
平成２９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）

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 ①1,246人

「しまじろうともりの キャラクターによる子ども向けコンサ ②1,231人

きかんしゃ」 ート（２回公演）

劇団四季ミュージカル 　童話作家で詩人でもあるアンデルセ 1,273人

「アンデルセン」 ンの青春時代が綴られた，優しく心温

まる物語をダイナミックなジャズダン

スとクラシックバレエで表現

クミコ 9月23日  「INORI～祈り～」のヒットで第61回 931人

スペシャルコンサート 大ホール ＮＨＫ「紅白歌合戦」に初出場したク

2017 ミコが，シャンソンの枠にとどまらず

多彩なジャンルの曲を歌い上げた。

モラトリアムパンツ公演 11月23日 　人はいろいろな服を着替えながら身 ①170人

「君が決めてよ明日の 大ホール舞台上客席 心も大人になっていく－ちょっとホロ ②120人

ことは」 リとさせられる男女８人による切ない

青春群像劇（２回公演）

クラシック・フレッシュ 12月23日 　東海村出身の上野耕平(サキソフォ 380人

コンサ－ト 小ホール ン)とひたちなか市出身の皆神陽太さ

ん(ファゴット)の若手奏者二人をメ－

ンとしたクラシック・コンサート

三遊亭円楽／笑福亭鶴光 　テレビ番組『笑点』大喜利で活躍さ 1,250人

新春二人会 れている円楽師匠，ラジオ番組のパー

ソナリティとして一世を風靡した鶴光

師匠による東西落語二人会

芸術文化交流プログラム 芹川　藍講演会 83人

大会議室 「おもしろそうじゃん」を探そう

　劇団青い鳥主宰・演出家の芹川藍に

よる自己発見表現を薦める講演会

演劇ワークショップ 507人

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

（２０回開催）

大ホール

4月9日

　（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

会　場
入場者数

4月23日～1月27日

6月29日

大ホール

7月23日

大ホール

1月14日



芸術文化交流プログラム 7月6日 ナゾトキシアタ－ 41人

大ホール （バックステ－ジツア－）

　大ホール内に用意した様々クイズ

を解きながらナゾを解く体験ゲーム

5月18日 高校演劇支援事業 572人

6月13日 ①技術ワ－クショップ　　　　 72名

8月25日・26日 ②演技ワ－クショップ　　　　100名

小ホール ③茨城県高等学校演劇祭県央地区大会

(県央地区高校演劇部の発表会)400名

　県中央地区１１校の高校演劇部によ

る地区大会を支援する。

7月21日～8月23日 夏休みキッズ文化教室 219人

大小練習室他 ①ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟﾀﾞﾝｽ教室(5回）　　 69名

②演劇教室(4回）　　　　     29名

③ﾋﾟｱﾉとﾘﾄﾐｯｸ教室(4回)　　 　47名

④水彩画教室(4回）　　　　   74名

　子供の個性や感性を育む体験教室

9月10日～12月2日 音楽見本市 304人

大ホールホワイエ ①奥田なな子（チェロ）　　 　80名

　入江一雄（ピアノ）　　　　

②中川賢一（ピアノ）　　　　 72名

③小嶋慶子（クラリネット）   70名

　佐々木理之（ピアノ）　　　　

④カルテットスピリタス　　   82名

　（サクソフォン四重奏）　　

　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

9月26日～9月27日 芸術家（演奏家）派遣訪問コンサート 1,310人

市内小学校他 　一流のプロの演奏家（ファゴット・

サクソフォン・ピアノ）との交流体験

と生の音楽に触れる芸術体験

①9/26　那珂湊第一幼稚園  　　50名

②9/26　佐野小学校　　　　 　850名

③9/27　東石川幼稚園 　　　　 80名

④9/27　佐野中学校　 　　　　330名

1月20日 ひたちなかサウンドシップコンサ－ト 500人

小ホ－ル 新春フェスタ2018

　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

会　場

開催日
入場者数内　　　容公演名



芸術文化交流プログラム 2月4日 市民参画による演劇協働創作舞台公演 ①376人

小ホール 　演劇ワークショップ受講生ひたちな ②370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 10,883人

