
○事業の位置付け

○事業の概要、年度別事業内容、事業費
□業務委託又は指定管理
（委託業務名と委託先）

□補助金〔直接・間接〕
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事務事業名

財
源
内
訳

国庫支出金

学校教育研究団体助成事業

2,723

事業担当
部・局、課、担当名

学校教育部　教育研究所

2,723

総合計画の
位置付け

事業の概要

1-①-5　基礎的な学力をみにつけ、個性を伸ばす教育を充実する

小中学校校長会、小中学校教頭会及び小中学校教育研究会等に対して、負担金を交付します。
また、平成２６年度からは、幼稚園長会及び幼稚園協会等に対しての負担金を交付していま
す。

01　豊かな心をはぐくみ、よろこびとふれあいにあふれたまち

1-①　一人一人の心のやさしさ、学ぶ意欲、生きる力をはぐくむ

根拠法令
（上位施策事業名）

01-100105-040000

事業説明シート（概要説明書）

事業期間

予算科目

対象・受益者
各種学校教育研究
団体

一般財源

その他　特財

（単位：千円）

対象者数（全住民に対する割合）
38団体（平成25年度）

□貸付
（貸付先）

起債

事業詳細

教育関係団体（平成25年度38団体）に負担金を支出することにより、各教育団体における研
究・研修が推進され、平塚市の学校教育の充実・発展に寄与しています。

※別添１参照

平成23年度
決算額

平成24年度
決算額

平成25年度
決算見込額

平成26年度
予算額

2,498

2,498

0.60

0

職員（人）

事業費（A)

再任用（人）

2,674

事業費内訳
（平成25年度）

川西地区小学校校長研究会費    14,000円
神奈川県特別支援学級設置学校長協会負担金  60,200円
神奈川県情報・統計教育研究協議会負担金   28,000円
神奈川県学校図書館協議会負担金    43,000円
各種小中学校研究大会等参加負担金  540,880円
神奈川県公立小学校校長会負担金   728,000円
神奈川県公立小学校教頭会負担金   476,000円
神奈川県公立中学校校長会負担金   435,000円
神奈川県公立中学校教頭会負担金   264,750円
川西地区小学校校長会研究大会開催負担金   56,000円
神奈川県小学校教育研究会中央研究大会負担金  28,000円

4,862

7,585

0.55

県支出金

人件費（B)

フルコスト（A+B)

内
訳

事業開始・継続
の背景

昭和３０年代から、県内外で開催される各種研究大会に研究員として教員を派遣したり、各教
育団体へ助成したり、短期派遣研修等を行ったりしていました。派遣研修は平成１９年に終了
しましたが、小中学校教育研究会等に対する負担金助成については、教育団体育成のため、引
き続き実施しています。

目的・目標

県内外で開催される各種研究大会や、教育において優れた成果を上げている学校等の情報を得
て、市内の小中学校に情報を発信することによって、学校経営の充実や教職員の指導力向上を
図り、児童生徒の生きる力を育む教育に資することを目的としています。

■その他

負担金



○事業の実績

単位

目標
実績

単位

目標
実績

単位

目標
実績

単位

目標
実績

○事業分析
総合
評価

●高
○低

●高
○低

●高
○中
○低

●高
○中
○低

平成23年度

平成25年度 平成26年度

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

平成26年度

上記以外の成果

教職員が研究大会等に参加し、県内外の情報を収集し、学校経営や日々の教育活動に生かし、
児童生徒の生きる力を育むことに寄与しています。

指標設定理由等

平成23年度 平成24年度 平成25年度
活動指標①

説明・算定式

指標名

平成23年度 平成24年度

活動指標②

指標名

説明・算定式

平成26年度

成果指標①

指標名

説明・算定式

成果指標②

指標名

説明・算定式

平成24年度 平成25年度

教育関係団体の自主的な研修・研究活動を
支援するための負担金は、本市の教育の充
実に寄与するという観点から継続すること
が有効です。
校長会・教頭会、小中学校教育研究会は自主的な研究・
研修活動を継続的に実施している団体であり、本市の学
校教育の充実発展に寄与してきました。今後の更なる充
実のために負担金の継続が望まれます。

