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骨子案の構成
項目 内容

前文
○自然、地理、歴史的特徴
○中小企業・小規模企業の重要性・現状（内容を修正）
○中小企業・小規模企業振興に対する考え方（内容を修正）

目的

○基本理念及び施策の基本方針を規定

○市の責務、中小企業支援機関、金融機関等、大企業者その他関係者の役割等を明らかにし
施策を総合的に推進
○本市経済の健全な発展及び市民生活の向上

定義 中小企業者、小規模企業者、中小企業支援機関、金融機関等、大企業者

基本理念

○中小企業・小規模企業者の創意工夫及び自主的な努力を前提

○多様な事業活動を通じて地域経済を活性化させ、就業機会を増大する等市民生活の向上に
貢献する重要な存在との認識の下に推進

○市、中小企業支援機関、金融機関等、大企業者その他関係者が相互に連携し協力して推進
○小規模企業の振興は、企業規模及び形態を踏まえ多様な主体との連携・協力によって行う

施策の基本方針

○経営相談及び助言
○経営革新及び創業の促進
○販路開拓
○経営資源の確保
○資金調達の円滑化
○人材の育成及び確保
○地場産業の振興
○多様な人材が働きやすい労働環境の整備

市の責務 ○基本理念及び基本方針に基づき施策を総合的に策定し実施

中小企業者・小規
模企業者の努力

○自主的に経営改善及び向上に努める
○地域社会を構成する一員としての社会的責任、地域社会への貢献
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骨子案の構成
項目 内容

中小企業支援機関の
役割

○経営改善及び向上並びに経営革新に向けた中小企業・小規模企業の取組を積極的に
支援
○市の施策への協力

金融機関等の役割
○円滑な資金供給、経営改善及び向上・経営革新への支援
○市の施策への協力

大企業者の役割

○地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚

○地域経済及び市民生活にとって重要な中小企業・小規模企業の事業活動を理解し、連
携・協力
○市の施策への協力

関係機関の連携
○市、中小企業支援機関、金融機関、大企業者、教育機関その他関係者が基本理念に
のっとり連携・協力して一体的に施策に取り組む

市民の理解と協力
○中小・小規模企業の振興が雇用、本市経済の活性化及び市民生活の向上に寄与する
ことを理解し、健全な発展に協力

小規模企業者への配
慮

○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
○多様な主体と連携・協力して小規模企業者の事業の持続的発展に資する

市内経済循環の促進

○市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たって、中小企業者・小規模企業者の
受注の機会の増大に努める

○中小企業者、小規模企業者及び大企業者は、事業活動を行うに当たって、中小企業
者・小規模企業者の物品等（工事及び役務を含む。以下同じ。）の積極的な活用に努める
○市民は、中小企業者・小規模企業者の物品等の積極的な利用に努める

施策への反映
○中小企業支援機関等の意見を聴取
○中小企業者・小規模企業者の実態把握

財政上の措置 ○必要な財源の確保を図り、財政上の措置を講じるよう努める 3



前文

○南は有明海に面し、北は脊振・天山山系を頂く水の恵み豊かな自然環境

○九州北西部のほぼ中央に位置し、東アジアを臨む国内外に開かれた地理的特徴

【地理的・自然的特徴】

【歴史的特徴】

○江戸時代には長崎街道が佐賀城下を東西に貫き様々な人や物が往来して独自の文化・産業が発展

○幕末期には西洋の科学技術を取り入れて日本で初めて反射炉による鉄製大砲の鋳造や実用蒸気船
の建造に成功、佐賀藩は日本で最も近代化された藩の一つに成長

○幕末期に培われた技術は佐賀市で興業した数々の企業に承継、地域経済発展の原動力となった。

【中小企業の重要性・現状】

○事業所の大多数を占める中小企業・小規模企業が地域の雇用と経済を力強く支えてきた。

○人口減少や少子高齢化による社会構造の変化、技術革新や人口の流動化の進行等により、中小企
業・小規模企業の経営環境は大きな変化に直面

○佐賀市が持続的に発展するため、中小企業・小規模企業の意欲的な経営努力を地域の多様な主体
が連携し、一体となって支援
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【中小企業・小規模企業振興に対する考え方】

○地域の雇用と経済を支える中小企業の振興は佐賀市にとって重要な課題

○中小企業・小規模企業がこの地で受け継いできた有形無形の価値を承継

○持続可能で活力ある地域経済の実現を目指す。 4



前文

 佐賀市の地理的・自然的特徴や、経済的，社会的に発展した歴史的な背景を示すとともに，本市
における中小企業の重要性や，市の中小企業振興に対する考え方を記述しています。

