
令和３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，新型コロナウイルス感染症対策を徹底し，「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）

劇団四季 4月30日 530 人

「The　Bridge 大ホール

　～歌の架け橋～」

鼓童 5月30日 553 人

ワン・アース・ツアー 大ホール

「鼓」

ひたちなか 6月5日 115 人

ほっこりシアター 小ホール

演劇「いのちの花」公演
語

しまじろうコンサート 6月26日 1,823 人

「すすめ! 大ホール

たからのしまの

だいぼうけん」 3回公演

米村でんじろう 9月11日 新型コロナウイルス感染予防のため中止 - 人

サイエンスショー 大ホール

音楽見本市コンサート 33回　村上　豪（三味線） 314 人

Vol.33～Vol.36     　橋本大輝（唄・太鼓） 33回 36 人

    　白雪未弥（唄）　　　 

34回　磯田日向子（ﾏﾘﾝﾊﾞ･ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ） 34回 49 人

　    高木梨花（ピアノ） 　

35回　白石はるか（クラリネット） 35回 68 人

大ホールホワイエ     　小澤佳奈（ピアノ）   

三井住友海上文化財団 36回　藤木大地（カウンターテナー） 36回161 人

ときめくひとときコンサート 小ホール     　加羽沢美濃（ピアノ）

スターダスト☆レビュー 10月24日 528 人

40周年 ライブツアー 大ホール

「年中模索」
ート

映画「ワンチャンス」 12月4日 186 人

上映会 小ホール

2回公演

公演名

12月18日

3月6日

名曲「木蘭の涙」やヒット曲「夢伝説」等

ＣＭタイアップなど聴きなじみのある曲多

数。スタ☆レビの歴史を感じさせるコンサ

主人公のポール・ポッツはいじめられっ子

だったが，歌だけは得意。テレビのオーデ

ィション番組からスターダムへ

10月23日

9月12日

未就学児を対象とした人気キャラクターに

よる劇場公演

た動物「いのち」を蘇らせる女子高生の物

骨。声を上げることもできずに死んでいっ

「ゴミ」として捨てられている動物たちの

団鼓童による創立40周年記念ツアー

世界各地で高い評価を得ている太鼓芸能集

詩の朗読を加えた作品

ら歌唱をメインに，ダンスそして台詞劇，

劇団四季のミュージカル・レパートリーか

内　　　容
会　場

開催日
入場者数
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柳家喬太郎／柳家権太楼 1月15日 182 人

ひたちなか寄席 小ホール

権太楼のニ人会

人

人

　（２）文化普及啓発事業（公益１）

ひたちなかイキイキ表現 4月3日 30 人
団『想･創』による演劇 大会議室他 演劇ワークショップ

ワークショップ

舞台公演に向けたワークショップ

1回開催

大人向け文化教室 5月15日～12月26日 大人向け文化教室 61 人

小ホール他 ①太鼓(4回)　　　51人

②書道(1回)　　　4人

③ドラム(1回)　　6人

バックステージツアー 9月9日 新型コロナウイルス感染予防のため中止 － 人

大ホール

高校演劇支援事業 5月14日 技術ワークショップ①　40人　　　 438 人

6月5日 鑑賞研修　　　　　　　30人

7月7日 技術ワークショップ②下見　101人

8月6日～8日 技術ワークショップ③入力　124人

8月21日～22日 茨城県高等学校演劇祭県央地区大会④

小ホール等 (県央地区高校演劇部発表会) 143人

キッズ文化教室 5月15日～12月26日 キッズ文化教室 155 人

大小練習室他 ①ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟﾀﾞﾝｽ(5回）　　34人

②将棋(5回)　　　　　　 56人　

③水彩画(3回）          33人

④書道(1回）　　　　　　12人

⑤太鼓(4回)　　　　　   19人

⑥ドラム(1回)           1人

芸術家（演奏家） 9月28日～9月29日 新型コロナウイルス感染予防のため中止 － 人

派遣訪問コンサート 市内小学校他

ひたちなかサウンドシップコンサ－ト1月22日 新型コロナウイルス感染予防のため中止 － 人

新春フェスタ2022 小ホ－ル

人

人

11種31公演

開催日等

3種 7公演

8種14公演

数々の新作落語で知られ「キョンキョン」

内　　　容
会　場

入場者数
開催日

公演名

事業名

ひたちなかイキイキ表現団『想･創』による

　劇団青い鳥主宰・演出家の芹川藍による

入場者合計 684

前年度 1,025

入場者数内　　　容

4,231

表する爆笑派で十八番は「代書屋」の柳家

と自称する柳家喬太郎，現在の落語界を代

入場者合計

 2種 6公演 前年度 565
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　（３）　ひたちなか市幼小中学生芸術鑑賞会事業（公益１）

劇団うりんこ 6月30日～7月2日 新型コロナウイルス感染予防のため中止 － 人

「なんちゃってヒーロー」 大ホール

低学年対象

劇団ひまわり 8月29日 114 人

「いのちのまつり」 大ホール

小学生対象 学んでいく。

劇団かかし座 9月9日～10日 150 人

「長靴をはいたねこ」 大ホール

キの内容。

園児対象 4回公演

劇団仲間 11月10日～12日 新型コロナウイルス感染予防のため中止 － 人

「小さい“つ”が 大ホール

　消えた日」

高学年対象

Z EXPRESS BIG BAND 11月24日～26日 新型コロナウイルス感染予防のため中止 － 人

ジャズライブ 大ホール

中学生対象

264 人

－ 人

　（４）　施設運営事業（公益１，収益２）

 指定管理者として，新型コロナウイルス感染症対策を徹底し，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

