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○気仙沼市中小企業・小規模企業振興基本条例 

平成31年３月７日条例第17号 

気仙沼市中小企業・小規模企業振興基本条例 
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附則 

本市は，宮城県の北東部に位置し，海と山に囲まれた美しい自然環境と豊かな農林水産物に

恵まれ，先人たちのたゆまぬ努力により，全国屈指の水産都市として発展してきた。 

本市の事業所の多くを占める中小企業・小規模企業は，本市経済の成長に寄与し，雇用を創

出するなど，本市の発展の原動力となるとともに，地域貢献，地域振興に資する活動等を通じ

て地域社会を支え，市民生活の向上に大きく貢献している重要な存在である。 

しかしながら，人口減少に伴う需要の減退，生産年齢人口の減少に伴う人手不足，流通及び

消費構造の変化による競争の激化等，中小企業・小規模企業を取り巻く環境は厳しさを増して

おり，とりわけ小規模企業者においては，経営者の高齢化，後継者不足等の課題も顕在化して

いる。 

さらには，平成23年３月に発生した東日本大震災により，中小企業・小規模企業の多くが被

災し，かつて経験したことのない厳しい経営環境に置かれた影響も大きく，国が定めた「復興・

創生期間」が終了した後の本市の経済規模の縮小が危惧されている。 

このような状況の中で，中小企業・小規模企業が多様で活力ある成長発展を続けていくため

には，中小企業・小規模企業が自ら魅力ある地域資源及び新たな技術を活用するなど，創意工

夫を生かした事業を意欲的に展開し，経営の改善及び向上を積極的に図るとともに，若者の市

内への定住を視野に入れた雇用の創出及び確保，産業に資する人材の育成，にぎわい創出に向

けた商店街づくり及びまちづくりへの参画等の取組を通じて，地域経済の基盤を形成し，地域

社会と協働していくことがこれまで以上に重要である。 

参考１ 
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また，全国及び全世界とつながり，挑戦し続ける「地方にある世界の港町気仙沼」を発信し

ていくため，基幹産業である水産業のみならず，観光産業をはじめとする様々な産業分野にお

いて，高い生産性及び付加価値を生み出す新たな取組並びに地域経済の拡大を図るための市外

からの資金の獲得及び地域経済の循環の強化に向けた取組を強力に推し進めることにより，中

小企業・小規模企業を地域全体で支えていかなければならない。 

ここに，本市の中小企業・小規模企業の振興に向けた基本理念及び基本方針を定めるととも

に，施策の立案及びその総合的な推進を図るため，この条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，中小企業・小規模企業の振興について，基本理念及び基本方針を定める

とともに，市の責務，各主体の役割等を明らかにし，相互に協力することで，その振興に資

する施策を総合的に推進し，もって本市経済の持続的発展及び雇用の創出を図り，豊かで活

力ある地域社会の実現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）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。 

(２) 小規模企業者 中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者又は小規模企

業振興基本法（平成26年法律第94号）第２条第２項に規定する小企業者であって，市内に

事務所又は事業所を有するものをいう。 

(３) 中小企業・小規模企業 第１号に規定する中小企業者及び前号に規定する小規模企業

者をいう。 

(４) 商店街等組織 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，中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）第３条第１号に規定す

る事業協同組合（商業に係るものに限る。）その他これらに類するものであって，市内に

事務所を有するものをいう。 

(５) 支援団体 商工会議所，商工会，中小企業等協同組合法第３条第１号に規定する事業

協同組合その他の中小企業者又は小規模企業者の支援を行う団体（商店街等組織を除く。）

をいう。 
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(６) 金融機関等 銀行，信用金庫その他の金融業を行う者及び信用保証協会をいう。 