 この条例を制定する意義、佐賀市における中小企業・小規模企業の重要性などを誰に対しても分
かりやすく説明するため、前文はできるだけ平易な表現で記述します。

 域内販路が占める割合の多い佐賀市では、中小企業の振興が市民生活に及ぼす影響が大き
く、佐賀市にとって重要な課題であることを明らかにします。

 中小企業の振興は、時代の変化に対応して創意工夫する中小企業の自主的な経営努力を前
提として、その事業活動を地域が連携して一体的に支援することによって行います。

 この条例は、中小企業・小規模企業の価値の承継と、地域経済の持続可能で活力ある発展を
目指して制定します。
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目的及び基本理念

○中小企業・小規模企業の振興に関する基本理念及び施策の基本方針を定める。

○市の責務、中小企業支援機関、金融機関等、大企業者その他関係者の役割等を明らかにし、施策を
総合的に推進する。

○本市経済の健全な発展及び市民生活の向上を図る。

【目的】

 この条例を制定する目的を規定しています。

 中小企業・小規模企業の振興に関する基本的な方向性や姿勢を定めるものであり，本市経済
の健全な発展及び市民生活の向上に寄与することを規定しています。

○中小企業・小規模企業の創意工夫及び自主的な努力を促進

○多様な事業活動を通じて地域経済を活性化させ、就業機会を増大する等市民生活の向上に貢献す
る重要な存在との認識の下に推進

○市、中小企業支援機関、金融機関等、大企業者その他関係者が相互に連携し協力して推進

○小規模企業の振興は、経営規模及び形態を踏まえ、多様な主体との連携協力によって事業の持続
的な発展を図る

【基本理念】

 中小企業・小規模企業の振興に関する基本的な考え方を規定しています。

 中小企業・小規模企業の自主的な努力と創意工夫を前提として、その振興が進められるべきで
あることを明確にしています。

 中小企業・小規模企業は、事業活動によって地域経済を活性化させるのみならず、多様な活動
を通じて地域社会の発展に貢献する存在であるとの共通認識を持つべきことを明確にしていま
す。 6



定義

○中小企業者 中小企業基本法２条１項に規定する中小企業者であって，市内に事務所等を有するもの

○小規模企業者 中小企業法２条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

○中小企業支援機関 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、
市内に事務所等を有するもの

○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であって市内に事務所等を有するも
の及び佐賀県信用保証協会

○大企業者 中小企業者以外の者であって、市内に事務所等を有するもの

【定義】

 この条例に使用している用語のうち、その意味するところを明確にする必要があるものについて規定
しています。

《参考》
中小企業基本法（抜粋）
（中小企業者の範囲及び用語の定義）
第２条この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策
が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
（１）資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が３００人以下の会社及び個人であって、製造業、
建設業、運輸業その他の業種（次号から第４号までに掲げる業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの
（２）資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人であって、卸売業に
属する事業を主たる事業として営むもの
（３）資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人であって、サービ
ス業に属する事業を主たる事業として営むもの
（４）資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が５０人以下の会社及び個人であって、小売業
に属する事業を主たる事業として営むもの。

５この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサービス業に属する事業を主たる事業と
して営む者については、５人）以下の事業者をいう。 7



施策の基本方針

○経営に関する相談及び助言に関すること。

○経営革新及び創業の促進を図ること。

○販路開拓の促進を図ること。

○経営資源の確保を図ること。

○資金調達の円滑化を図ること。

○人材の育成及び確保を図ること。

○地場産業の振興を図ること。

○多様な人材が働きやすい労働環境の整備に関すること。

【施策の基本方針】

 条例の基本理念を施策に移していくための、中小企業・小規模企業の振興に関する基本的な方
針を定めています。
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市の責務

○基本理念及び基本方針に基づき、施策を総合的に策定し、実施する。

【市の責務】

 中小企業及び小規模企業の振興に関する佐賀市の責務を規定しています。この条例における市の
役割は、非常に重要であるため、「責務」として定めました。

 市は、基本理念及び施策の基本方針に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合
的に策定し、実施することとします。
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中小企業者・小規模企業者の努力

○自主的に経営の改善及び向上を図るよう努める。

○地域社会の一員としての社会的責任を認識し、多様な活動を通じてより良い地域社会の実現に貢献
するよう努める。

【中小企業者・小規模企業者の努力】

 中小企業者・小規模企業者の役割として、中小企業者・小規模企業者の努力を定めています。基
本理念にもあるとおり、中小企業・小規模企業振興の着実な推進には、事業者の自主的な努力が
まず必要であり、これを明確にしています。

 中小企業者・小規模企業者は地域の防災活動や行事への参画等、地域社会の発展に重要な役割
を果たしていることから、地域の担い手としての役割を期待するものです。
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役割

