
○事業の位置付け

○事業の概要、年度別事業内容、事業費

事業費内訳
（平成25年度）

別紙１のとおり

フルコスト（A+B) 88,117 89,519 58,748 64,675

人件費（B) 892 1,684 1,987 2,735

内
訳

職員（人） 0.11 0.21 0.25 0.35

再任用（人）

87,225 87,835 61,940

事業費（A) 87,225 87,835 56,761 61,940

その他　特財

一般財源

県支出金財
源
内
訳

国庫支出金

起債

事業の概要
市民の文化、スポーツの振興及び促進並びに公共施設の管理運営等を行うまちづくり財団に対
し、運営費を助成します。

事業詳細

１補助対象経費：人件費、福利厚生費、その他市長が認める経費
２補助対象外経費：総会、理事会等の会議費、飲食費、懇親会費、慰労的な研修費、成果報告
のない研修費、慶弔費、上部・他団体への負担金・分担金、運営安定のための積立金、その他
特定目的のための積立金
３補助金交付等の手続き：【財団】補助金交付申請→【市】補助金交付決定→【市】補助金交
付（４月、８月、１２月の３回に分けて振込み）→【財団】実績報告（補助額確定）→【市】
補助金返還依頼→【財団】補助金返還

（単位：千円）
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

目的・目標

公益財団法人平塚市文化スポーツまちづくり振興財団の公益事業に係る人件費及び事務費を補
助することにより、同財団の安定的な事業運営を図り、市民にとって文化やスポーツが一層身
近なものになるとともに、公共施設の利便性が向上することを目的とします。

実施方法

□直接実施 □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〕
（補助金名と補助先）　公益財団法
人平塚市文化スポーツまちづくり振
興財団運営費補助金、公益財団法人
平塚市文化スポーツまちづくり振興
財団（平成２５年６月に名称を公益
財団法人平塚市まちづくり財団に変
更。以下「まちづくり財団」とい
う。）

□貸付
（貸付先）

□その他

根拠法令
（上位施策事業名）

対象者数（全住民に対する割合）
人（　　％）

事業開始・継続
の背景

公益法人制度改革や市の外郭団体の見直しに対応するため、平塚市文化財団、平塚市スポーツ
振興財団及び平塚市開発公社の３財団法人が平成２２年４月に統合し、平成２４年４月に公益
認定を取得し、公益財団法人平塚市文化スポーツまちづくり振興財団となりました。当該法人
の文化・スポーツの振興、公共施設の管理運営等の公益事業に係る人件費及び事務費の補助を
行っています。

総合計画の
位置付け

展開方針3 市民の視点に立ち、成果を重視した行政経営を展開する

対象・受益者
公益財団法人平塚
市文化スポーツま
ちづくり振興財団

① 新たな公共の構築による行政サービス

事業説明シート（概要説明書）

事務事業名 文化スポーツまちづくり振興財団運営費助成事業 事業期間

事業担当
部・局、課、担当名

企画政策部　資産経営課　資産経営担当 予算科目 01-020112-020000



○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

効率性

□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

より効率的な運営が図られるよう呼び掛け
ていきます。

今後に向けた課題の分析、課題に対する考え方
各種事業内容及び収支状況を考慮し、効率的かつ有効な補助を検討する必要があります。

市民の文化及びスポーツの振興や公共施設
の管理運営を行うまちづくり財団の事業
は、公益性を有しており、まちづくり財団
への補助は必要です。

有効性

□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

まちづくり財団の業務は市民の健康増進と
明るく豊かな市民生活に寄与しており、市
民満足度を高めるために有効です。

妥当性

■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

まちづくり財団は本市が出資した団体であ
り、補助額は収益等を考慮し、人件費及び
事務費等最小限度としています。

上記以外の成果
まちづくり財団の安定的な事業運営を図り、文化とスポーツの振興を図る事業や自転車の交通
安全の啓発、放置自転車等の解消対策の事業が円滑に行われました。

