
令和元年度　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事業を行った結果は以下のとおりであ

る。

Ⅰ　文化芸術活動振興事業

　１　ひたちなか市文化会館

　（１）文化芸術鑑賞事業（公益１）

演劇プロデュースユニット 6月9日 　劇作家・高石紗和子がモラパンと融合し 230人

Moratorium Pants 小ホール 高校生の「生きること」への葛藤や悩みを

「プラヌラ」演劇公演 ピュアな演劇作品として作り上げた

プラヌラロ－カルキャスト 4月20日～6月6日 「プラヌラ」演劇公演のあとロ－カルキャ 98人

ワ－クショップ 大会議室他 ストによる附属公演のためのワ－クショッ

プ（4回）

しまじろう 8月31日 　未就学児を対象とした人気着ぐるみキャ 3,746人

サマ－コンサ－ト 大ホール ラクターによる子ども向けコンサート

「とびだせ！わくわく

　　　ぼうけんランド」 ①1,241人②1,254人③1,251人（3回公演）

劇団四季 9月8日 　アルゼンチンの少女エバが大統領夫人と 1,247人

「エビ－タ」 大ホール なり33歳でその生涯を終えるまでの一生を

劇団四季が最高傑作のミュージカルとした

林部智史CONCERT TOUR 10月20日 “今，もっとも泣ける歌”として口コミで 1,148人

2019秋　希望へと 大ホール 広がりライブではクリスタルヴォイスで観

客を魅了し何度でも行きたいコンサートの

呼び声が高い

稲垣潤一コンサート2019 11月9日 　和製シティ・ポップスの代表格。ヒット 1,081人

大ホール 曲を惜しみなく披露し輝き続けるレイニー

ボイス。大人のラブ・ソングを堪能したコ

ンサート

ケミストリ－ LIVE TOUR 12月5日 　テレビのオーディションで選ばれた２人 1,263人

2019 「CHEMISTRY 大ホール がコンビを組んでデビュ－しヒット曲連発

 ～Still Walking～」 一時活動休止も新アルバムとともに活動再

開のコンサ－ト

柳家三三／三遊亭兼好 1月13日 　古典落語をじわりと聞かせる達人・柳家 373人

ひたちなか寄席 小ホール 三三とサラリーマン生活から落語界に転身

し「革命児」との異名をもつ三遊亭兼好の

2人会

こぱんだウインド 2月23日 　ぱんだウインドオーケストラメンバーに 366人

アンサンブルコンサ－ト 小ホール よる17名の小編成アンサンブルコンサート

金管，木管楽器をメーンにクラシックから

映画音楽まで演奏

入場者数
開催日

公演名 内　　　容
会　場



こぱんだウインズ 2月22日 　こぱんだウインドアンサンブルコンサー 88人

楽器別クリニック 大小ホール他 ト演奏家による学生向け演奏指導

　　　中学生クリニック　55名

　　　高校生クリニック　33名

9,640人

6,854人

　（２）文化普及啓発事業（公益１）

芸術文化交流プログラム 5月29日 前進座による朗読教室 93人

　　～6月19日 テレビ時代劇でおなじみ前進座の朗読教室

大小練習室他 は古典，名作舞台や時代劇の台本，歌舞伎

作品で俳優たちが講師

午後の部/午後の部　各4回

7月4日 バックステージツアー 30人

大ホール 　舞台セット見学や劇団員との交流体験

5月8日 高校演劇支援事業 753人

6月6日 技術ワ－クショップ①　　　　 78人

6月20日 演技ワ－クショップ　　　　　 83人

7月17日～19日 技術ワ－クショップ② 　　　　70人

8月23日～24日 技術ワ－クショップ③　　　　105人

小ホール 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)417人

7月15日 キッズ文化教室 182人

　　～12月27日 ①ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟﾀﾞﾝｽ教室(5回）　　 73人

大小練習室他 ②わくわく落語教室(1回）　    9人

③将棋教室(5回)　　 　　　　 55人

④水彩画教室(3回）　　　　   33人

⑤書初め教室(1回）　　　　   12人

子供の個性や感性を育む教室

9月21日 音楽見本市 353人

　　～12月14日 ①中澤敦子（シャンソン）

大ホール 　梅田光雄（ギタ－）　　　　　92名

　　ホワイエ ②日比彩湖（マリンバ）

　吉田　開（打楽器・マリンバ）

  小池真衣（ピアノ）　        88名

③山本奈央（オカリナ）

　志野文音（ギタ－）　 　　   84名

④野口わかな（ヴァイオリン）

  澤辺明音（ピアノ）     　　 89名

　プロの演奏家と聴衆が一体となって音

楽をより身近に楽しめる芸術体験

開催日等 内　　　容 入場者数

入場者数

6種10公演 前年度

事業名

入場者合計

事業名 開催日等 内　　　容

8種10公演



10月17日 芸術家（演奏家）派遣訪問コンサート 1,225人

　～10月18日

市内小学校他 　一流のプロの演奏家（マリンバ・打楽器

・ピアノ）との交流体験と生の音楽に触れ

る芸術体験

①10/17　那珂湊第三幼稚園　　 50名

②　〃　 那珂湊第三小学校　　239名

③10/18　市毛幼稚園 　　 　　 95名

④　〃   佐野小学校　 　　　 841名

1月18日 ひたちなかサウンドシップコンサ－ト新春 445人

小ホ－ル フェスタ2020

　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

4月7日～1月18日 ひたちなかイキイキ表現団『想･創』によ 283人

大会議室他 る演劇ワークショップ

　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

（10回開催）

