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令和３年度予算（案）の編成にあたって 

 

令和３年度予算（案）がまとまりました。令和３年度は、感染拡大防止、

区民生活支援、区内経済対策、学びの保障などの喫緊の課題に的確に対応し、

感染症の危機を乗り越え、誰もが安心して暮らし、活躍できる地域づくりを

進めるために、『新型コロナウイルス感染症や自然災害などの危機から区民

の暮らしと経済活動を守り、「新たな日常」の実現に向けた変革を進める予

算』と位置づけ、４つの重点課題に優先的に対応し、「新おおた重点プログ

ラム」を着実に推進する予算を編成しました。 

 

感染症対策は、入院受入医療機関への支援やＰＣＲ検査体制の確保、ワク

チン接種など、時機を逸することなく最優先で進めるとともに、東邦大学と

の連携により、区民の皆さまや事業者の方々が正しい知識を備え、行動や意

識の変化を踏まえた新しい生活様式へ転換していく新たな課題にも取り組

んでまいります。 

また、子育て世帯からシニアまで生涯を通じ、いきいきと活躍できる環境

整備や、区内産業の活性化支援など、暮らしや経済活動を支える取り組みを

進めてまいります。 

産後家事・育児援助や小・中学校の児童・生徒へのオンライン学習環境の

整備、給付型奨学金の拡充による高校や大学等への進学支援など、産み育て

やすい切れ目ない施策を展開します。高齢者支援では、人生 100 年時代にお

ける生きがい・健康づくりの推進や老い支度の相談体制を拡充します。区内

産業活性化支援では、地域経済の担い手である商店街の支援や受発注相談事

業による区内中小企業の支援などに取り組んでまいります。 

 さらに、利便性の向上と感染症拡大防止のためのデジタル化推進や激甚化

する自然災害への備え、地域活動の拠点となる公共施設・都市公園の魅力づ

くり、新空港線整備を契機としたまちづくりなど、住み続けたい都市環境の

形成についても力を注いでまいります。 

  

こうした考えに立ち、予算規模は、一般会計で 2,937 億 7 千万円余、前年

度比約 64 億円、2.2％増の予算といたしました。 

本予算（案）を基に、持続可能な行財政運営を推進し、73 万区民の皆さま

のご期待に応えてまいります。 

 

令和３年２月   

大 田 区 長 
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16 大森西地区公共施設の整備 重プ ･････････････････････････････････100 

17 入新井地区公共施設の整備 新規 重プ  ･･････････････････････････102 

18 田園調布地区公共施設の整備 重プ ･･･････････････････････････････104 

19 千束地区公共施設の整備 新規 重プ  ････････････････････････････106 

20 蒲田西地区公共施設の整備 重プ ･････････････････････････････････107 

21 公園・緑地の整備 重プ ･････････････････････････････････････････109 

22 倒れない・燃えないまちづくりの推進 重プ ･･･････････････････････110 

≪付属資料≫令和３年度予算 予算編成過程の公表 ････････････････････････113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 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 新おおた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。 