平成25年度の主な取組と成果
平塚市まちづくり財団運営費補助金交付要綱に基づき、人件費及び事務費の補助を行い、まちづくり財団が行う市
民文化やスポーツの振興、公共施設の管理運営等の公益事業の促進を図りました。

事
業
分
析

項目 分析の視点 左記の視点に関する分析・課題の抽出

必要性

□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

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
成果指標②

指標名

説明・算定式

成果指標①

指標名

説明・算定式

平成23年度 平成24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
活動指標②

指標名

説明・算定式

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

指標設定理由等

活動指標①

指標名

説明・算定式



○次年度以降の取組

○参考資料

　

詳細は別紙２のとおり
１　まちづくり財団に市が支出している補助金
市民プラザ運営費補助金、平塚市文化スポーツまちづくり振興財団文化事業補助金
２　まちづくり財団に市が支出している委託料
平塚漁港駐車場管理運営委託料、囲碁文化振興事業委託料、霊園管理運営委託料、総合公園管理運営委託料

まちづくり財団が公益財団法人としてふさわしい事業体制及び事業運営を維持していくために、連絡調整会議等に
より収支や実施事業等の状況把握を行い、適正な補助を行います。

比較参考値（他自治体での類似事業の例など）
・藤沢市：①及び②に対し、運営費補助を行っている。　①公益財団法人藤沢市みらい創造財団（青少年の健全育
成、スポーツの推進、芸術文化の普及振興に関する事業を行う。）②一般財団法人藤沢市開発経営公社（藤沢市行
政の推進上必要な施設の建設管理、藤沢市から委託を受けた事業等を行う。）

平塚市の類似・関連事業（同一目的事業等）

平成27年度の取組方針



大科目 中科目
役員報酬 957,207 638,138 5,577,000 7,172,345 6,534,207 3,200,946
給料支出 51,946,910 16,691,506 935,694 69,574,110 35,627,771 27,276,500
諸手当支出 27,129,805 8,500,937 994,664 36,625,406 20,644,308 10,726,639
臨時雇賃金支出 3,206,209 6,783,942 9,990,151 2,637,936 0
福利厚生費支出 13,934,491 4,461,836 1,181,609 19,577,936 11,906,242 6,652,850
会議費支出 7,700 7,700 7,700
旅費交通費支出 297,060 11,960 64,200 373,220 235,340 4,440
通信運搬費支出 3,502,060 1,667,830 284,638 5,454,528 1,828,194 516,124
消耗什器備品費支出 4,460,289 90,500 4,550,789 3,928,239 0
消耗品費支出 8,955,189 7,995,366 91,688 17,042,243 5,905,312 635,206
修繕費支出 13,233,444 6,424,085 19,657,529 1,484,175 115,500
印刷製本費支出 1,683,045 4,242,195 1,517,250 7,442,490 298,200 0
燃料費支出 225,729 76,484 302,213 57,478 20,306
光熱水料費支出 179,123,818 21,100,000 251,555 200,475,373 1,548,256 310,301
賃借料支出 11,222,749 75,493,217 806,530 87,522,496 6,560,752 2,599,932
保険料支出 1,563,020 3,454,010 52,400 5,069,430 922,970 276,400
諸謝金支出 6,646,032 0 130,000 6,776,032 141,131 0
租税公課支出 1,641,510 18,592,726 1,600 20,235,836 184,691 117,300
負担金支出 132,500 124,582 643,400 900,482 666,400 0
支払助成金 879,500 0 879,500
委託費支出 193,008,119 182,203,625 5,249,284 380,461,028 39,741,452 167,500
商品仕入費 0 2,100 2,100
工事費支出 0 945,000 945,000
手数料支出 344,217 3,293,609 51,706 3,689,532 121,983 40,721
食糧費 365,495 0 365,495
広告料支出 2,630,500 0 1,642,200 4,272,700 1,218,000 0
雑支出 158,804 37,304 56,900 253,008 162,684 0
△消費税仕入控除税額返還 △ 604,724
退職給付引当資産取得支出 2,992,000 0 1,713,000 4,705,000 4,705,000 4,705,000
事務所建設積立資産取得支出 1,600,000 3,200,000 3,200,000 8,000,000 4,800,000 0

