
中小企業家同友会全国協議会
都道府県 条例数 条例名

北海道 45

2007年「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」、2007年「帯広市中小企業振興基本条例」、2007年「札幌市中小企業振興条例（改
正）」、2007年「下川町中小企業振興基本条例」、2008年「北広島市商工業振興基本条例」、2009年
「釧路市中小企業基本条例」、2009年「別海町中小企業振興基本条例」、2010年「中標津町中小企
業基本条例」、2010年「函館市中小企業基本条例」、2011年「厚岸町中小企業振興基本条例」、
2011年「弟子屈町中小企業基本条例」、2011年「旭川市中小企業振興基本条例」、2012年「倶知安
町中小企業振興基本条例」、2013年「苫小牧市中小企業振興条例」、2013年「北見市中小企業振
興基本条例」、2013年「恵庭市中小企業振興基本条例」、2013年「登別市中小企業地域経済振興
基本条例」、2015年「根室市中小企業振興基本条例」、2015年「北斗市中小企業振興基本条例」、
2015年「新得町産業振興基本条例」、2015年「音威子府村中小企業振興基本条例」、2016年「北海
道小規模企業振興条例」、2016年「室蘭市中小企業振興条例」、2016年「真狩村小規模企業振興
基本条例」、2016年「名寄市中小企業振興条例」、2016年「陸別町小規模企業振興基本条例」、
2016年「島牧村小規模企業振興基本条例」、2017年「稚内市中小企業振興基本条例」、2017年「羅
臼町産業振興基本条例」、2017年「更別村中小企業振興条例」、2017年「士幌町小規模企業振興
基本条例」、2017年「足寄町小規模企業振興基本条例」、2017年「比布町小規模企業振興条例」、
2017年「鹿部町中小企業振興基本条例」、2017年「北竜町小規模企業振興基本条例」、2017年「西
興部村中小企業振興基本条例」、2017年「木古内町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2018
年「標津町中小企業等振興基本条例」、2018年「小樽市中小企業振興基本条例」、2018年　北海道
「和寒町中小企業振興条例」、2018年「津別町小規模企業振興基本条例」、2018年「七飯町小規模
企業振興基本条例」、2018年「福島町小規模企業振興基本条例」、2018年「滝上町小規模企業振
興基本条例」、2018年「訓子府町中小企業・小規模企業振興条例」

青森 5
2007年「青森県中小企業振興基本条例」、2012年「青森市中小企業振興基本条例」、2015年「三沢
市中小企業振興条例」、2017年「むつ市中小企業振興条例」、2018年「十和田市中小企業振興基
本条例」

岩手 5
2009年「一関市産業振興基本条例」、2015年「岩手県中小企業振興条例」、2015年「北上市地域産
業振興基本条例」、2016年「宮古市産業振興条例」、2018年「遠野市産業振興条例」

宮城 13

2001年「塩竈市中小企業振興条例」、2014年「白石市中小企業振興基本条例」、2015年「仙台市中
小企業活性化条例」、2015年「宮城県中小企業・小規模企業の振興に関する条例」、2017年「女川
町中小企業及び小規模企業振興基本条例」、2017年「角田市中小企業の振興に関する条例」、
2017年「栗原市中小企業振興条例」、2018年「南三陸町中小企業・小規模事業者等振興基本条
例」、2018年「多賀城市中小企業・小規模企業の振興に関する条例」、2018年「七ケ浜町中小企業・
小規模企業者の振興に関する条例」、2018年「亘理町中小企業・小規模企業振興基本条例」、
2018年「東松島市中小企業・小規模企業振興基本条例」、2019年「気仙沼市中小企業・小規模企
業振興基本条例」

秋田 7

2004年「羽後市産業振興基本条例」、2011年「仙北市産業振興基本条例」、2013年「由利本荘市の
地域特性を活かした産業振興と中小企業の育成に関する条例」、2014年「秋田県中小企業振興条
例」、2015年「美郷町中小企業振興条例」、2015年「湯沢市ふるさと企業基本条例」、2018年「秋田
市中小企業振興基本条例」

