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外郭団体等一覧（水戸市） 

No．1                                 令和４年４月１日現在 

法 人 名 
社会福祉法人 

水戸市社会福祉協議会 

一般社団法人 

水戸観光コンベンション協会 

公益社団法人 

水戸市シルバー人材センター 

設立年月日 

昭和 44年３月 27日 

（平成 28 年４月１日水戸市

社会福祉事業団と合併） 

昭和 45年７月 10日 昭和 56年６月８日 

所 在 地 赤塚１－１ 三の丸１－５－38 大塚町 1863-169 

基本財産 

（市の出資・出捐率） 

4,000,000円 

（ 0%） 

   ― 円 

（ 0%） 

― 円 

（ 0%） 

 

事業内容 

○社会福祉事業の企画及び実施 

○社会福祉活動への住民参加援助  

○ボランティア活動の振興 

○福祉相談所の設置運営 

○権利擁護事業 

○第１種社会福祉事業 

○第２種社会福祉事業 

○共同募金協力      等 

○観光地の紹介宣伝及び国内外観光客の誘致 

○観光情報の収集及び提供 

○国内外観光客の受入体制の整備促進 

○観光案内所等の運営 

○観光土産品の宣伝及び販路拡大並びに改善指導 

○水戸のまつり及びイベントの開催 

○駐車場及び売店の運営 

○各種大会等コンベンションの

誘致及び支援 

○外国人観光客受入及び情報発信並びに 
水戸市インバウンド推進機構に関すること 等 

○高齢者の就業機会確保・提供 

○高齢者への知識，技能講習 

○高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進 

○シルバー事業の調査研究，就業相

談及び企画運営 

 単独事業 ○社協支部運営 

○福祉相談事業 

○指定居宅介護支援事業 

○訪問サービス事業 

○ボランティアセンターの運営 

○福祉機器貸与事業    等 

○観光客の誘致 

○観光案内所の運営 

○観光駐車場の管理運営 

〇レンタサイクル事業の運営 

○好文茶屋売店及び臨時売店の

運営                    

〇植木の手入れ，除草作業，襖・障

子の張替等 

○家事援助サービス事業 

○施設，駐車場管理事業 

○一般労働者派遣事業 

○介護保険事業（訪問介護） 

○その他軽作業の受託事業 

 市からの

受託事業 

○指定管理者制度による施設の

管理運営（18施設） 

○障害者相談支援事業 

○障害福祉サービス事業 

○愛の定期便事業 

○生活支援体制整備事業 

○生活困窮者自立相談支援事業 

○権利擁護サポートセンター事

業 

○一時預かり事業 

○移動支援事業 

○介護保険認定調査事業  等 

○指定管理者制度による施設の

管理運営 

（市営常磐町駐車場） 

○指定管理者制度による施設の管理

運営（水戸市大町，本町子育て支

援・多世代交流センター） 

○五軒市民センター管理 

○内原高齢者センター管理 

○水戸駅北口・南口広場等清掃 

○違反屋外公告物撤去業務 

○図書コンテナ整理業務 

○文書送達業務 

○毛筆浄書業務 

○放置自転車撤去業務 

○ファミリーサポート事業 

○訪問ふとん乾燥サービス業務 

○軽度生活援助業務 等 

 

事務局組織 

 

事務  事務局  観光係 

局長   次長 

         コンベンション・ 

インバウンド係 

 

 事務  事務局   管理係 

局長   次長 

          業務係  

 

職 員 定 数 

正規職員      110人 

嘱託職員      111人 

臨時職員     53人 

 

   計      274人 

正規職員     ５人 

嘱託職員     ６人 

市派遣職員    ２人 

 

   計      13人 

正規職員     ４人 

嘱託職員     １人 

 

 

   計     ５人 

 

役 員 等 

理 事       15人 

評議員       29人 

監 事      ３人 

顧 問      ３人 

理 事       29人 

監 事      ３人 

理 事       13人 

監 事      ２人 

顧 問      １人 

常勤役員 

（上記役員内数） 

常務理事     １人 

 

専務理事     １人 常務理事     １人 

事務局長  次長  総務企画課長 

      地域福祉課長 

          相談支援課長 

      次長  生活支援課長 

          就労支援課長 
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No．２                                 令和４年４月１日現在 

