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(款) 50 消防費(項) 5 消防費(目) 5 常備消防費

。防災・安全 O消防機能の整備・充実

消防運営事業

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 安全で快適な生活が送れるまち

分野 防災・安全

施策の方針消防機能の整備・充実

【 事業の目的 】

対象消防職員等

消防総務課

意図職員の健康管理、事務の効率化、各団体との情報交換等を実施し、消防業務の円滑化を図
るため。

効果職員の元気回復・体力増進、消防業務の効率化を図り、県、国レベルでの災害応援要請等が
あった場合の活動体制を確立し、迅速な活動をめざすとともに各自治町内会、企業等、地域ぐ
るみの市民等の防火防災意識を深めることができる。

事業の内容 】

・旅費、各署所の光熱水費、負担金等の執行、事務用機器の賃借及び職員への被服の貸与な
ど消防に係る一般事務を行う。

-職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画し実施する。

-市内各自治町内会、企業等に消防出初式への参加を通じ、防火防災意識を高める。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

44，452 I 5，837 I 38，615 
主な予算内訳

1節事務補助嘱託員報酬 1人 1，029 
8節消防出初式参加団体等報償費 160 

9節普通旅 費 437 

消防学校等研修旅費 528 

10節消防本部交際費 100 

11節消耗品費 1，083 
緊急消防援助隊食糧費 43 

印刷製本費 11 

各署所光熱水費 19，012 

職員貸与被服費 8，392 

12節廃棄物処理手数料 342 

消防業務賠償責任等保険料 358 

13節電子複写機保守委託料 470 

消防職員採用試験委託料 226 

職員福利厚生に係る事業委託料 4，914 

14節 LED照明機器賃借料 624 

寝具類賃借料 3，002 
電子複写機等賃借料 614 

19節神奈川県消防学校研修負担金 1，973 
消防大学校研修負担金 550 

全国消防長会等負担金 584 
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(款) 50 消防費(項) 5 消防費(目) 5 常備消防費

。防災・安全 O消防機能の整備・充実

消防施設管理事業

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 安全で快適な生活が送れるまち

分野 防災・安全

施策の方針消防機能の整備・充実

【 事業の目的 】

対象消防職員等

消防総務課

意図庁舎の老朽化による事故を防止し、公務が円滑に執行できる職場環境を確保するとともに、災
害時の拠点として活用できるよう機能を維持するため。

効果災害時の拠点となる消防庁舎の機能を維持することができる。

【 事業の内容 】

-各署所の修繕、保守点検等消防庁舎の維持管理を行う。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

20，521 I 20，521 

主な予算内訳

11節各署所維持修繕料 5，015 

12節消防用設備等点検手数料 343 

自家用電気工作物保安管理業務手数料 812 

自家用発電機定期点検手数料 450 

微量PCB廃電気機器廃棄処分手数料 586 

13節庁舎清掃管理業務委託料 13，077 

微量PCB廃電気機器収集運搬委託料 238 
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. (款)50 消防費(項) 5 消防費(目) 5 常備消防費

。防災・安全 O消防機能の整備・充実

同活動事業

【総合計画上の位置づけ]

将来目標 安全で、快適な生活が送れるまち

分野 防災・安全

施策の方針消防機能の整備・充実

【 事業の目的 】

対象消防職員等

警防救急課

意図消防職員の技術の向上を図り、各種災害に即時対応できるよう機材の維持管理をするため。

効果組織全体のレベルアップ・事故の絶無を目指し、市民を災害から守る。

【 事業の内容 】
・警防活動に必要な備品の整備、機器の保守点検等を行うとともに、消防学校に職員を出向さ
せ、技術の向上を図る。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

22，328 I 21，828 

主な予算内訳

8節防火水槽土地借用謝礼(41件) 123 

9節普通旅費 204 

研修旅費 48 

11節警防活動用消耗品費 3，101 

消防車両燃料費 7，840 

災害時給水用食糧費 22 

印刷製本費 63 

消防車両修繕料 6，421 

12節高圧ガス容器耐圧検査等手数料 905 

消防自動車等任意保険料 1，078 

13節はしご車梯体点検委託料 206 

14節高速道路等使用料 51 

18節警防活動用備品購入費 597 

19節神奈川県消防学校専科教育等負担金 294 

22節自動車事故賠償金 500 

27節自動車重量税 875 
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(款) 50 消防費(項) 5 消防費(目) 5 常備消防費

。防災・安全 O消防機能の整備・充実

|救急活動事業

※重点事業(事業CD:5-1-3-3) 

警防救急課
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事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

16，387 I 16，387 

主な予算内訳

9節救急救命士再教育院外研修等旅費 357 

11節消耗品費 1，490 

印刷製本費 107 

備品修繕料

医薬材料費 • 2，562 

12節感染症検査手数料 11 

13節救急車搭載機器点検委託料 1，177 

特別産業廃棄物(感染性)収集・運搬・処理委託料 191 

メディカルコントロール指示等委託料 431 

救急救命士再教育委託料 1，152 

救急救命士就業前研修委託料 80 

救急救命士気管挿管再教育委託料 50 

ビデオ硬性喉頭鏡による気管挿管実習委託料 100 

救急救命士気管挿管実習委託料 900 

14節 AED賃借料(消防車両10台、公共施設53台) 2，776 

AED賃借料(コンビニエンスストア60台) 3，150 

19節神奈川県消防学校研修等負担金 634 

-浦半島地区メディカルコントロール協議会負担金 894 

指導救命士養成研修負担金 324 



- 318 -

(款) 50消防費(項) 5 消防費(目) 5 常備消防費

。防災・安全 O消防機能の整備・充実

|指令活動事業

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 安全で快適な生活が送れるまち

分野 防災・安全

施策の方針消防機能の整備・充実

【 事業の目的 】
対象市民等

意図市民等を各種災害から保護するため。

効果災害に強い、安心して暮らせるまちづくりを図る。

【 事業の内容 】

指令情報課

・市民等から各種災害通報を受信し、災害規模や種別に応じた消防・救急隊を選定し出動指
令を行う。

-消防・救急活動を円滑に遂行するための支援業務及び関係機関との連携のための情報伝達
業務を行う。

・消防救急無線のデ、ジタル化について、共通波の管理・運用を県及び県内市町と共同で行うと
ともに活動波の管理・運用を行う。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

81，059 I 81，059 
主な予算内訳

11節消耗品費 1，300 
備品修繕料 9，145 

12節指令専用回線等電信料 13，204 
共通波登録点検申請手数料 3 

13節活動波保守委託料 15，736 
高機能消防指令センター保守点検委託料 30，629 
共通波保守委託料 4，357 
119番通報に係る電話通訳業務委託料 432 
消防用無線(FWA)再免許申請委託料 64 

14節 Eメール119番通報システム賃借料 201 
災害緊急情報伝達装置賃借料 437 
現場映像情報伝送装置等使用料 654 

18節 消 防OA端末購入費 2，661 
19節災害緊急情報鎌倉エフエム負担金 1，975 

共通波運用管理等負担金 261 



- 319 -

(款)50消防費(項) 5 消防費(目) 5 常備消防費

。防災・安全 O消防機能の整備・充実

|予防活動事業

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 安全で快適な生活が送れるまち

分野 防災・安全

施策の方針消防機能の整備・充実

【 事業の目的 } 

対象市民等

予防課

意図 消防法令に基づき火災の予防及び火災時の的確な対応を確保し、立入検査により火災危険
要因を排除するため。

効果火災件数、火災による死傷者及び被害の軽減を図る。

【 事業の内容 】

-火災予防の指導・広報、火気使用設備・器具等の設置についての審査、危険物製造所等の
設置等の許認可等を行う。

-火災予防など消防全般に対する相談の受付、事業所等に対する防火管理に関する指導、火
災原因及び損害調査、年度査察計画に基づく査察を実施する。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

990 
主な予算内訳

8節消防協力者報償費 54 
9節消防学校等研修旅費 21 

11節火災原因調査及び予防運動用消耗品費 739 

印刷製本費 59 

19節消防学校等研修負担金 117 
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(款) 50 消防費(項) 5 消防費(目) 5 常備消防費

。行財政運営 O行財政運営

| 職員給与費

【 対象となる職員 】

消防本部

【 職員給与費 】

主な予算内訳

職員給与費

・2節給料 一般職

消防職職員 236人

再任用(短時間) 3人

. 3節職員手当等

扶養手当

地域手当

通勤手当

超過勤務手当

休日給

夜勤手当

管理職手当

特殊勤務手当

期末勤勉手当

住居手当

退職手当

管理職員特別勤務手当

児童手当

. 4節共済 費

市町村職員共済組合負担金

社会保険料

雇用保険料

消防総務課.

(単位:千円)

2，135，953 
866，291 

949，479 

41，216 

138，584 
20，420 

53，065 
99，738 
16，466 

16，381 

8，329 
382，290 
38，761 
111，392 

1，652 

21，185 

320，183 
318，785 

1，139 

259 
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(款) 50 消防費(項) 5 消防費(目) 10非常備消防費

。防災・安全 O消防機能の整備・充実

消防団運営事業 【

※重点事業(事業CD:5-1-3-4) 

【総合計画上の位置づけ]

将来目標 安全で快適な生活が送れるまち

分野 防災・安全

施策の方針消防機能の整備・充実

【 事業の目的 】
対象消防団員等

消防総務課

意図消防団の装備、資機材及び消防団の運営活動の充実強化を図り、消防使命の達成に資す
る。

効果消防団及び消防団員の充実強化を図り、消防団員が安心できる消防団活動を行うことができ
る。

【 事業の内容 】
・消防団員への報酬の支払い、分団器具置場及び分団車両の維持修繕、消防団員の被服の
整備等を行う。

-消防団員の出動費用弁償等、消防団の活動に係る経費を支出する。

-消防団事業計画に基づく、団員の教育訓練研修、各市町との情報交換、消防機材及び器具
置場の維持管理など、本図・分団事業に要する経費を交付金として助成する。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

77，463 I 9，050 I 68，413 
主な予算内訳

1節消防団員報酬 440人 15，068 

4節消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 1，442 

5節消防団員公務災害補償費 50 

8節消防団員退職報償費 9，000 

年末年始特別警備報償費 528 

優良団員等報償費 163 

9節消防団員出動費用弁償 14，170 
10節消防団交際費 10 

11節消耗品費 185 

小型動力ポンプ付積載車等燃料費 463 

印刷製本費 11 

消防団員貸与被服費 16，844 

分団器具置場各所修繕料 823 

分団車両修繕料 1，634 

12節自動車等保険料 562 

13節浄化槽保守点検及び清掃委託料 39 

14節消防団無線賃借料 786 

分団器具置場土地等賃借料 355 
19節神奈川県消防協会負担金 1，462 

消防団退職報償負担金 8，448 
本団維持費交付金 2，462 
分団維持費交付金 2，534 

27節自動車重量税 424 
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(款) 50 消防費(項)5 消防費(目) 15 消防施設費

。防災・安全 O消防機能の整備・充実

|消火栓管理事業

【総合計画上の位置づけ}

将来目標 安全で快適な生活が送れるまち

分野 防災・安全

施策の方針消防機能の整備・充実

【 事業の目的 】

対象消防水利

意図火災等に対応するための水利の確保を行うため。

効果市民を火災等から守る。

【 事業の内容 】

警防救急課

・水道事業者が行う配水管の新設及び交換等に併せて適地を選定し、消火栓を新設する0

.水道法の規定に基づき、消火栓の維持管理に要する経費を支出する。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

3，891 I 3，891 

主な予算内訳
13節消火栓路面焼付標示委託料 288 

22節消火栓維持管理等補償料(2，774基) 3，603 
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(款)50消防費(項) 5消防費(目) 15消防施設費

。防災・安全 O消防機能の整備・充実

消防施設整備事業

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 安全で快適な生活が送れるまち

分野 防災・安全

施策の方針消防機能の整備・充実

【 事業の目的 】

対象市民及び消防職員等

消防総務課

意図消防署所から遠距離にある地域の防火防災体制の強化等を図るとともに、防災拠点である消
防署所の機能整備を図る。

効果災害を最小限に抑え、救命率の向上及び、より快適、安全で安心に暮らせるまちづくりを図
る。

【 事業の内容 】

・平成28年度の腰越出張所(第22分団合同庁舎)完成に伴い、鎌倉市消防団第22分団器具置
場を解体する。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2，5601 2，560 
主な予算内訳

