
（款）7 商工費　 　（項）1 商工費　 　（目）2 商工業振興費

商工融資事業 502,275 （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、事業の振興及び経営の安定を図 280

（久喜ブランド推進 ります。

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。

融資状況 （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 64,576,000 （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。 282

（久喜ブランド推進

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。

（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 14,004,000 （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・ 282

業 振興を図ります。

（久喜ブランド推進

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、経営改善事業、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。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

組織率

融資残高

0 0

小口金融あっ旋融資 5 3,918,500

中小企業近代化融資

商　工　会　名

久喜市商工会 54.7%

制　度　名 融資総件数

（単位：円）
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・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、埼玉県商店街等施設整備事業補助金分を含め、補助対象事業費

の2/3以内を交付しました。

（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 2,156,651 （目的）市有財産を有効活用し、久喜駅西口周辺商店街の活性化を図ります。 282

（久喜ブランド推進

課） （対象）一般利用者、久喜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

・利用状況 （単位：円）

（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。

企業等誘致事業 22,531,350 （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。 282

（久喜ブランド推進

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

内 容 件数

270,160

660,000

943,800

合 計 1,873,960

利用台数／発行枚数 収　　入

駐車場 27,487台 4,077,100

合 計 5,952,100

商店街環境整備事業補助金 2

30合 計

商店街活性化推進事業費補助金 13

商店街街路灯電気料補助金 15

駐車サービス券 18,750枚 1,875,000

内 容 事　業　費
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（款）7 商工費　 　（項）1 商工費　 　（目）2 商工業振興費

（手段）企業誘致条例に基づき、奨励金を交付しました。

・奨励金交付件数　　　 　　　　2件

（成果）産業の振興及び雇用機会の創出が図られました。

創業支援補助事業 2,343,000 （目的）市内における商工業の活性化を図るため、市内の空き店舗を活用して新規に創業する者を支援し 282

（久喜ブランド推進 ます。

課）

（対象）市内の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　　　　　　　　3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を図ることができました。

ビジネスグランプリ 551,760 （目的）新たなビジネスチャレンジを支援するため、本市をビジネス拠点とする起業家の創出を図りま 282

事業 す。

（久喜ブランド推進

課） （対象）市内をビジネス拠点とする起業家

（手段）全国からビジネスプランを募集し、コンテストを実施しました。

・実施状況 （単位：件）

（成果）本市をビジネス拠点とする創業者の発掘及び創業への意欲の醸成を図ることができました。

中小企業・小規模企 72,000 （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 282

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

応 募 件 数 14

最 優 秀 賞 1

優 秀 賞

3

特 別 奨 励 賞 1

2

アイディア賞

（単位：円）
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業振興会議運営事業 す。

（久喜ブランド推進

課） （対象）市民、市内の企業・個人事業者、経済団体等

（手段）久喜市中小企業・小規模企業振興会議を開催しました。

・久喜市中小企業・小規模企業振興会議の開催状況

（成果）久喜市中小企業・小規模企業振興会議において、基本計画の進捗状況等を審議することにより、

市内の中小企業・小規模企業の振興を図ることができました。

新型コロナウイルス 17,992 （目的）新型コロナウイルス感染症の影響により、株式会社日本政策金融公庫から「新型コロナウイルス 282

感染症緊急特別対策 感染症特別貸付」又は「新型コロナウイルス対策マル経融資」の融資を受けた小規模企業者に対し

利子補給事業 当該融資に係る利子を補給することで、事業者の負担軽減を図ります。

（久喜ブランド推進

課） （対象）市内に事業所を有している小規模企業者

・株式会社日本政策金融公庫から「新型コロナウイルス感染症特別貸付」又は「新型コロナウイ

ルス対策マル経融資」の融資を受けた小規模企業者で国の利子補給の対象とならない事業者（売

上減少率5％以上15％未満）

（手段）久喜市新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給要綱に基づき、利子補給計算期間中に支

払った利子分を、利子補給金として給付しました。

・実績 1件

（成果）株式会社日本政策金融公庫から融資を受けた小規模企業者に対し、当該融資に係る利子を補給す

ることで、コロナ禍における事業者の負担軽減を図ることができました。

がんばる事業者応援 235,729,734 （目的）プレミアム付商品券を発行し、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けた市内事業者へ 284

プレミアム付商品券 の支援及び地域経済の活性化を図ります。

発行事業

（久喜ブランド推進 （対象）久喜市商工会、市内在住者、加盟商店

課）

内容

1回 R3.12.21
久喜市中小企業・小規模企業振興基本計画の進捗管理について

市の中小企業等支援策の状況について

回数 開催日

書面
次期久喜市中小企業・小規模企業振興基本計画の策定に係るア

ンケ―ト調査について
2回
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（款）7 商工費　 　（項）1 商工費　 　（目）2 商工業振興費

（手段）久喜市商工会に対して、補助金交付要綱に基づき、補助金を交付しました。

・商品券概要

・販売及び使用実績

（成果）プレミアム付商品券を販売し、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けた市内事業者へ

の支援及び地域経済の活性化を図ることができました。

商店街支援プレミア 1,021,526 （目的）プレミアム付商品券を発行し、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けた市内事業者へ 284

ム付商品券発行事業 の支援及び地域経済の活性化を図ります。

【繰越明許費分】

（久喜ブランド推進 （対象）久喜市商工会、市内在住者、加盟商店

課）

（手段）久喜市商工会に対して、補助金交付要綱に基づき、補助金を交付しました。

・商品券概要

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（75,230冊）

利用期間 令和2年10月1日から令和3年3月31日まで

券種
1枚500円の25枚綴りを1冊とする（12,500円分）
1冊当たり自由券10枚、指定券15枚
自由券：登録店舗全てで使用可能、指定券：大型店舗での使用不可

