
○佐賀県中小企業・小規模企業振興条例

平成30年3月26日

佐賀県条例第27号

佐賀県中小企業・小規模企業振興条例をここに公布する。

佐賀県中小企業・小規模企業振興条例

佐賀県は、幕末維新期において、近代産業技術をいち早く取り入れ、反射炉、鉄製大砲、実用蒸気

船の建造に成功するとともに、その後の国づくりで活躍する多くの人材を輩出するなど、我が国の近

代化をリードしてきた。

また、佐賀県は、伊万里・有田焼などの陶磁器産業に代表される国内外に誇るべき伝統産業を有

しており、これは、優れた人材が卓越した技術を生み出し、次代へ継承させることで発展してきた。

このように、佐賀県では、かねてから「ものづくり」や「ひとづくり」を重んじており、この伝統は、今も

中小企業・小規模企業に受け継がれている。

さらに、佐賀県の中小企業・小規模企業は、地域に根差した多様な事業活動を通じ、地域の雇用

や経済はもとより県民生活や地域社会そのものを支える重要な役割を担っている。

近年、人口減少や少子高齢化の進行、経済のグローバル化の一層の進展、人工知能、IoT、シェア

リングエコノミー等に代表される第4次産業革命の急速な広がりなど、中小企業・小規模企業を取り

巻く環境は、かつてないスピードで大きく変化している。

今まさに、佐賀県の中小企業・小規模企業は、こうした変化にしっかりと対応するとともに、これを

好機として、あらゆる分野において更なる発展に向けて新たな取組を行っていかなければならない。

また、県、市町、中小企業支援機関は、役割を分担しつつ連携協力して、中小企業・小規模企業の

持続的な発展を支援していく必要がある。

明治維新150年を契機に、先人の「志」を今に活かし、「ものづくり」や「ひとづくり」の伝統等を未

来につなげることにより中小企業・小規模企業の振興を図り、もって世界に誇れる佐賀県を築くた

め、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、中小企業・小規模企業の振興に関し、基本理念及び施策を講ずるに当たって

の基本方針を定め、県及び中小企業支援機関の役割を明らかにする等により、経営環境の変化

に対応し積極的な取組を行う中小企業者及び小規模企業者を支援し、もって本県経済の発展及

び地域の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者　中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に

規定する中小企業者であって、県内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有するも

のをいう。

(2) 小規模企業者　法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、県内に事務所等を有す

るものをいう。

(3) 中小企業支援機関　商工会議所、商工会、商工会連合会、中小企業団体中央会その他の

中小企業に対する支援を行う団体であって県内に事務所等を有するもの、公益財団法人佐賀

県地域産業支援センター、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第21条第1項の認

定を受けた銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融機関であって県内に事務所等を有す

るもの及び佐賀県信用保証協会をいう。

(4) 大企業者　中小企業者以外の事業者であって、県内に事務所等を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 中小企業・小規模企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として図られなければならな

い。

(1) 多様かつ優れた産業技術及び人材、豊かな自然、歴史、伝統、文化、農林水産物その他の

本県が有する地域資源を積極的に活用する等により、中小企業・小規模企業の自発的かつ創

造的な活動に資すること。

(2) 中小企業・小規模企業の様々な活動及び交流を通じて、地域住民の生活向上及び自主的

かつ個性豊かな地域社会の形成に資すること。

(3) 若者、女性、高齢者及び障害者を含め、全ての県民が安心して働き、及び活躍することがで
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きる社会の実現に資すること。

(基本方針)

第4条 県は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づき中小企業・小規模企業の振興に

関する施策を講ずるものとする。

(1) 経営革新、販路開拓、創業、円滑な事業承継その他の中小企業者及び小規模企業者の新

たな事業活動を促進すること。

(2) 先端的な技術を活用した設備及び機器の導入、事業の共同化の推進等により、中小企業者

及び小規模企業者の生産性向上等を支援し、経済的社会的環境の変化への対応を促進する

こと。

(3) 円滑な資金調達等を支援し、並びに中小企業者及び小規模企業者の経営基盤の強化を促

進すること。

(4) 産業技術力の強化、産業人材の育成等により中小企業者及び小規模企業者の経営資源を

確保するとともにその活用を促進すること。

(5) 産業界、大学、行政、金融機関、中心市街地活性化協議会、特定非営利活動法人等との連

携を促進すること。

(6) 農林水産業、医療及び福祉に関する産業その他あらゆる産業間の連携を促進すること。

(7) 地域を誇りに思う心及び地域への愛着が醸成されるとともに地域経済を支える人材が県内

に定着すること。

(8) 多様な働き方ができる労働環境の整備により、若者、女性、高齢者及び障害者を含む多様

な人材の就労を促進すること。

(県の役割)

第5条 県は、第3条に定める基本理念及び前条に定める基本方針にのっとり、中小企業・小規模

企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 県は、中小企業者及び小規模企業者が、地域に根差した多様な事業活動を通じ、地域の雇用

及び経済の発展に大きく寄与するとともに、県民生活及び地域社会を支える重要な役割を担って

いることについて、県民の理解を深めるよう努めるものとする。

(中小企業支援機関の役割)

第6条 中小企業支援機関は、中小企業者及び小規模企業者の経営の改善及び向上並びに創業

及び円滑な事業承継の促進を図る取組を積極的に支援するものとする。

(関係機関等の連携)

第7条 県は、第5条第1項に規定する施策の推進に当たっては、国、市町、中小企業支援機関、教

育機関、大企業者、各種関係団体等と役割を分担しつつ、連携協力して取り組むとともに、中小企

業者、小規模企業者及びこれらの機関に対し、必要な情報提供等を行うものとする。

2 県、市町及び中小企業支援機関は、それぞれの強みを発揮しつつ連携協力して、中小企業者及

び小規模企業者に対し一体的な支援を行うよう努めるものとする。

3 中小企業支援機関は、中小企業者及び小規模企業者の支援に当たっては、中小企業支援機関

相互の連携強化に努めるものとする。

(中小企業者及び小規模企業者の努力)

第8条 中小企業者及び小規模企業者は、経済的社会的環境の変化に対応して、自主的な経営の

改善及び向上に努めるものとする。

(小規模企業者への配慮)

第9条 県は、第5条第1項に規定する施策の推進に当たっては、小規模企業者の持続的発展に資

するよう配慮するものとする。

(施策への反映)

第10条 県は、中小企業者及び小規模企業者の実態把握及び意見聴取を行い、これらの結果を

県が行う中小企業・小規模企業の振興に関する施策に反映するよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第11条 県は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置

を講ずるものとする。

附　則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定については、この条例の施行後5年を目途として、この条例の施行の状況につい
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て検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられる

ものとする。
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伊万里市中小企業・小規模企業振興条例 

平成 30 年 9 月 26 日条例第 24 号 

 

