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臨時記者会見資料 

令和３年２月12日 

財 政 部 

 

令和３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 188億 6,600万円 過去最大の予算規模 

 ◇「市民の生活を守り 新たな賑わいを生み出す 盛岡まちづくり予算」 

 

  令和３年度一般会計予算の総額を１千 188億 6,600万円とした。 

前年度当初予算との比較で，39億 7,600万円， 3.5パーセントの増となっている。 

また，令和２年度の１千 148億９千万円を超え，過去最大の予算規模となった。 

 

  令和３年度の予算編成においては，新型コロナウイルス感染症の収束が見通せな

い中にあって，感染症対策と経済対策へ優先的に取り組むことを基本的な方針とし

た上で，市民生活のサービス水準の充実・向上を図るとともに，将来に向けた「ま

ちづくり」が停滞しないよう，必要な事業を着実に進める視点を持ちつつ，一方で

は市税収入の落ち込みなど，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，新型コロナウイルス感染症への対策とともに，総合計

画に位置付けられた，将来のまちづくりや賑わいに資する事業，加えて３つの戦略

プロジェクトを中心に，次の５つの視点から，予算を重点配分した。 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中，ＰＣＲ検査や地域外来・

検査センターなどの感染症対策の体制の継続とともに，２年度は多くのイベン

ト等が中止せざるを得なかったことを踏まえ，対策を徹底した上で着実にイベ

ント開催に繋げることで，市民が日々の暮らしの中で感じている不安を払拭し，

新しい生活様式のもとでの「日常」を速やかに回復すること。 

２ 引き続き盛岡バスセンターの開業に向けて整備を進めるとともに，新たに，

盛岡南公園野球場（仮称）の建設工事への着手，内丸地区将来ビジョンの策定，

盛岡城跡公園に係る建造物復元整備に係る調査，中ノ橋通一丁目地区市街地再
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開発事業への補助，市中心部への関係人口受入拠点の整備などにより，官民一

体となって，賑わいのあふれるまちづくりに取り組むこと。 

３ 盛岡AI・IoTプラットフォームの構築運営，ふるさとワーキングホリデーに取

り組むとともに，盛岡産農畜産物の輸出やスマート農業の導入などにより，産

業の振興や魅力向上，働く場所の創出に取り組み，併せて若者の地元定着を図

ること。 

４ デイサービス型の産後ケア事業，医療的ケア児に係る保育士の加配，盛岡バ

スセンターへの子育て支援センターの整備など，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。 

５ 「東京2020オリンピック・パラリンピック」のホストタウンとして，受け入

れ準備を行うことはもとより，東北六市連携広域観光プロモーションや東北Ｄ

Ｃへの取組を通じて，交流人口の増加に向け，盛岡の価値や魅力を市の内外に

発信すること。 

 

  以上のことから，令和３年度一般会計予算については， 

「市民の生活を守り 新たな賑わいを生み出す 盛岡まちづくり予算」 

 としたところである。 

 

 

２ 新型コロナウイルス感染症に係る対策事業【資料２】 

 ◇感染症対策及び経済対策に係る経費の合計で，９億 4,501万円の予算を計上。 

 

 (1) 感染症対策に係る経費  ４億 9,252万円 

〔主な事業〕 

・新型コロナワクチン接種実施本部設置に係る人件費      （ 31,007千円） 

・地域外来・検査センターに係る設置・運営業務委託      （ 159,620千円） 

・ＰＣＲ検査業務委託       （ 234,089千円） 

・市立小中学校，幼稚園等で使用する衛生物品調達経費   （ 22,429千円） 

・いわて盛岡シティマラソンに係る衛生物品調達経費    （ 9,000千円） 

（実行委員会負担金の増額） 

 

 (2) 経済対策に係る主な事業  ４億 5,249万円 

〔主な事業〕 

・盛岡市くらしの相談支援室の体制強化（相談員２名増）   （ 6,500千円） 

・住居確保給付金の支給        （ 10,618千円） 
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   ・令和２年度に，県の緊急支援融資制度等を借入れた 