法 人 名 
公益財団法人 

水戸市スポーツ振興協会 

公益財団法人 

水戸市芸術振興財団 

一般財団法人 

水戸市農業公社 

設立年月日 昭和 61年４月１日 昭和 63年３月 31日 平成元年 12月 26日 

所 在 地 見川町 2256 五軒町１－６－８ 赤塚２－27 

基本財産 

（市の出資・出捐率） 

30,000,000円 

（100%） 

100,000,000円 

（100%） 

130,000,000円 

（ 50%） 

 

事業内容 

○各種スポーツ教室，指導者の養成 

○競技会等スポーツ大会の開催 

○体育施設の管理運営 

○芸術に関する以下の事業 

・各種企画事業 

・教育普及事業 

・調査研究 

・資料・作品の収集及び保管 

・表彰事業 

○施設の維持及び管理運営 

○地域営農体制の確立 

○農用地の流動化及び農作業受託の推進 

○農用地高度利用の推進 

○農業機械・施設の共同利用の推進 

○農業者の教育研修 

○地域特産物の研究開発及び商品化 

○農業情報の収集・分析・提供 

 単独事業 ○各種スポーツ行事企画運営 

○各種教室主催  

○特別事業 

（水戸招待陸上兼水戸市陸上競技

大会，那珂川遠泳大会，東日本少

年軟式野球大会，全国中学生ラグ

ビーフットボール大会） 

○自販機事業 

〇音楽事業 

〇演劇事業 

〇美術事業 

〇吉田秀和賞事業 

○営農対策事業 

○農業機械リース事業 

○農作業・農地管理受託事業 

○乳製品事業等 

 

 市からの

受託事業 

○指定管理者制度による施設の管理

運営（総合運動公園，青柳公園，

小吹運動公園，市民運動場，千波

公園，大塚池公園，市立競技場，

常澄健康管理トレーニングセンタ

ー，常澄運動場，大串貝塚ふれあ

い公園，市立サッカー・ラグビー

場，内原ヘルスパーク，東町運動

公園，下入野健康増進センター） 

○飛田穂洲旗中学校野球大会 

○国民皆泳水戸市水泳大会 

○水戸市軟式野球大会 

○水戸市ファミリースポーツフェス

ティバル 

○障害者（児）水泳教室 

○障害者ジョギング教室 

○学校プール開放事業 

〇内原市民センター夜間祝日等管理

業務 

○指定管理者制度による施設の

管理運営（水戸芸術館） 

・施設の維持及び管理運営 

 

○芸術に関する事業の実施 

・各種企画事業 

・教育普及事業 

・調査研究 

・資料・作品の収集及び保管 

・表彰事業 

○農業経営改善支援センター業 

 務 

○農業ヘルパーセンター業務 

 

事務局組織 

 

 

 事務局長      総務係   

    広報係 

          経理係     

          舞台技術係 

音楽部門，演劇部門，美術部門  

 事務  事務局   業務係 

局長   次長 

          乳製品係 

      

          農業対策係  

 

職 員 定 数 

正規職員      56人 

嘱託職員     19人 

臨時職員     14人 

 

 

   計      89人 

正規職員      36人 

嘱託職員     ５人 

臨時職員      52人 

市派遣職員    １人 

 

    計     94人 

正規職員     ４人 

嘱託職員     ５人 

臨時職員     ４人 

市派遣職員    ２人 

農協派遣職員   １人 

   計      16人 

 

役 員 等 

理 事       18人 

評議員       18人 

監 事      ２人 

理 事      ７人 

評議員       10人 

監 事      ２人 

理 事       14人 

評議員       14人 

監 事      ２人 

常勤役員 

（上記役員内数） 

理事長      １人 常務理事     １人 

 

専務理事     １人 
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No．３                                 令和４年４月１日現在 

法 人 名 
一般財団法人 

水戸市公園協会 

公益財団法人 

水戸市国際交流協会 

一般財団法人   
水戸市勤労者福祉サービスセンター 

設立年月日 平成２年３月 29日 平成７年３月 28日 平成８年９月５日 

所 在 地 千波町 508－59 備前町６－59 白梅３－９－31 

基本財産 

（市の出資・出捐率） 

50,000,000円 

（100%） 

100,000,000円 

（100%） 

50,000,000円 

（100%） 

 

