
○実施計画事業一覧表（部課名索引） 

所管部 所管課 事業コード 事業名 備考
掲載
ページ

経営企画部 経営企画課 ０－Ⅰ－１－① （仮称）自治基本条例の制定に向けた準備 15

経営企画部 経営企画課 ０－Ⅱ－１－① 第２期基本計画の進行管理 16

経営企画部 経営企画課 ０－Ⅱ－１－② 次期基本計画の策定 新規事業 16

経営企画部 経営企画課 ０－Ⅱ－２－① 行政評価の推進 17

経営企画部 経営企画課 ０－Ⅱ－２－⑤ シティプロモーションの推進 新規事業 18

経営企画部 経営企画課 ０－Ⅱ－４－① 公共施設の配置計画の策定 18

経営企画部 経営企画課 ０－Ⅱ－４－② 公共建築物の維持保全システムの運用 18

経営企画部 経営企画課 ０－Ⅱ－４－③ 公共建築物の耐震化 新規事業 19

経営企画部 経営企画課 ０－Ⅱ－６－① 都市連携の推進 19

経営企画部 経営企画課 ３－１－５－① 安全・快適な海辺づくり 新規事業 36

経営企画部 経営企画課 ５－２－２－② 玉縄地域のまちづくり 81

経営企画部 経営企画課 ５－２－２－⑤ フラワーセンター大船植物園（苗ほ）の活用 81

経営企画部 経営企画課 ５－２－２－⑧
都市再生整備計画（社会資本整備総合交付金）の
活用

81

経営企画部 行革推進課 ０－Ⅱ－２－③ 鎌倉市民事業評価（鎌倉市版事業仕分け）の推進 17

経営企画部 秘書広報課 １－３－４－① 都市交流の推進 26

経営企画部 秘書広報課 ７－１－１－① よくある質問の充実 107

経営企画部 秘書広報課 ７－１－２－①
分かりやすい行政情報の提供（ホームページ・広
報紙）

108

経営企画部 市民相談課 ６－５－３－①
消費生活センタ－の運営と消費者被害の回復支
援

106

経営企画部 情報推進課 ６－１－２－① 情報セキュリティ対策の強化 97

経営企画部 情報推進課 ６－１－３－① 電子申請の推進 98

経営企画部 情報推進課 ６－１－３－⑨ 基幹業務システムの再整備 新規事業 99

経営企画部 文化人権推進課 １－１－１－① 平和推進事業 23

経営企画部 文化人権推進課 １－１－５－① 人権施策の推進 24

経営企画部 文化人権推進課 １－２－２－① 女性相談 25

経営企画部 文化人権推進課 １－２－６－① 男女共同参画社会の推進 25

経営企画部 文化人権推進課 ２－２－２－① 鎌倉芸術館の予防修繕 31

経営企画部 文化人権推進課 ２－２－３－① 川喜多映画記念館の運営 31

経営企画部 文化人権推進課 ２－２－３－② （仮称）鎌倉美術館の整備 31

経営企画部
政策創造担当

経営企画課
政策創造担当

２－１－４－⑤ 野村総研跡地における文化・教養施設等の整備 30

経営企画部
総務部

情報推進課
総務課・財政課

６－１－３－③ 電子事務システムの推進 98

政策創造担当 政策創造担当 ０－Ⅱ－３－① 市民参画型政策研究機関の運営 18

政策創造担当 政策創造担当 ０－Ⅱ－５－③ 構造改革特区の推進 19
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所管部 所管課 事業コード 事業名 備考
掲載
ページ

