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気仙沼市中小企業・小規模企業振興基本条例について 

 

１ 趣旨 

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ます。 

この条例は，市の責務，地域の各主体の取組や役割，基本理念及び基本方針等を示す

ことで，これまで以上に中小企業・小規模企業を振興する姿勢を明確にして，その振興

のための施策の立案や総合的な推進を図るために制定しました。 

 

２ 背景 

中小企業・小規模企業は，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などにより厳しい経営環境に置かれ

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，後継者不足などの課題も

顕在化しています。 

このような状況の中，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つなげていくためには，中小企業・小規模企業を

振興していくことが重要であり，本市においても，その姿勢を明確にし，地域の各主体

の連携及び協力の下，振興施策の立案及び総合的な推進を図る必要があることから，こ

の条例を制定することとしたものです。 

 

３ 条例制定のねらい 

(1) 地域全体による中小企業・小規模企業の振興に向けた環境づくり 

地域経済や地域社会の活動を支える中小企業・小規模企業の重要性について，地域

の各主体が認識するとともに，それぞれの取組や役割等を明確にし，交流・連携・協

力することで，中小企業・小規模企業を支援する環境を整えます。 

 

(2) 中小企業・小規模企業の主体的な取組を促進 

中小企業・小規模企業が自らの創意工夫により，経営基盤の安定化や強化を図ると

ともに，新事業や新分野への展開等の経営の改善・向上等の主体的な取組を促進しま

す。 

 

(3) 中小企業・小規模企業の地域社会との協働を促進 

中小企業・小規模企業が，地域社会の発展に向け，雇用機会の確保や人材育成，労

働環境の整備など地域経済の基盤形成に向けた環境の整備を促進するとともに，まち

づくりへの参画など地域社会との協働を促進します。 

 

(4) 市外からの資金の獲得，地域経済の循環の強化 

市外からの資金の獲得による地域経済の拡大，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による持続可能な地域社会の形成を図ります。 

 

(5) 協働による振興施策の策定及び実施，実施状況の公表 

関係機関・団体等とともに会議体を組織し，協働により中小企業・小規模企業の振

興に関する施策の策定・実施に努めるとともに，毎年度，会議体において施策の進捗

状況を報告し，評価・検証・必要な見直しを行います。 

また，毎年度，施策の実施状況を取りまとめ，その成果を公表します。 
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気仙沼市中小企業・小規模企業振興基本条例 

前文 

 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。 

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。 

 

【解説】 

前文は，第２次気仙沼市総合計画を踏まえ，中小企業・小規模企業が本市経済や市民生

活において果たしてきた役割や重要性，中小企業・小規模企業が置かれている厳しい経営

環境，中小企業・小規模企業の振興に対する姿勢など，条例全体の考え方を明示し，本条

例を制定する必要性を宣言するものです。 

 

 第１段落では，本市の特徴について記述しています。 

 第２段落では本市において中小企業・小規模企業が果たしている役割や重要性を示して

います。 

 第３段落では本市を取り巻く環境や社会情勢などの変化により，本市経済及び中小企

業・小規模企業が抱える課題について記述しています。ここでは，中小企業者の中で，特

に小規模企業者において経営者の高齢化や後継者不足等の課題が顕在化していることも示

しています。 

 第４段落では，東日本大震災による影響について記述しています。本市の経済規模は復

興事業によって一時的に大きくなっていることから，「復興・創生期間」が終了した後の縮
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小が懸念されることを記述しました。 

 第５段落では，地域経済及び中小企業・小規模企業が成長発展するにあたって重要な事

項を示しています。地域資源の活用や創意工夫による自主的な取組や，人材育成や雇用の

創出・確保，商店街づくり・まちづくりへの参画といった，地域経済の基盤を形成するた

めの取組について記述しました。 

 第６段落では，本市が震災からの復興を進める中で目指すべき姿を示しています。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取組の支援や，地域経済及び地

域社会の持続的発展を図るための市外からの資金の獲得並びに地域経済の循環の強化に向

けた取組を支援していく必要性について記述しました。 

 最後の第７段落では条例を制定することを記述しています。 

 

中小企業基本法及び小規模企業振興基本法において，地方公共団体は，中小企業及び小

規模企業の振興に関し，国との適切な役割分担を踏まえて，その地方公共団体の区域の自

然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定及び実施する責務を有するとされており，本

条例を策定して基本理念及び基本方針を示すことにより，市がこれまで以上に中小企業・

小規模企業を振興する姿勢を明確にしました。 

 

中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号） 抜粋 

（地方公共団体の責務） 

第６条 地方公共団体は，基本理念にのつとり，中小企業に関し，国との適切な役割

分担を踏まえて，その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施

策を策定し，及び実施する責務を有する。 

 

