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臨時記者会見資料 

平成31年２月13日 

財 政 部 

 

平成31年度盛岡市予算の概要について 

 

１ 予算規模【資料１】・キャッチフレーズ 

 ◇総額１千 115億３千万円 過去最大の予算規模 

 ◇「歴史と未来がつながる 盛岡に暮らす心地よさ 実感予算」 

 

  平成31年度一般会計予算の総額を１千 115億３千万円とした。 

前年度当初予算との比較で，８億９千万円， 0.8パーセントの増となっている。 

また，平成27年度の１千 113億３千万円を超え，過去最大の予算規模となった。 

 

  平成31年度の予算編成においては，市民生活のサービス水準の充実・向上を図る

ことを目指すとともに，厳しい財政見通しを踏まえ，特定財源の有効活用と合わせ

て，市債依存度の減少や一般財源に充てる基金の取崩し額の圧縮など，財政の健全

化にも留意しながら，総合計画の各種施策を推進するための経費の積極的な予算化

に努めた。 

 

  特にも，市制施行130周年の節目を迎え，今後なお一層の市勢発展に繋がるよう，

本市が目指すまちの将来像「ひと・まち・未来が輝き 世界につながるまち盛岡」

の実現に向け，３つの戦略プロジェクトを総合計画に位置付けるなど，次の５つの

視点から，予算を重点配分した。 

 

１ 市制施行130周年を市民挙げて祝うとともに，盛岡国際俳句大会や伝統的工芸

品月間全国大会など，盛岡の歴史を感じられるイベントを通じ，盛岡の価値や

魅力を市の内外に発信すること。 

２ 乳幼児の医療費無償化や小学生の医療費現物給付化，新生児聴覚検査の費用

助成，児童センターや保育所の整備，インフルエンザ接種補助の中学生への対

象拡大と単価増額など，若い世代や子育て世代が安心して暮らすための施策を

拡充すること。 

３ 成長分野の産業拠点形成支援，新産業等用地の整備，盛岡産農畜産物の魅力

発信や高付加価値化などにより，産業の振興や働く場所の確保に努め，盛岡広
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域８市町の地方創生に資すること。 

４ 平成31年10月に開催の「いわて盛岡シティマラソン2019」のほか，ラグビー

ワールドカップや，東京オリンピック・パラリンピックのキャンプ地誘致，ス

ポーツによる盛岡広域の活性化，移住・定住・交流人口対策を推進すること。 

５ 公共施設や指定避難所となる学校体育館のトイレ洋式化や，児童福祉施設等

へのエアコンの設置，自治公民館の備品補助拡充など，多くの市民が利用する

施設について環境改善を図り，利便性を向上させること。 

 

  以上のことから，平成31年度一般会計予算については， 

「歴史と未来がつながる 盛岡に暮らす心地よさ 実感予算」 

 としたところである。 

 

２ 戦略プロジェクト事業【資料２】 

 ◇継続となる３つの戦略プロジェクトで事業を重点化 

 

 (1) 「食と農」・「ものづくり」応援プロジェクト （事業費：  726,787千円） 

  〔新規事業〕 

   １ 成長分野拠点形成支援事業              （ 22,360千円） 

     ⇒地域経済牽引企業の海外展開及び企業集積クラスター支援 

   ２ 地域おこし協力隊活用事業〔猪去地域〕        （ 8,000千円） 

     ⇒地域の魅力向上に取り組む隊員を２人配置 

   ３ 道の駅設置事業          （ 54,994千円） 

     ⇒基本設計や管理運営候補者の公募，専門家の支援委託 

  〔拡充事業〕 

   １ 新産業等用地整備事業〔特別会計新設〕       （ 495,811千円） 

     ⇒道路や上下水道などインフラ整備を含め用地造成を実施 

２ 盛岡の食材プロモーション事業            （ 2,316千円） 

     ⇒ＲＷＣ事前キャンプ等での盛岡産食材によるおもてなし 

 