公演名 開催日等 入場者数内　　　容

役者の演技と色彩影絵がコラボした楽しさ

いっぱいのグリム童話。ワクワク，ドキド

－ 前年度

ファミリー芸術鑑賞会。ある小学校４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

2種5公演 入場者合計
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　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

ガーデニング 5月11日～ 季節の植物を使用した寄せ植えレッスン 人

（託児付） 12月14日 （2講座・全10回）

ピラティス（火曜午前） 5月11日～ しなやかで引き締まったボディラインを 人

（託児付） 2月22日 目指す体幹運動（2講座・全30回）

筋膜リリース＆ 5月11日～ 身体の滞りをほぐし，骨盤周りなどの活 人

骨盤ストレッチ 12月21日 性化を図る運動（2講座・全20回）

籐工芸 10月19日～ 籐を編んで，日常生活の中で楽しめる籠 人

2月15日 や小物などの作品を作る（1講座・全8回）

太極拳（火曜午後） 5月11日～ 緩やかな動きの身体にやさしい健康運動 人

2月15日 （2講座・全30回）

太極拳（火曜夜間） 5月11日～ 同上 人

2月15日 （2講座・全25回）

初歩の茶道 5月11日～ 裏千家流体験講座 人

2月15日 （2講座・全28回）

いけばな 5月11日～ 時節に応じた小原流生花講座 人

1月25日 （2講座・全22回）

英会話 5月11日～ 外国人講師と対話しながら覚える生きた 人

2月15日 英会話講座（2講座・全28回）

フラダンス 5月12日～ ハワイアンミュージックに合わせゆった 人

12月22日 りと踊るフラの基礎（2講座・全20回）

健康体操 5月12日～ 有酸素運動を基本にした手具健康体操 人

2月9日 （2講座・全30回）

着物きかた 5月12日～ 普段着から正装の着付け，着物での立ち 人

2月9日 居振る舞いを学ぶ（2講座・全27回）

ナイトピラティス 5月12日～ しなやかで引き締まったボディラインを 人

（水曜夜間） 2月9日 目指す体幹運動（2講座・全28回）

フィットネスヨーガ 5月13日～ ポーズや呼吸法で身体調和を図り心身を 人

2月3日 リラックスさせる運動（2講座・全30回）

実用ペン習字 5月13日～ 毛筆や硬筆による美しい文字の書き方 人

12月16日 講座（2講座・全20回）

ハンドメイドアクセサリー 5月13日～ 工具を使った基礎から，レジンを使った 人

2月24日 アクセサリーを作る（2講座・全16回）

リフレッシュピラティス 5月13日～ 美しい姿勢を手に入れ心身共にリフレッ 人

2月3日 シュする運動(2講座・全27回）

陶芸（木曜夜間） 5月13日～ 手びねりや電動ろくろを使用した成形を 人

1月13日 中心とした陶芸の基礎（2講座・全14回）

陶芸（金曜午前） 5月14日～ 手びねりや電動ろくろを使用した成形を 人

（託児付） 1月14日 中心とした陶芸の基礎（2講座・全14回）

ベーシックヨガ 5月14日～ ヨガの基本を学びながら，心と身体をし 人

（託児付） 2月4日 なやかに整える運動（2講座・全30回）

エアロビクス 5月14日～ 音楽に合わせてリズミカルに動くダンス 人

2月4日 形式の有酸素運動（2講座・全30回）

内　　　容事業名

426

受講者数
開催期間

360

104

379

282

130

79

（延べ）

318

251

335

328

229

321

334

138

162

128

137

288

192

354
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リラックスヨガ 5月14日～ ポーズや呼吸法で身体調和を図り心身を 人

2月4日 リラックスさせる運動（2講座・全26回）

親子で初めてのかきかた 5月15日～ 親子で一緒に学ぶ，初めての書道教室 人

書道教室 1月29日 （2講座・全15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２０２１ ８月８日 新型コロナウイルス感染予防のため中止 － 人

「親子でハーバリウム制作 茨城県稲敷市

＆体験型農業テーマパーク 　　　行方市

見学」 募集14組28人

わくわく体験事業２０２１ １２月１９日・ 親子の触れ合いや交流の場，手作りする喜び

「『気持ち』伝えよう！ １２月２６日 の提供を目的とした，市内勤労者とその家族 人

受け止めよう！」 が参加できるもの作り体験

参加者合計 1事業 人

前年度 2事業 170 人

（２）施設運営事業（公益１，収益２）

 指定管理者として，新型コロナウイルス感染症対策を徹底し，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　ひたちなか市勤労者総合福祉センター

参加者数

内　　　容
（延べ）

23 教室 5,756

20 教室 4,052

104

ワークプラザ勝田

104

事業名 開催期間
受講者数

事業名 開催日等 内　　　容

291

190
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　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）

