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拝啓 皆様には、新年度を迎えられ、益々ご健勝のこととお慶び申し上げ
ます。
さて、3 月 25 日に平成 27 年度予算が成立いたしましたので、概要版でご
報告いたします。
一般会計は、1113 億 3000 万円で前年度比 5％増、10 の特別会計（国民
健康保険費 316 億 2500 万円 13.7%増）
（介護保険費 227 億 2000 万円 6％増）
などを加算した総合計予算は、1709 億 2500 万円 6.6％増となりました。
また、3 企業会計では、水道事業 90 億 9200 万円下水道事業 118 億円、
病院事業 46 億 4100 万円などの予算が計上されました。
27 年度は 56 の新規事業が施行されます。28 年度の国体の本番を控え、リハーサル大会が
27 年 6 月 20・21 日のカヌー大会から始まります。大会運営ボランティアを募集中です。
リハーサル大会（27 年度）冬季大会（28 年 1 月 27～31）本大会（28 年 9 月 4 日～10 月 10
日）など、登録申込をお願いいたします。
季節の変わり目、くれぐれもご自愛ください。
敬具
平成 27 年度一般会計の主な歳出をお知らせいたします。
◎総務費に関しては
○姉妹都市等国際交流事業 ················································································· 1,772 万円
（盛岡国際交流協会の支援、カナダビクトリア市姉妹都市提携 30 周年、両市長の公式訪問など民間
主導の記念事業に支援を行う。30 周年事業負担金 400 万円など）
○市庁舎管理事務 ······················································································· 4 億 6,497 万円
（本庁舎立体駐車場修繕 5,600 万円、若園分庁舎改修工事設計委託 1,300 万円など）
○盛岡市・玉山村合併 10 周年記念事業 ·································································· 330 万円
（28 年 1 月 9 日（土）合併記念祝賀会を開催する）
○ご当地ナンバー導入事業 ····················································································· 20 万円
（2 月末で 1 万 2,000 台が盛岡ナンバーに、公用車 300 台変更済）
○連携中枢都市推進事業 ······················································································ 274 万円
（連携中枢都市宣言、連携協約締結、都市圏ビジョンの策定、懇談会、調査委託）
○盛岡ブランド確立事業 ······················································································ 339 万円
（価値や魅力を積極的に発信し、盛岡ブランドの一層の浸透を図る）
○街灯設置費補助事業 ······················································································· 2,900 万円
（町内会が街灯を設置する経費の一部を助成する）（別途に街灯電気代 8,700 万円）
○空き家等適正管理事業 ······················································································ 509 万円
（空き家の所有者に対し、適正管理に係る助言等を行う。空き家条例制定 4 月施行）
○体育施設開放事業 ·························································································· 1,270 万円
（夜間照明設置校 13 校、学校体育施設開放実施校 63 校、大宮中夜間照明修繕 500 万）
○第 71 回国民体育大会開催事業 ··································································· 6 億 4,496 万円
（リハーサル大会と冬季大会 2 競技 3 種目を開催する）
○芸術文化活動振興事業（芸術祭や彫刻シンポジウムを開催する） ······························ 318 万円
以下次頁に続く→
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○文化会館管理運営事業（盛岡劇場・都南文化会館・市民文化ホール・渋民文化会館の管理を委託
する） ···································································································· 6 億 669 万円
○マイナンバー制度導入事務（10 月から個人に番号が与えられる。本人が申請・写真も必要。身分
証として使用可。運用は 28 年 1 月から。事前にカード発行が必要）················· 2 億 2,813 万円
○収納率向上対策事業（滞納整理・コンビニ収納経費 1,365 万円など）······················ 4,190 万円
