
平成２７年度　事業報告

　文化芸術，スポーツ及びコミュニティ活動を総合的に振興していくための活動機会と場の提

供を行い，「いきがい」と「うるおい」のある地域社会の健全な発展に寄与するとともに，文

化財に関する事業，勤労者等への福祉事業や公共の福祉の増進を図ることを目的とし，定款第

４条に定める事業を行った結果は以下のとおりである。

Ⅰ　文化芸術及びスポーツ等の振興に関する事業

　１　文化振興事業（公益１）

宝塚歌劇 　星組新トップコンビによるミュージ ①1,295人

星組全国ツアー公演 大ホール カル・ロマンとレビュー（２公演） ②1,294人

　（公財）いばらき文化振興財団との

共催事業

公共ホール演劇 　作者自身の引きこもり体験を題材に 286人

ネットワーク事業 した劇団の代表作

ハイバイ公演「ヒッキー・ 　全国10都市の公共ホールが共同・連携

カンクーントルネード」 して開催する（一財）地域創造の事業

劇団四季ミュージカル 　多彩なダンスに珠玉のナンバー，笑 1,274人

「クレイジー・フォー・ い溢れるラブ・コメディとミュージカル

ユー」 の真髄ともいえる劇団四季による公演

おやこ ｄｅ クラシック 　ソプラノデュオとチェロ，ピアノの 302人
Vol.9 組み合わせによる親子向けクラシック

コンサート

寄席 　人気実力ともに当代随一の落語家， 1,149人

春風亭小朝　独演会 春風亭小朝による独演会

芸術文化交流プログラム お試し自己発見表現講座 32人
大会議室

　劇団青い鳥主宰・演出家の芹川藍に
よる自己発見表現講座
演劇ワークショップⅠ

大会議室他
　劇団青い鳥主宰・演出家の芹川藍に
よる舞台公演に向けたワークショップ
（１９回開催）
演劇ワークショップⅡ

大会議室 　公共ホール演劇ネットワーク事業の
一環として行うハイバイ主宰・演出家
の岩井秀人によるワークショップ

16人

7月26日

小ホール

　（１）　芸術等鑑賞会及び文化諸事業の開催

公演名 内　　　容
開催日

6月17日

会　場
入場者数

11月28日
大ホール

12月23日
小ホール

2月11日
大ホール

4月19日

5月5日～2月21日 530人

5月23日



芸術文化交流プログラム バックステージツアー 34人

大ホール

　舞台セットの見学や劇団員との交流

体験

音楽見本市

①加藤直明（トロンボーン）

　曽根恭子（ピアノ）　　　　　60名

②鈴木俊哉（リコーダー）

　古賀裕子（チェンバロ）　　　63名

③瀧村依里（ヴァイオリン）

　對馬哲男（ヴァイオリン）　　53名

④ウララ・ササキ（ピアノ）　　57名

　プロの演奏家と聴衆が一体となれる

ような空間で音楽をより身近に楽しめ

る芸術体験

芸術家（演奏家）派遣訪問コンサート

市内小学校他

　一流のプロの演奏家（チェロ・ピア

ノ）との交流体験と生の音楽に触れる

芸術体験

　11/4　田彦小学校　　　　　　70名
　11/5　佐野幼稚園　　　　　　80名
　　　  田彦小学校　　　　　 100名
　11/6　那珂湊第三幼稚園　　　60名
　　　  那珂湊第三小学校　　　75名
ひたちなかサウンドシップ