開催期間

特別展 10月25日 虎塚古墳の壁画公開40周年にあたって，壁画発見

「虎塚古墳公開40周年」 ～5月9日 から公開施設完成までの写真や，保存と公開に使 人

用した機材など，保存と公開に関わるものを展示

し解説した。

ワンケースミュージアム52 5月15日 徳川光圀が，文化財保護に関わった，ひたちなか

「徳川光圀と文化財保護」 ～7月4日 市内にある史跡についてや，そのことが記された 人

文献を紹介し，その遺跡から出土した遺物を展示

した。

ワンケースミュージアム53 7月31日 デジタル機器による十五郎穴横穴墓群での測量方

「モノを測る 考古学最新測量事情」～10月17日法を紹介する。また埴輪のデジタル計測を実施し， 人

考古学の最新測量事情を紹介した。

ワンケースミュージアム54 10月30日 糸撚りの道具である紡錘(つむ)に付けられた石製

「ひたちなか市の石製紡錘車」 ～12月17日のはずみ車である石製紡錘車を展示し，どのよう 人

な石材が用いられていたのかを解説した。

第18回企画展 2月11日 太平洋岸を中心として展開している「海の古墳」

「海，古墳　海洋民の痕跡を探る」 ～5月8日 に注目し，出土遺物を通して古墳時代における海 人

を介した活動や交流について解説した。

５事業 人

３事業 人

②　公開講座

ア　公開講座

開催日

石製模造品からみた交流 石製模造品からみた交流についての講義

講師　佐久間　正明氏

ガラス小玉からみた交流 ガラス小玉からみた交流についての講義

講師　斎藤　あや氏

臨海部の古墳からみた交流 臨海部の古墳において最新の調査からわかった

ことについての講義

講師　稲田　健一

古墳と海洋民 水上交通を中心とした古墳と海についての講義

講師　西川　修一氏

４事業 128 人

事業名

31 人

―

人

合計

事業名 内容 入場者数

610

583

500

496

1,374

合計 3,563

前年度 1,246

内容 人数

2月19日 33 人

31 人

3月5日

3月12日 33

2月27日

前年度
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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）

新型コロナウイルス感染予防のため規模を縮小して実施

開催日等

開講式を行い，その後，地図についての学習をし

①虎塚古墳の謎をとけ！ 10月24日 た。虎塚古墳へ移動し，観察をしながら地図を作 3 人

り，出来上がった地図について説明をした。

虎塚古墳周辺の十五郎穴横穴墓群や笠谷古墳群，

②フィールド探検 11月27日 東中根遺跡群を実際に歩いて地形や自然観察を行 3 人

った。

前回のフィールド探検の復習をしながら，虎塚古

③虎塚古墳の謎をとけ！ 12月19日 墳や十五郎穴横穴墓群などから出土した遺物を観 3 人

察した。

虎塚古墳の立地を地図や空からの写真等を参考に

④虎塚古墳の謎をとけ！ 1月23日 学習し，虎塚古墳がこの地に造られた理由を考え 3 人

た。

５回の講座を通して虎塚古墳とはどういうものな

⑤笠谷古墳群の謎をとけ！ 3月27日 のか，石室はどのように造られたのか，壁画には 3 人

何が描かれているのかななど，虎塚古墳の保存も

考えながら学習した。

15 人

40 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った。

ア　博物館実習等

期間

京都女子大学， 遺物の取扱い，展示パネルの作成など

茨城キリスト教大学 3・4年生

東北芸術工科大学 3年生 1月5日～ 遺物の整理などの職場体験 1 人

7日

3 校 8 人

3 校 8 人

イ　遺跡めぐり

開催日

大田原市下侍塚古墳,那須国造碑などを見学した。

栃木県の遺跡探訪 5月19日 25 人

前年度 ―

ウ　講師等派遣

開催日

5月12日 １回目　虎塚古墳と十五郎穴

6月9日 ２回目　古墳時代のはじまり

7月14日 ３回目　ひたちなか市の生産遺跡・埴輪

8月11日 ４回目　ひたちなか市の生産遺跡・製鉄

9月8日 ５回目　ひたちなか市の生産遺跡・古代瓦

学校名

視察地 参加者数

前年度

市生涯学習課歴史講座

前年度  3回

学年 内容 人数

8月24日～
31日

7 人

一般 各10 人

学年 参加者数学校・団体名

事業名

合計  5回

内容 受講者

合計

事業名

内容
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開催日

茨城県考古学協会研究 6月19日 ひたちなか市の海岸部の古墳群について報告した。

発表会

6月23日 出前授業講師「ひたちなか市埋蔵文化財調査

6月30日 センターの取り組み」

7月16日 虎塚古墳と古代の食文化についての授業

国営ひたち海浜公園 7月24日 勾玉の歴史とひたちなか市内で出土した勾玉に

古民家（奥の屋） ついて学びながら勾玉づくりを行った。

大洗町シンポジウム 12月12日 ひたちなか市海浜古墳群，虎塚古墳，十五郎穴

「茨城の古墳」 横穴墓群について 報告した。

６事業 人

１事業 人

④　出版物の刊行

ア　『令和3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５５号，第５６号

　ワンケース・ミュージアム，企画展，特別展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。

⑤　ホームページの作成

ひたちなか市埋蔵文化財調査センターのホームページを作成し，展示・講座・イベント等の

情報を発信した。

（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

市毛下坪遺跡 （県遺跡番号08221130） 市毛字下坪404番17 土器

弥生～平安時代の集落跡 983㎡ コンテナ1箱

勝倉古墳群，勝倉富士山遺跡 勝倉字鍛治屋山2982番1 土器

（県遺跡番号08221021，08221118）

古墳群，弥生～平安時代の集落跡 404㎡ コンテナ1箱

堀口遺跡 （県遺跡番号08221004） 堀口字塙坪14番，59番1ほか 土器

縄文～平安時代の集落跡 2,941㎡ コンテナ1箱

市毛上坪遺跡 （県遺跡番号08221131） 市毛字上坪1206番4 土器，石器，鉄器

弥生～平安時代の集落跡 50㎡ コンテナ1箱

市毛本郷坪遺跡 （県遺跡番号08221133） 市毛字本郷坪469番19ほか 土器

古墳～平安時代の集落跡 227㎡ コンテナ1箱

平井遺跡 （県遺跡番号08221083） 金上字遠原1158番2

縄文，奈良・平安時代の集落跡 238㎡

市毛下坪遺跡 （県遺跡番号08221130） 市毛字下坪405番27 土器

弥生～平安時代の集落跡 239㎡ コンテナ1箱

本郷東遺跡 （県遺跡番号08221070） 馬渡字本郷東3776番 土器，陶器，石器

弥生～平安時代の集落跡 500㎡ コンテナ1箱

学校・団体名 学年

遺跡名称・種類等 発掘期間 所在地・面積 出土品等

一般 80 人

茨城大学（遠隔授業） 大学生 各32 人

300 人

合計 576

那珂湊第三小学校 6年生 62 人

一般 20 人

参加者数

4月22日
～27日

5月11日
～6月3日

5月11日
～19日

4月13日
～20日

4月20日
～23日

前年度

一般

内容

5月18日
～20日

40

なし

6月15日
～17日

6月30日
～7月7日
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大成町遺跡，殿塚古墳群 大成町35番5