(７) 教育機関等 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校その他の教育

機関，職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第16条第１項及び第２項に規定する公

共職業能力開発施設その他の研究開発等を行う機関をいう。 

(８) 大企業者 中小企業者又は小規模企業者以外の事業者（会社及び個人に限る。）であ

って，市内に事務所又は事業所を有するものをいう。 

(９) 市民等 市内に住所を有する者及び市内に通勤又は通学している者をいう。 

(10) ローカルファースト 本市の域内において，市内で生産され，製造され，若しくは加

工される物品の原料等を市内から調達するとともに，その物品又は市内のサービス若しく

は技術の提供を受けることで，持続可能な地域社会を形成していくことをいう。 

(11) 産業クラスター 競争優位を持つ産業が核となり，関連する新事業が次々と生み出さ

れ，産業集積が進む状態をいう。 

(12) ＤＭＯ 消費行動及び地域経済活動に関するデータの収集及び分析に基づき，顧客目

線及び経営的視点から「観光で稼げる地域経営」の実現及び地域経済の循環の拡大を目指

す仕組みをいう。 

(13) 地域経営 経営的視点から地域が直面する課題及び需要を把握し，地場産業及び地域

資源を発見し，評価し，及び活用することで，持続可能なまちづくりを行うことをいう。 

(14) ６次産業化 地域資源を生かし，第一次産業の農林漁業者等自らが生産，加工及び流

通販売を一体的に行うとともに，第二次産業及び第三次産業と連携し，新たな事業の展開

及びそのことで生み出される付加価値により所得を増大する取組をいう。 

(15) ソーシャルビジネス 民間事業者が行う取引の手法を用いて社会の課題解決に取り

組む事業活動をいう。 

(16) コミュニティビジネス 民間事業者が行う取引の手法を用いて地域の課題解決に取

り組む事業活動をいう。 

(17) シェアリングエコノミービジネス 個人等が保有する活用可能な資産等をほかの個

人等も利用できるよう，民間事業者が行う取引の手法を用いてその資産等の貸出を仲介す

るサービスを行う事業活動をいう。 

(18) 新規学卒者等 学校教育法第１条に規定する学校（幼稚園及び小学校を除く。），同

法第124条に規定する専修学校，同法第134条に規定する各種学校，職業能力開発促進法第

16条第１項及び第２項に規定する公共職業能力開発施設を卒業して１年に満たない者又
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は学校教育法第97条に規定する大学院の修士課程を修了した者であって修士号を取得し

て１年に満たないものをいう。 

(19) ＵＩＪターン Ｕターン，Ｉターン及びＪターンの総称であり，都市圏の居住者が地

方に移住する動きを表現したもので，Ｕターンは出身地に戻ること，Ｉターンは出身地以

外の地方へ移住すること及びＪターンは出身地の近くの地方都市に移住することをいう。 

(20) 気仙沼まち大学構想 本市において，地域での活動をけん引する人材の育成を基礎と

し，住民，行政，営利組織，非営利組織等が，世代，立場等を越え，対話を通じて進むべ

き方向性を合わせながら共創及び協働によるまちづくりを目指す構想をいう。 

(21) 起業型・経営型人材 新たな市場及び経済を創出する人材又はリーダーシップを持ち，

戦略的思考により事業を実施する人材をいう。 

第２章 中小企業・小規模企業の振興に関する基本理念等 

（基本理念） 

第３条 中小企業・小規模企業の振興は，中小企業・小規模企業が本市経済の活性化及び市民

生活の向上に大きく貢献する重要な存在であることを踏まえ推進されなければならない。 

２ 中小企業・小規模企業の振興は，中小企業・小規模企業の創意工夫及び自主的な取組を支

援することを基本として推進されなければならない。 

３ 中小企業・小規模企業の振興は，中小企業・小規模企業の成長発展及び事業の持続的発展

を図ることを目的として推進されなければならない。 

４ 中小企業・小規模企業の振興は，中小企業・小規模企業が物品の供給又はサービス若しく

は技術の提供を行うに当たり，国内外にわたる地域間の自由な交易を基本として推進されな

ければならない。 

５ 中小企業・小規模企業の振興は，市内で生産され，製造され，若しくは加工される物品又

は市内のサービス若しくは技術を本市への来訪者その他市外の居住者に提供することによ

り市外からの資金を獲得することで，地域経済の拡大に資するよう推進されなければならな

い。 

６ 中小企業・小規模企業の振興は，市場原理を基本としつつも，ローカルファーストの考え

方に基づき，市内で生産され，製造され，若しくは加工される物品の原料等を市内から調達

するとともに，その物品又は市内のサービス若しくは技術の提供を受けることで，地域経済

の循環の強化に資するよう推進されなければならない。 

７ 中小企業・小規模企業の振興は，豊かな自然及び歴史に育まれ，この地域特有の文化に培
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われた多様な人材，高い技術力その他の地域資源の持続的な育成及び活用を図ることにより