補助金見直し基準により補助金交付要綱の
改正を行い、平成２１年度から実施し、補
助金削減を図っています。

教育研究団体に負担金を支出しました。その団体による研究・研修は平塚市の学校教育の充実・発展に寄与してい
ます。

左記の視点に関する分析・課題の抽出

教育関係団体の研究活動の充実を図り、学校教育の発展に寄与できるよう、負担金のあり方について研究する必要
があります。

平成25年度の主な取組と成果

分析の視点

■事業の目的、対象、内容
■受益者負担、補助額
□業務の執行体制（人員配置、業務分担）
□その他

□上位施策への貢献
□市民満足度を高める方策
■継続による成果向上の可能性
□その他

□市民ニーズ
□事業目的の達成状況
■市の関与の必要性
□その他

□業務プロセス改善による効率化の方策
■コスト削減の可能性
■事業手法（民活の余地、事業形態の検討）
□その他

今後に向けた課題の分析、課題に対する考え方

教育関係団体が所属する国・県等の組織へ
の負担金は、本市の教育の充実に寄与する
という観点から市が負担すべきものです。

必要性

項目

効率性

妥当性

有効性事
業
分
析



○次年度以降の取組

○参考資料

平塚市の類似・関連事業（同一目的事業等）

比較参考値（他自治体での類似事業の例など）

同等規模の自治体（小田原市、厚木市、大和市）における神奈川県（関東・全国）公立幼稚園協会・小学校教育研究会・中学校教育
研究会における各部会等の負担金・分担金の支払い状況は次のとおりです。
・小田原市・・・全て公費で負担している（担当課：教育指導課）
・大和市・・・・全て公費で負担している（担当課：指導室、学校教育課）
・厚木市・・・・全て公費で負担している（担当課：学校教育課）

近隣自治体における教頭会・校長会の会費負担状況は次のとおりです。
・全額公費負担：鎌倉市、小田原市、茅ケ崎市、逗子市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市
・一部公費負担：厚木市、藤沢市、三浦市

各教育団体の活動が活性化するよう、引き続き支援を行っていきます。

平成27年度の取組方針



平成２５年度学校教育研究団体助成事業
契約総額 構成員 目的

1 各種小学校研究会・研究大会等参加負担金 神奈川県小学校教育研究会社会科部会負担金 4,000 県下小学校教育研究会各地区の社会科研究部
他の研究団体との連絡交流を密にし、本県における社会科教育の向上発
展を図る。

2 神奈川県数学教育研究会連合会負担金（小学校） 6,880
県下小・中・高等学校、大学において数学教
育に関する教職員の組織している研究団体

各単位団体及び他の研究団体との連絡を密にし、研究発表会、講演会、
講習会等により数学教育の振興を図る。

3 神奈川県小学校理科研究会分担金 2,800
県下小学校教育研究会各地区の理科研究会、
理科研究部

県小学校教育研究会の総括目的に基づき、特に、神奈川県の理科教育の
振興を図る。

4 平成２５年度神奈川県小学校音楽教育研究会負担金 5,000
県下の（横浜市・川崎市・相模原市を除く）
の教職員

県の音楽教育を振興し、会員相互の向上と県内各地域の連携を図る。

5 平成２５年度神奈川県小学校体育研究会負担金 16,800 県内２２地区の小学校体育研究会員
会員相互の緊密な連絡を保ち、小学校体育の研究を行い、併せて体育全
般に関心をもつとともに体育文化の向上を図る。

6 神奈川県小学校生活科教育研究会分担金 2,000
県内各地区の公立小学校生活科教育研究会・
小学校教育研究会生活部会

県内各地の小学校生活科教育の振興を図る。

7 神奈川県小学校教育研究会特別活動部会負担金 3,000 各地区単位の特別活動研究部に構成員
単位研究部及び他の研究団体との連絡を密にし、本県における特別活動
の向上発展を図る。

