
はじめに

　中小企業家同友会全国協議会（以下，中同協）

は，２００４年の中同協総会において「中小企業憲

章」「中小企業振興基本条例」の制定に取り組む

ことを方針に掲げた。総会後，中同協は中小企

業憲章学習運動推進本部を設置し，全国的に取

り組みを開始して現在に至っている。

　中小企業振興基本条例に関しては，県レベル

では２００２年に「埼玉県中小企業振興基本条例」，

２００４年に「茨城県産業活性化推進条例」が制定さ

れていたが，各地の中小企業家同友会（以下，同

友会）が行政や議会に条例制定を働きかけ関わ

りを深める中で，２００５年に「三重県地域産業振興

条例」，２００６年に「福島県中小企業振興基本条例」，

そして２００７年には，「千葉県中小企業振興に関す

る条例」と「熊本県中小企業振興基本条例」，「北

海道経済構造の転換を図るための企業立地の促

進及び中小企業の競争力の強化に関する条例」，

「青森県中小企業振興基本条例」が相次いで制定

された。

　中小企業振興基本条例とは，地方自治体が地

域の中小企業を重視し，その振興を自治体の行

政の柱としていくことを明確化するために策定

される条例である。条例の前に「基本」をつけて

いる意味は，細かな政策・施策を具体的に示す

ものでなく，政策の方向性や自治体の中小企業

や地域産業に対する姿勢を示しており，自治体

独自の最高法令である「基本条例」として，憲法

的性格のある存在として位置づけることに意義

がある。この条例制定の目的は，中小企業振興

と地域振興の共通認識，旗印を持つことである。

したがって，立派な条文ができることだけが目

的でなく，制定に至る過程と制定後に中小企業

（団体）など地域の運動主体がいかに当事者意識

をもって参画するかが大切なこととなる。

　本資料では，２００７年に制定された千葉県と熊

本県，北海道，青森県，北海道帯広市，静岡県

富士市，札幌市の振興条例を紹介するが，同友

会が深くかかわって制定された千葉県と北海道

帯広市を典型事例として位置づけ，その注目さ

れる優れた特徴と教訓を以下に整理したい。

　「千葉県中小企業の振興に関する条例」 
に見る優れた特徴

　第１に指摘できる特徴点は，この振興条例が

中小企業の振興と地域づくりを統一してとらえ，

相乗効果を狙っていることである。基本理念で

は，「中小企業の振興は，中小企業の経営の向上

及び改善と地域づくりによる地域の活性化とが

互いに密接な関係を有することにかんがみ，こ

れらが相乗的に効果を発揮することを旨として

図られなければならない」（第３条）と述べてい

ることが斬新である。

　第２に，「産学官民の連携」という考え方を導

入し，「県を挙げて中小企業を育てていく体制を

築いていくことが何より重要である」（前文）と

いう立場を強調していることである。

　第３に，大企業や大学等の役割を規定してい

ること。「大企業者は，基本理念にのっとり，地

域づくりに取り組むことにより，地域の活性化

に資するように努めるとともに，県が行う中小

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」（７条）と位置づけている。
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　第４に，学校教育での中小企業に対する正確

な認識を醸成し，職場体験・インターンシップ

を促す条項があること。「県は，学校教育におけ

る勤労観及び職業観の醸成が中小企業の人材の

確保及び育成に資することにかんがみ，児童及

び生徒に対する職業に関する体験の機会の提供

その他の必要な施策を講ずる」（第１５条）として

いる。これは，国民の適正な中小企業観の形成

をめざす「中小企業憲章」の視点からも重要なポ

イントである。

　第５に，条例の実効性を担保するための県民

の参加や手続き，チェックの仕組みを定めてい

ることである。基本方針を定める上で，知事は

「広く県民の意見を求め」，意見・情報を考慮し

て方針を定め，公表するという手続きを明示し，

「知事は，毎年一回，県の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」「中小企業者その他の関係者の意見を

聴く」（第１７条）という行政にとっては相当の負

担を覚悟せざるを得ない規定になっているが，

その先進的な意義を高く評価したい。

　第６に，「県は，施策の立案及び実施に当たっ

ては，当該施策が中小企業の経営に及ぼす影響

について配慮するように努める」（第１８条）とい

うこれまでにない規定があることである。これ

は，ＥＵの「ヨーロッパ小企業憲章」の「Think 

small first」（小企業を第一に考える）という考え

方や米国中小企業庁の法規制情報提供，規制負

担軽減政策などに共通する「世界標準」の考え方

に通じるものである。つまり，国や自治体のす

べての政策や法律・規制が中小企業への影響を

事前に考慮して立案され，実施されるという発

想に沿った日本では先駆的な規定であると評価

できる。今後日本でも，このような考え方が広

がっていくことが期待される。

典型事例に見る運動の教訓

　千葉県や北海道帯広市の振興条例には同友会

も深くかかわって制定されたが，特に制定に至

るプロセスで優れた取り組みの教訓が生み出さ

れている。その注目される特徴は以下の１０点に

整理される。

　第１に，条例理念の形成にこだわり，理念を

高く位置づけていることである。千葉県と帯広

市の両事例とも，条例理念として中小企業振興

と豊かな地域づくりは密接不可分の課題と捉え

ている。また，国内の他の振興条例のみならず，

EU小企業憲章など欧米の中小企業政策理念も

よく研究・整理し，振興条例の理念や条文に反

映されていることが注目される。

　第２に，地域振興のビジョンと条例制定の目

的が具体的で明確であり，共有されていること。

条例制定の目的では，帯広市の場合は，「地域産

業の発展に重要な地位を占める中小企業の振興

が，帯広・十勝の発展に欠かせないものである

ことの理解を地域で共有し，関係者の協働で地

域経済の振興を図ることにより，もって地域の

発展に資するためこの条例を制定」するとして

いる。また，千葉県の場合は，企業活性化を地

域活性化に結びつける「中小企業元気戦略」を担

保するための振興条例という位置づけが明確で

ある。

　第３に，条例作成・制定のプロセスに十分時

間をかけ，丁寧に行政や議会，同友会など中小

企業団体などの関係者の共通認識をつくる努力

を重ねていること。約１年をかけてプロジェク

ト会議・学習会等を実施し，条例の意義の確認

と条例案文づくりできめ細かいキャッチボール

を重ねていることが特徴である。

　第４に，条例文づくりを自己目的化させず，

地域ビジョン・戦略論議を先行・並行して行う

ことで，地域戦略に関して共通の認識のもとに

振興条例を作成していることである。千葉県で

は，条例制定前に『ちば中小企業元気戦略』を作

成し，「５つの視点」「１２の取り組み方向」を明確

にしている。「戦略」とは，あるべき姿・ありた

い姿を考えることであり，その思考プロセスを

共有することが振興条例を豊富で実践的なもの

にしている。
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　第５に，行政が中小企業の現場の声・意見を