15節消防団第22分団解体工事費 2，560 
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(款) 50 消防費(項) 5消防費(目) 15 消防施設費

。防災・安全 O消防機能の整備・充実

|車両購入事業 警防救急課

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 安全で快適な生活が送れるまち

分野 防災・安全

施策の方針消防機能の整備・充実

【 事業の目的 】

対象市民等

意図最新鋭の車両に更新し、火災等各種災害に対応できるようにするため。

効果市民を災害から守る。

【 事業の内容 】

・各種緊急自動車の計画的な更新を行う。

事業費

事業費 国県支出金 地方債 その他

79，408 I 71，200 I 
主な予算内訳

12節自動車リサイクル等手数料

自動車自賠責保険料

18節高規格救急、自動車備品購入費

資機材搬送車備品購入費

指令車備品購入費

査察2号車備品購入費

小型動力ポンフ。付積載車備品購入費(第6分団)

27節自動車重量税

現有消防車両(平成29年1月1日現在)

常備消防分

はしご付消防自動車 2 台

化学消防ポンプ自動車 1 台

水槽付消防ポンプ自動車 1 台

消防ポンプ自動車 9 台

高規格救急自動車 10台

救助工作車 2 台

トレーラー(水上オートバイ積載) 1 台

査察車 2 台

防災パトロール車 1 台

防災搬送車 2 台

指令車(鎌倉消防署・大船消防署) 2 台

広報車 1 台

乗用車 1 台

水上オートバイ 1 台

その他の車両 2 台

非常備消防分

小型動力ポンプ付積載車 28台

(単位:千円)

一般財源

8，208 

72 

46 

38，223 

17，820 

7，764 

5，092 

10，249 

142 
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(款) 55教育費(項) 5教育総務費(目) 5 教育委員会費

。学校教育 O安全・安心で聞かれた学校づくり

教育委員会運営事業

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針安全・安心で聞かれた学校づくり

【 事業の目的 ] 

対象教育委員

教育総務課

意図教育の公平性、公正性を確保し、かっ透明性のある教育委員会の運営を行うためO

効果教育行政の円滑な運営を図る。

【 事業の内容 】

-教育行政の推進を図るため、教育委員会を開催する0

.教育行政諸課題について他市町村と情報交換を行う。

事業費

事業費 国県支出金 地方債

6，101 I 
主な予算内訳

1節委員長・委員報酬 4人
9節研修会等費用弁償

11節印刷製本費

19節神奈川県市町村教育委員会連合会等負担金

(単位:千円)

その他 一般財源

6，101 

5，934 

88 
9 

70 
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(款) 55教育費(項) 5 教育総務費(目) 10事務局費

。学校教育 O安全・安心で聞かれた学校づくり

事務局運営事業 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針安全・安心で聞かれた学校づくり

【 事業の目的 ] 

対象 教育委員会事務局及び非常勤嘱託員等

教育総務課

意図 教育委員会事務局及び教育機関の効果的・効率的な運営を行うため。

効果 教育行政の円滑な運営を行うとともに非常勤嘱託員等の活用により職員数の適正化を図る。

【 事業の内容 】

-学校施設管理・学校給食調理業務等に支障を来さぬよう、非常勤嘱託員や臨時的任用職員
を配置する。

-教育行政諸課題について他市町村との連携を図る0

.事務局運営に係る庶務的業務を行う。

事業費

事業費 国県支出金 地方債

96，156 I 
主な予算内訳

1節非常勤嘱託員報酬

学校技能員 42人

学校給食調理員 32人

学校給食栄養士 1人
事務補助嘱託員 5人

鎌倉市教育委員会事務の点検・評価委員報酬 3人
7節臨時的任用職員賃金

8節研修会等謝礼

9節非常勤嘱託員費用弁償

普通旅費

研修旅費

10節教育委員会交際費

11節消耗品費

12節筆耕翻訳料

自賠責保険料

14節 NHK放送受信料等

18節文書送達用スクーター備品購入費

19節神奈川県都市教育長協議会等負担金

22節学校管理に起因する事故に係る賠償金

(単位:千円)

その他 一般財源

96，155 

80，065 
40，623 
32，918 
1，281 
5，141 
102 

7，156 
20 

5，051 
1，647 
367 

50 

1，075 

311 

18 

34 

157 

204 



- 327 -

(款) 55 教育費(項) 5 教育総務費(目) 10 事務局費

。学校教育 O安全・安心で聞かれた学校づくり

|学校安全対策事業 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針安全・安心で、開かれた学校づくり

【 事業の目的 】

対象学校施設等

意図良好な学校施設の管理を行うため。

効果児童等の安全確保及び学校施設に係る適切な財産管理等を行う。

【 事業の内容 】

-小学校に学校警備員を配置し、児童等の安全確保を図る0

.学校施設に係る機械警備委託事務を行う。

事業費

事業費 国県支出金 地方債

39，241 I 
主な予算内訳

13節小学校警備委託料

学校機械警備委託料

警備機器移設・再設置委託料

その他

学校施設課

(単位:千円)

一般財源

39，241 

33，437 I 

5，304 

500 
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(款) 55 教育費(項) 5 教育総務費(目) 10事務局費

。学校教育 O安全・安心で聞かれた学校づくり

|教職員運営事業

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針安全・安心で聞かれた学校づくり

【 事業の目的 】

対象県費負担教職員

意図教職員の健康管理を行い、学校教育の質の向上を図るため。

効果教職員の心身の健康増進を図り、豊かで質の高い教育を実現する。

【 事業の内容 】

・教職員の適正な人事配置を行う。

-学校管理職としての資質の向上を図るための研修を行う0

.一日健康診断を行い、教職員の健康増進に努める。

-福利厚生活動を実施し、教職員の元気回復に努める。

事業費

事業費 国県支出金 地方債

11，007 I 
主な予算内訳

8節学校管理職研修会講師謝礼

県費負担教職員面接指導(産業医)謝礼

11節消耗品費

13節一日健康診断委託料

教職員福利厚生事業委託料

メンタルヘルス調査業務委託料

19節神奈川県公立小中学校長会等負担金

その他

学務課

(単位:千円)

一般財源

10，767 

32 

198 

154 

3，426 
4，456 
584 

2，157 
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(款)55教育費(項)5教育総務費(目) 10事務局費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

|学校施設管理事業 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

【 事業の目的 】

対象学校施設等

意図良好な学校施設の管理を行うため。

効果学校施設に係る適切な財産管理等を行う。

【 事業の内容 } 

学校施設課

-学校用地賃借事務及び建物共済保険事務など学校施設の管理事務を行う。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

42，334 I 42，334 
主な予算内訳

11節文具類等消耗品費 60 
12節建物共済保険料 2，040 
14節学校用地賃借料 39，505 

第二中学校テニスコート用地使用料 729 
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(款) 55教育費(項) 5 教育総務費(目) 10事務局費

。行財政運営 O行財政運営

十時関投一一一- 【

【 対象となる職員 】

教育総務課

教育部のうち教育総務課(生涯学習センターを除く)・学校施設課・学務課・教育指導課・

教育センター

【 職員給与費 ] (単位:千円)

主な予算内訳

職員給与費

・2節給料 一般職

教育長 1人

一般職職員 47人

o 3節職員手当等

扶養手当

地域手当

通勤手当

超過勤務手当

管理職手当

期末勤勉手当

住居手当

退職手当

児童手当

04節共済費

市町村職員共済組合負担金

社会保険料

雇用保険料

547，458 

194，913 

277，705 
6，022 

31，004 

4，803 
10，934 
8，419 

88，475 
6，697 

119，156 
2，195 

74，840 
70，831 

3，814 
195 
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(款)55教育費(項) 5 教育総務費(目) 15教育指導費

。学校教育 O安全・安心で聞かれた学校づくり

同保健事務 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針安全・安心で、聞かれた学校づくり

【 事業の目的 】

対象市立小・中学校の児童生徒

意図児童生徒の健康の保持増進のため。

効果学校保健の円滑な実施と成果の確保を図る。

【 事業の内容 】

学務課

-児童生徒の健康の保持・増進を図るため、各種検診や保健指導などを実施する。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

62，750 I 62，750 

主な予算内訳

1節学校医報酬 113人 35，503 

学校薬剤師報酬 25人 4，580 

7節臨時的任用職員賃金 716 
8節腎臓疾患判定委員謝礼 520 

心臓疾患判定委員謝礼 520 

判定委員会等委員(運動器疾患、結核対策)等謝礼 800 

11節消耗品費 747 

印刷製本費 21 

炭酸ガス検知器等修繕料

備品修繕料

医薬材料費 207 

12節環境衛生検査等手数料 460 

13節就学時健康診断業務委託料 1，768 

腎臓病及び糖尿病検診業務委託料 3，712 

心臓病検診業務委託料 6，642 

歯科保健指導業務委託料 2，273 

検診器具滅菌配送業務委託料 1，987 

結核健康診断精密検査業務委託料 1，004 

プール水質検査業務委託料 913 

14節学校保健大会会議室使用料 21 

19節目本学校歯科医師会会費等負担金 354 
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(款) 55教育費(項) 5 教育総務費(目) 15 教育指導費

。学校教育 O安全・安心で開かれた学校づくり

|就学事務 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで、心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針安全・安心で聞かれた学校づくり

【 事業の目的 】
対象市立小・中学校の児童生徒等

意図義務教育を的確に行うため。

効果適切な学校教育の実施を図る。

【 事業の内容 】
-小中学校への就学決定等を行う。

事業費

事業費 国県支出金

1，125 I 
主な予算内訳

7節臨時的任用職員賃金

11節就学通知用消耗品費

卒業証書等印刷製本費

地方債

学務課

(単位:千円)

その他 一般財源

1，125 

801 
124 

200 
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(款)55教育費(項) 5教育総務費(目) 15教育指導費

。学校教育 O安全・安心で聞かれた学校づくり

阿保険事務 【

{総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針安全・安心で聞かれた学校づくり

【 事業の目的 ] 

対象市立小・中学校の児童生徒等

学務課

意図学校管理下における児童生徒等の不測のけがや疾病及び賠償責任に対して、必要な保障を
行うため。

効果災害共済給付制度及び保険加入により、不測の事故等災害に対して児童生徒の保護者の経
済的負担を軽減し、安心して学校生活を送れるようにするとともに、学校責任による賠償にも
対応を図る。

【 事業の内容 】

・学校管理下における児童生徒の負傷・疾病等に備え、各種保険金や掛金等の支出をする。

事業費 (単位:千円)
事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

11，981 I 11，981 
主な予算内訳

12節学校賠償責任等保険料 1，005 
19節独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 10，835 

学校事故見舞金 140 
22節学校医等公務災害補償金 l 

. 
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(款)55 教育費(項) 5教育総務費(目) 15教育指導費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

|教育指導運営事業 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

【 事業の目的 】
対象市立小・中学校の児童生徒等

意図学校教育運営を円滑に図るため。

効果円滑な学校教育運営の実施を図る。

【 事業の内容 】

教育指導課

・いじめ防止等に向けて、学校、地域、関係機関及び団体等が連携した取組を円滑に進めるこ
とが出来るよう、いじめ問題対策連絡協議会を開催する。

-各種会議及び協議会に参加し専門的資質の向上を図る。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

5，372 I 5，372 

主な予算内訳
1節 いじめに関する調査委員会委員報酬 5人 52 

学校運営指導員報酬 2人 2，400 

教科用図書採択検討委員会委員報酬 2人 35 

7節臨時的任用職員賃金 57 

8節 いじめ問題対策連絡協議会委員等謝礼 42 

9節学校運営指導員等費用弁償 332 

11節消耗品費 470 

14節体育センター使用料 34 

19節神奈川県中学校体育連盟等負担金 1，950 
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(款) 55教育費(項) 5 教育総務費(目) 15教育指導費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

同教 育事業 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

【 事業の目的 】

対象市立小・中学校の児童生徒等

教育指導課

意図小・中学校教育用コンヒoュータの整備及びインターネットへの接続により、情報教育の推進・充
実を図るため。

効果情報教育の推進・充実を図る。

【 事業の内容 】

-市立小・中学校の教育用コンピュータを設置運用するO

-市立小・中学校に設置しているインターネットに接続されたコンヒ。ュータを利用し、児童生徒の
情報活用能力を育成する。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

