
平成２５年度一般会計・事業別歳出予算

総務費 （単位：円）

Ｈ２４当初予算 Ｈ２５要求額 増減額 増減率
6,452,057,000 6,389,535,500 △ 62,521,500 △1.0%

主な経費 Ｈ２４当初予算 Ｈ２５要求額 特記
秘書事務の経費 18,083,000 8,830,000 名誉市民展開催費分の減額

給与一般の経費 2,568,592,000 2,502,163,000

人事一般の経費 32,983,000 19,269,000 人事給与システム更新作業費分の減額

職員研修の経費 9,996,000 9,617,000

職員厚生の経費 88,332,000 86,280,000

契約の経費 16,207,000 14,946,000

工事検査の経費 171,000 173,000

市民相談の経費 10,354,000 9,797,000

建築等紛争調整
の経費

1,969,000 1,864,000

広聴活動の経費 188,000 158,000

広報活動の経費 76,358,000 72,175,000

情報公開の経費 5,300,000 4,163,000

個人情報保護の
経費

412,000 412,000

法律・税務・登記相談にかかる相談員への報償等、相
談事業に要する経費

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

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

契約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

市政ｅ－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

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

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



よくある質問シス
テムの経費

240,000 240,000

文書事務の経費 145,783,000 138,257,000

市史編さんの経
費

2,501,000 2,385,000

法制事務の経費 10,554,000 9,815,000

財政一般の経費 4,698,000 77,503,000 財務会計システム更新経費の新規要求

会計管理の経費 11,636,000 21,163,000

財産管理一般の
経費

715,092,000 650,467,500 公共用地先行取得事業特別会計への繰出金の減額
要求

文化・教養施設管
理の経費

7,277,000 3,792,000 芝刈り及び除草に係る委託並びに入退場管理委託に
係る経費分の減額

企画総合計画の
経費

15,078,000 32,383,000 次期基本計画等策定支援業務委託料の新規要求

都市政策の経費 9,397,000 13,667,000

事務管理の経費 3,775,000 3,556,000

世界遺産条約登
録の経費

12,965,000 24,167,000 世界遺産登録後の啓発パンフレット新規作成及び４県
市推進委員会負担金の増額要求

総合防災の経費 155,950,000 139,948,000

情報化推進の経
費

389,646,000 372,085,000

FAQ(よくある質問と回答）システムの運用に要する経費

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、境界査定業務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

基本計画の進行管理及び策定や、政策・施策の総合的
な調査研究に要する経費

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

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

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

パンフレットの作成等、世界遺産条約登録事業に要す
る経費

防災対策用備蓄品、防災行政用無線の保守管理、広
域避難地等標識修繕など総合防災事業に要する経費

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

例規管理システムの運用、訴訟等及び顧問弁護士相
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

公共施設の再編など都市政策事務や、まちづくり審議
会の開催などまちづくり推進事業に要する経費

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



腰越支所の経費 39,672,000 42,722,000

深沢支所の経費 37,819,000 39,883,000

大船支所の経費 47,690,000 38,304,000 耐震改修設計に係る経費の新規要求

玉縄支所の経費 37,002,000 35,261,000

公平委員会の経
費

740,000 677,000

扶助料の経費 5,081,000 5,081,000

文化振興の経費 65,442,000 62,756,000

国際交流の経費 309,000 339,000

都市提携の経費 670,000 656,000

鎌倉芸術館の経
費

313,946,000 306,683,000

市民組織支援の
経費

23,852,000 26,925,000

安全・安心まちづ
くり推進の経費

94,236,000 94,113,000

男女共同参画行
政の経費

4,710,000 4,505,000

人権施策推進の
経費

4,339,000 5,108,000

還付金・返還金の
経費

105,709,000 105,708,000

税務一般の経費 726,126,000 598,822,000 税基幹システム更新経費分の減額

自主防犯活動団体への支援及び防犯灯を管理する自
治・町内会等への補助など、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

扶助料に伴う経費

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

市民の国際交流を促進するための事業に要する経費

市民文化祭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、「川喜多映画記念
館」「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

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

公平委員会委員報酬等、公平委員会事務の経費

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

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

講演会や情報誌発行による啓発、女性相談事業などの
男女共同参画プラン推進事業に要する経費

人権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

職員給与費をはじめ税務一般事務に要する経費



徴収の経費 21,104,000 18,925,000

賦課の経費 71,110,000 107,382,000 評価替に向けた委託業務経費の増額要求

戸籍・住基事務の
経費

396,504,000 328,090,000 住基法改正に伴う住民記録システム・住民基本台帳
ネットワークシステム改修費用分の減額

住居表示の経費 2,476,000 2,256,000

市境界整備の経
費

499,000 499,000

選挙一般の経費 38,057,000 37,297,000

選挙啓発の経費 1,438,000 263,000

市長選挙執行の
経費

0 59,889,000 平成25年度に執行する選挙に係る経費の新規要求

市議会選挙執行
の経費

11,681,000 94,098,000 平成25年度に執行する選挙に係る経費の増額要求

参院選挙執行の
経費

0 70,627,000 平成25年度に執行する選挙に係る経費の新規要求

漁業調整委員選
挙執行の経費

1,666,000 867,000

統計調査管理の
経費

20,944,000 15,902,000

統計調査の経費 3,125,000 9,154,000

監査委員事務の
経費

62,573,000 57,468,000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

職員給与費など統計調査事務に要する経費

市税の徴収事務及び収納管理に要する経費

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

課税資料の入力業務委託など市民税賦課事務、軽自
動車税賦課事務、固定資産評価資料作成業務委託な
ど固定資産税等賦課事務に要する経費

街区表示板の更新など、住居表示事業に要する経費

市境界の確定事務に要する経費

漁業調整委員会委員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

市議会議員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

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

市長選挙執行事務に要する経費

参院選挙執行事務に要する経費