聴き，反映させる仕組みを大切にしていること。

千葉県商工労働部は，「地域勉強会」（全県４０か所

以上で実施）で中小企業家の「現場」の意見に触

れ，意見集約を進めたが，「国に対する意見・要

望でも何でも言ってほしい」という姿勢でのぞ

み，夜の会合でもいとわず出向くなど，従来の

行政の態度と違うことで信頼を得た。県の幹部・

職員が現場の意見に触れる中で，中小企業に対

する認識が変化してきていることが重要である。

　第６に，振興条例を作りっぱなしにせず，条

例に基づいた施策・事業の実施という次のス

テップに移る仕組みと合意があること。帯広市

は，帯広市中小企業振興協議会を設置するとと

もに行政内に産業連携室を設け対応する。同協

議会は４部会で構成するが，交通費等は支給さ

れず，手弁当でやるという合意がある。千葉県

では，『ちば中小企業元気戦略事業計画』の作成・

予算付けがされ，チェック・検証機関である「中

小企業活性化部会」（同友会会員も構成メン

バー）も発足させ，実効性を高めようとしている。

しかも千葉県では，先に見たように条例の中に，

知事は中小企業振興施策の実施状況について中

小企業者等の意見を聴取し，年に１回公表する

としていることなど相当な行政努力を要請して

いるのである。このような仕組みは今後，他の

自治体にも広がっていく可能性ある。

　第７に，行政のキーパーソンを見出し，同友

会のリーダーがキーパーソンや行政トップと適

切な関係，信頼を築くことができたこと。条例

づくりの行政のまとめ役に優秀・有力な人材に

恵まれるとともに，同友会での学習会の講師を

行政職員に務めてもらい同友会を「体感」しても

らうなど同友会に対する理解と関係性の強化を

意識的に進めてきている。また，知事との良好

な関係を築いてきたことも大きい。

　第８に，同友会が良識ある経営者団体として

行政から信任され，以前から行政と同友会が協

力・連携の実績を積み上げてきていること。同

友会帯広支部は，全国で最も早く農業経営部会

（現在１１０名会員）を立ち上げ，有力な農業経営者

を組織しており，地域の中核産業へ影響力を持

つ。２００２年からは「地域共育プログラム」を立ち

上げ，高校生インターンシップを中心とする「地

域ぐるみ教育」運動，２００６年からは「提案型雇用

創造促進パッケージ事業」に取り組んできた。こ

のように帯広では，市と同友会が事業の共同実

施主体となる関係の施策もあり，あてにしあて

にされる緊密な関係を築いている。千葉同友会

は，２００５年から２年連続で県経営研究集会を千

葉県と共催で取り組んでおり，行政との垣根が

格段に低くなった。共に「地域づくり」を担う仲

間という意識に近づきつつあるという。

　第９に，条例制定に同友会の果たした役割が

大きく，あてにされる同友会として地域で確乎

たる地歩を占めつつあることである。同友会帯

広支部は，地域の法人企業に対する組織率は

１０％に達しつつあり，歴代支部長は帯広を代表

する企業家で，商工会議所の役員も同友会会員

と重なり，地域での同友会の存在感，影響力が

大きい。このような背景のもとで，同友会帯広

支部と帯広商工会議所，帯広市の三者で継続的

に勉強会を進め，協議してきた結果，条例の制

定に至ったのである。千葉での県と同友会の関

係は，ここ数年で急速に関わりを強めてきた。

背景には，県の商工労働部の幹部の同友会に対

する見方，中小企業に対する認識が変わってき

たことがある。千葉同友会が１９９７年より進めて

きた経営指針セミナー（卒業生１６０名），経営指

針成文化運動の蓄積が県との関係でも大きな役

割を果たした。国や県の施策を活用できる企業

は経営課題が明確であり，経営指針を確立した

企業がその条件をクリアできる。行政は予算制

約がある中で，同友会企業のような経営課題が

鮮明で「自助努力」の姿勢を持った中小企業に施

策の効果を上げてほしいと考えており，そのよ

うな当事者意識とかみ合って，振興条例の作成・

制定でも同友会をあてにするようになってきた

ことが重要である。

　最後に，「中小企業憲章」の学習と大局的視点
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があったからこそ，振興条例づくりをリードで

きたことを強調したい。振興条例ですべての問

題が解決できるわけでない。振興条例に取り組

む中で「中小企業憲章」の必要性を改めて認識さ

れてきていることが注目される。千葉同友会な

どが条例制定で力を発揮することができた背景

には，先に述べたように県の期待に応えられる

実力を蓄えてきたことと共に，中同協が提起し

ている「中小企業憲章」の発想や視点を援用して

振興条例づくりをリードできたことにある。反

面，すぐれた振興条例があってもすべての問題

が解決できるわけでなく，国政・国の中小企業

政策等の影響下，制約のもとで諸施策を展開せ

ざるを得ず，その面から改めて「中小企業憲章」

の必要性を認識するようになったことも重要で

ある。今後，振興条例と「中小企業憲章」の取り

組みの相乗関係がより意識して取り組まれるこ

とが期待される。

（中小企業家同友会全国協議会政策局長　瓜田

　靖）　
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　千葉県の中小企業は，県内企業の大多数を占めており，様々な経済的社会的環境の変化に応じた多