（県遺跡番号08221081，08221019） なし

縄文時代の集落跡，古墳群 593㎡

勝倉若宮遺跡 （県遺跡番号08221120） 勝倉字若宮2720番1

弥生～平安時代の集落跡 2,773㎡

西中根遺跡 （県遺跡番号08221014） 中根字立中2569番3

縄文・古墳～平安時代の集落跡 487㎡

上馬場遺跡 （県遺跡番号08221053） 津田字塙台3083番

縄文～平安時代の集落跡 767㎡

堀口遺跡 （県遺跡番号08221004） 堀口字新地坪135番1ほか

縄文～平安時代の集落跡 720㎡

市毛遺跡・市毛上坪遺跡 市毛字上坪1143番2ほか 土器，磁器

（県遺跡番号08221005，08221131）

縄文～平安時代の集落跡 771㎡ コンテナ1箱

部田野狢Ⅰ遺跡 （県遺跡番号08221206） 部田野字狢2992番5ほか

縄文時代の包蔵地 3,008㎡

本郷東遺跡 （県遺跡番号08221070） 馬渡字本郷東3776番 土器，石器

弥生～平安時代の集落跡 5㎡ コンテナ1箱

大平C遺跡・殿塚古墳群 大成町44番13 土器，石器

（県遺跡番号08221003・08221019）

縄文～平安時代の集落跡，古墳群 331㎡ コンテナ1箱

市毛上坪遺跡 （県遺跡番号08221131） 市毛字上坪1224番2 土器，磁器

弥生～平安時代の集落跡 265㎡ コンテナ1箱

大平C遺跡・殿塚古墳群 大成町43番7

（県遺跡番号08221003・08221019） なし

縄文～平安時代の集落跡，古墳群 411㎡

大平C遺跡・殿塚古墳群 大成町44番13 土器

（県遺跡番号08221003・08221019）

縄文～平安時代の集落跡，古墳群 30㎡ コンテナ1箱

地蔵根遺跡・勝倉台館跡 勝倉字地蔵根2779番9ほか 土器

（県遺跡番号08221119・08221123）

弥生～平安時代の集落跡，中世城館跡 333㎡ コンテナ1箱

大房地遺跡 （県遺跡番号08221054） 金上字畑ヶ原873番 土器，瓦

縄文，古墳～平安時代の集落跡 963㎡ コンテナ1箱

三反田遺跡・三反田古墳群 三反田字蜆塚久保3276番7

（県遺跡番号08221038，08221018） ほか

縄文・古墳～中世の集落跡，古墳群 369㎡

地蔵根遺跡 （県遺跡番号08221119） 勝倉字地蔵根2823番1 土器，陶磁器，石器

弥生～平安時代の集落跡 904㎡ コンテナ1箱

磯崎東遺跡 （県遺跡番号08221309） 磯崎町字磯崎東ノ四4372番1 土器，石器

古墳～平安時代の集落跡 ほか 2,929㎡ コンテナ1箱

市毛本郷坪遺跡 （県遺跡番号08221133） 市毛字本郷坪469番10ほか 土器,陶磁器,石器,鉄器

古墳～平安時代の集落跡 97㎡ コンテナ2箱

大房地遺跡 （県遺跡番号08221054） 金上字畑ヶ原873番 土器，石器，鉄器

縄文，古墳～平安時代の集落跡 75㎡ コンテナ1箱

高野冨士山遺跡 （県遺跡番号08221062） 高野字冨士山1695番9 土器，石器

縄文，古墳～平安時代の集落跡 310㎡ コンテナ1箱

8月3日

なし

なし

なし

なし

なし

遺跡名称・種類等

8月24日
～25日

8月18日
～20日

7月13日
～15日

7月13日
～16日

発掘期間

12月7日
～15日

12月2日
～14日

11月10日
～12月3日

11月10日
～26日

11月4日
～10日

出土品等所在地・面積

7月20日
～23日

7月20日
～23日

10月5日
～26日

10月27日
～28日

10月19日
～26日

10月12日
～19日

なし

9月28日
～30日

9月7日
～14日

8月31日
～9月8日

8月31日
～9月16日
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高野冨士山遺跡 （県遺跡番号08221062） 高野字冨士山1695番8 土器