小規模企業振興基本法（平成 26 年法律第 94 号） 抜粋 

（地方公共団体の責務） 

第７条 地方公共団体は，基本原則にのっとり，小規模企業の振興に関し，国との適

切な役割分担を踏まえて，その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に

応じた施策を策定し，及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は，小規模企業が地域経済の活性化並びに地域住民の生活の向上及

び交流の促進に資する事業活動を通じ自立的で個性豊かな地域社会の形成に貢献

していることについて，地域住民の理解を深めるよう努めなければならない。 
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第１章 総則 

 

【解説】 

第１条は，一見して条例の内容を理解することができるよう，目的を示しています。 

本市では，これまでも総合計画などに基づいて中小企業・小規模企業の振興を図るため

の施策を推進してきましたが，各主体の取組や役割については明確に示してきませんでし

た。 

本条例の制定により，地域を構成する各主体が，中小企業・小規模企業振興について共

通した認識を持ち，それぞれが役割を分担し，連携・協力しながら中小企業・小規模企業

を振興することが明確に示されることになります。 

また，市としての考え方を明らかにすることで，継続した支援をしていくという姿勢を

示すものとなっています。 

 

  

 （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。 
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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。 

 (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。 

 (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
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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。 

 

【解説】 

第２条は，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示す必要

があるものについて説明したものです。 

本条例における単語は，第２次気仙沼市総合計画との整合性を図る必要等があることか

ら，横文字などを一定程度使用していますが，一部の語句については，第２条で意味を定

義する，他の言葉に言い換えるなどの方法で可能な限り整理しました。 

この点を踏まえ，言い換えが難しい単語について定義したものです。 

 

第１号では「中小企業者」の定義を述べています。 

中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号） 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つて，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 

２ 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つて，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つて，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つて，小売業に属する事業を主たる事業と

して営むもの 
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 ここで言う「中小企業者」の中には，さらに規模の小さい「小規模企業者」「小企業者」

も含まれています。 

 

第２号では「小規模企業者」の定義を述べています。 

中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号） 抜粋 

（中小企業者の範囲及び用語の定義） 

第２条 

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。 

 

なお，ここでは，「小規模企業者」の中には，さらに規模の小さい「小企業者」も含まれ

ていることを明示しています。 

小規模企業振興基本法（平成 26 年法律第 94 号） 抜粋 

（定義） 

第２条 この法律において「小規模企業者」とは，中小企業基本法第二条第五項に規

定する小規模企業者をいう。 

２ この法律において「小企業者」とは，おおむね常時使用する従業員の数が五人以

下の事業者をいう。 

 

第１号，第２号をまとめると次のようになります。 

 「中小企業者」には「小規模企業者」と「小企業者」が含まれ，「小規模企業者」には「小

企業者」が含まれています。 

 

第３号では「中小企業・小規模企業」の定義を述べています。これは，「中小企業者」だ

けでなく「小規模企業者」も支援するということを明らかにするため，２つを並べて記述

しているものです。 

 

 

 

 

 

 
中   小   企   業   者 

  小規模企業者 

    小企業者 

業種 
資本金の額 

又は出資の総額 
常時使用する従業員の数 

製造業， 

その他の業種 
 ３億円以下 ３００人以下 ２０人以下 ５人以下 

卸 売 業  １億円以下 １００人以下  ５人以下 ５人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下  ５人以下 ５人以下 

小 売 業 ５千万円以下  ５０人以下  ５人以下 ５人以下 
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第４号では「商店街等組織」の定義を述べています。 

商店街振興組合法（昭和 37 年法律第 141 号） 抜粋 

（人格及び住所） 

第２条 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会（以下「組合」と総称する。）は，

法人とする。 

 

中小企業・小規模企業協同組合法（昭和 24 年法律第 181 号） 抜粋 

（種類） 

第３条 中小企業・小規模企業協同組合（以下「組合」という。）は，次に掲げるも

のとする。 

１ 事業協同組合 

 

第５号では「支援団体」の定義を述べています。 

 

第６号では「金融機関等」の定義を述べています。 

 

第７号では「教育機関等」の定義を述べています。 

学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号） 抜粋 

第１条 この法律で，学校とは，幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，

中等教育学校，特別支援学校，大学及び高等専門学校とする。 

 

職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号） 抜粋 

（公共職業能力開発施設） 

第１６条 国は，職業能力開発短期大学校，職業能力開発大学校，職業能力開発促進

センター及び障害者職業能力開発校を設置し，都道府県は，職業能力開発校を設置

する。 

２ 前項に定めるもののほか，都道府県及び指定都市は職業能力開発短期大学校等

を，市町村は職業能力開発校を設置することができる。 

 

第８号では「大企業者」の定義を述べています。 

 