事業者に対する，信用保証料及び利子補給    （ 410,367千円） 

 

 

３ 戦略プロジェクト事業【資料３】 

 ◇継続して取り組む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 

（29事業／事業費： 274,614千円） 

  〔新規事業〕 

   １ 盛岡AI・IoTプラットフォーム事業         （ 7,000千円） 

     ⇒プラットフォームの構築，未来技術の実証実験経費の一部助成 

   ２ ふるさとワーキングホリデー        ( 6,592千円） 

     ⇒県外大学生等を対象に，市内での就労体験や生活体験事業を実施 

  〔拡充事業〕 

３ スマート農業導入促進事業     ( 5,550千円） 

     ⇒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 輸出支援事業      ( 1,000千円) 

     ⇒輸出支援に関するセミナーの開催 

５ りんご剪定作業担い手育成補助事業          （   800千円） 

     ⇒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 

   ６ 盛岡の食材プロモーション事業         （ 3,351千円） 

     ⇒「盛岡の美味いもんアンバサダー」店でのスタンプラリー等を実施 

 

 (2) みんなが支える子ども・子育て安心プロジェクト 

（21事業／事業費： 436,612千円） 

  〔新規事業〕 

   １ 支援対象児童等見守り強化事業      （ 8,800千円） 

     ⇒地域コミュニティの役割を担う子ども食堂において子どもの見守りを実施 

   ２ （仮称）太田児童センター整備事業           （ 6,000千円） 

     ⇒太田小学校区内に児童センターを新設（基本設計及び地質調査） 

 

   ３ 医療的ケア児保育支援事業               （ 7,338千円） 

     ⇒保育所等での医療的ケア児受入れに係る看護師の配置などを支援 
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   ４ 医療的ケア学校看護師の配置              （ 4,460千円） 

     ⇒医療的ケアが必要な児童生徒が在籍する市立学校に看護師を配置 

  〔拡充事業〕 

   １ 産後ケア事業                     （ 1,545千円） 

     ⇒アウトリーチ型に加え，デイサービス型の産後ケア事業を実施 

   ２ 学習支援事業                 （ 23,422千円） 

     ⇒生活保護受給世帯等の中学生の学習の場を４か所設置（１か所増） 

 

 (3) 2020あつまる・つながるまちプロジェクト 

（21事業／事業費： 203,564千円） 

  〔新規事業〕 

   １ 東北ＤＣおもてなしガイド派遣事業           （ 1,337千円） 

     ⇒東北ＤＣの期間中，盛岡駅を起点とした無料ガイドツアー 

   ２ スポーツクライミング第４回コンバインドジャパンカップ（ 2,000千円） 

     ⇒５月に盛岡市で開催される当競技会の実行委員会負担金 

   ３ 盛岡市・花蓮市友好都市交流事業            （ 2,838千円） 

     ⇒友好都市提携の記念碑の建立と花蓮市長を招聘した除幕式の開催 

  〔拡充事業〕 

 １ 移住・定住・交流人口対策事業            （ 32,764千円） 

     ⇒市中心部への関係人口交流拠点の設置及び運営 

 ２ 地域おこし協力隊活用事業（移住・定住の促進）     （ 11,818千円） 

     ⇒地域との関係性を深める取組を行う隊員を２人配置（委託型） 

 

 

４ 補足説明 

 (1) 特別会計・企業会計【資料１：１ページ】 

  〔特別会計〕 

  ○国民健康保険費特別会計 ⇒一般被保険者療養給付費の増により，1.0％の増 

  ○介護保険費特別会計 ⇒介護サービス等給付費の増により，3.3％の増 

  ○新産業等用地整備事業費特別会計 ⇒用地整備事業の減により，92.0％の減 

  ○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 0.4％の減 

  ○一般会計と特別会計の総合計 ⇒37億 2,590万円， 2.2％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 ⇒ 7.1％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 ⇒ 0.6％の減 
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  ○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 ⇒ 0.8％の増 