小ホール オータムフェスティバル

　ひたちなかサウンドシップとの協働
事業で登録団体が出演し，模擬店等も
設営したフェスティバル
市民参画による演劇協働創作舞台公演 ①396人

小ホール ②385人
　演劇ワークショップ受講生ひたちな
かイキイキ表現団『想・創』による舞
台発表会（２公演）

入場者合計 7,931人
前年度 7,086人

385人

320人

2月28日

11月22日

7月2日

9月21日～1月23日 233人

大ホールホワイエ他

公演名
開催日

内　　　容 入場者数
会　場

11月4日～6日

13種40公演
 14種46公演



　（２）　ひたちなか市幼小中学生芸術鑑賞会事業

劇団ポプラ ２０校
「とべないホタル」 ６公演

4,314人

劇団東少 ３７園
「白雪姫」 ７公演

2,664人

伝統芸能オフィス ２０校
「わんぱく寄席」 ７公演

4,452人

劇団トマト座 ９校
「ひめゆり～美ら海から ６公演

の伝言」 4,507人

入場者合計 15,937人

前年度 16,135人

　２　スポーツ振興事業（公益２）

　（１）　参加型事業

　　　①　参加事業

歴史探訪ウォーク ピンクリボン＆史跡巡りウォーキング大会

　海浜公園までの５ｋｍコース 133人

　酒列磯前神社～川子塚前方後円墳等を巡

　る15ｋｍコース

2015オリンピックデーラン オリンピアンとのジョギングや

ひたちなか大会 ウォーキング 2,739人

総合体育館

参加者合計 2,872人

前年度 2,710人

陸上競技場

10月4日

ひたちなか市内

11月29日

内　　　容 参加者数
開催日

場　所
事業名

公演名 開催日 入場者数内　　　容

7月1日～3日 小学校低学年対象。飛べないホタルが勇
気を持って仲間のホタルを助けようとす
る姿を描く。

9月1日～4日 園児対象。よく知られている名作を園児
向けに構成したミュージカル作品。

4種26公演

4種25公演

11月17日～20日 小学校高学年対象。落語・太神楽などの
伝統芸能を楽しく分かり易く紹介する。

12月2日～4日 中学生対象。高校生が太平洋戦争の沖縄
戦にタイムスリップし戦争体験をする。
戦争の悲惨さ、命や友情の尊さを描く。



　　　②　教室事業
講座（教室）名 開催期間 会    場 受講者数(延べ）

キッズ体操１ 5月1日～ 松戸体育館 跳び箱マット運動を中心

8月7日 全12回 とした器械体操 257人

テニス１ 5月13日～ 総合運動公園 初中級者向け基礎講習

7月29日 全10回 テニスコート 336人

クーガーズ 5月13日～ 総合体育館 クーガーズスタッフによ

ミニバスケット 7月1日 全6回 る技術向上指導 112人

インドア 5月14日～ 総合体育館 テニスによる基礎体力づ

キッズテニス1 7月16日 全8回 くり 251人

体操 8月18日～ 松戸体育館 マット、跳び箱、鉄棒等

8月21日 全4回 の苦手克服 122人

ミニバスケット 9月2日～ 総合体育館 バスケットによる基礎体

11月11日 全8回 力づくり 147人

バドミントン 9月2日～ 総合体育館 初中級者向け基礎講習

11月25日 全10回 179人

インドア 9月3日～ 総合体育館 テニスによる基礎体力づ

キッズテニス2 11月26日 全8回 くり 251人

インドア 9月3日～ 総合体育館 初中級者向け基礎講習

テニス2 12月17日 全10回 243人

キッズ体操２ 9月4日～ 松戸体育館 跳び箱マット運動を中心

12月11日 全12回 とした器械体操 277人

ジョギング 9月5日～ 総合運動公園 ケガをしない体力づくり

12月19日 全9回 楽しく継続できるランニ 118人

ング法

１１教室 受講者合計　延べ 2,293人

１１教室 　前年度延べ 1,757人

　　　③　サッカースクールひたちなか校(クリニックコース)

講座（教室）名 開催期間 会    場 受講者数

サッカースクール 　4月～3月　44回 ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ広場 アントラーズ指導による

ひたちなか校 幼児及び小学生向けサッ 延べ5,028人

カー講習

延べ3,791人

　（２)　観戦型事業
実　施　日 入場者数

プロ野球　イースタン・リーグ公式戦
巨人 ＶＳ 埼玉西武 5月24日 　市民球場 2,383人

なでしこリーグ
日テレ・ベレ－ザ ＶＳ ASエルフェン埼玉 7月12日 　陸上競技場 1,503人

鹿島アントラ－ズ ＶＳ モンテディオ山形 8月22日 202人

Ｗリーグ
日立ハイテク ＶＳ トヨタ自動車 10月17日 　総合体育館 2,206人

Ｗリーグ
日立ハイテク ＶＳ シャンソン化粧品 11月14日 　総合体育館 1,231人

　前年度　延べ

事　業　名 実施場所

鹿島アントラ－ズ公式戦市民招待・優待事業

　県立ｶｼﾏｻｯｶ-ｽﾀｼﾞｱﾑ

内        容

内        容



実　施　日 入場者数
Ｗリーグ
日立ハイテク ＶＳ 新潟アルビレックス 12月5日 　総合体育館 1,245人

バドミントン
日本リーグ公式戦 12月23日 　総合体育館 1,100人
男子　日本ユニシス ＶＳ 日立情報通信
女子　再春館製薬 ＶＳ 広島ガス
(Ｗリーグ関連事業) 日立ハイテククーガーズの選手が市内の小学校を訪れ，バ