推進されなければならない。 

８ 中小企業・小規模企業の振興は，中小企業・小規模企業，支援団体，金融機関等，教育機

関等，大企業者，市民等，国，県及び市の連携及び協力を基本として，中小企業・小規模企

業の振興に関する施策を推進する者が相互に交流することにより推進されなければならな

い。 

（市の責務） 

第４条 市は，前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり，中小企業・小規模

企業の振興に関する施策を策定し，実施する責務を有する。 

２ 市は，中小企業・小規模企業の振興に関する施策の推進に当たっては，中小企業・小規模

企業，支援団体，金融機関等，教育機関等，大企業者，市民等，国及び県その他の関係者と

連携し，及び協力し，効果的に施策を推進するよう努めるとともに，必要な情報の収集及び

提供を行うものとする。 

３ 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，各種研修，人事交流等

を通じて，自治体職員としての基礎力並びに産業振興を推進する専門的な知識及び経験を有

する職員の育成に努めるものとする。 

（中小企業者の取組） 

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，事業の成長

及び健全な発展を図るため，自主的に経営の改善及び向上を図るよう努めるものとする。 

２ 中小企業者は，自らが地域経済の基盤を形成していることを認識し，雇用機会の確保及び

人材の育成に努めるとともに，従業員等が仕事と生活の調和を図ることができる環境の整備

その他の労働環境の整備に自主的に取り組む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の社会的責任を自覚し，地域が取り組むま

ちづくりの活動に貢献するなど，地域社会と協働することで，地域社会の持続的発展及び市

民生活の向上に寄与するよう努めるものとする。 

４ 中小企業者は，自らの経営力を強化するため，支援団体，金融機関等を活用し，経営等に

関する情報の収集及び相互の交流に努めるものとする。 

５ 中小企業者は，計画的に後継者等の育成に取り組み，事業の継続及び円滑な事業の承継に

努めるものとする。 

６ 中小企業者は，市内で生産され，製造され，若しくは加工される物品又は市内のサービス
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若しくは技術を本市への来訪者その他市外の居住者に提供することにより，市外からの資金

の獲得に努めるものとする。 

７ 中小企業者は，ローカルファーストの考え方に基づき，市内で生産され，製造され，若し

くは加工される物品の原料等を市内から調達するとともに，その物品又は市内のサービス若

しくは技術の提供を受けるよう努めるものとする。 

８ 中小企業者は，教育機関等と連携し，職場体験その他の職業に関する理解を深める学習に

関与し，及び協力するよう努めるものとする。 

９ 中小企業者は，国，県及び市（以下「市等」という。）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。 

（小規模企業者の取組） 

第６条 小規模企業者は，基本理念にのっとり，経済的社会的環境の変化に対応し，事業の持

続的な発展を図るとともに，地域の特色を生かした事業活動に取り組むため，他の小規模企

業者又は多様な主体との連携及び協働を推進し，自主的かつ創造的な事業の運営に努めるも

のとする。 

（支援団体の役割） 

第７条 支援団体は，基本理念にのっとり，中小企業・小規模企業の実態を把握し，中小企業・

小規模企業の経営の改善及び向上に対して支援するよう努めるものとする。 

２ 支援団体は，中小企業・小規模企業の事業活動に必要な情報を収集し，及び提供するとと

もに，市内における起業又は創業に対して支援するよう努めるものとする。 

３ 支援団体は，中小企業・小規模企業の事業の継続及び円滑な事業の承継に対して支援する

よう努めるものとする。 

４ 支援団体は，市等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。 

（金融機関等の役割） 

第８条 金融機関等は，基本理念にのっとり，中小企業・小規模企業の資金需要に対して適切

に対応することにより，中小企業・小規模企業の経営の改善及び向上に配慮するよう努める

ものとする。 

２ 金融機関等は，中小企業・小規模企業の経営力を高めるため，新規取引先の開拓，商談機

会の提供，研修の実施等総合的な支援を行うよう努めるものとする。 

３ 金融機関等は，市内における起業又は創業に対して支援するよう努めるものとする。 
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４ 金融機関等は，中小企業・小規模企業の事業の継続及び円滑な事業の承継に対して支援す