様な事業活動を通じて，本県経済の成長を支える存在として，また，地域社会の担い手として，県民

生活の向上に大きく寄与してきた。

　本県の持続的な発展を確固たるものにするためには，こうした中小企業の役割と重要性を県，市町

村，事業者，経済団体，大学，そしてすべての県民が認識し，各々がその果たすべき役割を十分踏ま

えながら緊密に連携し，県を挙げて中小企業を育てていく体制を築いていくことが何より重要である。

　しかし，近年，中小企業を取り巻く環境は，これまでにない大きな変化を遂げつつある。経済のグ

ローバル化は，国際的にも，国内的にも，厳しい企業間競争をもたらした。加えて，急速な少子高齢

化の進展，そしてこれに続く人口減少時代の到来は，消費の減少を招き，中小企業の事業活動を一層

厳しいものにするおそれがある。そのため，これまで地域社会を支えてきた中小企業の活力の低下も

懸念される。

　このような中で，中小企業の多様で活力ある成長発展を促進するためには，中小企業者の自主的な

努力を基本としつつ，厳しい変化を乗り越えるための果敢な挑戦に取り組む中小企業者を幅広く生み

出す環境づくりを早急に進めることが必要である。また，中小企業の事業展開の基盤となる地域を活

性化することが地域の経済活動の拡大につながり，さらにこのことによって中小企業の成長発展を促

し，地域を一層活性化するという好循環を生み出していくことも重要である。

　こうした取組により生まれる元気な中小企業は，豊かで住みやすい千葉県づくりの原動力になるも

のと確信し，中小企業の振興を県政の重要な課題に位置付け，ここに千葉県中小企業の振興に関する

条例を制定する。

（目的）

第１条　この条例は，中小企業が本県経済において果たす役割の重要性にかんがみ，中小企業の振興

について，基本理念を定め，及び県，中小企業者その他の関係者の役割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的な事項を定めることにより，中小企業の振興に関する施策を総

合的に推進し，もって県の経済の健全な発展及び県民生活の向上を図ることを目的とする。

千葉県中小企業の振興に関する条例

平成１９年３月１６日
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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，それぞれ当該各号に定めるところによ

る。

　一　中小企業者　中小企業基本法（昭和三十八年法律第百五十四号）第二条第一項に規定する中小

企業者で，県内に事務所又は事業所を有するものをいう。

　二　産学官民の連携　事業者，大学等（大学，高等専門学校及び大学共同利用機関その他の研究機

関をいう。以下同じ。），国，県若しくは市町村又は経済団体その他の団体若しくは県民がそれぞれ有

機的に連携することをいう。

　三　地域づくり　地域の歴史，文化，技術，人材，自然環境その他の資源を活用することにより，

その地域の関係者が，単独で，又は連携して，地域の課題を解決し，又は地域を活力に満ちた魅力あ

るものにしていく諸活動をいう。

（基本理念）

第３条　中小企業の振興は，経済的社会的環境の変化に対応した経営の向上及び改善を目指す中小企

業者の自主的な努力を促進することを旨として図られなければならない。

２　中小企業の振興は，中小企業の経営の向上及び改善と地域づくりによる地域の活性化とが互いに

密接な関係を有することにかんがみ，これらが相乗的に効果を発揮することを旨として図られなけれ

ばならない。

（県の責務）

第４条　県は，前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）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，及び実施する責務を有する。

２　県は，基本理念にのっとり，中小企業の振興に関する施策を実施するに当たっては，その内容に

応じて産学官民の連携を図るよう努めなければならない。

（中小企業者等の努力）

第５条　中小企業者は，基本理念にのっとり，経済的社会的環境の変化に対応して，自主的に経営の

向上及び改善に努めなければならない。

２　事業協同組合，商店街振興組合その他の中小企業者の事業の共同化のための組織（以下「共同化

のための組織」という。）は，基本理念にのっとり，中小企業者とともに，中小企業の経営の向上及び

改善に主体的に取り組むよう努めるものとする。

３　中小企業者及び共同化のための組織は，基本理念にのっとり，地域づくりに取り組むことにより，

地域の活性化に資するよう努めるとともに，県が行う中小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。

（中小企業に関する団体等の役割）

第６条　中小企業に関する団体（共同化のための組織を除く。）は，基本理念にのっとり，中小企業の

経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに，県が行う中小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。

２　中小企業者以外の者であって，その事業に関し中小企業と関係があるもの（大企業者（中小企業

者以外の会社又は個人であって事業を営むものをいう。次条において同じ。）及び大学等を除く。）は，

基本理念にのっとり，県が行う中小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。

（大企業者の役割）
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第７条　大企業者は，基本理念にのっとり，地域づくりに取り組むことにより，地域の活性化に資す

