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１ 時代潮流 

（１）人口減少・少子高齢化の進行 

我が国の人口は、平成 20 年（2008 年）をピークに減少局面に転じています。特に人口規

模の小さい市町村ほど人口減少や高齢化の傾向が強まっており、より厳しい状況となってい

ます。 

人口減少・少子高齢化に伴い、地域における消費の縮小や生産を担う人材不足といった影

響が懸念されます。近年は、景気回復基調の中で中小企業・小規模企業にとっては人材不足

が深刻化してきており、労働条件の改善や女性・シニアの活用等による人材確保を図るとと

もに、業務プロセスの見直しや人材育成、IT 活用、事業再編・統合等による労働生産性の向

上に取り組んでいくことが求められています。 

 

（２）経済活動のグローバル化 

経済活動のグローバル化を背景に、海外への販路拡大や生産拠点の海外移転など海外展開

を進める中小企業・小規模企業が増えてきています。また、インバウンド拡大に伴う訪日外

国人対策など海外需要を積極的に取り込もうとする取組が活発になっています。 

一方で、中小企業が海外展開を進めるにあたっては、資金面や人材確保のほか、法制度・

商習慣の違いや政治リスク等への対応など、様々な困難に直面することもあります。 

人口減少に伴う国内需要の長期的な停滞も見込まれる中、中小企業の積極的な海外展開に

対する多様な側面からの支援が求められています。 

 

（３）急速な技術革新による「第 4次産業革命」 

情報通信技術をはじめ各種技術の進化等を背景に、世界中の様々なモノがインターネット

につながる IoT 時代が到来しています。それに伴い、データ流通量が飛躍的に増大し、それ

らビッグデータの分析・活用が広まっています。さらに、人工知能（AI）技術が進展し、生

産性の向上や業務改善、市場開拓等への活用が注目されています。 

こうした動きは「第 4 次産業革命」と呼ばれ、生産、販売、消費といった経済活動に加え、

健康、医療、公共サービス等の幅広い分野や、人々の働き方、ライフスタイルにも影響を与

えると考えられており、国は、「日本再興戦略 2016」の中で、その実現の鍵をオープンイノ

ベーションと人材であるとし、国全体に普及していく鍵を中堅・中小企業であるとしていま

す。 
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２ 国・県の動き 

（１）国の中小企業・小規模企業政策の方向性（中小企業憲章） 

平成 22 年（2010 年）6 月、国は中小企業政策の基本的考え方と方針を明らかにした「中

小企業憲章」を閣議決定しました。 

中小企業憲章では、中小企業は経済を牽引する力であり、社会の主役として地域社会と住

民生活に貢献し、伝統技能や文化の継承に重要な機能を果たす、国家の財産ともいうべき存

在であるとの認識のもと、国内の少子高齢化や経済社会の停滞等の解消に向けて、医療、福

祉、情報通信技術、地球温暖化問題をはじめとする環境・エネルギーなど市場の成長が期待

できる分野で力を発揮し、豊かな経済、安心できる社会、そして人々の活力をもたらし、日

本が世界に先駆けて未来を切り拓くモデルを示す、としています。さらに憲章では、この理

念を踏まえ、５つの基本原則と８つの行動指針を示し、それらの柱に沿って具体的な取組を

進めるとしています。 

 

【基本原則】 

一．経済活力の源泉である中小企業が、その力を思う存分に発揮できるよう支援する 

二．起業を増やす 

三．創意工夫で、新しい市場を切り拓く中小企業の挑戦を促す 

四．公正な市場環境を整える 

五．セーフティネットを整備し、中小企業の安心を確保する 

 

【行動指針】 

一．中小企業の立場から経営支援を充実・徹底する 

二．人材の育成・確保を支援する 

三．起業・新事業展開のしやすい環境を整える 

四．海外展開を支援する 

五．公正な市場環境を整える 

六．中小企業向けの金融を円滑化する 

七．地域及び社会に貢献できるよう体制を整備する 

八．中小企業への影響を考慮し政策を総合的に進め、政策評価に中小企業の声を生かす 
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（２）埼玉県の動向 

① 埼玉県中小企業振興基本条例・小規模企業振興基本条例 

埼玉県は、中小企業が県経済において果たす役割の重要性をかんがみ、平成 14 年（2002

年）12 月に「埼玉県中小企業振興基本条例」を制定しました。平成 24 年（2012 年）10 月

に、中小企業を取り巻く経営環境の変化を踏まえ、改正が行われています。 

条例では、中小企業振興の基本となる事項を定め、中小企業の健全な発展を図ることによ

り、県経済の活性化及び発展に寄与することを目的として、経営基盤強化の支援、海外にお

ける事業展開等の促進、金融円滑化の推進、商工団体の活動の促進など 10 の振興施策の大綱

を規定しています。 

また、平成 29 年（2017 年）12 月に、小規模企業の振興の基本となる事項を定めた「埼玉

県小規模企業振興基本条例」を制定しています。 

 

