
商工課 

 

１ 金融対策について 

⑴ 中小企業者及び未組織勤労者を対象として，下記のとおり融資を決定した。 

自治金融融資あっせん制度 276 件 1,596,340,000 円 

振興資金融資あっせん制度 ２件 35,000,000 円 

未組織勤労者融資あっせん制度 ０件 ０円 

⑵ 中小企業者への融資に対する保証料及び利子補給状況 

 保証料 754 件 37,649,468 円 

 利子補給 868 件 28,182,132 円 

⑶ 未組織勤労者への融資に対する保証料及び利子補給状況 

 保証料 ０件 （返戻金）650 円 

 利子補給 ０件 ０円 

⑷ 創業者への融資に対する利子補給状況 

 利子補給 74 件 3,315,618 円 

⑸ 小規模事業者への融資に対する利子補給状況 

 利子補給 106 件 5,191,440 円 

⑹ 出えん金の状況 

茨城県信用保証協会出えん金累計額 214,885,000 円 

工業技術振興基金出えん金累計額 9,750,000 円 

⑺ 寄託金の状況 

茨城県信用保証協会寄託金 11,131,351 円 

⑻ 預託金の状況 

中小企業金融機関預託金 103,000,000 円 

 

２ 商工業の助成について 

⑴ 商業振興事業補助 

水戸市商店街活力アップ事業補助金交付要項に基づき，商店街団体が行うイベン

ト，販売促進事業等に対し，経費の一部を助成した。 

補助金交付額 商店街活力アップ事業 ９件 11,320,000 円 

⑵ 空き店舗対策事業補助 

水戸市まちなか空き店舗対策事業補助金交付要項に基づき，空き店舗で新規に創

業する者等に対し，経費の一部を助成した。 

補助金交付額 ７件 4,279,225 円 

⑶ 中心市街地店舗，事務所等開設促進補助 

    水戸市中心市街地店舗，事務所等開設促進補助金交付要項に基づき，建物を賃借し

事務所等を新設・増設する者等に対し，経費の一部を助成した。 

補助金交付額 ２件 5,000,000 円 
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⑷ 工業振興事業補助 

水戸市工業振興支援事業補助金交付要項に基づき，新製品開発を行う中小企業等 

に対し，経費の一部を助成した。 

補助金交付額 25 件 7,714,468 円 

 ⑸ 企業立地促進補助 

    水戸市企業立地促進補助金交付要項に基づき，事務所等を新設・増設する者等に 

対し，経費の一部を助成した。 

補助金交付額 ６件  35,610,000 円 

⑹ サテライトオフィス等開設促進補助 

    水戸市サテライトオフィス等開設促進補助金交付要項に基づき，サテライトオフ

ィス等を新規に開設する者等に対し，経費の一部を助成した。 

補助金交付額 １件 6,000,000 円 

 

３ 商工業の振興について 

⑴   第 10 回水戸まちなかフェスティバル（新型コロナウイルス感染症の影響により中止） 

⑵   第 46 回水戸市商工祭 

    開催日及び入場者数   11 月 20 日(土)                        21,000 人 

⑶ 水戸市優良工場認定事業 

周辺環境に合致した施設整備を進め，魅力的で働きがいのある職場づくりを実践

している中小企業者１社を新規に認定し，４社を再認定した。 

  

４ 駐車場について 

⑴ 利用状況 

①   本町駐車場 

       駐車台数    4,537 台   駐車場使用料収入         2,269,300 円 

②   水戸駅南口広場駐車場 

     駐車台数   40,056 台   駐車場使用料収入        11,167,100 円 

③   五軒町地下駐車場 

     駐車台数   36,437 台   駐車場使用料収入         9,768,370 円 

④   赤塚駅南口広場駐車場 

     駐車台数    1,491 台   駐車場使用料収入           174,200 円 

⑤   赤塚駅北口駐車場 

    駐車台数   110,768 台   駐車場使用料収入        50,696,510 円 

⑥   赤塚駅北口広場駐車場 

    駐車台数    4,282 台   駐車場使用料収入           602,200 円 

⑦   常磐町駐車場 

    駐車台数   14,319 台   駐車場使用料収入       7,565,500 円 

⑧   内原駅北口広場駐車場 
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       駐車台数      335 台   駐車場使用料収入           149,200 円 