合計 531,839,702 366,030,952 24,453,018 922,323,672 151,868,421 56,760,941

収益事業
補助対象事
業支出済額

補助金額

投資活動
支出

事業活動
支出

（単位：円）
別紙１　　事業費内訳　　平成25年度　（公財）平塚市文化スポーツまちづくり財団運営費補助金

科目
法人会計 合計公益事業



補助金及び委託業務の名称
H25実績額
（単位：円）

内容

市民プラザ運営費補助金
【平成25年度で終了】

7,743,584

まちづくり財団が行う市民プラザ※の管理運営事業に対し、人件費（給
料、諸手当、福利厚生費、臨時雇賃金）、事務費（通信運搬費、光熱水
費、修繕費、委託費）を補助する。
※市民プラザ：市の産業のＰＲや市民の生活文化及びコミュニティの向上
を目的とする市の施設。駅北口の中心市街地に立地し、展示スペース等
を有する。平成25年度まではまちづくり財団に貸し付けていたが、平成26
年度からは平塚市観光協会に貸し付けている。

平塚市文化スポーツまちづくり振興財団文化事業補助金 14,667,480
まちづくり財団が行う市民文化の創造育成・普及振興、芸術文化の鑑賞
機会の提供、文化振興に関する調査研究等の事業に補助する。

スポーツ事業補助金（サッカー文化の振興によるまちづくり事業）
【平成24年度で終了、実績額は平成24年度のもの】

2,649,004

まちづくり財団が湘南ベルマーレと協力して実施する地域におけるサッ
カー文化・スポーツの振興を図る事業（小中学生トレセン指導者派遣、
サッカー指導・体験イベント、小学校巡回授業等）に補助する。

スポーツ事業補助金（スポーツ団体支援等事業）
【平成24年度で終了、実績額は平成24年度のもの】

2,330,341
まちづくり財団が行う全国大会等に出場する選手及び団体に支援金を交
付する事業及び会場使用料を援助する事業等に補助する。

平塚漁港駐車場管理運営業務委託【平成25年度で終了】 5,080,561
平塚漁港駐車場の運営業務（出入口開閉、料金の徴収、管制装置の管
理、清掃等）を委託する。

囲碁文化振興事業委託 8,751,514

「湘南ひらつか囲碁まつり」等のイベントの開催、平塚に木谷道場があっ
たことを広く知らせる事業、囲碁人口の増加を目指す普及事業等を委託
する。

土屋霊園施設維持管理業務委託【平成25年度で終了】 19,130,677
土屋霊園の維持管理業務（清掃、樹木・芝生の管理、来園者の案内等）
を委託する。

平塚市総合公園管理等委託 321,132,652
総合公園の維持管理（球場、競技場、体育館、テニスコートを除く。）及び
総合公園の通信運搬費、光熱水費、一部の負担金の支払業務及び一部
の使用料徴収業務等を委託する。

補
助
金

委
託
業
務

別紙２　　類似・関連事業



公益財団法人平塚市まちづくり財団の概要 

 