地域ふれあいバスケットクリニック スケットボ－ルを通して児童・生徒との交流をはかった。

訪問校：三反田小学校/勝倉小学校/那珂湊第二小学校/磯崎小学校/

　　　　津田小学校

クリニック参加人数合計　305人

入場者合計 10,175人

前年度 16,900人

 ３　教養事業（公益１）

　（１）　教養講座

事業名 開催期間 受講人数(延べ）

焼き菓子＆パン季節の料
理

　5月12日
～3月1日

646人

料理
　5月13日
～3月2日

899人

男の料理
　5月16日
～2月6日

194人

いけばな
　5月12日
～3月2日

1,077人

プリザーブドフラワー
　5月14日
～2月18日

163人

初歩の茶道
　5月12日
～3月1日

731人

着付
　5月13日
～3月2日

342人

健康体操
　5月13日
～3月2日

504人

ジャズダンス
　5月14日
～2月25日

375人

エアロビクス
　5月15日
～2月19日

606人

英会話
　5月12日
～3月8日

554人

実用ペン習字
　5月14日
～2月25日

438人

ピラティス
　5月12日
～3月1日

1,287人

ビーズアクセサリー
　5月12日
～2月16日

169人

フィットネスヨーガ
　5月14日
～2月25日

562人

トールペイント
　5月21日
～2月18日

224人

フラダンス
　5月13日
～3月2日

1,250人

太極拳
　5月12日
～3月1日

791人

一般家庭料理，デザートの基礎講座
（６講座開催全60回）

事　業　名

菓子，パンづくりの基礎講座
（３講座開催全30回）

内容

簡単レシピによる初級講座
（２講座開催全10回）

小原流生花と時節に応じたアレンジメントフラワー
（６講座開催全60回）

保存処理のされた材料でつくるアレンジメントフラワー
（３講座開催全15回）

裏千家流体験講座（３講座開催全30回）

軽装，正装，帯結び，立振舞い等基礎講座
（３講座開催全30回）

全身のツボを刺激した健康運動
（３講座開催全30回）

有酸素運動を基本にした手具健康体操
（３講座開催全30回）

振付基礎講座（３講座開催全30回）

ダンス形式の有酸素運動
（３講座開催全30回）

外国人講師と対話しながら覚える生きた英会話講座
（３講座開催全30回）

毛筆，硬筆による文字の練習
（３講座開催全30回）

深層筋を鍛え正しい姿勢を保つための運動
（６講座開催全60回）

主に天然石を使用したアクセサリー製作
（３講座開催全15回）

ポーズ，呼吸法により身体調和をはかる運動
（３講座開催全30回）

木，陶器等にデザイン画を施す手芸講座
（３講座開催全15回）

振付基礎講座（３講座開催全30回）

実施場所



事業名 開催期間 受講人数(延べ）

陶芸
　5月14日
～1月8日

563人

ガーデニング
　5月12日
～10月20日

203人

証券投資入門
　5月15日
～1月15日

266人

２１教室 受講者合計(延べ) 11,844人

２１教室 前年度(延べ) 10,961人

　　（２）　わくわく体験事業

事業名 開催期間 人数

夏休み親子で楽しむ
ラフティング

8月30日 35人

ハートウォーミング
親子で体験

　2月11日
～2月21日

114人

２事業 参加者合計 149人
３事業 前年度 112人

Ⅱ　文化芸術，スポーツ及びコミュニティ活動拠点の運営に関する事業
　１　文化芸術，スポーツ及びコミュニティ活動拠点の運営
　　　文化芸術，スポーツ及びコミュニティ活動拠点として，施設の安全性・利便性・快適
　　性の３つの原則を軸に下記の施設の管理運営を行った。
　　（１）　ひたちなか市文化会館（公益１，収益２）
　　（２）　スポーツ施設（公益２）
　　　　①　屋内施設
　　　　　　　ひたちなか市松戸体育館，ひたちなか市那珂湊体育館，ひたちなか市武道館
　　　　②　屋外施設
　　　　　　　石川運動ひろば，津田運動ひろば，佐野運動ひろば，六ツ野公園グランド，
　　　　　　　東石川第４公園グランド，西原公園グランド（第１），西原グランド（第２），
　　　　　　　後野グランド（第１，２）大平クロッケーコート，那珂湊第二野球場，
　　　　　　　津田クロッケーコート
　　　　③　プール関係
　　　　　　　市営プール（７月１日～８月３１日）
　　　　　　　　石川町プール，馬渡プール，枝川プール，佐野プール
　　　　④　ひたちなか市総合運動公園
　　　　　　　総合体育館，陸上競技場，市民球場，テニスコート，レクリエーション広場，
　　　　　　　スポーツ広場等
　　　　⑤　ひたちなか市那珂湊運動公園
　　　　　　　第一野球場，テニスコート，多目的運動広場，相撲場他付随施設
　　（３）　ひたちなか市勤労者総合福祉センター（公益１，収益２）

　２　付随事業
　　（１）　職員研修の実施（公益共通，収益１）
　　　　　　施設の安全性・利便性・快適性に資するため，応急手当普及員講習，舞台技術
　　　　　者研修，芝生管理，体育施設管理士，プール衛生管理等の職員研修を行った。
　　（２）　自動販売機の設置（収益２）
　　　　　　自動販売機の設置によって利用者への利便性を図るとともに，公益事業等に資
　　　　　する各種研修費用等の財源とした。
　　（３）　ＯＡシステムの整備・運用（法人）
　　　　　　法人内ＯＡシステムの整備・運用を行った。

粘土造形技法等基礎講座
（４講座開催全28回）

寄せ植え知識の基礎講座
（２講座開催全10回）

経済，金融，証券に関する基礎講座
（３講座開催全15回）

内容

夏休みの思い出として親子で大自然を満喫

ふれあいの場の提供を目的として，勤労者とその家族が参加で
きるものづくり体験

内容



  平成２７年度施設利用状況総括表

（１）利用人数 （単位　人）

備      考

文化施設 206,983 175,675 31,308

200,148 168,934 31,214

6,835 6,741 94

886,178 889,590 -3,412

391,165 385,209 5,956

総合体育館 211,495 215,251 -3,756

市民球場 64,038 64,992 -954

陸上競技場 40,582 25,969 14,613

テニスコート他 75,050 78,997 -3,947

41,158 44,891 -3,733

第一野球場 8,073 8,488 -415

テニスコート 10,851 9,118 1,733

多目的運動広場 21,824 26,865 -5,041

相撲場他 410 420 -10

体育館関係 204,141 204,990 -849
ひたちなか市松戸体育館 122,444 128,007 -5,563
ひたちなか市那珂湊体育館 61,825 59,039 2,786

ひたちなか市武道館 19,872 17,944 1,928

市営プール4施設 20,874 22,986 -2,112

運動ひろば等10施設 176,652 179,457 -2,805

テニスコート3施設 52,188 52,057 131

154,390 156,357 -1,967

1,247,551 1,221,622 25,929

（２）施設使用料 （単位　円）

使用料収入 備      考

文化施設 31,863,887 26,286,571 5,577,316

31,863,887 26,286,571 5,577,316

55,300,260 52,863,312 2,436,948

40,785,570 38,447,180 2,338,390

総合体育館 32,007,550 27,975,170 4,032,380

市民球場 1,904,450 2,855,250 -950,800

陸上競技場 2,373,700 2,579,710 -206,010

テニスコート他 4,499,870 5,037,050 -537,180

1,396,810 1,344,620 52,190

第一野球場 565,550 490,030 75,520

テニスコート 725,610 675,450 50,160

多目的運動広場等 105,650 179,140 -73,490

6,519,065 6,815,752 -296,687
ひたちなか市松戸体育館 4,452,165 4,700,632 -248,467
ひたちなか市那珂湊体育館 1,936,400 2,013,720 -77,320

ひたちなか市武道館 130,500 101,400 29,100

市営プール4施設 1,519,320 1,503,360 15,960

運動ひろば等7施設 2,536,535 2,247,270 289,265

テニスコート2施設 2,542,960 2,505,130 37,830

21,153,775 21,525,880 -372,105

21,153,775 21,525,880 -372,105

108,317,922 100,675,763 7,642,159

勤労者総合福祉センター

管 理 施 設 合 計

体育館関係

勤労者福祉施設

ひたちなか市文化会館

スポーツ施設

ひたちなか市総合運動公園

ひたちなか市那珂湊運動公園

施    設    名 前  年  度 増    減

スポーツ施設

ひたちなか市総合運動公園

ひたちなか市那珂湊運動公園

管 理 施 設 合 計

増    減

勤労者福祉施設

ひたちなか市文化会館

施    設    名 利用人数 前  年  度

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター



Ⅲ　文化芸術，スポーツ及びコミュニティに関する情報収集及び提供事業

　　文化芸術，スポーツ及びコミュニティに関する情報を提供するため，催事案内の印刷・

　配布やホームページの運営及び近隣の類似施設等の情報収集と提供を行った。

Ⅳ　郷土の埋蔵文化財に関する調査及び普及等事業
　１　埋蔵文化財等の普及事業（公益１）

　（１）展示会の開催

事業数合計 ５事業

前年度 ７事業

　（２）公開講座等の開催　　　

　　　　　会場：ひたちなか市埋蔵文化財調査センター　講座室

　　　①　公開講座

「茨城県の古代石材産
地と地質　―５億年前か

ら茨城県の山地を見る―」

北上山地の粘板岩で石棒を製作し
た浮野遺跡等の調査成果と分析に
ついて紹介し，「成興野型」と呼
ばれる特徴的な石棒について解説
した。

４３人

2月27日

田切美智雄

茨城県の阿武隈山地，八溝山地，
久慈山地の成立について地球史の
視点から説明し，先史・古代に利
用された石材の由来を解説した。

５０人

2月2日 第13回企画展 　公開講座「縄文時代の剣（つるぎ）」の参考
のために，日立変成岩を素材として製作された
石剣と，その製作工程を示す資料を中心に解説
した。