 

５ 勤労者福祉事業について 

⑴ 中小企業退職金共済制度加入促進補助金 

        22 事業所     53 人         376,800 円 

⑵ 勤労者福祉サービスセンター 

加入事業者数及び人数 1,711 事業所           5,362 人

 

６ 新型コロナウイルス感染症に係る経済対策について 

 ⑴ 事業継続特別対策支援金 

  水戸市事業継続特別対策支援金給付規則に基づき，新型コロナウイルス感染症の影 

響を受けた市内事業者を支援した。 

支援金支給額         4,271 件         697,272,000 円 

  ⑵ 飲食事業者緊急支援金 

  水戸市飲食事業者緊急支援金給付要項に基づき，新型コロナウイルス感染症の影響

を受けた市内飲食店を支援した。 

支援金支給額          360 件           42,942,000 円 

⑶  経済振興・子育て支援プレミアム商品券発行事業補助金 

令和３年度水戸市経済振興・子育て支援プレミアム商品券発行事業補助金交付要項 

に基づき，新型コロナウイルス感染症の影響により悪化した景気の早期回復に向けて 

商品の発行に係る経費の一部を助成した。 

      補助金交付額                         167,237,197 円 

 

131



観光課 

 

１ 観光行事の開催について 

 (1) 第 37 回水戸の桜まつり 

場所   ：千波湖，桜山 

実施期間 ：令和３年３月 27 日～４月 11 日 

観客延人数：53,200 人（昨年 51,500 人） 

期日 事  業  内  容 

３月 26 日（金） 

～４月 11 日（日） 

千波湖畔桜のライトアップ 

３月 27 日（土）・28 日（日） 観光漫遊バス～桜とライトアップ編～の催行 

利用者数 416 人 

期間中の土・日 黄門像“さくら”広場 

  
(2) 第 37 回水戸のつつじまつり 

場所   ：偕楽園，千波公園，森林公園 

実施期間 ：令和３年４月 17 日～５月９日 

   観客延人数：54,200 人（昨年 開催中止） 

期日 事  業  内  容 

５月３日（月・祝） かんたん着物体験 

期間中行事 つつじライトアップ 

 

(3) 第 47 回水戸のあじさいまつり 

場所   ：保和苑及び周辺史跡 

実施期間 ：令和３年６月 12 日～７月４日 

観客延人数：39,000 人（昨年 開催中止） 

期日 事  業  内  容 

６月 12 日（土） オープニングセレモニー 

６月 12 日（土）・13 日（日） 観光漫遊バス～あじさいと御城印編～の催行 

利用者数 634 人 

６月 18 日（金）・19 日（土） 障がい者就労施設製品の販売 

６月 20 日（日） 俳句大会 

６月 26 日（土）・27 日（日） あじさいクイズラリー 

７月 ３日（土）・４日（日） あじさい花筏（フォトスポット）設置 

期間中行事 地元産品の販売， 

あじさい育成相談コーナーの設置 

 

(4) 第 61 回水戸黄門まつり（開催中止） 

場所   ：千波湖及び国道 50 号 

期間   ：令和３年７月 17 日・８月 21 日 
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(5) 第 54 回水戸の萩まつり（開催中止） 

場所   ：偕楽園 

期間   ：令和３年９月４日～９月 26 日 

 