伊万里市は、古くは「古伊万里」と称される肥前陶磁器の積出港として世界に名

を馳せるとともに、陶磁美の粋を結集させた「鍋島」を生み出すなど、国内外に誇

る文化都市として繁栄し、現在では造船、ＩＣ、木材関連等の製造業が集積し、ま

た、伊万里ブランドで名高い伊万里梨や伊万里牛に代表される農業が営まれるなど、

産業と文化が調和した都市として成長を続けている。 

伊万里市の事業所の多くを占める中小企業・小規模企業は、これまで培われた優

れた技術、伝統及び文化を継承するとともに、地域に根ざした多様な事業活動を通

じ、伊万里市の雇用や経済はもとより市民生活や地域社会そのものを支える重要な

役割を担ってきた。 

今日、経済のグローバル化の進展、人口減少に伴う労働力人口の減少など社会構

造の変化に加え、ＡＩ、ＩｏＴ等に代表される第４次産業革命が急速な広がりを見

せる中で、伊万里市がさらに飛躍し発展していくためには、新たな産業の導入と合

わせ、中小企業・小規模企業の活発な事業活動の展開が必要である。 

このためには、中小企業者及び小規模企業者自らが、時代の変化に着実に対応し、

更なる成長に向け、たゆみない努力を積み重ねるとともに、行政、市民、企業、関

係団体等が、中小企業・小規模企業が果たす役割の重要性について共通の認識を持

ち、その振興を図る必要がある。 

ここに、地域社会全体で中小企業・小規模企業の持続的な事業活動を支援し、地

域経済の好循環を図るため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、中小企業・小規模企業の振興に関し、基本理念、基本方針そ

の他の基本となる事項を定めるとともに、市の責務等を明らかにすることにより、

中小企業・小規模企業に関する施策を総合的に推進し、もって本市経済の健全な

発展及び地域の活性化に寄与することを目的とする。 
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（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号。以下「法」とい

う。）第２条第１項各号に規定する中小企業者で、市内に事務所又は事業所を

有するものをいう。 

⑵ 小規模企業者 法第２条第５項に規定する小規模企業者で、市内に事務所又

は事業所を有するものをいう。 

⑶ 中小企業支援機関 商工会議所、公益財団法人佐賀県地域産業支援センター

その他の中小企業に対する支援を行う団体及び銀行、信用金庫その他の金融機

関であって、市内で事業活動を行うものをいう。 

 ⑷ 大企業者 中小企業者及び小規模企業者以外の事業者であって、市内に事務

所又は事業所を有するものをいう。 

 ⑸ 市民 市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいう。 

（基本理念） 

第３条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者及び小規模企業者の自らの創

意工夫と自主的な努力を尊重し、国、佐賀県その他の機関（以下「国等」とい

う。）との連携を図り、協力を得ながら、地域全体で協働して活力あるまちを実

現するために推進することを基本とする。 

（基本方針） 

第４条 市は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる基本方針に基づき、中小

企業・小規模企業の振興に関する施策を講ずるものとする。 

⑴ 中小企業者及び小規模企業者の経営革新、創業、円滑な事業承継その他創造

的な事業活動を促進すること。 

⑵ 中小企業者及び小規模企業者の経営資源の確保の円滑化を図り、中小企業・

小規模企業の経済的社会的環境の変化への対応を促進すること。 

⑶ 中小企業者及び小規模企業者の円滑な資金調達等を支援し、中小企業・小規
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模企業の経営基盤の強化を図ること。 

⑷ 中小企業者及び小規模企業者の労働環境の整備等を促進し、多様な事業活動

を担う産業人材の確保及び育成を図ること。 

（市の責務） 

第５条 市は、前条の基本方針にのっとり、社会経済情勢の変化や中小企業者及び

小規模企業者の実情に応じた実効性のある施策を総合的かつ計画的に推進し、及

び実施する責務を有する。 

２ 市は、国等との連携及び協力に努めるものとし、必要に応じて国等に対し施策

の充実及び改善の要請を行うものとする。 

（中小企業者及び小規模企業者の努力） 

第６条 中小企業者及び小規模企業者は、社会経済情勢の変化に応じ、経営基盤の

強化、新事業の展開、雇用機会の確保、労働条件の改善、人材の育成及び福利厚

生の充実に努めるものとする。 

２ 中小企業者及び小規模企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任

を自覚し、地域社会と協働して、地域の発展に積極的に取り組むよう努めるもの

とする。 

３ 中小企業者及び小規模企業者は、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に

関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（中小企業支援機関の役割） 

第７条 中小企業支援機関は、中小企業者及び小規模企業者の経営の改善及び向上

並びに創業及び円滑な事業承継の促進を図る取組を積極的に支援するとともに、

市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるも

のとする。 

２ 中小企業支援機関は、中小企業者及び小規模企業者の幅広い需要に対応し、支

援の高度化を図るため、必要な能力を積極的に修得するよう努めるものとする。 

（大企業者の役割） 

第８条 大企業者は、中小企業・小規模企業の振興が本市経済の発展において果た
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す役割の重要性を理解し、中小企業者及び小規模企業者との連携を図るとともに、

市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるも

のとする。 

（市民の理解と協力） 

第９条 市民は、中小企業者及び小規模企業者が地域の雇用を支え、市民生活の向

上に寄与している重要性を理解し、中小企業・小規模企業の振興に協力するよう

努めるものとする。 

（小規模企業者への配慮） 

第１０条 市は、第５条第１項に規定する施策の推進に当たり、経営資源の確保が

困難であることが多い小規模企業者の事情に配慮するよう努めるものとする。 

２ 中小企業支援機関は、市及び国等と連携し、小規模企業者に対するきめ細かな

支援を行うよう努めるものとする。 

（市内経済循環の促進） 

第１１条 市は、市が発注する工事の請負、役務の提供又は物品の購入その他の調

達に当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な

履行の確保に留意しつつ、中小企業者及び小規模企業者の受注の機会の増大に努

めるものとする。 

２ 中小企業者、小規模企業者及び大企業者は、その事業活動において原材料、物

品等を調達する場合には、中小企業者及び小規模企業者の製品、サービス等の積

極的な活用に努めるものとする。 

３ 市民は、中小企業者及び小規模企業者の製品、サービス等の積極的な利用に努

めるものとする。 

（施策への反映） 

第１２条 市は、中小企業者及び小規模企業者の実態を把握するとともに、中小企

業者、小規模企業者、中小企業支援機関、大企業者及び市民から意見を聴取し、

その結果を市が行う中小企業・小規模企業の振興に関する施策に反映するよう努

めるものとする。 
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（財政上の措置） 

第１３条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進するため、必要

な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



○嬉野市中小企業・小規模企業振興条例

平成31年3月26日

条例第2号

嬉野市は、観光、お茶、陶磁器などの産業をはじめ、建設業、小売業、製造業等様々な産業が市の

発展を支えてきた。それらを支え続けてきたのは、大多数が中小企業・小規模企業である。中小企

業・小規模企業は、地域の経済と雇用を支える重要な役割を担い、市民生活の向上に大きく貢献し

ている。

近年、少子高齢化と人口減少、経済社会生活圏の広域化、経済活動の国際化等の急速な進行に

より、その経営環境は厳しさを増している。嬉野市が将来にわたり、持続的に発展を遂げていくため

には、中小企業・小規模企業の主体的な努力に加え、地域全体で中小企業・小規模企業の成長と

発展が図られるよう支援していくことが必要である。

このため、中小企業・小規模企業の振興を市政の重要な柱と位置付け、地域全体が一体となって

中小企業・小規模企業の振興に取り組むことで、雇用や定住、交流人口を拡大させ、経済の好循環

を図ることを目指して、ここにこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、本市の中小企業・小規模企業の振興について基本理念を定め、中小企業・小

