
○令和２年度予算編成過程の公表事業一覧（令和元年９月27日時点）
　※一般会計におけるおおた重点プログラム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
査定後要求額

区長査定
2予算(案)

査定
区分

令和元年度
当初予算額

増減
(2当初要求
-元当初)

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）、修
繕工事等

60,753 61,178 △ 425

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）、第
８期男女共同参画推進プラン作成等

26,083 20,317 5,766

総務部 自己啓発支援 資格取得支援、大学院就学支援等 3,686 4,885 △ 1,199

総務部 職場研修支援
各職場のＯＪＴ支援、新人育成リー
ダー研修の実施等

4,164 4,038 126

総務部 職場外研修 職層研修ほか各種研修の実施 12,522 14,113 △ 1,591

企画経営部 区報の発行
１・１１・２１日号、新年号、臨時号
の発行

182,337 176,438 5,899

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

8,679 10,186 △ 1,507

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 26,854 14,615 12,239

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 18,832 18,804 28

企画経営部
シティプロモーション
推進事業

シティプロモーション専用サイト保
守・機能拡張、効果測定等

19,900 15,253 4,647

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

58,318 73,295 △ 14,977

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 9,758 7,229 2,529

総務部 備蓄物品の維持管理 避難所用備蓄物品の購入 55,694 76,039 △ 20,345

総務部 非常食糧の備蓄 避難所用非常食糧の購入 64,630 68,653 △ 4,023

総務部 生活安全関係事務 防犯カメラ設置支援等 160,644 227,169 △ 66,525

地域力推進部 区民活動支援施設 （仮称）新蒲田一丁目複合施設の整備 466,641 467,387 △ 746

福祉部 地域包括支援センター （仮称）新蒲田一丁目複合施設の整備 93,969 89,312 4,657

こども家庭部 新蒲田保育園 （仮称）新蒲田一丁目複合施設の整備 264,360 245,812 18,548
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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
査定後要求額

区長査定
2予算(案)

査定
区分

令和元年度
当初予算額

増減
(2当初要求
-元当初)

こども家庭部 中高生ひろば （仮称）新蒲田一丁目複合施設の整備 66,980 67,119 △ 139

地域力推進部 こどもＳＯＳの家事業 周知チラシの発行 134 675 △ 541

地域力推進部 生涯学習の支援
おおた区民大学の実施、生涯学習情報
紙の発行等

9,921 7,935 1,986

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、災害ボランティアの育成・支援

7,570 5,419 2,151

地域力推進部 区民団体の活動支援
地域力応援基金助成事業、団体自立支
援事業等

29,595 25,707 3,888

地域力推進部 区民活動支援施設
区民活動支援施設の運営、災害ボラン
ティアセンター運営調査・研究

26,000 25,804 196

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

478,691 565,713 △ 87,022

地域力推進部
田園調布地区公共施設
の整備

田園調布せせらぎ館の新築工事等 1,366,916 319,251 1,047,665

地域力推進部
大森西地区公共施設の
整備

（仮称）大森西二丁目複合施設の整備 139,404 84,640 54,764

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

264,109 48,350 215,759

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等

77,146 44,207 32,939

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

71,430 71,567 △ 137

観光・国際都市部
おおたの観光魅力発信
事業

羽田空港を起点としたインバウンド誘
致事業、ＭＩＣＥ誘致事業等

42,992 28,998 13,994

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

58,017 53,940 4,077

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 6,713 5,865 848

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

2,808 2,790 18

観光・国際都市部 運営費補助
（一財）国際都市おおた協会への運営
費補助

55,558 49,570 5,988

観光・国際都市部 事業費補助
（一財）国際都市おおた協会への事業
費補助

33,134 40,887 △ 7,753

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

6,252 5,881 371
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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
査定後要求額

区長査定
2予算(案)

査定
区分

令和元年度
当初予算額

増減
(2当初要求
-元当初)