8 平成２５年度神奈川県小学校教育研究会地区負担金 62,300 県内各地区の公立小学校教育研究会 教育課程等を研究し、県下小学校教育の振興に寄与する。

9 神奈川県小学校教育研究会中央研究大会負担金 28,000 県内各地区の公立小学校教育研究会 教育研究活動の推進のため。

10 各種中学校研究会・研究大会等参加負担金 神奈川県公立中学校教育研究会国語科部会地区分担金 4,500 県内各地の国語部会 中学校国語教育の充実とその刷新と向上を図る。

11 神奈川県公立中学校教育研究会社会科部会分担金 6,000
県下の中学校社会科教育を目的とする研究単
位

県下各地（市町村）における中学校社会科教育研究会相互の連携のもと
にその研究活動の向上を図る。

12 神奈川県公立中学校教育研究会数学科部会会費 7,500 県下公立中学校の数学の教職員
各地区の数学科研究会との連絡を密にし、研究発表会、講演会、研修会
等により中学校における数学教育の振興を図る

13 神奈川県数学教育研究会連合会負担金（中学校） 5,000
県下小・中・高等学校、大学において数学教
育に関する教職員の組織している研究団体

各単位団体及び他の研究団体との連絡を密にし、研究発表会、講演会、
講習会等により数学教育の振興を図る。

14 神奈川県公立中学校教育研究会理科部会　平塚地区分担金 6,000 各地区中学校理科教育に関する研究団体 県下中学校理科教育の振興と研究団体相互の連絡を図る。

15 神奈川県公立中学校教育研究会音楽部会分担金 4,500
本県下の中学校教員にして本会の目的に賛同
する者及びその他の有志

本県の音楽教育の振興と、会員の資質の向上及び会員相互の親睦を図
る。

16 神奈川県公立中学校教育研究会美術科部会地区分担金 7,500
県内各地の公立中学校教育研究会（美術部
会）の連合体

中学校美術教育の充実とその刷新向上を図る。

17 神奈川県中学校技術・家庭科部会　分担金 6,000 本県の中学校の職員、該当教科の教員を会員 本県の中学校技術・家庭科振興と会員相互の向上親和をはかる。

18 全日本中学校技術・家庭科部会　分担金 16,500
本会の目的・事業に賛同する中学校の校長、
教頭、技術・家庭の担当教員及びこの教科の
教育に理解ある者

技術・家庭科教育の研究ならびに振興を目的とする

19 神奈川県公立中学校英語科教育研究会分担金 7,500 県内各地英語教育研究会の連合体 中学校英語教育の刷新向上を図る。

20
神奈川県公立中学校教育研究会道徳教育部会研究会費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（研究協力費）

4,500 県内各地の公立中学校道徳教育研究団体
会員相互の連絡・提携をすすめ、その研究活動を通じて中学校道徳教育
の充実・振興をはかる。

21 神奈川県公立中学校教育研究会特別活動部会分担金 4,500
県下中学校の特別活動の教育研究を目的とす
る部会

県下各地区における、中学校特別活動の教育研究を目的とする部会相互
の緊密な連携の基に、その研究活動の向上をはかる。

22 神奈川県公立中学校教育研究会進路指導部会会費 1,500 県内の公立中学校進路指導研究員 会員相互の研究連携により、中学校進路指導の充実振興をはかる。

23 神奈川県生徒指導連絡協議会会費 7,500
県内各地域の中高生徒指導に関する研究会の
会員

相互の連絡をはかり、指導上の諸問題を研究研修し、生徒指導の改善に
資する。

24 神奈川県公立中学校教育研究会分担金 67,500 ２１地区教育研究会
中学校教育の全領域にわたり、自主的に真摯な研究を進め、各地区、各
部研究会の連絡調整をはかり神奈川県公立中学校教育の充実と向上をは
かる

件　　　　　　　　　　　　　名

別添１ 



平成２５年度学校教育研究団体助成事業
契約総額 構成員 目的件　　　　　　　　　　　　　名

別添１ 

25 各種小学校研究会・研究大会等参加負担金 平成２５年度神奈川県特別支援教育研究会負担金 51,600
県下特別支援学級設置学校長、県下特別支援
学級未設置校で入会を希望する学校長