世界遺産登録推進担当 世界遺産登録推進担当 ２－１－６－① 世界遺産登録の推進 30

世界遺産登録推進担当 世界遺産登録推進担当 ２－１－６－③ 世界遺産ガイダンス施設の設置 新規事業 30

総務部 管財課 ５－１－３－① 市役所本庁舎の設備改修 73

総務部 契約検査課 ６－１－３－⑤ 電子入札システムの推進 98

総務部
納税課・市民税課・
資産税課

６－１－３－⑥ 税基幹システムの更新 98

防災安全部 危機管理課 ５－１－１－⑩ 危機管理体制の構築と推進 新規事業 73

防災安全部
危機管理課
総合防災課

５－１－１－⑧ 災害対策の充実 新規事業 72

防災安全部 総合防災課 ５－１－１－① 災害情報伝達体制の充実 71

防災安全部 総合防災課 ５－１－１－③ 防災拠点の整備 72

防災安全部 総合防災課 ５－１－１－④ 自主防災組織の育成支援 72

防災安全部 総合防災課 ５－１－１－⑨ 津波避難対策 新規事業 72

防災安全部 総合防災課 ５－１－２－① 既成宅地等防災工事費の助成 73

防災安全部 総合防災課 ５－１－２－②
急傾斜地崩壊危険区域の指定及び防災工事の促
進

73

防災安全部 市民安全課 ５－１－９－① 防犯活動の充実（防犯灯設置等への助成） 76

防災安全部 市民安全課 ５－１－９－② 防犯グッズの貸出 76

防災安全部 市民安全課 ５－１－９－③ 地域防犯力の向上（防犯アドバイザー等の配置） 76

防災安全部 市民安全課 ５－１－９－④ セーフコミュニティの推進 新規事業 76

防災安全部 市民安全課 ５－３－３－② スクールゾーンの整備 83

市民活動部 地域のつながり推進課 ７－１－３－① 市民活動団体との協働の推進 108

市民活動部 地域のつながり推進課 ７－２－１－② 地域コミュニティーの推進 新規事業 109

市民活動部 地域のつながり推進課 ７－２－３－① 公会堂等整備への支援 109

市民活動部 観光商工課 ６－２－５－① 商店街にぎわいづくり 101

市民活動部 観光商工課 ６－２－５－② モデル商店街整備事業の推進 101

市民活動部 観光商工課 ６－２－６－① 産業環境の整備 101

市民活動部 観光商工課 ６－２－８－① 新事業創出支援 101

市民活動部 観光商工課 ６－３－２－① 観光案内施設の整備・充実 102

市民活動部 観光商工課 ６－３－２－② 公衆トイレの整備 102

市民活動部 観光商工課 ６－３－２－③ ハイキングコースの安全管理 新規事業 103

市民活動部 観光商工課 ６－３－３－① 観光情報の提供充実 103

市民活動部 観光商工課 ６－３－３－② 北鎌倉観光施設の整備 103

市民活動部 観光振興推進担当 ６－３－３－③ 観光プロモーションの推進 新規事業 103

市民活動部 観光振興推進担当 ６－３－５－① 観光基本計画の推進 104

市民活動部 産業振興課 ６－２－２－① 農産物等ブランドの振興 100

市民活動部 産業振興課 ６－２－３－① 鎌倉地域の漁港建設 100
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所管部 所管課 事業コード 事業名 備考
掲載
ページ

