
○実施事業一覧表（部課名索引）

所管部 所管課 実施事業名 備考
掲載
ページ

企画総合計画事業 18

公共施設再編事業 重点事業 18

行財政改革推進事業 18

設計事務 重点事業※ 20

都市政策事務 97

事務管理事務 18

行財政改革推進事業 18

広聴事業 14

広報事業 14

秘書事務 17

式典等事業 17

都市提携事業 30

相談事業 14

建築等紛争調整事業 14

消費者自立支援事業 129

情報化推進事業 18

情報処理事業 18

平和推進事業 27

男女共同参画推進事業 29

人権啓発事業 29

国際交流推進事業 30

文化行政推進事業 36

川喜多映画記念館等管理運営事業 36

鎌倉芸術館管理運営事業 37

美術館建設準備事業 37

鏑木清方記念美術館管理運営事業 37

文学館管理運営事業 37

政策創造担当 政策創造担当
政策研究事業 18

世界遺産条約登録事業 重点事業 26

歴史的遺産と共生するまちづくり推進事業 重点事業 26

博物館整備事業 重点事業 35

(仮称)鎌倉歴史文化交流センター設置事業 重点事業 35

総務部 総務課
情報公開・個人情報保護事業 14

経営企画部

歴史まちづくり推進担当

経営企画課

行革推進課

市民相談課

情報推進課

秘書広報課

歴史まちづくり推進担当

文化人権推進課
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所管部 所管課 実施事業名 備考
掲載
ページ

文書管理事務 17

法制事務 17

公平委員会事務 19

統計事務 19

委託統計調査事務 20

財政事務 17

財産管理事務 18

給与等管理事務 17

人事管理事務 17

職員研修事務 17

職員厚生事務 17

財産管理事務 18

庁舎管理事務 18

車両管理事務 18

公共用地先行取得事業（特別会計） 20

契約事務 17

検査事務 17

庁用器具管理事務 18

税務一般事務 19

徴収事務 19

市民税賦課事務 19

軽自動車税賦課事務 19

資産税課
固定資産税等賦課事務 19

危機管理課
危機管理推進事業 重点事業 89

防災運営事業 85

災害時広報事業 重点事業 85

災害対策本部機能強化事業 重点事業 85

避難対策推進事業 85

津波対策推進事業 重点事業 85

防災活動事業 重点事業 85

がけ地対策事業 重点事業 86

安全・安心まちづくり推進事業 重点事業 95

交通安全対策事業 102

市民活動部 地域のつながり推進課
自治会・町内会等支援事業 14

総務部

防災安全部

総務課

財政課

職員課

管財課

契約検査課

納税課

市民税課

総合防災課

市民安全課
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所管部 所管課 実施事業名 備考
掲載
ページ

市民活動支援事業 14

地域コミュニティー推進事業 重点事業 14

商工運営事業 119

中小企業支援事業 119

商工会議所助成事業 119

商店街振興事業 119

商工業振興事業 119

公衆浴場助成事業 119

伝統鎌倉彫振興事業 119

観光振興事業 121

観光案内所運営事業 123

観光施設整備事業 重点事業 123

海水浴場運営事業 重点事業 123

観光運営事業 124

観光振興支援事業 124

観光協会支援事業 124

農業振興運営事業 116

市民農園事業 116

水産業振興運営事業 116

漁港施設管理事業 116

漁港施設整備事業 116

鎌倉地域漁港対策事業 重点事業 116

労働環境対策事業 125

勤労者福利厚生事業 126

勤労者福祉支援事業 126

勤労福祉会館管理運営事業 126

技能振興事業 127

戸籍・住基一般事務 重点事業 19

市境界整備事業 19

住居表示事業 97

保健体育運営事業 80

各種スポーツ行事事業 81

学校体育施設開放事業 81

体育施設管理運営事業 81

市民活動部 地域のつながり推進課

観光商工課

産業振興課

市民課

スポーツ課
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所管部 所管課 実施事業名 備考
掲載
ページ

スポーツ課
体育施設整備事業 重点事業 82

腰越支所
腰越支所管理運営事務 19

深沢支所
深沢支所管理運営事務 19

大船支所
大船支所管理運営事務 19

玉縄支所
玉縄支所管理運営事務 19

児童福祉運営事業 62

子育て支援事業 62

子ども・子育て支援制度推進事業 62

公立保育所管理運営事業 63

就園支援事業 63

子ども会館・子どもの家整備事業 64

私立保育所等整備事業 重点事業 64

公立保育所整備事業 重点事業 65

児童福祉運営事業 62

子ども・子育て支援制度推進事業 62

私立保育所助成事業 63

認可外保育施設助成事業 63

公立保育所管理運営事業 63

児童福祉運営事業 62

子育て支援事業 62

育児支援事業 重点事業 62

育児家庭支援事業 62

児童手当支給事業 62

入院助産等事業 62

母子生活支援事業 63

子ども会館・子どもの家管理運営事業 62

子ども会館・子どもの家整備事業 64

育成事業 75

青少年会館管理運営事業 75

発達支援事業 55

障害者施設管理運営事業 55

あおぞら園管理運営事業 63

社会福祉啓発事業 重点事業 15

社会福祉運営事業 54

健康福祉部

市民活動部

こどもみらい部 こどもみらい課

保育課

こども相談課

発達支援室

福祉総務課

青少年課
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所管部 所管課 実施事業名 備考
掲載
ページ