～5月8日 ｢日立変成岩の石剣

　 ―縄文時代晩期における石棒の製作―」

標本陳列室

10月28日 ワンケース・ミュージアム vol.38 　水彩サークル遊画会員の作品と，写生の対象
とした埴輪等を掲示し，埋蔵文化財を活用した
市民の活動を紹介した。

～12月13日 ｢絵になる埴輪Ⅱ」

　

標本陳列室

7月25日 ワンケース・ミュージアム vol.37 　武田西塙遺跡出土製塩土器を展示し，茨城県
における古代の塩づくりについて，ふるさと考
古学講座で実施した製塩実験資料とともに紹介
した。

～9月13日 ｢古代の塩づくり」

　

標本陳列室

―「十王台式」後の世界―」
標本陳列室

5月12日 ワンケース・ミュージアム vol.36 　遺跡めぐり「千葉県龍角寺古墳群探訪」の参
考展示を一般にも公開するもので，馬渡埴輪製
作遺跡出土の未報告資料を中心に，遺跡を紹介
した。

～7月5日 ｢馬渡埴輪製作遺跡発掘50年」

　

標本陳列室

開催期間
事業名 内　　　容

会　　場
2月11日 第12回企画展 　古墳時代前期の遺跡である市内の三反田遺跡

出土の土器を中心として，近隣市町村の資料を
多数展示し，古墳時代前期のひたちなかについ
て紹介した。

～5月10日 「古墳時代のひたちなか
　

（土）

「縄文のふしぎな形の
石器たち　―刀剣形の石

器を中心に―」
後藤信祐

3月5日

熊谷常正

内　　　容 受講者数

2月20日 　縄文時代の石棒・石剣・石刀の
分布と変遷を中心に，石冠，独鈷
石など祭祀や儀礼等に使用された
と考えられている石器について解
説した。

４３人
（土）

開催日 事業名 講師

「みちのくの石棒生産
―岩手県南部の遺跡群から

―」

（土）



４講座 受講者合計 １７７人

４講座 前年度受講者合計 １５２人

　　　②　ふるさと考古学

　　　　　小学校４年生から中学校３年生を対象とした文化財普及事業

①楽しい考古学

②ちょっと昔にタイム
トリップ１

③暮らしの考古学

④色の考古学

⑤顔の考古学

⑥土器の考古学１

⑦ちょっと昔にタイム
トリップ２

⑧土器の考古学２

⑨さわって楽しむ
考古学

⑩壁画の考古学

　土器や埴輪をどのようにさわるかを学習し，
さわることによってどのような事が判るのか，
さわることの楽しさを学習する。 ２０人

　虎塚古墳を見学し，その特徴を知る。その
後，見学の印象と実測図をもとに，壁画を忠実
に模写してレプリカを製作する。 １６人

10月10日 「土器の考古学１」で製作した土器等を野焼き
で焼成する。土器の焼成が完了するまでの時間
は，火起し，石斧による木の伐採等を実施す
る。

２４人
市埋蔵文化財

　古代の住居について学習し，段ボールを使っ
て竪穴住居を作成し，古代の暮らしについて考
えた。

　古人骨の復顔制作や骨の鑑定方法の説明をう
け，その後，実物の人骨を鑑定をして，古人骨
の顔を描くことに挑戦した。

調査センター

（日）

市埋蔵文化財

調査センター

日立変成岩を石材とした石剣の製
作について，本覚遺跡等の調査成
果を紹介し，縄文中期から晩期に
至る石棒の変遷を解説した。

４１人

内　　　容 受講者数

事業名 内　　　容 受講者数

　最初に開講式と埋蔵文化財調査センター内の
見学を行った。講座でのメモの取り方を学んだ
後，虎塚古墳と十五郎穴横穴墓群の見学を行っ
た。

調査センター

　縄文時代の土器に触れ，その土器にみられる
文様や製作の痕跡を観察する。観察後，粘土で
土器等を製作する。製作を通して，どのように
して土器がつくられているのかを学習する。

２５人
市埋蔵文化財

調査センター

（土） 「茨城県北部における
石剣の製作」

鈴木素行

10月24日

（土）

開催日

市埋蔵文化財

8月8日

市埋蔵文化財

（日）
7月19日

調査センター

調査センター

１８人

9月27日

２１人

「壁画の考古学」の講座で使用する赤色顔料の
原材料を採取し，虎塚古墳に使用された顔料に
ついて考えた。

9月13日
（日）

　民俗資料室の収蔵資料を利用し，実際に民俗
資料を使用することで古代と現代との生活の違
いを考える。 ２６人

２５人

3月12日

市埋蔵文化財

7月26日

２２人

２２人

調査センター

8月2日
（日）

（月・祝）
市埋蔵文化財

市埋蔵文化財

　今から５０年くらい前の社会や暮らしについ
て，民俗資料などを利用して学習を行った。そ
の後，羽釜でご飯を炊くといった昔の暮らしを
体験した。

開催日 事業名 講師

市埋蔵文化財

会  場

7月20日

（日）

調査センター

11月7日

調査センター

（土）
市埋蔵文化財

（土）

（土）

調査センター



⑪フィールド探検

⑫やっぱり楽しい
考古学

12回 受講者合計 延べ265人

12回 前年度受講者合計 延べ214人

28人
（30人）

前年度 26人

　　　④　博物館実習，職場体験学習受入

６校 受入人数合計 １８人

５校 前年度 ２８人

　（３）　ひたちなか市埋蔵文化財調査センター受付等事業

　　　　　一般団体，小学校団体，個人来館者の受付及び展示物の解説などを行った。

　　　①『ひたちなか埋文だより』第４３号・第４４号

　　　　　　ワンケース・ミュージアム，企画展，遺跡めぐりなど埋蔵文化財調査センターに

11月11・
12日

勝田第三中学校

２年生

　三反田蜆塚貝塚の貝層サンプル
の選別ほか ５人

１人

11月5・6
日

大島中学校

２年生

　三反田蜆塚貝塚の貝層サンプル
の選別ほか ５人

10月10～
16日

八洲学園大学

通信制

　遺物の取扱い，骨格標本の作
成，展示パネルの作成ほか

8月18・
19日

佐野中学校
２年生

　三反田蜆塚貝塚の貝層サンプル
の選別ほか ４人

茨城キリスト教大学
３年生

8月25～
30日

京都府立大学
３年生

　遺物の取扱い，骨格標本の作
成，展示パネルの作成ほか １人

２人

　　　③　遺跡めぐり

開催日 事業名

期間 学校名 学年 内　　　容

視察地

人数

（日）
市埋蔵文化財

調査センター

参加者数
（定員数）

5月15日 「千葉県龍角寺古墳群探訪」 　千葉県立房総風土記の丘内の龍
角寺古墳群などを見学。(金)