77，019 I 77，019 

主な予算内訳

11節消耗品費 155 

コンピュータ等維持修繕料 1，605 

14節小・中学校教育用コンピュータ等賃借料 63，401 

教育委員会校務支援システム等賃借料 9，611 

教育委員会小・中学校ネットワーク回線使用料 2，247 
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(款)55教育費(項) 5 教育総務費(目) 15教育指導費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

|教育支援事業 【

【総合計画上の位置づけ】
将来目標 健やかで、心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

【 事業の目的 】

対象市立小・中学校の児童生徒等

教育指導課

意図育成事業の実施、外国人英語講師及び各種補助指導者等の派遣を行い、学校教育の充実
に向け支援するため。

効果学校教育の充実を図る。

【 事業の内容 】

-外国人英語講師、日本語指導等協力者及び医療従事者等を派遣し、学校教育の充実を図る0

.小学校に学校図書館専門員を配置し、学校図書館の充実・読書活動の充実を図る。

・少人数学級編制・少人数指導を行い、学習及び生活指導の充実を図る。

. 9年間を見通した教育課程を編成・実施し中学校ブロックにおいて小中連携の取組を強化
する。

-自ら課題を見つけ解決する資質を育む総合的な学習や特色ある教育活動を実践する。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

72，450 I 72，450 
主な予算内訳

1節学校図書館専門員報酬 16人 16，589 
小・中学校非常勤講師報酬 9人 23，247 
外国人英語講師報酬 5人 15，785 
読書活動推進員報酬 6人 2，851 

7節臨時的任用職員賃金 773 
8節小学校英語活動サポーター謝礼 1，672 

学校教育問題対策委員謝礼 150 
スクールバディ派遣謝礼 250 

全国大会等出場祝金 550 
日本語指導等協力者等謝礼 490 

9節学校図書館専門員費用弁償 1，646 
小・中学校非常勤講師費用弁償 1，928 
外国人英語講師費用弁償 533 

読書活動推進員等費用弁償 406 

12節外部指導者傷害保険等保険料 104 

14節鎌倉女子大学松本講堂使用料 800 

鎌倉芸術館使用料 650 

19節医療従事者派遣等負担金 276 

総合的な学習の時間等実践交付金 3，750 
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(款) 55教育費(項) 5 教育総務費(目) 15教育指導費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

|特別支援教育事業 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

【 事業の目的 】

対象市立小・中学校の児童生徒等

意図特別な支援を必要とする児童生徒の教育の場の充実を図るため。

効果個に応じた支援の充実を図る。

【 事業の内容 】

教育指導課

・特別な支援を必要とする児童生徒の就学・進学に関する観察・協議を行うため、就学支援委
員会を開催する。

・肢体不自由学級児童生徒の送迎パスを運行委託する。

・特別支援学級を整備するとともに、学級介助員、スクールアシスタント等を配置し、特別な支援
を必要とする児童生徒の教育の場の充実を図る。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

95，604 I 95，604 
主な予算内訳

1節特別支援教育巡回相談員報酬 3人 6，468 
スクールアシスタント報酬 16人 19，220 
特別支援学級補助員報酬 1人 3，366 
理学療法士報酬 3人 4，704 

学級介助員報酬 35人 36，036 
就学支援委員会委員報酬 3人 150 

7節臨時的任用職員賃金 1，115 
8節学級支援員謝礼 10，450 
9節 スクールアシスタント費用弁償 1，284 

学級介助員費用弁償 2，613 

特別支援教育巡回相談員等費用弁償 592 

11節腰越中学校特別支援学級初度調弁 500 

12節機能訓練対象児童生徒傷害等保険等保険料 128 

13節肢体不自由学級児童生徒送迎ノミス運行業務委託料 8，131 

19節宿泊行事介助員負担金 642 

学級介助員・補助員等負担金 205 
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(款) 55教育費(項) 5 教育総務費(目) 15 教育指導費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

就学支援事業 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

【 事業の目的 】
対象経済的理由により高等学校等への就学が困難な生徒の保護者等

学務課

意図保護者の経済的負担を軽減し、高等学校教育に対する支援を行うため。

効果保護者が安心して生徒を就学させることができ、教育の機会均等が図られる。

【 事業の内容 】

・県や湘南地区の高等学校定時制、通信制の教育振興会への負担金を支出する0

.高等学校等への就学が困難な生徒の保護者に対して就学援助金を支出する。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

17，783 I 2，707 I 15，076 

主な予算内訳

19節湘南地区高等学校定時制教育振興会等負担金 151 

20節高等学校等就学援助金 498人 14，940 

25節就学援助基金寄附等積立金 2，692 
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(款) 55教育費(項) 5 教育総務費(目) 20教育センター費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

|相談室事業 【 教育センター

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

【 事業の目的 } 

対象幼児から青少年まで(主に学齢期)の本人とその保護者等

意図いじめや不登校などの悩みに対し、適切なカウンセリングや、児童生徒を取り巻く環境への

働きかけ、関係機関との連携構築等を介して支援を行うため。

効果いじめや不登校などに悩む対象者が安心して学校生活や、社会生活を送れるようにする。

{ 事業の内容 】

-電話・面接・訪問により、児童生徒・保護者への相談、支援を実施する0

.教育相談員の定期学校巡回により、学校における教育相談を支援する0

.教育支援(集団生活への適応・基礎学力の補充)を実施する。

事業費

事業費 国県支出金 地方債 その他

25，400 I 
主な予算内訳

1節教育センター教育相談員報酬 7人
教育支援教室教育支援員報酬 4人
スクールソーシャルワーカ一報酬 1人

8節心のふれあい相談員謝礼

メンタノレフレンド訪t礼
スーパーバイザー謝礼

精神科医師相談謝礼

9節教育相談員費用弁償

教育支援員等費用弁償

11節消耗品費

教育支援教室小破修繕料

12節電信料

心のふれあい相談員傷害等保険料

13節教育支援教室機械警備業務委託料

教育支援教室トイレ清掃業務委託料

教育支援教室雨樋清掃業務委託料

14節校外学習施設入園料

(単位:千円)

一般財源

25，400 

11，664 

5，616 

1，764 

3，408 

80 

240 

80 

656 

530 

213 

300 

600 

38 

100 

72 

22 

17 



- 340 -

(款) 55 教育費(項) 5 教育総務費(目) 20教育センター費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

拘査研究研修事業 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

【 事業の目的 】

対象市立小・中学校の教職員

教育センター

意図教育の今日的課題の解決に向けての研究・研修を進め、教育活動の支援を行うため。

効果教職員の資質の向上を図り、今日的課題の解決能力を高める。

【 事業の内容 】

・教員並びに幼稚園・認定こども園・保育園の職員で研究会を組織し、教育現場の諸課題につ
いての研究を行うとともに、幼児教育との連携を図る。

-教育現場の諸課題に対応し、その解決を図るための研修会を実施する。

-校内研修に講師を派遣し、授業・研修を行し、学校の諸課題の解決を支援する。

-教育指導員を学校に派遣し、教職員への指導・助言を行い、その資質・指導力の向上を図る。

事業費 (単位:千円)
事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

4，906 I 4，906 
主な予算内訳

1節教育研究員報酬 3人 126 
教育指導員報酬 3人 2，880 

8節研究会・研修会講師等謝礼 1，411 
9節教育指導員等費用弁償 326 

11節研究用図書等消耗品費 141 

19節神奈川県教育研究所連盟負担金 22 
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(款) 55教育費(項) 5 教育総務費(目) 20教育センター費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

|教育情報事業

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

事業の目的 ] 

対象市立小・中学校の児童生徒等

教育センター

意図郷土学習の補助として、小・中学校の理科・社会科の学習資料を発行して郷土の理解を図る
ため。

効果児童生徒が、鎌倉についての郷土理解と郷土愛を育むことを図る。

事業の内容 】

・市内小・中学校の郷土学習の学習資料を作成し配布する0

. rかまくら子ども風土記」を発行(販売)し、情報の提供を行う0

.教育情報の収集・提供を行う。

事業費

事業費 国県支出金 地方債 その他

2，283 I 
主な予算内訳

8節 「かまくら子ども風土記」改訂協力員等謝礼

11節中学校理科学習資料印刷製本費

13節 「かまくら子ども風土記」販売委託料

(単位:千円)

一般財源

1，407 

510 

1，711 
62 
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(款) 55 教育費(項) 5 教育総務費(目) 25 幼児教育奨励費

。子育て Oすべての子育て家庭への支援

|就園支援事業

※重点事業(事業CD:4-2-1-5) 

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 子育て

施策の方針すべての子育て家庭への支援

【 事業の目的 】

こどもみらい課

対象子ども・子育て支援法に基づく確認を受けない幼稚園等へ子どもを通園させている保護者等

意図子育てにかかる経済的負担の軽減を図り、また、幼児教育の充実に貢献するため。

効果子育て家庭の経済的負担の軽減や、幼児教育の充実により子育て支援施策の充実が図られ
る。

【 事業の内容 】

・子ども・子育て支援法に基づく確認を受けない幼稚園等に就園する園児の保護者の経済的
負担を軽減し、就園を奨励する。また、第2子に係る補助額を増額し、多子世帯の負担軽減を
図る。

-幼児教育の充実を図るため、子ども・子育て支援法に基づく確認を受けない幼稚園等におけ
る教材教具購入等の費用及び園児の健康診断の費用に対し、私立幼稚園教材教具購入費
等及び健康診断費補助金を交付する。

-幼児教育向上のため研修会を実施し、指導力の充実と幼稚園相互の連携を深める目的で、
鎌倉私立幼稚園協会に補助金を交付する。

事業費

事業費 | 国県支出金 ! 地方債 | その他

企日堕L一一一 77，1笠L一 一 一 一

主な予算内訳

8節卒園児記念品

11節消耗品費

13節私立幼稚園等就園奨励費システム保守委託料

私立幼稚園等就園奨励費システム改修委託料

19節鎌倉私立幼稚園協会補助金

私立幼稚園教材教具購入費等及び健康診断費補助金

20節私立幼稚園等就園奨励費補助金

【内訳】

生活保護世帯 1人・・・308，000円
(@308，000円)

市民税非課税世帯、市民税所得割額非課税世帯 154人・・・44，840，000円

(@272，000円""'-'308，000円)

市民税所得割額77，100円以下の世帯 133人・・・32，845，500円

(@ 115，200円""'-'308，000円)

市民税所得割額211，200円以下の世帯 905人・・・137，033，300円

(@62，200円""'-'308，000円)

上記のいずれにも該当しない世帯 1，313人・・・182，101，100円

(@30，000円""'-'308，000円)

※( )は私立幼稚園在園児への交付単価

(単位:千円)

一般財源

334，407 

669 

63 

506 

1，334 

1，350 

10，500 

397，128 
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(款)55 教育費(項) 10小学校費(目) 5学校管理費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

小学校運営事業

【総合計画上の位置づけ】
将来目標 健やかで、心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

事業の目的 】

対象市立小学校の児童等

意図安定した学校運営を支援するため。

効果質の高い公教育の実施を図る。

【 事業の内容 】

教育総務課

・小学校16校の授業、行事等の学校生活に必要な物品、役務の調達などにより、小学校運営の
充実を図る。

・小学校16校に緊急地震速報受信装置を設置し、地震発生時の初動対応に備える。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

89，949 I 2，761 I 86，590 
主な予算内訳

8節研修会講師等謝礼 36 

10節小学校交際費 90 

11節教材用他消耗品費 59，831 
プロパンガス・灯油等燃料費 5，161 

学校要覧等印刷製本費 1，196 

校舎小破等維持修繕料 6，051 

教材教具等備品修繕料 2，075 

車両修繕料 100 

保健用医薬材料費 802 

12節保健衛生用等手数料 930 

筆耕翻訳料 153 

13節校舎維持等委託料 3，089 

遊具・体育器具点検委託料 454 

備品・薬品廃棄処分委託料 1，600 
14節ケーブルテレビ、使用料 581 

印刷機賃借料 439 

清掃用具賃借料 472 

NHK放送受信料等 529 

18節緊急地震速報受信装置購入費 2，440 

教材教具等備品購入費 3，520 
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(款)55教育費(項) 10小学校費(目) 5学校管理費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

|小学校給食事務 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

【 事業の目的 ] 