② 埼玉県産業元気・雇用アップ戦略 

埼玉県中小企業振興基本条例を具現化するための戦略として、平成 24 年（2012 年）7 月

に「埼玉県産業元気・雇用アップ戦略」を策定しています。平成 29 年（2017 年）3 月に、そ

の後の環境変化や「埼玉県 5 か年計画‐希望・活躍・うるおいの埼玉‐」を踏まえ、埼玉県

の強みを生かした産業と労働にかかる施策展開の方向性や具体的なプログラムを示すものと

して、新たな「埼玉県産業元気・雇用アップ戦略」を策定しています。 

戦略では、埼玉県の持続的な成長を実現し、多彩な企業や「人財」が活躍できる社会の実

現を目指すとともに、県内の多彩な「人財」が意欲との能力を最大限に発揮して活躍できる

社会の実現を目指しています。 

 

【施策展開】 

Ⅰ 埼玉の成長を生み出す産業を振興する 

施策 1 変化に向き合う中小企業・小規模事業者の支援 

施策 2 先端産業・次世代産業の振興 

施策 3 産業集積の推進 

施策 4 商業・サービス産業の育成 

施策 5 魅力ある観光の推進 

Ⅱ 多彩な人財が活躍できる社会をつくる 

施策 6 就業支援と働きやすい環境の整備 

施策 7 シニアが働きやすい環境づくりと就業・起業支援 

施策 8 女性が活躍しやすい環境づくりと就業・起業支援 

施策 9 障害者の就業支援 

施策 10 産業人材の確保・育成 
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３ 久喜市の取組 

（１）久喜市中小企業・小規模企業振興基本条例 

本市では、中小企業・小規模企業の振興を市政の重点課題と位置づけ、振興に向けて基本

理念を明らかにし、地域全体で共有し、地域社会の発展と市民生活を豊かにする施策として

総合的に実施するため、「久喜市中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定し、平成 29 年

（2017 年）4 月から施行されています。 

条例では、中小企業・小規模企業の振興についての基本となる事項を定め、中小企業・小

規模企業の振興に関する総合的な施策を推進するとともに、市民、事業者、経済団体等及び

市のそれぞれの役割を明らかにし、連携・協働により推進することとしています。 

 

【基本理念】 

中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業自らの創意工夫及び自主的な努力

を尊重しつつ、その特性に応じた総合的な施策を市民、事業者、経済団体等及び市の連携と

協働の下に一体となって推進することを基本とする。 

 

【基本的施策】 

（1）経営安定の促進、経営の革新及び事業承継のための施策 

（2）創業又は新事業の創出のための施策 

（3）女性、高齢者及び障がい者を含めた雇用の促進並びに職場環境改善への支援 

（4）若い労働力及び人材の確保並びに育成への支援 

（5）市内商工業の活性化の推進 

（6）産業間の連携への支援 

（7）販路及び受注機会拡大への支援 

（8）地域資源、再生可能エネルギー等活用の促進 

（9）市内経済の循環を促進するための施策 

（10）経済団体等と連携した融資制度への支援 

（11）商店街等のまちづくり環境整備への支援 

（12）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策 
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（２）久喜市総合振興計画 

市政における最上位計画として、平成 25 年（2013 年）3 月に「久喜市総合振興計画」を

策定し、将来像「豊かな未来を創造する個性輝く文化田園都市～人と愛 水と緑 市民主役

のまち～」の実現に向けて 7 つの大綱を定めています。 

併せて「前期基本計画」を策定し、まちづくりに関する各種施策を展開してきましたが、

平成 29 年度（2017 年度）をもって終了することから、平成 30 年度（2018 年度）を初年度

とする「後期基本計画」を策定しています。 

7 つの大綱のうち、中小企業・小規模企業の振興にかかる分野では、「地域の産業が元気で、

多彩な企業が集積する豊かなまち」とし、本市の優れた交通条件を生かし、企業の集積を促

進し、雇用機会に恵まれた豊かな地域経済の構築を図るとともに、地域特性を活用した農業

や商業の振興を図り、賑わいや働きがいのあるまちづくりを進めるとしています。 

 

