
○平成30年度予算編成過程の公表事業一覧（平成29年９月29日時点）
　※一般会計における未来プラン事業、実施計画事業、新規事業を抽出しています。

【総務費】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

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）等

53,756 54,198 △ 442

総務部 事業費
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）、配偶者
暴力防止のための啓発等

18,813 8,666 10,147

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 4,885 4,215 670

総務部 職場研修支援 新人育成リーダー研修の実施等 3,845 3,545 300

総務部 職場外研修 各種研修の実施 13,968 12,776 1,192

企画経営部 区報の発行
１・１１・２１日号、新年号、臨時号の
発行

180,975 176,924 4,051

企画経営部 区政ＰＲ刊行物の発行
大田区政ファイル、大田区くらしのガイ
ド等の発行

10,684 8,259 2,425

企画経営部 大田区ホームページの提供 大田区ホームページの提供 14,119 15,112 △ 993

企画経営部 ケーブルテレビ番組の提供 ケーブルテレビ番組の制作 14,885 15,155 △ 270

企画経営部 区政参画制度 区民提案制度の継続 8 8 0

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 787 2,827 △ 2,040

企画経営部 調査研究・企画機能の充実 政策研究・調査のための経費 16,257 6,225 10,032

企画経営部 企画課事務費 施策推進に関する各種調査・研究経費等 73,716 48,555 25,161

企画経営部
大田区公共施設整備計画の
推進

公共施設マネジメント策定調査支援業務
委託等

54,491 0 54,491

総務部 総合防災訓練 総合防災訓練の実施 7,014 5,999 1,015

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 14,623 9,892 4,731

総務部
防災市民組織・消火隊の充
実

防災市民組織等に対する助成、先行事例
紹介等

81,826 81,817 9

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 6,244 7,938 △ 1,694

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後の継続活動支援経
費

22,227 22,737 △ 510

総務部 本部体制 災害対策本部の運営経費等 60,964 88,351 △ 27,387

総務部 防災行政無線の維持管理 防災行政無線の維持管理経費 69,674 42,595 27,079
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【総務費（つづき）】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

総務部 備蓄物品の維持管理 避難所用備蓄物品の購入 37,988 45,841 △ 7,853

総務部 非常食糧の備蓄 避難所用非常食料の購入 53,406 64,873 △ 11,467

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
メラ設置支援等

238,178 208,500 29,678

地域力推進部 自治会関係事務 地域活動に対する助成等 61,685 61,244 441

地域力推進部 地域力推進会議 地域力推進会議の開催 973 977 △ 4

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 47,000 57,000 △ 10,000

地域力推進部
消費者相談・消費者被害の
救済

消費者相談、消費者被害救済委員会等の
実施

30,793 30,676 117

地域力推進部 こどもＳＯＳの家事業
こどもＳＯＳの家事業の推進に関する経
費

560 90 470

地域力推進部 生涯学習情報の提供・相談 生涯学習センターの整備等 483 90 393

地域力推進部 生涯学習リーダー等の育成 生涯学習人材育成講座等の実施 966 951 15

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増築及び大規模改修
工事費等

875,240 118,726 756,514

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

5,880 4,479 1,401

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

36,063 36,237 △ 174

地域力推進部 協働支援施設の運営
「オーちゃんネット」登録・更新操作支
援、災害ボランティアセンター運営調
査・研究等

30,817 29,547 1,270

地域力推進部 特別出張所管理運営費
各特別出張所の管理運営費、１８色の特
色ある地域づくり冊子作成等

498,774 510,341 △ 11,567

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 1,422,564 617,428 805,136

地域力推進部 大森西地区公共施設の整備 大森西地区公共施設整備工事等 24,198 0 24,198

地域力推進部 蒲田西地区公共施設の整備
蒲田西特別出張所大規模改修（長寿命
化）工事等

30,829 0 30,829

地域力推進部
田園調布地区公共施設の整
備

（仮称）田園調布せせらぎ公園文化施設
の新築工事等

624,188 82,607 541,581

観光・国際都市部 来訪者受け入れ環境の整備
大田区ウェルカムショップ・まちかど観
光案内所等への支援、（仮称）新大田区
観光振興プラン策定等

53,965 43,141 10,824

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、大田の
観光にぎわい創出補助事業等

68,638 67,384 1,254

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 23,294 33,295 △ 10,001
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【総務費（つづき）】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