(6) 第 47 回水戸の菊花展 

場所   ：水戸市植物公園 

実施期間 ：令和３年 10 月 28 日～11 月 15 日 

観客延人数：5,000 人（昨年 1,940 人） 

 出品数  ：約 240 鉢（13 種類） 

展示内容 ：盆養，ダルマ，福助，懸崖，盆栽，ローソク，皇帝菊，ドーム，

中輪，富士山，切花，千輪咲，スプレー菊 

期日 事  業  内  容 

11 月４日（木） 審査会 

11 月６日（土）・７日（日） 菊を使用したワークショップの実施 

小菊の無料配布の実施 

期間中行事 市内高校生による生け花の実演・展示 

 

(7) 偕楽園開園 180 年記念第 126 回水戸の梅まつり 

場所   ：偕楽園，弘道館 

実施期間 ：令和４年３月１日～３月 27 日 

観客延人数：125,700 人（昨年 79,000 人） 

 

２ 物産紹介について 

  水戸市優良観光土産品審査会 

審査会・試買審査 書面開催          新 規  ３ 社   ４ 品 

                          更新  14 社  36 品 

 

３ インバウンド施策の推進について 

 (1) オンラインセミナーの開催          ２回 

 (2) オンライン商談会の開催      １回（台湾） 

 (3) モニターツアーの実施       １回 

 (4) ＳＮＳによる情報発信 

  

４ 観光施設の整備について 

(1) 観光案内板の整備 

工事名 工事場所 工事請負費 着工年月日 完了年月日 

弘道館・水戸城跡周辺地区歩行者

案内路面表示設置工事 

三の丸１丁目 

外地内 

 

1,210,000 円 

 

3.11.1 

 

4.1.31 
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kg

kg

kg

kg

kg

ha

袋

　　　　 飯富地区，上中妻地区，田谷地区，常澄地区，酒門地区，内原地区

３　農業農村多面的機能維持事業について

         大豆

　　　　 地域ブランド米『水戸っ穂　風彩　常澄』の販売促進等の支援

         常陸秋そば

　　　　 水稲

17.48

畑

長寿命化

資源向上支払(ha)

430.51

農 家 数 作付目標面積 水稲作付面積

2,573ha

93,970

18.8

  (2)　買ってもらえる米づくりの推進

13,870t 2,875ha

1,342.57ha

田

447.99

         計

  (3)　麦・大豆等集団転作の推進

　　　 ア　作付面積

　　　 イ　出荷数量

実施地区

上国井地区
他49地区

農地維持支払(ha)

農政課

１　米の生産調整について

生産目標数量

  (1)　水稲生産状況

5,820人

1,550

78,360

3,461

39

211.67ha

  (1)　令和３年播種用種子更新の推進

２　優良種子の奨励普及と主穀生産の増強について    

12,110

1.65ha459.60ha

         麦

508.40ha161.25ha

その他加工用米保全管理新規需要米

  (2)　転作等の内容

転作等面積計 麦・大豆

2,183.04 2,004.77 178.27

田 畑・草地

719.70

共同活動

田 畑

668.10 51.60
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５　森林公園の運営について

  提供するための管理運営を行なった。

６　 認定農業者の推進について

10,138

２

　　自然環境の保全及び森林の育成を図り,市民をはじめ多くの来園者に自然とのふれあいの場を

  (1)　森林公園入場者数　

　     令和３年４月～令和４年３月

計

9,068

４

9,454 5,955

月 １

16,621

９

13,82228,514

10

10,25614,005

月

11

入場者数(人)

入場者数(人)

４　農業金融について

件　数

11件

５ ６

12

14,821

金  額(円)

212,648

７

20,292

件 　　　　名

農業経営基盤強化資金利子助成補助金

３

８

162,0659,119

月 10 11 12 １ ２

７

  (2)　森の交流センター利用者数　

　     令和３年４月～令和４年３月

月 ４ ５ ６

2,636

８ ９

利用者数(人) 2,881 4,118 2,427 1,922 1,208 1,899

３ 計

4,719

30

利用者数(人) 3,421 4,560 3,105 2,745

117
平成23年４月～

令和３年３月

24

240

35,641

327

54

381

計再認定新規認定

令和３年４月～

令和４年３月

計 141

210

区　　分
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７　収入減少影響緩和対策の推進について

８　農業振興地域整備計画の管理について

  (1)　農用地に関する証明

43筆（うち公用　０筆）

  (2)　農業振興地域整備計画の随時変更受付

令和３年４月受付　   14件

令和３年10月受付　   13件

９　農業経営基盤強化促進事業の推進について

10　市有林の管理について

11　松くい虫防除について

12　平地林保全整備事業について

農産物直売所等サンプリング検査 134 件

自家消費用野菜検査 7 件

事業費(円)

