
 7款　商工費

（款）7 商工費　 　（項）1 商工費　 　（目）2 商工業振興費　 （単位：円）

市民まつり支援事業 5,021,063 （目的）市民まつりの円滑な運営の支援を図り、併せて、市民相互の交流と協調、連帯感を高め、市民文 276

（商工観光課） 　化の向上及び活性化に寄与します。

（対象）久喜市民まつりの会

（手段）補助金交付要綱に基づき、補助金を交付しました。

（成果）市民まつりの円滑な運営を支援することができました。

商工融資事業 2,904,210 （目的）市内中小企業者に対し、必要な資金の融資及び利子補給を行い、事業の振興を図ります。 276

（商工観光課）

（対象）市の定める要件を備えている中小企業者

（手段）・中小企業近代化融資及び小口金融あっ旋融資について、市内金融機関と契約を行いました。

・融資額の1/20相当額を金融機関へ預託し、年度末に返金されました。

・利子補給、信用保証料補助申請に基づき、審査を行いました。

融資状況 （単位：件、円）

利子・保証料補給状況 （単位：件、円）

（成果）中小企業者の経営の安定と負担の軽減を図ることができました。

商工会補助事業 59,576,000 （目的）商工会の円滑な運営の一助に資するとともに、商工業の振興を図ります。 276

（商工観光課）

（対象）久喜市商工会

（手段）補助金交付要綱に基づき、補助金を交付しました。

中小企業近代化融資 0 0

信用保証料補助 1 299,750

小口金融あっ旋融資 9 23,753,000

制　度　名 補給件数 補　給　額

制　度　名 融資総件数 融資残高

中小企業近代化融資 0 0

事 　業 　名
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支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
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商　工　会　名 組織率

久喜市商工会
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（成果）市内商工業の振興に寄与しました。

商店街活性化補助事 12,730,000 （目的）商店街団体が実施する各種共同事業、環境整備事業及び街路灯管理を促進し、商店街の活性化・ 276

業 　振興を図ります。

（商工観光課）

（対象）事業協同組合、商店会及び街路灯の維持管理事業を行う商店会

（手段）・商店街活性化推進事業費補助金は、1団体200万円を限度に、運営改善事業、販売促進事業、情

　報発信事業、コミュニティ活動事業、文化創出・環境保全事業について、事業費の1/2～1/3以

　内を交付しました。

・商店街街路灯電気料補助金は、維持管理事業のうち、電気使用料に要する額の80％以内を交付

しました。

・商店街環境整備事業補助金は、該当事業がありませんでした。

（単位：件）

（成果）各商店街の活性化が図られるとともに、街路灯の良好な維持管理に寄与しました。

市営駐車場管理事業 2,823,310 （目的）市有財産を有効活用し、駅西口周辺商店街の活性化を図ります。 276

（商工観光課）

（対象）一般利用者、駅西口周辺の商工業者

（手段）施設管理業務（使用料回収等、警備、保守点検）を委託しました。

（単位：円）

市営駐車場使用料回収等業務

市営駐車場設備監視及び障害対処業務

市営駐車場フラップ精算システム保守点検業務

内　 　容 事　業　費

375,855

内　 　容 件数

648,000

926,640

1,950,495合　 　計

商店街活性化推進事業費補助金

商店街街路灯電気料補助金

商店街環境整備事業補助金

合　 　計

14
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0
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 7款　商工費

（成果）市民の利便を図るとともに、商店の駐車場として利用され、商業の振興に寄与しました。

・利用状況 （単位：円）

企業等誘致事業 127,784,200 （目的）企業を誘致することにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図ります。 278

（商工観光課）

（対象）菖蒲北部地区、菖蒲南部産業団地及び清久工業団地周辺地区において操業を開始した企業

（手段）企業誘致条例に基づき、奨励金及び助成金を交付しました。

　・奨励金等交付件数　　　 　　　　12件

（成果）産業の振興及び雇用機会の創出が図られました。

計量検査事業 0 （目的）計量法に基づき、商品量目（特定商品）及び計量器の立入検査を実施します。 278

（商工観光課）

（対象）スーパーマーケット

（手段）計量法に基づき、商品量目（特定商品）及び計量器の立入検査を実施しました。

　・立入検査件数　　4件

（成果）商品の適正計量及び計量器の適正使用の促進が図られました。

産業交流事業 225,694 （目的）友好都市との産業交流を図ります。 278

（商工観光課）

（対象）青森県野辺地町職員、町民等及び市職員、市民等

（手段）商工会、JA南彩、市職員が青森県野辺地町を訪問し、梨等の販売を行いました。

　青森県野辺地町の漁協、JA、町職員等が、あやめ・ラベンダーのブルーフェスティバル、菖蒲産

　業祭に参加し、特産品の販売を行いました。

（成果）それぞれの特産物の販売など産業交流を図りました。

駐車場 32,339台 5,514,300

利用台数／発行枚数 収　　入

事 　業 　名
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創業支援補助事業 4,652,000 （目的）市内における商工業の活性化を図るため、市内の空き店舗を利用して新規に創業する者を支援し 278