事業内容 

○緑化推進及び啓発 
○緑化及び園芸に関する講習会，講演会，展示会等  
○都市公園等の管理の受託 
○機関紙，その他印刷物の刊行 

○海外諸都市との国際交流事業の実施 

○市民の国際交流活動に対する支援 

○国際交流に関する講演，講座・研修等の実施 

○外国人市民に対する支援 

○国際交流に関する情報・資料の収集及び提供 

○水戸市国際交流センターの管理及び運営の受託 

○中小企業勤労者福祉に関する調査研究 

○中小企業勤労者福祉に関する情報提供 

○中小企業勤労者に関する各種セミナー等 

○中小企業勤労者の福利厚生 

○茨城県及び水戸市が行う勤労

者福祉推進事業への協力 

 

 単独事業 ○公園愛護会の育成及び指導 
○緑化推進及び公園利用促進の広報・宣伝 
○庭木教室の開催 
○自然観察会の開催 
〇植物に関する教室の開催 
〇植物に関するイベント等の開催 
 

○国際交流基金等の造成 ○給付事業 

○自己啓発事業 

○余暇活動事業 

○健康維持増進事業 

○センターニュース(隔月)の発 

 行 

 市からの

受託事業 

○グリーンストック事業の推進 
○千波公園西の谷ホタル再生事業 
○千波公園西の谷薬草園整備事業 
○都市公園等の定期点検，施設管

理，植物管理，使用許可受付 
○植物公園の利用料徴収及び売店，

レストラン等の運営 

○指定管理者制度による施設の

管理運営（水戸市国際交流セン

ター） 

・施設の維持及び管理運営 

○国際交流に関する事業の実施 

・海外諸都市との国際交流事業 

・市民の国際交流活動に対する支

援 

・国際交流に関する講演，講座・

研修等の実施 

・外国人市民に対する支援 

・国際交流に関する情報・資料の

収集及び提供 

 

 

 

 

事務局組織 

 

事務   事務局   管理係 
局長   次長兼 

公園係長  公園係 
       

   植物公園長    植物公園係  

事務

局長

事務局

次長

国際交流係

 

 

事務    管理共済係 

局長   

 
 

 

職 員 定 数 

正規職員      13人 

嘱託職員     15人 

臨時職員     ８人 

市派遣職員    ３人 

 

 

   計      39人 

正規職員     ４人 

嘱託職員     ５人 

臨時職員     １人 

 

 

 

   計     10人 

正規職員     ３人 

嘱託職員     １人 

臨時職員     ２人 

 

 

 

   計     ６人 

 

役 員 等 

理 事       11人 

評議員       12人 

監 事      ２人 

 

理 事       14人 

評議員       20人 

監 事      ２人 

理 事       11人 

評議員       12人 

監 事      ２人 

 

常勤役員 

（上記役員内数） 

理事長      １人 常務理事     １人 常務理事     １人 
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No．４                                 令和４年４月１日現在 

法 人 名 
一般財団法人 

水戸市商業・駐車場公社 

設立年月日 平成９年８月 26日 

所 在 地 赤塚１－１ 

基本財産 

（市の出資・出捐率） 

50,000,000円 

（100%） 

 

事業内容 

○商業振興のための調査，研究及び

指導 

○商業振興のための人材育成 

○商店街の事業に対する助成 

○駐車場設置，管理及び運営 

○駐車場管理受託 

○水戸市施行に係る赤塚駅北口再

開発ビルの管理及び運営 

 単独事業 ○商業振興のための調査，研究及び

指導事業 

○商業振興のための人材育成事業    

○情報提供事業 

○商業振興のための支援事業 

○まちなか活性化推進事業 

○公社営駐車場設置，管理及び運営

に関する事業 

○ミオス店舗床賃貸借事業 

○ミオス管理運営事業 

 市からの

受託事業 

○指定管理者制度による施設の管

理運営 

（市営駐車場１か所） 

 

事務局組織 
 事務局長    商業振興係 

        施設管理係  
 

 

職 員 定 数 

正規職員     ３人 

嘱託職員      ８人 

臨時職員     １人 

 

 

 

   計      12人 

 

役 員 等 

理 事       10人 

評議員       ８人 

監 事      ２人 

常勤役員 

（上記役員内数） 

理事長      １人 

 

 