 (2) みんなが支える子ども・子育て安心プロジェクト（事業費： 2,474,527千円） 

  〔新規事業〕 

   １ 新生児聴覚検査事業                 （ 8,688千円） 

     ⇒新生児聴覚検査に係る費用の助成 

   ２ 養育支援訪問（家事援助）事業            （ 2,284千円） 
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     ⇒課題を抱える子育て家庭への家事援助サービス提供 

   ３ （仮称）見前第二児童センター整備事業        （ 6,190千円） 

     ⇒見前小学校敷地内に児童センターを新設（基本設計） 

   ４ 児童福祉施設環境改善事業 

    ① 公立施設エアコン設置               （ 38,790千円） 

     ⇒公立保育所及び児童センターにエアコンを設置 

    ② 私立施設エアコン設置補助             （ 37,200千円） 

     ⇒私立保育所や放課後児童クラブ等にエアコン設置経費を助成 

    ③ 公立施設トイレの様式化              （ 31,893千円） 

     ⇒公立保育所及び児童センターのトイレを洋式化 

   ５ 小中学校等環境整備事業               （ 53,607千円） 

     ⇒市立小中学校の屋内運動場トイレ等を洋式化 

  〔拡充事業〕 

   １ 乳幼児医療費給付事業               （ 468,435千円） 

     ⇒乳幼児の医療費を無償化（自己負担額を全額給付） 

   ２ 小学生医療費給付事業               （ 223,841千円） 

     ⇒小学生の医療費給付に現物給付方式を導入 

   ３ 私立児童福祉施設整備助成事業           （ 853,913千円） 

     ⇒私立保育所等に建設費や施設改修費用を助成 

   ４ 保育士確保対策事業                 （ 70,603千円） 

     ⇒保育士宿舎借上げ及び若手保育士の処遇改善経費一部助成 

   ５ 予防接種事業〔インフルエンザ予防接種助成〕     （ 71,871千円） 

     ⇒助成対象を中学生に拡大し，助成単価を２千円／回に倍増 

   ６ 就学援助事業                    （ 20,310千円） 

     ⇒就学援助対象経費に中学生のクラブ活動費を追加 

 

 (3) 2020あつまる・つながるまちプロジェクト   （事業費：  204,395千円） 

  〔新規事業〕 

   １ 競技大会等開催事業 

    ① いわて盛岡シティマラソン             （ 30,000千円） 

     ⇒盛岡市初となるフルマラソン大会を開催 

    ② クライミングアジア選手権2020           （ 4,419千円） 

     ⇒クライミングアジア選手権2020の実行委員会設立 

   ２ 芸術文化活動振興事業                （ 6,000千円） 
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     ⇒広く国内外から作品を募集し，盛岡国際俳句大会を開催 

   ３ 都市公園整備事業                  （ 29,131千円） 

     ⇒木伏緑地の民間収益施設整備と合わせてトイレを整備 

  〔拡充事業〕 

 １ 外国人観光客誘致推進事業              （ 6,277千円） 

     ⇒台湾及びタイでの現地プロモーション，「盛岡City Wi-Fi」の整備 

 