　歩く会を行い，周辺の遺跡や自然環境，地質
を知る。露頭や地形を観察し，環境について観
察の仕方とともに学ぶ。

（日）
２１人

市埋蔵文化財

調査センター

11月22日

　（４）　出版物の刊行

12月6日 　講座のまとめとして，今後の講座でも使用で
きる大きな地図作成を実施した。この作業を通
して，ひたちなか市や茨城県の地理的情報を学
んだ。閉講式を行い，修了証書を授与した。

２５人

開催日
事業名 内　　　容 受講者数

会  場



　　　　　おいて実施した事業の報告，市内で発掘調査された遺跡や遺物の紹介を，市民向け

　　　　　にわかりやすく解説した広報誌。

　　　②

　　　

　　　③　『古代土器の生産と流通』(第1刷)『壁画の考古学』(第14刷)

　　　　　　平成25年度実施の公開講座「ひたちなか市の考古学」第７回の記録集を刊行した。　平成20年度実施の公開講座「ひたちなか市の考古学」第２回の記録集を増刷した。
　　　④　『横穴墓の世界』(第４刷)

　　　　　　　平成23年度実施の公開講座「ひたちなか市の考古学」第５回の記録集を増刷した。

　　　⑤　『古代土器の生産と流通』(第２刷)