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）の運営

53,072 55,475 △ 2,403

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 5,882 11,488 △ 5,606

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

6,151 16,311 △ 10,160

観光・国際都市部 運営費補助 （仮称）国際交流協会への運営費補助 51,359 0 51,359

観光・国際都市部 事業費補助 （仮称）国際交流協会への事業費補助 28,264 0 28,264

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、大田区文化振興プランの改定等

19,321 9,437 9,884

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、
大田区多文化共生推進プランの改定等

39,510 29,903 9,607

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、博物
館の長寿命化・リニューアルに向けた基
本計画の策定

83,652 64,713 18,939

観光・国際都市部 事業費 特別展の開催、企画展の開催 17,524 18,494 △ 970

観光・国際都市部
（仮称）勝海舟記念館（旧
清明文庫）の開設

記念館の開設準備経費 44,992 17,690 27,302

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 4,660 4,680 △ 20

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 462 302 160

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 5,527 5,550 △ 23

観光・国際都市部 スポーツ推進広報事業
スポーツ情報紙の発行、スポーツ施設
マップの作成

5,670 0 5,670

都市基盤整備部 区立水泳場管理運営費 公園水泳場の維持管理運営費 49,244 43,844 5,400

観光・国際都市部
都市基盤整備部

大田スタジアム維持管理 大田スタジアム施設改修工事等 2,455,560 47,000 2,408,560

観光・国際都市部 大田区総合体育館維持管理 大田区総合体育館の維持管理 3,681 13,391 △ 9,710

観光・国際都市部 大田区総合体育館 大田区総合体育館の管理代行費 160,514 164,966 △ 4,452

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

大会気運醸成事業、事前キャンプ等受入
れ事業等

55,876 31,516 24,360

観光・国際都市部
（仮称）勝海舟記念館（旧
清明文庫）の整備

記念館の整備費 396,717 389,122 7,595

【福祉費】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

福祉部 事務局運営費・事業費 大田区社会福祉協議会に対する助成 219,676 196,730 22,946
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【福祉費（つづき）】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

福祉部 成年後見制度支援事業 成年後見制度支援事業 4,799 4,764 35

福祉部
おおた子どもの生活応援プ
ラン推進事業

おおた子どもの生活応援プランの推進 2,658 7,270 △ 4,612

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 155,120 149,221 5,899

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

9,049 5,187 3,862

福祉部 福祉強調月間事業 文化展の開催等 692 684 8

福祉部 大田区障害者の日のつどい イベントの開催 7,240 7,011 229

福祉部 グループホームの整備促進 グループホーム施設整備費補助 20,000 31,663 △ 11,663

福祉部
障害者（児）施設防犯設備
整備事業

グループホーム等防犯設備整備費補助 8,000 0 8,000

福祉部 発達障害支援事業 発達障害支援事業 931 853 78

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 211,924 222,524 △ 10,600

福祉部 施設管理費 志茂田福祉センターの施設管理費 16,577 20,099 △ 3,522

福祉部 事業運営費 志茂田福祉センターの運営費 143,415 177,036 △ 33,621

福祉部 自立訓練事業
志茂田福祉センターにおける自立訓練事
業の実施

27,706 26,144 1,562

福祉部 施設管理費 上池台障害者福祉会館の施設管理費 27,401 23,068 4,333

福祉部 事業運営費 上池台障害者福祉会館の運営費 51,315 48,118 3,197

福祉部 事業委託 上池台障害者福祉会館の事業委託費 15,941 15,599 342

福祉部 自立訓練事業
上池台障害者福祉会館における自立訓練
事業の実施

58,537 58,268 269

福祉部 生活介護事業
上池台障害者福祉会館における生活介護
事業の実施

26,298 25,408 890

福祉部 馬込分場運営費 上池台障害者福祉会館馬込分場の運営費 6,276 6,472 △ 196

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
理費

85,247 69,166 16,081

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 393,048 378,035 15,013

福祉部
事業運営費（新館）有床診
療所・短期入所

障がい者総合サポートセンター増築部分
の有床診療所・短期入所に係る運営費

261,903 0 261,903
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【福祉費（つづき）】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