【将来像】 

豊かな未来を創造する個性輝く文化田園都市 

～人と愛 水と緑 市民主役のまち～ 

 

【大綱】 

（1）市民が参加し、地域コミュニティ豊かなまち 

（2）自然とふれあえる、環境に優しいまち 

（3）子どもから高齢者まで、誰もが健康で安心して暮らせるまち 

（4）心豊かな人材を育み、郷土の歴史文化を大切にするまち 

（5）安全で調和のとれた住みよい快適なまち 

（6）地域の産業が元気で、多彩な企業が集積する豊かなまち 

産業振興は、市民の豊かな暮らしを支え、自立した都市づくりの実現を財政面から支

える基盤であるとともに、まちの活気や賑わいを生み出す原動力となるものです。 

本市の優れた交通条件を生かし、企業の集積を促進し、雇用機会に恵まれた地域経済

の豊かなまちを築きます。 

さらに、地域特性を活用しながら農業や商業の振興を図り、賑わいや働きがいのある

まちづくりを進めます。 

（7）行財政を見直し、改革を進めるまち 
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（３）久喜市総合戦略 

市は、国が策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的な考え方や政策５原則

等を基に、人口減少と地域経済活性化を目指し、平成 27 年度に「久喜市総合戦略」を策定し

ました。 

総合戦略では、その基本目標のひとつに「安心して働けるまちをつくる」を掲げ、地域産

業の競争力強化や市内での人材育成、雇用対策等に取り組むとし、その実現に向けた重要業

績評価指標（KPI）を掲げています。 

 

基本目標 1 安心して働けるまちをつくる 

1 地域産業の競争力の強化 

2 農業分野での競争力の強化 

3 市内への人材還流、市内での人材育成、雇用対策 

＜重要業績評価指標（KPI）＞（抜粋） 

・企業誘致奨励金を交付した企業数（累計）28 企業 

・空き店舗の活用件数          4 件 

 

基本目標 2 若者に選ばれる魅力的なまちをつくる 

基本目標 3 結婚・出産・子育ての希望をかなえるまちをつくる 

基本目標 4 時代に合った地域をつくり、安全なくらしを守るとともに、 

地域と地域を連携する 

 

 

（４）久喜市シティプロモーション推進指針 

市が有する地域資源や魅力を高め、その魅力を戦略的かつ効果的に内外に情報発信してい

くことで、市のイメージを向上させ、交流人口・定住人口の増加、企業誘致等を図るととも

に、市民が地域の魅力を再認識し、誇りや愛着心を高めることにより、地域の活性化と住民

満足度の向上を図るため、平成 25 年に「久喜市シティプロモーション推進指針」を策定し、

平成 30 年（2018 年）に見直しを行っています。 

指針では、キャッチフレーズを「永久に喜び暮らせるまち ＠ホームタウン☆くき」と設

定し、魅力の発信と魅力アップに向けたさまざまな作戦を示しています。 
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（５）現在取り組んでいる主な施策・事業 

久喜市総合振興計画、久喜市総合戦略及び久喜市シティプロモーション推進指針に掲げら

れている施策・事業のうち、中小企業・小規模企業振興にかかる施策を抽出し、久喜市中小

企業・小規模企業振興基本条例に掲げる「基本的施策」ごとに整理すると、以下のとおりと

なります。 

※無印：総合振興計画実施計画、（戦略）：総合戦略、（CP）：シティプロモーション推進指針 

 

①経営安定の促進、経営の革新及び事業承継のための施策 

事業名 事業概要 担当課 

商工融資事業 市内中小企業者に対し、事業経営の合理化、

設備の近代化等を促進するため必要な融資あ

っ旋を行い、事業の振興を図る。 

［商工観光課］ 

 

②創業又は新事業の創出のための施策 

施策・ 事業概要 担当課 

創業支援補助事業 市内における商工業の活性化を図るため、空

き店舗を活用し、創業する方に補助金を交付

する。 

［商工観光課］ 

市街地の空き店舗を活用し

た地域活性化の推進（戦略） 

地元農産物のほか、自作の工芸品や手芸品等

の PR や販売を行うための企画案を募集し、

空き店舗の紹介や店舗借り上げ料等について

助成する。 

［商工観光課］ 

 

