
国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 名称 金額
広報紙発行事業 「広報ひらつか」を発行し、市政の動きやまちの話題などの情報を親しみやす

く分かりやすい紙面構成で提供します。
雑入 【主な支出項目】

48,425 4,800 43,625 報償費 100 広報謝礼
需用費 27,799 需用費

　消耗品費、広報紙等印刷製本費
委託料 19,560 委託料

　広報紙配布、電子書籍データ制作等
使用料及び賃借料 966 広報紙編集用ＯＡ機器等賃借料

平和意識普及・啓発事業 恒久平和を実現するため、核兵器廃絶平和都市宣言の理念に基づき、平和の尊
さ、大切さを訴える平和意識普及・啓発事業を実施します。
【主な支出項目】

2,107 2,107 報償費 20 講師謝礼
旅費 116
需用費 53 需用費

　消耗品費、修繕料
委託料 1,810 平和推進事業運営委託料
使用料及び賃借料 48
負担金、補助及び 60 負担金
交付金

就労支援事業 就職希望者に対する企業合同面接会開催や、就労に向けたセミナー等の開催に
より、市民の就職へ向けた活動を支援します。
【主な支出項目】

2,217 2,217 報償費 995 報償費
　就労相談会相談員謝礼、ニート支援セミナー講師謝礼等

需用費 42 需用費
　消耗品費

委託料 1,000 企業合同就職面接会運営委託料
使用料及び賃借料 180 企業合同就職面接会会場使用料

産学公共同研究支援事業 中小企業者等の経営の安定化を図るため、産学公の共同研究による新製品、技
術開発等の事業化を支援します。
【主な支出項目】

2,000 2,000 負担金、補助及び 2,000 産学共同研究事業化支援補助金
交付金

テクノフェア推進事業 工業の活性化のため、企業等が製造した製品を展示し、ＰＲするとともに交流
を推進します。
【主な支出項目】

3,000 3,000 負担金、補助及び 3,000 テクノフェア推進事業補助金
交付金

中小企業退職金共済掛金補助事業 市内に事業所を有する中小企業の従業員の福祉の向上と雇用の安定を図るため
中小企業退職金共済掛金の一部を補助します。
【主な支出項目】

1,856 1,856 負担金、補助及び 1,856 中小企業退職金共済掛金補助金
交付金

農作物鳥獣被害対策事業 鳥獣による農業被害が深刻なため、捕獲檻の増設など被害防止対策を行いま
す｡

県補助金 【主な支出項目】
2,015 326 1,689 役務費 30 携帯電話料金

委託料 215 捕獲檻管理業務委託料
備品購入費 652 捕獲檻購入費
負担金、補助及び 1,118 湘南有害鳥獣対策協議会負担金
交付金 農作物鳥獣被害対策事業補助金

事業名
平成26年

度
平成26年度当初予算内訳 節

説明

平成２６年度当初予算
参考資料５ 
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畜産振興対策事業 畜産農家の生産意欲高揚と市民の畜産業への理解促進を図るため、畜産共進会
等の開催や自給飼料作物種子代の一部を補助します。
【主な支出項目】

3,014 3,014 報償費 39 表彰記念品費等
委託料 950 共進会開催委託料
負担金、補助及び 2,025 補助金
交付金 　平塚市畜産会事業、自給飼料作物栽培促進対策

水産振興推進事業 地域漁業の発展のため、漁業協同組合等が行う事業活動や漁業者の設備導入に
対する支援と水難救護法に基づく団体や水産関係各種団体に対して経費の一部
を負担します。