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 806,479 448,388 358,091

福祉部
（仮称）西糀谷への施設整
備費補助

特別養護老人ホームの施設整備費の補助 56,430 0 56,430

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

450,446 757,007 △ 306,561

福祉部
介護保険施設等の介護人材
確保支援事業

介護保険施設等を開設する法人に対する
助成

2,500 0 2,500

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

56,654 57,452 △ 798

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 79,904 78,965 939

福祉部 高齢者就労支援事業
元気高齢者に対する就労や社会参加活動
に関する情報提供、支援等

31,464 31,454 10

福祉部
元気シニアプロジェクト事
業

運動・栄養・社会参加の３要素に働きか
ける各種事業の実施

15,978 9,743 6,235

福祉部 高齢者支援施設整備事業 シニアステーション糀谷の事業経費 31,139 34,690 △ 3,551

福祉部
大田区介護予防応援評価事
業

介護予防に資する質の高いケアを提供し
た事業者に対するインセンティブ制度の
準備経費

5,832 6,588 △ 756

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 32,139 26,432 5,707

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、交流会の支援等

120 119 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

4,418 4,537 △ 119

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、涼み処の設置等

2,706 2,641 65

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 16,581 15,829 752

福祉部
地域包括支援センター運営
推進

地域包括支援センター運営委託費等 253,448 289,385 △ 35,937

福祉部
地域包括支援センター新
設・移転

地域包括支援センター新設・移転経費 14,180 0 14,180

福祉部 施設管理費 老人いこいの家の施設管理費 96,554 67,184 29,370

福祉部 運営費 老人いこいの家の運営費 225,786 235,430 △ 9,644

福祉部
山王高齢者センター指定管
理者管理代行

山王高齢者センター指定管理に関する経
費

20,986 20,987 △ 1

福祉部 羽田地区公共施設の整備
（仮称）羽田一丁目複合施設改築工事経
費

208,150 114,362 93,788

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

3,077,079 3,077,468 △ 389
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【福祉費（つづき）】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

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 89,360 112,081 △ 22,721

こども家庭部 認証保育所運営補助 認証保育所運営補助 2,158,239 2,135,149 23,090

こども家庭部 小規模保育所運営費 小規模保育所運営補助 1,482,276 1,313,873 168,403

こども家庭部 家庭福祉員制度経費 家庭福祉員制度経費 180,064 199,322 △ 19,258

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

1,192,717 615,594 577,123

こども家庭部
事業所内保育施設設置推進
事業

事業所内保育所の開設経費補助 23,000 23,000 0

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

239,617 121,301 118,316

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

2,101,951 1,076,720 1,025,231

こども家庭部
保育所等におけるＩＣＴ化
推進事業

保育業務支援システム導入経費補助 135,500 0 135,500

こども家庭部 子育て支援課事務費 学童保育料等収納事務委託経費等 9,256 11,376 △ 2,120

こども家庭部 児童相談所開設準備 開設準備のためのアドバイザーの活用 690 270 420

こども家庭部 事務費 区立保育園運営に係る事務費 34,795 33,337 1,458

こども家庭部 職場研修
区立及び民間保育園職員に対する研修の
実施

4,083 2,978 1,105

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

824,960 979,450 △ 154,490

こども家庭部 保育事業費 区立保育園運営委託等 3,009,002 2,962,635 46,367

こども家庭部 施設管理費 区立児童館等の施設管理費 398,983 436,361 △ 37,378

こども家庭部 事業運営費 区立児童館等の運営費 890,009 781,436 108,573

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

466,515 682,502 △ 215,987

こども家庭部 放課後ひろば事業 放課後ひろば運営委託 1,118,837 1,040,444 78,393

こども家庭部
子ども家庭支援センター事
業

児童相談所開設に向けた虐待対応力強化 199,436 203,506 △ 4,070

福祉部 施設管理費
こども発達センターわかばの家の施設管
理費

18,049 19,194 △ 1,145

福祉部
心身障害児訓練施設等事業
運営費

こども発達センターわかばの家への利用
者送迎バス運行委託経費等

27,908 27,876 32
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【福祉費（つづき）】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

