
○平成29年度予算編成過程の公表事業一覧（平成28年９月30日時点）
　※一般会計における未来プラン事業、新規、レベルアップ、重点課題、（仮称）大田区実施計画に該当する事業を抽出しています。

【総務費】 （単位：千円）

担当部 事業名 予算要求内容 当初要求額
企画経営部長

査定
区長査定
（予算額）

査定
区分

平成28年度
当初予算額

増減

総務部
男女平等推進センター管理
運営費

ワーク・ライフ・バランスの啓発、女性
の就労支援（再チャレンジ等）

54,198 54,661 △ 463

総務部 事業費
ワーク・ライフ・バランスの啓発、配偶
者暴力防止のための啓発等

8,692 8,735 △ 43

総務部 自己啓発支援 資格取得支援、大学院科目等履修支援等 4,215 4,215 0

総務部 職場研修支援 新人育成リーダー研修の充実等 3,545 2,902 643

総務部 職場外研修 各種研修の新設・見直し 12,776 12,015 761

総務部 一般健康診断 職員健康診断事業の推進 36,677 31,915 4,762

総務部 特殊健康診断 職員健康診断事業の推進 116 97 19

総務部 その他の健康診断 職員健康診断事業の推進 59,661 52,473 7,188

総務部 人事課事務費
人事課事務委託、人材育成基本方針の再
構築に係るコンサルティング等

36,125 5,912 30,213

総務部
教育総務部

本庁舎（分室等を含む） 本庁舎耐震性向上工事等 2,965,893 1,247,468 1,718,425

企画経営部 区報の発行 1・11・21日号、新年号、臨時号の発行 176,243 175,853 390

企画経営部 区政ＰＲ刊行物の発行
大田区政ファイル、大田区外国語版シ
ティプロモーション誌等の発行

15,387 8,636 6,751

企画経営部 大田区ホームページの提供 魅力あるホームページへの改修 14,958 15,394 △ 436

企画経営部 区政参画制度 区民提案制度の継続 8 12 △ 4

企画経営部
大田区行政情報モニター兼
防災情報モニター事業

デジタルサイネージの運用 2,827 2,827 0

企画経営部 企画課事務費 窓口サービス改善支援業務委託等 42,873 32,954 9,919

企画経営部
（仮称）田園調布せせらぎ
公園文化施設の整備

（仮称）田園調布せせらぎ公園文化施設
の整備

83,893 0 83,893

総務部 総合防災訓練 総合防災訓練の実施 5,999 7,336 △ 1,337

総務部
防災意識の高揚及び防災行
動力の向上

防災対策の啓発事業等 10,844 11,230 △ 386

総務部
防災市民組織・消火隊の充
実

防災市民組織の先行事例紹介等 82,378 79,274 3,104

総務部 災害時要援護者対策の推進 災害時要援護者支援体制づくり 7,942 8,825 △ 883

総務部
地域力推進部

学校避難所の運営・地域防
災の推進

学校防災活動拠点化継続経費 24,020 38,499 △ 14,479

総務部 本部体制 被災者生活再建システムの拡張等 90,040 86,257 3,783

総務部 防災行政無線の維持管理 安全・安心メールの改修等 47,203 41,908 5,295

総務部 備蓄倉庫管理 備蓄倉庫の増設・新設 34,322 34,511 △ 189
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【総務費（つづき）】 （単位：千円）