基金繰入金 【主な支出項目】
1,397 470 927 委託料 50 水産物ブランド化研究開発委託料

使用料及び賃借料 60 漁業新技術検討会用舟艇賃借料
負担金、補助及び 1,287 負担金
交付金 補助金

　栽培漁業導入推進事業、漁業災害対策資金利子、漁業近代化
　資金利子
漁業振興対策交付金

魅力ある花火大会開催事業 観光振興のため、市民の出資等市民参加による、にぎわいと魅力ある花火大会
を開催します。
【主な支出項目】

8,000 8,000 委託料 8,000 開催、運営委託料
七夕まつり開催事業 観光振興のため、市民参加による七夕飾りの充実等により、七夕まつりを開催

します。
【主な支出項目】

60,000 60,000 負担金、補助及び 60,000 湘南ひらつか七夕まつり実行委員会補助金
交付金

市民活動普及啓発事業 市民活動の活性化に向け、市民活動センターを活動拠点とし、各種講座の開催
や関連情報の収集・発信を行います。

寄附金 【主な支出項目】
16,516 300 15,194 報酬 419 市民活動推進委員会委員報酬（９人）

雑入 賃金 14,149 賃金
1,022 　嘱託員（５人）、臨時事務員

報償費 322 講師謝礼等
需用費 560 需用費

　消耗品費、修繕料　
委託料 310 ＯＡ機器保守委託料
使用料及び賃借料 446 ＯＡ機器賃借料
負担金、補助及び 10 負担金
交付金
投資及び出資金 300 公益信託ひらつか市民活動ファンド出資金