山形 7
2012年「山形県中小企業振興条例」、2013年「飯豊町中小企業等振興条例」、2015年「米沢市中小
企業振興条例」、2015年「天童市中小企業振興条例」、2016年「川西町中小企業・小規模事業者振
興条例」、2017年「村山市小規模企業振興基本条例」、2019年「山形市中小企業振興条例」

福島 10

2006年「福島県中小企業振興基本条例」、2015年「福島市中小企業振興基本条例」、2016年「いわ
き市中小企業・小規模企業振興条例」、2016年「須賀川市中小企業・小規模企業振興基本条例」、
2016年「湯川村小規模企業振興基本条例」、2017年「郡山市中小企業・小規模企業振興基本条
例」、2017年「三島町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2017年「天栄村中小企業振興基本条
例」、2018年「西郷村中小企業・小規模企業振興条例」、2019年「会津若松市中小企業及び小規模
企業振興条例」

茨城 1 2004年「茨城県産業活性化推進条例」

栃木 19

2005年「佐野市中小企業振興基本条例」、2015年「栃木県中小企業・小規模企業の振興に関する
条例」、2016年「日光市中小企業・小規模企業振興基本条例」、2017年「足利市中小企業及び小規
模企業振興条例」、2017年「那須烏山市中小企業振興基本条例」、2017年「矢板市中小企業・小規
模企業に関する条例」、2017年「栃木市中小企業・小規模企業の振興に関する条例」、2017年「大
田原市中小企業・小規模企業の振興に関する条例」、2017年「野木町中小企業・小規模企業の振
興に関する条例」、2017年「高根沢町中小企業・小規模企業の振興に関する条例」、2018年「那須
町中小企業・小規模企業の振興に関する条例」、2018年「鹿沼市中小企業及び小規模企業の振興
に関する条例」、2018年「真岡市中小企業・小規模企業の振興に関する条例」、2018年「さくら市中
小企業及び小規模企業振興基本条例」、2018年「下野市中小企業・小規模企業の振興に関する条
例」、2018年「壬生町中小企業・小規模企業の振興に関する条例」、2018年「塩谷町小規模企業振
興基本条例」、2018年「上三川町中小企業・小規模企業の振興に関する条例」、2018年「那珂川町
中小企業・小規模企業振興条例」

県別中小企業振興基本条例一覧（理念型条例・総合政策型条例のみ）



群馬 17

2011年「群馬県中小企業憲章」、2013年「前橋市中小企業振興基本条例」、2014年「館林市中小企
業振興基本条例」、2016年「みなかみ町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2016年「群馬県小
規模企業振興条例」、2016年「長野原町中小企業及び小規模企業振興基本条例」、2016年「千代
田町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2016年「邑楽町小規模企業振興条例」、2017年「富岡
市中小企業振興条例」、2017年「上野村小規模企業振興基本条例」、2017年「神流町小規模企業
振興基本条例」、2017年「中之条町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2017年「嬬恋村中小企
業・小規模企業振興基本条例」、2017年「高山村中小企業・小規模企業振興基本条例」、2018年
「甘楽町小規模企業振興基本条例」、2018年「東吾妻町中小企業・小規模企業振興基本条例」、
2018年「渋川市中小企業振興基本条例」

埼玉 14

2002年「埼玉県中小企業振興基本条例」、2005年「八潮市産業経済振興条例」、2006年「秩父市商
工業振興基本条例」、2007年「春日部市商工業振興基本条例」、2008年「行田市商工業振興条
例」、2010年「川口市中小企業振興条例」、2011年「戸田市中小企業振興条例」、2014年「深谷市産
業振興条例」、2014年「富士見市産業振興条例」、2014年「宮代町商工業振興基本条例」、2015年
「川越市中小企業振興基本条例」、2017年「久喜市中小企業・小規模企業振興基本条例」、2017年
「埼玉県小規模企業振興基本条例」、2018年「吉川市産業振興条例」