るよう努めるとともに，県が行う中小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。

（大学等の役割）

第８条　大学等は，その人材の育成並びに研究及びその成果の普及が中小企業の振興に資するもので

あることにかんがみ，自主的に地域づくりに取り組む場合には，基本理念にのっとり，これを行うよ

う努めるものとする。

（県民の理解と協力）

第９条　県民は，中小企業の振興が県の経済の健全な発展及び県民生活の向上に寄与することを理解

し，中小企業の振興に協力するよう努めるものとする。

（市町村への協力）

第１０条　県は，市町村が行う中小企業の振興に関する施策について，市町村に対し，情報の提供，技

術的な助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

（基本方針）

第１１条　知事は，基本理念にのっとり，中小企業の振興に関する基本的な方針（以下「基本方針」と

いう。）を定めなければならない。

２　基本方針においては，次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

　一　中小企業の振興に関する基本的方向

　二　中小企業の振興のため総合的に講ずべき施策

　三　前各号に掲げるもののほか，中小企業の振興のために必要な事項

３　知事は，基本方針を定め，又は変更するに当たっては，中小企業者その他の関係者の意見を聴く

とともに，あらかじめ，その趣旨，内容その他の必要な事項を公表し，広く県民の意見を求めなけれ

ばならない。

４　知事は，前項の規定により提出された意見及び情報を考慮して基本方針を定め，又は変更しなけ

ればならない。

５　知事は，基本方針を定め，又は変更したときは，遅滞なく，これを公表しなければならない。（創

業等への意欲的な取組の促進）

第１２条　県は，経済的社会的環境の変化に即応した，創業及び中小企業者の経営の革新その他の経営

の向上への意欲的な取組を促進するため，経営に関する情報の提供，技術力の向上に関する支援その

他の必要な施策を講ずるものとする。

（連携の促進）

第１３条　県は，産学官民の連携が中小企業の新たな事業の創出，技術力の強化等に資することにかん

がみ，中小企業を中心とした産学官民の連携の促進を図るため，関係者の交流の機会の提供，共同研

究の実施への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

（経営基盤の強化の促進）

第１４条　県は，経営資源の確保が困難であることが多い中小企業者の事情にかんがみ，その経営基盤

の強化を図るため，資金供給の円滑化，相談及び支援を行う体制の充実その他の必要な施策を講ずる

ものとする。

（人材の確保及び育成の支援）

第１５条　県は，中小企業の事業の展開に必要な人材の確保及び育成を図るため，就業の支援，職業能



���２００７年に制定された中小企業振興基本条例

力の開発その他の必要な施策を講ずるものとする。

２　県は，学校教育における勤労観及び職業観の醸成が中小企業の人材の確保及び育成に資すること

にかんがみ，児童及び生徒に対する職業に関する体験の機会の提供その他の必要な施策を講ずるもの

とする。

（地域づくりによる地域の活性化の促進）

第１６条　県は，中小企業の経営の向上及び改善に相乗的に効果を発揮するような地域づくりによる地

域の活性化を促進するため，地域の資源を活用した新たな事業の創出の支援，商店街の活性化を図る

ための事業の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

（中小企業振興施策の公表等）

第１７条　知事は，毎年一回，県の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。

２　知事は，前項に規定する中小企業の振興に関する主たる施策の実施状況について中小企業者その

他の関係者の意見を聴くものとする。

３　県は，前項の規定により聴取した意見を考慮して，中小企業の振興に関する施策をより効果的な

ものにするよう努めるものとする。

（施策実施上の配慮）

第１８条　県は，施策の立案及び実施に当たっては，当該施策が中小企業の経営に及ぼす影響について

配慮するよう努めるものとする。

（受注機会の確保）

第１９条　県は，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。

（調査及び研究）

第２０条　県は，中小企業の振興に関する施策を効果的に推進するため，必要な調査及び研究を行うも

のとする。

（財政上の措置）

第２１条　知事は，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ものと

する。

附　則

この条例は，公布の日から施行する。

 

　熊本県の中小企業は，これまでの経済活動を通して地域の歴史，伝統，文化を育み，県内全般にわ

たって重要な役割を果たすとともに，地域社会の担い手として，本県の発展と県民生活の向上をもた

らしてきた。

　しかし，国際化や少子高齢化の急速な進展，人口減少社会の到来など社会構造が大きく変化する中，

中小企業は極めて厳しい経営環境にあり，そのことが地域社会全体に与える影響は非常に大きいもの

熊本県中小企業振興基本条例

平成１９年３月１６日
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がある。

　このような状況の中，活力と希望あふれる熊本を築くためには中小企業の自助努力はもちろん，意

欲ある中小企業を社会全体で育て支援していくことが重要である。

　ここに，中小企業の振興を県政の重要課題として位置づけ，中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４

号）第６条に定める地方公共団体としての県の責務を果たすため，この条例を制定する。

（目的）

第１条　この条例は，中小企業が熊本県の経済において果たす役割の重要性にかんがみ，中小企業の

振興の基本となる事項を定め，中小企業の健全な発展を図ることにより，熊本県経済の活性化及び発

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「中小企業者」とは，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，県内に事務所又は事業所を有する者をいう。

（基本理念）

第３条　中小企業の振興は，中小企業者の自主的かつ創造的な産業活動が助長されることを旨として，

推進されなければならない。

２　中小企業の振興は，豊富な人材，集積された多様な技術及び優れた産業基盤並びに豊かな自然，

歴史，伝統，文化等の県内各地域が特性として有する地域資源の持続的活用を図ることにより，推進

されなければならない。

（基本方針等）

第４条　県は，前条の基本理念にのっとり，中小企業の支援を行う体制の充実及び強化を図りながら，

次に掲げる基本方針に基づき中小企業に関する施策を講ずるものとする。

（１）産業の高付加価値化，経営の革新及び新たな産業の創出の促進

（２）中小企業者の経営基盤の強化に必要な経営資源の確保

（３）自然的経済的社会的条件からみて一体である地域における，同種の事業又はこれと関連性の高

い事業を行う事業者の有機的な連携の促進及び産業の集積化

（４）研究開発及び事業活動を担うべき人材の育成及び確保

（５）中小企業における研究開発の推進及びその成果の普及並びに産学行政の連携の推進

（６）環境と調和のとれた産業活動の持続的な発展の促進

（７）中小企業者の振興に資する企業立地の促進

（８）地域の多様な資源，特性等を生かした事業活動を促進する環境の整備

（９）安心して子どもを生み，育てることができる雇用環境の整備

２　県は，前項の基本方針に基づき施策を具体的に実施するに当たり，次に掲げる措置を講ずるもの

とする。

（１）中小企業における製品等の販路又は役務の提供範囲の拡大に資するため，県の発注する工事，

物品及び役務の調達等に当たっては，予算の適正な執行及び透明かつ公正な競争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）中小企業者が製造又は加工した物品及び中小企業者が提供する役務の利用の促進に努めること。

（３）中小企業者の経営の安定を図るため，効果的な融資及び補助制度の充実に努めること。

（４）国その他の関係機関と協力して施策の推進を図るとともに，必要に応じて，国等に対し施策の

充実及び改善を要請すること。
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（５）市町村が取り組む中小企業の振興策について，必要な支援を行うよう努めること。