より望ましい特別支援教育のあり方をめざして。

26 平成２５年度第４７回関東地区道徳教育研究大会神奈川大会横浜大会　負担金 28,000 ２８校（小学校） 小学校道徳教育指導の充実・改善のため。

27
第３１回関東ブロック中学校社会科教育研究大会
第３６回神奈川県公立中学校教育研究会社会科研究大会

15,000 会員校
社会科教育の課題について、会員が研究した成果を協議するための研究
大会を開催し、情報の交換を行い、諸課題の解決をはかることで、社会
科教育の質の向上を目指す。

28
平成２５年度第５４回関東甲信越地区公立学校教頭会研究大会
神奈川大会参加費

112,000 小学校教頭
「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」
～未来を見据え、子どもたちの「生きる」をはぐくむ魅力ある学校づく
り～

29
平成２５年度第５４回関東甲信越地区公立学校教頭会研究大会
神奈川大会参加費

60,000 中学校教頭
「豊かな人間性と創造性をはぐくむ学校をめざして」
～未来を見据え、子どもたちの「生きる」をはぐくむ魅力ある学校づく
り～

30 関東中学校保健体育研究協議会分担金 15,000 保健体育教諭
「主体的に運動に取り組み、健康の保持増進や体力の向上を図り、生涯
にわたって明るく豊かな生活を営む態度を身に着けた生徒の育成」

31 川西地区小学校校長会研究大会開催負担金 70,000 川西地区公立小学校長
県公立小学校長会の活動を円滑に進めると共に、川西地区の交流と連携
を密にし、学校経営に関する識見をより一層高めることを目的とする。

32 神奈川県特別支援学級設置学校長協会負担金 60,200
県下特別支援学級設置学校長、県下特別支援
学級未設置校で入会を希望する学校長

特別支援学級教育の充実発展を図り、広く特別支援教育の振興に寄与す
る。

33 神奈川県情報・統計教育研究協議会負担金 28,000 主旨に賛同する小・中学校及び団体
神奈川県における情報・統計教育の振興をはかり、情報・統計思想の普
及に寄与する。

34 神奈川県学校図書館協議会負担金 43,000
神奈川県国公私立幼稚園・小・中・高校で地
区協議会に申し込んだ正会員及び個人会員、
賛助会員、特別会員

神奈川県国公私立幼稚園・小・中・高等学校の学校図書館の充実と発展
を図り教育の遂行に寄与貢献することを目的とする。

35
神奈川県公立小学校校長会負担金

全国連合小学校長連絡協議会
関東甲信越地区小学校長連絡協議会
神奈川県公立小学校長
神奈川県公立小学校管理運営研究会費
神奈川県公立小中学校校長会教頭会事務局運営費

728,000 神奈川県内の公立小学校長
豊かな心で主体的に生きる子どもの育成をめざし、交流と連携を密にし
た教育経営を通して、県下小学校教育の創造と発展を図り、活力ある学
校経営に資することを目的とする。

36
神奈川県公立小学校教頭会負担金

全国公立学校教頭会負担金
関東甲信越地区公立学校教頭会負担金
県公立小学校教頭会費
神奈川県公立小中学校校長会教頭会事務局運営費

476,000 神奈川県内の公立小学校教頭（副校長）
会員相互の連携を密にし、相互共励の実をあげ、県校長会の協力を得て
県下小学校教育の進展を図ることを目的とする。

37
神奈川県公立中学校校長会負担金

全日本中学校長会会費
関東甲信越地区中学校長会会費
神奈川県公立中学校長会費
管理運営研究会費
神奈川県公立小中学校校長会教頭会事務局運営費

435,000 神奈川県公立中学校長
校長相互の緊密な連携により中学校教育の振興発展を図ることを目的と
する。

38
神奈川県公立中学校教頭会負担金

全国公立中学校教頭会負担金
関東甲信越地区公立学校教頭会負担金
神奈川県公立中学校教頭会費
神奈川県公立中学校教頭会活動費負担金
神奈川県公立小中学校校長会教頭会事務局運営費

264,750 県下の各公立中学校教頭・副校長
会員相互の連絡と資質の向上を図り、中学校教育の進展に寄与するとと
もに、会員の福祉を増進することを目的とする。
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