○基幹統計調査事務（27 年国勢調査を実施） ·················································· 1 億 5,247 万円
◎民生費に関しては
○臨時福祉給付金支給事業 ··········································································· 3 億 5,886 万円
（消費増税延期に伴う低所得者への影響から、暫定的・一時的措置として支給）
○在宅医療介護連携促進事業（地域の医師・歯科医師・看護師・ケアマネ・薬剤師・行政等他職種が
協働し在宅療養者へ医療介護の連携体制を構築する） ·········································· 3,600 万円
○障害者自立支援事業（介護給付等給付事業 25 億 3,123 万円、訓練等給付事業 ········· 18 億 900 万
円、地域生活支援事業 2 億 4,350 万円） ···················································· 45 億 8,374 万円
○後期高齢者医療療養給付費負担金(岩手県後期高齢者医療広域連合負担金) ········· 24 億 3,300 万円
○介護保険費特別会計への繰出金 ································································ 32 億 5,036 万円
○老人クラブ活動促進事業（249 クラブへの活動費補助・連合会事業補助など） ·········· 2,201 万円
○ひとり親家庭等医療費給付事業（適正医療を確保し保健福祉の増進を図る） ······· 1 億 4,216 万円
○乳幼児医療費給付事業（医療給付費 3 億 5,707 万円など） ······························ 3 億 8,540 万円
○小学生医療給付事業・・
（医療給付費 1,200 万円） ··············································· 1,211 万円
○地域児童クラブ等運営事業（35 クラブ事業委託料） ····································· １億 8,225 万円
○特別保育事業（認定こども園・幼稚園の一時預かりなど４億 1,858 万円、病児・病後児保育事業
4,207 万円、地域子育て支援センター事業 5,253 万円） ·································· 5 億 1,320 万円
○私立児童福祉施設助成事業（運営費助成 1 億 4,158 万円、産休等代替職員費助成 710 万円、保育士
等処遇改善臨時特例 1 億 474 万円、待機児童解消強化 1,632 万円） ·················· 2 億 6,975 万円
○つどいの広場管理運営事業（
「ＫＯＫＫＯ」「にこっこ」の管理委託）······················ 1,864 万円
○私立児童福祉施設等運営事業（私立保育所等運営費 46 億 9,238 万円など） ······ 47 億 9,942 万円
○児童手当支給事業·················································································· 44 億 5,000 万円
（3 才未満 11 億 1,774 万円、3 才以上小学 6 年まで（1・2 子）20 億 5,151 万円、同（3 子以降）
3 億 8,460 万円、中学生 7 億 6,294 万円等）
○児童扶養手当支給事業（父母と生計を共にしない養育者に支給） ··················· 12 億 4,200 万円
○子育て世帯臨時特例給付金給付事業（消費税増税の影響を踏まえ、子育て世帯に臨時的給付措置と
して児童１人 3,000 円支給する） ······························································ １億 4,895 万円
○子どものための教育・保育給付事業（子ども子育て支援新制度の施行に伴い移行する教育保育施設
に対し、施設型給付費を支給） ································································· ７億 4,351 万円
○児童館管理運営事業（児童館 39 館 2 分室の管理運営費） ······························ ４億 4,687 万円
○生活保護事業（生活扶助 26 億 2,572 万円、医療扶助 37 億 9,980 万円など） ···· 79 億 7,550 万円
◎衛生費に関しては
○水道事業会計へ補助金（水源開発・安全対策・安定供給等 1 億 1,564 万円）······· 1 億 2,475 万円
○病院事業会計へ補助金（負担金 6 億 5,685 万円、貸付金 1 億 5,778 万円等） ······ 8 億 5,213 万円
○太陽光発電システム設置費補助金 ····································································· 2,800 万円
○火葬場管理運営事業（盛岡市斎場やすらぎの丘管理委託） ······························ 1 億 4,364 万円
○県央ブロックごみ・し尿処理広域化推進事業（負担金等） ···································· 2,036 万円