千葉 20

2007年「千葉県中小企業の振興に関する条例」、2005年「習志野市産業振興基本条例」、2006年
「柏市産業振興基本条例」、2006年「鎌ケ谷市商工業振興条例」、2006年「茂原市商業振興基本条
例」、2007年「船橋市産業振興基本条例」、2007年「流山市産業振興基本条例」、2008年「成田市商
工業の振興に関する条例」、、2008年「八千代市産業振興基本条例」、2010年「佐倉市産業振興条
例」、、2010年「松戸市商業振興条例」、2011年「市川市産業振興基本条例」、2011年「我孫子市商
工業振興基本条例」、2012年「木更津市産業振興基本条例」、2013年「白井市産業振興条例」、
2013年「銚子市地域産業振興条例」、2014年「君津市産業振興条例」、2016年「富里市産業振興基
本条例」、2018年「山武市中小企業振興基本条例」、2018年「酒々井町産業振興基本条例」

東京 25

1979年「墨田区中小企業振興基本条例」、1983年「港区中小企業振興基本条例」、1990年「葛飾区
中小企業振興基本条例」、1991年「台東区中小企業振興に関する基本条例」、1992年「千代田区
中小企業振興基本条例」、1995年「中央区中小企業の振興に関する基本条例」、1995年「大田区
産業のまちづくり条例」、1999年「世田谷区産業振興基本条例」、2000年「目黒区中小企業振興基
本条例」、2003年「八王子市いきいき産業基本条例」、2004年「三鷹市産業振興基本条例」、2005
年「練馬区産業振興基本条例」、2005年「板橋区産業活性化基本条例」、2005年「足立区経済活性
化基本条例」、2005年「荒川区産業振興基本条例」、2006年「豊島区商工振興条例」、2006年「西東
京市商工業振興基本条例」、2006年「国立市中小企業振興基本条例」、2007年「東大和市産業振
興基本条例」、2008年「江東区地域経済活性化基本条例」、2008年「町田市産業振興基本条例」、
2011年「新宿区産業振興基本条例」、2013年「日野市工業振興条例」、2014年「杉並区産業振興基
本条例」、2018年「東京都中小企業・小規模企業振興条例」

神奈川 5
2008年「神奈川県中小企業活性化推進条例」、2010年「横浜市中小企業振興基本条例」、2011年
「横須賀市中小企業振興基本条例」、2013年「相模原市がんばる中小企業を応援する条例」、2015
年「川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例」

山梨 11

2009年「北杜市中小企業振興基本条例」、2015年「韮崎市中小企業・小規模事業者振興基本条
例」、2016年「山梨県中小企業・小規模企業振興条例」、2016年「南アルプス市中小企業及び小規
模企業振興基本条例」、2016年「市川三郷町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2016年「甲府
市中小企業・小規模企業振興条例」、2016年「甲斐市中小企業・小規模企業振興基本条例」、2016
年「笛吹市中小企業・小規模企業振興基本条例」、2016年「富士川町中小企業及び小規模企業振
興基本条例」、2017年「身延町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2017年「南部町中小企業・
小規模企業振興基本条例」

長野 7

2000年「諏訪市中小企業振興基本条例」、2001年「飯島町産業振興条例」、2014年「長野県中小企
業振興条例」、2016年「東御市商工業振興条例」、2017年「池田町中小企業・小規模企業振興基本
条例」、2017年「小諸市中小企業振興条例」、2018年「上田市商工業振興条例」