 (2) 一般会計歳入【資料１：２ページ】 

  ○第１款 市税 

⇒個人市民税 新型コロナウイルス感染症の影響等に伴い，所得割を中心に減収見込 

法人市民税 新型コロナウイルス感染症の影響等に伴い，法人税割を中心に減収見込 

固定資産税 新型コロナウイルス感染症に伴う固定資産税の特例措置（減免）の影響

等により減収見込 

たばこ税  減収見込 

市税全体 令和２年度予算との比較で26億 3,032万円， 6.1％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。 

※）地方特例交付金は，固定資産税の特例措置による影響相当分を見込んで， 

225.1％の増 

  ○第12款 地方交付税 

   ⇒令和２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， 5.7％の増加見込 

  ○第17款 県支出金 

   ⇒盛岡南公園野球場（仮称）の整備に係る盛岡市と岩手県の協定に基づく負担金収

入の増により， 27.3％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 7,088万円（４億 8,764万円の減） 

     （土地の売却収入を，市債管理基金へ積み立てるため，特別会計から繰入れるもの） 

    盛岡市新型コロナウイルス感染症対応利子補給等基金繰入金からの繰入金 

 ４億 1,037万円（皆増／２年度の対応資金借入れに係る信用保証料・利子補給） 

    公共施設等整備基金からの取崩し ６億 9,835万円（１億 3,968万円の減） 

    財政調整基金からの取崩し ３億 9,541万円（８億 8,315万円の減） 

    財政調整基金の残高見込 約59億 6,100万円 

  ○第23款 市債 

   ⇒臨時財政対策債が大幅に増額するとともに，盛岡南公園野球場整備事業，向中野

小学校校舎整備事業に係る工事の実施などに伴い， 32.9％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 7.3％に抑制 

   ⇒プライマリーバランス 赤字となる見通し 

   ⇒令和３年度末市債残高見込 1,369億 2,485万円（市民一人当たり47.8万円） 
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 (3) 一般会計目的別歳出【資料１：３ページ】 

  ○第２款 総務費 

  ⇒盛岡南公園野球場整備事業，南公園球技場長寿命化修繕事業，グループウェア構

築整備事業，衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査事務に要する経費

の増加などで 

   17億 7,162万円， 15.6％の増 

  ○第３款 民生費 

  ⇒認定こども園等運営費給付事業などの子ども・子育て関連事業，障がい者の自立

支援や障がい児の通所に係る給付事業，老人福祉施設整備助成や介護保険費特別

会計への繰出金に要する経費の増加などで 

   15億 2,277万円， 3.2％の増 

  ○第４款 衛生費 

  ⇒ＰＣＲ検査業務委託を行う感染症予防事業，地域外来・検査センター整備運営事

業，旧清掃工場施設解体事業に要する経費の増加などで 

   ７億 2,044万円， 8.3％の増 

  ○第７款 商工費 

  ⇒新型コロナウイルス感染症の経済対策として，令和２年度に事業者が借り入れた

対策資金に係る３年度の保証料及び利子補給に要する経費の増加などで 

   ４億 5,398万円， 40.8％の増 

  ○第８款 土木費 

  ⇒盛岡バスセンター建設事業，中ノ橋通一丁目地区市街地再開発事業，公営住宅ス

トック総合改善事業に要する経費の増加の一方，市営住宅整備事業（青山二，三

丁目アパート）や土地区画整理事業に要する経費の減額により 

   12億 181万円， 7.2％の減 

    ※）土地区画整理事業については，国の第３次補正予算を活用し，事業の前倒し実施を

見込んでいるもの。 

  ○第12款 公債費 

  ⇒臨時財政対策債，小中学校の空調設備整備に伴う学校教育施設等整備事業債，土

地区画整理事業に係る公共事業等債などの償還に要する経費の増加などで 

５億 7,972万円， 4.7％の増 

 (4) 令和３年度当初予算主な事業一覧【資料４】 

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(60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 
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・「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 

 

 

５ 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３年度予算は，1,188億 6,600万円で，認定こども園等運営費給付事業など，