規模企業に関する施策を推進し、もって本市の経済の発展及び雇用の創出を図り、地域の活性化

に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業・小規模企業者　中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第

2条第1項に規定する中小企業者及び法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内

に事務所等を有するものをいう。

(2) 中小企業・小規模企業支援機関　商工会その他の中小企業・小規模企業の支援を行う団

体・機関及び銀行、信用金庫その他の金融機関であって、市内に事務所等を有するもの又は市

長が特に認めるものをいう。

(3) 大企業者　中小企業・小規模企業者以外の事業者であって、市内に事務所等を有するもの

をいう。

(4) 市民　市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業・小規模企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念とし、市、中小企業・小規模企

業者、中小企業・小規模企業支援機関、大企業者及び市民がそれぞれの役割等を担い、協働によ

り推進を図るものとする。

(1) 中小企業・小規模企業者が、本市の経済の発展に寄与し、雇用の場を創出するものとして、

市民生活の向上に貢献する重要な存在であることを認識し、その振興に努めること。

(2) 中小企業・小規模企業者の経営の向上及び改善に対する主体的な努力を促進するととも

に、経営規模、経営形態等を勘案し、中小企業・小規模企業者を取り巻く環境に配慮した施策

を推進すること。

(3) 本市の有する豊かな自然、歴史、伝統文化等特色ある地域資源を十分に活用すること。

(4) 中小企業・小規模企業における事業承継が、円滑に実施されるよう必要な支援に努め、その

持続的な発展を推進すること。

(市の責務)

第4条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を計画立案し、実施するものとする。

2 市は、工事の発注並びに物品及び役務の調達を行う場合には、中小企業・小規模企業の受注

機会の確保に努めるものとする。

(中小企業・小規模企業者の努力)

第5条 中小企業・小規模企業者は、経済的又は社会的な環境の変化に対応し、その事業の成長

及び発展を図るため、主体的に経営の向上及び改善に取り組み、経営基盤の強化に努めるもの

とする。

2 中小企業・小規模企業者は、雇用の確保及び人材の育成を図るとともに、従業員の福利厚生の

充実及び仕事と生活の調和を図ることができる職場環境の充実に努めるほか、積極的な地域資

嬉野市中小企業・小規模企業振興条例 https://www1.g-reiki.net/city.ureshino/reiki_honbu...

1 / 2 2019/05/21 17:30



源の活用に努めるものとする。

3 中小企業・小規模企業者は、国、県又は市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施

策に協力するよう努めるものとする。

(中小企業・小規模企業支援機関の役割)

第6条 中小企業・小規模企業支援機関は、中小企業・小規模企業者を支援し、本市における産業

の総合的な発展を図ることにより、本市の活性化に貢献するよう努めるものとする。

2 中小企業・小規模企業支援機関は、国、県又は市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関

する施策の立案及び実施に当たり積極的に協力するよう努めるものとする。

(大企業者の役割)

第7条 大企業者は、地域の活性化に資するよう努めるとともに、国、県又は市が実施する中小企

業・小規模企業の振興に関する施策等に協力するよう努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第8条 市民は、中小企業・小規模企業の振興が地域経済の発展並びに市民生活の安定及び向

上に寄与することを理解し、中小企業・小規模企業者が提供する製品、サービス等を積極的に活

用するよう努めるとともに中小企業・小規模企業の振興に関する施策等に協力するよう努めるも

のとする。

(施策の基本方針)

第9条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業・小規模企業

の振興に関する施策を講ずるものとする。

(1) 経営の革新及び経営基盤の強化

(2) 国内外における販路開拓及び取引拡大の支援

(3) 産学官連携等による技術及び新商品の開発等の促進

(4) 地域内における経済の循環の促進

(5) 融資制度等による資金調達の支援

(6) 創業及び新たな事業の創出の促進

(7) 円滑な事業承継の推進

(8) 事業活動を担う人材の育成及び確保への支援並びに雇用環境の整備推進

(9) まちの賑わいの創出につながる産業の振興

(10) 地域の多様な資源及び伝統産業を活かした事業活動の推進

(11) 農商工連携及び6次産業化並びに医療福祉その他の分野における産業連携の推進

(12) 観光振興の推進による交流人口の拡大

(意見の聴取)

第10条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の立案及び実施に当たっては、あらかじ

め中小企業・小規模企業者、中小企業・小規模企業支援機関その他市長が必要と認める者の意

見を聴くよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第11条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財源の確保を

図り、財政上の措置を講ずるものとする。

附　則

この条例は、平成31年4月1日から施行する。
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○福岡市中小企業振興条例

平成29年6月26日

条例第46号

福岡市中小企業振興条例(昭和48年福岡市条例第21号)の全部を改正する。

福岡・博多のまちは，アジアに近いという地理的特性から，「金印」や「鴻臚館」に象徴されるよう

に，古来，アジアと日本の交流の窓口として発展してきた。中世においては，博多湾に面する国際貿

易都市として，博多商人が活躍し，その進取，自由，自治の精神に富む気質は，脈々と受け継がれ，ま

ちに活力を生み出している。

今日，福岡市は，陸海空の交通の拠点を擁し，アジアに開かれた交流拠点都市として，国内外から

多くの人々が観光やビジネスのために訪れている。市民生活を支える卸売業，小売業，サービス業な

どに加えて，新たな経済の活力を生み出す情報関連産業，クリエイティブ産業などの創業や集積も

進んでおり，九州・西日本を代表する大都市として，また，日本経済を牽引する創業，成長の拠点とし

て発展を続けている。

こうした福岡市の発展の原動力となってきたのは，市内に所在する事業所の多くを占める中小企

業である。中小企業は，地域資源を活用し，創意工夫を凝らしながら，新しい商品やサービスの開発

などに積極的に挑戦している。また，その事業活動を通じて，市民の雇用や暮らしを支えるとともに，

地域社会においても，コミュニティの活性化，防災や災害時の対応などに，重要な役割を果たしてい

る。

しかしながら，急速な人口の減少，少子高齢社会の進展，自然災害リスクの増大など，深刻な社

会的課題に加え，世界経済の変動リスク，グローバル化に伴う国内外の企業間競争の激化，IoT，

ビッグデータ，人工知能等による第4次産業革命とも呼ぶべき技術革新など，中小企業は，これまで

にない経営環境の変化に直面している。

このような状況の下，人と環境と都市活力の調和がとれた都市として，生活の質の向上と都市の

成長の好循環を創り出していくためには，直面している経営環境の変化を新たなビジネスチャンスと

捉え，中小企業が自主的な経営の革新，第二創業やイノベーションの実現に果敢に挑戦するととも

に，福岡市における産業振興の特色である産学官の連携をさらに推し進め，中小企業の活動を，市，

中小企業支援団体等，金融機関等，大企業者，教育機関，大学等研究機関及び市民が一丸となっ

て支援していく必要がある。

よって，地域社会全体で中小企業の振興を図り，中小企業が生き生きと活動する，活力ある福岡

市の実現を図るため，ここに，この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は，中小企業が本市経済において果たす役割の重要性に鑑み，中小企業の振興

に関し，基本理念を定め，市の責務，中小企業者が努めるべき事項等を明らかにするとともに，中

小企業の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより，中小企業の振興を総合的かつ

計画的に推進し，もって中小企業の健全な発展，本市経済の活性化及び市民生活の向上に寄与

することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによ

る。

(1) 中小企業者　中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項の

中小企業者であって，市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 協同組合等　次に掲げる中小企業者の団体又はこれに準じるもので市長が認めたものを