新潟 21

2006年「燕市中小企業振興条例」、2008年「新発田市中小企業活性化推進基本条例」、2009年「阿
賀野市産業経済振興条例」、2014年「新潟市中小企業振興基本条例」、2015年「聖籠町小規模企
業振興基本条例」、2015年「新潟県小規模企業の振興に関する基本条例」、2015年「十日町中小
企業・小規模企業振興条例」、2015年「出雲崎町中小企業・小規模企業振興条例」、2016年「村上
市中小企業振興基本条例」、2016年「佐渡市中小企業・小規模企業振興条例」、2016年「魚沼市中
小企業・小規模企業振興基本条例」、2016年「胎内市中小企業・・小規模企業振興基本条例」、
2016年「弥彦村小規模企業の振興に関する基本条例」、2016年「阿賀町小規模企業振興基本条
例」、2016年「関川村小規模企業の振興に関する基本条例」、2017年「南魚沼市中小企業者等振
興基本条例」、2017年「妙高市中小企業振興基本条例」、2017年「五泉市中小企業・小規模企業振
興基本条例」、2017年「湯沢町小規模企業振興基本条例」、2017年「刈羽村小規模企業振興基本
条例」、2018年「上越市中小企業・小規模企業振興基本条例」、2018年「犬山市産業振興基本条
例」

富山 5

2012年「富山県中小企業の振興と人材の育成等に関する基本条例」、2015年「南砺市中小企業・
小規模事業者振興基本条例」、2016年「高岡市産業の振興及び小規模企業の持続的発展に関す
る基本条例」、2017年「小矢部市中小企業の振興及び小規模企業の持続的発展の促進に関する
基本条例」、2019年「射水市中小企業・小規模企業振興基本条例」

石川 9

2007年「輪島市産業振興基本条例」、2008年「野々市町中小企業振興基本条例」、2014年「加賀市
中小企業振興基本条例」、2015年「ふるさと石川の地場産業を担い地域経済を支える中小企業の
振興に関する条例」、2016年「白山市中小企業振興基本条例」、2016年「能美市中小企業・小規模
事業者振興基本条例」、2017年「かほく市中小企業及び小規模企業振興基本条例」、2017年「内灘
町小規模企業振興基本条例」、2018年「中能登町中小企業及び小規模企業振興基本条例」

福井 4
2009年「福井県中小企業振興条例」、2013年「坂井市中小企業振興基本条例」、2015年「越前市中
小企業振興基本条例」、2016年「あわら市中小企業振興基本条例」



静岡 14

2007年「富士市中小企業振興基本条例」、2015年「富士宮市中小企業振興基本条例」、2015年「磐
田市中小企業及び小規模企業振興基本条例」、2015年「三島市中小企業振興条例」、2016年「静
岡県中小企業・小規模企業振興基本条例」、2016年「藤枝市地域経済を支える「がんばる中小企
業」振興基本条例」、2017年「焼津市中小企業・小規模企業振興基本条例」、2017年「沼津市中小
企業振興基本条例」、2017年「牧之原市中小企業・小規模企業振興基本条例」、2017年「清水町中
小企業・小規模企業振興基本条例」、2018年「菊川市中小企業及び小規模企業振興基本条例」、
2018年「掛川市協働による中小企業振興基本条例」、2018年「島田市中小企業・小規模企業振興
基本条例」、2018年「伊豆市中小企業・小規模企業振興基本条例」

愛知 16

2012年「安城市中小企業振興基本条例」、2012年「愛知県中小企業振興基本条例」、2012年「高浜
市産業振興条例」、2013年「名古屋市中小企業振興基本条例」、2013年「知立市中小企業振興基
本条例」、2015年「大府市中小企業の振興でまちを元気条例」、2015年「常滑市中小企業振興基本
条例」、2015年「豊明市小規模事業者振興基本条例」、2015年「新城市地域産業総合振興条例」、
2016年「小牧市中小企業振興基本条例」、2017年「東海市中小企業振興基本条例」、2017年「刈谷
市中小企業振興基本条例」、2018年「みよし市中小企業及び小規模事業振興基本条例」、2018年
「犬山市産業振興基本条例」、2019年「尾張旭市小規模企業・中小企業振興基本条例」