7月6日～2月16日 ひたちなかＰＬＡＹ！演劇ワークショップ 650人

大会議室他
　演劇「バイバイごんぎつね」舞台公演に

向けたワークショップ

（33回開催）

2月16日 演劇「バイバイごんぎつね」舞台公演 589人

小ホール

　プラヌラロ－カルキャストを母体とした

舞台公演

（2回公演） ①370人②219人

4,603人

3,767人

　（３）　ひたちなか市幼小中学生芸術鑑賞会事業（公益１）

劇団コーロ 7月3日～5日 母親に叱られた小学生の女の子が家出をし 20校

「いえでででんしゃ」 大ホール 不思議な電車に乗りながら様々な生き物と 6公演
出会い成長をし，最後に母親の愛情を感じ 4,043人

低学年対象 取る話

劇団かかし座 9月3日～6日 昔話「三枚のおふだ」のお芝居に合わせて 37園

「三枚のおふだ」 大ホール 手影絵や影絵を映し出し，最後に和尚さん 7公演
が山姥を退治する話 2,409人

園児対象

劇団ポプラ 11月20日～22日 主人公ジムが宝地図を頼りに海賊とドクロ 20校

「宝島」 大ホール 島へ宝を求めて，旅をする冒険物語。舞台 6公演
背景にプロジェクションマッピングを活用 4,259人

高学年対象 した新感覚のお芝居

開催日等 内　　　容公演名

入場者合計

入場者数

入場者数

事業名 開催日等 内　　　容

前年度

10種84公演

 8種60公演



鼓童 11月27日～29日 太鼓芸能集団 鼓童のオリジナル12曲の和 9校

「鼓童の交流学校公演」 大ホール 太鼓演奏に加え，各回16名の生徒を舞台に 6公演
上げ実際に和太鼓を叩く体験コーナーを実 4,016人

中学生対象 施

14,727人

15,009人

　（４）　施設運営事業（公益１，収益２）

 指定管理者として，施設の安全性・利便性・快適性の原則を軸に，施設の貸出し業務及び

施設の維持管理等活動拠点の運営を行った。

①　ひたちなか市文化会館

②　ふれあい交流館舞台運営

　２　ひたちなか市勤労者総合福祉センター（ワークプラザ勝田）

　（１）教養事業（公益１）

①　教養講座

デリシャスキッチン！デザー 5月21日～ 季節の料理とデザート，パン作りの基礎 381 人

ト＆ブレッド！（女性限定） 2月18日 (2講座・全18回 2回中止）

パスタ(前期)・ライス(後期)5月14日～ パスタ料理･ライス料理の基礎と，手軽なデザート 206 人

＆デザートキッチン 1月7日 作り(2講座・全10回)

愛情たっぷり家庭料理 5月8日～ 旬の食材を使った和・洋・中・デザートの基礎 245 人

（女性限定） 12月18日 (2講座・全20回)

健康！かんたん地魚料理 5月11日～ 旬の魚の生態と文化史を学び，小出刃包丁で楽し 174 人

2月22日 む魚料理(2講座・全9回 1回中止）

基礎から学ぶ男の料理 5月25日～ 旬の食材を使った簡単なレシピによる料理の基礎 226 人

2月8日 (2講座・全10回)

いけばな 5月14日～ 時節に応じた小原流生花 524 人

2月18日 (2講座・全28回 2回中止）

初歩の茶道 5月14日～ 裏千家流体験 508 人

2月18日 (2講座・全28回 2回中止）

着物きかた 5月8日～ 軽装，正装，帯結び，立振舞い等の基礎 374 人

1月29日 (2講座・全25回)

健康体操 5月8日～ 有酸素運動を基本にした手具健康体操 487 人

1月29日 (2講座・全30回)

エアロビクス 5月10日～ ダンス形式の有酸素運動 574 人

1月31日 (2講座・全30回)

英会話 5月14日～ 外国人講師と対話しながら覚える生きた英会話 529 人

2月18日 (2講座・全28回 2回中止）

実用ペン習字 5月23日～ 毛筆，硬筆による美しい文字の書き方 342 人

12月19日 (2講座・全20回)

ピラティス（午前） 5月14日～ 深層筋を鍛え正しい姿勢を保つための運動 757 人

（託児付） 2月18日 (2講座・全28回 2回中止）

ピラティス（夜間） 5月8日～ 深層筋を鍛え正しい姿勢を保つための運動 359 人

1月29日 (2講座・全30回)

リフレッシュピラティス 5月9日～ 美しい姿勢を手に入れ心身共にリフレッシ 461 人

2月6日 ュする運動(2講座・全30回)

受講者数

4種25公演 前年度

事業名 開催期間

開催日等 内　　　容

4種25公演 入場者合計

公演名

内　　　容

入場者数



フィットネスヨーガ 5月16日～ ポーズ，呼吸法により身体調和をはかる運動 489 人

1月30日 (2講座・全30回)

フラダンス 5月8日～ ハワイアンミュージックに合わせゆったり踊る振 697 人

12月25日 付の基礎(2講座・全20回)

太極拳 5月14日～ 緩やかに流れるような円の動きの健康運動 592 人

2月18日 (2講座・全28回 2回中止）

陶芸（午前） 5月9日～ 粘土造形技法等の基礎 270 人

（託児付） 1月23日 (2講座・全14回)

陶芸（夜間） 5月10日～ 粘土造形技法等の基礎 213 人

1月24日 (2講座・全14回)

ガーデニング 5月14日～ 寄せ植え知識の基礎 181 人

（託児付） 12月24日 (2講座・全10回)

ベーシックヨガ 5月10日～ 呼吸法を含む伝統的ハタヨガで，しなやかな強い 410 人

（託児付） 1月31日 心と体を作る運動(2講座・全30回)

リラックスヨガ 5月10日～ ポーズ，呼吸法により身体調和をはかり心身をリ 318 人

1月31日 ラックスさせる運動(2講座・全30回)

資産運用・証券知識の基礎 5月17日～ 経済，金融，証券に関する基礎 98 人

11月15日 (2講座・全10回)

ハンドメイドアクセサリー 5月9日～ 工具を使った基礎から，レジンを使ったアクセサ 129 人

1月23日 リーの作り方等(2講座・全13回)