いう。

ア 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業

協同組合，事業協同小組合，協同組合連合会，企業組合，協業組合，商工組合及び商工組

合連合会

イ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項の商店街振興組合及び商店街

振興組合連合会

ウ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3

条の生活衛生同業組合

(3) 中小企業支援団体等　商工会議所，商工会，協同組合等その他の中小企業に対する支援
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を行う団体又は個人をいう。

(4) 金融機関等　銀行，信用金庫，信用協同組合その他の金融機関及び信用保証協会であっ

て，市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(5) 大企業者　中小企業者以外の事業者であって，市内に事務所又は事業所を有するものを

いう。

(6) 教育機関　学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校その他の教育，学術又は文

化に関する事業を行う機関であって，市内においてこれらを行うものをいう。

(7) 大学等研究機関　学校教育法第1条の大学及び高等専門学校その他の研究開発を行う

機関であって，市内においてこれを行うものをいう。

(基本理念)

第3条 中小企業の振興は，中小企業者が経営基盤の強化，生産性の向上をはじめとする経営の

改善及び経営の革新(法第2条第2項の経営の革新をいう。以下同じ。)に自主的に努めるととも

に，市，国，関係地方公共団体，中小企業支援団体等，金融機関等，大企業者，教育機関，大学等

研究機関及び市民の協力を得ることを基本として，推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は，前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき，中小企業の振興に関

し，施策を総合的かつ計画的に策定し，及び実施しなければならない。

2 市は，前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては，中小企業者の実態の把握に努める

とともに，国，関係地方公共団体，中小企業者，中小企業支援団体等，金融機関等，大企業者，教

育機関，大学等研究機関及び市民と連携し，及び協力して効果的に実施するよう努めなければな

らない。

(中小企業者の努力)

第5条 中小企業者は，基本理念に基づき，経済的社会的環境の変化に対応して，自主的に経営基

盤の強化，生産性の向上をはじめとする経営の改善及び経営の革新を図るよう努めなければなら

ない。

2 中小企業者は，地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し，中小企業者相互の連携

及び協力に努め，その事業活動を通じて，地域社会の発展及び市民生活の向上に貢献するよう

努めるものとする。

3 中小企業者は，雇用の安定及び人材の育成並びに従業員の労働環境の整備及び福利厚生の

充実に努めるものとする。

4 中小企業者は，市が実施する中小企業の振興に関する施策(以下「中小企業振興施策」という。)

に協力するよう努めるものとする。

(中小企業支援団体等の役割)

第6条 中小企業支援団体等は，地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し，基本理

念に基づき，中小企業者が行う自主的な経営基盤の強化，生産性の向上をはじめとする経営の

改善及び経営の革新を図るための取組を積極的に支援するとともに，中小企業振興施策に協力

するよう努めるものとする。

(金融機関等の役割)

第7条 金融機関等は，事業活動を行うに当たっては，地域社会を構成する一員としての社会的責

任を自覚し，基本理念に基づき，中小企業者の経営努力を支援するよう努めるものとする。

2 金融機関等は，中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。

(大企業者の役割)

第8条 大企業者は，事業活動を行うに当たっては，地域社会を構成する一員としての社会的責任

を自覚し，基本理念に基づき，中小企業者との連携及び協力に努めるものとする。

2 大企業者は，中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。

(教育機関等の役割)

第9条 教育機関は，地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し，基本理念に基づき，

次世代を担う児童生徒等に対し教育活動を通じて，勤労及び職業に対する意識の啓発並びに中

小企業が果たす役割等に対する理解の促進に努めるものとする。

2 大学等研究機関は，地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し，基本理念に基づ

き，中小企業者との共同研究，中小企業者の技術の革新と向上を図るための支援及び中小企業

の振興に資する人材の育成を行うとともに，中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。
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(市民の理解と協力)

第10条 市民は，基本理念に基づき，中小企業が果たす役割並びに地域社会と中小企業との連携

の重要性を理解し，中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(経営基盤の強化)

第11条 市は，中小企業者の経営基盤の強化を促進するため，次に掲げる施策の推進を図るもの

とする。

(1) 中小企業者の経営に関する相談及び助言に関すること。

(2) 中小企業者に対する資金の供給の円滑化に関すること。

(3) 中小企業者が行う販路開拓の促進に関すること。

(4) 中小企業者の経営の承継の円滑化に関すること。

(5) 中小企業者における人材の確保及び育成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認めること。

(持続的発展の促進)

第12条 市は，中小企業者の持続的発展を促進するため，次に掲げる施策の推進を図るものとす

る。

(1) 商店街の振興に関すること。

(2) 伝統産業その他の地域資源や特産品に係る地場産業の振興に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか，市長が必要と認めること。

(多様で活力ある成長発展の促進)

第13条 市は，経済的社会的環境の変化に対応した，中小企業者の多様で活力ある成長発展を

促進するため，次に掲げる施策の推進を図るものとする。

(1) 中小企業者の創業及び第二創業(既に事業を営んでいる中小企業者が，事業の形態の転

換又は新しい事業若しくは分野に進出することをいう。)並びに経営の革新に関すること。

(2) 中小企業者の新商品及び新役務に係る研究開発，技術革新及び事業化の促進に関するこ

と。

(3) アジアをはじめとする海外市場への事業展開や海外需要の取込みの促進に関すること。

(4) 知識創造型産業(ソフトウェアの開発，半導体製品の設計その他の電子計算機を用いて情

報，知識等の知的資源を活用した製品開発を行う事業及びこれに付随するものをいう。)その他

の本市経済の次代を担う産業の振興に関すること。

(5) 観光及びMICE(国際会議その他の多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントをいう。)

の振興に関すること。

(6) 企業立地及び産業集積の促進に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認めること。

(小規模企業者への配慮)

第14条 市は，中小企業の振興に関する施策を講じるに当たっては，経営資源の確保が特に困難

であることが多い小規模企業者(法第2条第5項の小規模企業者であって，市内に事務所又は事

業所を有するものをいう。)の事情に配慮するよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第15条 市長は，規則で定めるところにより，組織化(中小企業者が第2条第2号に規定する事業協

同組合，事業協同小組合，企業組合，協業組合，商工組合及び商店街振興組合を組織することを

いう。)，集団化(独立行政法人中小企業基盤整備機構施行令(平成16年政令第182号)第3条第

1項第3号の事業又はこれに準じる事業で，市長が認めたものをいう。)及び共同施設(同項各号

(第3号を除く。)に掲げる事業を行うための施設又はこれらに準じる施設で，市長が認めたものを

いう。)の設置に要する助成金の交付その他の助成措置を講じることができる。

2 市は，前項に定めるもののほか，中小企業の振興に関する施策を実施するため，必要な財政上

の措置を講じるよう努めるものとする。

3 市は，工事の発注，物品及び役務の調達等に当たっては，予算の適正な執行並びに透明かつ公

正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ，中小企業者の受注の機会の確保に努め

るものとする。

(基本計画の策定)

第16条 市長は，中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な

計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

福岡市中小企業振興条例 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_hon...
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2 市長は，基本計画を策定しようとするときは，第18条第1項の福岡市中小企業振興審議会の意

