
平成２８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 　月組トップコンビによるミュージカ ①1,320人

月組全国ツアー公演 大ホール ル・ロマンとレビュー（２回公演） ②1,245人

　（公財）いばらき文化振興財団との

共催事業

美輪明宏 　美輪明宏ならではの気高く美しい 1,288人

ロマンティック音楽会 愛の世界を歌い上げる，７年ぶりの

ひたちなか公演

劇団四季ミュージカル 　キレのあるダンスに，心に染入るマ 1,274人

「ウェストサイド物語」 リア＆トニーのトゥナイトなど，ミュ
ージカルの真髄ともいえる劇団四季に
よる公演

鼓童 　創立三十五周年を迎えた和太鼓芸能 1,279人
ワン・アース・ツアー 集団鼓童による公演，これまでに演奏
2016　～螺旋 してきた曲と現在の鼓童の舞台表現が

楽しめる，坂東玉三郎演出作品
劇団青い鳥公演 　三人の女優が，六十男や，徘徊する 350人
 「普通の人々」 母，時代遅れの老俳優，失恋の男子高

校生などを演じ分けるオムニバス形式
の演劇

おやこ ｄｅ クラシック 　ピアニスト・仲道郁代による「不思 362人
Vol.10 議ボール」，映像とお話，ピアノの名

曲を集めた親子向けクラシックコンサ
ート

しまじろうコンサート 　未就学児を対象とした人気着ぐるみ ①1,286人

「たいようのしまの キャラクターによる子ども向けコンサ ②1,269人

カ－ニバル」 ート（２回公演）

モラトリアムパンツ公演 　演劇プロデュースユニット・モラト ①355人

音楽劇「おばけリンゴ」 リアムパンツによる音楽劇，ポーラン ②333人

ンド人作家の絵本を詩人・谷川俊太郎

が劇作した作品（２回公演）

芸術文化交流プログラム お試し自己発見表現講座 29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

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）

518人

4月10日

12月23日
小ホール

10月1日
小ホール

7月30日
大ホール

9月22日
大ホール

　（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

4月5日

会　場
入場者数

7月10日

大ホール

小ホール

1月15日
大ホール

3月5日

4月24日～1月28日



芸術文化交流プログラム 高校演劇ワークショップ（演技と技術） 101人

高校演劇フェスティバル 500人

　県央地区１０校の高校演劇部による

地区大会を支援する

バックステージツアー 27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皆神陽太（ファゴット）

　宇根美沙惠（ピアノ）　　　110名

②高見信行（トランペット）

　城　綾乃（ピアノ）　　　　 70名

③坂井田真実子（ソプラノ）

　石井里乃（ピアノ）　       60名

④福島青衣子（ハープ）　     60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

影絵遊びワ－クショップ 242人

市内保育園 　劇団角笛の役者と影絵人形を作って

こども自身のオリジナルの影絵で遊ぶ

ワ－クショップ

①10/4　たかば保育園 　　 　138名

②10/7　柳沢保育園　　　　　 44名

③ 〃　 平磯保育園　　　 　　24名

④ 〃　 金上保育園　　　 　　36名

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（ファゴット・

ピアノ）との交流体験と生の音楽に触

れる芸術体験

①10/5　磯崎幼稚園  　　　　　40名

② 〃　 阿字ヶ浦小/阿字ヶ浦中130名
③10/6　高野幼稚園 　　　　　100名
④ 〃　 津田小学校　 　　 　　90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
ロ－カルキャストワ－クショップ 105人

学習室他 　音楽劇｢おばけリンゴ｣に歌って踊る

コーラス隊として参加する為のワ－ク

ショップ(４回開催・公演に22名出演)