第９号では「市民等」の定義を述べています。本市の経済活動は，市内に住所を有して

いる個人だけではなく，市内にある事業所に通勤する人や学校へ通学する人など多くの人

によって行われています。本市に関係する多くの皆様に，様々な形で中小企業・小規模企

業の振興に協力していただくことが必要となります。 

 

第１０号では「ローカルファースト」の定義を述べています。 

なお，第３条第４項において，「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。」としており，本条例における「ロー

カルファースト」は狭義のものではないことを示しています。 

 

第１１号では「産業クラスター」の定義を述べています。なお，クラスターは，英語で

「房」「集団」「群れ」のことです。 
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第１２号では「ＤＭＯ」の定義を述べています。 

「ＤＭＯ」は「Destination：デスティネーション（目的地）／Marketing・Management：

マーケティング（顧客ニーズ調査）・マネジメント（経営・管理）／Organization：オーガ

ナイゼーション（組織）｣の略です。 

 

第１３号では「地域経営」の定義を述べています。 

「地域経営」は，地域経済の活性化のために地域に経営の視点を入れることを広く指し

ますが，本条例中での定義として示しているものです。 

 

第１４号では「６次産業化」の定義を述べています。 

 

第１５号では「ソーシャルビジネス」の定義を述べています。 

 

第１６号では「コミュニティビジネス」の定義を述べています。 

 

第１７号では「シェアリングエコノミービジネス」の定義を述べています。 

 

第１８号では「新規学卒者等」の定義を述べています。 

学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号） 抜粋 

 

第九十七条 大学には，大学院を置くことができる。 

 

 

第百二十四条 第一条に掲げるもの以外の教育施設で，職業若しくは実際生活に必要

な能力を育成し，又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織

的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び

我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は，専修学校とする。 

一 修業年限が一年以上であること。 

二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。 

三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。 

 

 

第百三十四条 第一条に掲げるもの以外のもので，学校教育に類する教育を行うもの

(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定

する専修学校の教育を行うものを除く。)は，各種学校とする。 

② 第四条第一項前段，第五条から第七条まで，第九条から第十一条まで，第十三条

第一項，第十四条及び第四十二条から第四十四条までの規定は，各種学校に準用す

る。この場合において，第四条第一項前段中「次の各号に掲げる学校」とあるのは

「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と，「当該各号に定める者」と

あるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と，第十条中「大学及び高等

専門学校にあつては文部科学大臣に，大学及び高等専門学校以外の学校にあつては

都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と，第十三条第一項中「第四条第

一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学

校」と，「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県

知事」と，同項第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都

道府県知事」と，第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校

については都道府県の教育委員会，大学及び高等専門学校以外の私立学校について

は都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教
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育委員会，私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。 

③ 前項のほか，各種学校に関し必要な事項は，文部科学大臣が，これを定める。 

 

第１９号では「ＵＩＪターン」の定義を述べています。 

 

第２０号では「気仙沼まち大学構想」の定義を述べています。 

 

第２１号では「起業型・経営型人材」の定義を述べています。 
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第２章 中小企業・小規模企業の振興に関する基本理念等 

 

【解説】 

第３条は，条例全体にわたる中小企業・小規模企業の振興に係る基本的な考え方として

規定しています。 

この８項目は，中小企業・小規模企業が置かれている現状を踏まえて，本市がその振興

を目指して施策を展開していくに当たって，関係する者が共有すべきものとして掲げたも

のです。 

市，支援団体，金融機関等，教育機関等，大企業者，市民等，その他の中小企業・小規

模企業の振興に関わる全ての者がこの理念を共有して振興が図られる必要があると考えて

います。 

 

第１項では，中小企業・小規模企業が本市経済の活性化や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て中小企業・小規模企業の振興が推進される必要があ

ることを規定しています。 

 

第２項では，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

 （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。 
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として中小企業・小規模企業の振興を推進することが重要であることを規定しています。 

 

第３項では，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

として中小企業・小規模企業の振興が推進されなければならないことを規定しています。 

 

第４項では，国内外にわたる地域間の物やサービスの自由な交易を基本として，中小企

業・小規模企業の振興が推進されなければならないことを規定しています。 

 

第５項では，市内で生産，製造若しくは加工される物品又は提供されるサービスを，市

外や来訪者に提供することにより外貨を獲得するとともに，ローカルファーストの考え方

に基づいて，市場原理を基本としつつも，その物品の生産・製造・加工において原料等を

極力地元調達し，また，その物品又はサービスを利用することで，域内の経済循環の強化

に資するよう中小企業・小規模企業の振興が推進されなければならないことを規定してい

ます。 

 

第６項では，交易は市場原理を基本としつつも，地域の目線に立って，地域を優先的に

考える姿勢について規定しています。 

ローカルファーストの考え方に基づいて，物品やサービスの生産・製造・加工において

原料等を極力地元調達し，その物品又はサービスを利用することで，域内の経済循環を図

ることは重要ですが，市場原理に基づく自由な交易を基本とすることを大前提とするもの

です。 

 