受講者合計 人

前年度 人

②　わくわく体験事業

わくわく体験事業2019 8月23日 栃木県防災館での災害疑似体験と，大谷資料

「災害疑似体験＆地底見学 栃木県宇都宮市 館を専門ガイド付見学ツアーに参加するなど 人

ツアー」 日常とは違った環境での親子のふれあい体験

わくわく体験事業2019 12月15日～ 親子のふれあいや交流の場，手作りする喜び

「レッツ・エンジョイ！！ 12月22日 の提供を目的とした，市内勤労者とその家族 人

親子ＤＥ手作り体験」 で参加できるもの作り体験

152 人

169 人

　（２）施設運営事業（公益１，収益２）

 指定管理者として，施設の安全性・利便性・快適性の原則を軸に，施設の貸出し業務及び

施設の維持管理等，活動拠点の運営を行った。

  　ひたちなか市勤労者総合福祉センター（ワークプラザ勝田）

前年度

2事業

2事業

参加者数事業名 開催日等 内　　　容

40

112

参加者合計

事業名 開催期間 受講者数

24 教室 10,124

内　　　容

25 教室 9,544



　３　文化財調査事務所

　（１）　埋蔵文化財等の普及事業（公益１）

①　展示会（ひたちなか市埋蔵文化財センター）

第16回企画展 2月9日 茨城県北部から出土した縄文時代の装身具を集

｢縄文人と装身具 ～5月6日 成し，わかりやすく解説した展示。 人

―茨城県北部の資料集成―」

ワンケース・ミュージアム vol.48 5月25日 展示では市内から出土した文字が書かれた土器

｢ひたちなか市の墨書土器　 ～7月7日 を公開。今回は特に文字の書かれた位置に注目 人

－器の底に書く－」 し，その意味についてわかりやすく解説した。

ワンケース・ミュージアム vol.49 7月27日 ひたちなか市の古墳時代のはじまりについて一

｢古墳時代のはじまり－三反田遺跡 ～9月23日般に公開するための展示である。展示では住居 人

発掘調査の成果－」 跡から出土した土器を中心に公開した。

ワンケース・ミュージアム vol.50 10月26日 原の寺瓦窯跡と奥山瓦窯跡から出土した文字瓦

｢瓦に書かれた文字」 ～ を展示し，どのような文字で，その意味は何か 人
12月15日 を瓦の作りの特徴を踏まえながら解説した。

第17回企画展 2月7日 茨城県内から出土した奈良・平安時代の漁網の

｢古代茨城の漁撈」 ～5月6日 おもりを集成し解説した展示。 人

人

人

②　公開講座

ア　公開講座

「常陸国風土記にみる 2月16日 常陸国風土記に登場する鳥・獣・魚について 43 人

鳥・獣・魚」 （日） その生態を中心とした講義。

「茨城県の奈良・平安 2月23日 茨城県の古代網漁について，出土した漁網錘 40 人

時代の網漁」 （日） をもとに，漁法や対象魚についての講義。

「古代武器研究からみ 3月1日

た狩猟」 （日）

「水田漁撈と水田 3月8日

狩猟」 （日）

83 人

182 人

イ　ふるさと考古学（小学校４年生から中学校３年生を対象）

7月20日 最初に開講式と埋蔵文化財調査センター内の

①楽しい考古学 （土） 見学を行った。講座でのメモの取り方を学ん 20 人

だ後，石皿や石斧などの使用を体験した。

7月21日 ひたちなか市にはどこに，どのくらいの数の

②ひたちなか市は遺跡がいっぱい （日） 遺跡があるのかを，遺跡地図を使って調べ 20 人

た。

579

1,733

432

合計 4,535

前年度 6,425

事業名 開催期間 内容 入場者数

1,258

533

5事業

5事業

矢野徳也氏

佐々木義則

津野仁氏 新型コロナウイルス感染予防のため中止 ―

事業名 講師名 開催日 内容 受講者

安室知氏 新型コロナウイルス感染予防のため中止 ―

合計

前年度

事業名 開催日等 内容 受講者

2事業

4事業



7月28日 講師が関わった遺跡の保存について講義をう

③遺跡って何だろう？ （日） け，遺跡を保存することの大切さについて学 18 人

習した。

8月24日 最初に標本陳列室の虎塚古墳の石室のレプリ

④虎塚古墳の秘密１ （土） カを観察する。その後，本物と同じ石材と顔 14 人

料を使って，壁画のレプリカ作成を行った。

8月25日 前回の講座で作成したレプリカを使って，虎

⑤虎塚古墳の秘密２ （日） 塚古墳の石室にはどのような文様が描かれて 17 人

いるのかを学習した。

9月29日 武田遺跡群などの調査成果をもとに，古代の

⑥遺跡の考古学 （日） 技術や生活について学習した。 18 人

10月12日

⑦さわって楽しい考古学 （土） 台風により中止 ―

10月20日 ピラミッドがどのような技術によって作られ

⑧ピラミッドをつくろう （日） ているのかを，測量の専門家から学習する。 17 人

その後，実際にミニピラミッドを作成した。

11月9日 虎塚古墳を見学し，その特徴を知る。見学の

⑨虎塚古墳の秘密３ （土） 印象と実測図をもとに，壁画の意味について 13 人

考えてみた。

11月10日 虎塚古墳がどのように発掘され，そして保存

⑩虎塚古墳の秘密４ （日） と公開をしてきたのかを学習した。 16 人

11月23日 津田地区周辺の歩く会を行い，周辺の遺跡や

⑪フィールド探検 （土） 自然環境，地質を知る。露頭や地形を観察し, 18 人

環境について観察の仕方とともに学んだ。

12月1日 講座のまとめとして，虎塚古墳についてまと

⑫やっぱり楽しい考古学 （日） めを行った。最後に閉講式を行い，修了証書 18 人

を授与した。

11 回 189 人

12 回 233 人

③　埋蔵文化財調査事務所等

来館者の受付及び展示物の解説他実習受け入れ等を行なった。

ア　博物館実習等

期間

茨城大学，筑波大学， 遺物の取扱い，展示パネルの作成，普及事業

日本大学 の補助など

5 校 6 人

5 校 12 人

事業名 開催日等 内容 受講者

合計

前年度

学校名 学年 内容 人数

阿字ヶ浦中学校 2年生
7月23日
～24日

遺物の整理作業など 1 人

合計

前年度

4年生
8月19日
～27日

3 人

勝田第三中学校 2年生
10月29日
～30日

遺物の整理作業など 2 人



イ　遺跡めぐり

26 人

前年度 26 人

④　出版物の刊行

ア　『令和元年度ひたちなか市内遺跡発掘調査報告書』

ひたちなか市内において実施した発掘調査で出土した，遺構や遺物を記録した報告書。