三重 2 2005年「三重県地域産業振興条例」、2014年「三重県中小企業・小規模企業振興条例」

岐阜 19

1998年「中津川市中小企業の振興に関する基本条例（改正）」、2009年「高山市産業振興条例」、
2014年「みんなでやらまいか！郡上の元気・やる気条例」、2016年「岐阜県中小企業・小規模企業
振興条例」、2016年「七宗町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2016年「白川町中小企業・小
規模企業振興基本条例」、2016年「川辺町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2016年「東白川
村小規模企業振興基本条例」、2017年「御嵩町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2017年「恵
那市中小企業・小規模企業振興条例」、2017年「瑞穂市中小企業・小規模企業振興基本条例」、
2017年「本巣市中小企業・小規模企業振興条例」、2017年「北方町中小企業・小規模企業振興基
本条例」、2017年「坂祝町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2017年「富加町中小企業・小規
模企業振興基本条例」、2017年「八百津町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2018年「岐南町
中小企業・小規模企業振興基本条例」、2018年「多治見市中小企業・小規模企業振興条例」、2018
年「海津市中小企業及び小規模企業振興基本条例」

滋賀 4
2012年「栗東市中小企業振興基本条例」、2012年「滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条
例」、2016年「甲賀市地域産業振興基本条例」、2017年「多賀町中小企業・小規模企業振興基本条
例」

京都 4
2007年「京都府中小企業応援条例」」、2012年「与謝野町中小企業振興基本条例」、2013年「京丹
後市商工業総合振興条例」、2019年「京都市地域企業の持続的発展の推進に関する条例」

大阪 15

2010年「大阪府中小企業振興基本条例」、2001年「八尾市中小企業地域経済振興基本条例」、
2009年「吹田市産業振興条例」、2010年「枚方市産業振興基本条例」、2011年「大東市地域産業振
興基本条例」、2011年「大阪市中小企業振興基本条例」、2012年「岸和田市中小企業振興条例」、
2012年「泉南市商工業振興基本条例」、2012年「貝塚市商工業振興条例」、2013年「東大阪市中小
企業振興条例」、2013年「寝屋川市産業振興条例」、2013年「交野市産業振興基本条例」、2013年
「泉佐野市中小企業振興基本条例」、2014年「和泉市中小企業振興条例」、2015年「四條畷市産業
振興基本条例」

兵庫 16

2007年「宝塚市産業振興基本条例」、2013年「三木市中小企業振興条例」、2013年「篠山市商工業
振興基本条例」、2014年「尼崎市産業振興基本条例」、2015年「兵庫県中小企業の振興に関する
条例」、2015年「養父市中小企業等振興基本条例」、2015年「福崎町商工業振興基本条例」、2016
年「丹波市中小企業・小規模企業振興基本条例」、2016年「猪名川町中小企業振興基本条例」、
2016年「上郡町商工業振興基本条例」、2017年「加東市商工業振興基本条例」、2017年「加西市産
業の振興に関する条例」、2017年「多加町中小企業振興基本条例」、2017年「神河町商工業振興
基本条例」、2018年「新温泉町中小企業等振興条例」、2018年「宍粟市中小企業等振興基本条例」

奈良 3
2008年「奈良県中小企業振興基本条例」、2017年「奈良県小規模企業振興基本条例」、2018年「広
陵町中小企業・小規模企業振興基本条例」

和歌山 9

2005年「新宮市産業振興基本条例」、2009年「田辺市商工業振興条例」、2012年「橋本市産業振興
基本条例」、2013年「和歌山県中小企業振興条例」、2015年「和歌山市産業振興基本条例」、2017
年「上冨田町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2018年「美浜町中小企業・小規模企業振興
基本条例」、2018年「日高町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2018年「紀の川市中小企業・
小規模企業振興基本条例」