縄文，古墳～平安時代の集落跡 307㎡ コンテナ1箱

高野冨士山遺跡 （県遺跡番号08221062） 高野字冨士山1695番11 土器

縄文，古墳～平安時代の集落跡 301㎡ コンテナ1箱

飯塚前遺跡 （県遺跡番号08221072） 三反田字飯塚前3257番2ほか

弥生時代の集落跡 486㎡

地蔵根遺跡 （県遺跡番号08221119） 勝倉字地蔵根2779番9ほか 土器

弥生～平安時代の集落跡 2㎡ コンテナ1箱

松原遺跡 （県遺跡番号08221037） 田彦字松原782番ほか 土器

弥生～平安時代の集落跡 1,736㎡ コンテナ1箱

大平Ａ遺跡 （県遺跡番号08221121） 大平二丁目3433番1116

縄文～平安時代の集落跡 340㎡

岡田遺跡 （県遺跡番号08221039） 三反田字八幡3581番ほか 土器，陶磁器

縄文～平安時代の集落跡 1,270㎡ コンテナ1箱

畠ノ原遺跡 （県遺跡番号08221117） 金上字畑ヶ原689番16 土器

縄文，弥生・奈良時代～中世の集落跡 901㎡ コンテナ1箱

高野冨士山遺跡 （県遺跡番号08221062） 高野字冨士山1695番8 土器

縄文，古墳～平安時代の集落跡 27㎡ コンテナ1箱

高野冨士山遺跡 （県遺跡番号08221062） 高野字冨士山1695番9 土器

縄文，古墳～平安時代の集落跡 2㎡ コンテナ3箱

磯合古墳群 （県遺跡番号08221241） 磯崎町字磯崎東ノ一4483番2

古墳群 1,188㎡

内手遺跡 （県遺跡番号08221110） 三反田字天神前3371番1ほか 土器

古墳～平安時代の集落跡 3,209㎡ コンテナ1箱

大房地遺跡 （県遺跡番号08221054） 勝倉字大房地2654番1 土器，銅製品

縄文，古墳～平安時代の集落跡 321㎡ コンテナ1箱

41 件 ㎡

36 件 ㎡

（３）向野遺跡群発掘調査事業（公益１）

調査期間：令和3年10月1日～12月10日

調査対象地：ひたちなか市馬渡字向野2869番ほか12筆

調査面積：1,450㎡

調査結果

　中世古道の側溝と考えられる溝跡1条と時期不明の溝跡3条の発掘調査を実施した。

前年度 34,440

遺跡名称・種類等 発掘期間 所在地・面積 出土品等

12月7日
～15日

12月7日
～15日

12月14日
～16日

なし

1月18日
～2月1日

2月1日
～9日

2月8日
～3月1日

2月8日
～3月1日

2月15日
～27日

なし
1月25日
～29日

1月12日
～25日

1月6日
～12日

なし

3月3日
～15日

3月15日
～19日

合計 31,813
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Ⅱ　スポーツ活動振興事業
（１）　スポーツ観戦事業（公益２）

プロ野球イースタン・リーグ公式戦 新型コロナウイルス感染予防のため 人

読売ジャイアンツ ＶＳ 中止

横浜ＤｅＮＡベイスターズ 市民球場

Ｗリーグ（女子バスケットボール） 新型コロナウイルス感染予防のため 人

日立ハイテククーガーズ ＶＳ 中止

トヨタ紡織サンシャインラビッツ 総合体育館

鹿島アントラーズ公式戦市民招待・優待事業 新型コロナウイルス感染予防のため 人

鹿島アントラーズ ＶＳ 中止

徳島ヴォルテス 　 県立カシマサッカースタジアム

人

（２）　参加型事業（公益２）

①　参加型

２０２１オリンピックデーラン 新型コロナウイルス感染予防のため 人

ひたちなか大会 中止

総合運動公園内

あそビバ！２０２１ in ひたちなか 幼少期の子どもたちがボールを使っ 人

て楽しく体を動かしながら，運動能

力の向上を図る。

人

②　スポーツ教室

クーガーズ 5月～10月 クーガーズ元選手の技術指導 人

ミニバスケット①② 全８回×２教室

インドア 5月～11月 テニスによる基礎体力づくり 人

キッズテニス①② 全８回×２教室

テニス① 5月～7月 初中級者向け基礎講習 人

総運テニスコート 全10回

体操 7月28日～7月31日 マット，跳び箱，鉄棒等の苦手克服 人

松戸体育館 全4回

日立リヴァーレ 8月～10月 バレーによる基礎体力づくり 人

バレーボール 全8回

テニス② 9月～11月 初中級者向け基礎講習 人

全10回

キッズ体操①② 9月～12月 跳び箱マット運動を中心とした器械体操 人

松戸体育館 全12回×2教室

バドミントン 9月～12月 初中級者向け基礎講習 人

全10回

入場者

参加者

内容

実施場所

感染予防のため中止

感染予防のため中止

事業名

前年度 0

内容

11月28日

－

8月28日

－

開催日等

事業名 開催日等

－

10月16日

人

－

171

3月26日

参加者合計

前年度 138

296

8月15日

66

入場者合計

348

339

事業名 開催期間等 延べ参加者

総合体育館サブアリーナ

総合体育館サブアリーナ

440

総合体育館メインアリーナ

那珂湊運動公園テニスコート

総合体育館サブアリーナ

－

人

－

66

109

－
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ジョギング 9月～12月 ケガをしない体力づくり，楽しく継続 人