イ　『ひたちなか埋文だより』第５１号，第５２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。

（２）市内遺跡発掘調査事業（公益１）

住宅建設等に伴う埋蔵文化財の発掘調査

岡田遺跡 （県遺跡番号08221039） 三反田字北長町3618番2 土器,鉄器,石器

縄文～平安時代の集落跡 247㎡ コンテナ1箱

堀口遺跡 （県遺跡番号08221004） 堀口字新地坪148番1， 土器,陶器,石器，

縄文～平安時代の集落跡 139番1 1,187㎡ 鉄器,瓦,銅銭　

御所内Ⅰ遺跡 （県遺跡番号08221235） 柳沢字弥六塙524番1

弥生・古墳時代の集落跡 269㎡

西中根遺跡 （県遺跡番号08221014） 中根字塙5338番の一部， 土器,陶器

縄文，古墳～平安時代の集落跡 5339番 2,724㎡ コンテナ1箱

君ヶ台遺跡 （県遺跡番号08221011） 東部第一区画整理事業街区 土器

旧石器～平安時代の集落跡 142符号1,2,3 1,577㎡ コンテナ1箱

東中根清水遺跡 （県遺跡番号08221010） 中根字中内6200

古墳～平安時代の集落跡 330㎡

石高遺跡 （県遺跡番号08221126） 武田土地区画整理事業街区

旧石器～平安時代の集落跡 45符号7 462㎡

黒袴遺跡 （県遺跡番号08221007） 津田字西原3393番の一部 土器,石器

縄文～平安時代の集落跡 331㎡ コンテナ1箱

東原遺跡 （県遺跡番号08221061） 高野字堂の上1051番1の

縄文，古墳～平安時代の集落跡 一部 436㎡

金上塙遺跡 （県遺跡番号08221112） 金上字塙753番の一部 土器

旧石器～中世の集落跡 435㎡ コンテナ1箱

市毛下坪遺跡 （県遺跡番号08221130） 市毛字下坪407番12

弥生～平安時代の集落跡 269㎡

市毛上坪遺跡 （県遺跡番号08221131） 市毛字上坪1209番5 土器

弥生～平安時代の集落跡 200㎡ コンテナ1箱

下高井遺跡 （県遺跡番号08221001） 三反田字下高井5009番4 土器,石器

縄文～平安時代の集落跡 13㎡ コンテナ1箱

内手遺跡 （県遺跡番号08221110） 三反田字原3389番5 土器

古墳～平安時代の集落跡 331㎡ コンテナ1箱

事業名 開催日 内容 参加者

4月11日
～17日

4月9日
～19日

4月9日
～19日

なし

5月8日
～28日

5月14日
～28日

「いわき市白水阿弥陀堂を訪ねて」
5月30日
（土）

　いわき市白水阿弥陀堂，遍照院磨崖仏など
を見学した。

遺跡名称・種類等 発掘期間 出土品等所在地・面積

6月18日
～20日

7月2日
～9日

なし

7月9日
～17日

7月17日
～23日

7月17日
～23日

5月22日
～24日

なし

5月28日
～6月5日

なし

6月4日
～7日

6月18日
～20日

なし



御所内II遺跡 （県遺跡番号08221250） 三反田字諏訪2680番2

弥生～平安時代の集落跡 356㎡

根崎Ｂ遺跡 （県遺跡番号08221163） 田彦字根崎285番44の一部， 土器,石器

古墳～平安時代の集落跡 同番47 364㎡ コンテナ1箱

寄居新田古墳群 （県遺跡番号08221159） 田彦字寄井新田1004番5の

古墳群 一部 998㎡

寄居新田古墳群 （県遺跡番号08221159） 田彦字寄井新田1004番2の

古墳群 一部 958㎡

寄居新田古墳群 （県遺跡番号08221159） 田彦字寄井新田1004番5の

古墳群 の一部 936㎡

小貫山遺跡 （県遺跡番号08221064） 高野字板宮2281番19，

旧石器時代の包含層 2282番8 424㎡

松原遺跡 （県遺跡番号08221037） 田彦字松原757番2，同番4， 土器

弥生～平安時代の集落跡 同番5，758番1，同番2， コンテナ1箱

同番3 1,461㎡

三反田新堀遺跡 （県遺跡番号08221109） 三反田字新堀5233番1 土器

弥生～平安時代の集落跡 401㎡ コンテナ1箱

寄居新田古墳群 （県遺跡番号08221159） 田彦字寄井新田1004番2の

古墳群 一部 978㎡

三反田古墳群 （県遺跡番号08221018） 三反田字天王前4548番

古墳群 2,239㎡

向坪遺跡 （県遺跡番号08221129） 堀口字向坪610番2・7

集落跡 997㎡

大平Ａ遺跡 （県遺跡番号08221121） 大平2丁目3433番1525 土器

縄文～平安時代の集落跡 287㎡ コンテナ1箱

三反田新堀遺跡 （県遺跡番号08221109） 三反田字新堀5233番1 土器,石器

弥生～平安時代の集落跡 32㎡ コンテナ1箱

堀口遺跡 （県遺跡番号08221004） 堀口字塙坪12番1ほか 土器

縄文～平安時代の集落跡 3,209㎡ コンテナ3箱

市毛上坪遺跡 （県遺跡番号08221131） 市毛字上坪1209番5 土器

弥生～平安時代の集落跡 126㎡ コンテナ1箱

石高遺跡 （県遺跡番号08221126） 武田字原前858番

旧石器～平安時代の集落跡 374㎡

峪遺跡 （県遺跡番号08221107） 三反田字峪4117番3

弥生～平安時代の集落跡 481㎡

堀口遺跡 （県遺跡番号08221004） 堀口字塙坪42番9 土器,石器,鉄器

縄文～平安時代の集落跡 41㎡ コンテナ2箱

浅井内遺跡 （県遺跡番号08221299） 道メキ1299番

古墳～平安時代の集落跡 376㎡

33 件 ㎡

39 件 ㎡

（３）向野遺跡群発掘調査事業（公益１）

調査期間：令和元年10月9日～10月31日

調査対象地：ひたちなか市馬渡字向野2884番2，同3

調査面積：50㎡

調査結果

　中世古道の側溝と考えられる溝跡の発掘調査を実施し，中世の銅銭が1点出土した。

8月20日
～23日

9月3日
～6日

なし

9月3日
～6日

なし

9月3日
～10日

なし

遺跡名称・種類等 発掘期間 出土品等

7月30日
～8月2日

なし

所在地・面積

11月29日
～12月4日

なし

12月10日
～11日

なし

12月17日
～20日

1月7日
～21日

9月25日
～27日

なし

10月1日
～8日

11月7日
～9日

11月26日
～12月4日

なし

2月18日
～3月11日

3月11日
～13日

なし

