
平成２２年度一般会計・事業別歳出予算要求状況

総務費 （単位：円）

２１年度当初予算 ２２年度要求予算 増減額 増減率
7,601,354,000 6,632,582,865 △ 968,771,135 △12.7%

主な経費 ２１年度当初予算 ２２年度要求予算 特記
秘書事務の経費 18,902,000 11,876,000

給与一般の経費 2,921,313,000 2,924,323,000 給与費については、未だ予算要求作業の途中のた
め、前年度と同額としている

人事一般の経費 44,310,000 36,305,000

職員研修の経費 11,282,000 10,056,000

職員厚生の経費 101,482,000 92,830,000

契約の経費 12,025,000 14,419,000

工事検査の経費 175,000 187,000

市民相談の経費 10,453,000 10,061,000

建築等紛争調整
の経費

2,512,000 2,230,000

広聴活動の経費 783,000 770,000

広報活動の経費 86,064,000 77,565,000 平成21年度に実施予定の、市公式ホームページリ
ニューアルに係る経費分の減額

情報公開の経費 3,913,000 4,015,000

個人情報保護の
経費

492,000 419,000

検査事務に対応するための経費

職員の健康管理や安全衛生、福利厚生事業委託など
職員厚生事務に要する経費

業者管理システムや電子入札システムなど、契約事務
に要する経費

法律・税務・登記・交通事故相談にかかる相談員への報
償等、相談事業に要する経費

市政モニターやふれあい地域懇談会など、広聴事業に
要する経費

内　　　　　　　容
市政功労者の表彰、頌徳会事業など、秘書・式典事務
に要する経費

人事給与システムの運用や職員採用事務など、人事管
理に要する事務経費

講師謝礼等、職員研修事務に要する経費

退職手当を含む職員給与費、非常勤職員の報酬、臨
時的任用職員の賃金などの経費

建築等紛争調停委員会委員への報酬等、建築等紛争
調整事業に要する経費

情報公開・個人情報保護審査会、情報公開・個人情報
保護運営審議会の運営などの個人情報保護事業に要
する経費

情報公開・個人情報保護審査会、情報公開・個人情報
保護運営審議会の運営などの情報公開事業その他行
政資料コーナーの運営に要する経費

広報かまくらの発行、市政番組の放映・放送委託、広報
板の管理、ホームページの運用等、広報事業に要する
経費



よくある質問シス
テムの経費

6,977,000 1,500,000 平成21年度に実施した、ＦＡＱシステムの機能充実に
係る経費分の減額

文書事務の経費 190,007,000 142,453,000 文書管理システムの構築に係わる経費分の減額

市史編さんの経
費

1,182,000 1,182,000

法制事務の経費 13,082,000 12,183,000

財政一般の経費 1,837,000 1,550,000

会計管理の経費 10,425,000 10,616,000

財産管理一般の
経費

731,713,000 512,170,735 起債の償還に伴う公共用地先行取得事業特別会計繰
出金の減額

文化・教養施設管
理の経費

8,413,000 7,908,000

企画総合計画の
経費

4,993,000 1,760,000

都市政策の経費 6,189,000 6,248,000

事務管理の経費 1,317,000 1,104,000

文化・教養施設の
経費

7,088,000 697,000 民間活力導入可能性調査検討委託の完了に伴う減額

世界遺産条約登
録の経費

55,605,000 26,490,000 (仮）鎌倉世界遺産広報センター展示物製作委託完了
に伴う減額

総合防災の経費 121,731,000 69,964,000 平成21年度に実施した、災害対策本部室整備に係る
経費分の減額

情報化推進の経
費

430,489,000 421,911,000 メールシーラなど機器購入費等の減額

防災対策用備蓄品、防災行政用無線の設置、広域避
難地等標識修繕など総合防災事業に要する経費

口座振替手数料、郵便振替手数料など会計事務に要
する経費

賠償補償保険料、市有地の測量委託など財産管理事
務、市庁舎の維持管理、庁用共通備品の購入など庁舎
管理事務、車両の管理・更新など車両管理事務、財政
調整基金及び公共公益施設整備基金への積立金、公
共用地先行取得事業特別会計への繰出金などの経費