③女性、高齢者及び障がい者を含めた雇用の促進並びに職場環境改善への支援 

事業名 事業概要 担当課 

雇用対策事業 雇用の創出及び就業機会の促進を図るため、

内職相談や久喜市ふるさとハローワークの運

営の支援を行う。 

［商工観光課］ 

働く女性をサポートする企

業の支援（戦略） 

女性が働きやすい環境を整備する企業を支援

する。 

［商工観光課］ 

企業などの農業参入の推進

（戦略） 

地域農業の新たな担い手として、地域と企業

などとの調整を図り、企業の参入を推進する

ことによる新たな農業者雇用の拡大を図る。 

［農業振興課］ 

シルバー人材センター補助

事業 

久喜市シルバー人材センターの事業運営の円

滑な推進を目的とし、補助金を交付する。 

［商工観光課］ 

障がい者就労支援事業（戦

略） 

「久喜市障がい者就労支援センター」にて、

障がい者の就労に関する相談、職場の開拓、

継続した就労支援、離職後の支援を行う。 

また、就労支援センターサテライト（分所）

を開設し、主に発達障がい者を含む精神障が

い者の相談とともに、職業適性検査等のアセ

スメントを行うなど、当該事業の拡充を図る。 

［障がい者福祉課］ 
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④若い労働力及び人材の確保並びに育成への支援 

事業名 事業概要 担当課 

働く女性をサポートする企

業の支援（戦略）【再掲】 

女性が働きやすい環境を整備する企業を支援

する。 

［商工観光課］ 

企業などの農業参入の推進

（戦略）【再掲】 

地域農業の新たな担い手として、地域と企業

などとの調整を図り、企業の参入を推進する

ことによる新たな農業者雇用の拡大を図る。 

［農業振興課］ 

農業法人の設立支援（戦略）

【再掲】 

意欲ある農業者に対し、法人化に向けた支援

を行う。また、地域農業の新たな担い手とし

ての人材育成に努め、農業法人での雇用の創

出を促進する。 

［農業振興課］ 

 

⑤市内商工業の活性化の推進 

事業名 事業概要 担当課 

企業等誘致事業 優良企業の誘致を目的とし、特定区域へ進出

した企業等に対して、奨励金等を交付する。 

［商工観光課］ 

新たな企業用地の創出（戦

略） 

産業団地の整備や市街化調整区域における産

業系土地利用の促進を行う。 

［都市計画課］ 

創業支援補助事業【再掲】 市内における商工業の活性化を図るため、空

き店舗を活用し、創業する方に補助金を交付

する。 

［商工観光課］ 

商工会補助事業 商工会の円滑な運営の一助に資するととも

に、商工業の振興を図るため、補助金を交付

する。 

［商工観光課］ 

商店街活性化補助事業 商店街団体が実施する共同事業の促進、及び

街路灯の維持管理を図るため、補助金を交付

する。 

［商工観光課］ 

市民まつり支援事業 市民まつりの円滑な運営を図るため、市民ま

つりの会に対し補助金を交付するとともに、

人的支援を行う。 

［商工観光課］ 

コスモスフェスタ支援事業 コスモスフェスタ事業の円滑な運営の支援を

図るとともに、市民相互の交流の場の提供及

びコスモスふれあいロードを市内外に PR す

る。 

［商工観光課］ 

観光協会補助事業 観光事業の振興により市の繁栄を図るととも

に、観光資源の創造と地域社会の発展に資す

るため、観光協会に対し補助金を交付する。 

［商工観光課］ 

圏央道でつながる自治体と

連携した観光 PR 事業（戦

略） 

桶川市の紅花、久喜市のラベンダー、幸手市

のあじさいなど、花の名所を活用した観光PR

を連携して行う。 

［商工観光課］ 
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⑥産業間の連携への支援 

事業名 事業概要 担当課 

産業交流事業 「姉妹都市の提携に関する協定」を締結した

青森県野辺地町と産業交流事業を行う。 

［商工観光課］ 

農産物ブランド化推進事業 久喜市産農産物を市内外へ PR することによ

り、地産地消やブランド化の推進を図るため

の事業を行う。 

［農業振興課］ 

特産品の開発促進（CP） 市の農産物を使用した特産品の開発を支援す

る。 

［農業振興課］ 

高等教育機関と連携したま

ちづくり（CP） 

高等教育機関との連携を促進し、その知的資

産等を生かした事業、まちづくりを進める。 

［企画政策課］ 

［生涯学習課］ 

 