対象市立小学校に就学する児童

意図小学校の完全給食を実施するためO

効果児童の心身の健全な発達の促進を図る。

{ 事業の内容 】

・より安全で安定した給食を実施する。

-給食を通した食に関する指導を推進する。

学務課

-衛生検査の実施や研修会を開催し、給食調理現場の安全作業環境の維持に努める0

.給食用機器類(食器・備品)の更新を図る。

-給食食材の安全性を確保するため、放射性物質の測定を行う。

事業費

事業費 | 国県支出金 | 地方債 | その他

208，909 I I 
主な予算内訳

8節安全衛生研修会等講師謝礼

11節給食用補充食器等消耗品費

放射性物質測定用食材消耗品費

備品修繕料

医薬材料費

12節腸内細菌培養検査等手数料

13節深沢小学校及び山崎小学校給食調理等業務委託料
小坂小学校及ひや今泉小学校給食調理等業務委託料

西鎌倉小学校及び玉縄小学校給食調理等業務委託料

第一小学校及び腰越小学校給食調理等業務委託料

学校給食展用展示パネル作成委託料

18節昇降式熱風消毒保管庫備品購入費

器具用熱風消毒保管庫備品購入費

冷蔵庫備品購入費

冷凍冷蔵庫等備品購入費

(単位:千円)

| 一般財源

I 208，909 

20 

3，853 

1，300 

1，500 

26 

388 

52，866 
44，467 
47，746 

46，403 
54 

2，916 
2，592 
2，547 
2，231 



- 345 -

(款) 55教育費(項) 10 小学校費(目) 5 学校管理費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

恒問先研民主一一一一 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

{ 事業の目的 】

対象市立小学校の児童等

意図教員の指導力を向上させるための研究・研修の充実を図るため。

教育指導課

効果教員の指導力の向上、指導方法の工夫改善により、児童の学習意欲を高め、確かな学力の向
上を図る。

【 事業の内容 】

・各校において、教育課程や児童指導等の課題について研究・研修に取り組む。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

510 
主な予算内訳

8節研究・研修講師謝礼 308 
11節研究・研修関係消耗品費 162 

印刷製本費 40 



- 346 -

(款) 55教育費(項) 10小学校費(目) 5 学校管理費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

小学校施設管理運営事業 【

【総合計画上の位置づけ}

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

【 事業の目的 】

対象市立小学校16校

意図小学校の施設・設備の機能を維持するため。

効果児童の安全・安心な教育環境を整える。

【 事業の内容 】

教育総務課・学校施設課

・小学校施設・設備の機能を維持し、安全を確保するため、各種点検や修繕を実施する0

.小学校16校分の光熱水費、電信料等を執行する。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

273，379 I 5 ，1~O I 268，219 

主な予算内訳

11節ペンキ・木材等消耗品費 2，700 

小学校光熱水費 139，790 

小学校施設小破修繕料 82，000 

12節小学校電信料 4，282 

自家用電気工作物点検手数料 1，808 

消防用設備等点検手数料 1，274 

給食用小荷物専用昇降機点検手数料 1，212 

御成小学校エレベーター点検手数料 804 

第一種特定製品簡易点検手数料 3，391 

防火シャッター等点検等手数料 466 

13節トイレ清掃委託料 6，384 

受水槽等清掃委託料 1，614 

給食室換気扇・天井等清掃委託料 1，906 

給食室ガス器具点検委託料 1，477 

自動ドア保守点検委託料 292 

フ。ール水循環浄化装置保守点検委託料 403 

緊急時用浄水装置保守点検委託料 73 

ガスヒートポンプ保守点検委託料 291 

油汚泥収集運搬委託料 1，952 

油汚泥処分委託料 1，903 

漏水調査委託料 907 

植栽維持管理委託料 2，160 

体育館床樹脂皮膜塗布委託料 1，309 

小学校施設管理委託料 14，147 

14節小学校電話設備賃借料 834 



- 347 -

(款) 55教育費(項) 10小学校費(目) 5学校管理費

。行財政運営 O行財政運営

| 職員給与費

【 対象となる職員 】
小学校

{ 職員給与費 】

主な予算内訳

職員給与費

・2節給料 一般職

一般職職員 39人

再任用(短時間) 6人

. 3節職員手当等

扶養手当

地域手当

通勤手当

超過勤務手当

特殊勤務手当

期末勤勉手当

住居手当

児童手当

. 4節共済費

公立学校共済組合負担金

社会保険料

雇用保険料

教育総務課

(単位:千円)

313，504 

159，681 

101，688 
2，780 
24，372 

4，423 

1，179 
16 

63，185 

4，833 
900 

52，135 
49，699 
2，278 
158 



- 348 -

(款) 55教育費(項) 10小学校費(目) 10教育振興費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

小学校特別支援教育事業 【

【総合計画上の位置づけ]

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

【 事業の目的 】
対象市立小学校の特別支援学級に通う児童

意図安定した特別支援学級の運営を支援するため。

効果質の高い特別支援学級の運営を図る。

【 事業の内容 】

教育総務課

・特別支援学級運営を円滑に進めるため、授業、行事などの学校生活に必要な物品、役務の
調達や管理などを行う。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

5，063 I 5，063 
主な予算内訳

8節研修会等講師謝礼 247 
11節教材用消耗品費 4，371 

印刷製本費 13 
12節ピアノ調律手数料 39 
13節オージオメーター等点検委託料 393 I 



- 349 -

(款) 55教育費(項) 10小学校費(目) 10教育振興費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

|小学校教育振興助成事業 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

【 事業の目的 】

学務課

対象経済的理由により就学が困難な児童の保護者や、特別支援学級に就学している児童の保護
者

意図保護者の経済的負担を軽減し、義務教育の円滑な実施を図るため。

効果保護者が安心して児童を就学させることができ教育の機会均等が図られる。

【 事業の内容 】

・要保護及び準要保護児童に対して必要な扶助を行う。

-特別支援学級・ことばの教室等に就学する児童に対して必要な扶助を行う。

事業費 (単位:千円)
事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

96，656 I 1，326 I 95，330 

主な予算内訳

20節要保護及び準要保護児童扶助費 92，196 

学用品費 14，720 

通学用品費 2，482 

校外活動費(宿泊を伴わないもの) 2，024 

校外活動費(宿泊を伴うもの) 760 

新入学児童等学用品費 7，372 

修学旅行費 4，281 

通学費 255 

給食費 59，266 

医療費 10 

めがね検眼・購入費 1，026 

特別支援教育就学奨励費 4，460 
学用品費 472 

通学用品費 79 

校外活動費(宿泊を伴わなしもの) 78 

校外活動費(宿泊を伴うもの) 33 

新入学児童学用品費 153 

修学旅行費 191 

通学費 712 

給食費 2，270 

言語・難聴通級費 472 



- 350 -

(款)55教育費(項) 10小学校費(目) 15学校建設費

。学校教育 O学校施設の整備

|小学校施設整備事業

※重点事業(事業CD:4-3ー3-5)

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針学校施設の整備

【 事業の目的 】

対象市立小学校16校

意図小学校施設の改修等により教育環境の改善を図るため。

効果児童の安全・安心な教育環境を整える。

【 事業の内容 】

・第二小学校外5校の冷暖房設備設置工事設計委託を行う0

.関谷小学校北棟のトイレ改修工事設計委託を行う。

-学校施設の老朽化状況調査を行う。

-御成小学校旧講堂改修工事設計委託を行う。

-御成小学校の児童数増に対応するため、仮設校舎を賃借する0

.富士塚小学校の受水槽等改修工事を行う。

事業費

事業費 国県支出金 地方債 その他

76，623 I 40，300 I 
主な予算内訳

1節御成小学校旧講堂改修設計業者選定委員会報酬 4人
13節第二小学校外5校冷暖房設備設置工事設計委託料

関谷小学校北棟トイレ改修工事設計委託料

14節御成小学校仮設校舎(普通教室用)賃借料

15節富士塚小学校受水槽等改修工事請負費

学校施設課

(単位:千円)

一般財源

36，323 

126 
29，247 
7，711 
14，904 
24，635 



- 351 -

(款) 55教育費(項) 15 中学校費(目) 5 学校管理費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

|中学校運営事業

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

【 事業の目的 】
対象市立中学校の生徒等

意図安定した学校運営を支援するため。

効果質の高い公教育の実施を図る。

【 事業の内容 】

教育総務課

・中学校9校の授業、行事等の学校生活に必要な物品、役務の調達などにより、中学校運営の
充実を図る。

-中学校9校に緊急地震速報受信装置を設置し、地震発生時の初動対応に備える。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

66，024 I 1，955 I 63，206 

主な予算内訳

10節中学校交際費 76 

11節教材用他消耗品費 38，404 
フ。ロパンガス・灯油等燃料費 2，653 

学校要覧等印刷製本費 249 

校舎小破等維持修繕料 3，957 

教材教具等備品修繕料 2，086 

車両修繕料 90 

保健用医薬材料費 408 

12節保健衛生用等手数料 656 

筆耕翻訳料 158 

13節校舎維持等委託料 2，942 

備品・薬品廃棄処分委託料 1，350 

体育器具点検委託料 135 

14節清掃用具等賃借料 891 

18節緊急地震速報受信装置購入費 1，371 

教材教具等備品購入費 10，598 



- 352 -

(款) 55 教育費(項) 15 中学校費(目) 5学校管理費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

両開館務
※重点事業(事業CD:4-3-2-2) 

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

【 事業の目的 】

対象市立中学校に就学する生徒

意図中学校の完全給食を実施するため。

効果生徒の心身の健全な発達の促進を図る。

【 事業の内容 1 
-安全で安心な給食の提供を開始する。

-生徒に栄養バランスのとれた給食を提供するための献立を作成するo

-給食予約等管理システムの適正な運用に努める。

学務課

-中学校における給食開始を広く周知するため、保護者説明会を実施する。

事業費

事業費 国県支出金 地方債 その他

152，600 I 
主な予算内訳

1節事務補助嘱託員報酬 1人
8節 中学校給食実施検討会等出席者謝礼

9節事務補助嘱託員費用弁償

11節ランチボ、ックス等消耗品費

放射性物質測定用食材等消耗品費

印刷製本費

12節電信料

給食食材食品検査等手数料

13節保護者説明会用予約システム利用手引作成委託料

新入生保護者説明会用資料作成委託料

給食調理等業務委託料

給食予約等管理システム構築及び運用業務委託料

14節栄養職員緊急対応用タクシー使用料

(単位:千円)

一般財源

152，600 

1，029 

44 

150 

42，916 

878 

303 

128 

27 

499 

349 

91，008 

15，245 

24 



- 353 -

(款) 55教育費(項) 15 中学校費(目) 5 学校管理費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

恒問先伊平一一一一一一[

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

{ 事業の目的 】

対象市立中学校の生徒等

意図教員の指導力を向上させるための研究・研修の充実を図るため。

教育指導課

効果教員の指導力の向上、指導方法の工夫改善により、生徒の学習意欲を高め、確かな学力の向
上を図る。

【 事業の内容 ] 

・各校において、教育課程や生徒指導等の課題について研究・研修に取り組む。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

244 

主な予算内訳

8節研究・研修講師謝礼 130 
11節研究・研修関係消耗品費 88 

印刷製本費 26 



- 354 -

(款) 55 教育費(項) 15 中学校費(目) 5 学校管理費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