福祉部 通所施設事業運営費
こども発達センターわかばの家における
早期支援事業、相談支援事業、地域支援
事業等の実施

325,622 321,332 4,290

福祉部
事業運営費（新館）発達障
がい児支援事業

障がい者総合サポートセンター増築部分
の発達障がい児支援事業に係る運営費

138,783 0 138,783

こども家庭部 保育園入所者運営費 民間保育園入所者運営費 9,664,224 7,181,661 2,482,563

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 5,351,599 4,402,453 949,146

こども家庭部 羽田保育園の改築 羽田保育園の改築 746,529 318,053 428,476

こども家庭部 仲六郷保育園の改築 仲六郷保育園の改築 530,282 559,586 △ 29,304

こども家庭部 新蒲田保育園の改築 新蒲田保育園の改築 56,595 159,034 △ 102,439

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 185,219 38,983 146,236

【衛生費】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

健康政策部 健康づくり
女性の健康相談窓口の設置、健康メニュ
―協力店事業の実施、禁煙外来治療費助
成等

5,253 3,734 1,519

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

1,064 1,067 △ 3

健康政策部 おおた健康プランの推進 おおた健康プラン（第三次）の策定等 8,010 6,717 1,293

健康政策部 地域医療連携の推進
在宅医療連携推進事業、産科医療施設整
備支援事業、病院耐震化支援事業の実施
等

107,174 79,454 27,720

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

13,253 806 12,447

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

3,304 3,395 △ 91

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 3,722 3,746 △ 24

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 26,692 31,842 △ 5,150

健康政策部 胃がん検診 胃がん検診 365,080 364,013 1,067

健康政策部 肺がん検診 肺がん検診 249,112 249,112 0

健康政策部 大腸がん検診 大腸がん検診 163,360 178,694 △ 15,334

健康政策部 子宮頸がん検診 子宮頸がん検診 257,097 261,258 △ 4,161

健康政策部 乳がん検診 乳がん検診 183,977 183,305 672
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【衛生費（つづき）】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

健康政策部 喉頭がん検診 喉頭がん検診 61,111 61,111 0

健康政策部 前立腺がん検診 前立腺がん検診 7,928 9,875 △ 1,947

健康政策部 肝炎ウイルス検診 肝炎ウイルス検診 48,672 48,672 0

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 65,618 67,598 △ 1,980

健康政策部 成人歯科健康診査 成人歯科健康診査 75,978 76,154 △ 176

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 1,972 1,592 380

健康政策部 精神保健福祉相談 精神保健福祉相談等の実施 5,217 5,840 △ 623

健康政策部 自殺総合対策 自殺総合対策の推進 1,305 0 1,305

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

8,112 6,000 2,112

健康政策部
すこやか赤ちゃん訪問（新
生児・産婦訪問指導）

すこやか赤ちゃん訪問、出産・育児支援
事業かるがも、産後ケア事業等

123,464 221,455 △ 97,991

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
助成等

525,649 527,593 △ 1,944

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 14,730 14,891 △ 161

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等

6,533 6,412 121

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 29 83 △ 54

【産業経済費】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

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

186,673 234,533 △ 47,860

産業経済部
産業クラスター形成支援事
業

障がい者用スポーツ用具の開発等 150,000 0 150,000

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 30,530 22,781 7,749

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 396,475 145,804 250,671

産業経済部 事業費補助
（公財）大田区産業振興協会への事業費
補助

355,832 340,229 15,603

産業経済部 商店街景観整備事業 商店街景観整備計画策定事業補助 5,072 5,772 △ 700
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【産業経済費（つづき）】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

