
【 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] 成長分野拠点形成支援事業 22,360 ものづくり推進課

　成長分野と位置付けている医療福祉機器製造業等の研究開発型企業の
集積を図るため，海外展開を目指す新事業に対しての助成，ヘルスケア
産業協議会の活動や企業集積の誘引力となるクラスター形成への支援を
行います。

2 [新規] 地域おこし協力隊活用事業（猪去地域） 8,000 農政課
　猪去地域での暮らしを通じ，農作物被害をもたらす野生鳥獣の調査・
捕獲等の活動により，新たな捕獲の担い手の育成と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２名の配置を予定しています。

3 [新規] 道の駅設置事業 54,994 道の駅整備推進室
　国道４号渋民バイパスの「道の駅」の早期整備に向け，民間の創意工
夫を取り入れながら，基本設計や管理運営候補者の公募に取り組むとと
ともに，専門家の指導・助言による特産品の開発等に着手します。

4 [拡充] 新産業等用地整備事業 495,811
新産業拠点形成推
進事務局

  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や
産学官連携による新技術・新商品開発を図り，企業の高付加価値化の実
現を目指します。平成31年度は，用地造成に先立ち，道路等のインフラ
整備を行います。

5 [拡充] 盛岡の食材プロモーション事業 2,316
食と農の連携推進
室

　盛岡産農畜産物の情報発信の強化とファンの拡大を図るため，市内の
農業生産者と飲食店・ホテルなどとの商談会・シェフツア－の開催，盛
岡の美味いもんアンバサダー認定制度を運営します。また，平成31年度
は，ホストタウンおもてなしとして，ラグビーワールドカップ事前キャ
ンプ等において盛岡産食材を使ったおもてなしを行います。

6 食と農のバリューアップ推進事業 25,615
食と農の連携推進
室

　「美食王国もりおか」の実現に向け，農業と第２次・第３次産業の連
携強化により，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，生産者の所得向
上と食関連産業の活性化を図ります。

7 新規就農支援事業 21,678 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，農業の新たな担い手の確保と育成に努めます。

戦略プロジェクトに係る平成31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31年度に取組３年目となる「「食と農」・「ものづくり」応援プロ
ジェクト」，２年目となる「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31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。

　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31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
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の開催を通じて，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。

9
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。

10
畜産振興事業
（もりおか短角牛生産対策事業）

140 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（優良繁殖雌
牛）の保留・導入経費に対する補助を実施します。

11 地域おこし協力隊活用事業（玉山地域） 15,976 産業振興課

　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
村との交流を促進するとともに，薮川地域の魅力発掘と交流人口を拡大
し，玉山地域の活性化につなげる取組を推進するために協力隊３名が着
任し，薮川地域へ新規の協力隊１名の配置を予定しています。

12 地域おこし協力隊活用事業（大ケ生地域） 7,994 農政課
　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
進するために協力隊２名が着任しています。

13 地域おこし協力隊活用事業（簗川地域） 4,000 農政課
　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
進するために協力隊１名が着任しています。

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用の補助に加え，地元食
材などを提供する際の仕入れに係る費用の補助を実施します。

15 工場新設拡充等事業 53,978 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 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
度を実施し，地元企業の競争力の強化を推進します。

17 産業支援事業 1,772 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。

事　　　業　　　名 事業概要

2



戦略プロジェクトに係る平成31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

18 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うとともに，
盛岡手づくり村に情報を集約し，ものづくりの面白さや魅力発信の強化
を図ります。

19 ものづくり人材育成事業 138 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，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。

20 盛岡テクノミュージアム設置事業 799 ものづくり推進課

  学生等が地元企業の工場を見学し，情報を入手する機会を増やすこと
で，企業への理解を深め，若者の地元定着を図るため，市内の工場等を
盛岡テクノミュージアムに登録し，受入環境を整備する企業に対し助成
を行います。

21 特産品ブランド振興事業（再掲） 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。

726,787
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戦略プロジェクトに係る平成31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] 新生児聴覚検査事業 8,688 母子健康課
　新生児期において，先天性の聴覚障害の発見を目的として実施する新
生児聴覚検査の費用を5,000円を上限に助成することにより，保護者の経
済的な負担を軽減します。

2 [新規] 養育支援訪問（家事援助）事業 2,284 子ども青少年課
　食事や衛生状況に課題を抱える子育て家庭に対し，家事援助サービス
を提供することにより，子どもが健やかに育つ環境が整うよう家庭を支
援します。