１ 法人の概要 

（１） 設立等の経緯 

    平成２２年４月１日に、（財）平塚市文化財団、（財）平塚市スポーツ振興財団、（財）平塚市

開発公社の３財団が統合（合併）して、（財）平塚市文化スポーツまちづくり振興財団となりま

した。平成２４年４月１日に、公益財団法人に移行し、公益財団法人平塚市文化スポーツまちづ

くり振興財団となり、平成２５年６月２７日に、公益財団法人平塚市まちづくり財団に名称を変

更しました。 

＜統合した３財団法人と現行法人の概要＞ 

名称 財団法人 

平塚市開発公社 

財団法人 

平塚市文化財団 

財団法人 

平塚市スポーツ振興財団 

公益財団法人 

平塚市まちづくり財団 

設立年月日 Ｓ３８．１２．１０ Ｈ１１．４．１ Ｓ６２．１２．４ Ｈ２２．４．１ 

目的 公共福祉の増進を図

るため、必要な施設の

建設、取得、管理、処

分等を行い、社会資本

の充実に寄与する。 

文化の向上及び振興を図

り、自主的で創造的な文

化活動の促進、豊かで潤

いのある地域文化の形成

と発展に寄与する。 

市民が生涯にわたりスポ

ーツに親しみ、市民スポ

ーツの普及振興、健康で

明るく豊かな市民生活に

寄与する。 

平塚市の健全な発展と公共福祉の増進

を図るため、市民の文化、スポーツの振

興及び促進並びに公共施設の運営管理

等を総合した事業を行い、平塚市民の健

康増進と明るく豊かな潤いのある市民

生活に寄与することを目的とする。 

事業 １ 社会資本の充実

に必要な施設の建

設、取得、管理及

び処分等 

２ その他目的達成

のための事業 

１ 市民文化の創造及び

育成 

２ 市民文化の普及と振

興 

３ 芸術文化の鑑賞機会

の提供 

４ 文化のまちづくり 

５ 情報の提供と収集 

６ 文化振興に関する調

査研究 

７ 市民の国際文化交流

の促進 

８ 文化施設の管理運営

の受託 

９ その他目的達成のた

めの事業 

１ スポーツに関する教

室、講習会、競技会等の

開催 

２ 団体等に対する助成

その他の援助 

３ 情報の収集及び提供 

４ 市が行うスポーツ事

業の受託 

５ 市の設置するスポー

ツ施設の管理等 

６ その他目的達成のた

めの事業 

１ 市民文化の創造及び育成並びに市

民文化の普及及び振興 

２ 芸術文化の鑑賞機会の提供 

３ スポーツに関する教室、講習会、競

技会等の開催 

４ スポーツ団体等に対する助成その

他の援助 

５ 平塚市が行う文化、スポーツ事業の

受託 

６ 文化、スポーツ振興に関する調査研  

究 

７ 文化、スポーツの情報収集及び提供 

８ 公共的施設の充実に必要な施設の

建設、取得、管理及び処分 

９ その他目的を達成のために必要な事

業 

 

（２） 公益法人（公益社団法人・公益財団法人）への移行 

    公益法人は、厳しい認定基準を満たし、公益認定を受けなければなりません。この基準には、

①公益に資する活動をしているかという「公益性」の基準※と、②公益目的事業を行う能力・体

制があるかという「ガバナンス」の基準※があります。 

    また、法人の信頼性を保証する仕組みとして、情報開示を行う必要があり、毎年度、事業計画

書・事業報告書を行政庁（平塚市まちづくり財団の場合は神奈川県）に提出するとともに事務所



に据え置き、請求があれば閲覧させる必要があります。 

    ※①の基準の例（一部） 

・公益目的事業の実施を主たる目的し、公益目的事業比率が５０％以上であること。 

・公益目的事業に係る収入額が、その事業に必要な費用を償う額を超えてはならない。 

    ※②の基準の例（一部） 

    ・公益目的事業の実施に必要な「経理的基礎」及び「技術的能力」を有すること。 

    ・公益目的事業財産の管理について定款に定めていること。 

 

２ 平成２５年度実施事業の概要 

 １ 公益目的事業 

（１）芸術文化振興事業：総事業数５９事業 

入場者数約３６，０３６人、参加者数１３，９００人、総数４９，９３６人 

   ア 参加創造事業（市民が参加する文化創造事業） 

吹奏楽フェスティバル、湘南ひらつか第九のつどい、市民合唱祭等の開催 

   イ 普及振興事業（文化の普及振興を高める事業） 

     ファミリー劇場（影絵）、ワークショップ（ハーモニカ入門、第九講座等）、湘南よさこ

い祭り、平塚フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会等の開催・共催 

   ウ 芸術文化鑑賞機会の提供事業（優れた芸術文化を鑑賞する事業） 

     小椋桂コンサート、美輪明宏講演会、湘南ひらつか寄席等の開催 

   エ 文化団体等への助成事業 

     全国大会に参加する文化団体等への助成：１０件 

   オ 囲碁文化の普及事業 

     湘南ひらつか囲碁まつり、子ども囲碁大会、地域対抗囲碁大会、囲碁教室等の開催 

 