見を聴かなければならない。

3 市長は，基本計画を策定したときは，速やかにこれを公表しなければならない。

4 前2項の規定は，基本計画の変更について準用する。

(実施状況の公表)

第17条 市長は，毎年度，中小企業の振興に関する施策の実施状況を公表しなければならない。

(中小企業振興審議会)

第18条 この条例の適正な運用を図り，本市の中小企業の振興に関し広く意見を反映させるた

め，市長の附属機関として福岡市中小企業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は，規則で定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。

附　則

(施行期日)

1 この条例は，平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による全部改正前の福岡市中小企業振興条例(以下「旧条

例」という。)の規定による助成を受けている中小企業者及び協同組合等に係る取扱いについて

は，この条例による全部改正後の福岡市中小企業振興条例(以下「新条例」という。)の規定にか

かわらず，なお従前の例による。

3 旧条例第16条第1項の規定により置かれた福岡市中小企業振興審議会は，この条例の施行の

日において，新条例第18条第1項の規定により置かれた審議会となり，同一性をもって存続する

ものとする。
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大分市中小企業振興基本条例  
目次 
前文 
第１章 総則（第１条―第１０条） 
第２章 中小企業の振興に関する基本的施策 
第１節 中小企業の振興に関する基本方針（第１１条） 
第２節 中小企業の振興に関する施策（第１２条―第１６条） 

第３章 施策を推進するための措置（第１７条―第１９条） 
第４章 雑則（第２０条） 
附則 
大分市は、古来より豊かな自然に恵まれた環境の中で、東九州の要衝の地

として栄え、特に、中世、大友宗麟公の時代には、西洋文化の華が咲き誇る

国内屈指の国際貿易都市となりました。近年では、昭和３９年の「新産業都

市｣指定を契機に、都市化が進み、東九州における経済産業活動の一大拠点

へと成長を遂げ、今日に至っています。  この間、大分市の中小企業は、戦後復興期や高度成長期、石油ショックや
金融危機など激動の時代を、的確な判断力と不屈の精神で乗り越え、本市の

経済を支えてきました。 
事業所数においては市内の９割以上、従業者数においては７割以上を占め

る中小企業は、産業振興や雇用確保のみならず消費機会の提供や税収の増加

をもたらしており、その成長と発展は、地域の活性化と市民福祉の向上とい

う好循環を生み出すなど、魅力と活力あるまちづくりの担い手として、なく

てはならない存在となっています。 
しかしながら、少子高齢社会の到来による人口減少と国内市場の縮小やグ

ローバル化による競争激化、地球環境・エネルギー問題の深刻化などにより、

中小企業を取り巻く環境は厳しさを増しており、斬新な発想や進取の精神の

もと、これまで以上の積極的な活動の展開が求められています。 
そこで大分市は、中小企業振興を市政の最重要政策の一つと位置付け、中

小企業の自助努力を基本に、市民、大企業、中小企業支援団体その他の関係

者、そして行政が一体となって、中小企業が将来にわたって輝き続けるとと

もに、勤労者がそこで働くことに生きがいを感じ、誇りに思える環境を実現

するため、この条例を制定します。 



第１章 総則 
（目的） 

第１条 この条例は、中小企業の振興に関し、基本理念、市の責務等及び施
策の基本となる方針を定め、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計

画的に推進することにより、中小企業の活性化を図り、もって本市経済の

持続的な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。  
（定義） 

第２条 この条例において「中小企業」とは、次の各号のいずれかに該当す
るもので、市内に事務所又は事業所（以下「事務所等」という。）を有す

るものをいう。 
⑴ 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定す
る中小企業者 

⑵ 前号に規定する中小企業者の事業の共同化のための組織 
２ この条例において「小規模企業」とは、中小企業基本法第２条第５項に
規定する小規模企業者で、市内に事務所等を有するものをいう。 

３ この条例において「中小企業支援団体」とは、商工会議所、商工会、中
小企業団体中央会その他中小企業の支援を行う団体で、市内に事務所を有

するものをいう。 
４ この条例において「金融機関等」とは、銀行、信用金庫、信用協同組合
その他金融の業務を行う事業者で、市内に本店又は支店を有するもの及び

信用保証協会をいう。 
５ この条例において「大企業」とは、第１項第１号に規定する中小企業者
以外の事業者（会社及び個人に限る。）で、市内に事務所等を有するもの

をいう。 
６ この条例において「学校」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）
第１条に規定する学校及び同法第１２４条に規定する専修学校で、市内に

存するものをいう。 
７ この条例において「大学等」とは、学校教育法第１条に規定する大学及
び高等専門学校並びに研究機関で、県内に存するものをいう。 

８ この条例において「市民」とは、次の各号のいずれかに該当するものを
いう。 
⑴ 市内に住所を有する者 
⑵ 市内に通勤し、又は通学する者 
⑶ 市内で事業を営み、又は活動する個人及び法人その他の団体  
（基本理念） 

第３条 中小企業の振興は、中小企業の自主的な努力及び創意工夫を尊重し
て推進されなければならない。 

２ 中小企業の振興は、豊かな自然、豊富な人材、多様な技術、バランスの
取れた産業構造その他本市が有する資源を総合的に活用して推進されな

ければならない。 
３ 中小企業の振興は、市、中小企業支援団体、金融機関等、大企業、学校
及び研究機関が中小企業とともに相互に連携して推進されなければなら

ない。 



４ 中小企業の振興は、特に小規模企業の経営面及び資金面に配慮するほ
か、中小企業の経営規模を勘案して推進されなければならない。  
（中小企業の自助努力） 

第４条 中小企業は、事業活動を計画的に行うとともに、自ら意欲を持って
創意工夫を重ね、その活動の維持改善及び人材育成に努めるものとする。 

２ 中小企業（第２条第１項第１号に規定する中小企業者に限る。）は、事
業の共同化を図るとともに、組合等を組織し、加入する等、相互の連携及

び協力を図るよう努めるものとする。 
３ 中小企業は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識すると
ともに、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与す

るよう努めるものとする。  
（市の責務） 

第５条 市は、第３条に定める基本理念にのっとり、中小企業支援団体その
他の関係者と連携し、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するとともに、その施策の推進に当たり、必要な情報の収集及び提供

を行うものとする。  
（中小企業支援団体の責務） 

第６条 中小企業支援団体は、中小企業に対し、その事業活動に必要な情報
を提供するとともに、経営改善及び創業の支援を行うものとする。  
（金融機関等の役割） 

第７条 金融機関等は、中小企業の円滑な資金調達及び経営改善に協力する
よう努めるものとする。  
（大企業の役割） 

第８条 大企業は、自らの事業活動において中小企業が果たす役割の重要性
を認識し、中小企業と連携し、及び協力するよう努めるものとする。 

２ 大企業は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識するとと
もに、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるも

のとする。  
（学校及び大学等の役割） 

第９条 学校は、社会見学、職場体験活動等を通し、望ましい勤労観・職業
観を育てるなどキャリア教育を推進し、地域の次世代を担う人材の育成に

協力するよう努めるものとする。 
２ 大学等は、中小企業が行う研究及び人材育成のための協力その他必要な
協力を行うよう努めるものとする。  
（市民の理解と協力） 