市民参画による演劇協働創作舞台公演 ①358人
小ホール 　演劇ワークショップ受講生ひたちな ②335人

かイキイキ表現団『想･創』による舞
台発表（２回公演）

入場者合計 13,536人
前年度 7,931人

公演名

1月21日

18種53公演
13種40公演

1月21日～3月4日

300人

360人

入場者数内　　　容

10月4日・7日

7月7日

小ホール

8月25日・26日

大ホールホワイエ

300人

10月5日～6日

2月5日

6月14日

開催日
会　場

9月3日～12月3日



　（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
「オズの魔法使い」 ６公演

4,335人

劇団角笛 ３３園
影絵「角笛シルエット ５公演
     劇場」 2,293人

劇団前進座 ９校
「くず～い屑屋で ６公演
ござい」 4,386人

劇団仲間 ２０校
「小さい“つ”が消えた ６公演
日」 4,346人

入場者合計 15,360人

前年度 15,937人

　２　スポーツ振興事業（公益２）

　（１）　参加型事業

　　　①　参加事業

ウォーキング大会 ピンクリボン＆史跡巡りウォーキング大会

（ピンクリボンイン 　海浜公園までの５ｋｍコース 112人

　　　　　ひたちなか） 　原の寺瓦窯跡～鉾の宮古墳群等を巡る

　15ｋｍコース

2016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 2,896人

総合体育館

参加者合計 3,008人

前年度 2,872人

4種23公演

4種26公演

公演名

　中学生対象。江戸時代の庶民のエコな
暮らしぶりと落語「井戸の茶碗」をもと
に日本人ならではの正直さや人情味を描
いた演劇。

内　　　容

　小学校高学年対象。音にならない文字
の小さい「っ」を題材に世の中にいらな
いものなどないとのメッセージをこめた
演劇。

11月15日～17日

11月30日～12月2日

開催日

9月6日・7日・9日

入場者数

　園児対象。色鮮やかな色彩影絵で表現
する民話と童謡やこどもたちと一緒に
なって歌う演出を取り入れた影絵劇。

事業名 内　　　容 参加者数
開催日

場　所

陸上競技場

7月6日～8日 　小学校低学年対象。主人公のドロシー
が竜巻で知らない所に飛ばされ家に帰り
たい一心から勇気をもって苦難に立ち向
かう姿を描いた演劇。

10月2日

ひたちなか市内

11月27日



　　　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6日～ 松戸体育館 跳び箱マット運動を中心

8月12日 全12回 とした器械体操 242人

テニス１ 5月11日～ 総合運動公園 初中級者向け基礎講習

7月20日 全10回 テニスコート 326人

クーガーズ 5月11日～ 総合体育館 クーガーズ元選手によ

ミニバスケット 6月15日 全6回 る技術向上指導 177人

インドア 5月12日～ 総合体育館 テニスによる基礎体力づ

キッズテニス1 6月30日 全8回 くり 240人

体操 8月16日～ 松戸体育館 マット、跳び箱、鉄棒等

8月19日 全4回 の苦手克服 110人

ミニバスケット 9月1日～ 総合体育館 バスケットによる基礎体

10月26日 全8回 力づくり 149人

バドミントン 9月1日～ 総合体育館 初中級者向け基礎講習

10月26日 全8回 162人

インドア 9月1日～ 総合体育館 テニスによる基礎体力づ

キッズテニス2 10月25日 全8回 くり 249人

インドア 9月1日～ 総合体育館 初中級者向け基礎講習

テニス2 10月25日 全8回 176人

キッズ体操２ 9月2日～ 松戸体育館 跳び箱マット運動を中心

11月25日 全12回 とした器械体操 254人

ジョギング 9月3日～ 総合運動公園 ケガをしない体力づくり

11月26日 全8回 石川運動ひろば 楽しく継続できるランニ 102人

ング法

１１教室 受講者合計　延べ 2,187人

１１教室 　前年度延べ 2,293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　82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 （木，金） 幼児及び小学生向けサッ 延べ6,560人

カー講習

延べ5,028人

　（２)　観戦型事業
実　施　日 入場者数

なでしこリーグ
日テレ・ベレ－ザ ＶＳ ジェフ千葉LS 5月22日 　陸上競技場 1,025人

プロ野球　イースタン・リーグ公式戦
巨人 ＶＳ 日本ハム 6月26日 　市民球場 2,250人

鹿島アントラ－ズ ＶＳ ベガルタ仙台 8月6日 238人

ハンドボール日本リーグ
大同特殊鋼ＶＳトヨタ紡織九州 9月19日 　総合体育館 726人

内        容

内        容

　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

トヨタ車体ＶＳトヨタ自動車東日本



実　施　日 入場者数
Ｗリーグ
日立ハイテク ＶＳ トヨタ自動車 11月12日 　総合体育館 3,018人
山梨ＶＳデンソー
Ｗリーグ
日立ハイテク ＶＳ トヨタ紡織 12月3日 　総合体育館 1,975人

(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幼稚園，保育園，小学校

ボールで遊ぼう！（幼稚園，保育園） を訪問。バスケットボ－ルを通して子供たちとの交流を図った。

地域ふれあいバスケットクリニック 訪問先：佐野幼稚園/なかや保育園/海の子保育園/

（小学校） 　　　　勝田すみれ保育園/つだ保育園

　　　　磯崎小学校/枝川小学校/勝倉小学校/津田小学校/

　　　　田彦小学校/那珂湊第二小学校

ボールで遊ぼう！参加人数合計　148人

クリニック参加人数合計　232人

入場者合計 9,612人

前年度 10,175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10日
～2月28日

634人

料理
　5月11日
～3月1日

659人

男の料理
　5月14日
～2月6日

194人

いけばな
　5月10日
～2月28日

938人

初歩の茶道
　5月10日
～3月7日

678人

着付
　5月11日
～2月22日

482人

健康体操
　5月11日
～2月22日

539人

ジャズダンス
　5月12日
～2月23日

388人

エアロビクス
　5月13日
～2月24日

589人

英会話
　5月10日
～2月28日

799人

実用ペン習字
　5月12日
～2月16日

448人

ピラティス
　5月10日
～2月24日

1,186人

ビーズアクセサリー
　5月10日
～2月14日

197人

フィットネスヨーガ
　5月12日
～2月16日

580人

トールペイント
　5月19日
～2月23日

205人

フラダンス
　5月11日
～2月22日

1,270人

裏千家流体験（３講座開催全30回）

軽装，正装，帯結び，立振舞い等基礎
（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（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
（３講座開催全30回）