前年度 13,536人

　（２）　ひたちなか市幼小中学生芸術鑑賞会事業

劇団うりんこ ２０校

「名探偵！山田コタロウ」 ６公演

4,337人

劇団東少 ３７園

「３びきのこぶた」 ７公演

2,459人

劇団たんぽぽ ２０校

「いのちのまつり」 ６公演

4,355人

カルテット・スピリタス ９校

サクソフォン四重奏 ６公演

4,127人

入場者合計 15,278人

前年度 15,360人

　２　スポーツ振興事業（公益２）

　（１）　参加型事業

　　　①　参加事業

バスケットボール 元日本代表選手小畑氏を講師に迎え

クリニック 初心者，未経験者向けのバスケット 167人

ボールクリニック

松戸体育館 総合体育館　　　88人

松戸体育館　　　79人

ピンクリボンウォーク ウォーキングによる健康増進を図り

ながら乳がん検診の啓発を行った 121人

5ｋｍコース

歴史探訪ウォーク ウォーキングによる健康増進を図り

ながら市内の名所旧跡巡り 18人

11.3ｋｍコース

2017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 2,851人

参加者合計 3,157人

前年度 3,008人

小学校高学年対象。ある小学校３年生の
男子が反抗期ぎみであるが，祖父から
父，父から自分へつながっている命の大
切さを学んでいく演劇。

園児対象。３びきのこぶたとオオカミが
繰り広げるハラハラドキドキの舞台と家
族愛を描いた作品。

小学校低学年対象。名探偵に憧れる主人
公コタロウが仲間と共にケンカをし，励
まし合いながら危機を乗り越え事件を解
決していく物語。

中学生対象。サクソフォン四重奏をカツ
丼に例えて説明したり，「桃太郎」を演
奏と映像でオペラ風に表現したりしなが
ら，クラシックの演奏まで聴かせた内
容。

3月10日

参加者数
開催日

場　所
内　　　容

4種25公演

11月15日～17日

開催日

9月5日～8日

入場者数

内　　　容

内　　　容

15種62公演

入場者数
会　場

開催日

11月11日

総合体育館

10月1日

公演名

11月29日～12月1日

公演名

18種53公演

陸上競技場

海浜公園

4種23公演

ひたちなか市内

11月26日

7月5日～7日

事業名

7月1日



　　　②　教室事業
講座（教室）名 開催期間 会    場 受講者数

テニス１ 5月10日～ 総合運動公園 初中級者向け基礎講習

8月23日 全10回 テニスコート 351人

クーガーズ 5月10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21日 全6回 る技術向上指導 175人

インドア 5月10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12日 全8回 くり 248人

体操 8月8日～ 松戸体育館 マット，跳び箱，鉄棒等

8月18日 全6回 の苦手克服 198人

ミニバスケット 9月7日～ 総合体育館 バスケットによる基礎体

11月2日 全8回 力づくり 218人

バドミントン 9月7日～ 総合体育館 初中級者向け基礎講習

11月22日 全10回 177人

テニス2 9月7日～ 那珂湊運動公園 初中級者向け基礎講習

12月7日 全10回 テニスコート 289人

キッズ体操 9月15日～ 松戸体育館 跳び箱マット運動を中心

12月22日 全12回 とした器械体操 264人

ジョギング 9月9日～ 総合運動公園 ケガをしない体力づくり

11月4日 全8回 石川運動ひろば 楽しく継続できるランニ 188人

ング法

ノルディックウォー 6月20日～ 総合運動公園 健康づくりを目的とした

キング体験会 3月20日 全9回 ２本のポールを使った

ウォーキング 112人

１０教室 2,220人

１１教室 2,187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　87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 7,503人

カー講習

6,560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 6月3日
巨人 ＶＳ 千葉ロッテ 市民球場 2,010人

8月5日
鹿島アントラ－ズ ＶＳ ベガルタ仙台 県立カシマサッカー 152人

スタジアム
なでしこリーグ 9月3日
日テレ・ベレ－ザ ＶＳ ベガルタ仙台LS 陸上競技場 981人

Ｗリーグ 10月14日
日立ハイテク ＶＳ 山梨 総合体育館 1,660人

4,803人
9,232人

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

内        容

内        容

前年度

受講者合計

前年度

入場者合計
前年度



　（３)　訪問事業
受講者数

ボールで遊ぼう！　 勝田すみれ保育園等9か所

5月9日～25日       193人 422人
地域ふれあいバスケットクリニック　 堀口小学校等4か所

5月25日～6月21日　 229人
　　日立ハイテククーガーズの選手が市内の幼稚園，保育園
　小学校を訪問。バスケットボ－ルを通して子供たちと交
　流を図った。
ふれあい陸上教室　 田彦小学校