担当部 事業名 予算要求内容 当初要求額
企画経営部長

査定
区長査定
（予算額）

査定
区分

平成28年度
当初予算額

増減

総務部 備蓄物品の維持管理 補完避難所用備蓄物品の購入 55,330 240,908 △ 185,578

総務部 非常食糧の備蓄 補完避難所用非常食料の購入 79,728 76,431 3,297

総務部 水防経費 河川及び水門監視カメラの追加 54,673 25,343 29,330

総務部 危機管理事務 大田区国民保護計画概要版の作成 83 2,215 △ 2,132

総務部 生活安全関係事務
青色回転灯車パトロールの強化、防犯カ
メラ設置支援

210,285 153,628 56,657

地域力推進部 自治会関係事務 地域活動に対する助成等 61,258 64,043 △ 2,785

地域力推進部 地域力推進会議 地域力推進会議の開催 977 978 △ 1

地域力推進部
自治会・町会会館の整備助
成

自治会・町会会館の整備助成 57,000 44,000 13,000

地域力推進部 区設掲示板管理事務
カバー及びソーラーパネル式LEDライト付
区設掲示板への建て替え

139,867 117,089 22,778

地域力推進部
自治会・町会設置防犯灯維
持費補助

年間維持管理費の補助 34,619 34,740 △ 121

地域力推進部
消費者生活センター維持管
理費

消費生活センター改修工事経費等 45,883 51,758 △ 5,875

地域力推進部 消費者への情報提供・支援 消費者講座実施及び啓発グッズ等の作製 11,049 8,674 2,375

地域力推進部 消費者への啓発 巡回・出張啓発の推進 1,223 798 425

地域力推進部
消費者相談・消費者被害の
救済

相談員の研修体制の充実、各種高齢者相
談窓口との連携体制の推進

30,337 26,404 3,933

地域力推進部 リーダー講習会 講習会内容の充実 8,184 8,091 93

地域力推進部 こどもＳＯＳの家事業 「こどもＳＯＳの家マップ」作成等 90 1,137 △ 1,047

地域力推進部 青少年委員 宿泊研修内容の充実 10,134 10,299 △ 165

地域力推進部 生涯学習情報の提供・相談
生涯学習に係る情報提供、推進体制の整
備

90 331 △ 241

地域力推進部 生涯学習リーダー等の育成 生涯学習リーダー養成講座等の実施 951 1,052 △ 101

地域力推進部
平和島ユースセンター管理
運営費

再整備にあたっての基本設計・実施設計
等

48,882 60,323 △ 11,441

地域力推進部
区民活動の育成と基盤づく
り

NPO・区民活動フォーラムの開催、区民活
動コーディネーター養成講座の実施等

4,516 4,500 16

地域力推進部
団体支援とネットワークの
強化

地域力応援基金助成事業、区民活動情報
サイトの運営・改修等

36,285 37,005 △ 720

地域力推進部 特別出張所管理運営費 18色の特色ある地域づくり冊子作成等 476,326 409,570 66,756

地域力推進部 羽田地区公共施設の整備 羽田地区公共施設整備工事等 534,404 126,608 407,796

観光・国際都市部 来訪者受け入れ環境の整備
大田区観光案内サイン推進事業、 大田区
観光統計・マーケティング調査の実施等

41,901 23,997 17,904

観光・国際都市部 観光まちづくりの支援 （一社）大田観光協会補助事業等 42,384 53,522 △ 11,138
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【総務費（つづき）】 （単位：千円）

担当部 事業名 予算要求内容 当初要求額
企画経営部長

査定
区長査定
（予算額）

査定
区分

平成28年度
当初予算額

増減

観光・国際都市部 おおたの観光魅力発信事業 おおたの観光魅力発信事業 33,835 43,021 △ 9,186

観光・国際都市部 観光情報センター等の運営
大田区観光情報センター・大田区観光情
報コーナー（羽田空港国際線旅客ターミ
ナル構内、京急線品川駅構内）の運営

55,475 64,153 △ 8,678

観光・国際都市部 観光課事務費 大田区観光推進連絡協議会の運営等 11,471 11,449 22

観光・国際都市部 平和都市宣言記念事業 「花火の祭典」の開催等 68,915 66,234 2,681

観光・国際都市部 国際都市事業
18色の国際都市事業の支援、国際都市お
おた大使事業等

13,750 19,996 △ 6,246

観光・国際都市部 運営費補助
（公財）大田区文化振興協会への運営費
補助

102,260 111,834 △ 9,574

観光・国際都市部 事業費補助
（公財）大田区文化振興協会への事業費
補助

84,271 87,425 △ 3,154

観光・国際都市部 地域文化の振興 「洗足池 春宵の響」実行委員会補助金等 13,072 5,828 7,244

観光・国際都市部
大田区民ホール等管理運営
費

大田区民ホール等管理運営費 247,424 247,424 0

観光・国際都市部 管理代行費 各文化施設の管理代行費 814,682 773,723 40,959

観光・国際都市部 業務委託費 各文化施設の業務委託費 21,366 20,562 804

観光・国際都市部 その他施設費 各文化施設の設備更新経費等 96,227 858,438 △ 762,211

観光・国際都市部 ＯＴＡふれあいフェスタ ＯＴＡふれあいフェスタの実施 57,877 42,141 15,736

観光・国際都市部 地域間交流事業 各友好都市との交流事業 1,648 1,107 541

観光・国際都市部
多文化共生推進センター運
営事業

外国人多言語相談、通訳、翻訳等 23,304 24,246 △ 942

観光・国際都市部
多文化共生のネットワーク
づくり

国際交流員の配置、外国人向け多言語情
報紙の発行、タブレット通訳サービス等

30,132 20,737 9,395

観光・国際都市部 管理運営費 博物館の管理及び施設の維持管理 61,969 54,825 7,144

観光・国際都市部 事業費 特別展の開催、企画展の開催 18,494 21,605 △ 3,111

観光・国際都市部
大森海苔のふるさと館の運
営

大森海苔のふるさと館の施設管理業務及
び事業委託

53,329 53,519 △ 190

観光・国際都市部 小・中学生スポーツ教室 小・中学生スポーツ教室の開催 4,680 4,680 0

観光・国際都市部 地域スポーツクラブ 地域スポーツクラブの支援事業 302 309 △ 7

観光・国際都市部 スポーツ奨励事業 スポーツ奨励事業 3,087 1,987 1,100

観光・国際都市部 スポーツ指導者養成講習会 スポーツ指導者養成講習会 252 198 54

観光・国際都市部 ＯＴＡウォーキング 「ＯＴＡウォーキング」の実施等 1,835 1,555 280

観光・国際都市部
おおたスポーツ健康フェス
タ

おおたスポーツ健康フェスタの開催 5,582 5,582 0

観光・国際都市部
新スポーツ健康ゾーン活性
化事業

ビーチバレーボール大会誘致、ビーチバ
レー教室の開催等

7,000 0 7,000
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【総務費（つづき）】 （単位：千円）

