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はじめに 

 

佐賀市中小企業・小規模事業者振興条例（仮称）懇話会は、令和元年５月に設置さ

れ、市の中小企業・小規模企業の振興に関する基本的理念を示す佐賀市中小企業・小

規模企業振興条例の制定に向けた検討を行ってきました。  

佐賀市は、第２次佐賀市総合計画において『豊かな自然とこどもの笑顔が輝くまち 

さが』をめざすまちの将来像とし、これを商工業振興の側面で実現していくための基

本施策として「活力ある商工業の振興」を掲げ、経営支援や販路拡大の促進、創業支

援などの施策に取り組んでいます。  

佐賀市では、中小企業・小規模企業の数が全体の約９９％、従業員数が約９０％を

占めており、中小企業・小規模企業に従事する人の割合が非常に高くなっています。

中小企業・小規模企業の振興は、佐賀市の経済、そして、市民生活にとって非常に重

要な課題です。  

佐賀市中小企業・小規模企業振興条例は、地域経済の重要な担い手である中小企

業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に実施し、市をはじめとする中小企業・

小規模企業振興の担い手のそれぞれの役割を明確化し、地域経済の活性化を実現活力

を持続し発展させていくための基本理念を定めたものです。  

佐賀市中小企業・小規模事業者振興条例（仮称）懇話会は、市民、学識経験者、商

工団体、金融機関、消費者団体からなる委員１０名で構成し、佐賀市の中小企業・小

規模企業の現状や振興の方向性等、様々な観点から幅広い議論を行い、佐賀市中小企

業・小規模企業振興条例について検討を重ねてきました。  

このたび、懇談会での検討を踏まえ、佐賀市中小企業・小規模企業振興条例に関す

る考えを提言として取りまとめましたので、ここに佐賀市長に提出いたします。  

 

 

 

佐賀市中小企業・小規模事業者振興条例（仮称）懇話会  

会長 井本 浩之 
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１ 佐賀市中小企業・小規模企業振興条例について 

 

（１）目的 

佐賀市中小企業・小規模企業振興条例（以下、条例）は佐賀市の中小企業・小規

模企業の振興に関する理念と、施策の基本的な方針を示すものです。  

少子・高齢化による社会構造の変化や、技術革新や人口の流動化の進行等に伴い、

中小企業・小規模企業を取巻く経営環境は大きく変化し、日々新たな困難や課題が

生じています。しかし、中小企業・小規模企業の振興に関する基本的な考え方は、

時代を超えて、立場を超えて、保っていく必要があります。  

こうした中で、条例により、中小企業・小規模企業の振興に関する基本的な考え

方を示し、市をはじめとした多様な主体が連携・協力してその振興に取り組むこと

によって、本市経済の健全な発展と市民生活の向上を図り、本市の中小企業・小規

模企業が有する有形無形の価値を承継し、持続可能で活力ある地域経済の実現を目

指します。 

 

（２）意義 

条例を制定する意義は、まず、市が中小企業・小規模企業の振興に取り組む姿勢

を内外に明らかすることにあります。 

また、中小企業・小規模企業の振興は、市をはじめとして、商工団体や金融機関

等、中小企業・小規模企業と取引等で関係を有する大企業者等が連携・協力し、市

民の理解と協力を得ながら、地域全体で取り組むことによって達成されるものです。

条例の制定は、これら多様な主体が連携・協力し、地域が一体となって振興に取り

組む契機となります。 

 

 

  



5 
 

 

２ 検討の経緯 

 

（１）懇話会委員名簿 

 氏名 分野 所属 

会長 井本 浩之 学識経験者 西九州大学副学長 

副会長 中村 博和 学識経験者 国立大学法人佐賀大学経済学部長 

委員 香月 道生 商工団体 佐賀商工会議所副会頭 

委員 野田 豊秋 商工団体 佐賀市北商工会会長 

委員 吉村 正 商工団体 佐賀市南商工会会長 

委員 高祖 浩 金融機関 株式会社佐賀銀行営業支援部長 

委員 坂田 慎一郎 金融機関 佐賀信用金庫業務部長 

委員 浜 晋治 金融機関 株式会社日本政策金融公庫佐賀支店長 

委員 福島 和代 消費者団体 
特定非営利活動法人消費生活相談員の会

さが代表 

委員 古賀 香光 市民 公募委員 

 