内容

菓子，パンづくりの基礎
（３講座開催全30回）

一般家庭料理，デザートの基礎
（６講座開催全60回）

簡単レシピによる料理
（２講座開催全10回）

時節に応じた小原流生花 （６講座開催全60回）

実施場所事　業　名

毛筆，硬筆による文字の書き方
（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
（３講座開催全15回）

振付基礎（３講座開催全30回）



事業名 開催期間 受講人数(延べ）

太極拳
　5月10日
～2月28日

767人

陶芸
　5月12日
～2月3日

472人

ガーデニング
　5月10日
～11月29日

187人

証券投資入門
　5月13日
～1月20日

208人

２０教室 受講者合計(延べ) 11,420人

２１教室 前年度(延べ) 11,844人

　　（２）　わくわく体験事業
事業名 開催期間 人数

わくわく体験事業2016
醤油と味噌ができるまで

9月3日 35人

ハートフルフェス
親子で体験

　2月11日
～2月12日

133人

２事業 参加者合計 168人

２事業 前年度 149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（第１，２），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）

内容

　普段食する醤油と味噌の製造工程を親子で一緒に学び
和食の良さを再発見

内容

寄せ植え知識の基礎
（２講座開催全10回）

経済，金融，証券に関する基礎
（３講座開催全15回）

　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

全身のツボを刺激した健康運動
（３講座開催全30回）

粘土造形技法等基礎
（４講座開催全28回）



　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，応急手当講習，舞台技術者研修，
　　　　　芝生管理，体育施設管理士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はかるとともに，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。



  平成２８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 212,704 206,983 5,721

205,880 200,148 5,732

6,824 6,835 -11

841,695 886,178 -44,483

399,775 391,165 8,610

総合体育館 205,579 211,495 -5,916

市民球場 81,476 64,038 17,438

陸上競技場 24,999 40,582 -15,583

テニスコート他 87,721 75,050 12,671

38,353 41,158 -2,805

第一野球場 7,940 8,073 -133

テニスコート 11,215 10,851 364

多目的運動広場 18,828 21,824 -2,996

相撲場他 370 410 -40

体育館関係 177,891 204,141 -26,250
ひたちなか市松戸体育館 99,306 122,444 -23,138
ひたちなか市那珂湊体育館 60,626 61,825 -1,199

ひたちなか市武道館 17,959 19,872 -1,913

市営プール4施設 22,807 20,874 1,933

運動ひろば等10施設 166,682 176,652 -9,970

テニスコート3施設 36,187 52,188 -16,001

157,089 154,390 2,699

1,211,488 1,247,551 -36,063

（２）施設使用料 （単位　円）

使用料収入 備      考

文化施設 31,594,930 31,863,887 -268,957

31,594,930 31,863,887 -268,957

54,959,853 55,300,260 -340,407

40,859,545 40,785,570 73,975

総合体育館 30,925,335 32,007,550 -1,082,215

市民球場 1,998,240 1,904,450 93,790

陸上競技場 1,761,220 2,373,700 -612,480

テニスコート他 6,174,750 4,499,870 1,674,880

1,383,760 1,396,810 -13,050

第一野球場 519,510 565,550 -46,040

テニスコート 733,870 725,610 8,260

多目的運動広場等 130,380 105,650 24,730

6,198,183 6,519,065 -320,882
ひたちなか市松戸体育館 3,733,068 4,452,165 -719,097
ひたちなか市那珂湊体育館 2,323,525 1,936,400 387,125

ひたちなか市武道館 141,590 130,500 11,090

市営プール4施設 1,457,760 1,519,320 -61,560

運動ひろば等7施設 2,652,150 2,536,535 115,615

テニスコート2施設 2,408,455 2,542,960 -134,505

21,681,940 21,153,775 528,165

21,681,940 21,153,775 528,165

108,236,723 108,317,922 -81,199

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

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

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

勤労者総合福祉センター



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

｢市内遺跡調査2015」

事業数合計 ５事業

前年度 ５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

事業名 講師 内　　　容 受講者数

標本陳列室

　ひたちなか市武田西塙遺跡出土
製塩土器をはじめとする茨城県内
出土の製塩土器について解説し
た。

４７人
（土）

2月25日

「見えない塩を考える」 坂本和俊

　土器製塩以外の塩生産方法はな
かったのか，遺跡に残る塩の流通
痕跡や塩泉の利用などから，その
可能性について解説した。

（土）

3月4日

「茨城県における古代
の塩生産」

佐々木義則

開催日

2月18日

「古代東国の塩生産」 田尾誠敏

　古代の塩生産に関する過去の研
究全体を見渡しながら，関東を中
心とした東国の，地域的な様相に
ついて解説した。

４６人
（土）

４７人

第13回企画展2月2日

～5月8日

標本陳列室

5月31日

10月22日

～12月11日

　