　　　　　　　平成25年度実施の公開講座「ひたちなか市の考古学」第７回の記録集を増刷した。

　２　市内遺跡発掘調査事業（公益１）

　（１）市内の個人住宅建設等に伴う埋蔵文化財の発掘調査

馬渡字西谷津2525番35

なし

446㎡

田彦字松原800番1・3，801番2・3 土器，陶器

973㎡ 11点
高野字富士山1692番1

なし

298㎡

堀口字表坪79番1ほか9筆 土器，石器，鉄製品

7,034㎡ コンテナ１箱

高野字東原991番1の一部

なし

362㎡

堀口33番1

なし

373㎡

佐和字篠根沢2052-59ほか7筆

なし

2,470㎡

中根字荒谷1916-2ほか3筆

なし

1,948㎡

勝倉2995-1ほか3筆 土器・陶器

1,243㎡ コンテナ1箱
市毛字上坪1262-2，1263-2 土器・陶器・石器

291㎡ コンテナ1箱
小谷金11167-1 土器

1,196㎡ コンテナ1箱

～7月15日

弥生～平安時代の集落跡

7月14日

縄文～平安時代の集落跡

小谷金東遺跡

（県遺跡番号08221298）

（県遺跡番号08221131）

古墳群，城館跡，弥生～平安時代の集落跡

～7月15日

～7月15日

君ヶ台遺跡
（県遺跡番号08221011）～7月7日

勝倉古墳群，勝倉城跡，勝倉富士山遺跡

（県遺跡番号08221021，08221082，08221118）

市毛上坪遺跡7月14日

6月30日

6月30日

  遺跡めぐり事業「千葉県龍角寺古墳群探訪」の参加者に配布した。龍角寺古墳群

西谷津遺跡

高野富士山遺跡

古墳時代の墳墓

～6月2日

東原遺跡

（県遺跡番号08221061）

堀口遺跡

（県遺跡番号08221004）～6月12日

孫目古墳群

（県遺跡番号08221052）

松原遺跡

（県遺跡番号08221037）

縄文～平安時代の集落跡

5月27日

縄文，古墳～平安時代の集落跡

縄文～平安時代の集落跡

（県遺跡番号08221062）

堀口遺跡

（県遺跡番号08221004）

縄文，古墳～平安時代の集落跡

 についてわかりやすく解説したパンフレット。

発掘期間 遺跡名称・種類 所在地・面積 出土品・量

パンフレット『千葉県龍角寺古墳群探訪』

5月13日

6月23日

～6月25日

～4月28日

4月23日

～5月15日

～4月28日

5月13日

～6月11日

4月23日

縄文，古墳～平安時代の集落跡

弥生～平安時代の集落跡

（県遺跡番号08221267）

旧石器時代～中世の集落跡

6月10日



津田3372-4 土器

227㎡ コンテナ1箱
三反田字岡田3488-1 土器

280㎡ 6点
勝倉字地蔵根2830番1外5筆 土器

2,844㎡ コンテナ1箱
高野字東原965番1 土器・石器

357㎡ コンテナ1箱
堀口字表坪77番 土器・石器

777㎡ コンテナ1箱
田彦字雷土1491番7

なし

314㎡

金上字塙802番1外3筆 土器・石器

655㎡ コンテナ1箱

三反田字岡田3488番3 土器・陶器

280㎡ コンテナ1箱
高野字東原965番1 土器

54㎡ コンテナ1箱
東石川字トウハタ2433番102・103 土器・石器

1,589㎡ コンテナ1箱
堀口字表坪100番1

なし

320㎡

金上字遠原1017番1　外4筆 土器・石器

2,088㎡ コンテナ1箱
三反田字岡田3488番5

なし

279㎡

三反田字岡田3488番3 土器

190㎡ コンテナ２箱

足崎字西原1458番26　外6筆

なし

8,600㎡

12月17日 足崎西原遺跡

～12月18日 （県遺跡番号08221180）

旧石器～縄文時代の集落跡

12月10日 岡田遺跡

～1月21日 （県遺跡番号08221054）

縄文～平安時代の集落跡

12月10日 岡田遺跡

～12月22日 （県遺跡番号08221054）

縄文～平安時代の集落跡

12月1日 平井遺跡

～12月9日 （県遺跡番号08221083）

縄文，奈良・平安時代の集落跡

11月27日 堀口遺跡

～12月2日 （県遺跡番号08221004）

縄文～平安時代の集落跡

（県遺跡番号08221144）

古墳～平安時代の集落跡

10月27日 東原遺跡

～10月30日

～11月13日

11月11日 堂端遺跡

縄文～平安時代の集落跡

（県遺跡番号08221039）

縄文～平安時代の集落跡

岡田遺跡7月24日

～7月28日

（県遺跡番号08221007）

7月24日 黒袴遺跡

（県遺跡番号08221061）

縄文，古墳～平安時代の集落跡

～10月6日

10月1日 岡田遺跡

～10月6日

（県遺跡番号08221112）

旧石器～中世の集落跡

（県遺跡番号08221054）

縄文～平安時代の集落跡

9月30日 雷遺跡

～10月6日

9月29日

（県遺跡番号08221145）

古墳～平安時代の集落跡

金上塙遺跡

9月14日 堀口遺跡

～9月18日

（県遺跡番号08221061）

縄文，古墳～平安時代の集落跡

縄文～平安時代の集落跡

東原遺跡

9月2日

（県遺跡番号08221119）

弥生～平安時代の集落跡

～9月18日

発掘期間 遺跡名称・種類 所在地・面積 出土品・量

～7月28日

（県遺跡番号08221004）

地蔵根遺跡

～9月18日

9月14日



堀口字表坪108番1 土器

339㎡ コンテナ1箱
三反田字下高井5046番1 土器

312㎡ コンテナ1箱
堀口字新地坪156番 土器・石器

935㎡ コンテナ１箱

堀口字新地坪165番1,168番1 土器

957㎡ コンテナ1箱
柳沢字御所内474番 土器

588㎡ コンテナ1箱
発掘事業数合計 31件 発掘面積合計 38,619㎡

前年度 20件 発掘面積合計 21,448㎡

　（２）十五郎穴横穴墓群の整理報告　

　　　　　図面および遺物の整理を行い，報告書作成を実施した。

　　　　　調査期間：平成２８年２月２日～平成２８年３月２５日

　　　　　調査対象地：ひたちなか市中根３４３６－２他１４筆

　　　　　調査結果

　３　保管遺物整理事業（公益１）
　　　君ヶ台貝塚，原の寺遺跡，津田遺跡群等の発掘出土品を種類ごとに分類して収蔵庫

　　で管理できるようにした。

　　　　　　古墳２基，弥生時代の住居跡１３基，溝跡１１条を検出し，測量及び空撮を

3月16日 御所内Ⅰ遺跡

　　　　　　実施した。住居跡からは弥生土器や石器が出土している。古墳はいずれも

　　　　　　円墳で，直径２４メートルほどの規模をもち，小型の石室を確認した。

～3月23日 （県遺跡番号08221235）

弥生～平安時代の集落跡

　（３）荒谷地区試掘調査

3月2日 堀口遺跡

～3月5日 （県遺跡番号08221004）

縄文～平安時代の集落跡

2月16日 堀口遺跡

～2月19日 （県遺跡番号08221004）

縄文～平安時代の集落跡

1月26日 下高井遺跡

～1月28日 （県遺跡番号08221001）

縄文～平安時代の集落跡

1月13日 堀口遺跡

～1月15日 （県遺跡番号08221004）

縄文～平安時代の集落跡

発掘期間 遺跡名称・種類 所在地・面積 出土品・量



Ⅴ　勤労者等への福祉に関する事業　　

　１　勤労者等への福祉事業　　
　　（１）　自己啓発及び余暇活動に関わる事業（公益３）

場所

ディズニーリゾート 421 人

県内ゴルフ場 264 人

スパリゾート
ハワイアンズ

424 人

宿泊助成 64 人

ＴＯＨＯ映画館 860 人

アクアワールド大洗 103 人

東武動物公園 84 人

茨城交通 100 人

常陸大宮ロゼホール 3 人

水戸市民体育館 10 人

明治座 4 人

日立市民会館 12 人

常陸太田パルティー 13 人

県民文化センター 9 人

カシマサッカースタ
ジアム

13 人

市文化会館 10 人

カシマサッカースタ
ジアム

5 人

常陸大宮ロゼホール 3 人

県民文化センター 16 人

県民文化センター 37 人

常陸大宮ロゼホール 7 人

市陸上競技場 2 人

市文化会館 3 人

常陸太田パルティー 9 人

県民文化センター 11 人

カシマサッカースタ
ジアム

4 人

なでしこリーグ
日テレベレーザ対ＡＳエルフェン埼玉