（２）懇話会開催状況 

回 開催日 主な検討事項 

第１回 令和元年 ６月２８日 
・中小企業・小規模企業の現状と課題  

・条例に盛り込む事項 

第２回 令和元年 ７月２６日 ・条例骨子案について 

第３回 令和元年１０月１１日 ・提言試案について 

第４回 令和元年１１月２９日 ・提言修正案について 

第５回 令和元年１２月下旬予定  

 

 

  



6 
 

 

３ 佐賀市中小企業・小規模企業振興条例に関する提言（試案） 

 

○前文 

佐賀市は、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

境と、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

徴を有している。佐賀市は、九州北西部のほぼ中央にあり、東アジアを臨む国内外

に開かれた地域に位置し、南は有明海に面し、北は脊振・天山山系が連なり、水の

恵み豊かで温暖な自然環境を有している。 

江戸時代には、長崎街道が佐賀城下を東西に貫き、江戸時代には、佐賀城下を東

西に横断する長崎街道が整備され、様々な人や物が往来して独自の文化・産業が発

展した。また、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するなど、佐賀藩は日本で最も近代化

された藩の一つに成長した。  

これら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受け継がれ、地

域経済発展の原動力となった。社会の変動によって佐賀市経済は様々な局面を迎え

てきたが、その中にあって、事業所の大多数多くを占める中小企業・小規模企業は、

多様な事業活動によって地域の雇用と経済を力強く支えてきた。その事業活動は、

地域経済に活力を与え、地域社会に有形無形の価値を生み出し続けており、その価

値が承継されることによって、私たちの市民生活が支えられている。  

現代においては、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

している。佐賀市が将来にわたって持続的に活力を持続し発展するしていくために

は、社会の変化に対応した中小企業・小規模企業の意欲的な経営努力に対し、地域

の多様な主体が連携・協力し、一体となって支援していかなければならない。  

ここに、中小企業・小規模企業の振興は佐賀市にとって重要な課題であるとの認

識に立ち、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

し、持続可能で活力ある地域経済の実現を目指し、この条例を制定する。  

 

 

前文では、条例制定の背景や、振興に対する取組姿勢を示しています。 

佐賀市では、中小企業・小規模企業の数が全体の約９９％、従業員数が約９０％を

占めており*、中小企業・小規模企業の経済活動は、本市経済と雇用に大きな影響を及

ぼします。そのため、中小企業・小規模企業の振興は、佐賀市が将来にわたって発展

し、豊かで住みよい暮らしを実現するために地域全体で取り組むべき重要な課題です。 

                                                   
* （出典）平成２８年経済センサス（従業員数は出典元に不掲出のため佐賀県の割合を基に推計） 
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そこで、前文では、佐賀市の形成・発展の基盤となった地理的・自然的特徴や、産

業が発達した歴史的な背景とともに、市民生活と中小企業・小規模企業との密接な関

わり、現代の中小企業・小規模企業が置かれた現状等を示します。そして、「中小企業・

小規模企業の価値の承継」と「持続可能で活力ある地域経済の実現」をこの条例が目

指す姿とし、地域の多様な主体が連携・協力し、一体となって振興に取り組んでいく

ことを明らかにしています。 
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○目的 

この条例は、中小企業・小規模企業の振興に関し、基本理念及び施策の基本方針

を定め、市の責務並びに中小企業支援機関、金融機関等及び大企業者その他関係者

の役割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市民生活の向上を図ることを目的とす

る。 

 

この条例を制定する目的を定めています。 

少子・高齢化による社会構造の変化や、技術革新や人口の流動化の進行等によって、

中小企業・小規模企業の経営環境は大きな変化に直面しています。中小企業・小規模

企業は、市内事業所数及び従業員数の多くを占め、本市経済と雇用を支えており、豊

かな市民生活にとって重要な存在であることから、その振興は、地域全体で取り組ん

でいくべき課題です。  

条例を制定することにより、中小企業・小規模企業の振興に関する基本的な考え方

や、市をはじめとする関係者の役割等が明確化し、地域の多様な主体が連携・協力し

て中小企業・小規模企業の振興に取り組むことにつながります。  

そこで、この条例では、中小企業・小規模企業の振興に関する基本理念、振興に関

する施策の基本方針、市の責務及び中小企業支援機関、金融機関その他の関係者の役

割等を明らかにし、本市経済の健全な発展と市民生活の向上を図ることを目的としま

す。 
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○定義 

この条例における用語の定義は次のとおりとする。 

・「中小企業者」とは、中小企業基本法第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（以下「事務所等」）を有するものをいう。 