23,849

19,623

1月9日
～2月4日

1月21日
～2月12日

1月29日
～2月7日

なし

2月4日
～6日

なし

合計

前年度



Ⅱ　スポーツ活動振興事業
（１）　スポーツ観戦事業（公益２）

なでしこリーグ 人

日テレ・ベレ－ザＶＳ 陸上競技場

マイナビベガルタ仙台レディース

プロ野球セントラル・リーグ公式戦 人

市民球場

横浜ＤｅＮＡベイスターズ

プロ野球イースタン・リーグ公式戦 人

読売ジャイアンツＶＳ 市民球場

埼玉西武ライオンズ

鹿島アントラ－ズ公式戦市民招待・優待事業 人

鹿島アントラ－ズＶＳ 県立カシマサッカースタジアム

横浜Ｆ・マリノス

Ｗリーグ 人

日立ハイテククーガーズＶＳ 総合体育館

三菱電機コアラーズ

人

人

（２）　参加型事業（公益２）

①　参加型

ジャイアンツアカデミー 読売巨人軍ＯＢとジャイアンツアカ 人

わくわく野球教室ｉｎひたちなか デミースタッフによる初心者向け野

球教室を実施した。

大切な人に届け！大作戦 ウォーキングを通じての健康づくり 人

ピンクリボンウォークｉｎひたちなか と乳がん検診の啓発イベントを実施

した。

2019オリンピックデーラン 雨天のため体育館にてオリンピアン 人

ひたちなか大会 とのバランスボール回し等で交流を

図り，オリンピックの啓発を行った。

歴史探訪ウォーク 市内の名所旧跡を巡る10.3ｋｍの 人

コースをウォーキングする事業。

コロナウイルス感染防止のため中止

人

人

②　スポーツ教室

テニス① 5月8日～7月17日 初中級者向け基礎講習 人

総合運動公園 全10回

クーガーズ 5月8日～6月26 クーガーズ元選手による技術向上 人

ミニバスケット① 総合体育館 指導　全8回

事業名 開催日等 実施場所

1,003

入場者

―

6月15日 雨天中止

767

5月12日

―

事業名 開催日等 内容

8月10日

1,281

12月21日

参加者

読売ジャイアンツＶＳ 5月21日 雨天中止

5月11日 370

市民球場

10月27日 162

入場者合計 3,051

前年度

総合体育館

18,464

2月29日 －

ひたちなか

海浜公園

11月24日 3,129

事業名 開催期間等 総参加者

市内

参加者合計 3,661

前年度 3,783

内容

390

267



インドア 5月9日～7月4日 テニスによる基礎体力づくり 人

キッズテニス① 総合体育館 全8回

体操 8月6日～8月9日 マット，跳び箱，鉄棒等の苦手克服 人

松戸体育館 全4回

クーガーズ 11月13日～12月11日 クーガーズ元選手による技術向上 人

ミニバスケット② 総合体育館 指導。全5回

インドア 9月5日～12月18日 テニスによる基礎体力づくり 人

キッズテニス② 総合体育館 全8回

バドミントン 9月5日～12月18日 初中級者向け基礎講習 人

総合体育館 全10回

テニス② 9月5日～11月7日 初中級者向け基礎講習 人

那珂湊運動公園 全10回

キッズ体操 9月6日～12月27日 跳び箱マット運動を中心とした器械 人

松戸体育館 体操　全12回

ジョギング 9月7日～12月14日 ケガをしない体力づくり，楽しく 人

総合運動公園 継続できるランニング法　全10回

ノルディックウォー 4月16日～2月18日 ポールを使ったウォーキング 人

キング体験会　 総合運動公園 全11回

教室 人

教室 人

③　サッカースクール

サッカースクール 4月～3月（木/金） 鹿島アントラーズ指導による幼児及び小学生 人

ひたちなか校 総合運動公園 向けサッカー教習　全64回

人

（３）　訪問型事業（公益２）

ボールで遊ぼう！　 5月8日・15日 佐野幼稚園含む 日立ハイテククーガーズ 人

6月26日 7 か所 の選手が幼稚園，保育園

小学校を訪問。バスケッ

地域ふれあい 6月26日・7月3日 堀口小学校含む トボ－ルを通して子供た 人

5 か所 ちと交流を図った。

ふれあい陸上教室 1月29日～2月14日 阿字ヶ浦小学校含む 日立製作所女子陸上部の 人

4 か所 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。

か所 人

か所 人

11 前年度

内容

254

118

内容

200

388

179

265

336

16 参加者合計 865

4,000

前年度 6,400

内容 参加者

25 前年度 1,125

事業名 開催期間等 総参加者

258

271

バスケットクリニック　

事業名 開催期間等 訪問場所等

2,832

事業名 開催期間等 総参加者

2,780

285

180

11 参加者合計

254



　（４）　施設運営事業（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，六ツ野スポーツの杜公園，

　　　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等

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，相撲場等



令和元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 195,453 212,902 -17,449

189,979 205,610 -15,631

5,474 7,292 -1,818

705,314 824,806 -119,492

348,654 419,869 -71,215

総合体育館 194,612 222,550 -27,938

市民球場 57,122 82,552 -25,430

陸上競技場 27,850 34,608 -6,758

テニスコート他 69,070 80,159 -11,089

34,059 32,888 1,171

第一野球場 7,015 6,372 643

テニスコート 11,981 10,572 1,409

多目的運動広場 14,689 15,530 -841

相撲場他 374 414 -40

体育館関係 142,938 178,435 -35,497
ひたちなか市松戸体育館 91,216 119,639 -28,423
ひたちなか市那珂湊体育館 43,164 46,742 -3,578