市民活動部 産業振興課 ６－２－３－② 腰越漁港の改修整備 100

市民活動部 産業振興課 ６－４－１－①
（社）鎌倉市勤労者福祉サービスセンターへの支
援

104

市民活動部 産業振興課 ６－４－５－① 雇用対策の推進 105

市民活動部 スポーツ課 ４－５－３－① スポーツ施設の整備 68

市民活動部 スポーツ課 ４－５－３－② 生涯学習施設のネットワーク化（スポーツ施設） 68

市民活動部 スポーツ課 ４－５－３－③ 体育館の修繕 新規事業 69

こどもみらい部 こどもみらい課 ４－１－４－① 子育て支援の充実 55

こどもみらい部 こどもみらい課 ４－１－４－④ 次世代育成支援対策の推進 55

こどもみらい部 こどもみらい課 ４－１－４－⑥ 幼稚園就園支援事業の推進 56

こどもみらい部 こどもみらい課 ４－１－４－⑰ 待機児童対策施設の整備 58

こどもみらい部 こどもみらい課 ４－１－４－⑲ 公立保育園の民営化計画 58

こどもみらい部 こどもみらい課 ４－１－４－21 つどいの広場の実施 58

こどもみらい部 保育課 ４－１－４－⑨ 低年齢児保育の充実 57

こどもみらい部 保育課 ４－１－４－⑫ 一時預かりの拡充 57

こどもみらい部 保育課 ４－１－４－⑮ 病後児施設型保育の実施 57

こどもみらい部 保育課 ４－１－４－23 認定こども園の設置 59

こどもみらい部 保育課 ４－１－４－25 家庭的保育事業の実施 59

こどもみらい部 こども相談課 ４－１－４－② 子育て支援センターの充実 55

こどもみらい部 こども相談課 ４－１－４－③ ファミリーサポートセンターの運営 55

こどもみらい部 こども相談課 ４－１－４－⑤ 在宅子育て家庭の支援 56

こどもみらい部 こども相談課 ４－１－４－⑦ こどもと家庭の相談事業の推進 56

こどもみらい部 こども相談課 ４－１－４－⑬ 短期入所生活援助（ショートステイ）事業の実施 57

こどもみらい部 こども相談課 ４－１－４－⑳ 母子家庭の自立支援 58

こどもみらい部 青尐年課 ４－４－１－① 子ども・若者育成プランの推進 67

こどもみらい部 青尐年課 ４－４－２－① 子ども会館・子どもの家の整備 67

こどもみらい部 発達支援室 ４－１－２－⑥ 障害児放課後・余暇支援事業の推進 49

こどもみらい部 発達支援室 ４－１－２－⑨ 発達障害児者への支援 49

こどもみらい部 発達支援室 ４－１－２－⑭ 障害児通園支援 50

健康福祉部 福祉総務課 ７－３－１－① 地域福祉の推進 110

健康福祉部 高齢者いきいき課 ４－１－１－① シルバー人材センター事業所の移設 47

健康福祉部 高齢者いきいき課 ４－１－１－② 高齢者活動サービスの充実 47

健康福祉部 高齢者いきいき課 ４－１－２－① 紙おむつの支給 48

健康福祉部 高齢者いきいき課 ４－１－２－⑬ 腰越地域老人福祉センターの整備 50

健康福祉部 高齢者いきいき課 ４－１－２－⑳ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の整備 51
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所管部 所管課 事業コード 事業名 備考
掲載
ページ