自治会館等整備助成事業 自治会館の新築、増改築、補修、建物の購入及び土地の取得等に対し、事業費
の一部を助成します。
【主な支出項目】

3,030 3,030 負担金、補助及び 3,030 補助金
交付金 　自治会館等建設事業費、自治会館等建設事業資金等利子

友好都市交流推進事業 文化やスポーツ､産業を発展させるため､友好都市等と幅広い交流を行います｡
【主な支出項目】

2,348 2,348 旅費 332 友好都市交流事業引率旅費
委託料 2,016 友好都市交流事業委託料

　高山市・花巻市・伊豆市
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参考資料５ 

災害救助事業 被災者や遺族の生活再建の一助のため、弔慰金、見舞金の支給を行います。
【主な支出項目】

2,000 2,000 扶助費 2,000 扶助費
　災害見舞金、弔慰金

重度障害者医療費給付事業 重度障がい者の福祉の増進を図るため、医療費を助成します。
県補助金 【主な支出項目】

1,027,514 305,836 721,678 需用費 321 需用費
　消耗品費、印刷製本費

役務費 13,273 役務費
　診療報酬審査支払等手数料

扶助費 1,013,920 医療扶助費
心身障害者福祉手当支給事業 在宅の重度障がい児者の福祉の増進と生活の向上を図るため、福祉手当を支給

します。
【主な支出項目】

237,384 237,384 扶助費 237,384 扶助費
　心身障害者福祉手当

ひとり親家庭等医療費助成事業 ひとり親家庭等の福祉の増進を図るため、医療費を助成します。
県補助金 【主な支出項目】

210,191 97,567 112,624 需用費 430 需用費
　消耗品費、印刷製本費

役務費 4,633 役務費
　通信運搬費、診療報酬審査支払等手数料

扶助費 205,128 医療扶助費
青少年健全育成催事事業 青少年が健やかに成長していくため、親や地域の大人、あるいは青少年同士が

交流を深めるとともに、青少年の日頃の活動に対する発表の機会や活躍の場と
なる各種イベントを実施します。
【主な支出項目】

7,037 7,037 報償費 203 講師謝礼
需用費 55 需用費

　消耗品費
委託料 6,779 委託料

　子ども大会、成人式、青少年健全育成のつどい、
　青少年交流体験事業

ごみ減量推進事業 ごみの減量化及び資源化の推進を図るため、各種啓発活動や助成を行います。
あわせて、「一般家庭での生ごみ処理推進講習会」を実施します。

雑入 【主な支出項目】
3,476 147 3,329 報償費 80 一般家庭での生ごみ処理推進講習会講師謝礼

需用費 895 需用費
　啓発物品及び生ごみ処理容器消耗品費

負担金、補助及び 2,501 家庭用電動生ごみ処理機補助金
交付金 ごみ減量化推進員会活動交付金

ごみ収集運搬事業 燃せるごみ、燃せないごみ、ペットボトル、プラクル、臨時ごみの収集運搬を
行います。

手数料 【主な支出項目】
126,823 20,367 106,226 賃金 14,267 臨時労務員、臨時事務員賃金

雑入 需用費 39,001 需用費
230 　消耗品費、燃料費、印刷製本費

役務費 3,263 役務費
　手数料、保険料、通信運搬費

委託料 1,834 委託料
　小動物死体処理、ＯＡ機器保守等

使用料及び賃借料 68,358 ごみ収集車等賃借料
原材料費 100
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資源再生物収集運搬事業 資源再生物（ペットボトル、プラクルを除く）の収集運搬を行います。また、
資源再生物買上金制度により資源再生物１ｋｇ当たり５.５円を自治会に交付
するとともに、資源の売却益の差分を平塚市資源回収協同組合に交付します。

雑入 【主な支出項目】
218,744 34,000 184,744 報償費 86,000 資源再生物買上金

需用費 15 需用費
　消耗品費

委託料 4,908 資源再生物回収容器洗浄委託料
負担金、補助及び 127,821 資源再生物回収交付金
交付金

交通安全対策指導事業 平塚駅周辺や各地域において、通学等の歩行者や自転車利用者に交通安全指導
を実施することで、交通安全意識の高揚を図ります。
【主な支出項目】

11,016 11,016 委託料 11,016 委託料
　交通指導員地区活動、児童生徒交通安全対策

ブロック塀等倒壊予防策事業 ブロック塀等の倒壊による被害を防ぐため、道路に面したブロック塀等による
危険度の実態調査を踏まえ､適切な改善の指導及び改修工事費の一部を助成し
ます｡

国庫補助金 手数料 【主な支出項目】
4,000 1,800 622 1,578 負担金、補助及び 4,000 ブロック塀等倒壊予防策補助金

交付金
緑化まつり開催事業 緑化の推進、緑の普及啓発を目的に、多くの市民参加と協力を得て、第４１回

平塚市緑化まつりを開催します。
基金繰入金 【主な支出項目】

2,700 2,700 委託料 2,700 開催・運営委託料

水洗化融資事業【下水道事業特別会計】 排水設備設置者に対して助成等を行います。
【主な支出項目】

7,019 7,019 需用費 100 需用費
　貸付あっせん申請書等印刷製本費

役務費 32 役務費
　融資関係書類郵送料

負担金、補助及び 6,887 補助金
交付金 　排水設備設置水洗化、排水設備設置水洗化資金貸付あっせん

　利子、共同排水設備工事費
水洗化普及事業【下水道事業特別会計】 排水設備設置の審査・確認と水洗化への普及・促進を図ります。

使用料 【主な支出項目】
3,954 1,977 1,977 賃金 2,517 嘱託員賃金（１人）

需用費 347 需用費
　消耗品費、排水設備確認申請書等印刷製本費

役務費 74 役務費
　指定工事店等登録関係書類郵送料

委託料 1,016 下水道普及促進業務委託料
水洗化融資事業【農業集落排水事業特別会計】 排水設備設置者に対して助成等を行います。

【主な支出項目】
1,589 1,589 需用費 55 需用費

　消耗品費、農業集落排水申請書等印刷製本費
役務費 8 役務費

　融資関係書類郵送料
負担金、補助及び 1,526 補助金
交付金 　排水設備設置水洗化、排水設備設置水洗化資金貸付

　あっせん利子

4



国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 名称 金額
事業名

平成26年
度

平成26年度当初予算内訳 節
説明

平成２６年度当初予算
参考資料５ 

要保護及び準要保護児童生徒援助事業 義務教育を円滑に受けることができるようにするため、経済的な理由により就
学が困難な児童・生徒の保護者に対して必要な援助をします。

