
事業費一覧

施策 事業名
令和元年度

（2019）予算
備考

妊婦への支援の充実（健診・相談） 531,353

産後の早期子育て支援の推進 156,576

子育て相談体制の拡充 83,776

子どもの発達支援の充実 360,973

子どもの生活応援 5,118

私立（認可）保育園の整備 21,270,482

家庭的環境における保育の充実 168,459

認証保育所の整備 2,093,465

地域型保育所等の整備 1,763,362

在宅子育て支援事業等の拡充 116,225

保育士人材確保支援事業 1,410,348

区立保育園の改築・改修の推進 ―
新蒲田保育園の改築工事に係る事業費については、3-3-1

「公共施設の多機能化・複合化の推進」で計上しています。

ICT教育の推進 1,284,098

国際理解教育の推進 217,740

学校教育環境の整備 3,370,670

（仮称）大田区子ども家庭総合支援センターの整備 26,420

個別目標１-１　合計 36,146,906

基本目標１　生涯を健やかに安心していきいきと暮らせるまち

個別目標1-1　未来を拓き地域を担う子どもを、みんなで育むまちにします

1-1-1

安心して子どもを産み育てられるまちをつくります

1-1-2

待機児ゼロに向け、保育機能の充実したまちをつくりま

す

1-1-3

未来を担う子どもたちの成長を支えます

放課後ひろば事業の推進及び学童保育事業の拡充 3,287,841

単位：千円 



施策 事業名
令和元年度

（2019）予算
備考

福祉人材の確保・育成・定着 21,470

ユニバーサルデザインに配慮した区民サービスの改善 150

生活困窮者自立支援事業の実施 153,834

地域医療連携の推進（在宅医療支援体制の強化） 26,540

おおた健康経営事業所の認定 463

自殺総合対策の推進 4,857

受動喫煙防止対策事業 111,537

おおた健康ポイント事業 87,132

ひきこもりの方への支援の充実 202

国民健康保険データヘルス計画に基づく保健事業 37,608

「ワーク・ライフ・バランス」「女性の活躍」の推進 9,029

障がい者総合サポートセンター（さぽーとぴあ）の運営・充実 986,772

就労支援の充実 ―

就労支援の充実に係る事業費については、1-2-2「障がい者

総合サポートセンター（さぽーとぴあ）の運営・充実」で計

上しています。

地域生活支援拠点等の整備 505,460

精神障がい者に対する支援の充実 10,765

図書館を活用した学習環境の整備・展開 513,239

東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業 111,135

区民のスポーツ実施率を上げる環境整備 9,959

個別目標１-２　合計 7,416,534

個別目標1-２　誰もが自分らしく、健康で生きがいをもって暮らせるまちをつくります　　　　　　

1-2-3

地域の歴史・文化を育み、学び続けられるまちをつくり

ます
地域の歴史・文化資源の活用 609,348

1-2-2

障がい者が安心して暮らし、活躍できるまちをつくりま

す

1-2-1

健康でいきいきと暮らせるまちをつくります

1-2-4

スポーツを通じていつまでも元気に生きがいをもって暮

らせるまちをつくります

スポーツ施設の整備・充実 4,217,034

（仮称）田園調布せせらぎ公園体育施設の整備に係る事業費

については、3-1-1「公共施設の多機能化・複合化の推進」

で計上しています。

単位：千円 



施策 事業名
令和元年度

（2019）予算
備考

高齢者の就労促進 102,579

高齢者の地域活動、交流の活性化 544,482

高齢者が元気に過ごすための事業の充実 1,548,251

地域包括支援センターを中心とした総合相談体制の強化 1,158,808

地域包括支援センターの機能強化における田園調布・蒲田西

地区に係る事業費については、3-3-1「公共施設の多機能

化・複合化の推進」で計上しています。

認知症高齢者への支援 19,350

医療機関との連携 18,970

介護保険施設等の整備支援 539,350

高齢者等の権利擁護の推進 71,218