（６）地域，産業界及び大学等と連携を図り，効果的な施策の実施に努めること。

（財政上の措置）

第５条　県は，前条の基本方針に基づき施策を実施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。

（中小企業者の努力）

第６条　中小企業者は，経営基盤の強化及び従業員の福利厚生の向上に自主的に努力を払い，県民へ

の安全で安心な製品等の供給及び役務の提供に努めるとともに，県産品の利活用，商工団体等への加

入等により，地域貢献に努めるものとする。

（県民の理解と協力）

第７条　県民は，中小企業の振興が県民相互の生活の向上と地域社会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。

 

　帯広・十勝は，民間開拓団の入植以来，先人たちの弛まぬ努力によって，農業及び関連する幅広い

産業が発展を遂げてきました。今日でも，農業を基盤として，食品加工や農業機械など関連産業が発

達しているほか，消費・サービス，運輸・流通など幅広い産業が展開しており，帯広市は，広く十勝

の産業と関連性を深めながら，十勝の産業や生活を支える中心都市として発展してきています。本市

産業を支える中小企業は，地域資源が持つ価値を限りなく発揮させ，雇用を確保・拡大し，市民所得

の向上をもたらすなど，帯広・十勝の地域経済の振興・活性化を図る極めて重要な担い手であります。

　地域産業の発展に重要な地位を占める中小企業の振興が，帯広・十勝の発展に欠かせないものであ

ることの理解を地域で共有し，関係者の協働で地域経済の振興を図ることにより，もって地域の発展

に資するためこの条例を制定します。

（目的）

第１条　この条例は，地域産業の発展に果たす中小企業の役割の重要性にかんがみ，帯広市の中小企

業振興に関して基本的な事項を定めることにより，その基盤の強化及び健全な発展を促進し，もって

産業及び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，当該各号の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項各号に定めるものをいう。

（２）中小企業者等　中小企業者，事業協同組合，事業協同小組合，協同組合連合会，企業組合，商

工組合，商工組合連合会，商店街振興組合，商店街振興連合会その他市長が適当と認めた中小企業団

体をいう。

（中小企業振興の基本的方向）

帯広市中小企業振興基本条例

平成１９年４月１日施行
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第３条　この条例の目的を達成するため，市及び中小企業者等が協働して中小企業の振興を図る基本

的方向は，次のとおりとする。

（１）帯広・十勝の地域資源を活用する起業・創業及び新技術・新事業開発の支援

（２）技術・技能の向上をはじめとする人材の育成及び担い手づくりの促進

（３）経営基盤の強化

（４）産業基盤の整備

（５）中小企業者の組織化の促進及び中小企業団体の育成

（市長の責務）

第４条　市長は，前条の規定に基づき，地域の中小企業関係団体と密接に連携し，中小企業振興のた

めの指針を定めるものとする。

２　市長は，国，北海道その他の公的団体等と連携し，融資のあっせん，助成金の交付その他中小企

業者等に対する支援等必要な施策を講じなければならない。

（中小企業者の役割と努力）

第５条　中小企業者は，自助の精神にのっとり経営基盤の改善・強化，従業員の福利向上に努めると

ともに，地域環境との調和及び消費生活の安定・安全確保に十分に配慮し，地域経済の振興発展に貢

献するものとする。

２　中小企業者は，それぞれの地域及び業種等を中心に組織化を図るとともに，中小企業者等による

共同事業の実施，商店街組織への加入等相互に協力するよう努めるものとする。

（市民の理解と協力）

第６条　市民は，帯広・十勝の中小企業が地域経済の振興・発展及び市民生活の向上に果たす重要な

役割を理解し，地域中小企業の育成・発展に協力するよう努めるものとする。

（委任規定）

第７条　この条例の施行について必要な事項は，別に定める。

附　則

（施行期日）

１　この条例は，平成１９年４月１日から施行する。

（帯広市中小企業等振興条例の廃止）

２　帯広市中小企業等振興条例（昭和５４年条例第２６号）は，廃止する。

 

（目的）

第１条　この条例は，富士市（以下「市」という。）の産業の基盤であり，市の発展を支えてきた中小

企業の重要性にかんがみ，その振興について基本となる事項を定め，中小企業の競争力の向上，経営

基盤の強化及び健全な発展を促進することにより，中小企業の振興を図り，もって活力ある地域社会

の実現を図ることを目的とする。

（定義）

富士市中小企業振興基本条例

平成１９年３月２６日
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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，当該各号の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項各号に掲げるものをいう。

（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項各号

に掲げるもの及び商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）の規定に基づき設立された商店街振興

組合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）中小企業者等　中小企業者及び中小企業団体をいう。

（基本方針）

第３条　中小企業の振興は，中小企業者等の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ，中小企

業者等，市，市民及び関係団体が一体となって，国，県その他機関との連携の下，環境との調和に配

慮し，市の産業の永続的な発展に資する総合的施策を推進することを基本とする。

（基本的施策）

第４条　第１条の目的を達成するため，前条の基本方針に基づく基本的施策を次のとおり定める。

（１）中小企業の経営の安定及び革新に関する施策

（２）中小企業の人材育成及び雇用の安定に関する施策

（３）新産業の創出及び起業支援に関する施策

（４）中小企業の産業基盤の整備に関する施策

（５）中小企業の資金調達の円滑化に関する施策

（６）中小企業に対する支援・連携ネットワークの構築

（７）中小企業に関する情報の収集及び提供

（８）前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める施策

（市の責務）

第５条　市は，前条に掲げる施策を社会経済情勢の変化に応じて計画的に実施するとともに，その実

施に当たって次に掲げる措置を講ずるものとする。

（１）施策の実施に要する庁内体制の整備及び財政上の措置に努めること。

（２）広く市民，関係者等の意見を聞き，施策の計画及び実施に反映させるよう努めること。

（３）国，県その他機関との連携を強化するとともに，必要に応じて国及び県の施策の充実及び改善

を要請すること。

（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，従業員の福利厚生の向上及び雇用の安定に努めるととも

に，地域環境との調和及び消費者の安全確保に十分配慮するものとする。

（市民等の理解及び協力）

第７条　市民及び市内の産業にかかわるものは，中小企業の振興が市民生活の向上及び地域社会の活

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努めるものとする。

（委任）

第８条　この条例の施行について必要な事項は，別に定める。

附　則

　この条例は，平成１９年４月１日から施行する。
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第１章　総則