第７項では，豊かな自然や歴史，文化のもと，多様な人材，高い技術力その他の地域資

源の持続的な育成と活用を図ることによって，中小企業・小規模企業の振興が推進されな

ければならないことを規定しています。 

 

第８項では，産学官金の連携のもと，中小企業・小規模企業に関係するものが相互に連

携することにより中小企業・小規模企業の振興が推進されなければならないことを規定し

ています。 
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 （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。 

 

【解説】 

第４条は，「市の責務」について規定しています。 

 この条例において，各主体が基本理念にのっとり，施策の推進に協力していくこととな

りますが，その中で施策を策定し，推進していく市の役割は非常に重要となるため，「責務」

として規定したものです。 

 本条例では，３項目設定していますが，例えば，中小企業・小規模企業の受注機会の確

保や小規模企業への配慮などは，市として積極的な取組が期待されるものでありますが，

その中でも，本市として特に取り組むべきものを選定し，３項目としたものであります。 

 

第２項では，市は関係者と連携し，中小企業・小規模企業の振興に関する施策を効果的

に行うことを定めています。また，施策の推進にあたっては必要な情報の収集・提供を行

うこととしています。 

 

第３項では，各種研修や人事交流を通じて，産業振興を推進するための知識や経験を有

する市職員の育成に努め，中小企業・小規模企業の振興に関する施策の推進に当たること

としており，本市の特徴的な取組と考えています。 
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 （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。 

 

【解説】 

第５条は，「中小企業者の取組」について規定しています。 

中小企業・小規模企業の振興は，中小企業・小規模企業自身も自主的な努力をしていく

ことを前提として図られる必要があるものと考えています。 

９項目の設定に当たっては，第３条の基本理念に基づき，中小企業者の取組として期待

したい項目を整理し規定したもので，中小企業基本法の規定や県条例の規定なども参考に

しました。 

なお，これらの取組については「努めるものとする」という表現としており，義務とは

していません。（中小企業基本法においても中小企業者の取組は努力規定） 

 

 中小企業の定義は，中小企業基本法第２条で定義をしており，平成 26 年に制定された小

規模企業振興基本法で規定する小規模企業の定義を含んだ内容となっていることから，中

小企業者の取組に小規模企業者は含まれるという解釈をしています。 

 

第１項では，この条例による中小企業・小規模企業の振興の前提として中小企業者の自

主的努力が必要であることを規定しています。 

 

第２項では，中小企業者は，自らが地域経済の基盤を形成しているという認識のもと，

雇用機会の確保や人材の育成に努めること，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ことを規定してい
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ます。 

 

第３項では，中小企業者は，地域のイベントや防災活動等などで地域社会においても重

要な役割を果たしていることから，まちづくりの担い手として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という一定の役割を求めることを規

定しています。 

 

第４項では，中小企業者は，自らの経営力を強化するため，支援団体，金融機関等を積

極的に活用し，経営等に関わる情報収集や相互の交流に努めることを規定しています。 

 

 第５項では，中小企業者は，全国的に課題となっている後継者等の育成に計画的に取り

組み，事業の継続及び円滑な事業の承継に努めることを規定しています。 

 

 第６項では，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ことを規定しています。 

 

 第７項では，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ことを規定しています。 

 

 第８項では，中小企業者は，教育機関等と連携し，児童・生徒等に対して行われる職場

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ことを規

定しています。 

 

第９項では，中小企業者は，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ことを規定しています。 
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 （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。 

 

【解説】 

第６条は，「小規模企業者の取組」について規定しています。小規模企業者についても，

自身の自主的な努力が前提となることを示しています。 

小規模企業は，地域社会に密着した事業を行っている場合が多く，その発展に当たって，

地域の特色を生かした事業活動に取り組むことが重要であると考えていることから，第５

条「中小企業者の取組」でも規定していますが，あえて「小規模企業者の取組」として項

目を設けました。 

なお，取組については，「努めるものとする」という表現としており，義務とはしていま

せん。 
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 （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。 

 

【解説】 

第７条は，「支援団体の役割」について規定しています。 

支援団体は，中小企業に対して様々な支援を行うことが主要目的であることから，その

役割を明確にしたものです。 

なお，役割については，「努めるものとする」という表現としており，義務とはしていま

せん。 

 

第１項から第３項では，支援団体は中小企業・小規模企業に対して様々な支援を行うこ

とが主要な目的であることから，①中小企業・小規模企業の実態を把握し，経営の改善及

び向上に対して積極的に支援するよう努めること，②事業活動に必要な情報を提供すると

ともに，市内における起業・創業に対し，積極的に支援するよう努めること，③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ことを規定し

