一般会計総額
3,008億7,435万6千円
（前年度比2.4％増）

令和４年度大田区予算（案）概要
～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～
２

1 区民ニーズの把握 （令和３年７月実施 大田区政に関する世論調査）

 防災対策に関して、６割を超える方
から、「区の施策で特に力を入れてほ
しい」という回答を得た。前回調査
(平成30年)の53.5%から、9.3ポ
イント上昇している。

 保健・健康に関しては、新型コロナ感
染症の影響か、前回の30.4%から、
10.6ポイント上昇している。
３ 重点課題の解決に向けた個別事業（抜粋）

45億48万9千円

防災・減災力
17億6,599万1千円

強靭な
まちづくり
24億700万7千円

• 新型コロナウイルス感染症対策
• 新型コロナウイルスワクチン接種事業

経済活動を
支える取組み
5億1,342万円

魅力あふれる
まちづくり
9億8,384万4千円

利便性あふ
れるまちづくり
29億3,106万6千円

大田区は、人口構成が大きく変化する2040
「孤立化」を防ぐ、地域共生社会を実現

年を見据えた中長期的な展望に基づき、困難
を抱えている人に対する包摂的な地域づくりと、

地域全体で子どもを見守るまちづくり

社会的要請に応え持続的に発展するまちの実

強靭なまちづくり、交通結節機能強化

現を目指します。この方向性に沿った事業を「み

豊かな地域経済、多文化共生社会

らい事業」と定め、新おおた重点プログラムに新
たに位置づけ推進することで、持続可能な未来

持続可能な脱炭素社会、資源循環

の大田区を創ります。

ＤＸ活用でスマート自治体の実現

（２）安心して子どもを産み育てられる環境と学びを保障し、
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
主なテーマ・事業

学びの保障
69億8,076万6千円

• 安全で安心して暮らせるまちづくり
• 次世代の橋梁長寿命化計画の実践

• PiO PARKの活用
• 区内中小企業の稼ぐ力創出支援
• ビジネスサポートサービスの充実

子育て支援
3億2,195万8千円

• 防災意識の向上
• 水防活動拠点の整備

（３）経済活動を支え、魅力と利便性あふれるまちづくりを促進し、
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
主なテーマ・事業

“みらい”のOTA

※ 「令和４年度大田区予算（案）概要」冊子に全事業を掲載

（１）効果的な感染症対策と防災・減災力を高める備えを進め、
安全・安心で強靭なまちづくりに向けた取組み
新型コロナ
感染症対策

～2040年を見据えて～

調査結果（区民ニーズ）

設問：区の施策で特に力を入れてほしいこと

主なテーマ・事業

みらい事業

包摂的な
地域づくり・健康
5億834万4千円

• （仮称）大田区子ども家庭総合支援センター
の整備
• 予防的支援推進とうきょうモデル事業の実施等
• ＩＣＴ教育推進事業
• 不登校対策事業
• （仮称）子ども・若者総合相談窓口及び居
場所の整備
• 人生100年時代における老いじたく推進事業
• 重層的支援体制の推進

（４）デジタル技術の活用、脱炭素化やＳＤＧｓなど
時代の潮流を意識した地域社会を築く取組み
主なテーマ・事業

デジタル技術
の活用
6億1,628万4千円

• 区における自治体ＤＸの取組み
～区民利便性の向上、データの利活用、
効率的・信頼性の高い区政運営～

• 文化施設における展示・運営の強化

• 大田区緑の基本計画「グリーンプランおおた」の改定

• 拠点公園の整備（都市計画公園）

• 蒲田駅周辺地区のまちづくり
• 大森駅周辺地区のまちづくり
• HANEDA GLOBAL WINGSのまちづくり

脱炭素化・
ＳＤＧｓ
1億987万8千円

• 環境と経済の両立を目指すＳＤＧｓ推進
プロジェクト
• 脱炭素社会の実現に向けた取組み
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一般会計総額
3,008億7,435万6千円
（前年度比2.4％増）

令和４年度大田区予算（案）概要
～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～
新規

予算編成にあたって
令和４年度予算（案）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、予算編成いたし
ました。
本予算（案）をもとに、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
くよう、事業推進してまいります。
一般会計歳出予算
款

予算（千円）

％

議会費

1,018,137

0.3

総務費

40,079,411

13.3

福祉費

160,779,070

53.4

衛生費

14,103,097

4.7

5,845,313

1.9

19,482,004

6.5

産業経済費
土木費
都市整備費

8,516,485

2.8

環境清掃費

11,324,173

3.8

教育費

34,964,577

11.6

公債費

4,245,453

1.4

その他

516,636

0.2

300,874,356

100.0

合計

：新規事業を含む

重点課題の解決に向けた個別事業
１ 効果的な感染症対策と防災・減災力を高める備えを進め、
安全・安心で強靭なまちづくりに向けた取組み
15事業 86億7,348万7千円

重プ

：新おおた重点プログラムを含む

重・み ：新おおた重点プログラム・みらい事業を含む

２ 安心して子どもを産み育てられる環境と学びを保障し、
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
16事業 78億1,106万8千円

