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臨時記者会見資料 

令和２年２月13日 

財 政 部 

 

令和２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 148億９千万円 過去最大の予算規模 

 ◇「交流が拓く 活力あふれる 未来予算」 

 

  令和２年度一般会計予算の総額を１千 148億９千万円とした。 

前年度当初予算との比較で，33億６千万円， 3.0パーセントの増となっている。 

また，令和元年度の１千 115億３千万円を超え，過去最大の予算規模となった。 

 

  令和２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

とともに，将来の街づくりに向けて必要な事業を進める視点を持ちつつ，一方では

厳しい財政見通しを踏まえて，国や県の補助金，地方交付税措置のある地方債など

の特定財源の有効活用に留意しながら，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，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」の実現に向けて，総合計画に位置付けられた３つの戦略プロジェクト中

心に，次の５つの視点から，予算を重点配分した。 

 

１ 「東京2020オリンピック・パラリンピック」を迎え，ホストタウンとしての

受け入れはもとより，ビクトリア市姉妹都市35周年，文京区との縁による盛岡

文士劇東京公演や文京区内にある大学との連携事業，函館市との高校交流など，

うるま市や台湾花蓮市を含め，本市がこれまで積み重ねてきた様々な都市との

交流を更に充実・発展させ，盛岡の価値や魅力を市の内外に発信すること。 

２ 第２子以降の保育料軽減や副食費の助成，放課後児童クラブ利用料の軽減，

児童センターの整備促進，中学生の医療費現物給付化など，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 新産業等用地の整備，未来創造産業拠点形成調査事業に取り組むとともに，

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

の創出に努めること。 
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４ 好評をいただいた「いわて盛岡シティマラソン」や「盛岡国際俳句大会」の

継続に加え，道の駅の整備や令和３年度の東北ＤＣを見据えた事業など，交流

人口対策を推進することにより，賑わいがあふれるまちづくりに取り組むこと。 

５ 盛岡バスセンターの整備や玉山地域のバス路線確保，ＪＲ岩手飯岡駅東西自

由通路の整備やＪＲ田沢湖線新駅整備の着手など，交流を生み出す人の行き来

を支えるとともに，市民生活の利便性向上につながる，社会基盤としての公共

交通の充実を図ること。 

 

  以上のことから，令和２年度一般会計予算については， 

「交流が拓く 活力あふれる 未来予算」 

 としたところである。 

 

２ 戦略プロジェクト事業【資料２】 

 ◇新規１，継続２，合わせて３つの戦略プロジェクトで事業を重点化 

 

 (1) 未来のもりおかを創る若者・しごと応援プロジェクト <新規> 

（29事業／事業費： 1,178,549千円） 

  〔新規事業〕 

   １ 未来創造産業拠点形成調査事業         （ 2,000千円） 

     ⇒企業アンケート調査，市への立地意向や要望の収集分析 

   ２ 魅力ある職場づくり推進事業        ( 1,096千円） 

     ⇒ICTの活用紹介を含めた働き方改革セミナーの開催 

   ３ スマート農業導入促進事業     ( 3,000千円） 

     ⇒農業用ドローン本体・オペレーター認定取得経費の一部助成 

４ 盛岡りんご担い手バックアップ事業          （   500千円） 

     ⇒りんご剪定に係る新規作業従事者に係る費用の一部助成 

   ５ 輸出支援事業      (  150千円） 

     ⇒輸出支援に関するセミナー・フォーラムを開催 

  〔拡充事業〕 

   １ 成長分野拠点形成支援事業              （ 33,230千円） 

     ⇒高度人材の地元定着のためインターンシップ事業等を実施 

   ２ 食と農のバリューアップ推進事業        （ 25,197千円） 

     ⇒６次産業化の手法を学ぶセミナーの開催 
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 (2) みんなが支える子ども・子育て安心プロジェクト <継続> 

（32事業／事業費： 1,957,222千円） 

  〔新規事業〕 

   １ もりおか子育て世帯応援事業            （ 291,588千円） 

子育て世帯の経済的負担を軽減するため，世帯年収550万円相当未満

世帯等に対して次の各事業を実施 

    ① 第２子以降保育料無料              （ 165,876千円） 

     ⇒０歳～２歳児に係る第２子以降の保育料無償化 

     ② 副食費の助成                   （ 88,776千円） 

     ⇒３歳～５歳児に係る副食費の助成 

     ③ 放課後児童クラブ利用料の補助           （ 36,936千円） 

     ⇒兄弟同時利用時の第２子以降の利用料軽減 

   ２ （仮称）向中野児童センター整備事業          （ 6,006千円） 

     ⇒向中野小学校区内に児童センターを新設（基本設計） 

   ３ 障がい者相談支援事業〔児童に特化した相談窓口の設置〕（ 4,800千円） 

     ⇒発達障害を含めた障がい児の相談窓口として常勤相談員を配置 

  〔拡充事業〕 

   １ 中学生医療費給付事業                （ 86,492千円） 

     ⇒中学生の医療費給付に現物給付方式を導入 

   ２ 子育てのための施設等利用給付事業           （ 11,664千円） 

     ⇒旧制度幼稚園に係る副食費の助成 

 

