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令和２年度予算（案）の編成にあたって 

 

令和２年度予算（案）がまとまりました。令和２年度は、「おおた未来プ

ラン 10 年」の成果を踏まえて「新基本計画」を策定する年にあたり、切れ

目ない施策展開を図るため「おおた重点プログラム」を着実に推進するとと

もに、４つの重点課題を掲げ、「防災力の強化・新しい世代の礎となる予算」

としました。 

 

出産・子育て・教育では、在宅子育て世帯への支援や待機児童対策の推進、

小・中学校の計画的な改築や体育館等の暑さ対策、ＩＣＴ環境の拡充など、

未来を担う子どもたちを、切れ目なく応援してまいります。 

高齢者支援・健康づくりでは、誰もが健やかに元気に暮らせる取り組みと

して、フレイル予防や人生 100 年時代における老いじたくの推進、「キラリ

☆健康おおた」の普及啓発、医療連携の充実を図るとともに、生きがいづく

りの拠点となる区民利用施設の整備を進めてまいります。 

安全・安心、環境分野では、昨年の台風 19 号の被災状況を振り返り、水

防対策を一層強化し、倒れない・燃えないまちづくりの推進、子ども向け防

災対策を進めるほか、屋外の喫煙対策、「おおたクールアクション」の推進、

呑川の水質改善、食品ロスの削減や給食残渣のリサイクルなどの地球温暖化

対策に取り組んでまいります。 

また、羽田空港跡地のまちづくりや新空港線の早期整備の実現、中心拠点

である蒲田・大森や池上周辺地区のまちづくりなど、国際都市おおたにふさ

わしい安全で魅力あるまちづくりを推進してまいります。 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックに関しては、気運醸成などの大

会関連事業を進めるとともに、スポーツ健康都市としてスポーツ推進事業を

充実してまいります。また、大会の開催に合わせた郷土博物館等での企画展、

商店街の魅力・賑わい事業、羽田空港跡地での産業交流拠点の形成など、産

業の活性化による「おおた」の発展に向けた取り組みを進めてまいります。 

 

こうした考えに立ち、予算規模は、一般会計で 2,873 億 8 千万円余、前年

度比約 55 億円、1.9％増の予算といたしました。 

本予算（案）を基に、堅実な区政運営を推進し、73 万区民の皆さまの期待

に応えてまいります。 

 

令和２年２月   

大 田 区 長 
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26  新空港線の整備主体設立及び関連事業 重プ ････････････････････････98 

27 無電柱化の推進 重プ ･･･････････････････････････････････････････100 

28 自転車利用総合対策の推進 重プ ･････････････････････････････････102 

29 多摩川河川敷道路複線化整備 新規 ･･･････････････････････････････103 

【 ４ スポーツ、観光、産業 】 

1  おおたウエルカムボランティア 重プ ･････････････････････････････104 

2  ブラジル選手団の事前キャンプ受け入れ 重プ ･････････････････････105 

3  東京 2020 大会気運醸成事業 重プ ････････････････････････････････106 

4  東京 2020 大会開催時関連事業 新規 重プ ････････････････････････107 

5  聖火リレー記念銘板の設置 新規  ･････････････････････････････････108 

6  ボッチャ推進事業 新規 重プ   ･･････････････････････････････････109 

7  ランニング環境の整備事業 新規 重プ   ･･････････････････････････110 

8  羽田空港を起点としたインバウンド誘致事業 

（仮称）ナイトタイムコンテンツによる地域にぎわい事業 新規 重プ･111 

9  東京 2020 大会を契機とした記念館・博物館での企画展 重プ ･････････112 

10 小中学生の東京 2020 大会競技観戦 新規 ･･････････････････････････114 

11 シティプロモーション事業の実施 重プ ･･･････････････････････････115 

12 ＭＩＣＥの推進 重プ ･･･････････････････････････････････････････116 

13 事業承継支援事業 新規 重プ  ･･････････････････････････････････117 

14 （仮称）スマート商店街実証実験事業 新規 ･･･････････････････････118 

15 商店街魅力賑わいＰＲ事業 新規 重プ  ･･････････････････････････119 

16 ＩｏＴ仲間まわしによる中小企業の生産性向上プロジェクト 重プ ･･･120 

17 スタートアップとものづくり企業の連携創出実証実験 重プ ･････････121 

18 （仮称）南六郷創業支援施設大規模改修工事 重プ ･･････････････････122 
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≪付属資料≫令和２年度予算 予算編成過程の公表 ････････････････････････123 

 

 

 

 

 

※ 事業説明資料については、表示単位未満を四捨五入しています。 
※ 計数は、原則として表示単位未満を四捨五入により計算しています。 
※ 端数処理の関係で表の合計が合わない場合があります。 
※ 新規  新規事業を含む事業には、このマークを表示しています。 
※ 重プ 重点プログラムを含む事業には、このマークを表示しています。 
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