社会福祉協議会支援事業 54

福祉センター管理運営事業 54

災害救助事業 85

臨時福祉給付金給付事業 54

子育て世帯臨時特例給付金事業 62

社会福祉運営事業 54

民生委員児童委員活動推進事業 54

戦傷病者戦没者遺族等援護事業 54

行旅病人死亡人援護事業 54

中国残留邦人等支援事業 54

住宅支援給付事業 54

生活保護事務 56

扶助事業 56

災害救助事業 85

高齢者福祉運営事業 55

高齢者施設福祉事業 55

高齢者在宅福祉事業 重点事業 55

高齢者生活支援事業 55

高齢者施設整備事業 重点事業 55

高齢者活動運営事業 55

シルバー人材センター支援事業 56

在宅福祉サービスセンター管理運営事業 56

老人センター等管理運営事業 56

介護保険事業（特別会計） 59

障害者福祉運営事業 54

障害者生活支援事業 54

障害者福祉サービス事業 54

障害者社会参加促進事業 55

障害者就労支援事業 55

障害者施設管理運営事業 55

医療・保健関係団体支援事業 58

産科診療所支援事業 58

保健衛生運営事業 58

救急医療対策事業 重点事業 58

市民健康課

健康福祉部

障害者福祉課

臨時福祉給付金担当

生活福祉課

高齢者いきいき課

福祉総務課
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所管部 所管課 実施事業名 備考
掲載
ページ

予防接種事業 58

感染症対策事業 58

成人保健事業 58

母子保健事業 59

高齢者保健事業 59

成人健康診査事業 59

がん検診事業 59

健康情報システム構築・運用事業 59

食育事業 59

障害者医療助成事業 55

国民年金事務 56

国民健康保険高額療養資金貸付事業 58

国保組合支援事業 58

老人保健医療事業 58

国民健康保険事業（特別会計） 59

後期高齢者医療事業（特別会計） 59

小児医療助成事業 62

未熟児養育医療事業 62

ひとり親家庭等医療助成事業 63

環境運営事業 44

環境基本計画推進事業 50

エネルギー計画推進事業 重点事業 50

環境運営事業 44

ごみ収集事業 重点事業 45

ごみ資源化事業 45

３Ｒ推進事業 45

し尿収集事業 47

環境運営事業 44

名越クリーンセンター管理運営事業 重点事業※ 45

今泉クリーンセンター管理運営事業 重点事業※ 45

最終処分事業 45

新焼却施設整備事業 45

ごみ処理広域化計画推進事業 45

ダイオキシン類削減対策施設整備事業 47

環境施設課

保険年金課

市民健康課

環境政策課

資源循環課

健康福祉部

環境部
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所管部 所管課 実施事業名 備考
掲載
ページ

公害等対策事業 47

衛生・害虫駆除事業 47

環境美化事業 48

美化運動事業 48

公衆トイレ清掃事業 48

犬の登録等事業 51

鳥獣保護管理対策事業 51

海岸清掃事業 52

海浜保全事業 52

名越クリーンセンター管理運営事業 重点事業※ 45

今泉クリーンセンター管理運営事業 重点事業※ 45

名越クリーンセンター収集事業 45

今泉クリーンセンター収集事業 45

笛田リサイクルセンター管理運営事業 45

深沢クリーンセンター管理運営事業 47

まちづくり政策課
まちづくり推進事業 97

土地利用調整課
まちづくり推進事業 97

都市計画課
都市計画運営事務 98

交通環境整備事業 100

交通体系整備事業 重点事業 100

放置自転車防止事業 103

旧華頂宮邸管理運営事業 43

都市景観形成事業 43

緑政運営事業 38

緑地取得事業 38

緑化啓発事業 38

緑地保全事業 39

風致保存会助成事業 39

風致地区事務 31

都市調整運営事務 97

開発審査課
開発審査事務 97

建築相談事業 重点事業 86

建築指導事務 97

都市整備部 都市整備総務課
土木管理運営事務 重点事業 20

環境保全課

環境センター

まちづくり景観部

環境部

都市調整部

交通計画課

都市景観課

みどり課

都市調整課

建築指導課
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所管部 所管課 実施事業名 備考
掲載
ページ