ています。 

 

第４項では，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ことを規定しています。 
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 （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。 

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。 

 

【解説】 

第８条は，「金融機関等の役割」について規定しています。 

中小企業・小規模企業が事業活動を行う上で資金は不可欠であることから，資金調達や

経営の改善，企業や創業についての役割を明確にしたものです。 

なお，役割については，「努めるものとする」という表現としており，義務とはしていま

せん。 

 

第１項から第４項では，中小企業・小規模企業の事業活動において，金融機関は資金供

給や経営改善などの面で関係しており，経営課題の解決に果たす役割が大きいことから，

①中小企業・小規模企業の経営改善や向上，②中小企業・小規模企業の経営力を高めるた

めの新規取引先の開拓，商談機会の提供，研修の実施等総合的な支援，③市内における起

業・創業への協力，④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ことを規定しています。 

 

第５項では，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ことを規定しています。 
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 （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。 

 

【解説】 

第９条は，「教育機関等の役割」について規定しています。 

 教育機関等の役割については，労働力人口が減少している中で，若者の職業及び勤労に

対する意識の醸成又は育成は重要であることから設定したものです。 

 なお，役割については「努めるものとする」という表現としており，義務とはしていま

せん。 

 

第１項は，教育機関等は，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

成及び育成のために，職場体験，職業に関する理解を深める学習等を行うことを規定して

います。 

 

第２項は，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ことを規定しています。 

 

第３項では，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ことを規定しています。 
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（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。 

 

【解説】 

第１０条は，「大企業者の役割」について規定しています。 

大企業者は，中小企業・小規模企業と比較して数少ないものの，地域社会に対して大き

な影響力を有していることから設定したものです。 

なお，役割については「努めるものとする」という表現としており，義務とはしていま

せん。 

 

第１項及び第２項では，大企業者は，中小企業・小規模企業との連携・協力や，技術的

支援等に努めることを規定しています。 

 

第３項では，大企業者は，市内での連携を重視し，生産，製造若しくは加工される物品

や提供されるサービスの利活用による地域経済循環に努めることを規定しています。 

 

第４項では，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ことを規定しています。 

 

第５項では，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ことを規定しています。 

なお，中小企業基本法第７条第３項においても，中小企業者以外の者については，次の

ように規定されています。 

 

中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号） 

（中小企業者の努力等） 

第７条 

３ 中小企業者以外の者であつて，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。 
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 （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。 

 

【解説】 

第１１条は，「市民等の理解と協力」について規定しています。 

 

第１項では，中小企業の振興が，結果として本市経済の発展，雇用創出・市民生活向上

に繋がることを理解したうえで，中小企業の発展に対し協力を求めるものですが，強制で

きるものではないので，義務としていません。 

また，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・製造・加工される物品を消費・利用し，市内のサービス・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を求めることも規定しています。 

 

第２項では，市民は，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

を求めることを規定しています。 
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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 

 

【解説】 

第１２条は，第３条（基本理念）に基づく中小企業の振興を実行に移していくため，中

小企業の振興に関する基本的な方針を６項目規定しています。 

第１２条に基づいた具体的な施策は，それぞれ第１３条から第１８条に定めています。

各条に記載されている項目については，本市及び支援団体等ですでに取り組んでいるもの

もありますが，継続的に推進することを明らかにしました。 

 

基本方針及び施策については，第２次気仙沼市総合計画に含まれる項目を基本としなが

ら，支援団体・金融機関等・商店街・事業協同組合等との意見交換や，商工会議所・商工

会が会員事業所に対して実施した現況調査の結果等も踏まえたものとなっています。 

 

  

 （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 
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 （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 

 

【解説】 

第１３条は，中小企業・小規模企業の経営基盤の安定化及び強化を推進するための施策

を規定しています。 

各項目は，中小企業の自助努力を前提に取り組まれるものとなります。 

 

第１号は，事業再建や経営革新など事業者の経営基盤の強化に向けた様々な相談に適切

に対応するものです。 

 

第２号は，震災による販路の喪失などにより，多くの事業者は非常に厳しい経営環境に

置かれている事業者の経営改善や経営基盤の強化を図るものです。 

商工会議所，商工会が会員事業所に対して実施した現況調査においても，経営安定及び

成長発展のための円滑な資金調達について事業所が重視しており，支援が望まれているも

のです。 

 

第３号は，生産年齢人口や労働力人口の減少を背景に，限られた労働力で業務を回しな

がら生産性の向上を図るための先を見据えた支援として新技術（ＩＣＴ（情報通信技術），

ＩＯＴ（モノのインターネット），ＡＩ（人工知能）等）の導入及び活用を支援するもので

す。 

 