観光・国際都市部
多文化共生のネット
ワークづくり

くらしのガイドの改訂、タブレット通
訳サービス、国際交流員の配置等

32,165 11,362 20,803

観光・国際都市部 事業費
郷土博物館の休館に合わせた展示の充
実、特別展、企画展の開催

39,152 16,119 23,033

観光・国際都市部 勝海舟記念館の運営 記念館の維持管理運営費 129,880 105,498 24,382

観光・国際都市部 障がい者スポーツ教室
障がいの部位等に負担の少ない水泳教
室の実施

3,645 3,639 6

観光・国際都市部 地域スポーツクラブ
大田区総合型地域スポーツクラブの運
営費等

1,092 1,092 0

観光・国際都市部
新スポーツ健康ゾーン
活性化事業

ビーチスポーツ教室や体験会等の実施 2,268 1,988 280

観光・国際都市部 スポーツ推進広報事業
スポーツ実施率向上のためのスポーツ
情報紙等の作成

3,587 3,432 155

都市基盤整備部 区立運動場管理運営費 運動場の維持管理運営費 1,022,973 928,478 94,495

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 142,075 172,720 △ 30,645

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

大田スタジアム維持管理費等 2,627 2,936,664 △ 2,934,037

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

事前キャンプ等受入れ事業、おおたウ
エルカムボランティア事業、大会気運
醸成及び開催時関連事業等

236,394 111,135 125,259

観光・国際都市部 勝海舟記念館の整備 記念館及び隣地の整備費 74,625 488,366 △ 413,741

【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
査定後要求額

区長査定
2予算(案)

査定
区分

令和元年度
当初予算額

増減
(2当初要求
-元当初)

福祉部
ユニバーサルデザイン
福祉のまちづくり事業

区施設等のユニバーサルデザイン合同
点検等

5,144 4,974 170

福祉部 社会福祉協議会の運営 大田区社会福祉協議会に対する助成 260,885 220,440 40,445

福祉部
成年後見制度利用促
進・支援事業

成年後見制度利用促進・支援事業 14,106 10,671 3,435

福祉部
おおた子どもの生活応
援プラン推進事業

子どもの長期休暇応援プロジェクト
（昼食提供・学習支援等）等

18,001 4,056 13,945

福祉部
生活困窮者自立支援事
業

生活再建・就労サポートセンター（Ｊ
ＯＢＯＴＡ)運営委託費等

188,629 153,834 34,795
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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
査定後要求額

区長査定
2予算(案)

査定
区分

令和元年度
当初予算額

増減
(2当初要求
-元当初)

福祉部
障がい者支援に関する
会議体運営

障害者差別解消法パンフレット作成等 2,953 961 1,992

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 20,000 0

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 211,825 212,809 △ 984

福祉部 施設管理費 志茂田福祉センターの施設管理費 16,698 17,136 △ 438

福祉部 事業運営費 志茂田福祉センターの運営費 149,172 149,825 △ 653

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

27,878 27,761 117

福祉部 施設管理費 上池台障害者福祉会館の施設管理費 29,218 104,248 △ 75,030

福祉部 事業運営費 上池台障害者福祉会館の運営費 50,458 49,758 700

福祉部 事業委託 上池台障害者福祉会館の事業委託費 17,469 16,692 777

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

104,139 102,894 1,245

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

5,393 6,101 △ 708

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

111,852 115,687 △ 3,835

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

397,921 395,969 1,952

福祉部
事業運営費（短期入所
事業）

障がい者総合サポートセンターの短期
入所に係る運営費

270,680 292,148 △ 21,468

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

74,347 442,616 △ 368,269

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

56,236 56,238 △ 2

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

68,521 69,933 △ 1,412

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

32,435 32,646 △ 211

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運営経費 32,895 32,165 730
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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
査定後要求額

区長査定
2予算(案)

査定
区分

令和元年度
当初予算額

増減
(2当初要求
-元当初)