○きれいなまち推進事業（推進員 445 人、地区長 30 人、集積場所整備補助等） ·········· 3,121 万円
○塵芥収集運搬委託事業（一般廃棄物の収集運搬を一部民間委託） ····················· 4 億 3,400 万円
○塵芥処理事業（直営職員 24 名・補助員で一般廃棄物の収集運搬） ···················· 2 億 1,283 万円
○資源ごみ分別作業所管理運営事業（資源化のためのごみの手作業分別等） ················ 4,970 万円
○ごみ焼却事業（施設維持管理委託・クリンセンター設備改修・安全衛生管理） ···· 9 億 2,541 万円
○余熱利用健康増進センター管理運営事業（ユピアス指定管理） ······························ 7,719 万円
○医師等養成事業（市町村医師養成事業負担金・看護学院運営補助）························· 3,234 万円
○小児救急輪番制病院事業（輪番制で土曜・休日・夜間診療の 4 病院へ補助）······· 1 億 9,821 万円
○母子保健事業（14 回の妊婦健康診査助成・妊婦の子宮頸がん検診助成等）········· 2 億 2,119 万円
○乳幼児健康診査事業（適切な支援のために健康及び栄養指導を行う）················ 1 億 1,288 万円
○乳児家庭全戸訪問等事業（生後 4 ヵ月未満の乳児の家庭に専門職を派遣） ··················388 万円
以下次頁に続く→
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○成人健康診査事業（生活習慣病予防やがんの早期発見と治療のための検診） ······ 4 億 6,421 万円
○食育事業（食生活改善推進員を養成し、活動を支援する） ······································· 135 万円
○予防接種事業（乳幼児、児童、生徒、高齢者を対象に予防接種を実施 7 億 3,181 万円、幼児インフ
ルエンザ予防接種補助 1,683 万円など） ······················································ 7 億 6,130 万円
○夜間救急診療所管理運営費（年中無休で応急的な診療を実施） ······························ 6,732 万円
◎労働費に関しては
○勤労者対策事業（地域人づくり事業の創設を受け、高齢者の就業機会を拡充等）······· 7,966 万円
○雇用対策推進事業（ジョブカフェいわて運営委託 480 万円、若者サポートステーション事業 453
万円、新規学卒未就職者実践力アップ事業 490 万円など）···································· 1,863 万円
◎農林費に関しては
○農業経営基盤強化促進対策事業（集落営農組織や認定農業者へ誘導と支援のため、知識・経験を有
する農業支援マネージャーを措置する） ·································································· 220 万円
○新規就農・経営継承総合支援事業（就農講座を開催、青年就農給付金を支給し就農後、安定して営
農が続けられるよう支援する）··········································································· 913 万円
○経営体育成支援事業（経営の多角化等に必要な農業用機械の導入経費の助成）············· 744 万円
○農地中間管理事業（農地集積を進めるため農地中間管理機構から業務を受託し事業の推進や農地の
借受け及び貸し手希望者の募集等を行う） ························································· 2,615 万円
○有害鳥獣対策事業（ニホンジカ・クマ・カラスなど被害防止業務委託等） ·················· 397 万円
○中山間地域等直接支払事業（5 年以上継続し農業生産活動を行う農業者等へ） ·········· 5,935 万円
○盛岡の食材プロモーション事業（地場産農畜産物の地産地消を推進する） ·················· 230 万円
○有機物資源活用施設管理運営事業（家畜排せつ物をたい肥に加工販売する） ············ 1,256 万円
○農業基盤整備事業（鹿妻新堰改修 1,320 万円、太田堰改修 1,694 万円、手代森農免道整備 1,281 万
円、巻堀地区農道整備 1,491 万円など） ······················································ 1 億 1,789 万円
○多面的機能支払交付金事業（農地維持支払 6,390 万円、資源向上支払（共同活動）8,760 万円、資
源向上支払（長寿命化）3,761 万円）平成 26 年～平成 30 年 ··························· 2 億 6,673 万円
○牧野管理運営事業（山谷川目牧野 210ha、姫神実験牧場 139ha、大沼牧場 34ha） ···· 2,084 万円
○環境林整備事業（26 年 4 月の山林火災の復旧事業を実施） ····························· 1 億 1,300 万円
○外山森林公園管理事業 ··················································································· 1,676 万円