・「小規模企業者」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

あって、市内に事務所等を有するものをいう。 

・「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その他中

小企業に対する支援を行う団体であって、市内に事務所等を有するものをいう。 

・「金融機関等」とは、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をいう。 

・「大企業者」とは、中小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。 

 

この条例に使用している用語のうち、その意味を明確にする必要があるものについ

て定めています。 

中小企業支援機関として、地域の総合経済団体として地域経済の振興と社会一般の

福祉の増進に取り組む佐賀商工会議所、佐賀市北商工会及び佐賀市南商工会や、中小

企業の組織化支援、連携の促進に取り組む佐賀県中小企業団体中央会のほか、中小企

業・小規模企業の支援を目的とした活動を行う市内の団体等が考えられます。  

金融機関等として、銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法等に基づき、市内

に事務所等を有する金融機関が考えられます。加えて、信用保証協会は、中小企業・

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） 

第二条 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。 

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の

数が三百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

（次号から第四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 

二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の

数が百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
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営むもの 

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員

の数が百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 

四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員

の数が五十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二

十人（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、五

人）以下の事業者をいう。 
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○基本理念 

・中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者による創意工夫及び

自主的な努力を促進することを旨として推進されなければならない。 

・中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者が多様な事業活動を

通じて地域経済を活性化発展させ、就業機会を増大する等市民生活の向上に貢献

する重要な存在であるとの認識の下に推進されなければならない。 

・中小企業・小規模企業の振興は、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・協力することによって推進されなければならない。 

・小規模企業の振興は、小規模企業者の経営の規模及び形態を踏まえて、多様な主

体との連携・協力によって、事業の持続的な発展が図られるよう推進されなけれ

ばならない。 

 

中小企業・小規模企業の振興に関する基本的な考え方を示しています。 

まず、中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者自身の創意工夫

と自助努力を前提とし、そのような事業者の経営努力を促進することによって推進さ

れます。 

次に、中小企業・小規模企業の多様な事業活動は、経済を活性化発展させ、雇用を

創出する等の効果をもたらします。中小企業基本法においても、中小企業は、「多様な

事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就労の機会を提供し、個人がそ

の能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成

しているもの」と位置づけられています。特に、地域の資源を活用し、地場事業者と

連携した事業活動は、域内経済の好循環をもたらし、より一層域内経済を活性化発展

させ、多くの雇用の創出や質の向上、事業の更なる発展等の効果をもたらします。そ

のため、中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者が地域にとって

重要な存在である、との共通の認識の下に推進します。 

また、中小企業・小規模企業の振興は、市をはじめとした多様様々な関係者が、連

携・協力しながら効果的に取り組むべきことを明らかにします。 

特に、主に地域に密着して事業活動を行う小規模企業は、地域の需要を担って生活

基盤を支えており、地域における経済の安定及び市民生活の向上に寄与する重要な役

割を有しています。もっとも、小規模企業は、経営規模が小さく、経営の形態が様々

である、商圏が限られる傾向にあるため、小規模企業その振興について当たっては、

中小企業の振興とは異なる観点から支援が必要となることがあります。そのため、地

域の多様な主体と連携・協力し、その事業の持続的な成長発展が図られるよう取り組

むべきことを定めています。 
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○施策の基本方針 

市は、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じるものとする。  

・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。地域の資源を活用した事業活動を促進すること。  

・多様な人材が働きやすい労働環境を整備すること。 

 

 