第１０条 市民は、中小企業の振興が、本市経済の発展、雇用の創出及び市
民生活の向上につながることを理解し、地域商店の利用、市内産品・製品

の活用その他の活動を通じて中小企業の振興に協力するよう努めるもの



とする。  
第２章 中小企業の振興に関する基本的施策  
第１節 中小企業の振興に関する基本方針 

第１１条  市は、次に掲げる中小企業の振興に関する基本的な方針に基づ
き、必要な施策を講ずるものとする。 
⑴ 経営基盤の強化を図ること。 
⑵ 経営の拡大及び新分野への進出を促進すること。 
⑶ 創業を促進すること。 
⑷ 人材の確保及び育成並びに事業環境の整備を図ること。 
⑸ 中小企業の活用により地域内の経済循環を創出すること。  

第２節 中小企業の振興に関する施策 
（経営基盤の強化） 

第１２条 市は、中小企業の経営基盤の強化を図るため、次に掲げる施策そ
の他必要な施策を講ずるものとする。 
⑴ 経営に関する相談及び指導の充実 
⑵ 円滑な資金調達の支援 
⑶ 販路開拓の支援及び取引のあっせん 
⑷ 情報通信技術の活用支援 
⑸ 円滑な事業承継の支援 
⑹ 個別企業に対する支援体制の強化  
（経営の拡大及び新分野への進出の促進） 

第１３条 市は、中小企業の経営の拡大及び新分野への進出を促進するた
め、次に掲げる施策その他必要な施策を講ずるものとする。 
⑴ 産業集積の促進 
⑵ 産学官連携等による新技術及び新商品の開発の支援 
⑶ 地域資源を活用したツーリズムの振興 
⑷ 農商工連携の促進 
⑸ 海外における事業展開の支援及び情報提供 
⑹ 知的財産の適切な活用の促進  
（創業の促進） 

第１４条 市は、創業を促進するため、次に掲げる施策その他必要な施策を
講ずるものとする。 
⑴ 創業に関する情報及び機会の提供並びに相談体制の充実 
⑵ 創業のための事業計画策定及び資金調達の支援  
（人材の確保及び育成並びに事業環境の整備） 

第１５条 市は、中小企業の人材の確保及び育成並びに事業環境の整備を図
るため、次に掲げる施策その他必要な施策を講ずるものとする。 
⑴ 従業員の職業能力開発並びに技術及び技能の継承の促進並びに後継
者の育成の支援 

⑵ 中小企業への就労促進 



⑶ キャリア教育の推進 
⑷ 女性、高齢者及び障がい者が就労しやすい環境の整備 
⑸ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和をいう。）の促進及び
勤労者福祉の充実の支援 

⑹ 下請取引の適正化  
（中小企業の活用による地域内の経済循環の創出） 

第１６条 市は、中小企業の活用により地域内の経済循環を創出するため、
次に掲げる施策その他必要な施策を講ずるものとする。 
⑴ 中小企業の製品、技術及びサービスに関する情報の提供 
⑵ 市内の農林水産物、鉱工業品その他地域資源の活用の促進 
⑶ 柔軟な発注方式による受注機会の拡大  

第３章 施策を推進するための措置 
（意見の聴取） 

第１７条 市は、中小企業の振興に関する施策を推進するに当たっては、中
小企業の実態を把握するため、中小企業をはじめとする関係者の意見を広

く聴く機会を設けるものとする。  
（計画の策定） 

第１８条 市は、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進す
るための計画を策定するものとする。 

２ 市は、前項の計画を策定したときは、その内容を公表するものとする。 
３ 前項の規定は、計画の変更について準用する。  
（財政上の措置） 

第１９条 市は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政
上の措置を講ずるよう努めるものとする。  

第４章 雑則 
（委任） 

第２０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  
附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
（大分市中小企業振興条例の廃止） 

２ 大分市中小企業振興条例（昭和４６年大分市条例第４９号）は、廃止す
る。  （大分市税条例の一部改正） 

３ 大分市税条例（昭和３８年大分市条例第１０７号）の一部を次のように
改正する。 
第９７条の２第１号中「大分市中小企業振興条例」を「大分市中小企業

振興基本条例（平成２６年大分市条例第３７号）附則第２項の規定による

廃止前の大分市中小企業振興条例」に改める。 



熊本市中小企業・小規模企業振興基本条例
平成３１年（２０１９年）４月１日施行

熊本市は、九州の中央に位置する地理的特性を生かし、九州における行政機能の中心的な役割を担い栄えて
きた。また、本市経済は、清冽な水と肥沃な大地をはじめとした豊かな地域資源を生かし、商業及びサービス業を
中心としながら、農業を基盤とした産業も発達させ、九州屈指の拠点都市として今日の発展を遂げてきた。
その発展のための大きな力となったのは、本市の事業者のほとんどを占める中小企業者であり、その多くは従
業員が少ない小規模な事業者や個人事業者である。こうした本市の中小企業者・小規模企業者は、これまで、生
産、流通等の本市の経済活動及び地域の歴史、伝統、文化等の全般において重要な役割を果たすとともに、地域
におけるまちづくりの担い手として、雇用と経済を支え、市民生活の向上をもたらしてきた。
近年、経済活動の国際化、少子高齢化や人口減少社会の急速な進展等により、経済的社会的環境が大きく変
化するとともに、経営者の高齢化や後継者不足等、本市の中小企業者・小規模企業者は、極めて厳しい経営環境
に置かれているものの、本市経済においてこれまでにも増して大きな役割を果たしていくことが強く期待されている。
本市が今後ますます経済を発展させ、さらには熊本県全体の経済の発展を主導していくためには、自主的な努
力を基本としつつ経営の向上に取り組む中小企業者・小規模企業者を社会全体で支援し、希望と活力を与えるこ
とにより、その健全な発展を促進し、中小企業・小規模企業の振興を図ることが不可欠である。
とりわけ、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業については、その地域における役割の重要
性に鑑み、小規模企業を中心に据えた新たな施策の体系を構築すべく、国において小規模企業振興基本法（平
成26年法律第 94号）が制定されており、本市でも、より一層小規模企業の持続的発展を図るための諸施策を推
進していく必要がある。
そこで、中小企業・小規模企業の振興に向けた基本理念等を明らかにし、施策を総合的に実施するため、この条
例を制定する。
（目的）
第１条 この条例は、中小企業が本市経済において果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の振興の基本となる
事項を定め、中小企業者の健全で持続可能な発展及び市民生活の向上を図ることを目的とする。
（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項各号に規定するものをいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第２条第５項に規定するものをいい、個人事業者を含む。
(3) 中小企業団体 商工会議所、商工会、中小企業団体中央会その他の中小企業に関する団体をいう。
(4) 大企業者 中小企業者以外の事業者をいう。
（基本理念）
第３条 中小企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 中小企業者の創意工夫及び自主的な努力を促進すること。
(2) 人材、技術、産業基盤、自然、歴史、伝統、文化等の地域資源の持続的な活用を図ること。
２ 小規模企業の振興は、小規模企業者の経営資源に大きな制約があることを踏まえ、その活力が最大限に発揮
され、事業の持続的な発展が図られることを旨として行われなければならない。
（市の責務）
第４条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、中小企業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施
するものとする。
２ 市は、中小企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、国、熊本県その他関係地方公共団体、中小企
業者、中小企業団体、大企業者、大学等の研究機関、金融機関等の関係団体及び市民と協力して、効果的に実
施するよう努めるものとする。
３ 市は、中小企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、経営資源の確保が困難であることが多い小規
模企業者の事情に配慮するよう努めるものとする。
（中小企業者等の努力等）
第５条 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に応じ、自主的にその経営の向上及び改善に努めるものとす
る。
２ 中小企業者は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するととも
に、中小企業者相互の連携及び協力に努めるものとする。
３ 中小企業者は、雇用機会の確保及び人材の育成に努めるものとする。
４ 中小企業者は、中小企業団体が中小企業の振興に関する活動を実施するときは、当該活動に協力するよう努
めるものとする。
５ 小規模企業者は、経済的社会的環境の変化に応じ、事業の持続的な発展を図るため、自主的にその円滑か
つ着実な事業の運営を図るよう努めるものとする。
６ 小規模企業者以外の者であって、その事業に関し小規模企業と関係があるものは、市が行う小規模企業の振
興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。



