活動のほか，ホームページやＳＮＳを活用した情報発信など
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。

15
観光客誘致宣伝事業
（盛岡デー開催事業）

2,900 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」の開催に係る負担金を，主催者である
「盛岡デー実行委員会」に支出します。

16
観光客誘致宣伝事業
（盛岡市の物産と観光展開催事業）

3,600 観光交流課
　首都圏及び北海道からの観光客誘致に向け，熊谷市や札幌市などで開
催を予定している物産と観光物産展に係る負担金を，主催者である「盛
岡市の物産と観光展実行委員会」に対し支出します。

17 ＭＩＣＥ（マイス）誘致推進事業 25,000 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。

318,079

事　　　業　　　名 事業概要
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