12月11日・21日 142人
　　日立製作所女子陸上部の選手が市内の小学校を訪問。
　陸上競技を通して子供たちと交流を図った。

564人
380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

焼き菓子＆パン季節の料
理

　5月9日
～3月13日

519人

基本の季節料理
　5月10日
～3月1日

355人

地魚料理
　5月20日
～3月3日

190人

男の料理
　5月13日
～3月10日

206人

いけばな
　5月9日
～3月13日

678人

初歩の茶道
　5月9日
～2月27日

699人

着付
　5月10日
～2月14日

332人

健康体操
　5月10日
～2月14日

533人

エアロビクス
　5月12日
～3月2日

620人

英会話
　5月9日
～2月27日

548人

実用ペン習字
　5月11日
～2月22日

507人

ピラティス
　5月9日
～3月13日

1,235人

リフレッシュピラティス
　5月11日
～2月22日

495人

ビーズアクセサリー
　5月9日
～2月20日

204人

フィットネスヨーガ
　5月11日
～2月22日

553人

トールペイント
　5月18日
～3月1日

101人

フラダンス
　5月10日
～2月28日

1,314人

事　業　名　等

内容

菓子，パンづくりの基礎（３講座開催全25回）

時節に応じた小原流生花（６講座開催全50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）

旬の魚の生態と文化誌を学び小出刃包丁で楽しむ魚料
理　（２講座開催全10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58回）

簡単レシピによる料理（２講座開催全10回）

栄養学やテーブルセッティングとともに学ぶ各種料理
の基礎（３講座開催全25回）

振付基礎（３講座開催全30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）

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）

ダンス形式の有酸素運動（３講座開催全30回）

入場者合計
前年度

日時・実施場所等

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）

毛筆，硬筆による文字の書き方（３講座開催全30回）

美しい姿勢を手に入れ心身共にリフレッシュする運動
（３講座開催全30回）

木，陶器等にデザイン画を施す手芸
（２講座開催全10回）



事業名 開催期間 受講人数

太極拳
　5月9日
～2月27日

681人

陶芸
　5月11日
～2月3日

489人

ガーデニング
　5月9日
～7月4日

101人

資産運用・証券知識の基
礎

　5月12日
～1月19日

220人

２１教室 10,580人

２０教室 11,420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2017・リン
ゴ狩りとジャムつくり体験

10月21日 42人

育もう絆 親子で体験
　12月17日
～12月23日

131人

２事業 173人

２事業 168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）

　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，電気工事従事者認定講習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。

リンゴ狩りと，もぎったリンゴでジャムやジュースを
作り試飲するなど普段とは違った環境での親子の触れ
合い体験
触れ合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（クリスマス特別企画）

粘土造形技法等基礎（４講座開催全24回）

内容

全身のツボを刺激した健康運動（３講座開催全30回）

寄せ植え知識の基礎（１講座開催全5回）

経済，金融，証券に関する基礎（３講座開催全15回）

内容

受講者合計

前年度

参加者合計

前年度



  平成２９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 224,494 212,704 11,790

217,258 205,880 11,378

7,236 6,824 412

891,909 841,695 50,214

440,473 399,775 40,698

総合体育館 199,219 205,579 -6,360

市民球場 87,549 81,476 6,073

陸上競技場 65,189 24,999 40,190

テニスコート他 88,516 87,721 795

36,535 38,353 -1,818

第一野球場 6,934 7,940 -1,006

テニスコート 10,563 11,215 -652

多目的運動広場 18,668 18,828 -160

相撲場他 370 370 0

体育館関係 193,048 177,891 15,157
ひたちなか市松戸体育館 121,633 99,306 22,327
ひたちなか市那珂湊体育館 54,380 60,626 -6,246

ひたちなか市武道館 17,035 17,959 -924

市営プール4施設 20,870 22,807 -1,937

運動ひろば等10施設 165,758 166,682 -924

テニスコート3施設 35,225 36,187 -962

147,951 157,089 -9,138

1,264,354 1,211,488 52,866

（２）施設使用料 （単位　円）

使用料収入 備      考

文化施設 29,898,460 31,594,930 -1,696,470

29,898,460 31,594,930 -1,696,470

54,924,325 54,959,853 -35,528

40,865,570 40,859,545 6,025

総合体育館 29,932,180 30,925,335 -993,155

市民球場 2,494,760 1,998,240 496,520

陸上競技場 2,331,920 1,761,220 570,700

テニスコート他 6,106,710 6,174,750 -68,040

1,271,110 1,383,760 -112,650

第一野球場 523,760 519,510 4,250

テニスコート 654,680 733,870 -79,190

多目的運動広場等 92,670 130,380 -37,710

6,522,580 6,198,183 324,397
ひたちなか市松戸体育館 4,401,145 3,733,068 668,077
ひたちなか市那珂湊体育館 1,930,215 2,323,525 -393,310

ひたちなか市武道館 191,220 141,590 49,630

市営プール4施設 1,289,420 1,457,760 -168,340

運動ひろば等7施設 2,422,690 2,652,150 -229,460

テニスコート2施設 2,552,955 2,408,455 144,500

18,743,325 21,681,940 -2,938,615

18,743,325 21,681,940 -2,938,615

103,566,110 108,236,723 -4,670,613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