ひたちなか市武道館 8,558 12,054 -3,496

市営プール4施設 18,307 23,004 -4,697

運動ひろば等10施設 134,979 141,257 -6,278

テニスコート3施設 26,377 29,353 -2,976

128,653 138,671 -10,018

1,029,420 1,176,379 -146,959

（２）施設使用料 （単位　円）

使用料収入 備      考

文化施設 27,279,540 28,774,160 -1,494,620

27,279,540 28,774,160 -1,494,620

50,912,710 60,001,700 -9,088,990

37,105,880 45,125,935 -8,020,055

総合体育館 26,006,600 32,661,415 -6,654,815

市民球場 3,927,470 3,511,830 415,640

陸上競技場 1,616,740 2,557,740 -941,000

テニスコート他 5,555,070 6,394,950 -839,880

1,293,620 1,374,400 -80,780

第一野球場 492,250 515,220 -22,970

テニスコート 687,410 759,570 -72,160

多目的運動広場等 113,960 99,610 14,350

6,124,085 6,494,790 -370,705
ひたちなか市松戸体育館 4,058,780 4,509,310 -450,530
ひたちなか市那珂湊体育館 1,911,215 1,817,390 93,825

ひたちなか市武道館 154,090 168,090 -14,000

市営プール4施設 1,364,500 1,631,040 -266,540

運動ひろば等7施設 2,302,320 2,649,600 -347,280

テニスコート2施設 2,722,305 2,725,935 -3,630

16,292,390 16,618,185 -325,795

16,292,390 16,618,185 -325,795

94,484,640 105,394,045 -10,909,405

前  年  度 増    減

管 理 施 設 合 計

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

体育館関係

勤労者福祉施設

勤労者総合福祉センター

ひたちなか市文化会館

管 理 施 設 合 計

施    設    名

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター

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

勤労者福祉施設

施    設    名 利用人数 前  年  度 増    減

ひたちなか市文化会館



Ⅲ　勤労者等への福祉に関する事業

　　（１）　自己啓発及び余暇活動に関わる事業（公益３）

チケット斡旋 有効期限 東京ディズニーリゾート特別利用券配布

3月末 人

有効期限 提携ゴルフ場プレー代一部補助券配布

9月末‣3月末 人

有効期限 スパリゾートハワイアンズ入場券（年間）

3月末 人

有効期限 ＴＯＨＯシネマズ映画鑑賞チケット

9月末‣3月末 人

有効期限 アクアワールド大洗入場券

無期限 人

有効期限 東武動物公園ハッピーフリーパス

3月末 人

有効期限 高速バス乗車回数券（東京⇔勝田）

3月末 人

有効期限 国営ひたち海浜公園乗り物券

無期限 人

有効期限 東京・ミュージアムぐるっとパス2019

3月末 人

5月～ 鹿島アントラーズホームゲーム

11月末 人

6月8日 加山雄三コンサートツアー2019-2020

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

6月9日 演劇ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽﾕﾆｯﾄ・ﾓﾗﾄﾘｱﾑﾊﾟﾝﾂ公演

「プラヌラ」　ひたちなか市文化会館 人

6月15日 ＴＨＥ ＢＥＡＴＬＥＳ 上映会

常陸大宮市ロゼホール 人

6月15日 プロ野球イースタン・リーグ公式戦

ひたちなか市民球場 人

6月21日 鈴木雅之コンサート2019

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

6月23日 山中千尋トリオツアー2019

常陸太田市パルティホール 人

6月26日 雪・月・花～新演歌三姉妹～コンサート

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

有効期限 TOWAﾋﾟｭｱｺﾃｰｼﾞ　お得意様限定宿泊割引券

7月12日 栃木県那須町 人

有効期限 空中ｱｽﾚﾁｯｸNOZARU　お得意様限定特別割引券

7月12日 栃木県那須町 人

7月14日 米村でんじろうサイエンスショー

東海文化センター 人

7月21日 平原綾香コンサートツアー2019

常陸大宮市ロゼホール 人

7月21日 ブラスト！ﾐｭｰｼﾞｯｸ・ｵﾌﾞ・ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

7月27日～ サマーフェスタ2019ビール祭り

8月1日 ホテルクリスタルパレス 人

内　容 利用者数

13

2

2

2

11

2

8

8

6

14

3

302

673

364

240

39

128

33

108

113

事業名 開催期間等

18

22

19



チケット斡旋 8月31日 青木隆治サマーディナーショー

ホテルクリスタルパレス 人

9月8日 劇団四季ミュージカル「エビ－タ」

ひたちなか市文化会館 人

9月8日 八代亜紀コンサートWITHモンゴル歌劇団

常陸大宮市ロゼホール 人

9月14日 大爆笑寄席　桂雀々とゆかいな仲間たち

東海文化センター 人

～9月23日 ﾊﾞｶﾙﾃﾞｨｶﾞｰﾃﾞﾝ ｲﾝ ｱｸｱｳﾞｨｰﾀ 利用券

ホテルクリスタルパレス 人

10月8日 福田こうへいコンサートツアー2019

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

10月11日～ 映画観賞券斡旋「最高の人生の見つけ方」

ＴＯＨＯシネマズひたちなか他 人

10月12日 中村勘九郎・中村七之助　錦秋特別公演

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

10月14日 Alice ALICE AGAIN 2019-2020

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

10月20日 林部智史 CONCERT TOUR 2019秋

ひたちなか市文化会館 人

10月20日 菅原洋一＆加藤登紀子ﾊｰﾄﾌﾙｺﾝｻｰﾄ

東海文化センター 人

10月26日 第８８回土浦全国花火競技大会桟敷席販売

土浦市（桜川畔） 人

11月9日 稲垣潤一コンサート2019

ひたちなか市文化会館 人

12月6日 アルゼンチンタンゴ

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