《新型コロナウイルス感染症対策》
・新型コロナウイルス感染症対策 2億8,573万4千円 新規 重プ
・新型コロナウイルスワクチン接種事業 42億1,475万5千円 重プ
《防災・減災力》
・管理職２年目研修（防災リーダー）43万2千円 新規 重・み
・防災意識の向上 4,359万7千円 重プ
・千束地区公共施設の整備 2億8,019万2千円 重プ
・田園調布地区公共施設の整備 3億8,509万4千円 重プ
・入新井地区公共施設の整備 4億915万8千円 重プ
・（仮称）西蒲田三丁目複合施設の整備 3億1,590万円 新規 重プ
・避難行動要支援者の個別避難計画の作成 1,285万6千円 新規 重プ
・災害時医療体制等の周知 103万7千円 新規 重プ
・水防活動拠点の整備 3億1,772万5千円 新規 重・み
《強靭なまちづくり》
・安全で安心して暮らせるまちづくり 13億1,941万4千円 新規 重・み
・住宅マスタープランの改定 1,060万7千円 重プ
・無電柱化の推進 2億6,506万7千円 重・み
・次世代の橋梁長寿命化計画の実践 8億1,191万9千円 重・み

《子育て支援》
・おおた 子どもの生活応援プラン推進事業 2,462万2千円 新規 重・み
・子育て世代への切れ目のない支援 1億8,077万4千円 新規 重プ
・（仮称）大田区子ども家庭総合支援センターの整備 6,967万6千円 重・み
・予防的支援推進とうきょうモデル事業の実施等 4,688万6千円 重・み
《学びの保障》
・校舎の改築及び増築 53億6,891万8千円 重プ
・ＩＣＴ教育推進事業 15億2,837万円 重・み
・不登校対策事業 7,985万9千円 新規 重・み
・「(仮称)未来ものづくり科」教科新設によるSTEAM教育の推進事業 361万9千円 新規 重・み
《包摂的な地域づくり・健康》
・（仮称）子ども・若者総合相談窓口及び居場所の整備 4,207万4千円 新規 重・み
・蒲田西地区公共施設の整備 3億2,770万円 重プ
・外国人区民の暮らしを支える事業 59万9千円 新規 重・み
・人生100年時代における老いじたく推進事業 1,533万4千円 重プ
・重層的支援体制の推進 4,965万1千円 新規 重・み
・大田区福祉人材育成・交流センターの設置 827万7千円 新規 重・み
・重度障がい者向けグループホームの整備推進 4万1千円 新規 重プ
・はねぴょん健康ポイントアプリの機能充実 6,466万8千円 重・み

3 経済活動を支え、魅力と利便性あふれるまちづくりを促進し、
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
18事業 44億2,833万円

４ デジタル技術の活用、脱炭素化やＳＤＧｓなど
時代の潮流を意識した地域社会を築く取組み
7事業 7億2,616万2千円

《経済活動を支える取組み》
新規 重・み
・PiO PARKの活用 4億2,168万1千円
重・み
・区内中小企業の稼ぐ力創出支援 7,800万円
・ビジネスサポートサービスの充実 1,373万9千円 新規 重・み
《魅力あふれるまちづくり》
・文化施設における展示・運営の強化 2,869万3千円 新規 重プ
・東京2020オリンピック・パラリンピックレガシー事業の推進 430万円 新規 重プ
・大田区緑の基本計画「グリーンプランおおた」の改定 2,399万円 新規 重・み
・拠点公園の整備（都市計画公園） 4億952万5千円 重・み
・公園のリニューアル 4億8,314万1千円 重プ
・バスケットコートの整備（東京2020オリンピック・パラリンピックレガシー事業）3,419万5千円
《利便性あふれるまちづくり》
・大田区移動等円滑化促進計画“すいすい”プランの改定 1,242万8千円
・蒲田駅周辺地区のまちづくり 8億1,322万1千円 重・み
・大森駅周辺地区のまちづくり 1億147万9千円 重・み
・池上駅周辺地区のまちづくり 3,449万9千円 重・み
・洗足池駅周辺地区のまちづくり 3億3,539万1千円 重・み
・下丸子駅周辺地区のまちづくり 2,609万9千円 重・み
・新空港線の整備主体設立及び関連事業 11億8,574万8千円 重・み
・HANEDA GLOBAL WINGSのまちづくり 3億9,593万3千円 重・み
・大田区コミュニティサイクル事業 2,626万8千円 重プ

《デジタル技術の活用》
・区における自治体ＤＸの取組み 6億1,628万4千円

新規 重・み

《脱炭素化・ＳＤＧｓ》
・環境と経済の両立を目指すＳＤＧｓ推進プロジェクト 588万4千円
・脱炭素社会の実現に向けた取組み 997万7千円
・環境普及啓発の推進 274万4千円
・食品ロス削減プロジェクト 70万4千円

新規 重・み

重プ

・資源プラスチック回収事業 8,751万5千円
新規

新規

新規 重・み

重プ

・区民運動「おおたクールアクション」 305万4千円

重・み

重プ
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