個別目標１-３　合計 4,003,008

基本目標１　合計 47,566,448

施策 事業名
令和元年度

（2019）予算
備考

蒲田駅周辺のまちづくり 285,641

(仮称）東口地下自転車駐車場の整備に係る事業費について

は、2-1-1「自転車等利用総合対策の推進」で計上していま

す。

大森駅周辺のまちづくり 287,067

身近な地域の魅力づくり 46,759

地域拠点駅周辺のまちづくりの区画街路第１号線の整備に係

る事業費については、2-1-1「都市計画道路の整備」で計上

しています。

20年後の未来を見据えたまちづくり基本方針の検討 25,648

新空港線の整備推進 182,900

都市計画道路の整備 1,384,631

自転車等利用総合対策の推進 470,194

1-3-1

高齢者の安全・安心な暮らしと活躍を支えます

基本目標２　まちの魅力と産業が世界に向けて輝く都市
マ チ

個別目標2-1　水と緑を大切にし、すべての人に安全で潤いのある暮らしを実現します

2-1-1

魅力と個性にあふれ、多くの人々が行き交うまちをつく

ります

個別目標1-3　高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らせるまちをつくります 単位：千円 

単位：千円 



施策 事業名
令和元年度

（2019）予算
備考

拠点公園・緑地の整備 1,599,547
勝海舟記念館隣接地に係る経費については、1-2-3「地域の

歴史・文化資源の活用」で計上しています。

地域に根ざした公園・緑地の整備 643,645

呑川緑道の整備（風の道のまちづくり） 39,703

桜のプロムナードの整備 2,078

地域力を活かしたみんなのみどりづくり 31,674

公園緑地の整備・維持管理・利活用に関する方針策定に係る

事業費については、2-1-2「地域に根差した公園・緑地の整

備」で計上しています。

木造密集市街地の整備促進 382,975

建築物の耐震改修促進 644,427

空家等対策の推進 40,182

居住支援の取り組み 333

分譲マンション対策の推進 1,079

住宅マスタープランの改定 5,501

橋梁の耐震性の向上 775,902

都市基盤施設の維持更新 888,914

交通安全の推進 290,228

無電柱化の推進 410,740
区画街路第１号線、補助第38・43・44号線に係る経費につ

いては、2-1-1「都市計画道路の整備」で計上しています。

個別目標２-１　合計 8,439,768

2-1-3

災害に強く安全で安心して暮らせるまちをつくります

2-1-2

身近な場所でみどりと触れ合える潤いとやすらぎのある

まちをつくります



施策 事業名
令和元年度

（2019）予算
備考

水と緑のふれあいゾーンの整備 ―

水と緑のふれあいゾーンの整備に係る事業費については、2-

2-1「世界と交流しにぎわう産業支援・文化交流施設の整

備」で計上しています。

空港跡地の交通結節点機能の充実 ―

空港跡地の交通結節点機能の充実に係る事業費については、

2-2-1「世界と交流しにぎわう産業支援・文化交流施設の整

備」で計上しています。

空港臨海部土地利用（活用）の誘導 24,100

空港臨海部交通ネットワークの拡充 ―

空港臨海部交通ネットワークの拡充に係る事業費について

は、2-2-1「空港臨海部土地利用（活用）の誘導」で計上し

ています。

新スポーツ健康ゾーンの整備 416,163

海辺の散策路整備 305,916

全区的かつ持続的な国際交流・多文化共生の推進 83,039

「国際都市おおた大使」事業の実施 837

個別目標２-２　合計 1,175,641

個別目標2-2　首都空港『羽田』と臨海部が世界への扉を開く、国際交流拠点都市を創ります

2-2-1

日本の玄関口である空港臨海部の特性を最大限に活かす

まちをつくります

世界と交流しにぎわう産業支援・文化交流施設の整備 345,586

単位：千円 



施策 事業名
令和元年度

（2019）予算
備考

工場の立地・操業環境の整備 1,313,606

ものづくり産業等実態調査に係る事業費については、2-3-1