中学校施設管理運営事業 { 

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

【 事業の目的 } 

対象市立中学校9校

意図中学校の施設・設備の機能を維持するため。

効果生徒の安全・安心な教育環境を整える。

【 事業の内容 】

教育総務課・学校施設課

・中学校施設・設備の機能を維持し、安全を確保するため、各種点検や修繕を実施する0

.中学校9校分の光熱水費、電信料等を執行する。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

129，319 I 2，226 I 127~093 

主な予算内訳

11節ペンキ・木材等消耗品費 2，070 
中学校光熱水費 68，641 

中学校施設小破修繕料 36，000 

12節中学校電信料 2，980 

自家用電気工作物点検手数料 1，337 

消防用設備等点検手数料 670 

御成中学校エレベーター点検手数料 816 

第二中学校エレベーター点検手数料 998 

玉縄中学校エレベーター点検手数料 940 

大船中学校エレベータ一点検手数料 1，757 

第一種特定製品簡易点検手数料 3，089 

防火シャッタ一等保守点検等手数料 243 
13節トイレ清掃委託料 2，619 

受水槽等清掃委託料 692 

浄化槽清掃委託料 164 

浄化槽保守点検委託料 43 

プール水循環浄化装置保守点検委託料 230 

緊急時用浄水装置保守点検委託料 33 

ガスヒートポンプ保守点検委託料 791 

油汚泥収集運搬委託料 161 

油汚泥処分委託料 150 

漏水調査委託料 680 

植栽維持管理委託料 2，000 

体育館床樹脂皮膜塗布委託料 729 

中学校施設管理委託料 1，038 
14節中学校電話設備賃借料 448 



- 355 -

(款)55教育費(項) 15 中学校費(目) 5学校管理費

。行財政運営 O行財政運営

L竺早お平L一一一一一一一[

【 対象となる職員 } 

中学校

【 職員給与費 】

主な予算内訳

職員給与費

・2節給料 一般職

一般職職員 9人

再任用(短時間) 3人

-3節職員手当等

扶養手当

地域手当

通勤手当

超過勤務手当

特殊勤務手当

期末勤勉手当

住居手当

-4節共済費

公立学校共済組合負担金

社会保険料

雇用保険料

教育総務課

(単位:千円)

71，082 
39，020 

22，002 
264 

5，894 
859 
478 
37 

13，104 
1，366 

10，060 
8，618 
1，139 
303 



- 356 -

(款) 55教育費(項) 15 中学校費(目) 10教育振興費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

中学校特別支援教育事業 【

【総合計画上の位置づけ]

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

【 事業の目的 】
対象市立中学校の特別支援学級に通う生徒

意図安定した特別支援学級の運営を支援するため。

効果質の高い特別支援学級の運営を図る。

【 事業の内容 】

教育総務課

・特別支援学級運営を円滑に進めるため、授業、行事などの学校生活に必要な物品、役務の
調達や管理を行う。

-腰越中学校特別支援学級開設に向け、必要な物品の調達を行う。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

4，967 I 4，967 

主な予算内訳

8節行事用報償品 20 

11節教材用消耗品費 3，422 

腰越中学校特別支援学級初度調弁 1，000 

12節ピアノ調律手数料 25 

18節腰越中学校特別支援学級初度調弁 500 



- 357 -

(款)55教育費(項) 15 中学校費(目) 10教育振興費

。学校教育 O教育内容・教育環境の充実

|中学校教育振興助成事業 【

【総合計画上の位置づけ]

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針教育内容・教育環境の充実

【 事業の目的 】

学務課

対象経済的理由により就学が困難な生徒の保護者や、特別支援学級に就学している生徒の保護
者

意図保護者の経済的負担を軽減し、義務教育の円滑な実施を図るため。

効果保護者が安心して生徒を就学させることができ、教育の機会均等が図られる。

【 事業の内容 】

-要保護及び準要保護生徒に対して必要な扶助を行う。

-特別支援学級等に就学する生徒に対して必要な扶助を行う。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

51，221 I 1，126 I 50，095 
主な予算内訳

20節要保護及び準要保護生徒扶助費 46，602 
学用品費 13，057 
通学用品費 890 
校外活動費(宿泊を伴わなしもの) 1，328 
校外活動費(宿泊を伴うもの) 1，171 
新入学生徒学用品費 236 
修学旅行費 9，328 
通学費 305 
給食費 19，274 
医療費 25 
めがね検眼・購入費 988 

特別支援教育就学奨励費 4，619 
学用品費 863 
通学用品費 63 
校外活動費(宿泊を伴わなしもの) ' 

96 
校外活動費(宿泊を伴うもの) 82 
新入学生徒学用品費 271 
修学旅行費 992 
通学費 847 
給食費 1，400 
職場実習交通費 5 



- 358 -

(款) 55 教育費(項) 15 中学校費(目) 15 学校建設費

。学校教育 O学校施設の整備

|中学校施設整備事業

※重点事業(事業CD:4-3-3-6) 

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 学校教育

施策の方針学校施設の整備

【 事業の目的 】

対象市立中学校9校

意図中学校施設の改修等により教育環境の改善を図るため。

効果生徒の安全・安心な教育環境を整える。

【 事業の内容 】

学校施設課

・第二中学校体育館の特定天井落下防止対策に係る改修工事設計委託を行う0

.腰越中学校のトイレ改修工事設計委託を行う。

-学校施設の老朽化状況調査委託を行う。

-大船中学校の校庭整備工事を行う。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

380，590 I 18，538 I 257，300 I 104，752 

主な予算内訳

13節第二中学校体育館特定天井改修工事設計委託料 10，444 

腰越中学校トイレ改修工事設計委託料 8，510 

15節大船中学校校庭整備工事請負費 361，636 



- 359 -

(款) 55 教育費(項)20社会教育費(目) 5 社会教育総務費

。文化 O文化活動の支援・推進

|美術館建設準備事業 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 歴史を継承し、文化を創造するまち

分野 文化

施策の方針文化活動の支援・推進

【 事業の目的 】

対象市民等

文化人権推進課

意図文化を創造するまちづくりに資する施設となる美術館の設置に向けて準備をするため。

効果鎌倉ゆかりの美術工芸品等の収集及び保存を図る。

【 事業の内容 】

・美術工芸品等収集選定委員会の開催、作品の収集、高田博厚作品を含む美術品保管委託
などを行う。

. (仮称)鎌倉美術館についての検討を進める。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2，309 I 2，309 
主な予算内訳

1節美術工芸品等収集選定委員会委員報酬 5人 52 

8節美術家専門家助言謝礼 10 

13節美術品保管委託料 2，139 
美術品搬送委託料 108 



- 360 -

(款)55教育費(項)20社会教育費(目) 5 社会教育総務費

。文化 O文化活動の支援・推進

鏑木清方記念美術館管理運営事業 【 文化人権推進課

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 歴史を継承し、文化を創造するまち

分野 文化

施策の方針文化活動の支援・推進

【 事業の目的 】

対象市民等

意図鏑木清方の作品等を展示公開及び維持・管理し、鏑木美術品等の調査及び研究を行うため。

効果鏑木清方の業績を後世に伝える。市民の教育、学術及び文化の発展に資する。

【 事業の内容 】
-指定管理者制度により、鏑木清方記念美術館の効率的な管理運営を行う0

.指定管理者との役割分担に応じた施設の維持管理を行う。

事業費

事業費 国県支出金 地方債 その他

47，912 I 
主な予算内訳

11節維持修繕料

13節鏑木清方記念美術館指定管理料

19節指定管理者リスク分担金(防火設備点検経費)

(単位:千円)

一般財源

47，912 

2，232 
45，566 

114 



- 361 -

(款) 55 教育費(項) 20社会教育費(目) 5 社会教育総務費

。生涯学習 O多様な学習機会の提供と学習成果の活用

|社会教育運営事業

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 生涯学習

施策の方針多様な学習機会の提供と学習成果の活用

事業の目的 】

対象市民等

教育総務課

意図 「生きがしリや「自己実現Jのみならず、地域社会の活性化や高齢者の社会参加の促進など、
豊かな地域づくりを目指すため。

効果「誰もが、いつでも、どこでも、自由に学習機会を選択して学ぶことができ、その成果が適切に
評価される」ような生涯学習社会を構築する。

事業の内容 】

・社会教育委員会議を開催する。

-社会教育振興事業など、社会教育全般に係る事務を行う0

.教育文化施設建設の財源に充てるための基金を運用する。

事業費 (単位:千円)

事業費 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源

7，215 I I I 3，318 I 3，897 

主な予算内訳

1節社会教育委員会議委員報酬 9人 458 

社会教育指導員報酬 1人 1，495 
社会教育業務嘱託員報酬 1人 1，017 

8節社会教育振興事業(子ども写生大会・市PTA指導者研修会)報償費 71 

家庭・地域(PTA等)教育力活性化セミナー講師謝礼 35 

教育委員会賞報償費 91 

9節社会教育指導員等費用弁償 173 

11節消耗品費 42 

13節子どものためのウインターコンサート演奏委託料 84 

かまくらこどもコンサート演奏委託料 84 

14節鎌倉芸術館施設使用料 193 

19節神奈川県社会教育委員連絡協議会負担金 11 

市PTA連絡協議会補助金 151 

25節教育文化施設建設基金利子積立金 2，205 

教育文化施設建設基金寄附等積立金 1，105 



- 362 -

(款) 55教育費(項)20社会教育費(目) 5 社会教育総務費

。生涯学習 O多様な学習機会の提供と学習成果の活用

放課後子ども教室運営事業 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで、心豊かに暮らせるまち

分野 生涯学習

施策の方針多様な学習機会の提供と学習成果の活用

【 事業の目的 】

対象児童等

教育総務課

意図子どもたちが地域社会の中で、放課後や週末も安全で安心して過ごせるような居場所を作ると
ともに、地域全体で子どもたちを見守り育む環境を構築するため。

効果地域の人々の交流が活性化し、子どもたちが心豊かに育まれるような生涯学習社会を実現す
る。

【 事業の内容 】

・放課後子ども教室運営委員会を開催する0

.放課後子ども教室を実施する。

-教育活動サボーターの安全研修会を開催する。

事業費

事業費 国県支出金 地方債

1，566 I 
主な予算内訳

8節運営委員会謝礼

コーディネーター謝礼

教育活動推進員謝礼

教育活動サポーター謝礼

研修会謝礼

11節教室活動用消耗品費

12節電信料

放課後子ども教室スタッフ用等保険料

(単位:千円)

その他 一般財源

813 

72 

523 

423 

340 

12 

140 

31 

25 



- 363 -

(款) 55 教育費(項) 20社会教育費(目) 5 社会教育総務費

。生涯学習 O学習環境の整備・充実

吉屋信子記念館管理運営事業 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで、心豊かに暮らせるまち

分野 生涯学習

施策の方針学習環境の整備・充実

【 事業の目的 】

対象市民 等

教育総務課

意図吉屋信子文学の業績をしのび、その文学を永久に保存し後世に伝えるとともに、市民の文化
教養の向上を図るため。

効果生涯学習施設としての市民等の学習の場として活用する。

吉屋信子の文学及び業績を広く市民に伝える。

【 事業の内容 】

・吉屋信子記念館の維持管理を行うとともに一般公開業務や施設貸出業務などを行う。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

3，346 I 2，959 

主な予算内訳

11節消耗品費 11 

吉屋信子記念館光熱水費 198 

各所修繕料 961 

12節電信料 48 

火災報知機保守点検手数料 32 

建物総合損害共済保険料 11 

13節一般公開時管理補助業務委託料 693 

施設利用時管理補助業務委託料 660 

庭園管理業務委託料 431 

機械警備業務委託料 196 

産業廃棄物処理業務委託料 5 

高木の枝払い業務委託料 100 



- 364 -

(款) 55教育費(項)20社会教育費(目) 5 社会教育総務費

。行財政運営 O行財政運営

職員給与費 【

【 対象となる職員 】

経営企画部文化人権推進課(文化担当)

こどもみらし、部青少年課

教育部教育総務課(生涯学習センター)・中央図書館

文化財部

【 職員給与費 】

主な予算内訳

職員給与費

・2節給料 一般職

一般職職員 53人

再任用(短時間) 12人

. 3節職員手当等

扶養手当

地域手当

通勤手当

超過勤務手当

休日給

管理職手当

特殊勤務手当

期末勤勉手当

住居手当

児童手当

.4節共済費

市町村職員共済組合負担金

社会保険料

雇用保険料

職員課・教育総務課

(単位:千円)

479，197 

225，611 

161，553 

3，143 
35，233 

5，691 

5，495 

4，915 
6，253 

53 

92，731 
6，994 

1，045 

92，033 
71，683 
18，703 
1，647 



- 365 -

(款) 55教育費(項)20社会教育費(目) 10文化財保護費

。歴史環境 O史跡の指定、保存・管理、整備及び活用

文化財課

※重点事業(事業CD:2-1-2-3)