担当部 事業名 予算要求内容 当初要求額
企画経営部長

査定
区長査定
（予算額）

査定
区分

平成28年度
当初予算額

増減

都市基盤整備部 区立運動場管理運営費 東調布公園野球場内野整備修繕工事等 728,008 825,834 △ 97,826

都市基盤整備部 区立水泳場管理運営費
萩中公園水泳場屋外スライダー滑走面交
換工事等

36,457 86,004 △ 49,547

観光・国際都市部
東京オリンピック・パラリ
ンピック推進事業

事前キャンプ誘致、トップアスリート派
遣事業等

32,164 20,915 11,249

観光・国際都市部
（仮称）勝海舟記念館（旧
清明文庫）の整備

開館準備経費 392,068 44,228 347,840

区民部 戸籍事務経費
戸籍証明書のコンビニ交付実施に係る費
用等

95,860 60,595 35,265

区民部
住民基本台帳、印鑑証明等
事務経費

マイナンバー対応証明書交付機の導入等 493,139 682,339 △ 189,200

区民部 電算関係費
税証明書のコンビニ発行対応、モバイル
レジ口振受付サービス導入に伴うシステ
ム改修等

327,683 229,793 97,890

【福祉費】 （単位：千円）

担当部 事業名 予算要求内容 当初要求額
企画経営部長

査定
区長査定
（予算額）

査定
区分

平成28年度
当初予算額

増減

福祉部
ユニバーサルデザイン福祉
のまちづくり事業

ユニバーサルデザインのまちづくり事業
の推進

7,717 13,399 △ 5,682

福祉部 成年後見制度支援事業 成年後見制度支援事業 4,764 4,753 11

福祉部
（仮称）大田区子どもの貧
困対策推進会議経費

「（仮称）大田区子どもの貧困対策に関
する計画」に係る推進会議の設置

475 0 475

福祉部 生活困窮者自立支援事業 生活困窮者自立支援事業 149,256 167,787 △ 18,531

福祉部 災害時要援護者対策の推進 災害時要援護者対策の推進 5,866 6,091 △ 225

地域力推進部
被災世帯等に対する応急対
策

火事、水害などでり災した区民への宿泊
所の紹介、寝具の貸出及び見舞金の支給
等

3,061 3,458 △ 397

福祉部 福祉強調月間事業 文化展の開催等 684 521 163

福祉部 大田区障害者の日のつどい イベント開催 7,011 7,120 △ 109

福祉部 グループホームの整備促進
グループホーム整備費の補助、グループ
ホーム消防設備整備費補助

31,663 29,340 2,323

福祉部 発達障害支援事業 発達障害支援事業 853 1,015 △ 162

福祉部 介護給付費・訓練等給付費 介護給付・訓練等給付事業 8,205,483 7,629,225 576,258

福祉部 地域活動支援センター 精神障害者地域生活安定化支援事業 222,524 220,648 1,876

福祉部 生活介護事業 知的障害者向け生活介護事業 25,771 51,211 △ 25,440

福祉部 施設管理費
障がい者総合サポートセンターの施設管
理

69,106 71,020 △ 1,914

福祉部 事業運営費 障がい者総合サポートセンターの運営費 378,121 383,902 △ 5,781

福祉部
障がい者総合サポートセン
ターの建設

障がい者総合サポートセンターの建設費 439,325 30,437 408,888

福祉部
（仮称）千鳥への施設整備
費補助

特別養護老人ホームの施設整備費の補助 314,939 3,182 311,757
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【福祉費（つづき）】 （単位：千円）