条例の基本理念を施策に反映していくための基本的な方針を示しています。 

◎経営に関する相談及び助言に関すること。 

中小企業・小規模企業は、経営規模や形態が様々であるため、まず、経営相談

によって課題を把握し、適切な助言を行うことが重要となります。また、債権管

理や雇用、知的財産権の適切な管理等、事業活動で生じる法律上の問題に対する

法的支援の情報や、社会情勢の変化及び法令の改正等に関する情報等を、適切に

提供していくことも必要となります。 

◎経営革新及び創業の促進を図ること。 

経営革新とは、「新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな

生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方法の導入、新たな経営管理方

法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上

を図ること」（中小企業基本法第２条第２項）をいいます。 

既存の中小企業・小規模企業の発展には、社会の価値に応じた経営革新の促進

を図ることが重要となります。具体的な取り組みとして、新商品や新役務の開発

に資する技術に関する研究開発の促進、生産又は販売を効率化するための設備の

導入の促進、新たな経営管理の方法の導入の促進等が考えられます。また、創業

を促進することにより、地域経済を担う事業者の数が増大し、多様な中小企業・

小規模企業が育つことによって、活力ある地域経済が構築されることが期待され

ます。 

◎販路開拓の促進を図ること。 

「２０１８年版佐賀県中小・小規模企業白書」によると、県内企業の経営上の

課題として、最も多く挙げられているのが販路開拓です。事業の振興を図るため

には、常に販路を確保し、拡大し、さらには開拓することが求められます。販路
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開拓による収益性の向上は、経営資源の確保や経営革新、労働環境の整備等に要

する財源の基礎となるため大変重要です。 

◎経営資源の確保を図ること。 

経営資源とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活

用される資源」（中小企業基本法第２条第４項）をいいます。中小企業・小規模企

業は、経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に寄与する活動を通じ、

自らの経営基盤の強化を図る必要があり、そのための設備、技術、知識等の確保

が必要となります。また、中小企業・小規模企業の交流、連携、事業の共同化等

によって、個々の中小企業・小規模企業では不足する経営資源を相互補完するこ

とも有効な手段となります。 

◎資金調達の円滑化を図ること。 

事業活動を行う上で、円滑な資金調達は不可欠な要素です。資金は経営資源の

一つですが、中小企業・小規模企業にとって特に重要であることから、ここで別

に規定しています。 

◎人材の育成及び確保を図ること。 

事業活動を行う上で、人材の育成と確保は不可欠な要素です。「２０１９年版中

小企業白書」によると、従業員数が少ない事業所の求人数は増加している一方、

雇用数は減少傾向にあります。人的資源も経営資源の一つですが、規模の小さい

中小企業・小規模企業にとって、人材の確保及びその育成は特に重要な課題であ

ることから、ここで別に規定しています。 

◎地場産業の振興を図ること。地域の資源を活用した事業活動を促進すること。 

地域経済の活性化発展のためには、地場産業の振興によって地域の資源を活用

した事業活動を促進し、域内経済循環を高めることが重要です。域内で資金を調

達し、消費する循環を高めることによって、域内経済の活性化発展が促進されま

す。 

本市が有する自然、歴史、伝統、文化、その他の地域の資源を積極的に活用し

た事業活動は、域内経済の好循環をもたらし、より一層域内経済を発展させ、多

くの雇用の創出や質の向上、事業の更なる発展等の効果をもたらすため、その振

興を図ります。 

 

◎多様な人材が働きやすい労働環境を整備すること。 

人口減少、高齢化による社会構造の変化や、人口の流動化の進行、国際化の巣

進展等により、女性や高齢者、外国人等の就労が拡大しています。また、労働環

境を巡る法令が順次改正されており、多様な人材が、様々なライフステージに応

じ、その技能や特徴を活かして多様な働き方が可能となる労働環境の整備が必要

となります。 
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○市の責務 

市は、基本理念及び基本方針に基づき、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、実施するものとする。  

 

中小企業・小規模企業の振興に関する市の責務を示しています。 

市は、様々な観点から中小企業・小規模企業の振興に必要な施策を総合的に策定し、

取り組むことを明らかにしています。中小企業基本法においても、「地方公共団体の責

務」が規定されており、この条例における市の役割は大変重要であるため、「責務」と

して定めています。 

 

 

 

○中小企業者・小規模企業者の努力  

・中小企業者・小規模企業者は、経済的社会的環境の変化に即応してその事業の成

長発展を図るため、自主的にその経営の改善及び向上を図るよう努めるものとす

る。 

・中小企業者・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認

識するとともに、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

努めるものとする。 

 