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 5,740 12,340 △ 6,600

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、商店街連合
会宣伝事業等

39,724 28,990 10,734

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 360,183 291,653 68,530

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等

69,926 45,000 24,926

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代
行費

163,093 163,676 △ 583

産業経済部
産業支援施設その他の維持
管理費

工場アパート、創業支援施設等の維持管
理

302,745 262,976 39,769

【土木費】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

都市基盤整備部 蒲田駅 蒲田駅東西口のエスカレーター工事 110,488 0 110,488

都市基盤整備部
大森駅エスカレーター新
設・改良

大森駅東口エスカレーター更新工事等 365,806 181,777 184,029

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

撤去自転車等保管所の維持管理等 340,829 356,482 △ 15,653

都市基盤整備部 交通安全推進事業 交通安全運動の推進等 33,300 31,644 1,656

都市基盤整備部 自転車利用総合対策 自転車等駐車対策協議会の開催等 8,996 57,227 △ 48,231

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

3,069,588 2,926,224 143,364

都市基盤整備部 都市計画道路の整備
補助線街路第38号線・第43号線・第44号
線の整備

1,233,857 1,169,319 64,538

都市基盤整備部 蒲田駅前広場の再生整備 東口地下自転車駐車場実施設計等 93,223 407,159 △ 313,936

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 688,012 459,027 228,985

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 143,038 75,018 68,020

都市基盤整備部 呑川緑道の整備 呑川緑道の整備 42,962 86,779 △ 43,817

都市基盤整備部 臨海部散策路の整備 海辺の散策路の整備等 107,817 209,972 △ 102,155

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

484,363 644,693 △ 160,330

都市基盤整備部 耐震補強整備 橋梁の耐震補強整備 606,200 555,304 50,896

都市基盤整備部 架替整備 橋梁の架替整備 167,492 80,603 86,889
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【土木費（つづき）】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

都市基盤整備部 橋梁の長寿命化 橋梁の長寿命化修繕整備、定期点検 298,714 123,933 174,781

都市基盤整備部 街路灯新設・改良 街路灯改良工事（ＬＥＤ化）等 721,985 786,514 △ 64,529

都市基盤整備部 公共下水道枝線建設 下水道の整備 652,103 660,388 △ 8,285

都市基盤整備部 水質浄化対策の検討・推進
総合的な水質浄化による改善効果の検討
委託

5,636 5,531 105

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

842,692 470,437 372,255

都市基盤整備部 公園等の維持管理
遊具の安心・安全対策工事、公園維持作
業委託等

2,583,807 2,366,485 217,322

都市基盤整備部 新設、拡張等整備 公園改良工事等 1,179,663 956,650 223,013

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 387,583 387,347 236

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

358,577 532,956 △ 174,379

【都市整備費】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

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 50,650 31,724 18,926

まちづくり推進部 大森駅周辺地区の整備 大森駅周辺地区の整備 95,651 50,268 45,383

まちづくり推進部
京急関連駅周辺のまちづく
り

京急蒲田西口、糀谷、雑色駅周辺地区の
整備

19,544 27,820 △ 8,276

まちづくり推進部 地区まちづくりへの支援 地区まちづくり協議会等への支援 9,606 9,628 △ 22

まちづくり推進部
地域拠点駅周辺のまちづく
り

池上駅及び池上本門寺周辺、多摩川線沿
線駅周辺地区のまちづくり

27,357 21,927 5,430

まちづくり推進部
都市計画公園・緑地等の計
画変更

都市計画変更図書等の作成 6,017 0 6,017

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 1,001,569 1,002,056 △ 487

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） 2,480 2,900 △ 420

まちづくり推進部
大田区交通政策基本計画の
推進

庁内検討会等の開催 120 0 120

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 1,610 1,557 53

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等 7,608 7,232 376

まちづくり推進部 人にやさしい街づくり事業 移動等円滑化推進協議会の開催等 19,147 46,219 △ 27,072
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【都市整備費（つづき）】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