➆販路及び受注機会拡大への支援 

事業名 事業概要 担当課 

産業交流事業【再掲】 「姉妹都市の提携に関する協定」を締結した

青森県野辺地町と産業交流事業を行う。 

［商工観光課］ 

ふるさと納税寄附金推進事

業 

寄附金収入による自主財源の確保を図るとと

もに、寄附者へ返礼品を送ることにより、地

域振興、市の PR を推進する。 

［企画政策課］ 

農産物ブランド化推進事業

【再掲】 

久喜市産農産物を市内外へ PR することによ

り、地産地消やブランド化の推進を図るため

の事業を行う。 

［農業振興課］ 

トップセールス（CP） 市長が自ら営業マンとなり、あらゆる場で久

喜市の魅力を市内外にアピールする。 

［秘書課］ 

市外・県外への積極的な

PR(CP) 

様々なメディアを効果的に活用し、また特産

品の販売を行うなどにより、市外・県外へ向

けての積極的な PR を行う。 

［シティプロモーション課］ 

［商工観光課］ 

［農業振興課］ 

「市長の No.1 訪問」の実施

（CP） 

先進的・特色ある個性的な取組をしている市

内事業所を市長が訪問し、その魅力を市内外

に発信する。 

［シティプロモーション課］ 

久喜市くき親善大使による

PR 

久喜市くき親善大使に市の情報提供を行い、

市内外の多くの人に久喜の魅力を発信しても

らう。 

［シティプロモーション課］ 
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⑧地域資源、再生可能エネルギー等活用の促進 

事業名 事業概要 担当課 

市指定文化財「久喜八雲神

社の山車行事」調査事業 

市指定文化財「久喜八雲神社の山車行事（点

王様・提灯祭）」の調査を行い、報告書を刊行

する。 

［文化財保護課］ 

文化財保護事業 文化財の調査や指定文化財の保護・活用等を

行う。 

［文化財保護課］ 

コスモスふれあいロード推

進事業 

葛西用水路両岸をコスモスふれあいロードと

して管理し、市の花コスモスやポピーを活用

した観光資源化を図る。 

［農業振興課］ 

アニメを活用した地域活性

化（戦略） 

「らき☆すた」をはじめとするアニメを活用

した地域活性化を図る。 

［商工観光課］ 

音楽の街・久喜市事業（戦

略） 

ブラスバンドやコーラスが盛んな「音楽の街・

久喜市」をつくる。 

［生涯学習課］ 

圏央道でつながる自治体と

連携した観光 PR 事業（戦

略）【再掲】 

桶川市の紅花、久喜市のラベンダー、幸手市

のあじさいなど、花の名所を活用した観光PR

を連携して行う。 

［商工観光課］ 

 

⑨市内経済の循環を促進するための施策 

事業名 事業概要 担当課 

農産物ブランド化推進事業

【再掲】 

久喜市産農産物を市内外へ PR することによ

り、地産地消やブランド化の推進を図るため

の事業を行う。 

［農業振興課］ 

商店街活性化補助事業【再

掲】 

商店街団体が実施する共同事業の促進、及び

街路灯の維持管理を図るため、補助金を交付

する。 

［商工観光課］ 

創業支援補助事業【再掲】 市内における商工業の活性化を図るため、空

き店舗を活用し、創業する方に補助金を交付

する。 

［商工観光課］ 

商工会補助事業【再掲】 商工会の円滑な運営の一助に資するととも

に、商工業の振興を図るため、補助金を交付

する。 

［商工観光課］ 

栗橋宿まちあるき観光活性

化事業（栗橋地域会議事業） 

魅力あるまちづくりを進めるため、栗橋地区

の観光や商店街の活性化を図る事業を行う。 

［栗橋総務管理課］ 

出歩きやすいまちづくりの

推進（戦略） 

高齢化社会における公共バスの活用方法の検

討を行う。 

［都市計画課］ 

 

➉経済団体等と連携した融資制度への支援 

事業名 事業概要 担当課 

市制度融資事業（※） 市内中小企業者の事業振興を図るため、金融

機関と連携し、運転資金や設備資金など必要

な資金の融資を行う。 

［商工観光課］ 

市制度融資事業（※）は、各種計画等に記載されていないが、市が実施している事業 
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⑪商店街等のまちづくり環境整備への支援 