福祉部
おおた介護予防応援事
業

事業検討会及び事例発表会等の経費 6,169 8,873 △ 2,704

福祉部
高齢者支え合いネット
ワークの普及啓発

高齢者見守り相談体制の充実 96,373 5,116 91,257

福祉部
介護サービス研修・普
及

介護保険事業者研修事務委託、おおた
福祉フェス運営費補助、介護職員資格
研修受講費助成等

8,785 8,802 △ 17

福祉部
福祉サービス従事者の
育成

主任介護支援専門員のマネジメント向
上、介護支援専門員研修講師謝礼

3,621 3,617 4

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 169,226 267,532 △ 98,306

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 15,634 62,924 △ 47,290

福祉部 高齢者虐待防止事業 高齢者虐待防止の周知・啓発の実施等 785 1,038 △ 253

福祉部 施設管理費 老人いこいの家の施設管理費 79,926 111,372 △ 31,446

福祉部 運営費 老人いこいの家の運営費 235,763 245,516 △ 9,753

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 73,537 83,648 △ 10,111

こども家庭部 認証保育所運営補助 認証保育所運営補助 1,720,562 2,093,465 △ 189,042

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 1,423,922 1,495,753 △ 61,676

こども家庭部 家庭福祉員制度経費 家庭福祉員制度経費 164,653 168,459 △ 11,783

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

1,727,915 1,410,348 317,145

こども家庭部
地域子育て支援拠点事
業

地域子育て支援拠点事業運営補助 22,548 25,250 △ 2,702

こども家庭部
大田区次世代育成支援
緊急対策整備事業

私立認可保育園の開設支援等 2,608,265 1,991,740 888,255

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費等 14,410 10,206 4,204

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

84,985 173,306 △ 88,321

こども家庭部 児童相談所開設準備
児童相談所移管に関するアドバイザー
経費

703 690 13
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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
査定後要求額

区長査定
2予算(案)

査定
区分

令和元年度
当初予算額

増減
(2当初要求
-元当初)

こども家庭部 施設管理費 区立児童館等の施設管理費 402,312 356,169 46,143

こども家庭部 事業運営費 区立児童館等の運営費 959,527 961,113 △ 1,586

こども家庭部 非常勤職員雇用等
区立児童館等における会計年度任用職
員の雇用

519,238 402,146 117,092

こども家庭部 放課後ひろば事業 放課後ひろば運営委託 1,327,391 1,165,873 161,518

こども家庭部
子ども家庭支援セン
ター事業

子ども家庭支援センターにおける虐待
対応力強化等

224,348 206,035 18,313

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

29,746 28,092 1,654

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

379,348 333,557 45,791

福祉部
事業運営費（発達障が
い児支援事業）

障がい者総合サポートセンターの発達
障がい児支援事業に係る運営費

144,908 194,238 △ 49,330

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 13,177,436 12,229,640 △ 110,788

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 8,385,069 7,049,102 1,401,590

こども家庭部 新蒲田保育園の改築 新蒲田保育園の改築 16,330 57,671 △ 41,341

【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
査定後要求額

区長査定
2予算(案)

査定
区分

令和元年度
当初予算額

増減
(2当初要求
-元当初)

健康政策部 健康危機管理
緊急医療救護所等配備資材及び訓練に
係る経費等

24,955 29,840 △ 4,885

健康政策部 受動喫煙防止対策
受動喫煙防止対策に係る窓口等業務委
託、実地指導業務等

38,975 36,699 2,276

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

106,391 78,190 28,201

健康政策部 精神保健福祉相談
アウトリーチ支援事業、ひきこもり相
談会の実施等

27,552 16,923 10,629

健康政策部 自殺総合対策
インターネットを活用した自殺防止相
談事業、わかちあいの会（自死遺族の
集い）の実施等

8,591 1,497 7,094

健康政策部 両親学級
大田区きずなメール配信、両親学級の
開催等

14,611 16,536 △ 1,925
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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
査定後要求額