 第４号は，人材や資金といった経営資源を最大限に有効活用し，より小さな力で最大限

の成果を生み出す「生産性向上」や，これまで行ってきた業務をより早く，低コストで行

う「業務効率化」を支援するものです。 

 

第５号は，業績不振・債務超過等に陥っている企業の事業の再生や，経営者年齢の高齢

化が進む中で，後継者を確保できず廃業を選択する企業の事業承継の支援をするものです。 

 

第６号は，上記５点に関わる施策以外が今後必要となった場合に柔軟に対応するために

加えているものです。 
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（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 

(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 

 

【解説】 

第１４条は，経営の拡大及び新事業又は新分野への進出を促進するための施策を規定し

ています。 

 

第１号は，本市の基幹産業である水産クラスターを初めとした，各産業クラスターの進

化を進めるとともに，産業集積の促進を図るものです。 

 

第２号は，新商品の開発や新役務の提供，並びに，既存の商品や役務に対する高付加価

値化への支援を通じて売上の増加を図るものです。 

第２次気仙沼市総合計画「Ⅱ－１（１）①産業の多様化，起業・創業支援と企業誘致の

推進」にも掲げられているほか，商工会議所・商工会が会員事業所に対して実施した現況

調査においても支援を求める声があったことを踏まえたものです。 

 

第３号は，ＤＭＯ体制によって顧客目線と経営的視点から観光で稼げる地域経営を行い，

それによって地域経済の循環の拡大を図るものです。 

第２次気仙沼市総合計画「Ⅱ－１（１）⑤地域経済循環の強化（ローカルファースト）」

「Ⅱ－１（３）①観光振興に向けたＤＭＯの推進」にも掲げられています。 

 

第４号は，本地域の水産物，農産物，加工品等は，他地域に劣らない特色を持つ産品が

数多く存在することから，６次産業化，農商工連携，水産・観光との連携など，様々な業

種が連携をすることによる事業活動の促進を図るものです。 

 

第５号は，広いマーケットを求めた国内外への事業展開等の支援や情報提供を図るもの

です。 

第２次気仙沼市総合計画「Ⅱ－１（１）④商工業・サービス業の振興」にも掲げられて

いるほか，商工会議所・商工会が会員事業所に対して実施した現況調査においても支援を

求める声があったことを踏まえたものです。 

 

第６号は，上記５点に関わる施策以外が今後必要となった場合に柔軟に対応するために

加えているものです。 
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（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 

 

【解説】 

第１５条は，中小企業・小規模企業の起業又は創業を促進するための施策を規定してい

ます。 

 

 第１号から第３号は，企業・創業に関する支援を掲げたものです。 

 第２次気仙沼市総合計画「Ⅱ－１（１）①産業の多様化，起業・創業支援と企業誘致」

では，市内の事業者に対して行った「気仙沼市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に関す

るアンケートや地方創生“高校生アンケート”の結果を踏まえ，基幹産業である水産業を

強みとしながら，水産業から食品産業への領域の拡大や他分野での産業振興，新産業誘致，

起業支援など幅広い産業創出への施策の重要性が記載されています。 

 

 第４号は，地域や社会の課題解決を促すため，コミュニティビジネス及びソーシャルビ

ジネスの促進，個人が保有している遊休資産などを活用するシェアリングエコノミービジ

ネスの促進を図るものです。 

第２次気仙沼市総合計画「Ⅰ－１（１）⑤コミュニティビジネス，ソーシャルビジネス

の促進」「Ⅰ－２（２）②シェアリングエコノミーの推進」にも記載されていますが，地域

や社会における課題の多様化や複雑化への対応を背景として，行政が全ての課題に対応す

ることが困難になっていることから，地域住民自らが当事者意識を持ち，ビジネスとして

の事業性を確保しながら，課題解決への取組を支援するものです。 

 

第５号は，上記４点に関わる施策以外が今後必要となった場合に柔軟に対応するために

加えているものです。 
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 （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 

 

【解説】 

第１６条は，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推進する

ための施策を定めています。 

第２次気仙沼市総合計画「Ⅱ－１（２）②雇用の安定と労働環境の充実」に記載されて

いるとおり，市内の各事業所においては，労働力の確保が困難な状況が続いているほか，

職種による求人・求職のミスマッチも顕著で，人手不足が深刻化しています。 

また，商工会議所・商工会が会員事業所に対して実施した現況調査においても，雇用に

対する支援を望む声が多い状況にあります。 

中小企業の経営の安定化や新事業・新分野展開の促進を図るためには，経営資源である

人材の育成や確保が図られやすい環境の整備が重要となります。 

そのため，国においても，働く方の置かれた個々の事情に応じ，多様な働き方を選択で

きる社会を実現し，働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目

指した「働き方改革」を進めていることから，本市においてもその視点をもって取り組む

ものです。 

 