下水道運営事業（特別会計） 110

汚水排水施設整備事業（特別会計） 重点事業※ 110

道(水)路調査事業 106

道路台帳整備事業 106

道路施設管理事業 106

街路照明灯事業 106

下水道運営事業（特別会計） 110

下水道使用料等賦課徴収事業（特別会計） 110

管渠維持管理費（特別会計） 110

河川管理運営事業 113

道路橋りょう管理運営事業 106

交通安全施設維持事業 106

交通安全施設整備事業 106

道路維持補修事業 106

道路新設改良事業 重点事業 106

橋りょう維持補修事業 重点事業 106

国県道対策運営事務 106

国県道対策事業 106

道路整備計画等運営事務 106

設計事務 重点事業※ 20

市営住宅管理運営事業 108

住宅政策推進事業 108

下水道運営事業（特別会計） 110

下水道使用料等賦課徴収事業（特別会計） 110

水洗化普及促進等事業（特別会計） 110

管渠維持管理費（特別会計） 110

雨水排水施設維持管理費（特別会計） 110

汚水排水施設整備事業（特別会計） 重点事業※ 110

持続型下水道幹線再整備事業（特別会計） 重点事業 110

調整区域施設整備事業費（特別会計） 110

雨水排水施設整備事業（特別会計） 重点事業 111

河川維持補修事業 113

雨水施設維持管理事業 113

公園課
樹林維持管理事業 38

都市整備部

道水路管理課

道路課

建築住宅課

下水道河川課

都市整備総務課
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所管部 所管課 実施事業名 備考
掲載
ページ

緑地維持管理事業 41

公園運営事業 41

公園維持管理事業 41

公園整備事業 重点事業 41

公園用地取得事業 重点事業 41

街路樹維持管理事業 107

作業センター事業 20

作業センター事業（特別会計） 110

放射性物質測定事業 89

管渠維持管理費（特別会計） 110

雨水排水施設維持管理費（特別会計） 110

七里ガ浜浄化センター維持管理費（特別会計） 110

山崎浄化センター維持管理費（特別会計） 110

汚水排水施設整備事業（特別会計） 重点事業※ 110

終末処理施設整備事業（特別会計） 重点事業 111

雨水施設維持管理事業 113

市街地整備運営事業 98

古都中心市街地整備事業 98

大船駅周辺整備事業 98

大船駅西口整備事業 98

大船駅東口再開発運営事業（特別会計） 98

大船駅東口再開発推進事業（特別会計） 重点事業 98

深沢地域整備課
深沢地域整備事業 重点事業 98

会計管理者 会計課
会計事務 18

議会事務 14

広報・会議録作成発行事務 14

教育委員会運営事業 66

事務局運営事業 66

小学校運営事業 70

小学校施設管理運営事業 70

小学校特別支援教育事業 70

中学校運営事業 70

中学校施設管理運営事業 70

中学校特別支援教育事業 70

教育部

都市整備部

議会事務局

拠点整備部

作業センター

浄化センター

再開発課

議会事務局

公園課

教育総務課
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所管部 所管課 実施事業名 備考
掲載
ページ

社会教育運営事業 77

放課後子ども教室運営事業 重点事業 77

生涯学習センター推進事業 77

吉屋信子記念館管理運営事業 79

生涯学習センター管理運営事業 79

学校安全対策事業 66

学校施設管理事業 69

小学校施設管理運営事業 70

中学校施設管理運営事業 70

小学校施設整備事業 72

小学校防災対策事業 重点事業 72

中学校施設整備事業 重点事業 72

中学校防災対策事業 重点事業 72

教職員運営事業 66

学校保健事務 66

就学事務 67

学校保険事務 67

就学支援事業 69

小学校給食事務 70

小学校教育振興助成事業 70

中学校教育振興助成事業 70

中学校給食事務 重点事業 70

教育指導運営事業 69

教育政策事業 69

情報教育事業 69

教育支援事業 69

特別支援教育事業 69

小学校研究・研修事業 70

中学校研究・研修事業 70

相談室事業 69

調査研究研修事業 69

教育情報事業 69

市史編纂事業 78

図書館管理運営事業 79

教育部

学校施設課

学務課

教育指導課

教育総務課

教育センター

中央図書館
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所管部 所管課 実施事業名 備考
掲載
ページ

財産管理事務 18

史跡買収事業 重点事業 32

史跡調査・整備事業 32

史跡環境整備事業 重点事業 32

文化財調査・整備事業 35

文化財保存・修理助成事業 35

公開宣伝事業 35

鎌倉国宝館
国宝館管理運営事業 35

選挙啓発事業 15

選挙事務 19

選挙執行事務 19

監査委員事務局 監査委員事務局
監査事務 20

農業委員会事務局 農業委員会事務局
農業委員会事務 116

消防運営事業 92

消防施設管理事業 92

消防団運営事業 92

消防施設整備事業 重点事業 92

警防活動事業 92

救急活動事業 92

消火栓管理事業 92

車両購入事業 92

指令情報課
指令活動事業 重点事業 92

予防課
予防活動事業 92

※…複数の課が所管課となる重点事業について、表示をしています。

選挙管理委員会事務局

消防本部

文化財部 文化財課

選挙管理委員会事務局

消防総務課

警防救急課
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