1月29日

ワンケース・ミュージアム vol.41 　ひたちなか市内の遺跡から出土した縄文土器
や弥生土器の縄文が，それぞれどのような「縄
文原体」で施文されたものなのかを解説した。

｢日立変成岩の石剣
―縄文時代晩期における石棒の製作―」

｢いただきもの。３　―2012‐2016年度

の寄贈資料―」

ワンケース・ミュージアム vol.40 　平成27（2015）年に実施された，ひたちなか
市内遺跡の発掘調査の成果を一般に公開し解説
した。

｢１（イチ）からの縄文原体」

～7月3日

　

開催期間
事業名 内　　　容

会　　場

標本陳列室

ワンケース・ミュージアム vol.39 　平成24（2012）年度から平成28（2016）年度
の期間に，ひたちなか市埋蔵文化財調査セン
ターへ市民等から寄贈された資料を一般に公開
し解説した。

　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。

　

7月30日

～9月11日

　

標本陳列室

標本陳列室

　ひたちなか市武田西塙遺跡から出土した製塩
土器や周辺地域出土の製塩土器からみた，古代
の塩づくりとその流通について解説した。

第14回企画展

　
｢古代常陸の製塩土器」

～5月14日



事業名 講師 内　　　容 受講者数

４講座 受講者合計 １８８人

４講座 前年度受講者合計 １７７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考古学のゲンバ

③遺跡で考古学１

④遺跡で考古学２

⑤想像する考古学

⑥埋土種子入門

⑦さわって楽しむ
　考古学

⑧記録する考古学

⑨伝える考古学

⑩壁画の考古学

開催日

（土）

開催日

「東北地方における塩
の生産と流通」

高橋　透

　福島県から宮城県にかけての東
北南部太平洋岸における古代の塩
生産とその流通について解説し
た。

市埋蔵文化財

市埋蔵文化財

3月11日

10月22日

（土）

会  場

調査センター

調査センター

（土）
市埋蔵文化財

調査センター

（日）
7月31日

調査センター

市埋蔵文化財

7月24日

調査センター

7月30日

市埋蔵文化財

10月15日
（土）

調査センター

（日）

11月6日
（日）

調査センター

市埋蔵文化財

市埋蔵文化財

11月5日

（土）
市埋蔵文化財

8月27日

調査センター

（土）

9月17日

市埋蔵文化財

調査センター

7月23日
（土）

４８人

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。

１１人

　発掘調査を実施している鷹ノ巣遺跡を見学
し，遺跡がどのように調査されているのか，住
居跡をどのように確認するのかなどを見学し
た。

１３人

　発掘調査を実施している鷹ノ巣遺跡で，実際
に住居跡等の調査に参加して，発掘を体験し
た。 １４人

　発掘調査を実施している鷹ノ巣遺跡で，実際
に住居跡等の調査に参加して，発掘を体験し
た。 １４人

　発掘調査を実施している鷹ノ巣遺跡で，発掘
調査を体験したことで当時のムラの姿や生活を
想像して描くことに挑戦した。 １２人

　土の中のタネを調べることで，過去の自然環
境の様子を考えることができる。今回は，その
手法の体験として，虎塚古墳の周囲の森の土壌
を調べた。

１４人

　鷹ノ巣遺跡で遺構や出土している土器や石器
を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した。 １２人

調査センター

　遺跡でみつかった住居跡や遺物をどのように
記録するのか，そして，その方法がどのように
確立されてきたのかを，測量の専門家から学習
した。

１２人

　遺跡でみつかった遺物をどのように修復した
り，復元したりするのかを学習し，それを展示
して見学者にどのように情報を伝えるのかを考
えた。

１１人

　虎塚古墳を見学し，その特徴を知る。見学の
印象と実測図をもとに，壁画を忠実に模写して
レプリカを製作した。 １０人

（土）

市埋蔵文化財



⑪フィールド探検

⑫なんだか楽しい
　考古学

12回 受講者合計 延べ149人

12回 前年度受講者合計 延べ265人

26人
（26人）

前年度 28人

　　　④　博物館実習，職場体験学習受入

６校 受入人数合計 １１人

６校 前年度 １８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なった。

　　　① 『十五郎穴横穴墓群』（公社文化財調査報告第42集）

　　　　　　平成１９年度から平成２６年度まで実施してきた十五郎穴横穴墓群の調査報告書。

　　　② 『ひたちなか埋文だより』第４５号・第４６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

　　　　　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。

　　　③　『古墳時代のはじまりを探る』

　　　　　　平成26年度実施の公開講座「ひたちなか市の考古学」第８回の記録集を刊行した。

　　　④　『縄文時代の剣（つるぎ）』

　　　　　　平成27年度実施の公開講座「ひたちなか市の考古学」第９回の記録集を刊行した。

　　　⑤　『埴輪の考古学』(第９刷)

　　　　　　平成19年度実施の公開講座「ひたちなか市の考古学」第１回の記録集を増刷した。

　　　⑥　『装飾古墳の世界』(第15・16刷)