国庫補助金 【主な支出項目】
155,636 912 154,724 扶助費 155,636 就学援助事業扶助費

特別支援教育就学奨励援助事業 特別支援教育を円滑に受けることができるようにするため､特別支援学級に就
学する児童･生徒の保護者に対し､その負担能力に応じた援助をします｡

国庫補助金 【主な支出項目】
5,369 2,142 3,227 扶助費 5,369 特別支援教育就学奨励事業扶助費

教職員福利厚生事業 学校教職員の健康診断を実施し、また、教職員の保健及び元気回復等、福利厚
生に関する事項についての計画を立て実施します。
【主な支出項目】

15,263 15,263 委託料 13,263 委託料
　教職員健康診断、健康管理（産業医）、
　教職員身分証明書作成

負担金、補助及び 2,000 市立学校教職員互助会補助金
交付金

学校教育の調査・研究、研修事業 教員の指導力向上を図るため､調査研究活動及び研修を実施します。児童が､郷
土の歴史･地理･産物などを学び､郷土平塚への理解と誇り､そして愛情を育むた
めに小学校３､４年生用の社会科副読本｢わたしたちの平塚｣を発行します。
【主な支出項目】

7,060 7,060 賃金 2,564 調査研究嘱託員賃金（１人）
報償費 1,443 各種研修会講師謝礼等
旅費 113
需用費 2,611 需用費

　消耗品費、社会科副読本等印刷製本費
使用料及び賃借料 64 会場使用料等
備品購入費 200 図書購入費
負担金、補助及び 65 負担金
交付金

教育相談体制の充実事業 児童、生徒の様々な問題を解決するため、学校における教育相談体制を充実す
るとともに、訪問相談事業、各種研修会や研究会を実施します。
【主な支出項目】

3,208 3,208 賃金 2,438 訪問相談嘱託員賃金（１人）
報償費 770 講師謝礼

地域教育力ネットワーク推進事業 子ども一人一人の自立と「生きる力」を育むため、各中学校区地域教育力ネッ
トワーク協議会において、地域の特色を生かした世代間交流、体験事業等を推
進するほか、こどもサポート看板の設置、夜間パトロール等の共通事業を行い
ます。
【主な支出項目】

1,800 1,800 委託料 1,800 平塚市地域教育力ネットワーク協議会運営委託料
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社会教育推進事業 社会教育法に基づく社会教育委員の職務に必要な経費を支出します。また、社
会教育関係団体の活動に対する支援などを行うほか、市民の文化芸術活動の普
及と高揚を図るため、創作・発表の機会を提供することにより活動を支援しま
す。
【主な支出項目】

3,445 3,445 報酬 859 委員報酬（１３人）
報償費 23 市立幼Ｐ連研修会講師謝礼
旅費 16 旅費
需用費 19 需用費

　消耗品費
委託料 1,892 委託料

　平塚市文化祭開催、平塚市展開催
負担金、補助及び 636 補助金
交付金 　平塚市ＰＴＡ連絡協議会、平塚市文化連盟

負担金
文化財保護事業 歴史的に貴重な文化財及び文化遺産を保護するため、指定文化財の保存･活用

や愛護意識の普及、埋蔵文化財の調査及び出土遺物の整理などを行います。ま
財産売払収 た、文化財保護委員の職務に必要な経費等を支出します。

国庫補助金 入 【主な支出項目】
22,871 4,602 14 16,702 報酬 238 委員報酬（７人）

県補助金 雑入 報償費 100 講師謝礼等
1,534 19 需用費 3,048 需用費

　消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、施設修繕料
役務費 376 役務費

　通信運搬費、保険料
委託料 14,694 委託料

　市内遺跡発掘調査等、埋蔵文化財シリーズ４７集作成、
　出土金属器類等保存処理、文化財説明板製作設置、
　埋蔵文化財事務所警備・各種設備保守等

使用料及び賃借料 2,988 賃借料
　埋蔵文化財遺物収蔵庫

備品購入費 1,080 軽四輪貨物自動車購入費　１台（新規）
負担金、補助及び 340 市指定文化財保存管理奨励補助金
交付金
公課費 7

地区公民館まつり等開催事業 優れた文化意識の啓発や地域住民相互の親善と交流を進めるとともに、継続的
な地域コミュニティの醸成を図るため、利用団体や地域団体が活動成果を発表
する場や地域住民が参加できるレクリエーション等の場を設けます。
【主な支出項目】

