
 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年度 

大田区予算（案）概要 
 

令和 4年 2月１０日 

大田区 



 

洗足池 

（南千束２丁目） 

臨時開設された 

新型コロナワクチン集団接種会場・ 

大田区産業プラザ PiO 

（南蒲田１丁目） 

羽田空港から望む富士山 

（羽田空港第１ターミナル） 

HANEDA×PiO交流空間 

「PiO PARK」 

（羽田空港１丁目） 

東京 2020大会ブラジル代表チー

ム事前キャンプ・大田区総合体育館 

（東蒲田１丁目） 

桜坂 

（田園調布本町 19） 

 

大田区では、区施設や公園、観光スポット、イベントなど、さまざまな大田区の写真データを保管・ 

メディアの皆さまへのご提供を行っています。ご入用の際は、下記担当までぜひご一報ください。 

 

◆担当◆ 

大田区広聴広報課 広報担当 

電話：03-5744-1132 

メール：koho@city.ota.tokyo.jp 

 

◆大田区ホームページ「おおたweb写真館」で公開している写真は、広く「素材」として利用して 

いただくため、無料でご提供しています。ぜひご覧ください！ 

https://www.city.ota.tokyo.jp/ota_photo/index.html    

 

≪ 表紙の写真のご説明 ≫ 

mailto:koho@city.ota.tokyo.jp
https://www.city.ota.tokyo.jp/ota_photo/index.html


令和４年度予算（案）の編成にあたって 

 

令和４年度予算（案）がまとまりました。令和４年度は、『感染症の危機

を克服し、ポストコロナに向けて、変化する生活・価値観を捉え、ひととま

ちが成長を続ける未来を切り拓いていく予算』と位置づけました。新型コロ

ナウイルス感染症の危機を克服するとともに、激甚化する自然災害への備え

など安全・安心で強靭なまちづくりや、安心して子どもを産み育てられ、誰

一人取り残すことのない地域づくりなど、「大田区政に関する世論調査」な

どから得られた区民ニーズ、デジタル技術を活用した施策の充実や脱炭素

化・ＳＤＧｓを意識した様々な取組みを進め、経済活力とまちの魅力を高め、

ポストコロナを見据えた持続的な成長につなげる施策に、限りある経営資源

を効果的・効率的に配分し、予算を編成しました。 

 

安全・安心で強靭なまちづくりに向けた取組みでは、新型コロナウイルス

感染症対応のため、保健所機能の強化、ワクチン接種体制の構築、防災・減

災力を高めるため、田園調布地区の水防活動拠点整備、防災意識の更なる向

上を図るため、マイ・タイムラインの普及促進事業などを進めてまいります。 

誰もが活躍できる包摂的な地域づくりの実現に向けた取組みでは、（仮称）

大田区子ども・若者総合相談体制及び居場所の整備、子どもたちの学びの保

障では、ＩＣＴ教育環境の更なる充実や不登校対策などを進めてまいります。 

ポストコロナを見据えた持続的な成長につながる取組みでは、区内中小企

業の稼ぐ力創出支援、また、魅力と利便性あふれるまちづくりの促進では、

公共施設や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を

進めてまいります。 

 さらに、時代の潮流を意識した地域社会を築く取組みでは、デジタル技術

を活用した行政手続きのオンライン化、また、環境と経済の両立を目指し、

ＳＤＧｓ推進プロジェクトを実践してまいります。  

 

こうした考えに立ち、予算規模は、一般会計で 3,008億７千万円余、前年

度比約 71 億円、2.4％増の予算といたしました。 

本予算（案）を基に、持続可能な自治体経営を推進しつつ、住み続けたい

希望あふれる大田区の未来を切り拓き、73 万区民の皆さまのご期待に応え

てまいります。 

 

令和４年２月   

大 田 区 長 
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