3 [新規] （仮称）見前第二児童センター整備事業 6,190 子ども青少年課
　児童センターが未設置地区である見前小学校区において，小学校の敷
地内に児童センターを整備します。平成31年度は，基本設計及び地質調
査を行います。

4 [新規]
児童福祉施設環境改善事業
（公立施設エアコン設置）

38,790
子育てあんしん課
子ども青少年課

　児童の熱中症を防いで快適な保育環境を確保するため，公立保育所及
び児童センター等にエアコンを設置します。

5 [新規]
児童福祉施設環境改善事業
（私立施設エアコン設置補助）

37,200
子育てあんしん課
子ども青少年課

　児童の熱中症を防いで快適な保育環境を確保するため，エアコンの設
置を希望する私立保育所や放課後児童クラブ等に対し，エアコン設置費
用の一部を助成します。

6 [新規]
児童福祉施設環境整備事業
（公立施設トイレの洋式化）

31,893
子育てあんしん課
子ども青少年課

　トイレの環境整備を図るため，公立保育所（くりやがわ保外6園）や児
童センター（仁王児童センター外17館）のトイレを洋式化します。

7 [新規]
小中学校等環境整備事業
（公立施設トイレの洋式化）

53,607 教育委員会総務課
　トイレの環境整備を図るため，市立小学校（大慈寺小外15校），市立
中学校（米内中外5校），市立幼稚園（太田幼外1園）のトイレを洋式化
します。

8 [拡充] 乳幼児医療費給付事業 468,435 医療助成年金課
　乳幼児について，平成31年度より保険で診療を受けた際に支払うべき
一部負担金の全額を給付します（無償化）。

9 [拡充] 小学生医療費給付事業 223,841 医療助成年金課
　小学生について，保険で診療を受けた際に支払うべき一部負担金から
自己負担額を差し引いた額（非課税世帯は全額）を給付します。
　平成31年度から現物給付方式を導入します。

　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
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戦略プロジェクトに係る平成31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 [拡充] 私立児童福祉施設整備助成事業 853,913
保育サービス推進
室

　新設等を予定している私立保育所等に建設費や改修費の一部を補助し
ます。
・新設２施設　　　 (定員40人）
　　　　　　　　　（定員90人）
・増改築等１施設　（定員20人増）
・大規模修繕等３施設（定員136人増）
・遊休物件活用小規模保育所整備　(３施設／定員19人×３=57人)

11 [拡充] 保育士確保対策事業 70,603
保育サービス推進
室

・奨学金の返還費用の一部を補助
・保育士の宿舎借上げ費用の一部を補助（平成31年度より）
・若手保育士の処遇改善費用の一部を補助（平成31年度より）
保育士の生活支援により，保育士確保を図ります。また，子育て支援員
等の研修を実施します。

12 [拡充]
予防接種事業
（幼児，小・中学生インフルエンザ予防接種補助）

71,871 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ります。平成31年度は，これまで０歳～
小学生を対象とした予防接種料金の一部助成を中学生まで拡大するとと
もに，助成額を１回につき１千円から２千円に増額します。

13 [拡充]
就学援助事業（新入学生徒学用品費入学前支給，クラ
ブ活動費支給）（中学校）

20,310
教育委員会学務教
職員課

　経済的理由等により就学が困難な生徒の保護者に，義務教育に必要な
費用の一部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。平成
31年度からは，新たにクラブ活動費の支給を実施します。

14
妊産婦医療費給付事業
中学生医療費給付事業

220,218 医療助成年金課
　妊産婦，中学生について，保険で診療を受けた際に支払うべき一部負
担金から自己負担額を差し引いた額（非課税世帯は全額）を給付しま
す。

15 子ども・子育て支援事業計画推進事業 851 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。

16 子ども未来基金事業 28,072 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。

17 子育て応援プラザ運営事業 24,865 子ども青少年課

　社会全体で子育てを支える拠点として，室内遊び場やリラックスルー
ム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。

18 子ども家庭総合支援拠点事業 18,256 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。

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31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 ワーク・ライフ・バランス推進事業 9,361 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，コンサルティングや先進事例の
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。

20 待機児童解消強化事業 11,700 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
入する費用等の一部を補助します。

21 特別保育事業（延長保育実施補助） 125,286 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。
※31年度は延長保育実施施設を７施設増やし，85施設とする予定です。

22
児童館管理運営事業
（児童厚生員の適正配置）

9,060 子ども青少年課
　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。

23 産婦健康診査事業 18,271 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。

24 産後ケア事業 769 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。

25 小児救急輪番制病院事業 20,122 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病院へ運営費を補助しま
す。また，小児医療を提供する公的病院等に対して運営費を補助しま
す。