事業名 事業概要 担当課 

久喜地区街歩き事業（久喜

地区地域会議事業） 

魅力あるまちづくりを進めるため、街歩き事

業を通して、地域の特色を生かした事業を行

う。 

［自治振興課］ 

あやめ・ラベンダー関係施

設等整備事業（菖蒲地区地

域会議事業） 

魅力あるまちづくりを進めるため、あやめ・

ラベンダー関係施設等の充実を図る。 

［菖蒲総務管理課］ 

栗橋宿まちあるき観光活性

化事業（栗橋地域会議事業）

【再掲】 

魅力あるまちづくりを進めるため、栗橋地区

の観光や商店街の活性化を図る事業を行う。 

［栗橋総務管理課］ 

鷺宮地域ふれあい散策事業

（鷺宮地域会議事業） 

魅力あるまちづくりを進めるため、コスモス

ふれあいロードの整備・鷺宮地域の散策に用

いる地図の作成等を行う。 

［鷺宮総務管理課］ 

高柳地区開発整備推進事業 高柳地区における新たな産業基盤づくりを推

進する。 

［都市計画課］ 

商店街活性化補助事業【再

掲】 

商店街団体が実施する共同事業の促進、及び

街路灯の維持管理を図るため、補助金を交付

する。 

［商工観光課］ 

コスモスふれあいロード推

進事業【再掲】 

葛西用水路両岸をコスモスふれあいロードと

して管理し、市の花コスモスやポピーを活用

した観光資源化を図る。 

［農業振興課］ 
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４ 久喜市の中小企業・小規模企業を取り巻く環境 

（１）人口の推移 

本市の人口は、平成 29 年（2017 年）1 月 1 日現在で 154,241 人（住民基本台帳人口）と

なっています。平成 19 年（2007 年）ごろをピークに減少傾向にあり、平成 34 年（2022 年）

には 150,224 人になると推計されています。 

特に本市産業の活動を支える生産年齢人口は大きく減少することが予想されており、地域

経済の活性化に向けて、人材の確保とともに、高付加価値化、生産性の向上を図っていく必

要があります。 

 

■年齢３区分別人口の推移 

 

※推計値については、端数処理のため総人口と階層別人口合計が一致しないことがあります。 

 

【出典】 久喜市総合振興計画後期基本計画（住民基本台帳人口 各年 1月 1日現在） 

 

  

実績 推計 
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（２）産業構造 

①就業人口 

本市の就業人口は、平成 27 年（2015 年）10 月現在で 74,872 人となっています。生産年

齢人口の減少に伴い、就業人口も減少してきており、平成 17 年（2005 年）から 15 年間で

2,098 人（2.7％）減少しています。 

産業別にみると、「製造業」が最も多く、平成 27 年（2005 年）で 134,535 人となっていま

す。次いで「卸売業・小売業」（同 11,755 人）、「医療、福祉」（同 7,246 人）と続いています。

埼玉県や全国と比べると、やや「運輸業・郵便業」の割合が高いほかは、概ね同様の構成比

となっています。 

 

■産業別就業人口の推移 

 

【出典】 国勢調査 

■産業大分類別就業人口・構成比 

 

【出典】 国勢調査 

 

埼玉県 全国
就業者数 構成比 構成比 構成比

Ａ 農業，林業 1,753 2.3% 1.6% 3.5%
Ｂ 漁業 4 0.0% 0.0% 0.3%
Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 2 0.0% 0.0% 0.0%
Ｄ 建設業 5,014 6.7% 7.3% 7.4%
Ｅ 製造業 13,435 17.9% 15.8% 16.2%
Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 392 0.5% 0.4% 0.5%
Ｇ 情報通信業 2,139 2.9% 4.0% 2.9%
Ｈ 運輸業，郵便業 6,166 8.2% 6.5% 5.2%
Ｉ 卸売業，小売業 11,755 15.7% 15.5% 15.3%
Ｊ 金融業，保険業 1,751 2.3% 2.8% 2.4%
Ｋ 不動産業，物品賃貸業 1,407 1.9% 2.4% 2.0%
Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 2,224 3.0% 3.4% 3.3%
Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 3,450 4.6% 5.1% 5.5%
Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 2,402 3.2% 3.5% 3.5%
Ｏ 教育，学習支援業 3,201 4.3% 4.2% 4.5%
Ｐ 医療，福祉 7,246 9.7% 10.0% 11.9%
Ｑ 複合サービス事業 429 0.6% 0.6% 0.8%
Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 4,981 6.7% 6.5% 6.0%
Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 2,511 3.4% 3.2% 3.4%
Ｔ 分類不能の産業 4,610 6.2% 7.4% 5.4%

合計 74,872 100.0% 100.0% 100.0%

久喜市
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②事業所・従業員 

本市の事業所数は、平成 28 年（2016 年）現在で 5,003 事業所、従業員数は同 57,027 人と

なっています。 

規模別にみると、1～4 人の事業所が全体の 54.1％、20 人以下の事業所が 9 割近くを占め

ています。100 人以上の事業所は全体の 1.3％ですが、従業員数は全体の約 3 割となっていま

す。 

■事業所数・従業員数の推移 

 
【出典】 経済センサス-基礎調査・活動調査 

 