（中小企業団体の役割）
第６条 中小企業団体は、中小企業者の事業活動を支援し、又は事業活動を行うに当たっては、中小企業者とと
もに、第３条に規定する基本理念の実現に主体的に取り組み、特に小規模企業者に対しては、きめ細かな支援
と対策を講じるよう努めるものとする。

（大企業者の役割）
第７条 大企業者は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚すると
ともに、中小企業者との連携及び協力に努めるものとする。
２ 大企業者は、中小企業の振興が本市経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、市が実施する中
小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
（市民の理解と協力）
第８条 市民は、中小企業の振興が本市経済の活性化及び市民生活の向上に資することを理解し、その健全な
発展に協力するよう努めるものとする。
（施策の基本方針）
第９条 市は、中小企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、支援体制の充実及び強化を図りながら、
次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 中小企業者の経営の革新及び創業の促進を図ること。
(2) 中小企業者の新製品、新技術等を利用した事業活動の促進を図ること。
(3) 中小企業者の事業活動に必要な人材の育成及び確保並びに資金供給の円滑化を図ることにより、中小
企業者の経営基盤の強化を促進すること。

(4) 市が行う工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な
競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大に努めること。

２ 前項各号に掲げる事項のほか、市は、小規模企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、関係者相
互の連携及び協力を推進し、その事業の持続的な発展を図ることができるよう、次に掲げる事項を基本として
行うものとする。
(1) 多様な需要に応じた商品の販売又は役務の提供の促進及び新たな事業の展開の促進を図ること。
(2) 経営資源の有効な活用並びに小規模企業に必要な人材の育成及び確保を図ること。
(3) 地域経済の活性化並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に資する小規模企業の事業活動の推進

を図ること。
(4) 小規模企業への適切な支援を実施するための支援体制の整備を図ること。
（財政上の措置）
第１０条 市は、中小企業の振興に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとす

る。
（中小企業活性化会議）
第１１条 市長の附属機関として、熊本市中小企業活性化会議（以下「会議」という。）を置く。
２ 会議は、市長の諮問に応じ、第９条に掲げる基本方針に基づく中小企業の振興に関する施策その他の事項を

審議するものとする。
３ 前２項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
（議会への報告）
第１２条 市長は、毎年、議会に中小企業の振興に関する施策の実施状況並びに会議における審議の経過及び

結果を報告しなければならない。
（基本計画）
第１３条 市は、第４条第１項の規定に基づく中小企業の振興に関する施策を計画的かつ効果的に実施するため

の基本的な計画を策定するものとする。

附 則
この条例は、平成２５年４月１日から施行する。
附 則
この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

お問い合わせ
熊本市 経済観光局 産業部 経済政策課
TEL: 096-328-2375
E-mail: keizaiseisaku@city.kumamoto.lg.jp



○那覇市中小企業振興基本条例

平成22年12月24日

条例第30号

私たちの住む那覇市は、亜熱帯海洋性気候に育まれた琉球諸島の拠点都市であり、古くは、琉球

王国の王都として、アジア諸国との交易や交流により政治、経済及び文化の中心地として繁栄してき

た。第二次世界大戦の戦禍により、市内は焼け野原となったが、“奇跡の1マイル”と呼ばれた国際

通りやマチグヮーに象徴されるように、沖縄県を代表する商都として、また観光交流都市として発展

を遂げてきた。

そのなかにあって、市内の事業所の大多数を占める中小企業は、経済の活性化や雇用の担い手

として重要な役割を果たし、地域の発展と市民生活の向上に大きく貢献してきた。

那覇市が将来にわたり、豊かな地域環境を保全し持続可能な発展を図るためには、中小企業の

振興による雇用の増大や所得の向上により、さらなる地域経済の活性化を実現する必要がある。そ

れにより市税の増収などをとおして都市経営の安定につながり、市民サービスの向上や魅力ある那

覇のまちづくりが実現されるなどの好循環が生み出される。

本市は、中小企業の振興を重要課題と位置付け、関係者が協働して地域経済の振興を図るため、

この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、地域経済において重要な役割を果たしている中小企業の振興の基本となる事

項を定めるとともに、関係者の責務等を明らかにすることにより、中小企業の振興を図り、もって地

域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者　中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号まで

のいずれかに該当する者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 中小企業団体　中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項

に規定する中小企業団体、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定す

る商店街振興組合及び商店街振興組合連合会並びにこれらに準ずる団体で市長が特に認め

るものをいう。

(3) 大企業者等　事業者、企業団体、経済団体等であって中小企業者又は中小企業団体でな

いものをいう。

(4) 商店街　小売業、飲食業、サービス業等を営む店舗が集積している地域をいう。

(5) 商店会　商店街にあって、主として小売業又はサービス業を営む者で構成され、これらの事

業者の事業の健全な発展及び商店街の振興に寄与することを目的として組織された団体をい

う。

(基本方針)

第3条 中小企業の振興は、中小企業者及び中小企業団体(以下「中小企業者等」という。)の自ら

の創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県その他の機関(以下「国等」という。)との連携

を図り、協力を得ながら、市の地域特性に応じた施策を事業者、市民、NPO及び市が協働して推

進することを基本とする。

(基本的施策)

第4条 前条の規定に基づく基本的施策は、次のとおりとする。

(1) 中小企業者の経営の革新及び創業の促進を図ること。

(2) 中小企業の経営基盤の強化を図ること。

(3) 中小企業者の資金調達の円滑化を図ること。

(4) 経済的社会的環境の著しい変化への中小企業者の適応の円滑化を図ること。

(5) 観光需要の創出により、市内消費の拡大を図ること。

(6) 商店街の振興を図ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、中小企業の振興のため必要と認められる事項

(市の責務)

第5条 市は、前条の基本的施策を実施するに当たっては、社会経済情勢の変化に対応した適切な

措置、国等との連携及び協力による施策の推進並びに必要に応じて国等に対する施策の充実及
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び改善の要請を行うものとする。

(中小企業者等の責務)

第6条 中小企業者等は、経営基盤の強化、人材の育成及び従業員の福利厚生の充実、雇用の安

定等に自主的に取り組むとともに、地域環境との調和及び消費生活の安全確保に十分配慮する

ものとする。

(商店街における事業者等の責務)