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 歴史を継承し、文化を創造するまち

分野 歴史環境

施策の方針史跡の指定、保存・管理、整備及び活用

事業の目的

対象国指定史跡地の土地所有者

意図国指定史跡の公有地化により史跡を保存するため。

効果国指定史跡の民有地の100%公有地化を図る。

事業の内容

-国・県の補助を受け、史跡買収を行う。

事業費 (単位:千円)
事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

154，837 I 139，348 I 11，300 I 4，189 
主な予算内訳

13節史跡朝夷奈切通土地鑑定業務委託料 312 
史跡名越切通土地鑑定業務委託料 312 
史跡鶴岡八幡宮境内土地鑑定業務委託料 521 

17節史跡朝夷奈切通土地購入費 31，547 
史跡名越切通土地購入費 24，906 

史跡鶴岡八幡宮境内土地購入費 97，239 



- 366 -

(款) 55教育費(項) 20社会教育費(目) 10文化財保護費

。歴史環境 O史跡の指定、保存・管理、整備及び活用

|史跡環境整備事業 { 

※重点事業(事業CD: 2-1 -2-4) 

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 歴史を継承し、文化を創造するまち

分野 歴史環境

施策の方針史跡の指定、保存・管理、整備及び活用

【 事業の目的 】

対象国等指定史跡

意図国等指定史跡の整備及び保存・活用を行うため。

効果国等指定史跡の保存・活用を図る。

【 事業の内容 】

文化財課

・史跡永福寺跡の環境整備や史跡大町釈迦堂口遺跡の崩落対策工事に向けた基本設計等を
行う。

・公有地化した史跡の維持管理を行う。

事業費

事葉費 | 国県支出金 | 地荊責 | その他

53，163 I 13，255 I I 
主な予算内訳

8節史跡永福寺跡整備委員会委員謝礼

史跡等保存活用検討委員会謝礼

9節史跡永福寺跡環境整備事業旅費

普通旅費

11節消耗品費

ボランティア食糧費

光熱水費

維持修繕料

12節電信料
ボ、ランティア保険料

13節史跡永福寺跡整備報告書作成業務委託料

史跡永福寺跡ルート板設置業務委託料

史跡永福寺跡環境整備業務委託料

史跡永福寺跡維持管理業務委託料

史跡等維持管理業務委託料

史跡大町釈迦堂口遺跡崩落対策工事基本設計業務委託料

史跡大町釈迦堂口遺跡環境整備業務委託料

公衆Wi-Fi運用保守業務委託料

19節全国史跡整備市町村協議会等負担金

22節史跡管理関連事故等賠償金

(単位:千円)

一般財源

39，859 

192 

208 

10 

50 

635 

20 

549 

50 

133 

10 

5，076 

209 

2，519 

18，955 

12，000 

9，029 

3，000 

117 

400 



- 367 -

(款) 55教育費(項)20社会教育費(目) 10文化財保護費

。歴史環境 O文化財の保存、調査・研究、情報の充実

|文化財調査・整備事業 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 歴史を継承し、文化を創造するまち

分野 歴史環境

施策の方針文化財の保存、調査・研究、情報の充実

【 事業の目的 】
対象市民等

文化財課

意図有形・無形文化財、民俗文化財、記念物等の保護及び保存と埋蔵文化財を記録保存し、その
活用を図るため。

効果文化財を後世に伝えるため保護及び保存し、その活用を図る。

【 事業の内容 】
・文化財の指定、指定文化財所有者への適正な管理に対する補助金の交付、発掘調査による
埋蔵文化財の記録保存を行う。

・発掘調査に伴い出土した遺物の整理を行い、適正かっ効率的な管理・保管を行う。

【 事業費 ] 

事業費 | 国県支面金 | 地方債

188，338 I 99，605 I 
主な予算内訳

1節文化財専門委員報酬 9人

非常勤嘱託員報酬 3人
7節発掘調査員賃金

出土品再整理調査員賃金

8節確認調査立会謝礼等報償費

9節非常勤嘱託員費用弁償

文化財専門委員交通費

11節発掘関係等消耗品費

燃料費

埋蔵文化財緊急調査報告書等印刷製本費

光熱水費

維持修繕料

備品修繕料

車両修繕料

医薬材料費

12節電信料

仮設トイレ等手数料

文化財関係調査員等保険料

13節発掘調査作業業務委託料

資料整理業務委託料

花粉等分析業務委託料

空中写真撮影業務委託料

発掘調査用機材運搬業務委託料
発掘調査支援業務委託料
出土遺物保存処理業務委託料
出土品保管箱運搬業務委託料

(単位:千円)

その他 一般財源

88，643 

368 
6，765 

42，081 

8，148 

333 

589 

11 

2，983 

131 

1，966 

827 

222 

118 
6 

165 

30 

21 

6，823 

735 

540 

393 
162 

2，160 
267 
130 
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出土品保管箱整理作業委託料 340 
確認調査墳掘削業務委託料 2，426 
分室管理業務委託料 1，778 
分室機械警備業務委託料 91 
コピー機保守業務委託料 47 
調査報告書未刊行分発行業務委託料 87，840 
分室ネットワーク機器保守業務委託料 7 
分室枝払い等業務委託料 150 

14節トランシット賃借料 946 
発掘調査用機材賃借料 411 
文化財システムパソコン賃借料 1，958 

分室賃借料 5，249 
コピー機等賃借料 32 

18節デジタル一眼レフカメラ備品購入費 362 

19節出土資料共同研究負担金 300 

発掘調査費補助金 8，000 
市指定文化財管理補助金 2，420 

22節発掘調査事故等賠償金

27節自動車重量税 5 
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(款) 55教育費(項)20社会教育費(目) 10文化財保護費

。歴史環境 O文化財の保存、調査・研究、情報の充実

|文化財保存・修理助成事業 【 文化財課

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 歴史を継承し、文化を創造するまち

分野 歴史環境

施策の方針文化財の保存、調査・研究、情報の充実

【 事業の目的 】

対象指定文化財の所有者等

意図指定文化財等の適正な保存管理とその活用を図り、後世に伝えるため。

効果指定文化財等の適正な保存管理とその活用を図る。

【 事業の内容 } 

・指定文化財等の適正な保存管理とその活用を図るために必要な費用に対し補助を行う。

事業費

A斗
ム

A
斗・ム

円
-
-
-
D

-輝一

c

千
一
白
一
6

位-般一

単一一一事業費 | 国県支面金 | 地方債 | その他 | 
70，429 I 7，828 I I 1，957 I 

主な予算内訳

13節国指定重要文化財円覚寺五百羅漢像保存修理業務委託料

19節面掛行列保存育成事業補助金

鎌倉文化財防災連絡協議会事業補助金

鎌倉市郷土芸能保存協会育成事業補助金

市指定文化財緊急保存修理事業補助金

国指定史跡鶴岡八幡宮境内環境整備事業補助金

国指定重要文化財鶴岡八幡宮摂社若宮保存修理事業補助金

国指定重要文化財円覚寺文書保存修理事業補助金

国指定重要文化財東慶寺文書保存修理事業補助金

国指定重要文化財円覚寺伝法衣保存修理事業補助金

国指定名勝及史跡円覚寺庭園(白鷺池)整備事業補助金

国指定重要文化財太刀保存修理事業補助金

国指定重要文化財光明寺本堂修理調査事業補助金

県指定有形民俗文化財鶴岡八幡宮神輿保存修理事業補助金

県指定文化財旧県立近代美術館鎌倉館本館保存修理事業補助金

市指定文化財松ヶ同文庫木造観音菩薩坐像修理事業補助金

市指定文化財常楽寺木造阿弥陀如来及び両脇侍像保存修理事業補助金

市指定文化財向福寺木造阿弥陀如来及び両脇侍像保存修理事業補助金

11，743 
60 

3，644 
141 
90 

20，556 
17，383 

210 
600 

898 
3，357 
278 
500 

1，558 
5，000 
702 

2，710 
999 
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(款)55教育費(項)20社会教育費(目) 10 文化財保護費

。歴史環境 O文化財の保存、調査・研究、情報の充実

|公開宣伝事業 【

【総合計画上の位置づけ]

将来目標 歴史を継承し、文化を創造するまち

分野 歴史環境

施策の方針文化財の保存、調査・研究、情報の充実

【 事業の目的 】
対象市民等

文化財課

意図市内に所在する文化財を紹介し、郷土への理解を深めるとともに、文化財愛護の精神の高揚
を図るため。

効果郷土への理解を深めるとともに、文化財愛護の精神の高揚を図ることにより、文化財を保護・保
存し、文化財を後世に伝える。

事業の内容 ] 

・郷土芸能大会、文化財めぐり遺跡調査・研究発表会、埋蔵文化財の地下道ギャラリーパネ
ル写真展等の実施や、鎌倉の埋蔵文化財等の出版物の刊行等を行う。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2，199 I 2，077 
主な予算内訳

8節遺跡調査研究発表会講師等謝礼 100 

11節郷土芸能大会用文具等消耗品費 302 

鎌倉の埋蔵文化財21等印刷製本費 798 

12節筆耕翻訳料 26 

普通傷害保険料 3 

13節郷土芸能大会支援業務委託料 821 

指定文化財標柱等設置業務委託料 149 
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(款) 55教育費(項) 20社会教育費(目) 10文化財保護費

。歴史環境 O文化財の保存、調査・研究、情報の充実

鎌倉歴史文化交流館管理運営事業 【 歴史まちづくり推進担当

【総合計画上の位置づけ]

将来目標 歴史を継承し、文化を創造するまち

分野 歴史環境

施策の方針文化財の保存、調査・研究、情報の充実

【 事業の目的 】

対象市民等

意図鎌倉の歴史及び文化に関する展示や教育普及事業の実施により、鎌倉の歴史的遺産や文化
的遺産に対する市民等の理解を深めるとともに、交流の場の提供により市民の交流を促進す
るため。

効果市民等の歴史学習の環境をつくり、鎌倉の歴史的遺産や文化的遺産を未来へ継承する意識
の醸成を図る。

【 事業の内容 】

・鎌倉の歴史的遺産や文化的遺産に関する展示を行う。

-講座、体験学習、交流イベント等を企画・立案・実施する0

.鎌倉歴史文化交流館等の維持管理を行う。

【 事業費 】

事業費 | 国県支出金 | 地方債

104，238 I 
主な予算内訳

1節非常勤特別職員報酬 1人
学芸嘱託員報酬 2人

8節講座講師等謝礼

9節非常勤特別職員・学芸嘱託員費用弁償

11節消耗品費

印刷製本費

光熱水費

各所修繕料

備品修繕料

医薬材料費

12節電信料

運搬料

自家用電気工作物保守点検等手数料

建物総合損害共済等保険料

13節総合管理業務委託料

機械警備業務委託料

展示用映像機器等保守点検業務委託料

庭園管理業務委託料

廃棄物等処理業務委託料

電子複写機保守点検業務委託料

デジタルコンテンツ製作業務委託料

パンフレット等作成業務委託料

館内;壊蒸業務委託料

周辺環境対策業務委託料

l
l
+
l
l
 

(単位:千円)

その他 | 一般財源

28，153 I 76，085 

1，800 
3，888 
1，000 
524 

2，673 
1，753 

10，159 
3，622 
100 

10 

2，092 
1，112 
218 

130 

32，789 
2，024 
581 

7，185 
690 

972 

1，000 
6，869 

4，320 

16，838 
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14節ノミソコン機器等賃借料

18節鎌倉歴史文化交流館備品購入費

889 

1，000 
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(款) 55 教育費(項)20社会教育費(目) 15 生涯学習センター費

。生涯学習 O多様な学習機会の提供と学習成果の活用

生涯学習センター推進事業

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで、心豊かに暮らせるまち

分野 生涯学習

施策の方針多様な学習機会の提供と学習成果の活用

【 事業の目的 】
対象市民等

教育総務課

意図学習活動を展開できる場の確保と利用しやすく質の高い魅力的な施設づくりを進めるため。

効果印、つでもJIどこでもJIだれもが」気軽に学習できる環境の整備・充実を図る。

【 事業の内容 】
・市民団体である鎌倉市生涯学習推進委員会に委託して各種講座・イベントの開催や生涯学
習情報誌「鎌倉萌」の発行、生涯学習教養セミナー等の生涯学習事業を実施する。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

15，006 I 15，006 

主な予算内訳

1節事務補助嘱託員報酬 4人 4，113 

8節生涯学習教養セミナー協力謝礼 40 

9節事務補助嘱託員費用弁償 346 

13節生涯学習推進事業委託料 10，357 

大学等公開講座事業委託料 150 
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(款)55教育費(項)20社会教育費(目) 15生涯学習センター費