販売額 1冊10,000円（プレミアム率25％）

換金額（率） 937,276,000円 （99.67％）

大型店使用額（率） 305,025,500円 （32.54％）

大型店以外使用額（率） 632,250,500円 （67.46％）

利用期間 令和3年8月1日から令和4年1月31日まで

券種
1枚500円の25枚綴りを1冊とする（12,500円分）
1冊当たり自由券10枚、指定券15枚
自由券：登録店舗全てで使用可能、指定券：大型店舗での使用不可

販売額 1冊10,000円（プレミアム率25％）

販売額（冊数）

内容 実績

発行総額（冊数） 940,375,000円 （75,230冊）

752,300,000円

（単位：円）
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・販売及び使用実績

（成果）プレミアム付商品券を販売し、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けた市内事業者へ

の支援及び地域経済の活性化を図ることができました。

外出自粛等影響事業 49,800,000 （目的）まん延防止等重点措置や緊急事態措置に伴う外出自粛等により影響を受けた市内事業者を支援 284

者応援給付金給付事 し、負担軽減を図ります。

業

（久喜ブランド推進 （対象）市内事業者

課） ・埼玉県酒類販売事業者等協力支援金、埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金、埼玉県感染防

止対策協力金のいずれかを受給している事業者

（手段）久喜市外出自粛等影響事業者応援給付金給付事業実施要綱に基づき、給付金を給付しました。

・1事業者当たり10万円若しくは20万円

・給付実績 （単位：件、円）

（成果）外出自粛の影響を受けている事業者に対し、給付金を給付することで、コロナ禍における事業者

の負担軽減を図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 20,994,113 （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。 284

（久喜ブランド推進

課） （対象）一般社団法人久喜市観光協会

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

区分 給付件数 給付金額

埼玉県酒類販売事業者等協力支援金 9 1,800,000

内容 実績

発行総額（冊数） 625,000,000円 （50,000冊）

500,000,000円 （50,000冊）販売額（冊数）

換金額（率） （99.77％）

大型店使用額（率）

埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金

埼玉県感染防止対策協力金

合計

221 22,100,000

259 25,900,000

489 49,800,000

（32.44％）

大型店以外使用額（率） （67.56％）

623,572,000円

202,332,500円

421,239,500円
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（款）7 商工費　 　（項）1 商工費　 　（目）3 観光費

（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。

観光情報発信事業 225,500 （目的）観光情報を広く発信し、観光客の増加を図ります。 284

（久喜ブランド推進

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に関する情報等を、ホームページ等で周知しました。

・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ガイドが案内しまし

た。

・観光啓発物を修繕し、引き続き、観光情報を発信しました。

（成果）観光情報を発信し、観光事業の振興を図ることができました。

コスモスふれあいロ 2,215,143 （目的）葛西用水路の両岸に観光資源として栽培している、コスモス及びポピーの維持管理を行います。 284

ード推進事業

（農業振興課、久喜 （対象）市民等

ブランド推進課）

（手段）コスモスやポピーの栽培及び除草等の維持管理を行いました。

（成果）適正な維持管理により、花の鑑賞に訪れた方々に、憩いの場を提供することができました。

コスモスフェスタ支 302,424 （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 286

援事業 互の交流の促進を図ります。

（久喜ブランド推進

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。

（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。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

（単位：円）
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あやめ・ラベンダー 8,165,052 （目的）菖蒲総合支所周辺に観光資源として植栽している、あやめ（花しょうぶ）及びラベンダーの維持 286

植栽維持管理事業 管理を行います。

（農業振興課）

（対象）市民等

（手段）あやめ（花しょうぶ）やラベンダーの植え付け及び除草等の維持管理を行いました。

（成果）適正な維持管理により、花の鑑賞に訪れた方々に、憩いの場を提供することができました。

日光街道埼玉六宿連 210,470 （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 286

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。

（久喜ブランド推進

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

互連携により電子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。

シティプロモーショ 783,979 （目的）市の魅力を市内外に広く発信して、イメージの向上や交流・定住人口の増加を図るとともに、市 286

ン推進事業 民の愛着・誇り、一体感の醸成を図ります。

（久喜ブランド推進

課） （対象）市民等

（手段）・第7回クッキー甲子園を、市外高校を含む7校の参加を得て、開催しました。

・市にゆかりのある著名人や団体に「久喜市くき親善大使」を委嘱し、SNSでの情報発信などに

より、市のPRを行いました。

【久喜市くき親善大使（7名1団体・順不同・敬称略）】

・タケカワ　ユキヒデ

・安岡　優

・市川　美織

・川内　優輝

・久喜北陽高等学校チア部

・川内　彩

・才木　玲佳

・福原　香織
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（款）7 商工費　 　（項）1 商工費　 　（目）3 観光費

（成果）市の魅力を市内外に広く発信し、シティプロモーションを推進することができました。

ふるさと納税寄附金 9,957,672 （目的）ふるさと納税制度により、寄附者に対し、市の特産品等を返礼品として贈ることで、自主財源の 288

推進事業 確保と特産品等のPRを図ります。

（久喜ブランド推進

課） （対象）寄附者及び返礼品の取扱事業者

（手段）市外在住で、5千円以上の寄附者に対し、市内の特産品等を返礼品として贈呈しました。

また、返礼品の更なる拡充を図るため、返礼品取扱事業者の開拓を行いました。

（成果）自主財源の確保とともに、返礼品により市の特産品等をPRすることができました。

事 　業 　名
（所 　管　 課）

支　出　済　額 事 業 の 成 果
決算書の
ページ

1,555件 18,896,015円

寄附件数 寄附金額

（単位：円）
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