　　　　　　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。

開催日
事業名 内　　　容 受講者数

会  場

２年生
鷹ノ巣遺跡の発掘調査と整理作業

４人

人数

8月23日
～28日

勝田第三中学校
２年生

鷹ノ巣遺跡の発掘調査と整理作業
３人

筑波大学
茨城キリスト教大学
筑波学院大学
東北芸術工科大学

４年生１人
３年生１人
４年生１人
４年生１人

遺物の取扱い，展示パネルの作
成，普及事業の補助など

４人

石岡市常陸国衙跡・常陸国分寺
跡・常陸国分尼寺跡・瓦塚瓦窯跡
を見学した。

(木)

期間 学校名 学年 内　　　容

　　　③　遺跡めぐり

開催日 事業名 視察地
参加者数
（定員数）

5月19日 「常陸国分寺とその瓦窯を歩く」

　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んだ。

１２人
11月19日

市内

　鷹ノ巣遺跡で発掘したことなどをもとに，記
録として調査報告書作成に挑戦する。講義の
後，閉講式を行い，受講者に修了証を渡した。 １４人

8月24日
～25日

佐野中学校

11月8日
～9日

（日）

（土）

調査センター

　（４）　出版物の刊行

市埋蔵文化財

12月4日



『弥生時代の墓制と社会』(第７刷)

　　　　　　平成21年度実施の公開講座「ひたちなか市の考古学」第３回の記録集を増刷した。

『古代の鉄生産』(第７刷)

　　　　　　平成22年度実施の公開講座「ひたちなか市の考古学」第４回の記録集を増刷した。

『弥生後期の北関東』(第４刷)