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

｢古代常陸の製塩土器」

｢貝殻で付けた文様」

｢市内遺跡2016」

｢虎塚古墳の時代」

事業数合計 ６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

「古墳の終わり」

「栃木県南部終末期

古墳」

「ひたちなか市の古墳

の終わり」

「東日本の古墳の終
わり」

４講座 受講者合計 ２０２人

４講座 前年度 １８８人

～12月10日

　

標本陳列室

ワンケース・ミュージアム vol.44 平成28年（2016年）に公社が実施した市内遺跡
の調査資料を一般に公開するための展示であ
る。展示では住居跡から出土した土器を中心に
公開した。

ひたちなか市を代表する遺跡の１つ虎塚古墳を
中心として市内の古墳を再検討し，ひたちなか
市の古墳時代の終わりについて解説した。

第15回企画展

～5月6日

５１人

10月28日

第14回企画展

～11月12日

2月10日

標本陳列室

標本陳列室

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.42 縄文土器に見られる文様のうち，貝殻を道具と
して施文された文様の縄文土器を紹介し，貝殻
の縁や背，頂点などを押し付けたり，動かした
りして付けられた文様について解説した。

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。

　

～9月10日

十五郎穴横穴墓群館出支群Ⅰ区 当公社が調査を実施した十五郎穴横穴墓群出土
遺物がひたちなか市の指定文化財に指定された
ことを記念して，遺物を展示した。

ワンケース・ミュージアム vol.43 平成28年度に公社が実施した鷹ノ巣遺跡の調査
資料を速報として一般に公開するための展示で
ある。展示では住居跡から出土した土器を中心
に公開した。

～7月9日

7月22日

第３５号墓出土遺物　市指定記念特
別展

　

標本陳列室

1月29日

～5月14日

標本陳列室

5月20日

10月25日

｢平成28年度　鷹ノ巣遺跡発掘調査
速報展」

４８人

４７人（土）

開催日

2月17日

松木武彦氏

西日本を中心として，古墳の終わ
りについての概要について解説し
た。

日高 慎氏
東日本の古墳の終わりの状況につ
いて解説した。

2月24日

小森哲也氏

栃木県南部の後期古墳について，
他地域との比較をしながら解説し
た。

（土）

3月3日

稲田健一

（土）

虎塚古墳や十五郎穴横穴墓群を中
心として，ひたちなか市の古墳の
終わりについて解説した。

５６人（土）

3月10日



　　　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石と友だちになろう

③石の道具をつかう

④石の道具をつくる１

⑤石の道具をつくる２

⑥石をみにいこう

⑦石の考古学

⑧ピラミッドをつく
ろう

⑨道具の考古学

⑩壁画の考古学

⑪フィールド探検

⑫すごく楽しい考古学

１２回 ２４１人

１２回 １４９人

市内で製作されている機械から過去に遡り，道
具の歴史について学習した。その後，遺跡から
出土した石器を参考として，プラ板で形を復元
した。

ピラミッドがどのような技術によって作られて
いるのかを，測量の専門家から学習した。その
後，実際にミニピラミッドを作成した。

２６人

１２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。 ２２人

石器の素材がどのような場所にあるのか，実際
に岩盤が露出している場所に行って，講師から
説明をうけた。

１５人

遺跡から出土している石器をさわることによっ
て，どのようなことが判るのか，さわることの
大切さを学習した。 １５人

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した。 ２６人

２０人

２２人

遺跡から出土した石器が，実際にどのように使
われていたのかを作成した石器を実際に使用
し，体験した。また，鷹ノ巣遺跡の見学も実施
した。

２４人

標本陳列室に展示している石器を細かく観察
し，その後，実際に黒曜石を材料に石器を作成
した。 ２０人

ひたちなか市内の遺跡で見つかる石器の石材を
多く産する大洗海岸において，石の見分け方を
学んだ後，岩石の採集を行った。その後，その
石を使って簡単な石器を作成した。

市埋蔵文化財

調査センター

7月22日

事業名 内　　　容

調査センター

（土）

市埋蔵文化財

11月4日
（土）

調査センター

（金・祝）
市埋蔵文化財

11月3日

（土）

8月27日

（土）

（日）

9月30日

前年度

調査センター

市埋蔵文化財

7月23日

大洗海岸

10月15日
（日）

調査センター

調査センター

（日）

（金祝）

会  場
開催日

調査センター

8月11日

（日）
石とはいったいどういうものなのか，標本など
を使って石についての基本的な知識を学習し
た。また，調査で出土した石器についても見学
した。

市埋蔵文化財

10月28日

市埋蔵文化財

受講者合計

日立市

市埋蔵文化財

市埋蔵文化財

（日）
8月20日

金上・三反田地区周辺の歩く会を行い，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。

調査センター

１７人

11月25日

市内

前回のフィールド探検の際に上高井遺跡で採集
した遺物の洗浄を行った。洗浄後，種類や時代
ごとに分類を行い，上高井遺跡がどういう遺跡
なのかをグループごとに考え，発表した。最後
に閉講式を行い，修了証書を授与した。