（目的）

第１条　この条例は，産業構造の高度化による自立型経済構造への転換を図るため，企業立地の促進

及び中小企業の競争力の強化に関し，道の責務及び事業者等の役割を明らかにするとともに，道の施

策の基本となる事項を定めることにより，その施策を一体的かつ相乗的に推進し，もって北海道の経

済の活性化及び雇用の機会の創出に資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）自立型経済構造への転換　民間需要の増大により，公的需要への依存度が低下し，民間が主導

的な役割を担う経済構造となることをいう。

（２）企業立地　事業者が，その事業の用に供する工場，事業場その他の施設を道内に新設し，又は

増設することをいう。

（３）経営の革新　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式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をいう。

（４）産業技術開発　商品の生産若しくは販売又は役務の提供の技術（新規性を有するものに限る。）に

関する研究開発をいう。

（５）産学官　事業者，大学等（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学及び高

等専門学校その他の研究機関をいう。次条第２項において同じ。）並びに国，道及び市町村をいう。

（道の責務）

第３条　道は，企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する基本的な施策を策定し，及び一

体的かつ相乗的に実施する責務を有する。

２　道は，前項の施策を推進するに当たっては，道立試験研究機関の研究開発及び技術支援を積極的

に活用するほか，国，市町村，大学等，事業者，産業に関する団体その他の関係機関と緊密な連携を

図るものとする。

（事業者等の役割）

第４条　事業者は，優れた商品の生産若しくは販売又は役務の提供に必要な設備，人材，技術等の投

資活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。

２　事業者は，自らの経営資源（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

れる資源をいう。）の優位性を生かしながら，持続的に経営の革新及び国内外における商品の販路又は

役務の提供範囲の拡大を図るよう努めるものとする。

３　商工会議所，商工会その他の産業に関する団体は，道と連携し，企業立地の促進及び中小企業の

競争力の強化に貢献するよう努めるものとする。

第２章　基本的施策

（施策の基本方針）

北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び
中小企業の競争力の強化に関する条例

平成１９年１２月１２日
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第５条　道は，産業構造の高度化による自立型経済構造への転換を図るため，次に掲げる基本方針に

基づき，企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する施策を一体的かつ相乗的に推進するも

のとする。

（１）高い経済的効果を及ぼす産業の発展を図ること。

（２）成長発展が期待される産業の創出及び発展を図ること。

（３）地域の特性に応じた産業の発展を図ること。

（４）商品又は役務の付加価値の向上を目指す中小企業の育成を図ること。

（企業立地及び道内の中小企業の取引参入の一体的促進）

第６条　道は，企業立地を促進するため，高い経済的効果を及ぼす産業，成長発展が期待される産業

及び地域の特性に応じた産業の分野（以下「特定産業分野」という。）を重点的に，企業立地に関する

情報の収集及び提供，企業立地に必要な資金の調達の円滑化その他の必要な措置を講ずるものとする。

２　道は，道内の中小企業が企業立地をした事業者との取引に参入することを促進するため，道内の

中小企業の研究開発能力及び価格競争力の強化，生産工程の効率化並びに情報技術の利活用による生

産性の向上の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。

（人材の育成及び確保）

第７条　道は，事業者の事業活動を担う人材の育成及び確保を図るため，産業教育の実施，事業者の

需要に対応した職業能力の開発，道外からの人材の誘致その他の必要な措置を講ずるものとする。

（中小企業の経営の革新及び産業技術開発の促進）

第８条　道は，中小企業の経営の革新及び産業技術開発を促進するため，特定産業分野を重点的に，

新商品又は新役務の開発の促進，商品の新たな生産若しくは販売の方式又は役務の新たな提供の方式

の導入の促進，商品の生産若しくは販売又は役務の提供の技術に関する研究開発の促進その他の必要

な措置を講ずるものとする。

（中小企業の国内外における販路等の拡大）

第９条　道は，中小企業の国内外における商品の販路又は役務の提供範囲の拡大を図るため，国内外

における市場の開拓及び受注機会の拡大の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。

（創業等の促進）

第１０条　道は，創業並びに新たな事業及び産業の創出（以下「創業等」という。）を促進するため，特

定産業分野を重点的に，創業等に関する情報の提供及び研修の実施，創業等に必要な資金の調達の円

滑化，産業技術開発の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。

（産学官及び産業間の連携の促進）

第１１条　道は，創業等及び産業技術開発を促進するため，特定産業分野を重点的に，産学官及び産業

間の連携による研究開発及び事業化の促進，産学官及び産業間の多様な交流の機会の提供その他の必

要な措置を講ずるものとする。

（財政上の措置）

第１２条　道は，企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化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３章　助成の措置

（企業立地を促進するための助成の措置）

第１３条　道は，企業立地を促進するため，道内に工場，事業場その他の施設であって規則で定めるも

のの新設又は増設（規則で定める新設又は増設に限る。）をしようとする者に対し，規則で定めるとこ
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ろにより，予算の範囲内において，補助金の交付その他の助成の措置を講ずることができる。