ヒッキー・カンクーントルネード

華原朋美コンサート

松竹大歌舞伎

7月

宝塚歌劇星組「大海賊」

鹿島アントラーズ

宗次郎コンサート

美輪明宏コンサート

アッ！とおどろく「夢芝居」

ドリーミングファミリーコンサート

鹿島アントラーズ

鹿島アントラーズ

6月17日

夏川りみコンサート

都はるみコンサート

5月5日 明治座　５月花形歌舞伎

ＭａｙＪコンサート

有効期限
無期限

4月11日

有効期限
3月末まで

7月26日

7月26日

7月26日

5月9日

5月17日

7月6日

東武動物公園パッピーフリーパス販売

アクアワールド大洗入場券販売

有効期限
3月末まで

宿泊代補助券

男春の祭り　小金沢昇司ほか

春巡業　大相撲水戸場所

7月12日

7月12日

人数

有効期限
3月末まで

ディズニー特別利用券配布

プレー代補助券

内容事業名 開催日

有効期限
3月末まで

チケット
有効期限
3月末まで

有効期限
3月末まで

スパリゾートハワイアンズ入場券販売

7月4日

7月4日

4月19日

有効期限
3月末まで

映画チケット販売

5月

5月27日

6月

高速バス乗車回数券



場所

笠松運動公園 30 人

系列店舗 88 人

提携店舗 100 人

ひたち海浜公園 60 人

東京ドーム 2 人

カシマサッカースタ
ジアム

2 人

常陸太田パルティー 8 人

県民文化センター 5 人

県民文化センター 17 人

カシマサッカースタ
ジアム

9 人

常陸太田パルティー 14 人

市総合体育館 1 人

常陸大宮ロゼホール 6 人

カシマサッカースタ
ジアム

6 人

県民文化センター 3 人

常陸大宮ロゼホール 2 人

市文化会館 41 人

常陸大宮ロゼホール 16 人

カシマサッカースタ
ジアム

3 人

県民文化センター 11 人

県民文化センター 13 人

県民文化センター 31 人

常陸大宮ロゼホール 1 人

常陸太田パルティー 5 人

県民文化センター 2 人

栃木・福島 49 人

県民文化センター 1 人

常陸太田パルティー 1 人

12月19日

アラウンド４０アニバーサリーコン
サート

劇団鳥獣戯画
「三人でシェイクスピア」

10月

12月9日

11月29日

11月

11月13日

11月28日

北海道日本ハムファイターズ公式戦

鹿島アントラーズ

鼓童ワン・アース・ツアー2015～永遠

国営ひたち海浜公園のりもの券

10月17日

Ｗリーグ
日立ハイテククーガーズ公式戦

大野雄二＆ルパンティックファイブ

事業名 開催日 内容

ミスタードーナッツ商品券

笠松運動公園屋内施設利用プリペード
カード

有効期限
無期限

有効期限
無期限

有効期限
無期限

有効期限
無期限

鹿島アントラーズ

9月28日 福田こうへいコンサート

鹿島アントラーズ

谷村新司トーク＆ライブキャラバン
ココロの学校

ＱＵＯカード

石田衣良＆加羽沢美濃プレゼンツ
名曲モーツアルト

12月2日 葉加瀬太郎コンサート

劇団四季ミュージカル
「クレイジー・フォー・ユー」

8月22日

8月

9月6日

クリスマスゴスペルコンサート

10月3日

スロヴァキア室内オーケスオラ＆錦織
健コンサート

9月23日

スキー場「一日リフト券」

10月17日

渡辺貞夫コンサート

五木ひろしコンサート

しまじろうとロボットのくに

鹿島アントラーズ

9月

舟木一夫コンサート

人数

坂本冬美コンサート

舞楽詩　風の又三郎12月5日

12月3日

12月～3月

1月23日

1月15日

11月28日

12月1日



場所

市文化会館 24 人

常陸太田パルティー 4 人

市文化会館 40 人

東京 40 人

東京 54 人

福島 34 人

神奈川 38 人

東京 39 人

東京 79 人

東京 38 人

千葉 74 人

東京 40 人

宮城 40 人

千葉 77 人

水戸 38 人

勝田ゴルフ 22 人

茨城涸沼 14 人

市内 60 人

市内 17 人

市内 35 人

ワークプラザ勝田 67 人

― 0 件

3,892 人

4,721 人前年度合計

婚活パーティー

サークル活動助成

合計

サークル活動助成 通年

12月12日

12月21日

9月28日

2月20日

第２１回ゴルフ大会

1月17日

観劇「アラジン」

3月6日
海鮮浜焼き食べ放題＆いちご狩りツ
アー

ディズニーパークファンパーティーバ
スツアー

都内ホテル人気バイキングとモネ展＆
イルミネーション見学

旅行助成 桜咲く！お花見隅田川ライン下り

人数

冬の味覚かき食べ放題＆湾内クルーズ

スポーツ・レクリエーション 5月11日 第７回ソフトボール大会

4月4日

パーティー 11月21日 ワイン列車

12月5日

11月21日

ディズニーオンアイス＆ホテルランチ

葛西臨海水族園マグロ見学と月島もん
じゃ屋形船ツアー

7月20日

9月6日

5月10日

鎌倉あじさい寺巡り6月21日

6月14日 浄土平～高湯温泉＆さくらんぼ狩り

東京芝とうふ屋うかい昼食と巣鴨とげ
ぬき地蔵

宝塚歌劇「月組」全国ツアー4月5日

内容

2月11日 春風亭小朝独演会

3月5日 八代亜紀心をつなぐコンサート

ハゼ釣り大会

事業名 期間

10月18日

ボウリング大会

ジャズパーティー

6月8日



　　（２）　健康維持増進事業（公益３，他１）

場所

ホテルニュー白亜紀 328 人

なか健康センター 30 人

市総合体育館 118 人

- 292 人

- 495 人

- 13 人

1,276 人

1,542 人

　　（３）生活の安定に関わる事業（公益３）

場所

市内 23 人

154 人

　　（４）給付事業（他１）

63 人

39 人

696 人

798 人

利用人数合計　５，９８９人

３月末現在勤労者福祉サービスセンター会員数２,１３６人

前年度 １事業

前年度合計

合　計

弔慰金 会員本人，配偶者，親族等の死亡弔慰金

見舞金 傷病見舞金，災害見舞金

祝　金 結婚，出産，入学，成人，永年勤続等

人数

講演会 2月27日 今更聞けない保険のあれこれ

給　付　事　由 人　数 給　付　内　容

合計

事業名 期間 内容

10月～ インフルエンザ予防接種給付

1月～3月 勝田マラソン参加費補助

無期限 トレーニング室利用回数券

健康診断等 通年 健康診断等給付

３月末まで 入館・岩盤浴券セット

事業名 期間 内容 人数

チケット ３月末まで 温泉入浴割引券



Ⅵ　都市サービスの向上に関する事業（収益１）

　１　上下水道料金賦課徴収等事業

　　（１）検針数
区　　　分

東北地区 210,660 件 35,110 件

西南地区 182,933 件 30,489 件

合　　　計 393,593 件 32,799 件

前　年　度 388,261 件 32,355 件

比　　　較 5,332 件 444 件

　　（２）料金賦課

　　　　ア　賦課金額
区　　　分

水道料金 2,905,528,633 円 2,759,713,867 円 145,814,766 円

下水道料金 1,370,875,238 円 1,341,232,172 円 29,643,066 円

合　　　計 4,276,403,871 円 4,100,946,039 円 175,457,832 円

　　　　イ　賦課件数

区　　　分

水道料金 396,776 件 392,088 件 4,688 件

下水道料金 216,106 件 211,511 件 4,595 件

合　　　計 612,882 件 603,599 件 9,283 件

　２　上下水道各種届出受付等業務

　　（１）開閉栓受付等
区　　　分

使用開始届 8,898 件 742 件

使用中止届 5,518 件 460 件

使用者変更 950 件 79 件

口座振替申込 4,392 件 366 件

合　　　計 19,758 件 1,647 件

前　年　度 19,765 件 1,647 件

比　　　較 -7 件 -1 件

　　（２）その他
　　　　　検針員調査

　　　　　漏水確認　　　　　394件（前年比　増減0）

　　　　　無届使用者確認　　125件（前年比 19件減）

増　減

月平均年間