２２人
市埋蔵文化財

（土）

調査センター

12月10日



  26人
  （26人）

前年度 ２６人

　　　④　博物館実習，職場体験学習受入

３校 受入人数合計 ４人

６校 前年度 11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 『鷹ノ巣Ⅲ―第4次調査の成果―』（公社文化財調査報告第43集）

　　　　　　平成２８年度に実施した鷹ノ巣遺跡の調査報告書。

　　　② 『ひたちなか埋文だより』第４７号・第４８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 『装飾古墳の世界』(第17刷)

　　　　　　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。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　『古代の鉄生産』(第８刷)

　　　　　　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。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。

　　　⑤　『横穴墓の考古学』(第５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。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。

　　　⑥　『古墳時代のはじまりを探る』(第２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。平成２６年度実施の公開講座「ひたちなか市の考古学」第８回の記録集を増刷した。

『縄文の剣（つるぎ）』（第2版）

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

『見てみよう　聞いてみよう』５（増刷）　

　　　　　　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。平成９年度に刊行した土器の説明を掲載したパンフレットを改訂して印刷した。

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。

　　　

　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

中根字新堀2337番の一部外5筆 土器

698㎡ コンテナ1箱

鶴代12233番

なし

499㎡

学校名 学年

パンフレット『栃木県の貝塚散歩』

　（４）　出版物の刊行

4月4日 君ヶ台遺跡

（県遺跡番号08221011）

旧石器時代～中世の集落跡

発掘期間 遺跡名称・種類

　　　⑨　

赤坂遺跡

（県遺跡番号08221227）

～4月7日

～4月14日

縄文時代の包蔵地

4月12日

「栃木県の貝塚散歩」 宇都宮市の大谷寺洞穴遺跡，栃木
県立博物館，根古谷台遺跡を見学
した。

(金)