　　　　　　平成24年度実施の公開講座「ひたちなか市の考古学」第６回の記録集を増刷した。

『古代土器の生産と流通』(第３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

所在地・面積 出土品・量

堀口字表坪108番1 土器，石器，

鉄製品

339㎡ コンテナ13箱

三反田字新堀5231番7

なし

394㎡

市毛字本郷坪484番2 土器

1,836㎡ コンテナ1箱

馬渡字本郷東3792番8 土器

234㎡ コンテナ１箱

堀口字表坪128番1

なし

490㎡

堀口字向坪631番1 土器

294㎡ コンテナ１箱

高野字堂の上1050番1

なし

395㎡

三反田字岡田3497番1

なし

247㎡

勝倉字地蔵根2808番1，2 土器

993㎡ コンテナ1箱

堀口字向坪631番1 土器

100㎡ コンテナ4箱

市毛字本郷坪484番25 土器

549㎡ コンテナ1箱

⑪

（県遺跡番号08221119）

古墳～平安時代の集落跡

弥生～平安時代の集落跡

古墳～平安時代の集落跡

向坪遺跡

（県遺跡番号08221061）

パンフレット『常陸国分寺とその瓦窯を歩く』

  遺跡めぐり事業「常陸国分寺とその瓦窯を歩く」の参加者に配布した。常陸国分寺

 および瓦塚瓦窯についてわかりやすく解説したパンフレット。

～7月16日

市毛本郷坪遺跡

縄文，古墳～平安時代の集落跡

～6月17日 （県遺跡番号08221039）

縄文～平安時代の集落跡

6月29日 地蔵根遺跡

（県遺跡番号08221004）

縄文～平安時代の集落跡

（県遺跡番号08221129）

古墳～平安時代の集落跡

堀口遺跡

向坪遺跡

（県遺跡番号08221070）

弥生～平安時代の集落跡

（県遺跡番号08221133）

古墳～平安時代の集落跡

5月9日

縄文～平安時代の集落跡

4月13日 三反田新堀遺跡

（県遺跡番号08221109）

⑩

～5月20日

～4月19日

遺跡名称・種類

　　　⑦　

　　　⑧　

　　　⑨　

7月5日

発掘期間

～7月1日

6月7日

（県遺跡番号08221133）

～6月8日

～7月27日

6月14日

～5月20日

4月12日 堀口遺跡

（県遺跡番号08221004）

5月24日

4月19日 市毛本郷坪遺跡

～5月2日

本郷東遺跡

～5月12日

弥生～平安時代の集落跡
5月18日

～5月26日

東原遺跡

岡田遺跡

（県遺跡番号08221129）

7月12日



所在地・面積 出土品・量

馬渡字本郷東3792番8 土器，石器，

鉄製品

90㎡ コンテナ2箱

大平1丁目18番33 土器

319㎡ コンテナ1箱

中根字宮前2752番2 土器

310㎡ コンテナ1箱

中根字宮前2752番6 土器

310㎡ コンテナ1箱

金上字遠原1194番2，3 土器，石器

279㎡ コンテナ1箱

市毛字上坪1263番3 土器

262㎡ コンテナ1箱

三反田字原3389番4 土器

300㎡ コンテナ1箱

堀口字向坪593番5 土器

346㎡ コンテナ1箱

磯崎町字磯合3747番1

なし

829㎡

市毛字上坪1190番 土器

1,550㎡ コンテナ1箱

堀口字表坪121番5・6，122番4 土器

221㎡ コンテナ1箱

東石川字雷3417番4

なし

294㎡

金上字塙812番9 土器，陶器，

石器，鉄器

948㎡ コンテナ１箱

弥生～平安時代の集落跡

9月1日

古墳～平安時代の集落跡

10月19日 筑波台遺跡

～11月4日 （県遺跡番号08221048）

古墳時代の墳墓

古墳～平安時代の集落跡

本郷東遺跡

弥生～平安時代の集落跡

金上古墳群

（県遺跡番号08221113）

古墳時代の墳墓

旧石器～中世の集落跡

古墳～平安時代の集落跡

11月22日 金上塙遺跡

～12月3日 （県遺跡番号08221112）

縄文～平安時代の集落跡

11月15日 雷遺跡

～11月17日 （県遺跡番号08221145）

11月8日 堀口遺跡

～11月9日 （県遺跡番号08221004）

大平古墳群

（県遺跡番号08221020）

宮前遺跡

（県遺跡番号08221100）

8月18日

～8月31日

（県遺跡番号08221122）

発掘期間 遺跡名称・種類

大平Ｂ遺跡

～8月10日

8月9日

8月2日

～8月26日 （県遺跡番号08221070）

古墳～平安時代の集落跡

8月18日

～8月31日

宮前遺跡

（県遺跡番号08221100）

旧石器，縄文，古墳～平安時代の集落跡

遠原遺跡

（県遺跡番号08221034）

遠原貝塚

（県遺跡番号08221285）

～9月6日

縄文時代の貝塚

9月15日

～9月17日

市毛上坪遺跡

（県遺跡番号08221131）

弥生～平安時代の集落跡

9月27日

～10月4日

古墳～平安時代の集落跡

10月4日

～10月5日

内手遺跡

（県遺跡番号08221110）

向坪遺跡

（県遺跡番号08221129）

古墳～平安時代の集落跡

10月12日

～10月18日

古墳時代の墳墓

磯合古墳群

（県遺跡番号08221241）



所在地・面積 出土品・量

津田字若宮3416番 土器，石器

313㎡ コンテナ１箱

市毛字本郷坪440番13 土器，陶器

483㎡ コンテナ１箱

中根字宮前2752番4，5

なし

433㎡

田彦字雷土1453番1 土器

974㎡ コンテナ1箱

三反田字羽黒3044番1外4筆 土器

26,000㎡ コンテナ1箱

発掘事業数合計 29件 発掘面積合計 40,132㎡

前年度 31件 発掘面積合計 38,619㎡

　（２）十五郎穴横穴墓群の整理報告　

　　　　　報告書を刊行した。

　　　　　調査期間：平成２８年１２月１６日～平成２９年３月２４日

　　　　　調査対象地：ひたちなか市中根１５０３外１６筆

　　　　　調査結果

　３　鷹ノ巣遺跡発掘調査事業（公益１）

　　　　　調査期間：平成２８年５月１７日～平成２８年１１月３１日

　　　　　調査対象地：ひたちなか市部田野字宮後１７１７－１他５筆

　　　　　調査結果

　　　　　　古墳時代の住居跡は，すべて６世紀の時期と考えられる。内４基は，一辺が

　　　　　　７ｍを越える大型の住居跡で，１遺跡の１時期に４基もの大型住居跡が確認

　　　　　　されるのは市内で初めての事例である。

　　　　　　　弥生時代の住居跡１基，古墳時代の住居跡８基，奈良・平安時代の住居跡

　　　　　　７基などを確認し調査を実施した。住居跡からは土器や石器が出土している。

　　　　　　周溝を確認し，円墳もしくは多角形墳になることが確認された。

　　　　　　古墳１基，縄文時代の住居跡３基・土坑２基，古墳時代の住居跡２基，

　　　　　　溝跡２条を検出し，測量及び空撮を実施した。古墳（虎塚５号墳）は

　（３）荒谷地区試掘調査

3月13日 三反田遺跡，三反田古墳群

～3月24日 （県遺跡番号08221038，08221018）

縄文時代の集落跡

3月7日 雷土Ｂ遺跡

～3月10日 （県遺跡番号08221165）

縄文時代の集落跡

1月24日 宮前遺跡

～1月25日 （県遺跡番号08221100）

縄文，古墳～平安の集落跡

12月21日 市毛下坪遺跡

～12月22日 （県遺跡番号08221130）

弥生～平安の集落跡

津田若宮古墳群

（県遺跡番号08221140）

古墳時代の墳墓