健康福祉部 高齢者いきいき課 ４－１－２－22 特別ショートステイ受入れ 51

健康福祉部 高齢者いきいき課 ４－１－２－23 介護老人保健施設の整備 51

健康福祉部 高齢者いきいき課 ４－１－２－24 地域包括支援センターの増設 新規事業 52

健康福祉部 高齢者いきいき課 ４－１－２－25 介護従事者資格取得助成制度 新規事業 52

健康福祉部 障害者福祉課 ４－１－２－② 障害者グループホーム等への支援 48

健康福祉部 障害者福祉課 ４－１－２－③ 地域活動支援センター事業等への支援 48

健康福祉部 障害者福祉課 ４－１－２－④ 福祉タクシー券・ガソリン券等の交付 48

健康福祉部 障害者福祉課 ４－１－２－⑦ 障害者福祉計画の改定と推進 49

健康福祉部 障害者福祉課 ４－１－２－⑧ 障害者の相談支援体制の充実 49

健康福祉部 障害者福祉課 ４－１－２－⑮ 障害福祉サービス利用者負担の軽減 50

健康福祉部 障害者福祉課 ４－１－２－⑱ 在宅重度身体障害者生活介護支援 50

健康福祉部 障害者福祉課 ４－１－２－26 失語症等成人言語障害者への支援 新規事業 52

健康福祉部 障害者福祉課 ４－１－２－27
広域連携による重度障害者短期入所事業所の整
備と支援

新規事業 52

健康福祉部 障害者福祉課 ４－１－５－② 障害者の就労支援体制の充実 59

健康福祉部 市民健康課 ４－１－２－⑲ ハッピーバース支援（産科診療所の運営支援） 51

健康福祉部 市民健康課 ４－１－３－②
（仮称）保健医療福祉センターの機能見直しと建設
準備

53

健康福祉部 市民健康課 ４－１－３－③ 健康情報システムの構築と運用 53

健康福祉部 市民健康課 ４－１－３－④ 若年層の地域健康づくり支援 53

健康福祉部 市民健康課 ４－１－３－⑥ 20歳からの成人健診事業の推進 53

健康福祉部 市民健康課 ４－１－３－⑦ 歯周疾患検診の推進 54

健康福祉部 市民健康課 ４－１－３－⑧ 休日急患歯科診療所の運営 54

健康福祉部 市民健康課 ４－１－３－⑨ 妊産婦への健診支援 54

健康福祉部 市民健康課 ４－１－３－⑩ 任意の予防接種の充実 54

健康福祉部 保険年金課 ４－１－４－⑧ 小児医療費の助成 56

環境部 環境政策課 ３－３－６－① 環境政策の推進 44

環境部 環境政策課 ３－３－６－② 環境教育の推進 44

環境部 環境政策課 ３－３－６－③ 雨水利用の促進 44

環境部 環境政策課 ３－３－６－④ 太陽光発電設備助成 45

環境部 環境政策課 ３－３－６－⑤ 地球温暖化対策の推進 45

環境部 資源循環課 ３－３－１－① ごみの発生抑制の啓発 39

環境部 資源循環課 ３－３－１－② 生ごみの排出抑制 39

環境部 資源循環課 ３－３－２－① 紙類等の資源化 39

環境部 資源循環課 ３－３－２－② ペットボトル・容器包装プラスチックの資源化 40

環境部 資源循環課 ３－３－２－③ 植木剪定材の資源化 40
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所管部 所管課 事業コード 事業名 備考
掲載
ページ