開催日 事業名

　　　⑦　

　　　⑧　

期間

　　　③　遺跡めぐり

４人

５月26日

遺物の取扱い，展示パネルの作
成，普及事業の補助など

内　　　容 人数

8月20日
～27日

茨城大学
駒澤大学
中央大学

４年生２人
３年生１人
３年生１人

視察地
参加者数

（定員数）

遺跡めぐり事業「栃木県の貝塚散歩」の参加者に配布した。栃木県の貝塚や見学遺跡

についてわかりやすく解説したパンフレット。



所在地・面積 出土品・量

高野字清水頭1293番3 土器

232㎡ コンテナ1箱

市毛字上坪1143番1 土器

1,041㎡ コンテナ1箱
勝倉字地蔵根前2700番14，15 土器，鉄器，石器

343㎡ コンテナ1箱

馬渡字本郷東3774番

なし

278㎡

中根字原1839番6，11 土器

250㎡ コンテナ1箱

中根字柴田5221番1，12，13

なし

900㎡

三反田字北長町3659番10

なし

225㎡

三反田字金上境岡田3632番・3655番 土器，石器

998㎡ コンテナ1箱

市毛字本郷坪440番6の一部 土器

899㎡ コンテナ1箱

津田字西原3372番2，3368番4

なし

447㎡

馬渡字本郷西3651番1

なし

369㎡

市毛字上坪1194番1 土器

241㎡ コンテナ1箱

高野字富士山1728番3 土器，石器

3,433㎡ コンテナ1箱

三反田字天王前4555番1

なし

1,725㎡

中根字宿ノ内5057番5 土器

539㎡ コンテナ1箱

三反田字塙3503番1の一部，3504番 土器，陶磁器

の一部

540㎡ コンテナ1箱

（県遺跡番号08221116）

縄文，古墳～平安時代の集落跡

5月29日

～8月25日

発掘期間 遺跡名称・種類

野沢前遺跡

柴田遺跡

金上向山遺跡

縄文，古墳～平安の集落跡

9月12日

（県遺跡番号08221101）

縄文～平安時代の集落跡

縄文，古墳～平安時代の集落跡

1月10日

～1月13日

西中根遺跡，宿ノ内遺跡

（県遺跡番号08221014，08221097）

岡田遺跡

（県遺跡番号08221039）

～12月20日

三反田古墳群

縄文時代の集落跡

8月22日 岡田遺跡

縄文～平安時代の集落跡

6月13日

弥生時代の集落跡

4月18日 高野富士山遺跡

～4月21日

市毛上坪遺跡

～6月1日

弥生～平安の集落跡

～11月8日

11月7日

～7月7日

～9月20日

8月22日

～8月24日

7月6日

（県遺跡番号08221131）

（県遺跡番号08221062）

5月23日

～10月3日

勝倉若宮遺跡

本郷東遺跡

～6月2日

（県遺跡番号08221130）

市毛上坪遺跡

（県遺跡番号08221131）

高野富士山遺跡

（県遺跡番号08221062）

12月5日

～12月15日

縄文，古墳～平安時代の集落跡

（県遺跡番号08221018）

弥生～平安時代の集落跡

～10月20日

～12月5日

11月21日

弥生～平安時代の集落跡

黒袴遺跡

（県遺跡番号08221008）

市毛下坪遺跡

（県遺跡番号08221120）

縄文～平安時代の集落跡

（県遺跡番号08221007）

本郷西遺跡

10月10日

縄文，古墳～平安の集落跡

（県遺跡番号08221070）

縄文，古墳～平安の集落跡

（県遺跡番号08221012）

9月26日

縄文，古墳～平安時代の集落跡

縄文～平安時代の集落跡

12月19日

11月14日

～11月15日

（県遺跡番号08221039）



所在地・面積 出土品・量

高野字板宮2281番16・17，2282番7

なし

457㎡

津田字塙台3053番の一部，3054番

の一部 なし

309㎡

市毛字上坪1194番1 土器

93㎡ コンテナ1箱

勝倉字地蔵根2825番の一部

なし

208㎡

金上字相対1202番12 土器

673㎡ コンテナ1箱

平磯町字長堀4964番

なし

320㎡

市毛字上坪1209番 土器，石器

62㎡ コンテナ1箱

発掘事業数合計 25件 発掘面積合計 15,779㎡

前年度 29件 発掘面積合計 40,132㎡

　　　　　調査期間：平成２９年１２月５日～平成３０年３月２５日

　　　　　調査対象地：ひたちなか市中根４３８５番１外１３筆

　　　　　調査結果

　３　鷹ノ巣遺跡発掘調査事業（公益１）

　　　　　平成２８年度に実施した発掘調査の整理作業と報告書作成を行った。

　４　三反田遺跡発掘調査事業（公益１）

　　　　　調査期間：平成２９年９月１２日～平成２９年１０月２５日

　　　　　調査対象地：ひたちなか市三反田字羽黒３０４４番１外４筆

　　　　　調査結果

縄文～平安時代の集落跡

2月13日

弥生～平安時代の集落跡

地蔵根遺跡

（県遺跡番号08221119）

1月30日

～1月31日

縄文～平安時代の集落跡

1月11日

～2月7日

上馬場遺跡

（県遺跡番号08221053）

市毛上坪遺跡

（県遺跡番号08221131）

1月16日 小貫山遺跡

（県遺跡番号08221064）

旧石器時代の包含層

発掘期間 遺跡名称・種類

古墳～平安時代の集落跡

3月6日 平磯長堀南遺跡

～3月8日 （県遺跡番号08221307）

3月14日 市毛上坪遺跡

（県遺跡番号08221131）

弥生～平安時代の集落跡

　　　　　調査対象面積：３０，７２７㎡

　　　　　　　古墳時代の住居跡６基，平安時代の住居跡１基の発掘調査を実施した。
　　　　　　遺物は旧石器，縄文土器，弥生土器，土師器，須恵器，石器，鉄製品などが

　　　　　　出土している。古墳時代の第２号住居跡からは，土坑内から土師器甕・壷の

　　　　　　土師器・須恵器が出土した。

　　　　　　土坑３基を検出し，測量及び空撮を実施した。平安時代の住居跡から

旧石器，縄文，古墳～平安時代の集落跡

2月27日 遠原遺跡

～3月7日 （県遺跡番号08221034）

　　　　　　古墳１基，平安時代の住居跡６基，時期不明の住居跡４基，溝跡４条，

　　　　　調査面積：２７０㎡

　　　　　　破片が多量に出土した。

　（２）荒谷地区試掘調査



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 348 人

県内ゴルフ場 226 人

スパリゾート
ハワイアンズ

446 人

宿泊助成 13 人

ＴＯＨＯ映画館 716 人

アクアワールド大洗 91 人

東武動物公園 142 人

東京都 71 人

国営ひたち海浜公園 27 人

カシマサッカー
スタジアム

15 人