。生涯学習 O学習環境の整備・充実

生涯学習センター管理運営事業 【 教育総務課

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 生涯学習

施策の方針学習環境の整備・充実

【 事業の目的 】

対象市民等

意図学習活動を展開できる場の確保と利用しやすく質の高い魅力的な施設づくりを進めるため。

効果九、つでもJ["どこでもJ["だれもがJ気軽に学習できる環境の整備・充実を図る。

【 事業の内容 】

・生涯学習センター管理業務補助嘱託員の配置や事務用消耗品の購入など、生涯学習セン
ターの運営に必要な事務を行う。

・生涯学習センターの総合管理、各所修繕や生涯学習ネットワークシステムの保守管理など、
施設の維持管理を行う。

【 事業費 】

事業費 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 
252，762 I I I 50，140 I 

主な予葬内訳

1節生涯学習センター管理業務補助嘱託員報酬 25人
9節生涯学習センター管理業務補助嘱託員費用弁償

11節一般事務用・センター運営用消耗品費

燃料費

鎌倉生涯学習センター等光熱水費

鎌倉生涯学習センター高圧機器修繕料

鎌倉生涯学習センター舞台機構設備三つ折り椴帳中間パイプρ袋修繕料

鎌倉生涯学習センターゴンドラ設備昇降用トラパーサー装置取替修繕料

たまなわ交流センター自動ドア修繕料

鎌倉生涯学習センター3階男子トイレ洋便器化等修繕料

備品修繕料

車両修繕料

医薬材料費

12節電信料

鎌倉生涯学習センターエレベーター保守点検手数料

消防設備点検等手数料

建物総合損害共済保険料

13節鎌倉生涯学習センター総合管理業務委託料

鎌倉生涯学習センターホール機構管理運営業務委託料

鎌倉生涯学習センター設備保守点検業務委託料

深沢学習センター舞台吊物保守点検業務委託料

たまなわ交流センター総合管理業務委託料

たまなわ交流センター設備保守点検業務委託料

学校開放施設管理業務委託料

機械警備業務委託料

コピー機保守点検業務委託料

(単位:千円)

一般財源

202，622 

25，920 
1，872 
1，875 

42 
15，486 
1，052 
862 
702 
540 

8，990 
108 
103 
3 

1，210 
778 

2，906 
44 

30，230 
16，252 
2，492 

65 
10，659 

187 
6，157 
315 
237 
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産業廃棄物処理業務委託料 174 

14節鎌倉生涯学習センター土地賃借料 30，711 

鎌倉生涯学習センター土地賃貸借契約更新料 83，700 

生涯学習ネットワークシステム機器賃借料 7，996 

パソコン教室用パソコン機器賃借料 462 

LED照明器具等賃借料 589 

19節神奈川県高圧ガス保安協会加入者負担金 36 

27節自動車重量税 7 
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(款) 55教育費(項) 20社会教育費(目)20青少年育成費

。青少年育成 O青少年の育成・支援

同事業 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 青少年育成

施策の方針青少年の育成・支援

【 事業の目的 】

対象青少年等

意図地域社会における青少年等の健全育成のため。

青少年課

青少年の健全育成の指針となる基本理念・基本目標・取組方針の推進を図るため。

青少年の非行・問題行動の早期発見とその指導を行うため。

効果地域の青少年指導者として健全育成に関与するとともに、子ども達が様々な体験を通し心身と
もに健やかに成長することを図る。

青少年が心身ともに健やかに成長し、個性豊かな人間形成を図り、自立できるよう、家庭・学
校・地域を基盤とする良好な環境づくりを進める。

青少年の非行・問題行動への取り組みを図る。

【 事業の内容 】

・研修会、講演会を開催し青少年指導員としての活動内容の向上に努める0

.キャンプo等、小学生を対象とした各種事業を実施するO

-成人のつどいを実施する。

・子ども・若者育成プランの推進を図る。

-各中学校区を中心に市内をパトロールするO

事業費

事業費 国県支出金 地方債 その他

6 ， ~06 I 
主な予算内訳

1節青少年指導員報酬 75人

青少年問題協議会委員報酬 16人

街頭指導員報酬 12人

8節街頭指導員等謝礼等

9節青少年指導員費用弁償

11節消耗品費

12節ボランティア事故共済保険料

13節成人のつどい事業委託料

育成事業委託料

ジュニアリーダーズクラブ研修事業委託料

(イ反称)青少年フェスタ機材一式等・楽器等運搬作業委託料

14節成人のつどい芸術館使用料

19節子ども会補助金

青少年指導員連絡協議会補助金

(単位:千円)

一般財源

6，306 

2，025 

324 

279 

174 

11 

24 

23 

1，399 

470 

35 

128 

297 

700 

417 
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(款) 55教育費(項) 20社会教育費(目) 20青少年育成費

。青少年育成 O青少年の育成・支援

|青少年会館管理運営事業 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで、心豊かに暮らせるまち

分野 青少年育成

施策の方針青少年の育成・支援

【 事業の目的 】

対 象青少年

意図交流と活動の場を提供することにより、青少年の自立を促すため。

効果青少年の健全育成に寄与する。

【 事業の内容 】

・様々な年齢層の青少年を対象に、 J各種の講座を開催する0

.鎌倉青少年会館及び玉縄青少年会館の維持管理を行う。

事業費

事業費 国県支出金 地方債

37，086 I 
主な予算内訳

1節会館嘱託員報酬 5人
事務補助嘱託員報酬 3人

7節臨時的任用職員賃金

8節会館講師謝礼

9節会館嘱託員等費用弁償

11節消耗品費

燃料費

印刷製本費

光熱水費

維持修繕料

備品修繕料

医薬材料費

12節電信料

昇降機保守点検手数料

電気工作物保守管理・点検等手数料

13節清掃業務委託料

夜間等管理業務委託料

植木勢定・斜面草刈委託料

空調機設備点検委託料

機械警備委託料

自動ドア保守点検委託料

複写機保守点検委託料

備品等廃棄処分委託料

グリストラップ。点検委託料

レンジフード清掃委託料

害虫駆除業務委託料

14節複写機等賃借料

22節過少収納時補てん金

その他

青少年課

(単位:千円)

一般財源

1，929 I 35，157 

7，632 

3，085 

1，813 

2，059 

628 

699 

12 

81 

5，126 

4，779 

20 

3 

281 

765 

780 

3，883 

3，200 

640 

389 

321 

109 

78 

50 

26 

100 

108 

417 
2 



- 378 -

(款)55教育費(項)20社会教育費(目) 25 図書館費

。生涯学習 O学習環境の整備・充実

|図書館管理運営事業 【

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 生涯学習

施策の方針学習環境の整備・充実

事業の目的 ] 

対象市民等

中央図書館

意図図書等資料を収集、整理・保存して市民等の利用に供し、市民等の教養、調査、研究及びレ
クリエーション等に資するため。

効果市民自らが文化的教養を高め、自己判断力の向上を目指すとともに、調査・研究等に活用さ
れること。

【 事業の内容 } 

・効果的な資料収集を図るとともに、市民等のニーズに則した貸出業務、インターネット予約受
付などを実施する。

-図書館業務に必要な嘱託員の配置と諮問機関としての図書館協議会の運営を図る0

.図書館施設の維持管理を行う。

【 事業費 } 

事業費 | 国県支出金 | 南方債

135，222 I I 
主な予算内訳

1節図書館業務嘱託員報酬 34人

図書館協議会委員報酬 4人
総務担当事務補助嘱託員報酬 2人

近代史資料調査収集室嘱託員報酬 1人
歴史的公文書選別等業務嘱託員報酬 1人
専門的図書館業務嘱託員報酬 2人

7節臨時的任用職員賃金

8節資料提供等謝礼

9節図書館業務嘱託員費用弁償

総務担当事務補助嘱託員等費用弁償

11節資料整理文具等消耗品費

ブックスタート図書等消耗品費

一般図書資料等消耗品費

燃料費

印刷製本費

図書館光熱水費

各所修繕料

備品修繕料

車両修繕料

12節電信 料

運搬料

エレベーター点検手数料

多目的エレベーター定期点検手数料

自家用電気工作物保守点検等手数料

(単位:千円)

その他 | 一般財源

3，177 I 132，045 

41，035 
168 

2，056 
1，680 

1，620 
4，407 
298 

10 

2，598 
902 

1，380 
1，264 

25，545 
816 

226 

5，711 
1，220 
108 

131 

1，948 
78 

504 

506 
530 



- 379 -

おはなしボランティア等保険料 82 
13節廃棄図書処理委託料 43 

中央図書館等巡回業務委託料 3，847 
複写機保守委託料 533 
各種水槽清掃業務委託料 111 
ボイラー清掃等業務委託料 182 
冷却塔清掃等業務委託料 71 
電動書架保守点検業務委託料 233 
冷凍機保守点検業務委託料 143 
自動ドア保守点検業務委託料 99 
植栽管理業務委託料 54 
総合警備業務委託料 96 
総合管理業務委託料 10，297 
設備等保守管理業務委託料 238 
「学習ノ《ックJ等学校搬送業務委託料 189 

14節複写機賃借料 606 
コンヒoュータ機器等賃借料 15，507 
インターネット機器賃借料 370 
有料データベース使用料 781 
書誌情報データ使用料 864 
プライベートネットワーク機器賃借料 4，591 

19節協働事業(身近な図書館づくり)等負担金 386 
25節図書館振興基金利子積立金 7 

図書館振興基金寄附等積立金 1，151 



- 380 -

(款) 55教育費(項)20社会教育費(目)30国宝館費

。歴史環境 O文化財の保存、調査・研究、情報の充実

|国宝館管理運営事業 【

【総合計画上の位置づけ]

将来目標 歴史を継承し、文化を創造するまち

分野 歴史環境

施策の方針文化財の保存、調査・研究、情報の充実

【 事業の目的 】

対象市民等

鎌倉国宝館

意図鎌倉ゆかりの文化財を収集、受託、保管し安全に後世に伝えるとともに、調査・研究、展示をと
おして市民等の利用に供するため。

効果現在国宝7件45点、重文92件889点をはじめ、館蔵品・寄託品併せてし000件、 5，000点を超え
る収蔵品を保管し、文化財の保全と活用を図る。

【 事業の内容 】
・鎌倉国宝館を円滑に運営するため鎌倉国宝館協議会を開催し、また、非常勤嘱託員及び臨
時的任用職員を雇用する。

・公益財団法人氏家浮世絵コレクションの円滑な運営を図るため補助金を交付する0

.特別展・平常展を開催し、また、関係図書を出版・頒布して市民等の利用に供する0

.収蔵資料を良好な環境の下で保存管理する。

-鎌倉国宝館の適切な維持管理を行う。

【 事業費 】

事業費 | 国県支出金 r 地方債 | 
95，742 I 4，025 I I 

主な予算内訳

1節鎌倉国宝館協議会委員報酬 6人
非常勤特別職員報酬 1人
学芸嘱託員報酬 1人

7節学芸業務補助臨時的任用職員賃金

8節全国足利氏ゆかりの会関連特別展等出品謝礼

寄託等謝礼

9節非常勤特別職員・学芸嘱託員費用弁償

11節消耗品費

観覧券・ポスター・図録等印刷製本費

国宝館光熱水費

各所修繕料

備品修繕料

12節電信料

美術品運搬料

広告料

昇降機保守検査等手数料

建物総合損害共済保険料

13節展示補助業務委託料

展示案内看板・懸垂幕製作業務委託料

資料撮影業務委託料

空調設備自動制御機器保守点検業務委託料

空調設備保守点検業務委託料

(単位:千円)