（２） スポーツ振興事業 

  ア スポーツ教室開催事業：６０教室開催 参加者数１１，９６６人 

    バドミントン、卓球、ヨガ、体操、太極拳、フラダンス、剣道、水泳等、６０教室の開催 

  イ スポーツ団体等に対する助成事業 

    ①全国大会等出場者及び会場使用への支援：４４件 

     助成：国際大会５件、全国大会２３件、関東大会１１件 

     会場使用支援：５件 

②優秀選手の表彰（小中高生対象）：３チーム、１６人 

③全国大会出場者に記念品贈呈（小中高生対象）：３３件 

  ウ 公民館との共催事業：４公民館で実施、参加者数１１７人 

    高齢者学級（公民館事業）における健康体操講座の実施 

  エ くすの木体操の指導員育成、講師派遣事業：健康推進員育成講座４回、指導１２回 

    健康推進員育成講座の実施、市民への指導のための体操講師の派遣 

 

（３） 文化事業とスポーツ事業のジョイント事業 

    保育園、幼稚園への訪問コンサート（音楽コンサートとリズム体操のジョイント企画）の

実施：参加者数２，５０３人 

 



（４） まちづくり振興事業 

  ア 自転車の振興事業 

     ①自転車交通安全啓発事業 

・自転車通行ルール周知ポスターの掲出：２６か所 

・傘さし運転禁止キャンペーンの実施：駐輪場１５か所で実施、７，０００組のチラシ・

雨衣（ポンチョ）を配布 

・交通安全普及看板（標語等）の設置：各駐輪場１２か所 

・自転車交通安全普及ＣＭ等の作成（Ｊリーグ試合開催時に競技場で放映中） 

②放置自転車等の解消対策事業 

・自転車放置禁止区域表示看板の設置：１６か所 

・自転車放置禁止区域・一時駐輪施設パンフレット配布：市内７高等学校新入生及び各

駐輪施設に１０，０００部 

・駐輪場施設空き情報等を発信するシステムの企画開発等 

  イ ひらつか市民プラザの管理運営事業 

  ウ 霊園施設の管理運営事業 

  エ 総合公園の管理運営事業 

 

２ 収益事業 

 （１） 駐輪場、駐車場管理運営事業 

   ア 駐輪場管理運営事業（収容台数 自転車９，８１６台、バイク１，８３７台） 

駅前大通り駐輪場等１８駐輪場の管理運営、整備・改修、レンタサイクル（保有数約４

００台）の貸出し 

   イ 駐車場管理運営事業（収容台数 自動車５６６台、大型バイク６８台） 

     紅谷町駐車場等３駐車場の管理運営、平塚漁港駐車場管理運営事業、湘南海岸公園臨時

駐車場管理運営事業 

 

 （２） 売店等事業 

     総合公園内売店等事業（総合公園内での売店出店、レストハウス運営等）、総合公園・

桃浜町庭球場等スポーツ施設への自動販売機設置事業、文化事業の受託チケット販売事業 

 

３ その他の事業 

 （１） ふれあい物品貸出し事業 

     地域のふれあい活動に物品（輪投げ板、囲碁セット等）の貸出し 

 

（２） 文化・スポーツ情報の収集提供、文化・スポーツ振興の調査研究事業 

    文化情報誌「湘南の風にのって」及びスポーツ情報誌「スポーツタウンひらつか」の発

行、文化事業企画専門委員会及びスポーツ事業企画専門委員会の開催等 

 

（３） その他 

    公益財団法人を維持する取組の実施（公認会計士の会計事務への関与、公共施設等管理

運営企画専門委員会の開催等） 
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