カシマサッカー
スタジアム

7 人

県民文化センター 12 人

常陸大宮ロゼホール 10 人

市文化会館 31 人

県民文化センター 8 人

カシマサッカー
スタジアム

19 人

県民文化センター 21 人

市陸上競技場 2 人

市文化会館 12 人

クリスタルパレス 20 人

常陸大宮ロゼホール 9 人

カシマサッカー
スタジアム

17 人

常陸大宮ロゼホール 3 人

市文化会館 1 人

栃木県・福島県 58 人

県民文化センター 1 人

県民文化センター 2 人

市文化会館 7 人

デビュー35周年記念クミコスペシャル
コンサート

緑あふれる大人のビアガーデン

鹿島アントラーズホームゲーム

ブラス・フェスティバル2017 ウィー
ン＝ベルリン・ブラス・クインテット

プレー代補助券

宿泊代補助券
有効期限
3月末まで

有効期限
3月末まで

事業名 開催日 内容

東武動物公園ハッピーフリーパス販売

有効期限
3月末まで

有効期限
3月末まで

人数

チケット
有効期限
3月末まで

ディズニー特別利用券配布

上野耕平＆皆神陽太クラシック・フ
レッシュ・コンサート

12月17日

11月

11月11日

9月3日

12月23日

4月・5月

スパリゾートハワイアンズ入場券販売

8月・9月・10月

12月～3月

7月23日 劇団四季公演「アンデルセン」

世良公則knock・knock 2017 with 宇
崎竜童

9月23日

8月1日
～9月23日

7月29日

6月20日 石川さゆり45周年コンサート

6月26日

2017プレナスなでしこリーグひたちな
か大会

8月30日

鹿島アントラーズホームゲーム

有効期限
無期限

松竹大歌舞伎

鹿島アントラーズホームゲーム

水森かおりコンサート～歌謡紀行～

東儀秀樹×古澤巌×coba 全国ツアー
2017

劇団鳥獣戯画 狂言ミュージカル「柿
山伏 併演ぶす」

モラトリアムパンツ公演「君が決めて
よ明日のことは」

スキー場「一日リフト券」

国営ひたち海浜公園乗り物券

11月23日

鹿島アントラーズホームゲーム

6月・7月・8月

梅沢富美男＆研ナオコ
アッ！とおどろく「夢芝居」

映画チケット販売

アクアワールド大洗入場券販売

有効期限
3月末まで

有効期限
3月末まで

高速バス乗車回数券

有効期限
無期限

12月2日

10月28日



場所

ひたちなか海浜鉄道 1 人

東京都 3 人

市文化会館 49 人

県民文化センター 2 人

県民文化センター 5 人

東京都 2 人

常陸大宮ロゼホール 10 人

市内 7 人

福島県 40 人

千葉県 80 人

福島県 40 人

群馬県 40 人

東京都 29 人

秋田県 12 人

山梨県 40 人

栃木県 31 人

新潟県 38 人

東京都 40 人

埼玉県 40 人

東京都 40 人

東京都 35 人

栃木県 39 人

神奈川県 39 人

埼玉県 33 人

水戸市 38 人

茨城県涸沼 19 人

市内 59 人

小江戸川越七福神巡りツアー

明治神宮初詣と築地・月島散策ツアー

9月3日

開催日 内容

東京宝塚劇場雪組公演「ひかりふる
路」鑑劇ツアー

3月10日

谷川岳高山植物お花畑めぐり＆ブルー
ベリー食べ放題ツアー

人数

3月1日

秋の味覚堪能ツアー

ぶどう狩り＆ワイン工場見学ツアー

旅行助成

五木ひろし特別公演 坂本冬美特別出
演

スペシャルイベント
ディズニー・シーバスツアー

ハゼ釣り大会とお楽しみ昼食会

さくらんぼ狩り食べ放題＆温泉入浴付
きランチバスツアー

1月14日

1月8日

1月24日

チケット 初日の出・初詣列車特別フリー切符

事業名

2月14日

大曲花火競技大会ツアー

7月15日

7月30日

8月26日～27日

4月23日

2月24日

11月12日

1月27日

2月24日
小田原かまぼこ作り体験＆小田原城見
学ツアー

ボウリング大会

湯西川かまくら祭り＆いちご狩り食べ
放題ツアー

10月18日

1月14日

苗場ドラゴンドラで行く絶景！空中散
歩とランチバイキングツアー

5月14日

10月7日

親子で楽しむ「ピーターパン」鑑賞ツ
アー

新春ひたちなか寄席 三遊亭円楽・笑
福亭鶴光 落語二人会

しまじろうコンサート「しまじろうと
もりのきかんしゃ」

スマイルあおぞらバス回数乗車券
（1セット11枚綴り）

コロッケ特別公演

チョ・ソンジン ピアノリサイタル

3人娘メモリアルコンサート～ファイ
ナル・スパーク2018～

高尾山紅葉狩りツアー

須賀川牡丹園と母畑温泉入浴付き懐石
ランチツアー

無期限

5月20日

第9回ソフトボール大会スポーツ・レクリエーション

1月1日～3日

日本三大曳山祭！秩父夜祭（宵宮）ツ
アー

9月17日

12月2日

2月16日

6月28日

2月7日



場所

市内 11 人

市内 31 人

市内 63 人

3,251 人

3,754 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 259 人

なか健康センター 27 人

市総合体育館 123 人

- 239 人

- 531 人

- 20 人

1,199 人

1,307 人

　　（３）給付事業（他１）

87 人

40 人

599 人

726 人 前年度751人

利用人数合計　５,１７６人（前年度５，６２３人）

３月末現在勤労者福祉サービスセンター会員数２,０４９人（前年度２，０８６人）

事業名 開催日 内容 人数

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

給　付　事　由 人　数 給　付　内　容

勝田マラソン参加費補助

無期限

健康診断等 通年

３月末まで

12月3日

事業名 期間 人数内容

前年度

祝　金 結婚，出産，入学，成人，永年勤続等

参加者合計

前年度

合　計

見舞金

弔慰金 会員本人，配偶者，親族等の死亡弔慰金

傷病見舞金，災害見舞金

入館・岩盤浴券セット

チケット

トレーニング室利用回数券

３月末まで

温泉入浴割引券

12月15日

参加者合計

クリスマスジャズパーティー

11月19日

婚活クリスマスパーティー
はたらく男女のふれあいSTORY 2017

パーティー
ソムリエと列車で楽しむボージョレー
ヌーボ＆お料理



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 215,637 件 35,940 件

西南地区 188,218 件 31,370 件

