
事業名 実施 日
′へ、

場 参加人員等

第 67回市民総合体育大会

ニュースポーツ大会 (バ ウン ドテニス)

6月 23日 (土 )

ひらつか

サン・ライフア リーナ
12チ ーム 83人

ニュースポーツ体験会2018

ひらつかボッチャ競技大会2018
6月 23日 (土 )

ひらつか

サン・ライフア リーナ

約 250人

30チーム 126人

第 55回平塚市少年野球大会 7月 20日 (金 )

(日 )7月 29日

パ レスタ球場
大神スポーツ広場

47チ ー ム 663人

第 52回平塚市少年少女水泳大会
8月 5日 (日 )

トッケイセキュリティ

平塚総合体育館
温水プール

288人

第 67回市民総合体育大会 8月 18日 (上 )

19日 (日 )

25日 (土 )

26日 (日 )

平塚総合公園

ひらつか
:

サン・ライフア リーナ

太神スポエツ広場等

24地 区 3703人

かながわパラスポーツフェスタ 9月 8日 (土 ) 平塚総合公園

第 47回平塚市少年少女剣道大会
10月 14日 (日 )

トックイセキユリティ
平塚総合体育館

1 9 7人

第 67回市民総合体育大会

ニュースポーツ大会 (ト リムバ レー)

11月 11日 (日 )

ひ らつか

サン・ラノイフア リーナ
2 0地 区 2 5 1人

平塚市民 。大学交流事業

中学生陸上競技教室

12月 9日 (日 )

東海大学湘南
キャンパス 中学生 318人

平塚市民 。大学交流事業

平塚市ロー ドレース大会

12月 16日 (日 )

Shonan BMW
ス タジアム平塚

335人

平塚市民・大学交流事業

卓球教室

12月 23日 (日 )

トンクイセキユ リティ

平塚総合体育館
255人

平塚市市内駅伝競走大会

第 65回地区対抗駅伝

第 58回市内実業団紺抗駅伝

1月 13日 (日 )

Shonan BMW
スタジアム平塚

地区対抗 23チーム

実業団対抗 12チーム

伊豆市 1チーム

平塚市民 '大学交流事業

中学生バスケッ トボール教室

1月 20日 (日 )

トックイセキュ リティ

平塚総合体育館
中学生 153人

スポーツ優秀選手表彰 2月 11日 (祝・月 ) サンライフガーデン

スポーツ指導者講習会 2月 下旬 平塚市教育会館

平塚市民・大学交流事業

小学生サンカ~教室

2月 23日 (土 )

神奈川大学
湘南ひらつか

キャンパス

第 49回平塚市少年少女マランン大会 3月 3日 (日 )

Shonan BMW
ス タジアム平塚等

第 1回ひらつかパラスポーンフェスタ 3月 10日 (日 )

ひらつか

サン・ライフア リーナ

3月 24日 (日 ) 平塚総合公 園 ※.(第 6回
―
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第 6回ひ らつか市民
スポー ツフェステ ィバル



平成 3司 年度 スポーツ課 当初予算 (歳入)の概要
(単位 千円)

項  目 本年度予算額 1前年度予算額| 
―

増減額

13使用料及び手数料

01使用料

01総務使用料

01、総務管理使用料

68 69 △ 1

体育施設の敷地内の東電柱及び電話柱設置、自動販売機設置に伴 う使用
料

桃操庭球場 (電柱 6本、支線 2本、共架 1基 )、 軟式庭球場 (電柱 3

本、支線 1本、共架 1基 )、 王御住運動広場 (電柱 7本、支柱 1本、支
線 8本、共架 7基)、 大神スポーツ広場 (支柱 1本 )、 自動販売機設置
料 (軟庭 2,桃浜 2,大神 1)

【主な増減の理由】自動販売機設置料

13使用料及び手数料

01使用料

08教育使用料

04保健体育使用料

3 1 940 31,940 0

桃浜町庭球場等の使用料及び学校運動場夜間照明施設使用料

軟式庭球場、桃浜町庭球場、王御住運動広場、土沢野球場、大神スポー

ツ広場、パークゴルフ場使用料、学校夜間照明施設使用料 (江陽中、太
洋中、金目中、大住中、浜岳中、旭小、真土小、横内小、人幡小)