総合運動公園内 できるランニング法　全10回

人

③　サッカースクール

サッカースクール 4月～3月 鹿島アントラーズ指導による幼児及び 人

ひたちなか校 総合運動公園 小学生向けサッカー教習 全79回

人

（３）　訪問型事業（公益２）

ボールで遊ぼう！　 市内幼稚園及び 新型コロナウイルス感染 人

保育園等 予防のため中止

地域ふれあいバス 市内小学生 新型コロナウイルス感染 人

ケットクリニック　 予防のため中止

ふれあい陸上教室 外野小学校 新型コロナウイルス感染 人

佐野小学校 予防のため中止

カラダを知ろう！ 那珂湊第２小学校 新型コロナウイルス感染 人

予防のため中止

人

（４）　健康スポーツ事業（公益２）

フィットネスプログラム コロナ禍の自粛生活による運動不足 人

やストレス解消を目的にエアロビク

スなどを行う。

わたしの元気は みんなの元気２０２１ ウォーキングによる健康増進を図り 人

ピンクリボンウォーク in ひたちなか 乳がん検診の啓発を行った。

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 人

海浜公園を巡る歴史＆ネイチャーコース 海浜公園内沢田遊水地等を巡る。

8.3ｋｍコース

事業名 開催期間等 内容

9 教室 参加者合計

00 個所 前年度

内容

個所 参加者合計 － 人

延べ参加者

141

教室7 1,263

人

5,260

前年度

1,844

事業名 開催期間等 延べ参加者

前年度 3,000

－

事業名 開催期間等 訪問場所等 内容

5月～6月

－

5月～6月

参加者

事業名 開催日等 内容 参加者

2月15日 －

3月 4日

3月11日

10月9日

海浜公園

総合体育館

171

29

3月19日

海浜公園

4月～3月 5,840

－

 －
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ノルディックウォーキング教室 基本的な歩き方，効果的な有酸素運 人

月1回 動として正しいフォームを学び，参

加者の健康増進を図る。

親子で楽しむ知育体操教室 幼児（未就園児）と親を対象に手軽 人

5月～10月 にスポーツをする機会を提供し，親

子のコミュニケーションを図る。

チャレンジ！体作り教室 小学生を対象に手軽にスポーツをす 人

10月～１月 る機会を提供し，障害予防や健康増

進を図る。

元気アップヨガ・ピラティス教室 新型コロナウイルス感染予防のため 人

ヨガ（２回） 中止

親子ピラティス＆食育講座

人

　（５）　施設運営事業（公益２）

 指定管理者として，新型コロナウイルス感染症対策を徹底し，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，活動拠点の運営を行った。

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公園グラウンド，西原公園グラウンド，西原公園グラウンド（第２），

　　　後野グラウンド（第１，第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２２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

⑥　多目的ひろば

　　　新光町多目的グラウンド

人

640前年度

71

74

総合運動公園内

151

事業名 開催日等 内容

－

総合運動公園他

総合体育館

9月毎週

土曜日

参加者合計

参加者

6,336

総合体育館

4月～3月
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  令和３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 75,750 44,858 30,892

71,406 42,855 28,551

4,344 2,003 2,341

428,379 324,238 104,141

168,816 113,953 54,863

総合体育館 86,437 47,836 38,601

市民球場 14,438 10,579 3,859

陸上競技場 12,489 12,863 -374

テニスコート他 55,452 42,675 12,777

33,917 28,888 5,029

第一野球場 5,325 4,351 974

テニスコート 14,180 11,648 2,532

多目的運動広場等 14,412 12,889 1,523 相撲場，第２球場含む

体育館関係 98,826 86,937 11,889
ひたちなか市松戸体育館 67,787 62,029 5,758
ひたちなか市那珂湊体育館 23,260 19,515 3,745

ひたちなか市武道館 7,779 5,393 2,386

市営プール4施設 18,507 0 18,507

運動ひろば等9施設 82,888 71,823 11,065 ＊１

テニスコート2施設 25,425 22,637 2,788 石川，津田

62,830 46,559 16,271

566,959 415,655 151,304

＊１:石川，津田，佐野，第４，西原１，西原２，六ツ野，後野，太平

（２）施設使用料 （単位　円）

使用料収入 備      考

文化施設 21,927,930 13,075,360 8,852,570

21,927,930 13,075,360 8,852,570

37,837,473 29,359,911 8,477,562

24,292,168 19,161,856 5,130,312

総合体育館 13,230,636 10,443,820 2,786,816

市民球場 2,378,210 1,325,440 1,052,770

陸上競技場 1,617,860 1,388,420 229,440

テニスコート他 7,065,462 6,004,176 1,061,286

1,140,340 938,990 201,350

第一野球場 333,430 267,140 66,290

テニスコート 642,620 508,270 134,350

多目的運動広場等 164,290 163,580 710 相撲場，第２球場含む

6,508,700 5,382,075 1,126,625
ひたちなか市松戸体育館 4,663,730 3,941,245 722,485
ひたちなか市那珂湊体育館 1,532,990 1,305,010 227,980

ひたちなか市武道館 311,980 135,820 176,160

市営プール4施設 1,570,930 0 1,570,930 石川，佐野，馬渡，枝川

運動ひろば等6施設 1,601,515 1,436,980 164,535 ＊２

テニスコート2施設 2,723,820 2,440,010 283,810 石川，津田

13,835,300 7,970,650 5,864,650

13,835,300 7,970,650 5,864,650

73,600,703 50,405,921 23,194,782
＊２:石川，津田，佐野，第４，西原１，六ツ野

勤労者総合福祉センター

管 理 施 設 合 計

施    設    名 利用人数 前  年  度

ひたちなか市文化会館

管 理 施 設 合 計

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

ひたちなか市総合運動公園

増    減

増    減

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

施    設    名 前  年  度

ひたちなか市文化会館

スポーツ施設
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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