鳥取 5

2009年「倉吉市くらしよし産業元気条例」、2012年「鳥取県産業振興条例」、2017年「鳥取市中小企
業・小規模企業振興条例」、2017年「南部町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2018年「北栄
町中小企業・小規模企業振興基本条例」

島根 19

2014年「雲南市中小企業振興基本条例」、2015年「島根県中小企業・小規模企業振興条例」、2016
年「奥出雲町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2016年「益田市中小企業・小規模企業振興
基本条例」、2016年「美郷町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2016年「津和野町中小企業・
小規模企業振興基本条例」、2016年「海士町小規模企業振興基本条例」、2017年「出雲市地場中
小企業・小規模企業振興基本条例」、2017年「邑南町中小企業・小規模企業振興条例」、2017年
「隠岐の島中小企業・小規模企業振興基本条例」、2017年「知夫村小規模企業振興基本条例」、
2017年「川本町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2017年「浜田市中小企業・小規模企業振
興基本条例」、2017年「飯南町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2017年「吉賀町中小企業・
小規模企業振興基本条例」、2017年「西ノ島町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2018年「江
津市中小企業・小規模企業振興基本条例」、2018年「大田市中小企業・小規模企業振興条例」、
2018年「安来市中小企業・小規模企業振興基本条例」

岡山 5
2011年「総社市小規模企業・中小企業振興基本条例」（2018年改正）、2011年「岡山県中小企業振
興条例」、2017年「津山市中小企業・小規模企業振興基本条例」、2018年「岡山市小規模企業・中
小企業振興条例」、2018年「新見市中小企業・小規模企業振興基本条例」



広島 8

2000年「府中市企業活性化基本条例」、2016年「廿日市市産業振興基本条例」、2016年「北広島町
中小企業・小規模企業振興基本条例」、2016年「世羅町小規模企業等の振興に関する基本条
例」、2017年「広島県中小企業・小規模企業振興条例」、2017年「庄原市中小企業振興条例」、2017
年「東広島市産業振興基本条例」、2017年「神石高原町小規模企業等振興基本条例」

山口 8

2008年「山口県ふるさと産業振興条例」、2011年「美弥市産業振興条例」、2012年「宇部市中小企
業振興基本条例」、2012年「山口市ふるさと産業を振興する条例」、2015年「山陽小野田市中小企
業振興基本条例」、2015年「防府市中小企業振興基本条例」、2016年「柳井市中小企業振興基本
条例」、2016年「岩国市中小企業振興基本条例」

香川 11

2011年「丸亀市産業振興条例」、2012年「香川県中小企業振興条例」、2012年「高松市中小企業基
本条例」、2013年「三豊市産業振興基本条例」、2013年「観音寺市中小企業振興条例」、2013年「善
通寺市中小企業振興基本条例」、　2017年「土庄町中小企業振興基本条例」、2017年「まんのう町
中小企業等振興基本条例」、2018年「坂出市中小企業・小規模企業振興基本条例」、2019年「綾川
町中小企業振興基本条例」、2019年「さぬき市中小企業等振興基本条例」

徳島 7

2008年「徳島県経済飛躍のための中小企業の振興に関する条例」、2015年「徳島市中小企業振興
基本条例」、2016年「鳴門市中小企業振興基本条例」、2017年「小松島市中小企業・小規模企業振
興条例」、2017年「阿南市中小企業振興基本条例」、2018年「三好市中小企業振興基本条例」、
2019年「阿波市中小企業振興基本条例」

愛媛 9

2012年「ふるさと愛媛の中小企業振興条例」、2013年「東温市中小零細企業振興基本条例」、2014
年「松山市中小企業振興基本条例」、2017年「八幡浜市中小企業・小規模企業振興基本条例」、
2018年「大洲市中小企業者・小規模事業者振興基本条例」、2018年「宇和島市中小企業・小規模
事業者等振興基本条例」、2018年「久万高原町中小企業・小規模企業振興基本条例」、2018年「西
予市中小企業・小規模企業振興基本条例」、2018年「伊予市中小企業・小規模企業振興条例」