令和４年２月 1,144,000

成沢町
令和３年12月～
令和４年３月

下刈・間伐　9.44ha

事 業 量

樹幹注入

事業名 期　　間

29.868㎥

６ha×２回 1,369,500

14,850,000

287.47ha

期　　間

69.76ha

事 業 量山林所在地

　　　　 地場農産物等への生産者及び消費者の不安を払拭するため農産物等の放射性物質検査を行った。

13　農産物安心回復事業について

事業費(円)山林所在地 期　　間 事 業 量

令和３年６，７月

伐倒駆除

3,960,000
令和３年12月～
令和４年３月

アカマツ176本

薬剤地上散布

95

認定農業者
特定農業団体
と同様の組織

貸借件数
その他

内　　訳

畑
利用権設定面積

経営形態 計

下刈　　　 0.8ha

- 2,113件

区　分
田

令和３年度

加入者数（経営体）

　酒門町

217.71ha

事業費(円)

330,000

特定農業団体

令和３年７，８月

86 2 7
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14　新規就農者支援について

青年就農給付金受給者数　　15名（うち夫婦２組）

15　森林公園ナラ枯れ被害対策について

事業費（円）事　業　量期　　間事　業　名

ナラ枯れ被害調査
（現地調査）

令和３年11月～
令和３年12月

20ha
（農政課）

1,397,000
（農政課）

ナラ枯れ被害調査
（空撮）

令和３年８月～
令和３年10月

ナラ枯れ被害木駆除
令和４年１月～
令和４年３月

①伐倒くん蒸
100.0㎥

②伐倒くん蒸
（高所作業車使

用）
10.0㎥

③立木くん蒸
14.0㎥

（農政課）

5,137,000
（農政課）

113.46ha 3,509,000
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農業環境整備課

１　土地改良事業について

富士池地区ため池整備実施設計
業務委託

酒門町 実施設計一式 2,973,300  2.12.23  3.12.16

渡里Ⅰ地区排水路整備実施設計
委託

渡里町 実施設計一式 1,256,200  3. 5.22  4. 3.10

下国井地区基盤整備関連経営体
育成等促進計画書作成委託

下国井町外 計画書作成一式 4,752,000  3. 6.23  4. 3.15

藤井地区畑地帯営農等促進計画
書作成委託

藤井町 計画書作成一式 3,289,000  3. 6.23  4. 3.15

三原地区基盤整備関連経営体育
成等促進計画書(変更)作成委託

塩崎町外
計画書（変更）作成
一式

968,000  3. 6.23  4. 3.15

飯富地区排水路改修実施設計委
託

飯富町 実施設計一式 477,400  3.10.16  4. 3.10

富士池地区ため池整備工事 酒門町
L=97.1m　護岸工
L=127.5m 安全施設
工

45,144,000  3. 2.13  4. 1. 7

渡里Ⅰ地区排水路整備工事 渡里町
L=356.1m
排水フリューム

12,848,000  3. 9.18  4. 3. 9

飯富岩根地区農道舗装工事 岩根町
L=314.5m
舗装工

8,415,000  3.12.11  4. 3.17

飯富地区排水路改修工事 飯富町
L=9.0m
高密度ポリエチレン
管

4,125,000  3.11.16  4. 3.24

全隈Ⅱ地区排水路整備工事 全隈町
L=38.4m
排水フリューム

3,531,000  3.12.11  4. 3.15

成就院池公園防犯カメラ設置工
事

大塚町
防犯カメラ設置
１台

88,000  4. 2. 3  4. 3.23

木葉下地区排水路整備工事 木葉下町
L=66.0m
排水フリューム

2,992,000  4. 1.15 施工中

２　地籍調査事業について

工　　事　　名 工事箇所 工 事 内 容 工事費（円） 着工年月日 完了年月日

地籍調査委託 笠原町 地籍測定　0.20㎢ 1,078,000 3. 7.16  4. 3. 1

工　　事　　名 工事箇所 工 事 内 容 工事費（円） 着工年月日 完了年月日
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農産振興課