中小企業・小規模企業の振興に向けて、中小企業者・小規模企業者に求める努力を

示しています。 

中小企業・小規模企業の振興は、事業者自身の創意工夫と自助努力が前提になりま

す。中小企業者・小規模企業者は、経営環境の変化に即応し、経営基盤の強化に取り

組む等、自主的に経営改善及び向上に努めることが求められます。 

また、中小企業者・小規模企業者は、経済活動だけでなく、地域社会の一員として

の役割も期待されています。地域の防災活動や行事への参画等、地域の担い手として

の活動を通じて、より良い地域社会の実現に向けて貢献することが期待されます。 
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○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・小規模企業者の自主的な経営の改善及び向上

並びに経営革新を図るための取組を積極的に支援するものとする。 

・中小企業支援機関は、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・小規模企業の振興に対する中小企業支援機関の役割を示しています。 

中小企業支援機関は、中小企業・小規模企業の支援等を目的とした団体であること

から、事業者の経営の改善及び向上に向けた取り組みや、経営革新を積極的に支援す

る役割を求めています。 

また、市の施策の実施にあたっては、中小企業支援機関と連携し効果的な支援を行

うことが必要となるため、市の施策への協力を求めています。 

 

 

 

○金融機関等の役割  

・金融機関等は、中小企業者・小規模企業者に対する円滑な資金供給、経営の改善

及び向上並びに経営革新に必要な支援を行うよう努めるものとする。 

・金融機関等は、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・小規模企業の振興に関する金融機関等の役割を示しています。 

円滑な資金調達は、事業を運営し発展させる上で大変重要であり、金融機関は、資

金の供給を通じて事業者の事業活動を支える重要な役割を担っています。 

また、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、事業者に対する専門性の高い対し高い専門性を持った支援が期待されるた

め、経営改善等を支援する経営の改善等及び経営革新に必要な支援を行うことを、役

割として求めています。 

なお、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ます。 
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○大企業者の役割  

・大企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域経済及

び市民生活にとって重要な存在である中小企業者・小規模企業者の事業活動への

理解を深め、連携・協力するよう努めるものとする。 

・大企業者は、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・小規模企業の振興に関する大企業者の役割を示しています。 

大企業は、中小企業・小規模企業と比較して数は少ないものの、多くの雇用を抱え、

多様な取引を行う等、地域社会や中小企業・小規模企業の事業活動に大きな影響力を

持っています。そこで、大企業者に対しては、中小企業者・小規模企業者の事業活動

が、地域社会にとって重要であることを認識し、企業規模や経営形態が多様な中小企

業者・小規模企業者の事業活動への理解を深め、連携・協力に努めるという、地域社

会の一員としての社会的役割を求めています。 

また、中小企業基本法第７条第３項において、「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。」と規定されおり、市

の施策への協力を求めています。 

なお、一般的に、大企業は、中小企業・小規模企業と比較して広い市場で事業活動

を行っています。そして、大企業者は、中小企業者・小規模企業者と取引等で関係を

持つ場合があるため、中小企業・小規模企業の振興は、本市経済だけでなく、地域経

済全体にとっても重要な意味を持ちます。このように、中小企業者・小規模企業者は、

大企業者をはじめとした様々な主体との関わりを通じて、地域経済全体に影響を及ぼ

す存在であるため、地域経済にとって重要であると表記しています。 
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○関係機関の連携 

中小企業及び小規模企業の振興に関する施策の推進に当たっては、市、中小企業

支援機関、金融機関等、大企業者、教育機関その他関係者は、基本理念にのっとり、

相互に連携・協力して一体的な支援を行うよう努めるものとする。  

 

施策の推進に当たっては、中小企業・小規模企業の振興に関係する多様な主体が連

携・協力し、一体的な支援を行うよう努めることを明らかにしています。 

教育機関については、教育活動の過程で、起業家教育による起業精神の醸成や産業

人材の育成等に取り組み、その結果、中小企業・小規模企業に対して人材を輩出し、

将来の創業の促進につながる等、中小企業・小規模企業の振興に関わる場合があるた

め、連携先として規定しています。 

また、「その他関係者」として、消費者の目線で事業活動の課題やニーズを伝える

消費者団体や、事業や資源の共同化等により経営資源の相互補完を図る中小企業組合、

さらに、弁護士会、税理士会、社労士会社会保険労務士会等のいわゆる「士業団体」

等、中小企業・小規模企業の事業活動に寄与する活動を行う者が考えられます。 

 