4,862 4,862 委託料 4,862 委託料
　市民体育レクリエーション開催､公民館フェスティバル開催､
　公民館まつり開催

来館出来ない人への図書館サービス事業 生涯学習支援のため、移動図書館車で児童施設、入所施設、図書館から遠い地
域の学校・公民館を訪問し、図書の貸出を行います。また目の不自由な方への
郵送サービスを実施します。
【主な支出項目】

3,612 3,612 報償費 10 土地使用謝礼
需用費 539 需用費

　消耗品費
備品購入費 3,063 図書資料購入費
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国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 名称 金額
事業名

平成26年
度

平成26年度当初予算内訳 節
説明

平成２６年度当初予算
参考資料５ 

ブックスタート事業 地域のすべての赤ちゃんと保護者に、｢赤ちゃんと絵本を楽しむ時間の大切さ｣
を伝えながら、絵本を直接手渡します。
【主な支出項目】

2,609 2,609 賃金 935 臨時事務員賃金
報償費 75 講師等謝礼
需用費 1,487 需用費

　配布用絵本等購入費
備品購入費 112 フォローアップ対象用絵本購入費

博物館特別展事業 学芸員が収集・調査・研究した成果を市民の知的共有財産とするため、特別展
財産売払収 を開催し、その成果を分かりやすく具体的に展示します。
入 【主な支出項目】

6,184 1,543 4,641 報償費 498 協力者謝礼
旅費 23
需用費 5,064 需用費

　消耗品費、図録等印刷製本費
役務費 20
委託料 550 委託料

　特別展用パネル製作、看板等製作
原材料費 29

市史編さん事業 本市の歴史的発展過程を振り返り、郷土に対する市民の関心を高めるため、平
財産売払収 塚市史を編さん・発行します。
入 【主な支出項目】

6,280 104 6,176 賃金 1,656 臨時事務員賃金（２人）
報償費 4,071 調査員等謝礼
需用費 435 需用費

　消耗品費、修繕料
役務費 53 役務費

　通信運搬費
委託料 55 ＯＡ機器保守委託料
負担金、補助及び 10 負担金
交付金

魅力ある美術展覧会事業 多様な年齢層が国内外の優れた近現代美術作品に接する機会を充実するため、
テーマを設定した企画展と所蔵品を活用した特集展を開催します。

使用料 【主な支出項目】
38,905 11,689 4,860 報償費 1,250 作品借用等謝礼

財産売払収 旅費 931 需用費
入 需用費 860 　消耗品費

1,356 委託料 27,264 委託料
雑入 　印刷物製作、作品運搬、会場施工等

21,000 負担金、補助及び 8,600 展覧会分担金
交付金

美術教育の普及・体験事業 財産売払収 美術教育普及活動を推進するため、ワークショップを開催します。
入 【主な支出項目】

2,192 714 1,478 賃金 311 ワークショップ補助員賃金
報償費 1,275 講師謝礼
旅費 36
需用費 200 需用費

　消耗品費
委託料 370 印刷物製作委託料
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国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 名称 金額
事業名

平成26年
度

平成26年度当初予算内訳 節
説明

平成２６年度当初予算
参考資料５ 

美術品の調査・収集事業 美術品の購入、調査研究、保存及び収集活動を行います。
【主な支出項目】

3,414 3,414 報酬 75 美術品選定評価委員報酬（５人）
報償費 40 作品寄贈・調査協力謝礼
旅費 83
需用費 890 需用費

　消耗品費、印刷製本費、修繕料
委託料 1,896 委託料

　作品保存管理、屋外彫刻保守等
備品購入費 400 図書等備品購入費
負担金、補助及び 30 負担金
交付金
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