15県支出金

02県補助金

07教育費県補助金

02社会教育費補助金

240 240 0

ひらつかパラスポーツフェスタ補助金

ひらつかパラスポーツフェスタ大会運営補助金

〔主な増減の理由】

20諸収入

06雑入

02雑入

09教育費雑入

2,515 1,895 620

体育施設の電気使用料、自動販売機設置許可管理料、広告掲載料

体育施設電気使用料 (軟式庭球場、桃浜町庭球場、大神スポーツ広場管

理棟、パークゴルフナ場―の飲料水自動販売機 )

【主な増減の理由】自動販売機管理料の増額

計 34,763 34,144 619



平成 3司 年度 スポーツ課 当初予算 (歳出)の概要

保健体育費「 1保健体育総務費」の事業内容

(単位 千円)

区 分 本年度 前年度 増減額 増減率 (%)

06保健体育費 147,747 139,572 8,175 5,9

1保健体育総務費 44,135 44,456 △ 321 △ 07
2体育施設費 103,612 95,116 8,496 8。 9

事業名 増減客員

②保健体育庶務事業 211147 21603 △ 456

スポーン課庶務事業経費。各種スポーツ大会、団体への補助金、市内スポ‐ツ情報ポータルサイ
トの運営事業を含む。

【主な増減の理由】ひらつかスポーンナビリニューアル委託料削減

スポーツ課一般経費 (需用費・役務費 。使用料及び貸借料等)・ 各スポーツ団体補助金 (体育

協会・ レクリエーション連盟・体育振興連絡協議会)・ 各種大会補助金・表彰記念品等

③サウカー文化の振興によるまちづくり事素

サンカ~文化を振興するため、湘南ベルマーレスポーツクラブによる小学校巡回授業やコーチに

よるサッカー教室などを実施する。

補助金

④市民総合体育大会開
―
催事業|| ■|||■■―il● 41123, ■■―|||||||||||.4-?24

地域スポーンの普及・振興と地域住民の交流や競技力の向上を図るため、市民総合体育大会を開

催する。

看護員謝礼・表彰記念品 。消耗品費 (用紙、大会用具等)。 大会運営、選手派遣委託料 。会場使

用料等

ポーツ

スポーツ基本法に基づくスポーツ推進審議会委員により、審議会の開催やスポーツ大会等の視察

を行 う。

委員報酬

⑥スポエツ推進委員活動1事業||―■― 1併001

スポーツ・レクリエーション振興のため、地区住民に対してスポーツ・レクリエーションに関す

る指導、助言を行う。また、協議会を組織し、委員相互の連絡調整や各種大会、研修会に委員を

派遣し、委員の資質向上を図る。

【主な増減の理由】スポーツ指導者講習会経費減額分 (各種スポーツ大会開催事業へ移行)

委員報酬 。講師謝礼・研究大会等参加旅費・消耗品 (ニ ュースポーツ用具購入費)等

⑦各種スポ■ツ大会開
―
催事業|

多様なスポーツ機会を確保するため、
等を開催する。

市内駅伝競走大会、少年少女大会などの各種スポーツ大会

【主な増減の理由】選手派遣事業からかながわ駅伝選手派遣委託料等増額分

スポーツ教室等講師謝礼・看護員謝礼・表彰記念品 。消耗品費 (大会用具、事務用品)。 大会運

営委託料 。会場使用料等



事業名 本年度予算額 前年度予算額 増減額

③学校体育施設開放事業 413128 4,130 198

健全な体育活動の普及や発展のため、小学校の体育館及びグラウン ドを開放 し、市民にスポーツ
をする場を提供する。東海大学との脇働による小中学校体育施設個人開放事業を含む。

【主な増減の理由】印刷製本費増額分

開放事業委託料

⑨小学校プール開放事業 18,640 18,540 0

児童の心身の健全な育成 と体力の向上を図るため、夏季休業中の小学校のプールを開放する。

委託料

⑩選手派遣事業 0 245 ―| △ 245

「かながわ駅伝競走大会」への選手派遣や優秀選手表彰費用

【主な増減の理由】保健体育庶務事業 (ス ポーツ優秀選手記念品)、 各種スポーツ大会開催事業
(かながわ駅伝選手派遣委託料)へ移行。

表彰記念品 。選手派遣委託料等

①手話ダンスによる健康づくり事業 600

手話とダンスを掛け合わせた手話ダンスを運動・スポーンのきつかけづくりとなるよう、手話ダ
ンスグループによる公演を実施する。

公演委託料

保健体育費「2体育施設費」の事業内容
1本年度予算額 1前年度予算額||― i ■増減額

「
■

①スポエツ施設活用事業 59,897 58,202

市民の健全なスポーツ活動の普及発展のため、各種体育施設の維持 。管理・運営を行 う。
<ス ポーツ課管理施設 >大神スポーツ広場、王御住運動広場、土屋多目的広場、軟式庭球場、桃