担当部 事業名 予算要求内容 当初要求額
企画経営部長

査定
区長査定
（予算額）

査定
区分

平成28年度
当初予算額

増減

福祉部
地域密着型サービス施設へ
の施設整備費補助

認知症高齢者グループホーム等の施設整
備費の補助

683,807 712,770 △ 28,963

福祉部
区立特別養護老人ホーム等
民営化検討

（仮称）区立特別養護老人ホーム等あり
方検討委員会の設置等

592 592 0

福祉部 老人クラブ運営助成
シニアクラブ助成、シニアクラブ連合会
助成

57,452 56,977 475

福祉部 シルバー人材センター助成 シルバー人材センターの運営経費補助等 78,965 81,778 △ 2,813

福祉部 高齢者就労支援事業 元気高齢者就労サポート事業の補助 21,630 22,727 △ 1,097

福祉部
家族介護者支援ホームヘル
プサービス事業

家族介護者の介護負担の軽減 26,432 22,643 3,789

福祉部 要介護者家族支援事業
家族介護者向けの定期的な情報誌の発
行、交流会の紹介

119 118 1

福祉部
高齢者支え合いネットワー
クの普及啓発

地域包括支援センターを核とした地域と
連携した見守り体制の推進

4,537 3,927 610

福祉部
高齢者見守り強化策として
の熱中症予防事業

ひとり暮らし高齢者への戸別訪問、セミ
ナー等の実施、涼み処の設置

2,641 2,855 △ 214

福祉部 緊急ショートステイ事業 介護保険外ショートステイ委託 15,829 15,535 294

福祉部
地域包括支援センター運営
推進

地域包括センター運営委託費等 273,602 283,091 △ 9,489

福祉部 施設管理費 老人いこいの家施設管理費 67,074 84,974 △ 17,900

福祉部 運営費 老人いこいの家の運営費 235,456 240,461 △ 5,005

こども家庭部
子ども・子育て支援事業計
画経費

「大田区子ども・子育てかがやきプラ
ン」の中間見直し

4,971 1,616 3,355

こども家庭部
乳幼児及び義務教育就学児
の医療費助成事業

乳幼児及び義務教育就学児の保険診療自
己負担分の助成

2,917,130 2,892,013 25,117

こども家庭部 定期利用保育室運営補助 定期利用保育室運営補助 112,072 134,036 △ 21,964

こども家庭部 認証保育所運営補助 認証保育所運営補助 2,087,148 2,131,589 △ 44,441

こども家庭部 小規模保育所運営費 小規模保育所運営費 1,319,291 936,036 383,255

こども家庭部 家庭福祉員制度経費 家庭福祉員制度経費 199,322 194,376 4,946

こども家庭部 保育士人材確保支援事業
保育士人材確保支援事業委託
保育士の処遇改善等

618,460 214,668 403,792

こども家庭部
一時預かり事業・定期利用
保育事業に係る運営費補助
事業

一時預かり事業・定期利用保育事業運営
経費補助

121,301 112,978 8,323

こども家庭部
大田区次世代育成支援緊急
対策整備事業

私立認可保育園（テナント型）の開設支
援、民間保育施設AED設置補助等

883,010 865,907 17,103

こども家庭部 子育て支援事業 (仮称）兄弟姉妹応援資金 98,238 0 98,238

こども家庭部 事務費 保育園運営に係る事務費 33,337 29,616 3,721

こども家庭部 職場研修 保育園職員に対する研修の実施 2,978 2,994 △ 16

こども家庭部 非常勤職員雇用等
区立保育園の非常勤職員・臨時職員の雇
用経費

995,888 1,017,970 △ 22,082
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【福祉費（つづき）】 （単位：千円）

担当部 事業名 予算要求内容 当初要求額
企画経営部長

査定
区長査定
（予算額）

査定
区分

平成28年度
当初予算額

増減

こども家庭部 保育事業費
育児応援券の配付、区立保育園運営委託
(保育士等処遇改善)、給食材料費、行事
費、教材費等

2,962,639 2,872,760 89,879

こども家庭部 施設管理費
児童館等の施設管理経費
玄関防犯カメラ設置工事等

489,947 368,583 121,364

こども家庭部 事業運営費
児童館の事業運営経費等
防犯対策経費

785,226 601,850 183,376

こども家庭部 非常勤職員雇用等
区立児童館等の非常勤職員・臨時職員の
雇用経費

705,600 831,163 △ 125,563

こども家庭部 中高生の居場所づくり事業 中高生の居場所づくり事業 1,375 0 1,375

こども家庭部 放課後ひろば事業 放課後ひろば運営委託 1,040,410 633,167 407,243

こども家庭部
子ども家庭支援センター事
業

児童相談所移管に伴う児童相談業務の整
備等

207,750 176,833 30,917

福祉部 通所施設事業運営費
相談支援事業、保育園や幼稚園等への訪
問による支援など地域支援事業の実施

321,355 315,414 5,941

福祉部 障害児通所支援給付費 障害児発達支援事業 1,486,130 1,266,010 220,120

こども家庭部 保育園入所者運営費 保育園入所者運営費 7,044,639 5,917,368 1,127,271

こども家庭部
民間保育所に対する法外援
護

民間保育所に対する法外援護 4,055,720 3,520,586 535,134

こども家庭部 羽田保育園の改築 羽田保育園の改築 291,230 15,812 275,418

こども家庭部 仲六郷保育園の改築 仲六郷保育園の改築 547,367 432,443 114,924

こども家庭部 新蒲田保育園の改築 新蒲田保育園の改築 150,081 19,015 131,066

こども家庭部 子育て支援施設の整備 子育て支援施設の整備 38,983 0 38,983

【衛生費】 （単位：千円）

担当部 事業名 予算要求内容 当初要求額
企画経営部長

査定
区長査定
（予算額）

査定
区分

平成28年度
当初予算額

増減

健康政策部 健康づくり
女性の健康相談窓口の充実、健康メニュ
―協力店

3,734 5,132 △ 1,398

健康政策部 健康危機管理 健康危機管理（災害医療関係） 36,248 12,212 24,036

健康政策部 栄養指導
栄養セミナー、パネルシアター、クッキ
ングスクールの開催

1,067 709 358

健康政策部 難病相談
（仮称）大田区難病対策地域協議会の設
置

252 84 168

健康政策部 おおた健康プランの推進 おおた健康プラン推進会議の開催 6,637 270 6,367

健康政策部 地域医療連携の推進
病院耐震化支援事業、看護職復職支援事
業(モデル事業）

395,495 102,704 292,791

健康政策部 献血推進事業 骨髄移植ドナー支援事業等 1,074 17 1,057

健康政策部 乳幼児等予防接種 各種予防接種接種漏れ者事業等 1,813,975 1,547,133 266,842

健康政策部 エイズ及び性感染症予防 HIV抗体即日検査の導入等 1,453 1,137 316
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【衛生費（つづき）】 （単位：千円）