3月末 特別利用券配布 人

有効期限 提携ゴルフ場プレー代一部補助券配布

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

人

有効期限 東武動物公園アトラクションパス

3月末 人

有効期限 かみね動物園入園券

無期限 人

有効期限 かみね公園　のりもの券

無期限 人

有効期限 いばらきフラワーパーク入園券

無期限 人

有効期限 ひたち海浜公園　のりもの券

無期限 人

４月30日 劇団四季「Ｔｈｅ　Ｂｒｉｄｇｅ」

ひたちなか市文化会館 人

５月30日 鼓童「鼓」

ひたちなか市文化会館 人

６月５日 演劇「いのちの花」

ひたちなか市文化会館 人

７月28日 爆笑寄席（三遊亭円楽，林家たけ平）

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

8月1日～ ｱｸｱｶﾞｰﾃﾞﾝBBQ利用「飲み放題ﾌﾟﾗﾝ」

ｼｰｽﾞﾝ終了 ホテルクリスタルパレス 人

８月１日 リアル恐竜ショー

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

８月14日 それいけ！アンパンマンミュージカル

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

８月28日 イースタンリーグ公式戦

ひたちなか市民球場 試合中止 人

９月11日 米村でんじろうサイエンスショー

ひたちなか市文化会館 公演中止 人

９月12日 南こうせつコンサートツアー

ザ・ヒロサワ・シティ会館　公演延期 人

10月10日 中村勘九郎　中村七之助　錦秋特別

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

10月20日 米米ＣＬＵＢ　

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

10月24日 スターダスト☆レビュー

ひたちなか市文化会館 人

10月30日 ＤＲＵＭ　ＴＡＯ　2021「光」

ロゼホール 人

11月13～ 茨城ロボッツ

　　14日 アダストリアみとアリーナ 人

内　容 利用者

5

9月末▶3月末

9月末▶3月末

-

25

4

-

0

78

58

95

386

36

29

34

26

12

4

11

8

20

6

10

92

485

事業名 開催期間等

7
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12月11～ 茨城ロボッツ

12・15日 アダストリアみとアリーナ 人

３月16・ 茨城ロボッツ

19・20日 アダストリアみとアリーナ 人

11月28日 和楽器バンド

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

12月４日 映画「ワン　チャンス」

ひたちなか市文化会館 人

12月５日 童話劇「注文の多い料理店」

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

12月18～ 個室で鮟鱇日帰りプラン利用券

春日ホテル 人

12月24日 野村萬斎　狂言の夕べ

ロゼホール 人

１日リフト券補助券

ハンターマウンテン塩原 人

１日リフト券

マウントジーンズ那須ほか　計５か所 人

１月15日 ひたちなか寄席　柳家喬太郎・権太楼

ひたちなか市文化会館 人

１月29日 情熱のタンゴ・愛のシャンソン

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

２月20日 ルミエ・サクソフォンカルテット

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

３月５日 小椋佳　ファイナルコンサート

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

３月６日 藤木大地カウンターテナーリサイタル

ひたちなか市文化会館 人

３月６日 島津亜矢コンサートツアー２０２２

ロゼホール 人

３月６日 笑いイチ㏌水戸

ザ・ヒロサワ・シティ会館 人

３月20日 荒牧陽子スペシャルディナーショー

ホテルクリスタルパレス 人

３年間 ユニクロギフトカード（3,000円）

５月斡旋 人

無期限 カスミ商品券（3,000円）

７月斡旋 人

２年間 タリーズカード（3,000円）

9･3月斡旋 人

無期限 ＪＣＢギフトカード（5,000円）

11月斡旋 人

無期限 全国共通お食事券ジェフグルメカード

人

２月1日～ 水戸京成ホテル「スイーツバイキング」

３月31日 人

9

１月斡旋

内　容 利用者事業名 開催期間等

20

8

11

9

324

23

3

～ｼｰｽﾞﾝ終了

4

7

3

67

106

125

23

190

7

176

9

～ｼｰｽﾞﾝ終了

5

11

10

1

  21日
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物品あっせん アイスタッチミズノマウスカバー

７月斡旋 人

新米引換券５㎏分

９月斡旋 会員事業所（ふる市，遠藤米穀店） 人

森永の常温絹ごしとうふ

11月斡旋 人

オードブル斡旋（ブランチワールド）

人

オードブル斡旋（イイムラストアー）

人

おせち斡旋（すしの玄國，おかめ）

人

３月1日～ 日本のお取り寄せ４種（ハンバーグ他）

３月27日 人

ふるどの天然醸造みそ１㎏

３月斡旋 人

クーポン事業 5月1日～ 102号はっぴいクーポン（500円2枚）

6月30日 会員事業所飲食店　　　　　　計4店舗 人

7月1日～ 103号はっぴいクーポン（500円2枚）

8月31日 会員事業所製麺所・製パン所　計2店舗 人

7月1日～ セブン-イレブンクーポン（500円）

8月31日 市内指定９店舗 人

9月1日～ 104号はっぴいクーポン（500円2枚）

10月31日 会員事業所お寿司店　　　　　計3店舗 人

11月1日〜 105号愛車クーポン（1,000円）

12月3日 会員事業所自動車取扱い17店舗 人

１月2日～ 106号はっぴいクーポン（500円）

２月28日 会員事業所ライブラリーカフェ然々 人

旅行助成 ４月17日 葵ﾊﾞｽで行く鶴ヶ城お花見バスツアー

福島県 中止 人

５月15日 ミツモチ山初心者ハイキングツアー

栃木県 中止 人

６月26日 大内宿散策日帰りバスツアー

福島県 人

３月12日 いちご狩りと伊香保石段街バスツアー

中止 人

旅行補助 ６月27日 スカイマークで行く沖縄県

中止 人

スポーツ・レクリ 5月16日 第13回ソフトボール大会

エーション 水戸　　（水戸ＳＣ合同事業） 人

9月18日 ハゼ釣り大会とお楽しみ昼食会

涸沼　　（水戸ＳＣ合同事業）中止 人

10月18･ いばらきフラワーパークガーデン

20～22日 中止 人

12月18～ ピラティス体験

人

２月18日 ひたちなかＳＣボウリング大会

中止 人

  19日

12月24～

12月24～

12月31日

  25日

  25日

5

78

内　容 利用者

23

ツアー　（水戸ＳＣ合同事業）

109

20

-

-

-

事業名 開催期間等

113

85

320

-

-

-

23

27

49

179

-

40

435

26

60

474
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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 わが家にサンタがやって来る！　市内 人