るよう努めるものとする。 

５ 金融機関等は，市等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。 

（教育機関等の役割） 

第９条 教育機関等は，基本理念にのっとり，職場体験その他の職業に関する理解を深める学

習を通じて，児童，生徒及び学生の職業及び勤労に対する健全な意識の醸成及び育成に努め

るものとする。 

２ 教育機関等は，中小企業・小規模企業が行う研究開発，技術の向上及び人材の育成に対す

る協力その他の必要な協力を行うよう努めるものとする。 

３ 教育機関等は，市等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。 

（大企業者の役割） 

第10条 大企業者は，基本理念にのっとり，中小企業・小規模企業が本市経済の活性化及び市

民生活の向上に果たす役割の重要性を理解し，中小企業・小規模企業との連携及び協力に努

めるものとする。 

２ 大企業者は，経営の改善及び向上に取り組む中小企業・小規模企業への技術的支援等に努

めるものとする。 

３ 大企業者は，市内で生産され，製造され，若しくは加工される物品又は市内のサービス若

しくは技術を本市への来訪者その他市外の居住者に提供することにより，市外からの資金の

獲得に努めるものとする。 

４ 大企業者は，ローカルファーストの考え方に基づき，市内で生産され，製造され，若しく

は加工される物品の原料等を市内から調達するとともに，その物品又は市内のサービス若し

くは技術の提供を受けるよう努めるものとする。 

５ 大企業者は，市等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。 

（市民等の理解と協力） 

第11条 市民等は，中小企業・小規模企業の振興が本市経済の持続的発展，雇用の創出，豊か

で活力ある地域社会の実現及び市民生活の向上につながることを理解し，ローカルファース

トの考え方に基づき，消費者として市内の店舗等を利用するとともに，市内で生産され，製
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造され，若しくは加工される物品を消費し，若しくは利用し，又は市内のサービス若しくは

技術を利用することにより，中小企業・小規模企業の発展に協力するよう努めるものとする。 

２ 市民等は，市等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。 

第３章 中小企業・小規模企業の振興に関する基本方針及び施策 

（基本方針） 

第12条 市は，次に掲げる中小企業・小規模企業の振興に関する基本方針に基づき，中小企業・

小規模企業，支援団体，金融機関等，教育機関等，大企業者，市民等，国及び県その他の関

係者と連携し，必要な施策を講ずるものとする。 

(１) 経営基盤の安定化及び強化 

(２) 経営の拡大及び新事業又は新分野への進出の促進 

(３) 起業又は創業の促進 

(４) 雇用の確保及び労働環境の整備の促進 

(５) 産業振興に資する人材の育成及び確保 

(６) 地域経済の循環の強化 

（経営基盤の安定化及び強化） 

第13条 市は，中小企業・小規模企業の自立的な経営を促し，経営基盤の安定化及び強化を図

るため，次に掲げる施策を推進するものとする。 

(１) 経営に関する情報の提供並びに相談及び指導体制の充実 

(２) 経営安定及び成長発展のための円滑な資金調達の支援 

(３) 情報通信技術等の導入及び活用の支援 

(４) 生産性向上及び業務効率化の支援 

(５) 円滑な事業再生及び事業承継の支援 

(６) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める施策 

（経営の拡大及び新事業又は新分野への進出の促進） 

第14条 市は，中小企業・小規模企業の経営の拡大及び新事業又は新分野への進出の促進を図

るため，次に掲げる施策を推進するものとする。 

(１) 産業クラスターの進化による一層の集積の促進 

(２) 新商品，新サービス及び新技術の開発並びに既存の商品，サービス及び技術に対する

高付加価値化への支援 
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(３) ＤＭＯによる「観光で稼げる地域経営」の確立及び地域経済の循環の拡大 