担当部 事業名 予算要求内容 当初要求額
企画経営部長

査定
区長査定
（予算額）

査定
区分

平成28年度
当初予算額

増減

健康政策部
新型インフルエンザ等感染
症対策

感染症対策検討委員会の開催、防護服着
脱訓練の実施

806 966 △ 160

健康政策部 健康教育・相談
乳がん自己触診リーフレット作成、自己
触診法の健康教育、健康教室の開催等

3,395 3,241 154

健康政策部 ３９歳以下区民健康診査 39歳以下区民健康診査 3,746 3,704 42

健康政策部 ３９歳以下基本健康診査 39歳以下基本健康診査 31,842 31,674 168

健康政策部 胃がん検診 胃がん検診 364,013 373,218 △ 9,205

健康政策部 肺がん検診 肺がん検診 249,112 164,882 84,230

健康政策部 大腸がん検診 大腸がん検診 178,694 198,684 △ 19,990

健康政策部 子宮頸がん検診 子宮頸がん検診 261,258 210,306 50,952

健康政策部 乳がん検診 乳がん検診 183,305 174,381 8,924

健康政策部 喉頭がん検診 喉頭がん検診 61,111 61,077 34

健康政策部 前立腺がん検診 前立腺がん検診 9,875 9,935 △ 60

健康政策部 肝炎ウイルス検診 肝炎ウイルス検診 48,672 55,979 △ 7,307

健康政策部 緑内障検診 緑内障検診 20,978 20,978 0

健康政策部 がん検診等事務費 がん検診等事務費 67,588 67,429 159

健康政策部 成人歯科健康診査 成人歯科健康診査 76,154 74,756 1,398

健康政策部
みんなでよい歯のまちづく
り

歯周病予防教室の開催等 1,592 1,483 109

健康政策部 精神保健福祉相談 自殺総合対策の推進 5,840 5,836 4

健康政策部 両親学級
大田区きずなメールの配信、両親学級の
開催等

6,000 6,112 △ 112

健康政策部 育児学級 育児学級の開催 5,520 4,083 1,437

健康政策部
すこやか赤ちゃん訪問（新
生児・産婦訪問指導）

出産・育児支援事業かるがも、妊婦面接
の実施等

220,130 151,614 68,516

健康政策部 妊婦健康診査
妊婦健診費用助成、里帰り妊婦健診費用
助成

527,667 527,630 37

健康政策部
環境衛生関係施設の監視指
導

環境衛生関係施設の監視指導 2,303 2,369 △ 66

健康政策部
食品衛生関係施設の監視指
導

食品関係営業施設への監視指導経費 16,782 17,489 △ 707

健康政策部 食品衛生教育
食品衛生に関する知識向上のための講習
会実施、食中毒予防リーフレット作成

6,397 6,790 △ 393

健康政策部
災害時における動物保護活
動

災害時の動物一時保護施設用物品の購入 83 1,021 △ 938
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【産業経済費】 （単位：千円）