幼児教育・保育の無償化に係る予算が増額計上された令和２年度の1,148億９千万

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％ ３ 118,866 3.5％ 

   〔２⇒３ 39億 7,600万円増〕 

 (2) 財政調整基金等，主要三基金の残高について 

財政調整基金の令和３年度末残高見込額は，約59億 5,980万円。 

２年度末の残高見込額（＝約63億 2,453万円）に対して，約３億 6,473万円の

減少となる見込みである。 

◇主要三基金の年度末残高見込額 （単位：千円，％） 

区  分 R3末見込 R2末見込 増減額 増減率 

財政調整基金 5,961,573 6,324,534 △362,961 △5.7 

市債管理基金 785,618 861,577 △75,959 △8.8 

公共施設等整備基金 941,375 1,639,696 △698,321 △42.6 

合  計 7,688,566 8,825,807 △1,137,241 △12.9 
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 (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 155億 9,588万円を見込み，元金

償還額が約 122億 4,257万円（差＝△約33億 5,331万円）であることから，プラ

イマリーバランスは２年連続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69億 5,078万円としており，２年度（＝

約41億 2,878万円）に比べて，約28億 2,200万円，68.3％増加した。 

⚫ 長寿命化関連事業に係る市債について，新規発行額を25億 6,310万円としてお

り，２年度（＝26億 9,740万円）に比べて１億 3,430万円， 5.0％減少した。 

⚫ その他事業に係る市債について，新規発行額を60億 8,200万円とした。盛岡南

公園野球場整備事業債が約16億 5,000万円の増となる中で，他の事業に係る市

債の圧縮に努め，全体では２年度（＝49億 1,260万円）に比べて11億 6,940万

円，23.8％の増加に留めた。 

◇市債発行区分 （単位：千円，％） 

区  分 R03新規発行額 R02新規発行額 増減額 増減率 

臨時財政対策債 6,950,782 4,128,776 2,822,006 68.3 

長寿命化計画関係事業 2,563,100 2,697,400 △134,300 △5.0 

その他の事業 6,082,000 4,912,600 1,169,400 23.8 

合  計 15,595,882 11,738,776 3,857,106 32.9 

※）「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 1,649,100千円増 

◼ 向中野小学校施設整備事業債  354,000千円増 

◼ 旧清掃工場施設解体事業債   150,100千円増 

◼ （仮称）見前第二児童センター建設事業債 116,700千円増 

(4) 資料４の主な事業一覧の新規事業（☆）数について 

３年度は一般会計で，中ノ橋通一丁目地区市街地再開発事業など60事業，

1,489,901千円となっている。(２年度＝67事業，1,397,782千円) 

また，特別会計において新規事業はない。（２年度＝０事業） 

(5) 資料４の主な事業一覧の「新市建設計画」の事業数について 

３年度は一般会計で，道の駅設置事業など，16事業，428,987千円となっている。

(２年度＝19事業，519,311千円) 

(6) 資料４の主な事業一覧の「地方創生」の事業数について 

３年度は一般会計で，移住・定住・交流人口対策事業など５事業，85,590千円

となっている。(２年度＝４事業，69,078千円) 
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(7) 資料４の主な事業一覧の「復興推進」の事業数について 

３年度は一般会計で，東日本大震災復興推進事業など３事業， 77,334千円とな

っている。(２年度＝３事業， 88,614千円) 

(8) 資料４の主な事業一覧の「合併建設」の事業数について 

３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，3,946,653千円と

なっている。(２年度＝５事業，1,218,311千円) 

 (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35億 5,492万円の予算額となる。２年度と

の比較では，当該計画事業では総合プールの改修終了などにより大きく減額とな

ったため，計画に含まれない旧三ツ割清掃工場解体事業などの増があるものの，

全体では約４億 6,468万円，11.6％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 R03事業費 R02事業費 増減額 増減率 

最適化・長寿命化計画 2,999,749 3,518,710 △518,961 △14.7 

長寿命化修繕 19,271 79,536 △60,265 △75.8 

その他 535,895 421,346 114,549 27.2 

合  計 3,554,915 4,019,592 △464,677 △11.6 

  ※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，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 