その他 | 一般財源

22，935 I 68，782 

124 
1，800 
1，944 
669 

1，100 
380 
464 
840 

3，301 
9，635 
8，428 

297 
3，612 
273 
981 
21 
333 
298 
165 

1，253 
497 



- 381 -

自動ドア保守点検業務委託料

機械警備業務委託料

総合管理業務委託料

植木第定業務委託料

廃棄物処理業務委託料

害虫駆除業務委託料

文化財普及啓発業務委託料

14節土地賃借料

ソフトウエア使用料

18節免震型展示ケース備品購入費

19節県博物館協会負担金

氏家浮世絵コレクション補助金

22節過少収納時補てん金

82 
254 

14，248 
670 

50 

38 

5，000 

8，437 

121 
29，893 

13 

519 

1 



- 382 -

(款)55教育費(項)20社会教育費(目)35文学館費

。文化 O文化活動の支援・推進

性問甲子竺一一一一一一[
文化人権推進課

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 歴史を継承し、文化を創造するまち

分野 文化

施策の方針文化活動の支援・推進

{ 事業の目的 】
対象市民等

意図観覧や教養及び調査・研究に資するため。

効果鎌倉ゆかりの文学及び文学者に対する理解を深めることができる。

【 事業の内容 】

-指定管理者制度により、文学館の効率的な管理運営を行う0

.指定管理者との役割分担に応じた施設の維持管理を行う。

事業費

事業費 国県支出金 地方債 その他

83，507 I 
主な予算内訳

11節維持修繕料

13節文学館指定管理料

19節指定管理者リスク分担金(防火設備点検経費)

(単位:千円)

一般財源

83，486 

13，329 
70，000 

178 



- 383 -

(款) 55教育費(項)25保健体育費(目) 5 保健体育総務費

。スポーツ・レクリエーション O市民スポーツ・レクリエーションの推進

|保健体育運営事業 【 スポーツ課

【総合計画上の位置づけ]
将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 スポーツ・レクリエーション

施策の方針市民スポーツ・レクリエーションの推進

【 事業の目的 】
対象市民等

意図活動団体への指導・援助や、関係団体との協調を図るため。

効果スポーツ・レクリエーション活動の支援を図るo

【 事業の内容 】
・関係団体への指導・援助の充実や、団体の組織化や連携を強化する0

.スポーツの分野で活躍する子どもたちを支援する。

事業費

事業費 国県支出金 地方債 その他

9，552 I 
主な予算内訳

1節 スポーツ推進審議会委員報酬 7人
スポーツ推進委員報酬 64人

事務補助嘱託員報酬 2人

8節 ジュニアスポーツ栄誉表彰等報償費

9節事務補助嘱託員等費用弁償

11節燃料費

車両修繕料

14節ジュニアスポーツ栄誉表彰会場等使用料

19節県スポーツ推進委員連合会分担金等

体育協会補助金

レクリエーション協会補助金

(単位:千円)

一般財源

9，552 

144 

3，021 

2，057 

481 

227 

156 

96 

163 

45 

2，985 

177 



- 384 -

(款)55教育費(項)25保健体育費(目) 5 保健体育総務費

。スポーツ・レクリエーション O市民スポーツ・レクリエーションの推進

陣元説得時一一一一一[ スポーツ課

※重点事業(事業CD:4-6-1-1)

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 スポーツ・レクリエーション

施策の方針市民スポーツ・レクリエーションの推進

【 事業の目的 】

対象市民等

意図身近なところで、、自主的に、気軽に楽しむことができるスポーツの振興を図るとともに、指導者
の養成と資質向上を図るため。

効果市民のスポーツ・レクリエーションの推進やスポーツ・レクリエーション活動の支援を図るO

【 事業の内容 】
・市民向けのスポーツ行事を開催するとともに、スポーツ指導者の育成などを行い、地域に根ざ
すスポーツの促進を図る。

-市民の体力・健康づくりや介護予防の促進、地域コミュニティの活性化を図るO

・オリンヒ。ック・パラリンヒ。ックの機運を醸成するため、オリンヒ。アン・パラリンヒ。アンとの交流や障
がい者スポーツとマリンスポーツの普及・促進を図るo

-ジュニアアスリート等の育成・支援や市民の競技力向上を図るo

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

14，316 I 4，829 I 9，487 

主な予算内訳

8節オリンヒoツク等強化指定選手奨励金等 916 

11節消耗品費 88 

医薬材料費 10 

13節地区スポーツ振興会協議会スポーツ行事委託料 4，385 

生涯スポーツ普及事業委託料 185 

スポーツ・レクリエーションフェア開催委託料 161 

健康ウオーク開催委託料 207 

競技スポーツ推進事業委託料 1，214 

ジュニアアスリート育成事業委託料 950 

鎌倉の海の魅力発信事業委託料 6，000 

障がい者スポーツパネル作成委託料 200 



- 385 -

(款) 55教育費(項)25保健体育費(目) 5 保健体育総務費

。スポーツ・レクリエーション O市民スポーツ・レクリエーションの推進

性問育施一淵開業 【 スポーツ課

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 スポーツ・レクリエーション

施策の方針市民スポーツ・レクリエーションの推進

{ 事業の目的 】

対象市民等

意図地域の学校体育施設を開放することで、身近なところで気軽に楽しめるスポーツ・レクリエー
ションを振興するため。

効果市民のスポーツ・レクリエーションの推進を図るo

【 事業の内容 】
・地域に身近な学校の体育館・校庭・プールを開放し、身近なところで、スポーツ・レクリエーショ
ンを楽しめる環境を提供する。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

24，573 I 450 I 24，123 

主な予算内訳

11節学校体育施設開放消耗品費 421 

夜間照明設備等修繕料 1，272 

備品修繕料 100 

医薬材料費 14 
12節毛布クリーニング、手数料 12 

13節学校体育施設開放運営協議会業務委託料 386 

学校水泳プール一般開放監視等業務委託料 21，953 

夜間照明設備保守点検業務委託料 294 

学校開放備品類廃棄処分委託料 121 



- 386 -

(款) 55 教育費(項)25_保健体育費(目) 5保健体育総務費

。行財政運営 O行財政運営

| 職員給与費 【

【 対象となる職員 】
市民活動部スポーツ課

【 職員給与費 】

主な予算内訳

職員給与費

・2節 給 料 一般職

一般職職員 6人

再任用(短時間) 2人

. 3節職員手当等

扶養手当

地域手当

通勤手当

超過勤務手当

休日給

管理職手当

期末勤勉手当

住居手当

児童手当

・4節共済費

市町村職員共済組合負担金

社会保険料

雇用保険料

職員課

(単位:千円)

61，006 
28，355 

22，937 

1，306 
4，595 
380 

1，705 
24 

972 

12，045 
1，610 
300 

9，714 
8，896 
760 
58 



- 387 -

(款) 55 教育費(項) 25保健体育費(目) 10体育施設費

。スポーツ・レクリエーション O市民スポーツ・レクリエーションの推進

|体育施設管理運営事業 【 スポーツ課

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち

分野 スポーツ・レクリエーション

施策の方針市民スポーツ・レクリエーションの推進

{ 事業の目的

対象市民等

意図市民等がスポーツ施設で気軽に楽しむことができるよう、スポーツ施設の適正な管理やスポー
ツに関する情報の発信を行うため。

効果より多くの市民等がスポーツ施設の利用が行えるように図る。

【 事業の内容 】

・市民の誰もが「し、つでもJrどこからでも」スポーツ施設の予約や抽選、空き状況の確認ができる
よう、神奈川県公共施設利用予約システムの適正な運用を行う。

-市民が身近なところで、気軽に参加できまた自ら主体的にスポーツ・レクリエーションが行え
るよう、場の提供を行う。

-指定管理者制度により、スポーツ施設の効率的な管理運営を行う。

. PFI事業により整備した「こもれび、山崎温水プーノレ」のサービスをPFI事業者から購入して市民
に提供する。

【 事業費 】

事業費 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 
232，304 I I I 4，988 I 

主な予算内訳

1節指定管理者選定委員会委員報酬 5人
8節こもれび運営協議会委員等謝礼

11節スポーツ施設関係消耗品費

燃料費

光熱水費

スポーツ施設各所修繕料

鎌倉武道館弓道場安土修繕料

備品修繕料

車両修繕料

12節スポーツ施設予約システムインターネット利用等電信料

鎌倉海浜公園水泳プール電気設備保守点検等手数料

スポーツ施設火災保険料

13節鎌倉海浜公園水泳プール管理及び監視等業務委託料

鎌倉海浜公園水泳プール機械警備業務委託料

鎌倉海浜公園水泳プール自動券売機保守点検業務委託料

鎌倉海浜公園水泳プールろ過機等保守点検業務委託料

鎌倉海浜公園水泳プール水槽清掃業務委託料

スポーツ施設指定管理料

西御門テニスコート管理業務委託料

深沢多目的スポーツ広場トイレ清掃業務委託料

こもれび山崎温水プール管理運営委託料

電化製品回収・処理業務委託料
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スポーツ施設植栽等管理業務委託料

14節スポーツ施設予約システム機器賃借料

西御門テニスコート土地賃借料

鎌倉海浜公園水泳プーノレMCA無線システムレンタル料

こもれび山崎温水プール施設整備賃借料

西御門テニスコート管理棟賃借料

鎌倉海浜公園水泳プール更衣室棟等賃借料

19節県市町村電子自治体共同運営協議会負担金

こもれび山崎温水プーノレPFI事業者リスク分担金

指定管理者リスク分担金

216 

661 

2，760 
36 

83，944 
1，993 

11，448 

2，865 
2，845 

805 
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(款)55教育費(項)25保健体育費(目) 10体育施設費
。スポーツ・レクリエーション Oスポーツ施設の整備

隔危吉野亨業

【総合計画上の位置づけ】

将来目標 健やかで心豊かに暮らせるまち
分野 スポーツ・レクリエーション

施策の方針スポーツ施設の整備

【 事業の目的 】

対象市民等

スポーツ課

意図多様なニーズに対応で、きる施設整備を進め、スポーツを身近なものにしてし1くため。

効果スポーツ施設の整備を行う。

【 事業の内容 】

・関係団体、関係機関等との協議を進め、スポーツ施設整備の推進を図る0

.スポーツ施設を建設するための基金を運用する。

-寄附金を基金に積み立てる。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

1，890 I 1，890 I 
主な予算内訳

25節スポーツ施設建設基金利子積立金 136 

スポーツ施設建設基金寄附積立金 1，754 
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(款) 60公債費(項) 5 公債費(目) 5 元金

。行財政運営 O行財政運営

|元金償還金

【 事業の内容 】

・長期債に係る元金償還金を支出する。

事業費

事業費 国県支出金 地方債

3，508，515 I 
主な予算内訳

23節財政融資資金償還金

地方公共団体金融機構償還金

旧郵政公社資金償還金

全国市有物件災害共済会償還金

神奈川県市町村振興協会償還金

神奈川県償還金

市中銀行等償還金

財政課

(単位:千円)

その他 一般財源

100，000 I 3，408，515 

2，032，819 

158，693 

712，595 

24，022 

316，341 

95，299 

168，746 
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(款)60公債費(項) 5 公債費(目) 10利子

。行財政運営 O行財政運営

|支払利子

【 事業の内容 】

・長期債償還に伴う利子を支出する。

事業費

事業費 国県支出金 地方債

401，387 

主な予算内訳

23節財政融資資金利子

地方公共団体金融機構利子

旧郵政公社資金利子

全国市有物件災害共済会利子

神奈川県市町村振興協会利子

神奈川県利子

市中銀行等利子

財政課

(単位:千円)

その他 一般財源

15，260 I 386，127 

242，653 

22，658 

47，280 

117 

32，226 

9，329 

47，124 
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(款)60公債費(項) 5公債費(目) 10利子

。行財政運営 O行財政運営

|借入金等利子

【 事業の内容 】

財政課

・資金運用で一時的に借入が必要となった場合及び財政調整基金等の繰替運用をした場合の
利子を支出する。

事業費 (単位:千円)

事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

177 

主な予算内訳

23節一時借入金等利子 177 
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(款)65諸支出金(項) 5 土地開発公社費(目) 5 土地開発公社費

@行財政運営 O行財政運営

担苧吟一一一一一一 【

【 事業の内容 】

管財課

・鎌倉市土地開発公社の健全経営のため、公社借入金に対する利子の負担を行う。

事業費 (単位:千円)
事業費 国県支出金 地方債 その他 一般財源

7，977 I 7，977 
主な予算内訳

19節鎌倉市土地開発公社利子負担金 7，977 
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(款) 65 諸支出金(項) 5 土地開発公社費(目) 5 土地開発公社費

。行財政運営 O行財政運営

|貸付金 【

【 事業の内容 ] 

・鎌倉市土地開発公社の健全経営のため、資金の貸付けを行う。

事業費

事業費 国県支出金 地方債 その他

財政課

1，000，000 I 1，000，000 I 
主な予算内訳

21節鎌倉市土地開発公社貸付金

(単位:千円)

一般財源

1，000，000 