担当部 事業名 予算要求内容 当初要求額
企画経営部長

査定
区長査定
（予算額）

査定
区分

平成28年度
当初予算額

増減

産業経済部
区内工場立地・操業環境整
備助成事業

ものづくり工場立地助成、ものづくり企
業立地継続支援補助金等

237,098 216,714 20,384

産業経済部 産業基礎調査
産業基本戦略の策定に向けた事前調査委
託経費

5,019 21 4,998

産業経済部 大田区産業ＰＲ事業
大田区産業PR用DVD（日本語・英語版）の
製作経費等

8,377 4,751 3,626

産業経済部 ものづくり人材育成事業 次世代ものづくり人材育成事業等 22,781 22,093 688

産業経済部
羽田空港跡地における産業
交流拠点の形成

空港跡地関連委託等 144,743 17,921 126,822

産業経済部 事業費補助
大田のお土産100選表彰事業、商店（飲食
店）表彰制度、海外展開支援等

340,720 336,645 4,075

産業経済部 商店街装飾灯整備助成 商店街装飾灯設置、維持管理費補助 66,519 66,026 493

産業経済部 商店街景観整備事業 商店街景観整備事業 7,608 9,720 △ 2,112

産業経済部
商店街コミュニティ活性化
事業

お休み処周知事業等 12,340 7,060 5,280

産業経済部
区内商店街連携強化推進事
業

若手商人ネットワーク事業等 46,044 29,129 16,915

産業経済部 商店街振興組合等推進事業 振興組合運営補助等 6,095 4,805 1,290

産業経済部
新・元気を出せ！商店街事
業

イベント事業、活性化事業等 291,653 282,896 8,757

産業経済部 商店街活性化推進事業
商店街活性化テーマ別選択事業、おもて
なしストリート支援事業

45,000 35,796 9,204

産業経済部 公衆浴場施設改善助成 公衆浴場施設等改善工事一部助成 63,600 55,600 8,000

産業経済部 公衆浴場事業助成 各種浴場事業費補助等 33,598 35,943 △ 2,345

産業経済部 中小企業融資 中小企業への利子補給等 877,935 887,859 △ 9,924

産業経済部 創業支援事業
区内大学等との連携講座、イノベーショ
ン創造サロンイベント

4,320 5,174 △ 854

産業経済部
地域課題解決型ビジネス支
援

コミュニティビジネス創業塾等 2,480 1,498 982

産業経済部
産業支援施設指定管理者管
理代行

工場アパート、創業支援施設等の管理運
営

163,623 163,516 107

【土木費】 （単位：千円）

担当部 事業名 予算要求内容 当初要求額
企画経営部長

査定
区長査定
（予算額）

査定
区分

平成28年度
当初予算額

増減

都市基盤整備部 建設工事課事務費 工事・設計監督員補助業務委託等 132,189 179,982 △ 47,793

都市基盤整備部
放置自転車等の撤去・保管
所の維持管理等

撤去自転車保管所管理システムの移設経
費等

356,482 303,810 52,672

都市基盤整備部
自転車等駐車場の整備・維
持管理等

自転車駐車場の諸経費等 1,038,818 2,291,387 △ 1,252,569

都市基盤整備部 道路台帳整備事業 道路台帳平面図補正委託等 128,563 88,035 40,528

都市基盤整備部 道路等維持補修
アスファルト舗装工事、路面下空洞調査
箇所補修工事等

2,926,238 2,402,742 523,496
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【土木費（つづき）】 （単位：千円）

担当部 事業名 予算要求内容 当初要求額
企画経営部長

査定
区長査定
（予算額）

査定
区分

平成28年度
当初予算額

増減

都市基盤整備部 道路等清掃
道路等清掃、廃棄物等収集運搬作業委託
等

503,002 456,750 46,252

都市基盤整備部 都市計画道路の整備
土地収用法に基づく補償金等による補
償、補填及び賠償金等

1,073,084 880,896 192,188

都市基盤整備部 蒲田駅前広場の再生整備
西口駅前広場整備工事、東口駅前広場設
計委託等

516,873 274,708 242,165

都市基盤整備部 大岡山駅周辺地区の整備 区画街路第１号線の整備 430,765 667,033 △ 236,268

都市基盤整備部 用地取得 土地購入関連費用 2,235 29,879 △ 27,644

都市基盤整備部 街路整備 街路整備（本線付属街路第２号線） 116,824 205,111 △ 88,287

都市基盤整備部 桜のプロムナードの整備 桜のプロムナードの整備 75,018 30,787 44,231

都市基盤整備部 呑川緑道の整備 呑川緑道散策路サイン整備工事等 86,779 28,556 58,223

都市基盤整備部 臨海部散策路の整備
貴船・呑川・北前掘・南前掘における締
切護岸の一部や埋立造成等の工事

182,707 370,467 △ 187,760

都市基盤整備部 道路改良事業
観光施設周辺道路整備、大田スタジアム
周辺の電線共同溝整備工事等

636,176 285,671 350,505

都市基盤整備部 橋梁補修 橋梁補修、京和橋橋名板補修工事等 13,215 3,291 9,924

都市基盤整備部 耐震補強整備 橋梁の耐震補強整備、構造改良整備 555,304 862,416 △ 307,112

都市基盤整備部 架替整備 橋梁の架替整備 80,603 27,974 52,629

都市基盤整備部 橋梁の長寿命化 長寿命化修繕整備 123,933 293,835 △ 169,902

都市基盤整備部 街路灯新設・改良 街路灯改良工事（LED）等 786,514 721,840 64,674

都市基盤整備部 公共下水道枝線建設 下水道の整備 660,388 666,354 △ 5,966

都市基盤整備部 街路整備 道路台帳作成、境界標石設置 34,364 206,550 △ 172,186

都市基盤整備部 河川維持管理
呑川水質浄化対策研究会における水質改
善対策、河川清掃委託（呑川河床清掃）
等

456,926 277,007 179,919

都市基盤整備部 公園等の維持管理 公園業務委託、公園改修工事等 2,324,668 2,215,752 108,916

都市基盤整備部 公園等の清掃 公園等清掃、樹木剪定作業委託等 806,209 753,504 52,705

都市基盤整備部 平和島水質管理所維持管理 平和島水質管理所　計画修繕工事等 76,572 72,951 3,621

都市基盤整備部 新設、拡張用地の購入 公園予定地の購入 146,145 0 146,145

都市基盤整備部 新設、拡張等整備 水神公園休憩所新築工事等 889,286 1,596,417 △ 707,131

都市基盤整備部
新設、拡張用地の購入（都
市計画公園）

都市計画公園予定地の購入等 387,347 390,114 △ 2,767

都市基盤整備部
新設、拡張等整備（都市計
画公園）

佐伯山緑地造成工事、(仮称)昭和島二丁
目公園整備等

532,956 468,755 64,201
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【都市整備費】 （単位：千円）