区長査定
2予算(案)

査定
区分

令和元年度
当初予算額

増減
(2当初要求
-元当初)

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

136,173 156,576 △ 20,403

健康政策部 妊婦健康診査
妊婦健診費用助成、里帰り等妊婦健診
費用助成、新生児聴覚検査費用助成等

546,441 545,848 593

【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
査定後要求額

区長査定
2予算(案)

査定
区分

令和元年度
当初予算額

増減
(2当初要求
-元当初)

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
企業立地継続補助金等

225,959 191,375 34,584

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 26,843 25,000 1,843

産業経済部 産業基礎調査
（仮称）大田区産業振興構想策定支援
業務委託等

34,381 71,830 △ 37,449

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 30,376 26,142 4,234

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 931,583 308,694 622,889

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

374,099 419,853 △ 45,754

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等 3,100 4,728 △ 1,628

産業経済部
商店街チャレンジ戦略
支援事業

商店街のイベント等に対する補助 328,399 261,142 67,257

産業経済部 商店街活性化推進事業 商店街活性化事業に対する補助 81,399 48,381 33,018

産業経済部
産業団体経営革新支援
事業

事業承継の取組支援、産業団体等経営
革新支援事業補助

7,230 2,625 4,605

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

184,026 191,438 △ 7,412

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

1,266,861 884,065 382,796

【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
査定後要求額

区長査定
2予算(案)

査定
区分

令和元年度
当初予算額

増減
(2当初要求
-元当初)

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 281,432 267,543 13,889

都市基盤整備部 交通安全推進事業 交通安全教室の実施等 35,812 32,901 2,911
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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
査定後要求額

区長査定
2予算(案)

査定
区分

令和元年度
当初予算額

増減
(2当初要求
-元当初)

都市基盤整備部 自転車利用総合対策 自転車等利用総合基本計画策定等 23,900 32,030 △ 8,130

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

2,939,821 2,920,934 18,887

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

1,100,767 1,240,582 △ 139,815

都市基盤整備部
蒲田駅前広場の再生整
備

蒲田駅前広場の再生整備 397,919 252,856 145,063

都市基盤整備部
大岡山駅周辺地区の整
備

大岡山駅周辺地区の整備 463,612 144,049 319,563

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 42,148 2,078 40,070

都市基盤整備部 呑川緑道の整備 呑川緑道の整備 47,157 39,703 7,454

都市基盤整備部 臨海部散策路の整備 海辺の散策路、公共溝渠の整備等 238,410 305,916 △ 67,506

都市基盤整備部 道路改良事業
無電柱化の推進、自転車走行環境整備
等

958,423 1,244,182 △ 285,759

都市基盤整備部 耐震補強整備 橋梁の耐震補強整備 791,379 588,175 203,204

都市基盤整備部 架替整備 橋梁の架替整備 49,514 187,727 △ 138,213

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 354,248 237,015 117,233

都市基盤整備部
水質浄化対策の検討・
推進

呑川の総合的な水質浄化による改善効
果の検討

11,551 7,982 3,569

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、河川清掃等

442,292 766,042 △ 323,750

都市基盤整備部 公園等の維持管理
遊具の安心・安全対策、公園維持管理
等

3,036,375 2,855,935 180,440

都市基盤整備部 公園管理事務費 拠点公園における公民連携の推進等 35,718 17,037 18,681

都市基盤整備部 新設、拡張等整備 公園拡張・改良整備 548,550 845,802 △ 297,252

都市基盤整備部
新設、拡張用地の購入
（都市計画公園）

都市計画公園用地の購入 1,573,251 1,344,823 228,428

都市基盤整備部
新設、拡張等整備（都
市計画公園）

拠点公園の整備 281,517 294,836 △ 13,319
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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
査定後要求額

区長査定
2予算(案)

査定
区分

令和元年度
当初予算額

増減
(2当初要求
-元当初)