有効期限 ﾚｺﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ・ｾﾝﾀｰ東京

12月末 東京都港区台場 人

12月25日 大黒摩季ウィンターズディナーライブ

ホテルクリスタルパレス 人

有効期限 那須ハイランドパーク　契約法人優待券

1月5日 人

1月13日 柳家三三／三遊亭兼好　ひたちなか寄席

ひたちなか市文化会館 人

1月18日 なまり漫才爆笑ライブin東海村

東海文化センター 人

有効期限 東京ジョイポリスパスポートチケット

1月末 東京都港区台場 人

2月1日 しまじろうコンサート

常陸大宮市ロゼホール 人

2月2日 ローマ・イタリア管弦楽団

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

2月16日 財津和夫コンサート with 姫野達也　

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

2月23日 こぱんだウインドアンサンブルコンサート

ひたちなか市文化会館 人

利用者数内　容事業名 開催期間等

33

2

3

10

105

3

28

20

7

13

5

6

12

5

18

14

2

17

11

28

9

10

8

4



チケット斡旋 3月4日 五木ひろし 50th Anniversary ｺﾝｻｰﾄ2020 申込

ザ・ヒロサワ・シティ会館 公演中止 人

3月7日 南こうせつコンサートツアー2020

ザ・ヒロサワ・シティ会館 公演中止 人

3月7日 茨城ロボッツホームゲーム

・3月8日 アダストリア水戸アリーナ 試合中止 人

2月15日 ポップサーカス宇都宮公演

～4月12日 道の駅うつのみや ろまんちっく村 公演中止 人

～ｼｰｽﾞﾝ終了スキー場１日リフト券販売

ﾊﾝﾀｰﾏｳﾝﾃﾝ塩原・ﾏｳﾝﾄｼﾞｰﾝｽﾞ那須ｽｷｰ場 人

～ｼｰｽﾞﾝ終了スキー場１日リフト券販売

星野ﾘｿﾞｰﾄｱﾙﾂ磐梯・猫魔ｽｷｰ場 人

～ｼｰｽﾞﾝ終了スキー場１日リフト券販売

ｸﾞﾗﾝﾃﾞｺｽﾉｰﾘｿﾞｰﾄ・会津高原たかつえｽｷｰ場 人

2月1日～ 水戸京成ホテル　スイーツバイキング

3月末 水戸京成ホテルレストラン＆me 人

クーポン券 有効期限 2019彩りフラワークーポン

5/1～6月末 市内指定店 人

有効期限 スイーツクーポン2019

11/1～12月末 市内指定店 人

旅行助成 5月12日 新緑を楽しむハイキングツアー

栃木県 人

6月15日 佐原あやめ舟めぐり＆小江戸散策ツアー

千葉県 人

7月13日 明治座「中村雅俊ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ公演」と

豊洲市場見学ツアー 東京都・明治座 人

8月23日～ ユニバーサルスタジオジャパン弾丸ツアー

8月25日 大阪府 人

9月8日 山梨ぶどう狩り＆名所巡りツアー

山梨県 人

10月20日 江ノ電鎌倉満喫の旅

神奈川県 人

11月3日 紅葉を楽しむ上州の旅

群馬県 人

11月24日 JAL工場～SKY MUSEUM～＆東京ﾀﾜｰ見学ﾂｱｰ

東京都 人

12月14日 おとなの社会科見学ツアー

東京都 　 人

1月19日 開運初詣ツアー

千葉県 人

2月23日 房総お花摘み＆横浜赤ﾚﾝｶﾞ倉庫お楽しみﾂｱｰ

千葉県・神奈川県 人

3月22 明治座「三月花形歌舞伎」鑑賞ツアー

東京都・明治座 人

5月26日 日帰りバスツアー利用補助券（上期分）

房州びわ狩り＆海鮮寿しﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ・ﾗﾝﾁ 人

利用者数内　容

10

申込

3

申込

11

申込

7

19

90

20

30

40

39

53

142

40

79

33

40

40

40

申込

40

40

8

35

申込

31

事業名 開催期間等

ﾂｱｰ中止

ﾂｱｰ中止



旅行補助 7月19日 日帰りバスツアー利用補助券（上期分）

ほたる鑑賞の夕べ　うかい鳥山 人

1月18日 日帰りバスツアー利用補助券（下期分）

高級寿司食べ放題とﾘﾆｭｰｱﾙ東京タワー 人

1月26日 日帰りバスツアー利用補助券（下期分）

ヒルトン東京と丸の内イルミネーション 人

1月28日 日帰りバスツアー利用補助券（下期分）

崎陽軒ﾗﾝﾁﾊﾞｲｷﾝｸﾞ＆横浜ﾐﾆｸﾙｰｽﾞ 人

スポーツ・レクリ 5月11日 第１１回ソフトボール大会

エーション 水戸市 人

9月21日 ハゼ釣り大会とお楽しみ昼食会

涸沼 人

11月15日 第１６回理事長杯ボウリング大会

市内 人

クリスマス応援 12月24日・ サンタさんのプレゼント宅配サービス

企画 12月25日 わが家にサンタがやって来る！　市内 人

有効期限 こども商品券割引販売

2024/12/31 加盟店 人

パーティー 12月8日 はたらく男女のふれあいSTORY2019

婚活クリスマスパーティー　市内 人

12月20日 クリスマスＪＡＺＺパーティー

市内 人

人

人

　　（２）　健康維持増進事業（公益３，他１）

チケット 有効期限 温泉入浴補助券

9月末‣3月末 ホテルニュー白亜紀 人

有効期限 入館・岩盤浴券

3月末 なか健康センター 人

有効期限 トレーニング室利用回数券

無期限 市総合体育館 人

有効期限 ひたちなか温泉喜楽里別邸入館券

1年間 喜楽里別邸 人

健康診断等 通年 健康診断等給付

年度内1回 人

10月～ インフルエンザ予防接種給付

年1回 人

12/1～ 勝田マラソン参加費一部補助

2月末 人

人

人

利用者数内　容

内　容 人数

事業名 開催期間等

2

2

13

2

2

9

75

14

60

事業名 開催期間等

45

33

参加者合計 3,650

40

128

224

前年度 3,513

285

569

425

20

参加者合計 1,691

前年度 1,740



　　（３）　給付事業（他１）

会員本人，配偶者，親族等の死亡弔慰金 人

傷病見舞金，災害見舞金 人

結婚，出産，入学，成人，永年勤続等 人

人

人

利用人数合計６，０７８人（前年度６，０３０人）

３月３１日現在勤労者福祉サービスセンター会員数２,０５３人（前年度２，０６７人）

Ⅳ　情報発信事業

　　（１）　ホームページは随時更新を行い最新の情報を発信した。またツイッターやフェ

　　　　　イスブックによるイベント等の情報発信を行った。

　　（２）　催し物案内等の配布や収集したイベントのチラシ掲示を行い，生涯学習等に関

　　　　　する情報を提供した。

581

給付者合計 737

給付事由 人数

弔 慰 金 124

給　付　内　容

前年度 777

見 舞 金 32

祝　  金



Ⅴ　都市サービスの向上に関する事業

　（１）　上下水道料金賦課徴収等事業（収益１）

　　　①　検針数
区　　　分

東北地区 222,058 件 37,010 件

西南地区 192,750 件 32,125 件

合　　　計 414,808 件 34,567 件

前　年　度 408,715 件 34,060 件

比　　　較 6,093 件 507 件