 (3) 2020あつまる・つながるまちプロジェクト<継続> 

（22事業／事業費： 205,360千円） 

  〔新規事業〕 

   １ ビクトリア市姉妹都市提携35周年事業         （ 10,989千円） 

     ⇒盛岡市・ビクトリア市の両市長による公式訪問や記念事業を実施 

   ２ 盛岡文士劇東京公演                  （ 5,000千円） 

     ⇒友好都市である文京区で盛岡文士劇の上演を開催 

   ３ スポーツクライミング第３回コンバインドジャパンカップ（ 2,000千円） 

     ⇒東京2020オリンピック前に開催される当競技会の実行委員会負担金 

   ４ 盛岡伝統芸能常設公演事業               （ 5,700千円） 

     ⇒つなぎ温泉での盛岡さんさ踊り常設公演に係る経費助成 
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  〔拡充事業〕 

 １ 盛岡ブランド確立事業                （ 12,381千円） 

     ⇒マーケティングや広報の専門人材の活用 

 ２ 東北六市連携広域観光プロモーション事業        （ 3,000千円） 

     ⇒東京2020オリ・パラ関連イベントへの盛岡さんさ踊り参加 

 

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〕 

  ○介護保険費特別会計 ⇒介護サービス等給付費の増により，2.2％の増 

  ○新産業等用地整備事業費特別会計 ⇒用地整備事業の増により，206.9％の増 

  ○特別会計の計 ⇒新産業等用地整備事業費特別会計等の影響により 2.6％の増 

  ○一般会計と特別会計の総合計 ⇒47億 9,798万円， 2.9％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 ⇒ 1.2％の減 

  ○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 ⇒ 0.2％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 ⇒ 0.2％の減 

 (2) 一般会計歳入【資料１：２ページ】 

  ○第１款 市税 

   ⇒法人市民税 税制改正の影響等に伴い法人税割が減収見込 

    固定資産税 新築家屋課税の増加により増収見込 

    たばこ税  減収見込 

    市税全体 令和元年度予算との比較で３億 142万円， 0.7％の減収見込 

  ○第２款 地方譲与税 ～ 第11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12款 地方交付税 

   ⇒令和元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， 0.3％の増加見込 

  ○第20款 繰入金 

   ⇒新産業等用地整備事業費特別会計からの繰入金 ５億 5,852万円 

     （土地の売却収入を一旦市債管理基金へ積み立て，後年度の市債償還に充てる） 

    公共施設等整備基金からの取崩し ８億 3,804万円 

    財政調整基金からの取崩し 12億 7,855万円 

    財政調整基金の残高見込 約61億 4,000円 
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  ○第23款 市債 

   ⇒臨時財政対策債はやや減少したものの，学校施設の整備，（仮称）盛岡学校給食

センター建設事業，旧清掃工場解体に係る工事の実施などに伴い， 8.2％の増加

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 6.6％に抑制 

   ⇒プライマリーバランス 赤字となる見通し 

   ⇒令和２年度末市債残高見込 1,303億 422万円（市民一人当たり45.2万円） 

 (3) 一般会計目的別歳出【資料１：３ページ】 

  ○第２款 総務費 

  ⇒総合プール改修事業，盛岡南公園野球場整備事業，好摩地区コミュニティセンタ

ー大規模改修事業，人件費に要する経費の増加などで 

   13億 1,729万円， 13.1％の増 

  ○第３款 民生費 

  ⇒第２子以降の保育料軽減を含む子ども・子育て関連事業，障がい者の自立支援事

業，介護保険費特別会計への繰出金に要する経費の増加などで 

   ５億 5,117万円， 1.2％の増 

  ○第４款 衛生費 

  ⇒旧清掃工場施設解体事業，新たにロタウィルスワクチンの予防接種追加，風しん

の追加的対策に伴う予防接種に要する経費の増加などで 

   ３億 7,136万円， 4.5％の増 

  ○第５款 労働費 

  ⇒勤労者福祉施設の大規模改修工事の終了などで 

   ５億 7,141万円， 73.0％の減 

  ○第８款 土木費 

  ⇒盛岡バスセンター建設事業，JR田沢湖線新駅整備事業，土地区画整理事業に要す

る経費の増加などで 

   ９億 6,116万円， 6.1％の増 

  ○第10款 教育費 

  ⇒（仮称）盛岡学校給食センター建設事業，学校施設の整備及び大規模改修に要す

る経費の増加などで 

７億 648万円， 8.5％の増 

 (4) 令和２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(67事業) 
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・「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 