12月13日 黒袴遺跡

～12月16日 （県遺跡番号08221007）

縄文～平安の集落跡

発掘期間 遺跡名称・種類



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 365 人

県内ゴルフ場 259 人

スパリゾート
ハワイアンズ

439 人

宿泊助成 136 人

ＴＯＨＯ映画館 717 人

アクアワールド大洗 133 人

東武動物公園 90 人

東京都 92 人

カシマサッカー
スタジアム

15 人

市民球場 3 人

県民文化センター 11 人

市文化会館 43 人

市文化会館 56 人

栃木県 75 人

カシマサッカー
スタジアム

13 人

カシマサッカー
スタジアム

5 人

県民文化センター 12 人

市文化会館 24 人

常陸大宮ロゼホール 4 人

県民文化センター 26 人

市文化会館 3 人

土浦市 5 人

常陸太田
パルティホール

1 人

カシマサッカー
スタジアム

15 人

市文化会館 16 人

東京都 10 人

栃木県・福島県 52 人

8月・9月

9月21日

9月22日

9月25日

9月30日

東武動物公園ハッピーフリーパス販売

プレー代補助券

スパリゾートハワイアンズ入場券販売

有効期限
3月末まで

鹿島アントラーズホームゲーム

プロ野球イースタンリーグ
「巨人対北海道日本ハム」戦

ハンターマウンテン塩原
ゆりパーク入園券

6月・7月

7月16日～
8月28日

有効期限
無期限

有効期限
3月末まで

映画チケット販売

アクアワールド大洗入場券販売

鹿島アントラーズホームゲーム

6月26日

有効期限
3月末まで

有効期限
3月末まで

7月2日 松竹大歌舞伎

高速バス乗車回数券

7月10日 美輪明宏コンサート

4月・5月

鹿島アントラーズホームゲーム

梅沢富美男＆瀬川瑛子
豪華絢爛「夢芝居」

鼓童ワン・アース・ツアー2016

高嶋ちさ子と
１２人のヴァイオリニスト

吉幾三コンサート

スキー場「一日リフト券」

劇団青い鳥　普通の人々

土浦全国花火競技大会

山下洋輔＆林英哲DUOジャズ×太鼓

10月・11月 鹿島アントラーズホームゲーム

レゴランド・ディスカバリーセンター
東京チケット

10月1日

10月23日

事業名 開催日 内容 人数

ディズニー特別利用券配布チケット
有効期限
3月末まで

有効期限
3月末まで

宿泊代補助券

有効期限
3月末まで

7月30日 劇団四季公演　ウエストサイド物語

12月31日まで

10月1日

12月23日

12月～3月

おやこdeクラシック



場所

ひたちなか海浜鉄道 2 人

常陸太田
パルティホール

3 人

市文化会館 28 人

県民文化センター 2 人

東京都 4 人

常陸大宮ロゼホール 10 人

県民文化センター 10 人

市文化会館 5 人

県民文化センター 2 人

市内 26 人

福島県 75 人

千葉県 73 人

東京都 23 人

栃木県 38 人

福島県 75 人

神奈川県 39 人

長野県 36 人

東京都 30 人

東京都 78 人

神奈川県 39 人

福島県 11 人

東京都 40 人

千葉県 68 人

水戸市 51 人

茨城涸沼 11 人

市内 60 人

市内 15 人

市内 32 人

市内 39 人

2月26日

ハゼ釣り大会

5月15日

ボウリング大会

1月1日

11月20日

旅行助成

2月5日

6月12日

10月18日

ディズニー・イースターバスツアー

7月31日

明治座　コロッケ特別公演ツアー

9月17日

スマイルあおぞらバス回数乗車券
（1セット11枚綴り）

三春の滝桜と花見山お花見とランチ
バイキング（日帰り2日間）

パーティー 11月20日
ソムリエと列車で楽しむボージョレー
ヌーボ＆お料理

スポーツ・レクリエーション 第８回ソフトボール大会

雪原を楽しむスノーシュー
トレッキングツアー

2月17日

9月18日

12月10日

無期限

1月15日

歌舞伎座観賞ツアー

7月3日

紅葉の軽井沢＆アプトの道散策ツアー

漫才のDENDO全国ツアーIN水戸

音楽劇「おばけリンゴ」

ドラゴンクエストウインドオーケストラ
コンサート

1月9日

ランチバイキング＆
イルミネーションツアー

横浜ランチクルーズとみなとみらい
地区散策ツアー

3月12日

戦場ヶ原ハイキングツアー
（現地ガイド・入浴・ランチ付）

桃狩り＆喜多方蔵の町自由散策ツアー

内容 人数

1月15日

1月28日

1月31日まで

大宮寄席

岩崎宏美with国府弘子
ピアノ・ソングス

しまじろうコンサート
「たいようのしまのカーニバル」

大野雄二＆ルパンティックシックス

初日の出・初詣列車特別フリー切符

事業名 開催日

2月10日

東京ジョイポリスパスポートチケット

チケット

4月16～17日

3月4日

3月5日

5月14日

劇団四季「ノートルダムの鐘」
鑑賞ツアー

新春初詣＆横浜中華街散策ツアー

12月16日 ジャズパーティー

3月12日 南房総満喫ツアー

12月21日 婚活クリスマス「列車でＧＯ！」



場所

― 1 件

3,754 人

3,892 人

　　（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 298 人

なか健康センター 60 人

市総合体育館 105 人

- 279 人

- 543 人

- 22 人

1,307 人

1,276 人

　　（３）生活の安定に関わる事業（公益３）

場所

市内 19 人

23 人

　　（４）給付事業（他１）

53 人

26 人

672 人

751 人

利用人数合計　５，６２３人

３月末現在勤労者福祉サービスセンター会員数２,０８６人

事業名 開催日 内容 人数

通年 サークル活動助成

合計

サークル活動助成

前年度合計

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

３月末まで 入館・岩盤浴券セット

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

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

合計

前年度合計

事業名 期間 内容 人数

講演会 3月4日
これから役立つ！暮らしとお金の知識
の話

前年度 １事業

祝　金 結婚，出産，入学，成人，永年勤続等

合　計

給　付　事　由 人　数 給　付　内　容

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



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 213,738 件 35,623 件

西南地区 186,697 件 31,116 件

合　　　計 400,435 件 33,370 件

前　年　度 393,593 件 32,799 件

比　　　較 6,842 件 570 件

　　（２）料金賦課

　　　　ア　賦課金額

区　　　分

水道料金 3,277,576,421 円 2,905,528,633 円 372,047,788 円

下水道料金 1,392,555,197 円 1,370,875,238 円 21,679,959 円