11月掲載 クリスマスプレゼントクイズ

人

パーティー 11月7日 はたらく男女のふれあいSTORYマスクｄｅ

婚活２０２１市内（水戸ＳＣ合同事業） 人

イベント 2月1日～ お年玉抽選会

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

ホテルニュー白亜紀 人

有効期限 市総合体育館トレーニング室

無期限 利用回数券（１ｾｯﾄ11回分） 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

有効期限 勝田あかつきの湯

無期限 入場料回数券 人

人

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 中止 人

人

人

　　（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７，２５７人（前年度５，７７４人）

３月３１日現在勤労者福祉サービスセンター会員数1 ,９３５人（前年度1,９８３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

　　 　スブック等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

　　　る情報及び，各施設の新型コロナウイルス感染防止対応状況等の情報を提供した。

前年度 1,049

内　容 利用者

人数内　容

給付者合計 706

68

前年度 344

参加者合計

前年度 848

事業名 開催期間等

給付事由 給　付　内　容 人数

弔 慰 金

見 舞 金 54

祝　  金 584

592

0

参加者合計 867

事業名 開催期間等 内　容 人数

275

前年度

事業名 開催期間等

参加者合計

1639月末‣3月末

40

10

448

50

195

10

29

5,236

3,533

539
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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 227,393 件 37,899 件

西南地区 195,334 件 32,556 件

合　　　計 422,727 件 35,227 件

前　年　度 419,121 件 34,927 件

比　　　較 3,606 件 300 件

　　　②　賦課金額

区　　　分

水道料金 3,321,282,067 円 3,307,752,263 円 13,529,804 円

下水道料金 1,475,083,511 円 1,463,135,256 円 11,948,255 円

合　　　計 4,796,365,578 円 4,770,887,519 円 25,478,059 円

　　　③　賦課件数

区　　　分

水道料金 427,850 件 424,157 件 3,693 件

下水道料金 243,458 件 239,953 件 3,505 件

合　　　計 671,308 件 664,110 件 7,198 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 9,109 件 9,066 件 43 件

使用中止届 5,929 件 5,987 件 -58 件

使用者変更 1,224 件 1,268 件 -44 件

口座振替申込 4,825 件 4,653 件 172 件

合　　　計 21,087 件 20,974 件 113 件

　　　②　その他
　　　　　検針員調査

　　　　　漏水確認　　    540 　件（前年比　　114 件減）

　　　　　無届使用者確認　 52   件（前年比　    3 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
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Ⅶ　法人管理事業

役員及び職員に関する事項（令和４年３月３１日現在）

　（１）　理事（任期：令和５年度（２０２３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 渡邊　政美

副理事長 常勤 須藤　雅由

理事 非常勤 櫛田　眞

〃 〃 綱川　正

〃 〃 大和田　健

〃 〃 米川　央洋

〃 〃 雨澤　正

〃 〃 山形　由美子

〃 〃 海埜　敏之

〃 〃 湯浅　博人

　（２）　監事（任期：令和７年度（２０２５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７年度（２０２５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 川又　淨範

〃 〃 川﨑　通夫

〃 〃 川又　武司

〃 〃 清水　実

〃 〃 牧野　恵美子

〃 〃 佐々木　博二

〃 〃 福地　佳子

　（４）　職員

嘱託

臨時

事務局長 1 副理事長

文化課 13 23 36

　文化会館 10 8 18 再雇用1

　文化財調査事務所 3 15 18

スポーツ課 19 30 49

　総合運動公園 14 12 26

　那珂湊運動公園 2 4 6

　松戸体育館 3 9 12 再雇用1

　那珂湊体育館 0 5 5

都市サービス課 6 31 37 再雇用1

勤労者総合福祉センター 6 8 14

総務課 4 0 4 再雇用1

合計 48 92 140 事務局長除く

〃 ひたちなか市観光協会副会長

〃 女性団体

所属 正規 合計 備考

〃 常陸野地域協議会事務局長

〃 ひたちなか市企画部長

令和3年6月25日 ひたちなか市文化協会会長

〃 ひたちなか市スポーツ協会理事長

〃 ひたちなか市自治会連合会副会長

令和3年6月25日 ひたちなか市議会議員

〃 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

〃 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

〃 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

〃 ひたちなか市スポーツ協会副会長

就任日 現職

令和3年6月25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
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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 令和２年度公益財団法人ひたちなか市生活・文

令和３年６月２５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 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 職務執行理事の職務執行状況の報告について 承認

令和３年５月２８日（金） 令和２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

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

令和３年６月２５日(金)

第３回理事会 専決処分事項の報告について

令和４年３月２９日(火) 令和３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）

報告第２号 業務執行理事の職務執行状況の報告について 承認

令和４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４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

公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ

公社特定費用準備資金等取扱規程の制定について

議案第４号 事務局長の任用について 承認

行政庁の指示に関する事項

　　なし

議案第１号 理事長，副理事長の選定について 決議

議案第３号 決議

報告第１号 承認

議案第１号 決議

議案第２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

議案第３号 決議

議案及び議決の状況

議案第２号 決議

議案第４号 決議

議案第１号 決議
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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 令和3年4月1日～令和8年（2026年）3月31日

ひたちなか市体育施設 ひたちなか市 令和3年4月1日～令和8年（2026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 令和3年4月1日～令和8年（2026年）3月31日

事業報告附属明細書

　令和３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。
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