26 夜間急患診療所管理運営事業 73,934 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。

27 子育て世代包括支援センター事業 9,978
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。

28 乳児家庭全戸訪問等事業 5,769
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。

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31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)

29 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。

30
就学援助事業（新入学児童学用品費入学前支給）（小
学校）

7,390
教育委員会学務教
職員課

　経済的理由等により就学が困難な児童の保護者に，義務教育に必要な
費用の一部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。

2,474,527

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31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]
競技大会等開催事業
（いわて盛岡シティマラソン）

30,000 スポーツ推進課
　市制施行130周年を記念し，盛岡の魅力発信とスポーツによる交流人口
の拡大を目的に，盛岡市初のフルマラソン大会を開催するため，「いわ
て盛岡シティマラソン実行委員会」へ開催負担金を支出します。

2 [新規]
競技大会等開催事業
（クライミングアジア選手権2020）

4,419 スポーツ推進課
　2020年に岩手県営運動公園登はん競技場ほかで開催が決定しているク
ライミングアジア選手権の開催負担金を，平成31年度設立予定の実行委
員会へ支出します。

3 [新規]
芸術文化活動振興事業
（盛岡国際俳句大会）

6,000 文化国際室
　市制施行130周年を記念し，盛岡国際俳句大会を開催します。俳句を通
して盛岡市の魅力を国内外に広く発信することで，インバウンドの増加
や都市ブランドの確立を図ります。

4 [新規]
都市公園整備事業
（木伏緑地整備）

29,131 公園みどり課

　都市公園の整備，管理において新たに創設された公募設置管理制度を
活用し，飲食店等の民間収益施設とトイレを一体的に整備し，公園利用
者の利便性の向上と新たな賑わい空間の創出を図り，北上川沿川の魅力
を高めます。

5 [拡充] 外国人観光客誘致推進事業 6,277 観光交流課

　台湾及びタイをターゲットとして，現地プロモーションの展開やモデ
ルルートを設定したマップを作成します。また，既存施設を活用し，
SSIDの統一によりONE認証化を図る「盛岡City Wi-Fi」の整備に取り組み
ます。

6
姉妹都市等国際交流事業
（ホストタウン機運醸成事業）

1,227 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。

7 盛岡広域連携スポーツツーリズム推進事業 39,553
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，ラグビーの覚書締結
及び事前キャンプ受入れや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。

8
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）

4,000
スポーツツーリズ
ム推進室

　地域おこし協力隊によるスポーツを通じた盛岡広域圏の魅力を効果的
にＰＲするため，盛岡広域スポーツコミッションホームページやＳＮＳ
による情報発信を行い，盛岡広域地域のスポーツツーリズムの推進を図
ります。

9 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のため，北上川に
おける舟運復活に向け，市民と行政が一体となった取り組みとして，イ
ベントの開催や社会実験等を行う実行委員会への負担金等による支援を
行います。

10
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」実行委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。

　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。

事　　　業　　　名 事業概要
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戦略プロジェクトに係る平成31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

11 盛岡ブランド確立事業 3,634 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。

12 移住・定住・交流人口対策事業 20,407 都市戦略室

　若者の地元定着や移住・定住促進のため，首都圏の若年層向けの情報
発信や，盛岡コミュニティの支援，暮らし体験ツアー，「仕事」と「暮
らし」の相談体制強化など，関係人口の増加を機軸とした取組を推進し
ます。

13 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。

14 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します。

15 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及びわんこそば選手権の
負担金を支出します。

16 特産品ブランド振興事業（再掲） 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。

17 観光客誘致宣伝事業（盛岡デー開催事業） 3,400 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。

18 観光客誘致宣伝事業（東北六市連携事業） 1,974 観光交流課

　東北の県庁所在地６市の連携を活用し東京2020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31年度においては，関連イベントに３回程度参加するこ
とを予定しています。

19
観光客誘致宣伝事業
（盛岡市の物産と観光展開催事業）

3,100 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。

20
大型観光キャンペーン事業
（岩手もりおか復興フェスタ開催事業)

3,784 観光交流課
　東日本大震災からの復興と元気を発信するため，食の魅力を発信する
イベントなどと連携しながら，被災地をはじめとする東北・県内の祭り
や郷土芸能を集結した「岩手もりおか復興フェスタ」を開催します。

事　　　業　　　名 事業概要
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戦略プロジェクトに係る平成31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

21 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，地域経済の活性化を目指します。

204,395

事　　　業　　　名 事業概要
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