(４) ６次産業化，農商工連携並びに水産業及び観光産業との連携による事業活動の促進 

(５) 国内外における事業展開，販路開拓及び取引拡大のための支援並びに情報の提供 

(６) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める施策 

（起業又は創業の促進） 

第15条 市は，起業又は創業の促進を図るため，次に掲げる施策を推進するものとする。 

(１) 起業又は創業を促す研修その他の起業又は創業に必要な知識又は技術を習得するこ

とができる事業等の企画及び運営 

(２) 起業又は創業に関する情報の提供及び相談体制の充実 

(３) 起業又は創業のための事業計画の策定及び資金調達の支援 

(４) 地域社会の様々な課題を解決するソーシャルビジネス，コミュニティビジネス及びシ

ェアリングエコノミービジネスの促進 

(５) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める施策 

（雇用の確保及び労働環境の整備の促進） 

第16条 市は，中小企業・小規模企業の雇用の確保及び労働環境の整備の促進を図るため，次

に掲げる施策を推進するものとする。 

(１) 新規学卒者等の若者及びＵＩＪターンを希望する者の中小企業・小規模企業への就職

及び就業定着の促進 

(２) 女性，高年齢者，障害者，外国人等が働き，活躍しやすい環境づくりの促進 

(３) 地域の産業を支える労働者の中小企業・小規模企業への就業定着及び労働条件の改善

の促進 

(４) 仕事と生活の調和の促進 

(５) 安心して働くことができる労働環境及び勤労者福祉の向上の支援 

(６) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める施策 

（産業振興に資する人材の育成及び確保） 

第17条 市は，時代の潮流及び業態の転換に対応する産業振興に資する人材の育成及び確保を

図るため，次に掲げる施策を推進するものとする。 

(１) 気仙沼まち大学構想に基づく産業振興に資する人材の育成 

(２) 地域経済をけん引する起業型・経営型人材の育成の支援 

(３) 職業能力開発並びに専門技術及び技能の継承の促進並びに後継者等の育成の支援 
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(４) 事業の海外展開及び国際化を支える外国人材の活用の促進 

(５) 職業及び勤労に対する意識の醸成及び育成を図るキャリア教育の推進 

(６) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める施策 

（地域経済の循環の強化） 

第18条 市は，市外からの資金の獲得及びローカルファーストの考え方に基づく地域経済の循

環の強化を図るため，次に掲げる施策を推進するものとする。 

(１) 市内への誘客及び物流の増加並びに消費の誘導を促進するまちづくりの推進 

(２) 中小企業・小規模企業の事業活動の振興及び雇用の創出に資する企業誘致の推進 

(３) 高い付加価値を持つ魅力ある商品，サービス又は技術を提供する中小企業・小規模企

業に関する情報の発信及び提供 

(４) 市内の農林水産物，鉱工業品，観光資源その他の地域資源の活用の促進 

(５) 多様な発注方式による中小企業・小規模企業の受注機会の拡大 

(６) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める施策 

第４章 小規模企業者等に関する施策 

（小規模企業者への配慮） 

第19条 市は，中小企業・小規模企業の振興に当たっては，小規模企業者に配慮し，小規模企

業者の事業の持続的発展を図るため，経営等に関する支援体制の整備の促進その他の必要な

施策を講ずるものとする。 

（商店街等組織への支援） 

第20条 市は，中小企業・小規模企業の振興に当たっては，商店街が地域社会の発展及び活性

化に寄与することに鑑み，商店街等組織に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

第５章 施策を推進するための措置 

（災害発生後における支援） 

第21条 市は，中小企業・小規模企業が東日本大震災からの創造的復興を遂げ，その後の事業

の発展を推進するため引き続き国，県等の関係機関と連携し，必要な措置を講ずるものとす

る。 

２ 市は，地震その他の災害の発生後において，中小企業・小規模企業が速やかに復旧及び復

興を図り，事業を継続することができるよう国，県等の関係機関と連携し，必要な措置を講

ずるものとする。 
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（広報活動の充実等） 

第22条 市は，中小企業・小規模企業の振興を図るため，広報活動の充実，優れた技能功労者

の顕彰その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（調査及び研究等） 

第23条 市は，中小企業・小規模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

査及び研究を実施するものとする。 

２ 市は，地域経済の循環構造及び資本の流れを客観的に捉えるため，国，県等の関係機関と

連携し，地域経済の分析を進めるとともに，その結果について，分かりやすく情報発信する

仕組みを構築するものとする。 

（施策の策定及び実施） 

第24条 市は，中小企業・小規模企業の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては，中小

企業・小規模企業，支援団体，金融機関等，教育機関等その他の関係者とともに会議体を組

織し，有識者からの意見聴取等を行いながら，協働により中小企業・小規模企業の振興に関

する施策を策定し，及び実施するよう努めるものとする。 

２ 市は，毎年度，前項で規定する会議体において中小企業・小規模企業の振興に関する施策

の進捗状況を報告し，評価及び検証を行い，必要な見直しを行うものとする。 

（実施状況の公表） 

第25条 市は，毎年度，中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施状況を取りまとめ，

その成果を公表するものとする。 

（財政上の措置） 

第26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，必要な財政上の措

置を講ずるものとする。 

第６章 雑則 

（委任） 

第27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 

この条例は，公布の日から施行する。 