１　試験・試作栽培，育苗について

パパイヤ

２　農産園芸の振興について

農業生産施設，
農業機械などの
整備支援

４月～３月

120㎡

50㎡

240㎡

310㎡

450㎡

市民農園の開設 ４月～３月
  農園数　７農園
  開設区画数 958区画

農業用廃プラス
チックの回収

１月，２月   使用済の農業用塩化ビニールの回収　　19,540㎏　延べ２日

２月   使用済の農業用ポリエチレン等の回収　27,430㎏　延べ２日

地産地消の推進 ４月～３月
　地場農産物を積極的に活用する市内飲食店等「水戸美味」の
ＰＲ，学校給食における地場農産物の利用促進

水戸の梅産地づ
くり事業

４月～３月
　食用梅の新たな産地づくりへの取り組みと将来的な６次産業
化に向けた支援

野菜・果樹・花
き生産振興

12月９日 　果樹（ナシ）剪定講習会の開催

12月９日 　果樹（ブドウ）剪定講習会の開催

12月22日 　果樹（リンゴ）剪定講習会の開催

備　考目　的面　積品種名

件   名 期    間 内     容

場　所 作物名

実験室
～

馴化温室

圃場

サツマイモ

サツマイモ

梅

パパイヤ

増殖温室

・儲かる産地支援事業
・強い農業・担い手づくり総合支援事業
・産地パワーアップ事業

タマユタカ，ベニア
ズマ，泉13号他

グランデ，ロイヤル

タマユタカ，ベニア
ズマ，泉13号他

白加賀，南高

グランデ，ロイヤル
他８品種

ポット苗494本を研究会
へ配布

ポット苗597本を生産者
へ配付

ジョイント苗212本を生
産者へ配布

メリクロン苗の
馴化増殖

早期出荷用苗の
生産

メリクロン苗
（ポット苗）の
増殖

ジョイント苗の
育苗

品種比較試験

馴化後，増殖温室へ移動

139



 ７月19日～

      ８月３日

1,400.8ha

30団体

 ４月14日～

       ５月16日 赤カビ病の共同防除

73.3ha

４団体

 ４月16日～ 無人ヘリコプターによる航空防除

       ５月１日 対象病害虫 赤カビ病の共同防除

実施面積 50.5ha

実施団体数 ４団体

薬剤名

 ８月23日～

10月16日 対象病害虫 紫斑病，カメムシ類の共同防除

実施面積 24.7ha

実施団体数 ２団体

薬剤名

 ８月23日～ 無人ヘリコプターによる航空防除

       10月５日 対象病害虫 紫斑病，カメムシ類の共同防除

実施面積 53.2ha

実施団体数 ７団体

薬剤名

４月20日～

       ６月３日

７月21日～

       ８月３日

８月25日～

       10月８日

10月20日～

       １月19日

４月20日～

       ６月３日

６月９日～

       ７月８日

８月25日～

       10月８日

有害鳥獣捕獲の
実施

罠によるイノシシの捕獲（年間捕獲頭数：84頭）
（谷津町，木葉下町，全隈町，成沢町，飯富町，加倉井
町， 開江町，田野町，渡里町，杉崎町，有賀町，黒磯町，
三野輪町，田島町）

罠によるハクビシンの捕獲（年間捕獲頭数：21頭）
（谷津町，木葉下町，全隈町，成沢町，飯富町，加倉井
町， 開江町，田野町，渡里町，杉崎町，有賀町，黒磯町，
三野輪町，田島町）