　　　②　賦課金額
区　　　分

水道料金 3,279,898,741 円 3,299,892,812 円 -19,994,071 円

下水道料金 1,433,722,249 円 1,427,618,689 円 6,103,560 円

合　　　計 4,713,620,990 円 4,727,511,501 円 -13,890,511 円

　　　③　賦課件数

区　　　分

水道料金 421,712 件 413,167 件 8,545 件

下水道料金 236,768 件 231,007 件 5,761 件

合　　　計 658,480 件 644,174 件 14,306 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 9,865 件 8,645 件 1,220 件

使用中止届 6,240 件 5,744 件 496 件

使用者変更 1,143 件 1,042 件 101 件

口座振替申込 4,379 件 4,979 件 -600 件

合　　　計 21,627 件 20,410 件 1,217 件

　　　②　その他
　　　　　検針員調査

　　　　　漏水確認　　　　　   476件（前年比　  59件減）

　　　　　無届使用者確認　 　   67件（前年比    14件減）

Ⅵ　付随事業（収益２）

　　（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，刈払機安全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。

本年度 前年度 増　減

本年度 月平均

本年度 前年度 増　減

本年度 前年度 増　減



Ⅶ　法人管理事業

役員及び職員に関する事項（令和２年３月３１日現在）

　（１）　理事（任期：令和３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

理事長 非常勤 永盛　啓司

副理事長 常勤 須藤　雅由

理事 非常勤 杉山　和子

〃 〃 綱川　正

〃 〃 大和田　健

〃 〃 米川　央洋

〃 〃 雨澤　正

〃 〃 山形　由美子

〃 〃 海埜　敏之

〃 〃 福地　佳子

　（２）　監事（任期：令和３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 北原 祐二

〃 〃 安　智範

　（３）　評議員（任期：令和３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

〃 〃 小林　学

〃 〃 小倉　健

　（４）　職員

嘱託

臨時

事務局長 1 副理事長

文化課 14 23 37

　文化会館 11 8 19

　文化財調査事務所 3 15 18

スポーツ課 19 28 47

　総合運動公園 15 10 25

　那珂湊運動公園 2 8 10

　松戸体育館 2 5 7

　那珂湊体育館 0 5 5

都市サービス課 6 28 34 再雇用1

勤労者総合福祉センター 5 9 14

総務課 3 0 3 再雇用1

合計 47 88 135 事務局長除く

〃 ひたちなか市観光協会副会長

〃 女性団体代表

所属 正規 合計 備考

〃 常陸野地域協議会事務局次長

〃 ひたちなか市企画部長

平成29年6月23日 ひたちなか市文化協会会長

〃 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会長

令和元年12月3日 ひたちなか市議会議員

平成29年6月23日 公認会計士

就任日 現職

〃 ひたちなか市教育委員会教育次長

令和元年6月26日 ひたちなか市市民生活部長

就任日 現職

〃 ひたちなか商工会議所専務理事

令和元年12月3日 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

就任日 現職

令和元年6月26日 ひたちなか市副市長

〃 (公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社副理事長



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３０年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

令和元年６月２６日（水） 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３０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の制定について

第２回評議員会 議案第１号 理事の補欠選任について 決議

令和元年１２月３日（火） 議案第２号 監事の補欠選任について 決議

　（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

令和元年５月３０日（木） 平成３０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・スポーツ公社事業報告について

平成３０年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

化・スポーツ公社決算について

議案第３号 定時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

令和元年６月２６日(水)

第３回理事会 第２回評議員会の招集及び目的事項の決定につい

令和元年１１月３０日(土) て

第４回理事会 専決処分事項の報告について

令和２年３月２７日(金) 債務負担行為の変更

ひたちなか市文化会館 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

専決処分事項の報告について

令和元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）

報告第４号 職務執行理事の職務執行状況の報告について 承認

令和２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

令和２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

行政庁の指示に関する事項

　　なし

報告第３号 承認

議案第１号 決議

議案第２号 決議

報告第１号 承認

決議議案第１号

報告第２号 承認

議案第３号 決議

議案及び議決の状況

報告第１号 承認

議案第１号 決議

決議議案第２号

議案及び議決の状況

議案第１号 理事長，副理事長の選定について 決議

議案第１号 決議

決議議案第２号



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～令和3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～令和3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～令和3年（2021年）3月31日

事業報告附属明細書

　令和元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。