合　　　計 403,855 件 33,655 件

前　年　度 400,435 件 33,370 件

比　　　較 3,420 件 285 件

　　（２）料金賦課

　　　　ア　賦課金額

区　　　分

水道料金 3,285,764,664 円 3,277,576,421 円 8,188,243 円

下水道料金 1,411,483,740 円 1,392,555,197 円 18,928,543 円

合　　　計 4,697,248,404 円 4,670,131,618 円 27,116,786 円

　　　　イ　賦課件数

区　　　分

水道料金 409,690 件 403,730 件 5,960 件

下水道料金 226,296 件 221,679 件 4,617 件

合　　　計 635,986 件 625,409 件 10,577 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 8,245 件 8,657 件 -412 件

使用中止届 5,679 件 5,737 件 -58 件

使用者変更 938 件 1,004 件 -66 件

口座振替申込 4,498 件 4,620 件 -122 件

合　　　計 19,360 件 20,018 件 -658 件

　　（２）その他

　　　　　検針員調査

　　　　　漏水確認　　　　　549件（前年比　39件増）

　　　　　無届使用者確認　　132件（前年比  12件増）

前年度

増　減

増　減

増　減

前年度本年度

月平均本年度

本年度 前年度

本年度



役員及び職員に関する事項（平成３０年３月３１日現在）

　（１）　理事（任期：平成３１年度（２０１９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３３年度（２０２１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３３年度（２０２１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

" " 小倉　健

　（４）　職員

嘱託

臨時

局長 2 常務理事兼務

次長 1 事務局担当

文化課 13 25 38

　文化会館 10 8 18

　文化財調査事務所 3 17 20

スポーツ課 18 23 41

　総合運動公園 14 9 23

　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 3 0 3

合計 46 81 127 局長，次長除く

"

就任日

備考所属 正規 合計

"

"

"

平成29年6月23日

"

"

"

"

就任日

平成29年6月23日

"

"

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

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

現職

ひたちなか市議会議員

公認会計士

平成29年6月23日 ひたちなか市文化協会会長

"

就任日

" 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

" 常陸野地域協議会事務局次長

" ひたちなか市企画部長

" ひたちなか市観光協会副会長

" 女性団体代表

" ひたちなか市教育委員会教育次長



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 平成２８年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

平成２９年６月２３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２８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

公社評議員の選任について

　（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２９年５月３１日（水） 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・スポーツ公社補正予算（第１号）

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 公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ

平成２９年６月２３日(金) 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 報告第１号 職務執行状況の報告について 承認

平成３０年３月２８日(水) 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・スポーツ公社補正予算（第２号）

専決処分事項の報告について

平成２９年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

化・スポーツ公社事業計画変更及び補正予算

（第３号）

専決処分事項の報告について

平成２９年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

化・スポーツ公社補正予算（第４号）

専決処分事項の報告について

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

平成３０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３０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

承認

決議

議案及び議決の状況

議案第２号 決議

議案第３号 決議

承認

議案第１号

承認

承認

決議

決議

議案第１号

報告第４号

報告第３号

議案第２号 決議

議案第１号 決議

承認
報告第５号

議案及び議決の状況

報告第１号

議案第４号

議案第１号

報告第２号

承認報告第２号

議案第２号

決議

決議



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（2021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（2021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（2021年）3月31日