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

262,386 187,646 74,740

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

72,481 66,428 6,053

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
助成等

69,926 65,067 4,859

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 752,352 833,157 △ 80,805

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 392,003 66,733 325,270

まちづくり推進部 臨海部のまちづくり
空港臨海部まちづくり・交通ネットワー
ク等調査

15,795 16,767 △ 972

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 15,926 9,042 6,884

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 8,570 8,970 △ 400

まちづくり推進部 空家等地域貢献活用事業 空家等地域貢献活用事業の運営委託等 19,904 29,006 △ 9,102

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

14,731 12,667 2,064

【環境清掃費】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

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、環境学習の推進等 38,813 15,199 23,614

環境清掃部 環境計画課事務費 ポスター展の実施等 1,430 1,610 △ 180

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拡大等

45,153 55,427 △ 10,274

環境清掃部 水環境の監視 呑川水質浄化対策の推進 12,885 12,673 212

環境清掃部 緑化の推進 １８色の緑づくり支援等 55,771 57,142 △ 1,371

環境清掃部
一般廃棄物処理基本計画等
の策定

（仮称）大田区災害廃棄物処理計画の策
定

16,923 0 16,923

環境清掃部 清掃普及調査 ごみ減量・３Ｒ推進ＰＲの充実 1,789 1,746 43

環境清掃部 車両等維持管理 ごみ収集車両等の維持管理 67,165 64,388 2,777

環境清掃部 作業運営費 可燃ごみの収集等業務委託等 640,412 481,654 158,758

環境清掃部 行政回収の推進 資源回収の推進、中間処理業務委託等 1,439,211 1,407,568 31,643

環境清掃部 資源の持ち去り防止対策 資源の持ち去り防止対策の実施 25,578 26,710 △ 1,132
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【教育費】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

教育総務部 教科用システム等運用 小・中学校ＩＣＴ環境整備 1,132,343 1,547,364 △ 415,021

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 35,847 38,734 △ 2,887

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 780,481 861,476 △ 80,995

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

12,730 14,734 △ 2,004

教育総務部 外国人による英語指導 外国人英語指導員の派遣 161,594 126,038 35,556

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 49,413 38,032 11,381

教育総務部 体力向上推進事業 体育指導補助員の配置等 22,092 14,916 7,176

教育総務部 おもしろ理科教室 小学校への理科支援員の配置 14,459 14,354 105

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 465 465 0

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）等 2,039 1,377 662

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

124,393 130,248 △ 5,855

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 13,422 11,575 1,847

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 30,044 31,762 △ 1,718

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 1,598 1,776 △ 178

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

11,059 11,313 △ 254

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） 1,767 1,767 0

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

280,794 223,838 56,956

教育総務部 教育センター管理運営費
教育センター、適応指導教室の管理運
営、適応指導教室の改築工事等

231,826 86,909 144,917

教育総務部 図書館事業費 音訳者講習会の実施等 253,704 252,408 1,296

教育総務部 図書館電算システム 図書館システムの運用等 92,332 203,451 △ 111,119

教育総務部 施設維持管理費 図書館の維持管理 98,284 299,358 △ 201,074

教育総務部 六郷図書館の改築 六郷図書館の改築 553,034 413,386 139,648
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【教育費（つづき）】 （単位：千円）

担当部
レベル
アップ

重点
課題

事業名 当初要求内容 当初要求額
企画経営部長
査定後要求額

区長査定
30予算(案)

査定
区分

平成29年度
当初予算額

増減
(30当初要求
   -29当初)

教育総務部 宿泊を伴う校外授業 移動教室の実施（小学校） 107,440 107,461 △ 21

教育総務部 校舎の改築 小学校の改築 6,643,809 3,282,468 3,361,341

教育総務部 宿泊を伴う校外授業 移動教室の実施（中学校） 41,242 41,711 △ 469

教育総務部 学習及び事務等 中学校運営経費 403,453 321,416 82,037

教育総務部 校舎の改築 中学校の改築 1,458,975 142,519 1,316,456

教育総務部 管理運営費 伊豆高原学園の管理運営費 84,362 121,204 △ 36,842

教育総務部 管理運営費 野辺山学園の管理運営費 91,157 146,402 △ 55,245

教育総務部 管理運営費 休養村とうぶの管理運営費 12,770 12,825 △ 55
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