環境部 資源循環課 ３－３－２－⑧ 資源化品目の拡大 新規事業 41

環境部 資源循環課 ３－３－２－⑨ 家庭系ごみの戸別収集・有料化 新規事業 41

環境部 資源循環課 ３－３－３－⑨ 一般廃棄物処理基本計画の推進 42

環境部
資源循環課・環境施
設課・環境センター

３－３－２－⑦ 事業系ごみの分別・資源化 新規事業 41

環境部 環境施設課 ３－３－２－④ 焼却残さの最終処分 40

環境部 環境施設課 ３－３－２－⑤ バイオマスエネルギー回収施設の整備 40

環境部 環境施設課 ３－３－３－④ クリーンセンター周辺環境調査 42

環境部 環境施設課 ３－３－３－⑤ ごみ処理広域化計画の推進 42

環境部 環境施設課 ３－３－３－⑪ 今泉クリーンセンターの耐震補強工事 新規事業 43

環境部
環境施設課・環境
センター

３－３－３－⑩ 名越クリーンセンターの延命化 42

環境部 環境保全課 ３－３－４－① まち美化の推進 43

環境部 環境保全課 ３－３－４－② 路上喫煙防止の推進 43

環境部 環境保全課 ３－３－５－① 深夜花火の防止の普及 43

環境部 環境保全課 ３－３－５－② 生活排水設備の整備 44

環境部 環境センター ３－３－２－⑩ 笛田リサイクルセンター周辺整備 新規事業 41

まちづくり景観部 まちづくり政策課 ５－２－３－① 鎌倉市まちづくり条例等の見直し 82

まちづくり景観部 都市計画課 ５－２－１－① 都市マスタープランの推進 78

まちづくり景観部 都市計画課 ５－２－２－① 高度地区の指定 80

まちづくり景観部 都市計画課 ５－４－１－① 都市計画道路の見直し 84

まちづくり景観部 交通計画課 ５－２－２－③ 北鎌倉駅周辺のまちづくり 81

まちづくり景観部 交通計画課 ５－３－１－① 地区交通計画の策定 83

まちづくり景観部 交通計画課 ５－３－２－① オムニバスタウン計画の推進 83

まちづくり景観部 交通計画課 ５－３－２－④ バスベイの整備 83

まちづくり景観部 都市景観課 ３－２－１－① 景観計画の運用 37

まちづくり景観部 都市景観課 ３－２－１－③ 屋外広告物の適正な規制・誘導 37

まちづくり景観部 都市景観課 ３－２－１－④ 旧華頂宮邸の保存と活用 38

まちづくり景観部 みどり課 ２－１－１－③ 歴史的風土特別保存地区の指定 28

まちづくり景観部 みどり課 ３－１－１－① 緑の基本計画の推進 33

まちづくり景観部 みどり課 ３－１－１－③ 特別緑地保全地区等の指定の推進 33

まちづくり景観部 みどり課 ３－１－１－④ 緑地確保施策の推進 33

まちづくり景観部 みどり課 ３－１－１－⑥ 緑地保全基金の積立て 33

都市調整部 都市調整課 ２－１－１－② 古都保存法の啓発 28

都市調整部 建築指導課 ５－５－３－① 木造住宅耐震補強への助成 89

都市調整部 建築指導課 ５－５－３－② マンション等耐震改修促進の啓発 89
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都市調整部 建築指導課 ５－５－３－③ 危険ブロック塀等対策への助成 90