月平均年間

賦課金額 前年度

賦課件数 前年度

増　減



役員及び職員に関する事項（平成２８年３月３１日現在）

　（１）　理事（平成２９年度開催定時評議員会終結の時まで）

役職名 常勤・非常勤の別 氏名

理事長 非常勤 永盛　啓司

副理事長 " 木下　正善

常務理事 常勤 鈴木　隆之

" " 横須賀　重夫

理事 非常勤 槇　和美

" " 綱川　正

" " 大和田　健

" " 永井　喜隆

" " 加藤　恭子

" " 鈴木　一成

" " 薄井　悟

　（２）　監事（平成２９年度開催定時評議員会終結の時まで）

役職名 常勤・非常勤の別 氏名

監事 非常勤 武藤　猛

" " 安　智範

　（３）　評議員（平成２９年度開催定時評議員会終結の時まで）

役職名 常勤・非常勤の別 氏名

評議員 非常勤 初見　和親

" " 川﨑　通夫

" " 坂井　久彦

" " 清水　実

" " 牧野　恵美子

" " 根本　宣好

" " 小林　学

" " 中山　茂

　（４）　職員

嘱託

臨時

局長 2 常務理事兼務

文化課 13 12 25

　文化会館 10 5 15

　文化財調査事務所 3 7 10

スポーツ課 19 23 42

　総合運動公園 15 9 24

　那珂湊運動公園 2 3 5

　松戸体育館 2 7 9

　那珂湊体育館 0 4 4

都市サービス課 6 26 32

勤労者福祉サービスセンター 6 7 13

総務課 5 0 5

合計 49 68 117 局長除く

就任日 現職

平成27年5月29日 ひたちなか市副市長

" ひたちなか市教育長

" (公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社常務理事

" (公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社常務理事

" ひたちなか市文化協会会長

" 労働団体代表

" ひたちなか市体育協会副会長

" ひたちなか商工会議所専務理事

平成27年12月15日 ひたちなか市議会議員

" ひたちなか市議会議員

平成27年5月29日 ひたちなか市市民生活部長

就任日 現職

平成27年12月15日 ひたちなか市議会議員

平成25年6月28日 公認会計士

就任日 現職

平成25年4月1日 ひたちなか市文化協会副会長

平成27年5月29日 ひたちなか市体育協会理事長

" ひたちなか市自治会連合会副会長

平成25年4月1日 ひたちなか市観光協会副会長

" ひたちなか市ボランティア連絡協議会顧問

所属 正規 合計 備考

平成27年5月29日 ひたちなか市教育委員会教育次長

平成26年11月20日 常陸野地域協議会事務局次長

平成26年4月3日 ひたちなか市企画部長



会議等に関する事項

　（１）　評議員会

開催日・場所

第１回評議員会（定時） 平成２６年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

平成２７年５月２９日（金） 化・スポーツ公社事業報告

ひたちなか市文化会館会議室 平成２６年度財団法人ひたちなか市生活・文化・

スポーツ公社決算

公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ

公社評議員の補欠選任について

公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ

公社理事の選任について

第２回評議員会 公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ

平成２７年１２月１５日(火) 公社理事の補欠選任について

公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ

公社監事の補欠選任について

第３回評議員会 公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ

平成２８年３月３０日(水) 公社役員等の報酬等及び費用弁償に関する規程の

一部を改正する規程制定について

　（２）　理事会

開催日・場所

第１回理事会 報告第１号 職務執行状況の報告について 承認

平成２７年５月１４日（木） 公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ

ひたちなか市文化会館会議室 公社職員給与及び旅費規程の一部を改正する規程

制定について

専決処分事項の報告について

平成２６年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

化・スポーツ公社補正予算（第３号）

平成２６年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

化・スポーツ公社事業報告

平成２６年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

化・スポーツ公社決算

平成２７年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

化・スポーツ公社定時評議員会の招集について

第２回理事会 公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ

平成２７年６月４日(木) 公社理事長，副理事長，常務理事の選定について

第３回理事会 公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ

平成２７年１２月３日(木) 公社評議員会の招集及び目的事項の決定について

第４回理事会 専決処分事項の報告について

平成２８年３月２９日(火) 公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ

ひたちなか市文化会館会議室 公社個人情報保護規程の一部を改正する規程制定

について

専決処分事項の報告について

平成２７年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

化・スポーツ公社補正予算（第１号）

決議

承認

承認

承認

決議

報告第２号 承認

報告第３号 承認

議案第１号

議案第２号

決議

決議

決議

決議

決議

報告第２号

報告第１号

議案第１号

議案第１号

議案第３号

議案第１号

議案第１号

議案第２号

議案及び議決の状況

報告第１号

議案第１号

議案及び議決の状況

議案第２号

議案第３号

決議

決議

決議

決議



ひたちなか市公の施設に係る指定管理者の指定に

ついて

報告第４号 職務執行状況の報告について 承認

平成２８年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

化・スポーツ公社事業計画

平成２８年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

化・スポーツ公社予算

公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ

公社職員給与及び旅費規程の一部を改正する規程

制定について

公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ

公社評議員会の招集及び目的事項の決定について

行政庁の指示に関する事項

　　なし

その他重要な事項

管理運営施設 協定締結先 指定管理期間

ひたちなか市文化会館 ひたちなか市 平成23年4月1日～平成28年3月31日

ひたちなか市体育施設 ひたちなか市 平成23年4月1日～平成28年3月31日

ひたちなか市勤労者総合福祉センター ひたちなか市 平成23年4月1日～平成28年3月31日

議案第３号 決議

議案第４号 決議

決議

決議

議案第２号

―

議案第１号

報告第３号



事業報告附属明細書

　平成２７年度事業報告書には，「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」

第３４条第３項に規定する事業報告の内容を補足する重要な事項が存在しないので，附属明

細書の記載はない。