担当部 事業名 予算要求内容 当初要求額
企画経営部長

査定
区長査定
（予算額）

査定
区分

平成28年度
当初予算額

増減

まちづくり推進部 蒲田駅周辺地区の整備 蒲田駅周辺地区の整備 31,724 42,592 △ 10,868

まちづくり推進部
京急関連駅周辺のまちづく
り

京急蒲田駅、糀谷駅、雑色駅周辺地区の
整備

27,820 635,962 △ 608,142

まちづくり推進部 都市計画の推進 都市計画情報閲覧システムの構築等 35,132 8,126 27,006

総務部
新空港線整備資金積立基金
積立金

新空港線整備資金積立基金への積立 1,001,478 503,084 498,394

まちづくり推進部 新空港線の整備促進事業 新空港線の整備促進事業（周知活動等） 2,900 16,537 △ 13,637

まちづくり推進部 景観審議会 大田区景観条例に基づく審議会の開催 1,377 1,530 △ 153

まちづくり推進部 景観計画事務 大田区景観計画推進支援業務 7,232 7,277 △ 45

まちづくり推進部
防災街区整備地区計画の推
進

羽田地区防災街区整備地区計画に関する
手引きの作成等

1,202 5 1,197

まちづくり推進部
住宅市街地総合整備事業の
推進

羽田地区防災まちづくり推進、建設資金
融資利子補給等

102,313 58,304 44,009

まちづくり推進部 がけ等整備事業 がけ等整備助成金等 18,164 12,011 6,153

まちづくり推進部 都市防災不燃化促進事業
地区防災道路沿道建物の不燃化建替え助
成事業

70,650 74,967 △ 4,317

まちづくり推進部
不燃化特区制度を活用した
取組み

不燃化特区内における不燃化まちづくり
助成事業

65,067 56,972 8,095

まちづくり推進部 耐震診断・改修助成 既存建築物の耐震診断・改修助成 872,240 1,043,983 △ 171,743

まちづくり推進部
区営住宅指定管理者管理代
行費

区営住宅の計画修繕 535,623 315,387 220,236

まちづくり推進部 区営住宅の管理 エレベーター設置検討等 37,180 19,638 17,542

まちづくり推進部 住宅リフォーム助成 住宅リフォーム助成 60,619 50,031 10,588

まちづくり推進部 住宅担当事務費 区営住宅等長寿命化計画の見直し等 14,394 5,546 8,848

空港まちづくり本部
羽田空港沖合展開跡地利用
の推進

空港跡地関連業務委託等 79,522 52,033 27,489

まちづくり推進部 防犯灯設置助成事業 防犯灯設置助成事業 9,042 8,875 167

まちづくり推進部 雨水浸透桝等設置助成事業 雨水浸透桝等設置助成事業 11,610 11,730 △ 120

まちづくり推進部 空家等地域貢献活用事業 空家活用事業研究用施設の開設等 26,338 17,966 8,372

まちづくり推進部 空家対策事業
空家等対策審議会の開催運営、空家総合
相談窓口の運営

14,438 8,827 5,611

【環境清掃費】 （単位：千円）

担当部 事業名 予算要求内容 当初要求額
企画経営部長

査定
区長査定
（予算額）

査定
区分

平成28年度
当初予算額

増減

環境清掃部
環境保全に関する計画及び
啓発

環境基本計画の推進、環境学習の推進 13,610 15,597 △ 1,987

環境清掃部 地球温暖化対策の推進
省エネルギー型行動様式への転換、再生
可能エネルギーの導入推進等

54,035 58,075 △ 4,040
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【環境清掃費（つづき）】 （単位：千円）