３ 補足説明 

 (1) 特別会計・企業会計【資料１：１ページ】 

  〔特別会計〕 

  ○新産業等用地整備事業費特別会計 ⇒特別会計の新設 ４億 9,581万円の皆増 

  ○特別会計の計 ⇒新産業等用地整備事業費特別会計の影響により 0.6％の増 

  ○一般会計と特別会計の総合計 ⇒12億 3,361万円， 0.7％の増 

  〔企業会計〕 

  ○水道事業会計の収益的支出と資本的支出を合わせた支出計 ⇒ 1.5％の増 

  ○下水道事業会計の収益的支出と資本的支出を合わせた支出計 ⇒ 2.7％の減 

  ○病院事業会計の収益的支出と資本的支出を合わせた支出計 ⇒ 7.7％の増 

 (2) 一般会計歳入【資料１：２ページ】 

  ○第１款 市税 

   ⇒法人市民税 緩やかな景気回復基調に伴う法人税割の増収見込 

    固定資産税 評価替え終了に伴う増収見込 

    軽自動車税 増収見込 

    たばこ税  増収見込 

    市税全体 平成30年度予算との比較で７億 2,794万円， 1.7％の増加見込 

  ○第２款 地方譲与税 ～ 第10款 地方特例交付金 

   ⇒国の地方財政計画等の見通しによる見込 

  ○第11款 地方交付税 

   ⇒平成30年度の決算見込額を基に，国の地方財政計画の伸び率，市税や各種交付金，

譲与税などの状況を勘案して， 1.0％の増加見込 

  ○第19款 繰入金 

   ⇒公共施設等整備基金からの取崩し ６億 3,557万円 

    財政調整基金からの取崩し 12億 1,325万円 

    財政調整基金の残高見込 約61億円 

  ○第22款 市債 
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   ⇒臨時財政対策債の減少とともに，公共施設の保有最適化・長寿命化計画事業に 

    係る工事の平準化に伴い， 7.8％の減少見込 

   ⇒市債発行額の割合 臨時財政対策債を除き一般会計予算総額の 6.0％に抑制 

   ⇒プライマリーバランス 黒字となる見通し 

   ⇒平成31年度末市債残高見込 1,342億3,534万円（市民一人当たり46.3万円） 

 (3) 一般会計目的別歳出【資料１：３ページ】 

  ○第３款 民生費 

  ⇒子ども・子育て関連事業，障がい者の自立支援事業，プレミアム付商品券事業に

要する経費の増加などで 

   12億 8,294万円， 2.8％の増 

  ○第５款 労働費 

  ⇒勤労者福祉施設の大規模改修工事の実施などで 

   ４億 8,323万円， 161.5％の増 

  ○第６款 農林費 

  ⇒産地パワーアップ事業（全額国庫補助事業）の終了などで 

   ２億 7,259万円， 9.6％の減 

  ○第７款 商工費 

  ⇒東北絆まつり・岩手もりおか復興フェスタ開催事業の終了などで 

   ２億 892万円， 14.9％の減 

  ○第８款 土木費 

  ⇒公営住宅建設事業の減，旧競馬場跡地整備事業の終了などで 

   ３億 3,616万円， 2.1％の減 

  ○第９款 消防費 

  ⇒施設整備に係る広域消防組合負担金，防災行政無線更新整備事業の増加などで 

   ３億 5,042万円， 8.3％の増 

  ○第10款 教育費 

  ⇒学校施設，中央公民館の大規模改修工事の実施などで 

４億 2,336万円， 5.3％の増 

 (4) 平成31年度当初予算主な事業一覧【資料３】 

各会計の主な事業について，次のように表示し，目的別にまとめている。 

・「事業名の☆」    ⇒新規事業(78事業) 

・「戦略プロジェクト」 ⇒総合計画の戦略プロジェクト事業 

・「合併建設計画」   ⇒旧都南村との合併建設計画事業 

・「新市建設計画」   ⇒旧玉山村との新市建設計画事業 
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・「地方創生」     ⇒盛岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 

・「復興推進」     ⇒東日本大震災復興推進事業 

・「長寿命化計画」   ⇒公共施設保有最適化・長寿命化計画事業 

 

４ その他 

 (1) 当初予算額の推移 

平成22年度以降， 1,000億円台で推移している。 

   平成31年度予算は，1,115億３千万円で，国体関連施設整備などが計上された平

成27年度の1,113億３千万円を上回り，過去最大の予算となった。 

年度 
当 初 予 算 額              

（単位：百万円） 
前年度比 

 