浜町庭球場、学校夜間照明施設。

【主な増減の理由】指定管理料の増額

消耗品・光熱水費・修繕料・建物損害保険料・施設管理委託料 。土屋多目的広場借地料、大神ス

ポーツ広場、軟式庭球場及び桃浜町庭球場指定管理料  ・原材料費・分担金等

9姦埒念爾軍望rη (イ
一ヾ

?FIIイマ 431715 6,801

市民の健全なスポーン活動の普及発展のため土沢スポーツ広場 (パークゴルフ場 。土沢野球場 。

土沢多目的広場)の維持 。管理・運営を行 う。

【主な増減の理由】指定管理料の増額

消耗品・施設修繕料 。指定管理委託料 。使用料及び賃借料・負担金等



平成31年度平塚市社会体育関係行事予定表 別 添 1

平成31年 1月 lフし在

月

市関係行事
全国・関東・県大会等

大会・講習会等 会議等

4月

5月

6月
23(日 )第 68回市民総合体育大会/ハ 'ウンドテニス(平ア)

23(日 )囲碁ボール交流会 (仮称)(平ア)

8(土 )第55回少年野球大会
抽選会及び監督・主将会

議

7(金 )～ 8(土 )

関東スポーツ推進委員研究大会
(埼玉県)

7月
19(金)～ 28(日 )第 56回少年野球大会(球・大)

7/20(上 )～ 8/9(金 )小学校プール開放 (28/↓ 学ヽ校)

11(木 )市民総合体育大会
抽選会及び代表者会議

8月

3(上)第 53回少年少女水泳大会 (総体プ)

17(土 )～ 18(日 )第 68回 市民総合体育大会(総体、翌二、大他)

24(土)～ 25(日 )第68回市民総合体育大会 (総体、里五、ハ
°―ク

他)

18(日 )市体育功労者表彰 (平ア)

9月 15日 (日 )第2回ひらつかパラスポーツフェスタ(平ア)

13(金)～ 15(口 )

第73回全国レクリエーション大会
(宮城県)

10月 6(口 )第48回 少年少女剣道大会(ヱニ)

9月 28日 (土 )～ 10月 8日 (火 )

第74回 国民体育大会 (茨城県)

11月 10(日 )第 68回市民総合体育大会/トリムパレー (平ア)

14(本 )～ 15(金 )

全国スポーツ推進委員研究協議会
(二重県)

12月
上旬 市民。大学交流事業中学生陸上教室 (東海大学)

15(日 )市民 '大学交流事業ロードレース大会 (競 )

市内駅伝競走大会監督会議
1(日 )

第14回湘南国際マラノン

31年

1月

12(日 )平成31年度平塚市市内駅伝競走大会
/地 区対抗・実業団対抗 (競～山城中)

19(口 )市民・大学交流事業中学生ハ・スケットホ'―ル教室(総体)

13(月・祝)

スポーツ団体新年の集い
1/下旬～2/中 旬
第75回国体冬季大会 (青森県・富山県)

2月

下旬 スポーツ指導者講習会
下旬 市民・大学交流事業小学生サッカー教室 (ネ申奈川
大学)

23(日 )市民・大学交流事業卓球教室(総体)

11(火・祝)

平成31年度平塚市スポーツ優
秀選手表彰

2(日 )県スポーツ推進委員大会
(サ |1崎市)

9(日 )第 74回「かながわ駅伝」競走大会

3月

上旬 第50回少年少女マラノン大会 (総公。競・園)

29(日 )第7回ひらつか市民スポーツフェスティバル

(総公・総体・球・競)

下線は、
ネーミンク・ライツ導入に

よる「喪称」 |

大→大神スポーツ広場 リヒ→桃浜町庭球場 軟→軟式庭球場 平ア→ひらつかサン。ライフアリーす(ひらつかアリーナ)総公→総合公園

総体→トッケイセれ ,ティ平塚総合体育館 (総合体育館)競→Shonan BMWスタプアム平塚 (平塚競技場)馬サ→馬入ふれあい公園サッカー場

球→ハ・ッティンク'ハ
°
レス相石スタプアムひらつか (平塚球場)ハ

°―ク→木村植物園湘商ひらつかハ°―クコ
1ア

レフ場 (ハ
°―クゴルフ場)園→総合公園園路

※()は会場