第7条 商店街における事業者は、商店街の振興に相互に協力して取り組むとともに、次に掲げる

事項を行うように努めるものとする。

(1) 自らの意思により又は商店会から要請があったときは、商店会に加入すること。

(2) 商店会が商店街の振興に関する事業を実施するときは、応分の負担をすること。

2 商店会は、前項各号に掲げる事項に関し、商店街における事業者の協力を得るために必要な措

置を講ずるものとする。

(大企業者等の努力)

第8条 大企業者等は、中小企業と大企業がともに地域社会の発展に欠くことのできない重要な役

割を果たしていることを認識し、中小企業者等とともに地域経済の振興に努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第9条 市民は、中小企業の振興が市民生活の向上及び地域経済の活性化に寄与することを理解

し、その健全な発展に協力するように努めるものとする。

(施策の公表)

第10条 市長は、毎年、中小企業の振興に関する主たる施策の実施状況を取りまとめ、これを公表

するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

付　則

この条例は、公布の日から施行する。
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熊谷市中小企業振興条例

熊谷市中小企業等振興条例（平成１７年条例第１９８号）の全部を改正する。

熊谷市は、事業所の多数を中小企業が占め、中小企業は地域の経済基盤とし

て、市民の雇用や暮らしを支えるとともに、生産、流通等の経済活動の全般に

わたり重要な役割を果たしている。

しかし、少子高齢化の進展や経済のグローバル化に加え、産業の情報化等に

よる影響により、中小企業を取り巻く環境は大きく変化している。

中小企業がこのような急激な変化に対応し、持続的に成長発展していくため

には、中小企業者自らによる経営基盤の強化はもとより、経営の革新が求めら

れている。

そして、市、中小企業者、経済団体、大企業者及び大学等の多様な機関の連

携を促進するとともに、市民の理解と協力により、意欲ある中小企業を育てて

いく環境を整えていくことが重要である。

よって、ここに市の責務及び中小企業者等の役割を明らかにし、中小企業の

振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、本市の中小企業の振興に関し、基本理念を定めるととも

に、市の責務及び中小企業者等の役割を明らかにすることにより、中小企業

の振興に関する施策（以下「中小企業振興施策」という。）を総合的かつ計画

的に推進し、もって本市の経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを

目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

⑴ 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１

項に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するもの

をいう。

⑵ 経済団体 商工会議所、商工会、商店街振興組合法（昭和３７年法律第

１４１号）第２条第１項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連

合会その他これらに類する中小企業者を構成員とする団体であって、市内

に主たる事務所を有するものをいう。

⑶ 大企業者 中小企業者以外の事業者であって、市内に事務所又は事業所

を有するものをいう。



⑷ 大学等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学、

同法第１２４条に規定する専修学校その他これらに準ずる教育又は研究を

行う機関であって、市内に所在するものをいう。

（基本理念）

第３条 中小企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければな

らない。

⑴ 中小企業者の創意工夫及び自主的な努力が尊重されること。

⑵ 中小企業者の経済的及び社会的な環境変化への円滑な適応が図られるこ

と。

⑶ 市、中小企業者、経済団体、大企業者及び大学等（以下「中小企業者等」

という。）の相互の協力の下に行われること。

（市の責務）

第４条 市は、前条の基本理念にのっとり、中小企業振興施策を策定し、及び

実施するものとする。

２ 市は、中小企業振興施策を策定し、及び実施するに当たっては、中小企業

に係る次に掲げる事項を基本として行うものとする。

⑴ 経営基盤の強化の支援を図ること。

⑵ 経営の革新の支援を図ること。

⑶ 人材の育成及び確保の支援を図ること。

⑷ 創業及び事業の承継の支援を図ること。

（中小企業者の役割）

第５条 中小企業者は、自らの創意工夫及び自主的な努力により、経営基盤の

強化、経営の革新並びに人材の育成及び確保に努めるものとする。

２ 中小企業者は、中小企業振興施策及び経済団体が行う中小企業の振興に関

する活動に協力するよう努めるものとする。

３ 中小企業者は、地域社会を構成する一員として、経済団体へ積極的に加入

するよう努めるとともに、中小企業者等との連携の下、地域社会との調和を

図るよう努めるものとする。

（経済団体の役割）

第６条 経済団体は、中小企業が本市での経済活動において果たす役割の重要

性を理解するとともに、中小企業者自らの創意工夫及び自主的な努力により

経営基盤の強化、経営の革新並びに人材の育成及び確保を図ることができる

よう必要な支援を行うよう努めるものとする。

２ 経済団体は、中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。



（大企業者の役割）

第７条 大企業者は、中小企業振興施策及び経済団体が行う中小企業の振興に

関する活動に協力するよう努めるものとする。

２ 大企業者は、地域社会を構成する一員として、経済団体へ積極的に加入す

るよう努めるとともに、中小企業者等との連携の下、地域社会との調和を図

るよう努めるものとする。

（大学等の役割）

第８条 大学等は、人材の育成及び研究成果の普及を通じて中小企業振興施策

に協力するよう努めるものとする。

（市民の理解及び協力）

第９条 市民は、中小企業の振興が本市の経済の発展及び市民生活の向上にお

いて果たす役割の重要性を理解するとともに、中小企業の健全な成長発展に

協力するよう努めるものとする。

（財政上の措置）

第１０条 市は、中小企業振興施策を推進するため、必要な財政上の措置を講

ずるよう努めるものとする。

（市からの受注機会の増大）

第１１条 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等においては、予算の適正

な執行に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大に努めるものとする。

（委任）

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に改正前の熊谷市中小企業等振興条例（以下「改正

前の条例」という。）第４条第２項、第５条第２項、第６条第２項、第９条第

２項又は第１０条第３項の規定により助成金の交付の申請を行っている者又

は助成金の交付の決定を受けている者については、改正前の条例第４条第２

項、第５条第２項、第６条第２項、第９条第２項、第１０条第３項及び第１

５条から第１７条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。



３ この条例の施行の際現に改正前の条例第７条第１項又は第８条の規定に

より改正前の条例第３条第１項に規定する助成金等の交付の申請を行って

いる者又は同項に規定する助成金等の交付の決定を受けている者については、

改正前の条例第７条、第８条、第１３条及び第１５条から第１７条までの規

定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第８条、第

１３条、第１６条及び第１７条の規定中「助成金等」とあるのは、「助成金及

び利子補助金」とする。

４ この条例の施行の際現に改正前の条例第１１条第１項の規定により融資の

あっせんの申込みを行っている者又は融資のあっせんの決定を受けている者

については、改正前の条例第１１条、第１２条及び第１５条から第１７条ま

での規定は、なおその効力を有する。この場合において、第１６条及び第１

７条の規定中「助成金等」とあるのは、「利子補助金及び信用保証料補助金」

とする。

改正前の条例第４条第

２項

前項 改正前の熊谷市中小企業等

振興条例第４条第１項各号

改正前の条例第６条第

２項

前項 改正前の熊谷市中小企業等

振興条例第６条第１項各号

改正前の条例第９条第

２項

前項 改正前の熊谷市中小企業等

振興条例第９条第１項各号

改正前の条例第１０条

第３項

第１項第２号 改正前の熊谷市中小企業等

振興条例第１０条第１項第

２号

中小企業等 本市の中小企業者及び中小

企業団体等

改正前の条例第１６条 助成金等 助成金

改正前の条例第１７条 助成金等 助成金