リーフレットの作成等、世界遺産条約登録事業に要する
経費

ファイリング用品、郵便料、文書管理システムの運用な
どの文書管理事務や、複写機の借料、高速電子複写シ
ステムの保守などの印刷・複写事務に要する経費

コールセンター開設に向けて構築したFAQ(よくある質
問と回答）システムの運用に要する経費

県歴史資料取扱機関連絡協議会負担金、古文書解読
相談謝礼、歴史的公文書散逸防止事務などに要する
経費

職員提案褒賞など事務管理事務や、鎌倉行革市民会
議委員報償・行政評価アドバイザー報償など行財政改
革推進事業に要する経費

例規サポートシステムの運用、訴訟等に関する経費及
び顧問弁護士相談など法制事務に要する経費

予算書の印刷や起債管理システムの借料など、財政事
務に要する経費

まちづくり審議会の開催など、都市政策事業に要する
経費

野村総研跡地における文化・教養施設等の整備事業に
要する経費

庁内ＬＡＮ、県市町村電子自治体共同運営システムな
どの情報化推進事業、ホストコンピュータの運用などの
情報処理事業に要する経費

基本計画の進行管理、自治基本条例の制定、地域コ
ミュニティー活性化事業に要する経費

野村総研跡地における警備業務や芝刈り・除草など維
持管理に要する経費



腰越支所の経費 44,106,000 40,418,000

深沢支所の経費 68,934,000 51,990,000 平成21年度に実施した、昇降機改修に係る経費分の
減額

大船支所の経費 48,222,000 42,676,000

玉縄支所の経費 54,378,000 39,516,000 平成21年度に実施した、駐車場拡張整備に係る経費
分の減額

公平委員会の経
費

834,000 854,000

扶助料の経費 6,026,000 6,026,000

文化振興の経費 315,920,000 72,274,000 （仮称）川喜多記念館建設事業の完了に伴う減額

国際交流の経費 576,000 499,000

都市提携の経費 6,951,000 1,575,000 市制70周年記念事業及び姉妹都市提携30周年事業
の完了に伴う減額

鎌倉芸術館の経
費

385,711,000 324,760,000 エスカレーター設置工事請負費の完了に伴う減額

市民組織支援の
経費

16,162,000 25,872,000 平成21年度は予定案件がなかった、公会堂等建築費
補助金の増額要求

安全・安心まちづ
くり推進の経費

97,594,000 85,652,000 電気料金下落に伴う、防犯灯管理費補助金の減額

男女共同参画行
政の経費

6,201,000 6,565,000

人権施策推進の
経費

3,193,000 3,195,000

還付金・返還金の
経費

255,721,000 105,711,000 平成21年度に増額した過誤納に伴う還付金分の減額

鎌倉芸術館用地借料ほか、鎌倉芸術館の管理運営事
業に要する経費

庁舎の管理や光熱水費、機械設備の保守点検など、大
船支所の管理運営に要する経費

人権・同和問題講演会講師謝礼、人権擁護委員会への
補助金などの人権啓発事業や人権施策推進事業に要
する経費

防犯団体や町内会の防犯灯管理費に対する補助など、
安全・安心まちづくり推進事業に要する経費

自治組織連合会事業費補助金、公会堂等建築改良工
事費補助金など自治会・町内会等支援事業、市民活動
センターの管理など市民活動支援事業に要する経費

高田博厚作品の保管、市民文化祭負担金など文化行
政推進事業、鎌倉平和推進事業実施負担金などの平
和推進事業、「旧川喜多邸」「旧華頂宮邸」の管理事業
などに要する経費

庁舎の管理や光熱水費、機械設備の保守点検など、腰
越支所の管理運営に要する経費

公平委員会委員報酬等、公平委員会事務の経費

扶助料に伴う経費

庁舎の管理や光熱水費、機械設備の保守点検など、深
沢支所の管理運営に要する経費

情報誌パスポートの作成及び女性史の編さん事業、女
性問題に関する相談事業などの男女共同参画プラン推
進事業や女性センター運営事業に要する経費

庁舎の管理や光熱水費、機械設備の保守点検など、玉
縄支所の管理運営に要する経費

民間団体の国際交流事業等奨励金や、市民の国際交
流を促進するための事業に要する経費

萩、上田、足利、ニース、敦煌などの姉妹・友好都市と
の交流事業への支援報償等、都市提携事業に要する
経費

市税、使用料等の還付金



税務一般の経費 574,165,000 574,649,000

徴収の経費 16,331,000 16,120,000

賦課の経費 142,030,000 113,483,130 平成21年度増額した地方税法改正に伴うシステム改
修経費等の減額

戸籍・住基事務の
経費

373,006,000 397,931,000 法改正に伴う住民記録システム改修経費の増額要求

住居表示の経費 1,264,000 1,244,000

市境界整備の経
費

492,000 461,000

選挙一般の経費 44,732,000 39,157,000

選挙啓発の経費 322,000 308,000

市長選挙執行の
経費

59,043,000 0 平成21年度に執行した選挙に係る経費の皆減

市議会選挙執行
の経費

94,817,000 0 平成21年度に執行した選挙に係る経費の皆減

県知事・県議会選
挙執行の経費

0 26,381,000 平成2３年度に執行する選挙に係る経費の皆増

衆院選挙執行の
経費

63,982,000 0 平成21年度に執行した選挙に係る経費の皆減

参院選挙執行の
経費

0 74,356,000 平成2３年度に執行する選挙に係る経費の皆増

統計調査管理の
経費

31,522,000 31,481,000

統計調査の経費 13,123,000 75,373,000 国勢調査実施経費の増額要求

監査委員事務の
経費

71,242,000 71,263,000

特記に記載の事業等は現在要求中のものであり、今後の予算査定の中で、財源や他の事業との優先順序等を考慮して予算措置するかどうかが決められるものです。

県知事・県議会選挙執行事務に要する経費

職員給与費及び、選挙管理委員会委員報酬など選挙
事務に要する経費

鎌倉市議会選挙執行事務に要する経費

市長選挙執行事務に要する経費

明るい選挙推進協議会補助金など啓発事業に要する
経費

市境界の確定事務に要する経費

国等の委託を受けて実施する各種統計調査に要する
経費

衆議院選挙執行事務に要する経費

課税資料のパンチ業務委託など市民税賦課事務、軽
自動車税賦課事務、固定資産土地評価システム業務
委託など固定資産税等賦課事務に要する経費

職員給与費及び、監査委員報酬、工事監査技術調査
業務委託など監査事務に要する経費

職員給与費及び、統計調査員の事務研究会講師謝礼
など統計調査事務に要する経費

滞納整理支援システム機器使用料など、徴収事務に要
する経費

職員給与費をはじめ税務一般事務に要する経費

参議院選挙執行事務に要する経費

職員給与費、戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び、
サービスコーナー運営並びに住基ネットワーク事務に要
する経費

街区表示板の更新など、住居表示事業に要する経費