第１号は，生産年齢人口が減少しているなか，新規学卒者等の若者やＵＩＪターン者の

地元就職，定着が図られる環境作りを促すものです。 

 

第２号は，女性や高年齢者及び障害者等が，就労しやすい条件や設備等の様々な雇用環

境の整備をしていくものです。 

 

第３号は，地域産業を支えている労働者が地元に定着するような環境，労働条件の改善

を促すものです。 

 

第４号は，中小企業・小規模事業者が人材を確保するためには，やりがいをもって働き

ながら，家族との時間や自分の時間をとれるような職場環境を整備し，雇用の質の向上を

図ることが不可欠であることから，仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を促

すものです。 

 

第５号は，本市においては給与面や処遇面で都市部との格差があり，企業はもとより国・

県の関係機関や団体と連携した労働条件の改善が求められていることから，働きやすい環

境づくりに向けた勤労者福祉の充実を支援するものです。 
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 第６号は，上記５点に関わる施策以外が今後必要となった場合に柔軟に対応するために

加えているものです。 
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（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 

(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 

 

【解説】 

第１７条は，産業振興に資する人材の育成及び確保を推進するための施策を定めていま

す。 

第２次気仙沼市総合計画「Ⅰ－１（１）①産業人材・まちづくり人材の育成，対話・共

創の場の活用」に掲げているとおり，市では起業型・経営型人材の育成を図ることとして

います。また，「Ⅱ－１（２）②雇用の安定と労働環境の充実」においては，職業能力の開

発を図ることを掲げています。 

 

第１号は，「経営人材育成塾」などのリーダーシップや戦略的思考，経営計画に関するプ

ログラム等を実施することで，地域経済を牽引する起業型・経営型人材の育成の支援を行

うものです。 

 

第２号は，地域リーダー育成を基礎とした「まち大学構想」に基づき，起業家やコミュ

ニティリーダー等の育成に係る調整活動や人材育成プログラムを展開することで，産業人

材の育成を行うものです。 

 

第３号は，各種技能講習に係る情報発信や離職者の資格取得にかかる支援や宮城県立気

仙沼高等技術専門校との連携による産業界のニーズに適応した人材の育成などをはじめと

した，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の育成の支援を行

うものです。 

 

第４号は，生産年齢人口が減少しているなか，事業の海外展開や国際化を支える外国人

材の活用を促進するものです。なお，外国人材の活用は，あくまでも１つの手法と考えて

おり，地元の人材よりも外国人材の活用を推奨するという意味ではありません。 

 

第５号は，市内の企業について知ってもらうことや，健全な職業観や勤労観を育成する

キャリア教育を行うことにより，若者の地元定着を図るとともに将来的な産業人材の育成

を図るものです。 

 

第６号は，上記５点に関わる施策以外が今後必要となった場合に柔軟に対応するために

加えているものです。 
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（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 

 

【解説】 

第１８条は，地域経済の循環の強化を推進するための施策を定めています。 

第２次気仙沼市総合計画「Ⅱ－１（１）⑤地域経済循環の強化（ローカルファースト）」

に掲げているとおり，地域経済の活性化や雇用の創出を図るためには，海外への輸出や国

内他地域への移出により，域外からお金を獲得する産業の再構築と企業誘致を促進し，得

た資金を域内で多く消費することを繰り返すことで域内需要を拡大する必要があります。 

商工会議所・商工会が会員事業所に対して実施した現況調査でも，地域内での経済循環

の促進の支援を求める声は多く聞かれました。 

なお，ローカルファーストは，第３条第４項，第５項及び第６項のとおり，国内外にわ

たる地域間の物やサービスの自由な交易を基本とし，市場原理を基本としながらも地域の

目線に立ち地域を優先するという考えの下で進められるものです。 

 

第１号では，域内の経済循環の創出のため，域外からの誘客や物流を増やし，その消費

を誘導するようなまちづくりを進めるものです。 

 

第２号では，現在の事業活動の一層の活性化や，新しい雇用の創出につながる企業の誘

致を進めるものです。 

 

第３号では，新たな商品等の開発や連携などの効果が生まれることを期待し，高い付加

価値を持つ商品等を提供する市内の中小企業・小規模企業の情報を市外へ発信するととも

に，市外の中小企業・小規模企業の情報を市内へ提供するものです。 

 

第４号では，域内の経済循環の強化のため，市内の農林水産物・鉱工業品その他地域資

源の活用の促進を図るものです。 

 

第５号では，域内の経済循環の強化のため，多様な発注方式によって中小企業・小規模

企業の受注機会の拡大を図るものです。 

 

第６号は，上記５点に関わる施策以外が今後必要となった場合に柔軟に対応するために

加えているものです。 
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第４章 小規模企業者等に関する施策 