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 156,364 72,403 83,961

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 121,013 122,655 △ 1,642

まちづくり推進部
京急関連駅周辺のまち
づくり

京急蒲田西口地区、雑色駅周辺地区の
まちづくり

30,130 18,643 11,487

まちづくり推進部
地域拠点駅周辺のまち
づくり

池上線沿線駅周辺地区、多摩川線沿線
駅周辺地区のまちづくり

17,919 28,116 △ 10,197

まちづくり推進部 都市計画の推進
大田区都市計画マスタープランの改定
等

41,421 27,943 13,478

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 1,002,129 2,346 999,783

まちづくり推進部
新空港線の整備主体の
設立

新空港線の整備主体の設立 180,000 180,000 0

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）

20,519 554 19,965

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

405,921 244,858 161,063

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

65,720 75,146 △ 9,426

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

63,203 62,971 232

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 1,044,997 644,427 400,570

まちづくり推進部
分譲マンション維持管
理支援

管理状況届出制度の運用等 4,532 1,079 3,453

まちづくり推進部 居住支援協議会 居住支援協議会の運営 5,749 333 5,416

まちづくり推進部 住宅担当事務費 大田区住宅マスタープランの改定等 14,459 10,231 4,228

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 345,035 168,294 176,741

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
ワーク計画等策定

56,005 24,100 31,905

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 19,531 17,465 2,066

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

17,919 22,717 △ 4,798
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【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
査定後要求額

区長査定
2予算(案)

査定
区分

令和元年度
当初予算額

増減
(2当初要求
-元当初)

環境清掃部
環境保全に関する計画
及び啓発

食品ロス削減への取り組み、大田区環
境基本計画の改定等

19,623 5,693 13,930

環境清掃部 地球温暖化対策の推進 エネルギーの効率的な利用の促進等 12,772 12,059 713

環境清掃部 水環境の監視 呑川水質浄化対策の推進等 11,947 16,778 △ 4,831

環境清掃部 環境美化対策 屋外の喫煙対策等 149,835 80,058 69,777

環境清掃部 緑化の推進 １８色の緑づくり支援等 62,003 55,343 6,660

環境清掃部 車両等維持管理 ごみ収集車両等の維持管理 50,508 49,571 937

環境清掃部 作業運営費 可燃ごみの収集等業務委託等 784,253 648,424 135,829

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 1,568,169 1,510,275 57,894

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パトロールの実施 29,048 27,191 1,857

【教育総務費】 （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
査定後要求額

区長査定
2予算(案)

査定
区分

令和元年度
当初予算額

増減
(2当初要求
-元当初)

教育総務部 教科用システム等運用 小・中学校ＩＣＴ環境整備 1,883,482 1,210,150 673,332

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 869,791 799,515 70,276

教育総務部 国際理解教育の推進 外国語教育指導員の派遣等 285,589 182,393 103,196

教育総務部 中学生の海外派遣 中学校２年生の海外派遣 33,840 33,498 342

教育総務部
英語教員国際化促進事
業

小学校教員を対象とした研修 1,554 1,849 △ 295

教育総務部 図書館事業費 音訳者講習会の実施等 269,402 266,098 3,304

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 148,674 230,280 △ 81,606

教育総務部 施設維持管理費 図書館の維持管理 401,207 184,972 216,235
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【教育総務費（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
査定後要求額

区長査定
2予算(案)

査定
区分

令和元年度
当初予算額

増減
(2当初要求
-元当初)

教育総務部 図書館の改築等 池上図書館の移転 535,681 38,540 497,141

教育総務部 校舎造修 小学校の修繕工事等 1,538,472 1,620,907 △ 82,435

教育総務部 校舎の改築 小学校の改築 1,999,202 1,419,782 579,420

教育総務部 校舎造修 中学校の修繕工事等 1,355,547 691,105 664,442

教育総務部 校舎の改築 中学校の改築 3,747,014 1,540,093 2,206,921
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