３　農作物病害虫防除，農業被害対策について

件   名 期    間 内     容

水稲病害虫防除
安全対策指導

無人ヘリコプターによる航空防除及び安全対策指導等

 (1) 対象病害虫 カメムシ類，いもち病，紋枯病の同時防除

 (2) 実施面積

 (3) 実施団体数

 (4) 薬剤名 アミスターアクタラＳＣ剤等

転作麦病害虫防
除の推進

地上防除

 (1) 対象病害虫

 (2) 実施面積

 (3) 実施団体数

 (4) 薬剤名 トップジンＭ水和剤，チルト乳剤等

 (1)

 (2)

 (3)

 (4) シルバキュアフロロアブル

転作大豆病害虫
防除の推進

地上防除

 (1)

 (2)

 (3)

 (4) アミスタートレボンＳＥ，ＭｒジョーカーＥＷ等

 (1)

 (2)

 (3)

 (4) アミスタートレボンＳＥ，ＭｒジョーカーＥＷ等
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４　環境保全型農業について

５　畜産の振興について

６　家畜の防疫について

件　　名 期　　間 内　　容

環境保全型農業の
推進

４月～２月

環境保全型農業推進事業
 (1)対象取組     有機農業，カバークロップ
 (2)対象面積　   416ａ
 (3)対象人数　　 ２人

件　　名

家畜肥育技術の奨励

内　　容

 第34回水戸市肉牛枝肉共励会を開催。水戸市内の肥育牛農家の飼養
技術向上を図った。

 出品頭数： ７頭

豚熱ワクチン接種 ４月～３月 6,000頭

件  　　名

みつばちの腐蛆病検査

期　　　間

４月

内　　容

５群
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公設地方卸売市場 
 
１ 行事について 

年 月 日 事          項 

３ 

５ 17 買受人承認申請協議会青果部会 

９ 24 買受人承認申請協議会青果部会 

12 
３ 買受人承認申請協議会水産物部会 

10 市場見学（公益財団法人水戸市国際交流協会） 

 
２ 施設整備事業について 

工 事 名 工事内容 工事費（円） 着工年月日 完了年月日 

卸売市場非常用電源増

設等(その１)工事 
電気工事一式 121,539,000  3. 7.27 4. 3.11 

卸売市場非常用電源増

設等(その２)工事 
電気工事一式 126,280,000  3. 7.31 4. 3.11 

卸売市場水産棟及び関

連商品売場棟トイレ改

修工事 

建築工事一式 21,192,600  3. 9.11 4. 2. 7 

卸売市場青果保冷庫及

び水産低温買荷保管積

込所冷凍機取替工事 

機械設備工事一式 70,499,000  3.10.26 施工中 

 
３ 取扱高について 

  
年  
度  

青果部  水産物部  花き部  合 計  
数量 

(t) 

金額 

(千円) 

数量 

(t) 

金額 

(千円) 

数量 

(千本) 

金額 

(千円) 

金額 

(千円) 

元 122,766 28,366,087 58,022 46,219,958 21,937 1,372,450 75,958,495 

２ 116,713 29,297,446 55,504 45,984,564 21,097 1,353,264 76,635,274 

３ 111,197 28,399,569 72,869 45,891,079 20,075 1,415,195 75,705,843 
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４ 市場概要について 

・所 在 地 水戸市青柳町 4566 番地 

・敷 地 面 積 160,552 ㎡ 

・開設年月日 昭和 47 年３月６日 

・業 者 種 別 卸売業者 ５社 （青果部２社，水産物部 ２社，花き部１社） 

 仲卸業者 22 社 （青果部６社，水産物部 14 社，花き部２社） 

 関連事業者 17 店舗 

・買 受 人 数 青 果 部 229 人（令和４年４月１日現在） 

 水産物部 192 人（       〃      ） 

 花 き 部  97 人（      〃      ） 
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