■規模別事業所数・構成比（2016年） 

 
【出典】 経済センサス-活動調査 

 

■規模別従業員数・構成比（2016年） 

 
【出典】 経済センサス-活動調査 

  

埼玉県 全国
事業所数 構成比 構成比 構成比

　1～4人 2,707 54.1% 55.8% 57.1%
　5～9人 993 19.8% 19.7% 19.8%
　10～19人 667 13.3% 12.8% 12.2%
　20～29人 248 5.0% 4.9% 4.4%
　30～49人 179 3.6% 3.3% 3.1%
　50～99人 106 2.1% 1.9% 1.9%
　100人以上 65 1.3% 1.2% 1.2%
　出向・派遣従業者のみ 38 0.8% 0.5% 0.5%

合計 5,003 100.0% 100.0% 100.0%

久喜市

埼玉県 全国
従業員数 構成比 構成比 構成比

　1～4人 5,767 10.1% 11.3% 11.5%
　5～9人 6,493 11.4% 12.0% 12.2%
　10～19人 9,086 15.9% 16.1% 15.4%
　20～29人 5,819 10.2% 10.8% 9.7%
　30～49人 6,634 11.6% 11.5% 10.8%
　50～99人 7,211 12.6% 12.4% 12.1%
　100人以上 16,017 28.1% 25.7% 28.3%

合計 57,027 100.0% 100.0% 100.0%

久喜市
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③開設・廃業 

本市の創業比率（事業所数に対する新規事業所数の割合）は、概ね埼玉県、全国と同等も

しくはそれ以上の比率で推移しており、2012～2014年の創業比率は6.79％となっています。 

平成 28 年（2016 年）の新規事業所数及び廃業事業所数は、全産業（公務を除く）で新規

が 582 事業所、廃業が 853 事業所となっています。産業別にみると、「卸売業・小売業」では

新規事業所が 175 事業所で最も多い一方、廃業事業所も 257 事業所で最も多くなっていま

す。その他ほとんどの産業で廃業事業所数が新規事業所数を上回っています。 

 

 

■創業比率の推移 

 
【出典】 事業所・企業統計調査、経済センサス基礎調査 

 

※「平成 21年経済センサス基礎調査」及び「平成 24年経済センサス活動調査」では、新設事業所の定義が異なるた

め、「2006-2009年」及び「2009-2012年」の創業比率は、前後の数字と単純に比較できない。 

 

■産業別新規事業所数・廃業事業所数（2016年） 

 
【出典】 経済センサス-活動調査 

 

  

新設事業所 廃業事業所
全産業（公務を除く） 582 853
　農林漁業 2 1
　建設業 41 76
　製造業 25 61
　電気・ガス・熱供給・水道業 2 2
　情報通信業 1 7
　運輸業，郵便業 34 26
　卸売業，小売業 175 257
　金融業，保険業 9 15
　不動産業，物品賃貸業 11 31
　学術研究，専門・技術サービス業 13 25
　宿泊業，飲食サービス業 112 130
　生活関連サービス業，娯楽業 46 78
　教育，学習支援業 26 38
　医療，福祉 52 62
　複合サービス事業 - -
　サービス業（他に分類されないもの） 33 44
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④稼ぐ力 

市内産業の付加価値額、従業者数（事業所単位）、労働生産性の特化係数※をみると、「製造

業」では、付加価値、従業者数、労働生産性ともに全国値を大きく上回っており、いわゆる

「稼ぐ力」がある産業となっています。その他、付加価値額では「医療、福祉」、「生活関連サ

ービス業、娯楽業」等が、従業者数（事業者単位）では「複合サービス事業」、「運輸業、郵便

業」等が高くなっています。 

 

■市内産業の特化係数（2012年） 

 

【出典】 経済センサス－活動調査（再編加工） 

 

※特化係数：域内のある産業の比率を全国の同産業の比率と比較したもの。1.0を超えていれば、当該産業が全国に比べて特化し

ている産業とされる。労働生産性の場合は、全国の当該産業の数値を 1 としたときの、ある地域の当該産業の数値。 

労働生産性＝付加価値額（企業単位）÷従業者数（企業単位） 
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（３）商業の状況 

①事業所数・従業員数 

本市の卸売業・小売業の事業所数は、平成 28 年（2016 年）で 1,090 事業所となっていま

す。平成 19 年（2007 年）から平成 24 年（2012 年）にかけて減少していますが、その後は

増加に転じています。 従業員数も事業所数と同様の動きを示し、平成 28 年（2016 年）で

9,803 人となっています。 

 