・「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。 

   令和２年度予算は，1,148億９千万円で，プレミアム商品券発行事業などが計上

された令和元年度の1,115億３千万円を上回り，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 年度 

当初予算額              

（単位：百万円） 
前年度比 

22 101,485 6.0％ 28 111,188 △0.1％ 

23 108,072 6.5％ 29 107,660 △3.2％ 

24 104,452 △3.3％ 30 110,640 2.8％ 

25 103,347 △1.1％ 元 111,530 0.8％ 

26 106,070 2.6％ ２ 114,890 3.0％ 

27 111,330 5.0％ 〔元⇒２ 33億６千万円増〕 

 (2) 財政調整基金の残高について 

令和２年度末残高見込額は，約61億 4,063万円。 

元年度末の残高見込額（＝約73億 8,514万円）に対して，約12億 4,451万円の

減少となる見込みである。 

 （単位：千円，％） 

区  分 R02末見込 R01末見込 増減額 増減率 

財政調整基金 6,140,631 7,385,138 △1,244,507 △ 16.9 

(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 117億 3,878万円を見込み，元金

償還額が約 115億 6,430万円（差＝△約１億 7,448万円）であることから，プラ

イマリーバランスは２年ぶりの赤字となる見込みである。 

 臨時財政対策債に係る新規発行額を約41億 2,878万円としており，元年度（＝

約41億 4,378万円）に比べて 1,500万円，0.4％減少した。 
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 長寿命化関連事業に係る市債について，新規発行額を29億 9,850万円としてお

り，元年度（＝32億 7,760万円）に比べて２億 7,910万円， 8.5％減少した。 

※）令和元年度の新規発行額には,緊急的な対策として公共施設のトイレ洋式化を行った

「トイレ環境整備事業」に係る市債発行分（２億 7,950万円）が含まれる。これを除い

た比較では，1,040万円，0.3％の増加となる。 

 その他事業に係る市債について，新規発行額を46億 1,150万円としており，元

年度（＝34億 2,390万円）に比べて11億 8,760万円，34.7％増加した。 

◇市債発行区分 （単位：千円，％） 

区  分 R02新規発行額 R01新規発行額 増減額 増減率 

臨時財政対策債 4,128,776 4,143,781 △15,005 △0.4 

長寿命化計画関係事業 2,998,500 3,277,600 △279,100 △8.5 

その他の事業 4,611,500 3,423,900 1,187,600 34.7 

合  計 11,738,776 10,845,281 893,495 8.2 

※）「その他の事業」に係る新規発行額の増に係る主な事業は以下のとおり。 

 盛岡南公園野球場整備事業債  62,500千円増 

 旧清掃工場施設解体事業債  224,400千円増 

 地方道路等整備事業債（区画整理事業関係） 154,100千円増 

 飯岡小学校施設整備事業債  223,600千円増 

 （仮称）学校給食センター建設事業債  151,000千円増 

(4) 資料３の主な事業一覧の新規事業（☆）数について 

２年度は一般会計で，第２子の保育料軽減に係る事業など67事業，1,397,782千

円となっている。(元年度＝74事業，1,603,655千円) 

また，特別会計において新規事業はない。（元年度＝４事業，502,874千円） 

(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 

２年度は一般会計で，道の駅設置事業など，19事業，519,311千円となっている。

(元年度＝20事業， 573,105千円) 

(6) 資料３の主な事業一覧の「地方創生」の事業数について 

２年度は一般会計で，移住・定住・交流人口対策事業など４事業，69,078千円

となっている。(元年度＝６事業， 63,450千円) 

(7) 資料３の主な事業一覧の「復興推進」の事業数について 

２年度は一般会計で，被災者住宅再建支援事業など３事業， 88,614千円となっ

ている。(元年度＝３事業， 95,380千円) 
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(8) 資料３の主な事業一覧の「合併建設」の事業数について 

２年度は一般会計で，盛岡南公園野球場整備事業など５事業，1,218,311千円と

なっている。(元年度＝６事業，802,661千円千円) 

 (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

く教育施設の大規模改修事業など，約40億 1,959万円の予算額となる。元年度と

の比較では，当該計画事業はほぼ横ばいだが，計画に含まれない市庁舎改修の終

了などにより， 8,112万円，2.0％の減となっている。 

◇施設の長寿命化関連事業 （単位：千円，％） 

区  分 R02事業費 R01事業費 増減額 増減率 

最適化・長寿命化計画 3,518,710 3,554,372 △35,662 △1.0 

長寿命化修繕 79,536 39,997 39,539 98.6 

その他 421,346 506,342 △84,996 △16.8 

合  計 4,019,592 4,100,711 △81,119 △2.0 

トイレ環境整備事業 0 300,610 △300,610 皆減 

計 4,019,592 4,401,321 △381,729 △8.7 

  ※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，上記計画には含まれていない庁舎・施設などに係る修繕等を行う事業 