○都南つどいの森管理事業 ················································································ 3,644 万円
○マツクイムシ被害防止対策事業········································································ 1,457 万円
○市有林造成事業（補助・単独等） ····································································· 9,288 万円
◎商工費に関しては
○製造業水道料金助成事業補助金··········································································· 950 万円
○工場新設拡充等事業（一定の条件下で実施時、当該固定資産税相当額を補助）·········· 4,343 万円
○商店街活性化支援事業（盛岡映画祭支援、イベント事業補助、空き店舗活用促進補助、被災地商店
街販路拡大支援など） ··················································································· 1,114 万円
○産業支援事業（大学等との共同研究に助成、デジタルコンテンツ集積支援） ············ 1,380 万円
○観光施設整備事業(観光施設修繕 146 万円、啄木新婚の家 155 万円、鮭・鮎・ヤマメ稚魚放流 95
万円、観光タクシー事業 8 万円、プラザおでって情報機器リース料など) ················· 1,914 万円
○歴史的街並み保存事業（鉈屋町観光案内版整備、大慈寺地区観光推進など） ··············· 740 万円
○観光客誘致宣伝事業（観光パンフ印刷費、被災地観光コーディネート事業、開運橋ライトアップ諸
事業、さんさ踊り派遣事業、おもてなし推進協議会など） ···································· 5,271 万円
○大型キャンペーン事業（東北六魂祭(秋田市)、観光パンフ、観光キャンペーン等）········ 467 万円
○観光団体育成強化事業（観光コンベンション協会補助 3,510 万円、つなぎ音泉観光協会補助 1,184
万円など） ·································································································· 4,745 万円
○まつり・イベント振興事業（盛岡さくらまつり 484 万円、さんさ踊り実行委員会 1,377 万円、岡花
火の祭典 413 万円、チャグチャグ馬コ 712 万円、高校生短歌大会 427 万円、山車制作費補助 225
万円、山車推進会補助 412 万円、舟っこ流し補助 174 万円など） ·························· 4,553 万円
○もりおか啄木・賢治青春館管理運営 ·································································· 2,322 万円
○もりおか町家物語館管理運営··········································································· 3,495 万円
○ＭＩＣＥ（マイス）誘致推進事業（盛岡市内を主会場とする一定規模以上の宿泊を伴うコンベンシ
ョンなどは、市内の産業活性化が図られるので、開催助成を行う） ························ 2,400 万円
○桜の里整備事業（日戸地区の桜の里造成・遊歩道等工事など） ······························ 6,394 万円
以下次頁に続く→
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◎土木費に関しては
○道路除排雪事業（凍結防止剤 1 億円、除排雪業務委託 5 億円など） ····················· 6 億 875 万円
○除雪機械整備事業（小型除雪機３台、ホイールローダー5t 級など）························ 2,031 万円
○社会資本整備総合交付金事業（岩手公園開運橋線電線共同溝など） ························ 9,000 万円
○ひとにやさしいみちづくり事業（東大通亀ヶ池側歩道改良融雪設備設置） ··············· 1,490 万円
○交通安全施設等整備事業（駅前東口タクシープール改良工事など） ························ 6,600 万円
○社会資本整備総合交付金事業（岩山 2 号線歩道、本町２丁目上田線歩車道） ····· 11 億 2,270 万円
○急傾斜地崩壊対策事業（土砂災害危険個所 596 ヶ所中急傾斜地崩壊危険個所が 218 ヶ所ある、安
倍館地区を県が対策を行う。一部負担をする） ······················································ 500 万円
○社会資本整備総合交付金事業（梨木町上米内線 5 億 1,995 万円、盛岡駅南大通線 1 億 2,430 万円、
明治橋大沢川原線 3 億 8,900 万円など） ···················································· 10 億 4,890 万円
○地方特定道路整備事業（梨木町上米内線 7,420 万円、盛岡駅南大通線 300 万円、明治橋大沢川原線