■市内卸売業・小売業事業所数・従業員数の推移 

 
【出典】 商業統計調査、経済センサス－活動調査 

 

②年間商品販売額 

本市の卸売業・小売業の年間商品販売額は、平成 27（2015）年で 3,329 億 8 千万円となっ

ています。平成 25（2013）年から卸売業の販売額が大きく増加しています。 

 

■市内卸売業・小売業の年間商品販売額の推移 

 

【出典】 商業統計調査、経済センサス－活動調査  



18 

③小売業の状況 

小売業の事業所数、年間商品販売額の推移をみると、平成 19 年（2007 年）から平成 24 年

（2012 年）にかけて減少していますが、その後は事業所数、販売額ともに増加してきていま

す。 

1 事業所あたりの従業員数、売場面積は、平成 19 年（2007 年）の 7.9 人、155.9 ㎡から平

成 28 年（2016 年）には 9.0 人、229.4 ㎡まで増加しており、事業所、店舗の大規模化がうか

がえます。 

 

■市内小売業の事業所数・年間商品販売額の推移 

 

※年間商品販売額は、前年の数値 

【出典】 商業統計調査、経済センサス－活動調査 

 

 

■1事業所あたり従業員数・売場面積の推移 

 
【出典】 商業統計調査、経済センサス－活動調査 
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（４）工業の状況 

①事業所・従業員 

本市の製造業の事業所数及び従業員数の推移をみると、リーマンショックの影響等により、

平成 21 年（2009 年）まで大きく減少し、その後も低い水準で推移しています。 

規模別の事業所数、従業員数をみると、事業所数では約 4 割が 1～4 人の事業所であり、従

業員数では、100 人以上の規模の事業所の従業員が 5 割以上となっています 

 

■市内製造業（従業員 4人以上）の事業所数・従業員数の推移 

 

【出典】 工業統計調査、経済センサス－活動調査 

 

■市内製造業の規模別事業所数、従業員数及び構成比（2016年） 

 

【出典】 経済センサス－活動調査 

 

  

構成比 構成比
　1～4人 186 39.5% 436 3.7%
　5～9人 92 19.5% 605 5.1%
　10～19人 75 15.9% 1,037 8.7%
　20～29人 39 8.3% 967 8.2%
　30～49人 32 6.8% 1,226 10.3%
　50～99人 23 4.9% 1,538 13.0%
　100人以上 23 4.9% 6,056 51.0%
　出向・派遣従業者のみ 1 0.2% 0.0%

計 471 100.0% 11,865 100.0%

事業所数 従業員数
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②製造品等出荷額 

製造品等出荷額の推移をみると、本市は全国と同様に平成 20 年（2008 年）から大きく落

ち込んでいます。平成 23 年（2011 年）以降、全国では回復傾向がみられますが、本市では

その度合いが小さくなっています。 

市内製造業の産業分類別出荷額をみると、「食料品製造業」が約 1,088 億 4 千万円で最も高

く、全体の 2 割となっています。次いで「非鉄金属製造業」（約 763 億円）、「化学工業」（約

694 億円）と続いています。 

 

■全国及び市内製造業（従業員 4人以上）の製造品等出荷額の推移 

 

【出典】 工業統計調査、経済センサス－活動調査 

 

■産業分類別市内製造業（従業員 4人以上）の製造品等出荷額・構成比 

 
【出典】 経済センサス－活動調査 

 

構成比
食料品製造業 10,884,028 20.0%
非鉄金属製造業 7,630,832 14.0%
化学工業 6,941,070 12.8%
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 5,668,137 10.4%
印刷・同関連業 4,358,600 8.0%
金属製品製造業 4,090,408 7.5%
鉄鋼業 3,418,243 6.3%
情報通信機械器具製造業 3,170,117 5.8%
輸送用機械器具製造業 3,119,364 5.7%
生産用機械器具製造業 1,266,512 2.3%
電気機械器具製造業 719,581 1.3%
パルプ・紙・紙加工品製造業 662,304 1.2%
はん用機械器具製造業 636,387 1.2%
窯業・土石製品製造業 404,020 0.7%
その他の製造業 364,017 0.7%
業務用機械器具製造業 354,934 0.7%
繊維工業 209,827 0.4%
木材・木製品製造業（家具を除く） 45,647 0.1%
電子部品・デバイス・電子回路製造業 18,990 0.0%

製造品等出荷額
中分類