合　　　計 4,670,131,618 円 4,276,403,871 円 393,727,747 円

　　　　イ　賦課件数

区　　　分

水道料金 403,730 件 396,776 件 6,954 件

下水道料金 221,679 件 216,106 件 5,573 件

合　　　計 625,409 件 612,882 件 12,527 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 8,657 件 721 件

使用中止届 5,737 件 478 件

使用者変更 1,004 件 84 件

口座振替申込 4,620 件 385 件

合　　　計 20,018 件 1,668 件

前　年　度 19,765 件 1,647 件

比　　　較 253 件 21 件

　　（２）その他

　　　　　検針員調査

　　　　　漏水確認　　　　　510件（前年比　116件増）

　　　　　無届使用者確認　　144件（前年比  19件増）

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２９年３月３１日現在）

　（１）　理事（任期：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 杉山　和子

" " 綱川　正

" " 大和田　健

" " 永井　喜隆

" " 加藤　恭子

" " 鈴木　一成

" " 須藤　雅由

　（２）　監事（任期：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（任期：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 17 30

　文化会館 10 7 17

　文化財調査事務所 3 10 13

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 4 6

　松戸体育館 2 6 8

　那珂湊体育館 0 4 4

都市サービス課 6 26 32

勤労者総合福祉センター 6 7 13

総務課 5 0 5

合計 49 73 122 局長除く

平成26年4月3日 ひたちなか市企画部長

平成25年4月1日 ひたちなか市観光協会副会長

" 女性団体代表

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26年11月20日 常陸野地域協議会事務局次長

現職

現職

ひたちなか市議会議員

公認会計士

平成25年4月1日 ひたちなか市文化協会会長

平成25年6月28日

就任日

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

ひたちなか市議会議員

ひたちなか市議会議員

ひたちなか市市民生活部長

現職

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副会長

"

平成28年6月24日

平成27年5月29日

"

就任日

平成27年5月29日

"

"

"

就任日

備考所属 正規 合計

平成27年12月15日

"

平成28年6月24日

平成27年12月15日



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 平成２７年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

平成２８年６月２４日（金） 化・スポーツ公社事業報告について

ひたちなか市文化会館 平成２７年度財団法人ひたちなか市生活・文化・

スポーツ公社決算について

公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ

公社理事の補欠選任について

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２８年１２月２０日(火) 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

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２９年３月２９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２８年５月２６日（木） 専決処分事項の報告について

ひたちなか市文化会館 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２号）

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３号）

平成２７年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

化・スポーツ公社事業報告について

平成２７年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

化・スポーツ公社決算について

議案第３号 評議員会の招集及び目的事項の決定について 決議

第２回理事会 評議員会の目的事項の決定について

平成２８年６月２日(木)

第３回理事会 評議員会の招集及び目的事項の決定について

平成２８年１２月１７日(土)

第４回理事会 専決処分事項の報告について

平成２９年３月２８日(火) 平成２８年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

ひたちなか市文化会館 化・スポーツ公社補正予算（第１号）

専決処分事項の報告について

平成２８年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

化・スポーツ公社補正予算（第２号）

報告第３号 職務執行状況の報告について 承認

平成２９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について

平成２９年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

化・スポーツ公社予算について
議案第２号 決議

議案第１号 決議

報告第１号 承認

議案第１号 決議

報告第２号 承認

議案第２号 決議

議案第１号 決議

議案及び議決の状況

報告第１号

議案第２号

議案第１号

報告第２号

報告第３号

議案第１号

議案第１号 決議

議案第１号

承認

決議

決議

承認

承認

決議

決議

議案及び議決の状況



開催日・場所

議案第３号 評議員会の招集及び目的事項の決定について 決議

公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ

公社職員退職手当規程の一部を改正する規程制定

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28年4月1日～平成33年3月31日

ひたちなか市体育施設 ひたちなか市 平成28年4月1日～平成33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28年4月1日～平成33年3月31日

議案及び議決の状況

議案第４号 決議



事業報告附属明細書

　平成２８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。

　　　　