4,390 万円など） ······················································································· 2 億 400 万円
○下水道事業会計負担金（雨水処理の公費負担など） ······································ 34 億 2,233 万円
○都市計画調査事業（空き家バンク制度の運用・効果・検証、計画図作成など） ············ 744 万円
○都市計画区域区分変更事業（5 年毎基礎調査、市街地・調整区域の見直しなど） ······· 1,014 万円
○公園等維持管理総務事務（亀ヶ池桟橋補修工事 9,230 万円など） ····················· 1 億 4,915 万円
○動物公園総務事務（カナダ・カワウソを購入繁殖に挑戦など） ························ 2 億 9,273 万円
○都市公園整備事業（中央、岩山、高松、太田地区、盛岡南地区など） ··············· 5 億 2,359 万円
○バス関連事業（まちなか・おでかけパス事業 5,000 万円など） ······························ 5,869 万円
○木伏緑地改修整備（設計委託 250 万円、改修整備工事 1,750 万円）························ 2,000 万円
○放置自転車等対策事業（盛岡、仙北、厨川、岩手飯岡、青山の各駅ほか） ··············· 4,328 万円
○盛岡駅西口バス乗場整備事業（バス乗場整備、エレベーター設置など） ························ 1 億円
◎消防費に関しては
○消防施設整備事業（生出消防ポンプ、前田・葛巻小型動力ポンプ車、町村屯所建設、簗川屯所設計
など） ········································································································ 6,404 万円
○盛岡広域消防組合事業負担金（常備消防負担 28 億 1,000 万円、設備費負担 1 億 1,800 万円）
○消防団管理事務（消防団員報酬 4,400 万円、災害出動等費用弁償 5,788 万円、永井屯所屋根塗装
152 万円、互助会運営費補助 800 万円など） ··············································· 1 億 8,440 万円
◎教育費に関しては
○学校情報化推進事業（中学校教職員用パソコン等賃貸借料 555 台など） ·················· 3,300 万円
○国際交流関係事業（外国人英語指導教師中学校へ配置し、小学校へも派遣など） ······ 3,237 万円
○スクールサポート事業（個別の配慮が必要な児童生徒へ支援員を配置 54 人） ·········· 3,540 万円
○先人教育推進事業（めざす市民像推進計画 27 年～31 年、小中生短歌大会実施） ··········· 67 万円
○学校図書館活用推進事業（読書活動推進員を学校司書と改め貸出システムを導入） ······ 850 万円
○私立学校振興補助業務（幼稚園 28・小 1・中 2・高校 8 へ運営費補助） ·················· 1,400 万円
○教育振興事業（経済的に就学困難児童へ援助する） ·········································· 1 億 290 万円
○耐震補強事業（小学校 14 校 25 棟の耐震補強工事を行う） ···························· 11 億 6,840 万円
○再生可能エネルギー等導入事業（山王小・北松園小・好摩小に太陽光発電） ········· 1 億 379 万円
○学校給食運営事業（8 校と河南中でランチボックス給食を実施、下小路中で準備） ···· 5,634 万円
○教育振興事業（経済的に就学困難な生徒へ援助する） ·········································· 8,023 万円
○耐震補強事業（中学校 3 校 10 棟の耐震補強を実施する） ·································· 3 億 156 万円
○再生可能エネルギー等導入事業（見前中に太陽光発電設置） ································· 4,458 万円
○仙北中学校施設整備事業（生徒の増加に対応するため設計委託 28・29 年増改築） ···· 5,538 万円
○幼稚園就園奨励補助事業（満 3 才~満 5 才の入園料・保育料を補助する） ·········· 2 億 7,442 万円
◎公債費に関しては
○市債償還元金（27 年度に借入金返済の元金分） ············································ 114 億 767 万円
○市債償還利息（27 年度に返済する利息分）················································· 16 億 4,373 万円
○残高見込み （26 年度末 1301 億 4,150 万円、27 年度末 1325 億 2,605 万円）
以上、平成 27 年度当初予算の概要をご報告いたしました。

市 民 な ん で も 相 談
お 気 軽 に ご 相 談 下 さ い。
ＴＥＬ・ＦＡＸ ６２３－３００３
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