２　前項に規定する助成の措置は，次に掲げる事項を旨として実施するものとする。

（１）特定産業分野を重点的に支援すること。

（２）産業基盤が整備された地域への企業立地を促進する等産業集積（自然的経済的社会的条件から

みて一体である地域において同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の者が有機的に連携し

つつ行っている場合の当該事業者の集積をいう。）の効果を高めるよう努めること。

（３）市町村と連携し，地域の主体的な取組の支援に努めること。

（中小企業の競争力の強化を図るための助成の措置）

第１４条　道は，中小企業の競争力の強化を図るため，新たな事業分野への進出，市場の開拓等を図る

ために行う事業であって規則で定めるものを行う者に対し，規則で定めるところにより，予算の範囲

内において，補助金の交付その他の助成の措置を講ずることができる。

２　前項に規定する助成の措置は，次に掲げる事項を旨として実施するものとする。

（１）特定産業分野を重点的に支援すること。

（２）優れた事業計画に基づき新たな事業分野への進出又は市場の開拓を図る等積極的な経営を行う

中小企業の育成に努めること。

（規則への委任）

第１５条　この章に規定する助成の措置に関し必要な事項は，規則で定める。

附則

１　この条例は，平成２０年４月１日から施行する。

２　次に掲げる条例は，廃止する。

（１）北海道創造的中小企業育成条例（昭和６１年北海道条例第３０号）

（２）北海道企業立地促進条例（平成９年北海道条例第２９号）

３　前項第１号の規定による北海道創造的中小企業育成条例の廃止に伴い必要な経過措置は，規則で

定める。

４　この条例の施行の際現に附則第２項第２号の規定による廃止前の北海道企業立地促進条例第３条

第１項の規定により指定を受けている者の当該指定及び当該指定に係る助成の措置については，なお

従前の例による。

５　知事は，この条例の施行後３年を経過した場合において，社会経済情勢の変化等を勘案し，この

条例の施行の状況について検討を加え，その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

説明

　産業構造の高度化による自立型経済構造への転換を図るよう，企業立地の促進及び中小企業の競争

力の強化に関し，道の責務及び事業者等の役割を明らかにするとともに，道の施策の基本となる事項

を定めることにより，その施策を一体的かつ相乗的に推進し，北海道の経済の活性化及び雇用の機会

の創出に資することとするため，この条例を制定しようとするものである。



���２００７年に制定された中小企業振興基本条例

 

　青森県の中小企業は，これまで，生産，流通など本県の経済活動の全般にわたって重要な役割を果

たすとともに，地域の経済と雇用を支え，本県の発展と県民生活の向上をもたらしてきた。

　しかし，近年，経済活動の国際化，消費者の需要の多様化，急速な少子高齢化，環境面での規制の

強化，情報技術の急激な発展等により，本県の中小企業は，事業活動の再検討や事業の方向転換の必

要に迫られるなど極めて厳しい経営環境に置かれ，活力の低下が懸念される。

　このような状況の下，二十一世紀の中で確かな未来を拓く自主自立の青森県をつくり育てるために

は，個々の中小企業者の自主的な努力が求められるとともに，厳しい経営環境を乗り越えようと果敢

に挑戦する意欲あふれる中小企業者が育ち，持続的に発展していけるよう社会全体で支援していくこ

とが必要である。

　ここに，中小企業の振興を県政の重要課題と位置付け，県を挙げて中小企業の振興を図るため，こ

の条例を制定する。

（目的）

第１条　この条例は，本県の経済における中小企業の役割の重要性にかんがみ，中小企業の振興につ

いて，基本理念を定め，及び県の責務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，中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し，もって本県の経

済の健全な発展，本県における雇用の場の創出及び県民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

（中小企業者の範囲）

第２条　この条例において「中小企業者」とは，おおむね中小企業基本法（昭和三十八年法律第百五

十四号）第二条第一項各号に掲げる者であって，県内に事務所又は事業所を有するものをいう。

（基本理念）

第３条　中小企業の振興は，中小企業者の自主的な努力と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，豊富な人材，多様な技術，豊かな自然その他の県内各地域が有する資源の持

続的な活用を図ることにより推進されなければならない。

（県の責務）

第４条　県は，前条に定める中小企業の振興についての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっ

とり，中小企業の振興に関する総合的かつ戦略的な施策を策定し，及びこれを実施するものとする。

２　県は，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，他の地方公共団体，大学等，

金融機関，中小企業に関する団体その他の関係機関との連携に努めるものとする。

３　県は，工事の発注，物品及び役務の調達等に当たっては，予算の適切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。

（中小企業者の努力）

第５条　中小企業者は，基本理念にのっとり，経済的社会的環境の変化に対応して，自主的にその経

営の向上に努めなければならない。

２　中小企業者は，雇用の促進，その事業活動を担う人材の育成，福利厚生の充実その他雇用環境の

青森県中小企業振興基本条例

平成１９年１２月１３日
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整備に努めなければならない。

３　中小企業者は，その事業活動を通じて，地域社会への貢献に努めなければならない。

（県民の理解及び協力）

第６条　県民は，中小企業の振興が本県の経済の健全な発展，本県における雇用の場の創出及び県民

生活の安定向上に寄与することを理解するとともに，県が実施する中小企業の振興に関する施策に協

力するよう努めなければならない。

（基本方針）

第７条　県は，次に掲げる基本方針に基づき，中小企業の振興に関する施策を実施するものとする。

一　中小企業の事業活動を担う人材の育成及び確保を図ること。

二　中小企業の経営基盤の強化を図ること。

三　効果的な融資制度の充実等により中小企業に対する資金の供給の円滑化を図ること。

四　中小企業の創業及び新たな事業の創出の促進を図ること。

五　中小企業が行う技術開発，新製品の開発及び新たな事業の分野への進出の推進を図ること。

六　中小企業の受注の能力の向上及び受注の機会の増大を図ること。

七　中小企業の販路の開拓の推進を図ること。

八　中小企業の国際的視点に立った事業展開の推進を図ること。

（市町村への支援）

第８条　県は，市町村が中小企業の振興に関する施策を実施する場合には，必要な助言及び協力その

他の支援措置を講ずるものとする。

（財政上の措置）

第９条　県は，中小企業の振興に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努め

るものとする。

（年次報告）

第１０条　知事は，毎年，議会に，第七条に定める基本方針に基づいて実施した施策のうち主なものに

関する報告を提出しなければならない。

附則

　この条例は，公布の日から施行する。ただし，第十条の規定は，平成２０年４月１日から施行する。

 