高知 2 2012年「南国市中小企業振興基本条例」、2016年「香美市産業振興条例」

福岡 10

2000年「志免町中小企業振興条例」、2012年「直方市中小企業振興条例」、2014年「北九州市中小
企業振興条例」、2015年「福岡県中小企業振興条例」、2015年「田川市中小企業振興基本条例」、
2016年「飯塚市中小企業振興基本条例」、2017年「宮若市中小企業振興条例」、2017年「嘉麻市中
小企業振興基本条例」、2017年「福岡市中小企業振興条例」、2017年「川崎町中小企業振興基本
条例」

佐賀 1 2018年「佐賀県中小企業・小規模企業振興条例」

長崎 9

2013年「大村市中小企業振興基本条例」、2014年「松浦市中小企業振興基本条例」、2015年「長崎
県中小企業・小規模企業の振興に関する条例」、2015年「平戸市中小企業・小規模企業の振興に
関する条例」、2017年「雲仙市中小企業振興基本条例」、2016年「新上五島町中小企業・小規模企
業・小企業振興基本条例」、2016年「小値賀町中小企業振興基本条例」、2017年「壱岐市中小企
業・小規模企業振興基本条例」、2017年「西海市中小企業振興条例」

熊本 12

2007年「熊本県中小企業振興基本条例」、2008年「菊池市中小企業振興基本条例」、2008年「山鹿
市商工業振興基本条例」、2009年「八代市商工業振興基本条例」、2009年「水俣市中小企業振興
基本条例」、2010年「合志市中小企業等振興基本条例」、2011年「菊陽町中小企業等振興条例」、
2012年「熊本市中小企業振興基本条例」、2014年「宇土市中小企業振興基本条例」、2015年「益城
町中小企業振興基本条例」、2016年「荒尾市中小企業・小規模企業振興基本条例」、2017年「玉名
市商工業振興基本条例」

大分 12

2013年「大分県中小企業活性化条例」、2014年「大分市中小企業振興基本条例」、2016年「日田市
中小企業振興基本条例」、2016年「豊後高田市中小企業振興基本条例」、2016年「佐伯市中小企
業活性化基本条例」、2017年「国東市中小企業振興基本条例」2017年「杵築市中小企業振興基本
条例」、2017年「由布市中小企業振興基本条例」、2018「宇佐市中小企業・小規模事業者振興基本
条例」、2018年「豊後大野市中小企業・小規模企業者活性化基本条例、2018年「日出町中小企業
振興基本条例」、2018年「玖珠町中小企業・小規模事業者振興基本条例」

宮崎 2 2013年「宮崎県中小企業振興条例」、2018年「日南市中小企業・小規模企業振興条例」

鹿児島 7

2012年「中小企業の振興に関するかごしま県民条例」、2015年「霧島市中小零細企業振興条例」、
2016年「大崎町小規模企業振興基本条例」、2017年「奄美市中小企業・小規模企業振興条例」、
2017年「長島町小規模企業振興基本条例」、2018年「喜界町小規模企業振興基本条例」、2018年
「さつま町中小企業・小規模企業振興条例」

沖縄 11

2008年「沖縄県中小企業の振興に関する条例」、2010年「那覇市中小企業振興基本条例」、2011
年「沖縄市中小企業振興基本条例」、2013年「うるま市中小企業振興基本条例」、2013年「名護市
中小企業・小規模企業振興基本条例」、2014年「石垣市中小企業振興基本条例」、2015年「宜野湾
市中小企業・小規模企業・小企業振興基本条例」、2016年「南風原町中小企業・小規模企業振興
基本条例」、2016年「浦添市中小企業・小規模企業振興基本条例」、2018年「恩納村中小企業者・
小規模企業者・小企業者振興基本条例」、2019年「与那原町中小企業・小規模企業振興基本条
例」
2019年5月27日現在、46都道府県439市区町村（289市17区116町17村）
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