都市整備部 道水路管理課 ５－４－２－⑪ 街路照明灯の設置 87

都市整備部 道水路管理課 ５－４－３－② 地籍調査の公共施設管理への活用 87

都市整備部 道路課 ５－２－１－⑪ 駅前広場の整備 80

都市整備部 道路課 ５－４－１－②
都市計画道路大船停車場谷戸前線（芸術館通り）
の整備

84

都市整備部 道路課 ５－４－２－① あんしん歩行エリアの整備 85

都市整備部 道路課 ５－４－２－② 電線類の地中化 85

都市整備部 道路課 ５－４－２－③ 道路の改良整備 85

都市整備部 道路課 ５－４－２－④ 交差点の改良 85

都市整備部 道路課 ５－４－２－⑤ 移動円滑化基本構想に基づく特定経路の整備 86

都市整備部 道路課 ５－４－２－⑥ 生活道路の整備（小袋谷跨線橋） 86

都市整備部 道路課 ５－４－２－⑦ 田園踏切周辺の交通安全対策 86

都市整備部 道路課 ５－４－２－⑧ 岩瀬今泉周辺交通対策（既存道） 86

都市整備部 道路課 ５－４－２－⑨ 歩道の整備 87

都市整備部 道路課 ５－４－２－⑩ 橋りょうの長寿命化修繕計画の策定 87

都市整備部 建築住宅課 ５－５－１－① 住宅政策の推進 88

都市整備部 建築住宅課 ５－５－１－③ 民間賃貸住宅への入居支援 89

都市整備部 建築住宅課 ５－５－２－① 市営住宅の総合的整備計画の策定 89

都市整備部 建築住宅課 ５－５－３－④ 住宅リフォームへの助成 新規事業 90

都市整備部 下水道河川課 ５－６－１－① 都市計画法・下水道法の事業認可変更 下水特会事業 91

都市整備部 下水道河川課 ５－６－１－③ 山崎浄化センターの増設 下水特会事業 91

都市整備部 下水道河川課 ５－６－１－④ 雨水管渠の整備 下水特会事業 91

都市整備部 下水道河川課 ５－６－１－⑤ 持続型下水道幹線再整備計画
新規事業

下水特会事業
92

都市整備部 下水道河川課 ５－６－２－① 準用河川の整備・修繕 92

都市整備部 下水道河川課 ５－６－２－② 雨水施設の修繕 92

都市整備部 下水道河川課 ５－６－２－④ 普通河川・水路の整備 92

都市整備部 下水道河川課 ５－６－３－① 浸水・低地排水への対策（雨水貯留施設等） 下水特会事業 93

都市整備部 下水道河川課 ５－６－４－① 市街化調整区域内の生活排水処理 下水特会事業 93

都市整備部 下水道河川課 ５－６－６－② 雨水排水施設の修繕 下水特会事業 93

都市整備部 下水道河川課 ５－６－６－③ 汚水管路施設の長寿命化 下水特会事業 93

都市整備部 下水道河川課 ５－６－６－⑤ 汚水管路施設の耐震化 下水特会事業 94

都市整備部 下水道河川課 ５－６－６－⑨ 雨水排水施設の耐震化 下水特会事業 94

都市整備部 下水道河川課 ５－６－６－⑫ 下水道BCP（事業継続計画）の策定・運用
新規事業

下水特会事業
95

都市整備部 下水道河川課 ５－６－７－① 河川等の親水環境の整備 下水特会事業 95

130



所管部 所管課 事業コード 事業名 備考
掲載
ページ

都市整備部 下水道河川課 ５－６－８－① 山崎浄化センター西側上部利用 下水特会事業 96

都市整備部 下水道河川課 ５－６－８－② 浄化センターでの未利用エネルギーの利活用
新規事業

下水特会事業
96

都市整備部 公園課 ３－１－２－① (仮称)山崎・台峯緑地の整備 34

都市整備部 公園課 ３－１－２－② 鎌倉海浜公園整備計画の検討 34

都市整備部 公園課 ３－１－２－⑤ 街区公園の整備 34

都市整備部 公園課 ３－１－２－⑥ 鎌倉広町緑地の整備 34

都市整備部 公園課 ３－１－２－⑦ 都市計画公園等の整備 35

都市整備部 公園課 ３－１－２－⑧ 岩瀬下関公園の整備 35

都市整備部 公園課 ３－１－２－⑨ （仮称）山ノ内東瓜ヶ谷緑地の整備 35

都市整備部 公園課 ３－１－２－⑩ （仮称）山ノ内宮下小路2号緑地の整備 新規事業 35

都市整備部 公園課 ３－１－２－⑪ （仮称）扇湖山荘の整備・活用 新規事業 36

都市整備部 公園課 ３－１－３－① 都市計画公園等の運営 36

都市整備部 浄化センター ５－６－６－⑥ 七里ガ浜浄化センターの改修 下水特会事業 94

都市整備部 浄化センター ５－６－６－⑦ 汚水中継ポンプ場の改築 下水特会事業 94

都市整備部 浄化センター ５－６－６－⑩ 浄化センターの耐震化 下水特会事業 95

都市整備部 浄化センター ５－６－６－⑬ 山崎浄化センターの長寿命化
新規事業