　札幌市中小企業振興条例（昭和５０年条例第２８号）の全部を改正する。

　札幌は，事業所のほとんどを中小企業が占めるまちであり，中小企業が経済の基盤をなしている。

中小企業は，経済活動の全般にわたって重要な役割を果たしているだけでなく，その振興により，働

く人の収入が増え，消費が活発化し，雇用が創出される。さらに，市の税収が増加して福祉や教育な

どの市民サービスが向上し，まちづくりが発展するなどの好循環が生み出される。このようなことか

ら，中小企業の振興は，単に中小企業だけにとどまるものではなく，札幌の産業，経済と市民生活全

体にかかわる課題といえる。

札幌市中小企業振興条例

平成１９年１２月１２日
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　しかしながら，経済のグローバル化による企業間競争の激化，少子高齢化の進行や人口減少時代の

到来など，中小企業を取り巻く環境は大きく変化してきており，これまで地域社会を支えてきた中小

企業の活力の低下も懸念されている。

　中小企業が成長発展していくためには，中小企業者自らがその経営の向上のために努力を払うとと

もに，地域社会における責任を果たし，市民や社会から信頼されることが必要である。そして，中小

企業の振興が札幌の発展に欠かせないものであるという認識を，企業はもちろんのこと，まちづくり

の担い手である市民や行政も共有することが何より大切である。

　そこで，中小企業を振興するうえでの企業，行政及び市民の役割や関係を明らかにし，中小企業を

より元気にすることで，札幌をより豊かで住みやすいまちとするため，ここに，この条例を制定する。

第１章　総則

（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，市の責務，中小企業者等の努

めるべき事項などを明らかにするとともに，市の施策の基本となる事項を定めることにより，中小企

業の振興に関する施策（以下「中小企業振興施策」という。）を総合的に推進し，もって本市経済の発

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，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「基本法」という。）第２条第１

項に定めるものをいう。

（２）協同組合等　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項各号に

掲げる中小企業団体，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，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条に規定する生活衛生同業組合その他これらに類する中小企業者を構成員とす

る団体をいう。

（３）中小企業者等　中小企業者及び協同組合等をいう。

（４）大企業者　中小企業者以外の会社及び個人であって事業を営むものをいう。

（基本理念）

第３条　中小企業の振興は，次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。

（１）中小企業者等の自らの創意工夫と自主的な努力を尊重すること。

（２）本市の産業構造の特性に配慮すること。

（３）経済活動における国際化の進展その他の経済的社会的環境の変化に的確に対応すること。

（市の責務）

第４条　市は，前条に定める基本理念にのっとり，中小企業振興施策を総合的に策定し，及び実施し

なければならない。この場合において，市は，中小企業者等の実態を的確に把握するとともに，中小

企業者等の意見を適切に反映するよう努めなければならない。

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，国，関係地方公共団体，支援機

関（中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第７条第１項に規定する指定法人等をいう。），経済団

体，大学等の研究機関その他の関係機関と連携を図るよう努めなければならない。

（中小企業者等の努力等）
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第５条　中小企業者等は，経営の革新（基本法第２条第２項に規定する経営の革新をいう。以下同

じ。），経営基盤の強化及び経済的社会的環境の変化への適応のために，自主的に取り組むよう努めな

ければならない。

２　中小企業者等は，市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。

３　中小企業者等は，地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し，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貢献するよう努めるものとする。

（大企業者の役割）

第６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，中小企業者等との連携・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

する中小企業振興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７条　市民は，中小企業の振興が市民生活の向上において果たす役割の重要性を理解し，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。

第２章　中小企業の振興に関する基本的施策

（施策の基本方針）

第８条　中小企業振興施策の策定及び実施は，第３条に定める基本理念にのっとり，次に掲げる事項

を基本として行うものとする。

（１）中小企業者等の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動（基本法第２条第３項に規

定する創造的な事業活動をいう。）の促進を図ること。

（２）中小企業者等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，中小企業者等の経営基盤の強化を促進すること。

（３）中小企業者等の経営の安定，事業転換の円滑化等を図ることにより，中小企業者等の経済的社

会的環境の変化に対する適応の円滑化を促進すること。

（財政上の措置）

第９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。

２　市は，予算の範囲内において，中小企業者等に対する適切な支援を行うものとする。

（市からの受注機会の増大）

第１０条　市は，工事の発注，物品及び役務の調達等に当たっては，予算の適正な執行に留意しつつ，

中小企業者等の受注の機会の増大に努めるものとする。

（連携・協力の促進等）

第１１条　市は，中小企業者等相互及び中小企業者等と大企業者の連携・協力の促進に努めるものとす

る。

２　市は，中小企業の振興に関する市民の理解を深めるとともに，市民の協力を促すため，広報，啓

発等の必要な措置を講ずるものとする。

第３章　札幌市中小企業振興審議会

（設置）

第１２条　市長の附属機関として，札幌市中小企業振興審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（所掌事務）
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第１３条　審議会は，次に掲げる事務を行う。

（１）市長の諮問に応じ，中小企業振興施策について調査審議し，及び意見を述べること。

（２）その他中小企業の振興に関する事項について調査審議し，及び意見を述べること。

（組織）

第１４条　審議会は，委員２０名以内をもって組織する。

２　委員は，学識経験者，中小企業者，消費者その他市長が適当と認める者のうちから，市長が委嘱

する。

（委員の任期）

第１５条　委員の任期は，２年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は，前任者

の残任期間とする。

２　委員は，再任されることができる。

（会長及び副会長）

第１６条　審議会に会長及び副会長各１人を置き，委員の互選によってこれを定める。

２　会長は，審議会を代表し，会務を総理する。

３　副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。

４　会長及び副会長ともに事故があるときは，あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

（会議）

第１７条　審議会の会議は，必要の都度会長が招集し，会長がその議長となる。

２　審議会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。

３　会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。

（庶務）

第１８条　審議会の庶務は，経済局において行う。

（運営事項）

第１９条　第１３条から前条までに定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，会長が審議会

に諮って定める。

第２０条　この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。

附則

（施行期日）

１　この条例は，平成２０年４月１日から施行する。（以下，略） 