○中小企業者・小規模企業者の経営改善及び向上並びに経営革新を図る取組みを積極的に支援

○市が行う施策に協力するよう努める。

【中小企業支援機関の役割】

 中小企業支援機関は、中小企業者・小規模企業者に対して、様々な支援を行うことを主要な目的と
した団体であることから、その取組を積極的に支援する役割を求めています。

 施策の実施に当たっては、中小企業支援機関と連携し、効果的な支援を行うことが重要となるため、
役割を求める団体には市の施策への協力を求めています。

 中小企業支援機関とは、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会などの団体です。

○中小企業者・小規模企業者の円滑な資金供給、経営改善及び向上並びに経営革新を支援

○市が行う施策に協力するよう努める。

【金融機関等の役割】

 円滑な資金調達は、事業を維持発展させる上で極めて重要です。そこで、金融機関には、中小企業
者・小規模企業者の資金調達及び経営改善等を支援する役割を求めています。

 中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」の認定を受けた金融機関には、専門性
の高い支援を行うことが期待されています。

 信用保証協会は、中小企業者・小規模企業者の円滑な資金調達を促進する役割を担うとともに、金
融機関と連携して経営支援を強化することが求められているため、「金融機関等」として規定していま
す。 11



役割

○地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚

○地域経済、市民生活にとって重要な中小企業者・小規模企業者の事業活動を理解し、連携・協力

○市が行う施策に協力するよう努める。

【大企業者の役割】

 「大企業者の役割」について定めています。大企業は中小企業・小規模企業と比較し、企業数は少
ないものの、多くの労働者を雇用しており、地域社会や中小企業・小規模企業の事業活動に対して、
大きな影響力を有しています。大企業には、地域経済及び市民活動に重要な役割を担い、企業規
模や形態が様々な中小企業者・小規模企業者の事業活動に対して理解を深めるとともに、連携・協
力する社会的役割を求めています。

 中小企業基本法第７条第３項で「中小企業者以外のものであって、その事業に関し中小企業と関係
があるものは、国及び地方公共団体が行う中小企業に関する施策の実施について協力するように
しなければならない」と規定されており、中小企業・小規模企業の振興に関する市の施策への協力
を求めています。
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関係機関の連携

○施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、市、中小企業支援機関、金融機関、大企業者、教育
機関その他関係者が、相互に連携・協力し、一体的な支援を行うよう努める。

【関係機関の連携】

 施策の推進に当たって、各機関が連携し一体的な支援を行うことを定めています。

 中小企業・小規模企業に対して効果的な支援を行うには、関係機関が相互に連携、協力することが
重要となります。

 中小企業・小規模企業の人材の育成及び確保には、高校や大学との連携が必要となる場合がある
ため、連携先として教育機関を規定しています。

 その他関係者として、消費者団体、中小企業組合、弁護士会、税理士会、社労士会等のいわゆる
「士業団体」等を想定しています。
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市民の理解と協力

○中小企業・小規模企業の振興が本市経済の活性化、雇用の創出及び市民生活の向上に寄与するこ
とを理解し、その健全な発展に協力するよう努める。

【市民の理解と協力】

 中小企業・小規模企業の振興を進めるための市民の役割として、中小企業・小規模企業に関す
る「市民の理解と協力」について定めています。

 中小企業・小規模企業の振興が、結果として本市経済の活性化、雇用の創出及び市民生活の
向上につながることを理解、中小企業の振興に協力することを求めています。

 「協力するよう努める」とは、市民に対して協力することを義務づけるものではなく、あくまで自発
的な協力を期待するものです。
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小規模企業者への配慮

○施策の実施に当たっては、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

○多様な主体と連携・協力して小規模企業者の事業の持続的発展に資するよう努める。

【小規模企業者への配慮】

 施策の実施に当たって、小規模企業者の事業に配慮することを規定しています。

 個人事業主や企業規模が小さい小規模企業の振興については、経営資源の確保が困難である
など、中小企業とは異なる視点から支援が必要となる場合があるため、規定しています。
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市内経済循環の促進

○市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たって、中小企業者・小規模企業者の受注の機会の
増大に努める。

○中小企業者、小規模企業者及び大企業者は、事業活動を行うに当たって、中小企業者・小規模企業
者の物品等（工事及び役務を含む。以下同じ。）の積極的な活用に努める。

○市民は、中小企業者・小規模企業者の物品等の積極的な利用に努める。

【市内経済循環の促進】

 地域経済の活性化のためには、域内経済循環を高めることが重要です。

 行政、事業者、市民という本市の構成主体が、本市経済の主要な担い手である中小企業・小規
模企業の製品等を積極的に活用することにより、中小企業・小規模企業の取引量が増加するだ
けでなく、市内経済の好循環が発生し、より一層の活性化につながります。
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施策への反映

○中小企業支援機関等の意見を聴取

○中小企業・小規模企業者の実態把握に努め、施策に反映させるよう努める。

【施策への反映】

 市は、中小企業支援機関等から意見を聴取するなどして中小企業・小規模企業者の実態を把握し、
より効果的な施策に反映させるよう努めることを規定しています。
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財政上の措置

○必要な財源の確保を図り、財政上の措置を講じるよう努める。

【財政上の措置】

 市の責務を果たすため、具体的な事業の実施に必要な財源を確保するよう努めることを明らかにし
ています。
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