下水特会事業
95

拠点整備部 再開発課 ５－２－１－②
鎌倉駅周辺地区の整備（古都中心市街地まちづく
り構想の推進）

78

拠点整備部 再開発課 ５－２－１－③
大船駅東口第２地区第一種市街地再開発事業の
推進

78

拠点整備部 再開発課 ５－２－１－④
都市づくり基本構想の推進（大船駅周辺整備構
想）

78

拠点整備部 再開発課 ５－２－１－⑤ 駅の拡充整備（大船駅周辺整備構想） 79

拠点整備部 再開発課 ５－２－１－⑥
大東橋周辺地区のまちづくり（大船駅周辺整備構
想）

79

拠点整備部 再開発課 ５－２－１－⑦
鎌倉芸術館周辺地区のまちづくり（大船駅周辺整
備構想）

79

拠点整備部 再開発課 ５－２－１－⑧
大船駅南部地区のまちづくり（大船駅周辺整備構
想）

79

拠点整備部 再開発課 ５－２－１－⑨ 大船駅西口整備事業（大船駅周辺整備構想） 80

拠点整備部 深沢地域整備課 ５－２－１－⑩ 深沢地域国鉄跡地周辺の整備 80

会計課 会計課 ０－Ⅱ－２－② コンビニ公金収納の実施 17

議会事務局 議会事務局 ７－１－２－② 議会（本会議・常任委員会等）インターネット中継 108

教育部 教育総務課 ４－２－４－⑪ 学校教育環境の充実（教材・教具の整備） 新規事業 64

教育部 教育総務課 ４－３－３－⑧ 鎌倉生涯学習センターの改修 66

教育部 学校施設課 ４－２－１－① 学校の安全対策 60

教育部 学校施設課 ４－２－１－③ 学校施設の開放 61

教育部 学校施設課 ４－２－４－④ 学校教育環境の充実（トイレ等改修） 63

教育部 学校施設課 ４－２－４－⑧ 学校施設の改築（大船中学校） 63

教育部 学校施設課 ４－２－４－⑨ 学校教育環境の充実（空調設備設置） 64

131



所管部 所管課 事業コード 事業名 備考
掲載
ページ

教育部 学校施設課 ４－２－４－⑩ 学校施設の増築（御成小学校） 64

教育部 学務課 ４－２－２－⑨ 中学校給食の導入 新規事業 63

教育部 教育指導課 ４－２－１－② 児童生徒の安全対策 61

教育部 教育指導課 ４－２－２－② 尐人数教育の充実 61

教育部 教育指導課 ４－２－２－③ 学校図書館の充実 61

教育部 教育指導課 ４－２－２－⑦ 特別支援学級の全校設置 62

教育部 教育指導課 ４－２－２－⑧ 小中一貫教育の推進 62

教育部 教育指導課 ４－２－３－② 特別支援教育の推進 63

教育部 教育センター ４－２－２－④ 不登校・いじめなどの相談支援体制の充実 62

教育部 教育センター ４－２－２－⑥ 課題解決能力向上研修の実施 62

教育部 中央図書館 ４－３－３－② 図書館利用サービスの充実 65

教育部 中央図書館 ４－３－３－③ ブックスタート事業の推進 66

文化財部 文化財課 ２－１－１－① 史跡の公有地化 27

文化財部 文化財課 ２－１－２－① 国指定史跡への指定及び指定の検討 28

文化財部 文化財課 ２－１－２－② 国指定史跡永福寺跡の環境整備 28

文化財部 文化財課 ２－１－２－③ 国指定史跡の環境整備 29

文化財部 文化財課 ２－１－４－① 文化財の保存修理（国・県指定文化財） 29

文化財部 文化財課 ２－１－４－② 文化財の保存修理（市指定文化財） 29

文化財部 文化財課 ２－１－４－④ 博物館の整備 29

文化財部 鎌倉国宝館 ４－３－３－⑦ 鎌倉国宝館本館の修繕 66

消防本部 消防総務課 ５－１－４－① 消防署所の総合的整備・充実 74

消防本部 消防総務課 ５－１－４－⑨ 消防団（資機材）の充実 新規事業 75

消防本部 消防総務課 ５－１－４－⑩ 消防本部機能の移転 新規事業 75

消防本部 デジタル化整備担当 ５－１－４－③ 消防救急デジタル無線設備等の整備 74

消防本部 警防救急課 ５－１－４－⑤ 救急業務の高度化の推進 74

消防本部 警防救急課 ５－１－４－⑥ 高規格救急自動車の配備 74

消防本部 警防救急課 ５－１－４－⑪ 災害対応資機材の整備 新規事業 75

消防本部 指令情報課 ５－１－４－⑦ 消防通信指令システムの運用 75

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 ０－Ⅱ－２－④ 選挙事務の合理化 17

農業委員会事務局 農業委員会事務局 ６－２－１－③ 農地管理システムの導入 新規事業 100
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