22 101,485  6.0％ 

23 108,072  6.5％ 

24 104,452 △3.3％ 

25 103,347 △1.1％ 

26 106,070  2.6％ 

27 111,330  5.0％ 

28 111,188 △0.1％ 

29 107,660 △3.2％ 

30 110,640   2.8％  

31 111,530   0.8％ 〔30⇒31 ８億９千万円増〕 

 (2) 財政調整基金の残高について 

平成31年度末残高見込額は，約61億 1,429万円。 

30年度末の残高見込額（＝約72億 9,117万円）に対して，約11億 7,688万円の

減少となる見込みである。 

 （単位：千円，％） 

区  分 H31末見込 H30末見込 増減額 増減率 

財政調整基金 6,114,293 7,291,174 △1,176,881 △ 16.1 

(3) プライマリーバランスについて 

臨時財政対策債を含む市債の新規発行額，約 108億 4,528万円を見込み，元金

償還額が約 115億 379万円（差＝約６億 5,851万円）であることから，プライマ

リーバランスは２年ぶりの黒字となる見込みである。 
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 臨時財政対策債に係る新規発行額を約41億 4,378万円としており，30年度（＝

約46億 4,344万円）に比べて４億 9,966万円，10.8％減少した。 

 長寿命化関連事業に係る市債について，新規発行額を32億 7,760万円としてお

り，30年度（＝34億 5,150万円）に比べて１億 7,390万円， 5.0％減少した。 

(4) 資料３の主な事業一覧の新規事業（☆）数について 

31年度は一般会計で，中学生インフルエンザ予防接種補助金など74事業，

1,603,655千円となっている。(30年度＝72事業，937,112千円) 

また，特別会計では，新産業等用地整備事業など４事業，502,874千円となって

いる。（30年度＝１事業，4,500千円） 

(5) 資料３の主な事業一覧の「新市建設計画」の事業数について 

31年度は一般会計で，排水対策特別事業（船田堰地区）など，20事業， 

573,105千円となっている。(30年度＝42事業， 2,326,395千円) 

※）成人健康診査事業など継続して実施しているソフト事業については表示を見直し，

ハード事業のみに表示を限定した。 

(6) 資料３の主な事業一覧の「地方創生」の事業数について 

31年度は一般会計で，移住・定住・交流人口対策事業など６事業，63,450千円

となっている。(30年度＝12事業， 81,379千円) 

(7) 資料３の主な事業一覧の「復興推進」の事業数について 

31年度は一般会計で，被災者住宅再建支援事業など３事業， 95,380千円となっ

ている。(30年度＝４事業， 116,489千円) 

(8) 資料３の主な事業一覧の「合併建設」の事業数について 

31年度は一般会計で，盛岡南公園野球場整備事業など６事業，802,661千円とな

っている。(30年度＝６事業，433,138千円千円) 

 (9) 施設の長寿命化計画関連事業等について 

施設の長寿命化関連事業については，公共施設の最適化・長寿命化計画に基づ

く中央公民館の大規模改修事業など，約41億71万円の予算額となる。30年度との

比較では，当該計画事業の平準化などにより，約６億 9,829万円，14.6％の減と

なっている。 

なお，長寿命化関連事業とは別に，盛岡市公共施設の総合管理計画の下位計画

である「盛岡市有公共施設トイレ環境整備計画」に基づく公共施設トイレ環境整

備事業として，３億61万円の予算を計上している。 
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◇施設の長寿命化関連事業 （単位：千円，％） 

区  分 H31事業費 H30事業費 増減額 増減率 

最適化・長寿命化計画 3,554,372 4,336,327 △781,955 △18.0 

長寿命化修繕 39,997 214,919 △174,922 △81.4 

その他 506,342 247,759 258,583 104.4 

合  計 4,100,711 4,799,005 △698,294 △14.6 

  ※１）「最適化・長寿命化計画」は，公共施設の最適化・長寿命化計画に基づく事業 

※２）「長寿命化修繕」は，計画には含まれないものの，施設の長寿命化のために行う電気設備等

の修繕 

※３）「その他」は，計画外の庁舎等に係る修繕等を行う事業 

◇盛岡市有公共施設トイレ環境整備計画事業 （単位：千円，％） 

区  分 H31事業費 H30事業費 増減額 増減率 

公共施設トイレ環境整備事業 300,610 － 皆増  

 