（商工観光課） 　ます。

（対象）市内で、空き店舗を活用して創業する者

（手段）補助金交付要綱に基づき、補助金を交付しました。

　・交付件数　　　　　　　　5件

（成果）新規創業により、商店街の活性化及び空き店舗の解消が図ることができました。

中小企業・小規模企 354,000 （目的）久喜市中小企業・小規模企業振興基本条例に基づき、市内中小企業・小規模企業の振興を図りま 278

業振興会議運営事業 　す。

（商工観光課）

（対象）市民、市内の企業・個人事業者、経済団体等

（手段）平成29年度に久喜市中小企業・小規模企業振興会議を設置し、市長から、久喜市中小企業・小規

　模企業振興計画（案）の策定について諮問されたことを受け、年度内に5回会議を開催し、計画

　（案）の内容等を検討しました。

（成果）久喜市中小企業・小規模企業振興計画（案）について答申しました。

中小企業・小規模企 4,653,911 （目的）久喜市中小企業・小規模企業を振興するための計画を策定します。 278

業振興計画策定事業

（商工観光課） （対象）市民、市内の企業・個人事業者・経済団体等

（手段）関係者から意見を伺うためアンケートを実施し、計画策定の支援業務を委託しました。

（成果）中小企業･小規模企業振興会議における審議等を通じて、中小企業・小規模企業振興基本計画を

　策定することができました。

（款）7 商工費　 　（項）1 商工費　 　（目）3 観光費　 （単位：円）

観光協会補助事業 22,434,000 （目的）観光協会に補助金を支出し、観光事業の振興を図ります。 280

（商工観光課）

（対象）一般社団法人久喜市観光協会

決算書の
ページ
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 7款　商工費

（手段）補助金交付要綱に基づき、補助金を交付しました。

（成果）観光事業の振興が図られました。

※入湯税を充当しています。

コスモスふれあいロ 7,066,721 （目的）葛西用水路の両岸をコスモスふれあいロードとして管理し、「コスモス」や「ポピー」を栽培し 280

ード推進事業 　花を活かした観光資源化を図ります。

（農業振興課）

（対象）市民等

（手段）市民との協働により種まきや除草作業を実施するとともに、民間事業者への委託により維持管理

　を行いました。

（成果）市の花コスモスなどと触れ合える憩いの場を市民に提供することができました。また、花が満開

　となる時期には県内外から来場者が訪れ、観光振興を図ることができました。

観光情報発信事業 542,761 （目的）観光情報を広く発信し、観光客の増加を図ります。 280

（商工観光課）

（対象）市民及び市外の観光客

（手段）・市内で行われる祭りやイベントなどを、ホームページで周知しました。

・久喜提燈祭りについて、新聞掲載を行い広く周知しました。

・ガイド案内の希望者に対し、市内の観光名所を久喜市観光ボランティアが案内しました。

（成果）市内外に観光情報を提供し、観光事業の振興を図ることができました。

コスモスフェスタ支 1,870,064 （目的）わしのみやコスモスフェスタの支援を行うことにより、市の花であるコスモスを活用した市民相 280

援事業 　互の交流の促進を図ります。

（商工観光課）

（対象）わしのみやコスモスフェスタ実行委員会

（手段）わしのみやコスモスフェスタ補助金交付要綱に基づき、補助金を交付しました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事　 　業　 　の　 　成　 　果
決算書の
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（成果）わしのみやコスモスフェスタの円滑な運営を支援することができました。

あやめ・ラベンダー 11,334,047 （目的）ブルーフェスティバルの観光資源として、植栽されたラベンダーの維持管理を行います。 280

植栽維持管理事業

（農業振興課） （対象）ブルーフェスティバルの来場者

（手段）維持管理業務（修繕、除草等）を実施しました。

（成果）適正な維持管理に努め、花の良好な育成につながりました。

日光街道埼玉六宿連 176,600 （目的）日光街道六宿がある県東部の草加市、越谷市、春日部市、杉戸町、幸手市、久喜市の5市1町と東 282

携事業 　部地域振興センター及び利根地域振興センターが一体となって宿場の魅力を発信します。

（商工観光課）

（対象）市民及び市外の観光客

（手段）日光街道の埼玉県区間にある六宿（草加宿・越ヶ谷宿・粕壁宿・杉戸宿・幸手宿・栗橋宿）の

相互連携によりスタンプラリーを実施しました。

（成果）市民及び市外の観光客に栗橋宿の観光情報の発信を行うことができました。

街路灯フラッグ整備 480,956 （目的）県道鷲宮停車場線等の街路灯に設置されている老朽化した「らき☆すたフラッグ」を更新し、景 282

事業 　観の向上を図ります。

（商工観光課）

（対象）県道鷲宮停車場線、市道鷲宮1号線、市道鷲宮5号線、市道鷲宮23号線に設置されたフラッグ

（手段）デザインを新たにしたフラッグを作成し、老朽化したフラッグを更新しました。

（成果）市内外に更新情報を発信し、観光事業の振興に寄与するとともに、景観の向上を図ることができ

　ました。

事　業　内　容 箇所数 期　間

街路灯フラッグの作成、設置 91箇所 H30.10.12～H30.10.31
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