「次世代を見据えた産業振興施策のあり方検討」で計上して

います。

新製品・新技術開発の支援 55,058

取引拡大の支援 84,695

海外市場開拓支援 23,446

ＩｏＴなどを活用した取引環境の整備 120,000

商いの活性化、魅力の発信 285,261

商店街景観整備事業 4,728

創業支援 12,425
創業支援施設に係る事業費については、2-3-1「工場の立

地・操業環境の整備」で計上しています。

ネットワーク形成支援 118,446

次世代を見据えた産業振興施策のあり方検討 71,810

多様な産業の持続的な発展に向けた人材育成・事業承継 28,827

シティプロモーションの推進 24,039

訪日外国人等受入環境整備 92,691

観光まちづくりの支援と多様な主体と連携したにぎわいの創出 74,889

MICEの推進 7,008

大田区の特選品・グルメのPR 9,310

個別目標２-３　合計 2,326,239

基本目標２　合計 11,941,648

個別目標2-3　ものづくりから未来へ、独自の産業と都市文化を創造します

2-3-1

世界へ羽ばたく創造性豊かな産業都市をつくります

2-3-2

にぎわいあふれる「大田ブランド」を国内外にアピール

します

単位：千円 



施策 事業名
令和元年度

（2019）予算
備考

NPO・区民活動フォーラムの開催 376

区民活動コーディネーター養成講座 439

災害ボランティアの育成・支援 7,110

協働推進講師派遣事業 406

区民の主体的な生涯学習の推進 4,266

外国人のためのコミュニケーション支援 7,599

外国人区民が暮らしやすい生活環境の整備 28,886

地域の歴史や伝統文化の継承・発信 1,614

災害時相互支援体制の整備 2,729

災害用非常食糧の確保及び備蓄物品の充実 144,692

災害時医療体制の整備と周知 29,840

防災対策基金 5,000,000

個別目標３-１　合計 5,408,508

3-1-1

地域力を結集し、魅力的で住み続けたいまちをつくりま

す
18色の特色ある地域づくりの推進 13,523

基本目標３　地域力と行政の連携がつくる人と地球に優しいまち

個別目標3-1　地域力を活かし、人に優しいまちを区民主体で実現します

3-1-2

地域力を最大限発揮して、災害に強く、防犯力の高い地

域をつくります

地域防犯活動の支援 147,115

防犯啓発活動 19,913
自転車盗難防止啓発活動（都市基盤整備部実施分）について

は、2-1-3「交通安全の推進」で計上しています。

単位：千円 



施策 事業名
令和元年度

（2019）予算
備考

エネルギーの効率的な利用の促進 12,059

徹底した分別によるリサイクルの推進 2,013,291

有用金属の資源化の取り組み 430,460

食品ロス削減への取り組み 1,338

個別目標３-２　合計 3,089,963

施策 事業名
令和元年度

（2019）予算
備考

限られた行政資源を効果的に活用する行政経営の推進 8,678

職員能力の強化 23,036

公共施設の多機能化・複合化の推進 1,379,542

入新井地区、千束地区、鵜の木地区、嶺町地区の複合施設整

備に係る事業費については、1-1-3「学校教育環境の整備」

で計上しています。

区政情報発信の充実 220,043

特別出張所の整備 ―
特別出張所の整備に係る事業費については、3-3-1「公共施

設の多機能化・複合化の推進」で計上しています。

個別目標３-３　合計 1,631,299

基本目標３　合計 10,129,770

基本目標１　合計 47,566,448

基本目標２　合計 11,941,648

基本目標３　合計 10,129,770

総合計 69,637,866

個別目標3-3　区は、効率的で活力ある区政を実現し、地域との連携・協働を進めます

3-3-1

透明性が高く効率的な区政運営を地域力を活用しながら

進めます

個別目標3-2　私たち区民が、良好な環境と経済活動が両立する持続可能なまちをつくる担い手です

3-2-1

持続可能な地球環境をみんなで守り未来へ引き継ぎます

呑川水質浄化対策の推進 632,815

単位：千円 

単位：千円 