担当部 事業名 予算要求内容 当初要求額
企画経営部長

査定
区長査定
（予算額）

査定
区分

平成28年度
当初予算額

増減

環境清掃部 水環境の監視 呑川水質浄化対策の推進 12,673 15,733 △ 3,060

環境清掃部 環境美化対策
歩行喫煙防止・喫煙マナーの向上取組み
経費

18,797 11,370 7,427

環境清掃部 緑化の推進 18色の緑づくり支援 57,869 57,676 193

環境清掃部 自然環境の保護 多摩川河川敷清掃活動 17,669 14,265 3,404

環境清掃部 清掃普及調査 ごみ減量・3R推進PRの充実 1,746 2,663 △ 917

環境清掃部 清掃事務所等建物維持 京浜島中継所改修工事等 199,034 132,600 66,434

環境清掃部 車両維持管理 軽小型貨物車での収集拡充 67,217 70,020 △ 2,803

環境清掃部 作業運営費 可燃ごみの収集等業務委託等 478,259 286,581 191,678

環境清掃部 行政回収の推進
中間処理業務委託、ペットボトル施設の
破袋機導入

1,404,156 1,398,113 6,043

環境清掃部 資源の持ち去り防止対策 パトロール車両の増車等 26,710 8,369 18,341

【教育費】 （単位：千円）

担当部 事業名 予算要求内容 当初要求額
企画経営部長

査定
区長査定
（予算額）

査定
区分

平成28年度
当初予算額

増減

教育総務部 教職員健康診断
検査項目の拡充（ストレスチェック、前
立腺がん検診の実施等）

66,225 62,600 3,625

教育総務部 学校運営システム運用管理
学校運営システムの運用管理（システム
設計・改修等）

368,929 511,575 △ 142,646

教育総務部 教科用システム等運用 小・中学校ICT環境整備 1,552,049 358,073 1,193,976

教育総務部 教育政策調査研究
課題別調査、研究会開催、家庭教育に関
する冊子の作成

1,992 1,238 754

教育総務部 学校支援地域本部事業 地域による学校教育活動の支援 38,734 38,821 △ 87

教育総務部 放課後子ども教室 放課後児童の居場所づくり事業の展開 861,476 444,212 417,264

教育総務部 文化財保護
歴史散策ガイドブックの作成、区指定文
化財の修理事業等

13,726 16,894 △ 3,168

教育総務部 外国人による英語指導 外国人英語指導員派遣の拡充 126,038 111,735 14,303

教育総務部
外国人、帰国児童・生徒日
本語特別指導

日本語の初期指導 38,032 38,424 △ 392

教育総務部
発達障害児童に対する早期
支援研究

臨床発達心理士等、発達障害アドバイ
ザーの配置

7,391 11,401 △ 4,010

教育総務部 体力向上推進事業 体育指導補助員の配置拡充 14,916 8,036 6,880

教育総務部 おもしろ理科教室 理科支援員の配置拡大 23,234 7,364 15,870

教育総務部 おおたサイエンススクール 理科教育推進委員会の設置等 465 400 65

教育総務部
おおた・東工大サイエンス
フェスタ

理科実験教室の開催（対象：小学生） 1,377 1,304 73
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【教育費（つづき）】 （単位：千円）

担当部 事業名 予算要求内容 当初要求額
企画経営部長

査定
区長査定
（予算額）

査定
区分

平成28年度
当初予算額

増減

教育総務部 基礎学力の定着
英語・数学（算数）の基礎学力向上への
取組み

130,248 113,016 17,232

教育総務部 教科領域研究奨励 家庭学習研究推進校の指定等 42,440 42,632 △ 192

教育総務部 学習・指導資料作成 社会科副読本、校外施設学習資料の作成 11,575 13,128 △ 1,553

教育総務部 中学生の海外派遣 中学校２年生56名の海外派遣 31,762 30,539 1,223

教育総務部 中学生職場体験 中学校２年生 協力事業所での体験 1,776 1,780 △ 4

教育総務部 各種専門研修等
「小学校理科授業力向上」等各種研修の
実施

11,313 9,931 1,382

教育総務部 英語教員国際化促進事業 研修の実施（対象：小学校教員） 1,894 1,841 53

教育総務部 教育相談・資料調査
教育センター及び適応指導教室への教
職、心理職の配置等

221,222 189,085 32,137

教育総務部 教育センター管理運営費
適応指導教室つばさ羽田教室、蒲田教室
の工事請負費等

83,048 12,525 70,523

教育総務部 図書館事業費 音訳者養成講座の実施等 252,408 251,352 1,056

教育総務部 図書館電算システム 図書館システムの更新等 226,365 85,884 140,481

教育総務部 施設維持管理費
トイレ改修工事（蒲田、多摩川）、空調
機の交換工事（羽田）等

286,790 124,202 162,588

教育総務部 施設運営事務費 図書館施設の運営 1,076,923 1,100,791 △ 23,868

教育総務部 六郷図書館の改築 六郷図書館の改築 395,144 15,920 379,224

教育総務部 宿泊を伴う校外授業 移動教室の実施（小学校） 106,921 120,660 △ 13,739

教育総務部 学校職員等事務費 読書学習司書の拡大配置（小学校） 107,111 88,393 18,718

教育総務部 校舎の改築 小学校の改築 3,233,760 2,342,011 891,749

教育総務部 宿泊を伴う校外授業 移動教室の実施（中学校） 41,711 47,178 △ 5,467

教育総務部 学習及び事務等 中学校運営経費 323,510 414,798 △ 91,288

教育総務部 学校職員等事務費 読書学習司書の拡大配置（中学校） 52,838 43,096 9,742

教育総務部 校舎の改築 中学校の改築 135,118 3,650,503 △ 3,515,385

教育総務部 管理運営費 伊豆高原学園管理運営委託 120,426 88,868 31,558

教育総務部 管理運営費
建物管理・給食調理業務委託、施設改修
工事（野辺山学園）

137,806 75,804 62,002

教育総務部 管理運営費
体験学習業務、看護師業務等委託（休養
村とうぶ）

12,825 12,336 489
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