 

 

○市民の理解と協力 

市民は、中小企業・小規模企業の振興が本市経済を活性化し発展させ、雇用を創

出する等、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

う努めるものとする。  

 

中小企業・小規模企業の振興に当たり、市民に対し理解と協力を求めることを示し

ています。 

中小企業・小規模企業は、雇用や需要の受け皿として市民生活の向上に寄与する重

要な存在です。市民は、消費行動や子どもの教育等、生活の様々な場面で地域の中小

企業・小規模企業の事業活動について、互いに理解を深め、本市の中小企業・小規模

企業が将来にわたって健全に発展していくために協力するよう求めています。 

なお、「協力するよう努める」とは、協力を義務づけるものではなく、市民の自発

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 

市は、中小企業・小規模企業の振興に関する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するとともに、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な発展に資するよう努めるものと

する。 

 

中小企業・小規模企業の振興に当たり、小規模企業者の事情に配慮することを示し

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、特に経営資源の確保

が困難であるなど、中小企業とは異なる配慮が必要となる場合があります。例えば、

従業員が少なく、内部の組織体制の整備が十分でない企業では、経理やマーケティン

グ、法務等の専門知識を有する人材が不足している場合があります。また、家族経営

の企業では、家族の様々な事情が事業に大きな影響を及ぼす場合があります。そして、

経済社会情勢の影響を受けやすい小規模企業の経営は、個社の自助努力だけでは困難

が生じる場合があります。 

このように、小規模企業は、経営資源が十分でなく、経営形態が多様で、経済社会

情勢に影響を受けやすいため、その振興に当たっては、行政、中小企業支援機関、金

融機関、専門家等の既存の支援機関に加え、大企業、地域の中堅企業等、地域におけ

る多様な主体が連携・協力して支援を行うとともに、地域で資金が循環する仕組みを

構築する等、地域全体で、経済の発展に取り組む必要があります。 

小規模企業振興基本法第３条においても、「小規模企業の振興」は、「多様な主体と

の連携及び協働を推進することによりその事業の持続的な発展が図られることを旨と

して、行わなければならない」と規定されています。そのため、市は、施策の実施に

当たって、小規模企業者の事情に配慮し、地域の多様な主体と連携・協力して小規模

企業者の事業の持続的な発展に資するよう努めます。 
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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ものとする。 

・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

用に努めるものとする。 

・市民は、中小企業者及び小規模企業者の物品等の積極的な利用に努めるものとす

る。 

 

中小企業・小規模企業の振興に当たり、市、事業者及び市民が、中小企業・小規模

企業の製品等を積極的に利用することによって、市内経済循環の促進を図ること示し

ています。 

本市経済をより活性化発展させるには、市内経済循環を高めることが重要となりま

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生じ、より一層の活性化発展に

つながります。 

「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第８条において、「地

方公共団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機会を確保するために必要な

施策を講ずるように努めなければならない。」とされています。そこで、市は、市が行

う工事の発注、物品及び役務の調達等の契約に当たって、中小企業・小規模企業の受

注機会の増大を図ることとします。 

次に、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り、中小

企業・小規模企業から必要な製品等を調達するよう努めることとします。 

また、市民は、消費行動において、中小企業・小規模企業の製品等を積極的に利用

するよう努めることとします。 
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○施策への反映 

市は、中小企業支援機関等の意見を聴取するとともに、中小企業者・小規模企業

者の実態把握に努め、その振興に関する施策に反映させるよう努めるものとする。 

 

市は、中小企業・小規模企業者の実態を把握に努め、中小企業・小規模企業の振興

施策に反映させるよう努めることを示しています。  

本市では、企業訪問や、商工団体等との意見交換の機会を積極的に設けるなど、中

小企業者・小規模企業者の実態把握に努めています。市は、このような様々な機会を

通じ、また、社会経済情勢の変化に応じて効果的な実態把握の方法について検討し、

中小企業者・小規模企業者の事態把握に努め、施策に反映させるよう努めることを示

しています。 

 

 

 

○財政上の措置  

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、財政上の措置を講じるよう努めるものとする。  

 

中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施に当たり、必要となる財源を確保

するよう努めることを示しています。 
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