 

【解説】 

第１９条は，小規模企業者への配慮として，市は小規模企業者の事業の持続的発展を図

るための，経営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ことを規定し

ています。 

中小企業基本法に加え，平成 26 年に小規模企業振興基本法が制定されたことを踏まえ，

中小企業のみならず，人材や資金といった経営資源に制約があり，人口減少，高齢化，経

済のグローバル化による競争の激化などの構造変化直面しやすい小規模企業の支援を推進

することが重要であると考え，小規模企業者への配慮を示したものです。 

小規模企業者が抱える問題としては「2018 年版 中小企業白書・小規模企業白書」にお

いて，人手不足を背景に業務が経営者に集中していることが考えられ，業務の効率化を進

めることが課題として挙げられています。 

また，小規模企業者へ施策を浸透させるうえでは，支援機関による伴走支援や支援機関

同士の連携が重要となるとされています。 

 

  

（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。 
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（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。 

 

【解説】 

第２０条は，商店街などの地域商店での買い物やイベントなどを促進することにより，

一層の地域内経済の循環を図るため，商店街等組織に対する支援その他の必要な施策を講

ずることを規定しています。 

また，近年の事業環境の変化により，商店街等組織の組織力が低下し，これまでの地域

コミュニティの担い手の役割を果たすことが困難になってきていることを踏まえ，個社だ

けでなく組織に対する支援も必要となっている点も踏まえてのものです。 

加えて，中小企業基本法第１８条において「商業の集積の活性化」を規定していること

から，本市においても，商店街等組織への支援を通じて，商業の集積の活性化を図ること

で，中小企業・小規模企業の振興につなげていきたいと考えています。 

なお，商店街等組織は，ほとんどが小規模企業者で構成されていることから，支援につ

いての基本的な考え方は第１９条と共通しています。 
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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。 

 

【解説】 

第２１条は，災害発生後における支援について規定しています。 

 

第１項は東日本大震災について，第２項はその他の災害について，中小企業・小規模企

業が復興・復旧を図ることができるよう，市は国，県等の関係機関と連携し，必要な施策

を講ずることを定めています。 
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【解説】 

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

表彰等により優れた技能功労者の顕彰を行うことを規定しています。 

 

  

（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。 
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（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。 

 

【解説】 

第２３条は，施策を効果的に推進するため，中小企業・小規模企業への実態調査や先進

事例等の研究を行うことを規定しています。 

 

第２項では，地域経済の循環構造の流れについての分析と，その結果の発信を行うため

の仕組みを作ることを規定しており，このことは第２次総合計画の「Ⅱ－１（１）⑤地域

経済循環の強化（ローカルファースト）」の「地域経済循環の分析と強化」においても定め

られています。 
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（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。 

 

【解説】 

第２４条は，条例に規定する基本的な施策を実効性のあるものにするため，中小企業・

小規模企業や中小企業・小規模企業支援機関，金融機関等の関係者とともに会議体（気仙

沼市中小企業・小規模企業振興会議）を組織し，有識者からの意見聴取等を踏まえ，協働

して施策に反映するよう努めることを規定しています。 

中小企業・小規模企業の振興は，各主体が協力・連携していかなければならないことか

ら，会議体を組織することにより，条例制定後の施策の策定や展開を効果的に行うことを

ねらいとしています。 

 

 第２項では，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ことを定めています。 
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（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。 

 

【解説】 

第２５条は，第２４条と同様に条例制定後の施策の展開を効果的に行うことをねらいと

して規定しています。 

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

を公表することを定めています。 
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（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。 

 

【解説】 

第２６条は，第４条「市の責務」に基づき，中小企業・小規模企業の振興に関する施策

を実施するために必要な財源上の措置を講ずることを規定したものです。 

また，第２４条「施策の策定及び実施に基づく会議体を通じた中小企業・小規模企業の

振興に関する施策を実施する場合に必要な財源上の措置を講ずるものでもあります。 
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第６章 雑則 

 

【解説】 

第２７条は委任の規定です。 

委任とは，条例で規定している内容に関し，細目的な条項を条例以外の規定で定めるた

めのもので，一般的に条例本則の末尾に置かれます。 

よって，条例の施行に関して，詳細な定めが必要場合は規則等で規定することになりま

す。 

本条例の場合は「気仙沼市中小企業・小規模企業振興会議規則」がこれにあたります。 

 

 

 

 

附 則 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

【解説】 

 条例の施行は，公布の日からとしています。 

 本条例の公布は，平成３１年３月７日です。 

 

 

（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。 



 

 

 

 

令和元年７月 

気仙沼市産業部商工課 

〒988-8501 気仙沼市八日町一丁目１番１号 

電話番号：0226-22-3436（直通） 

E-mail：shoko@kesennuma.miyagi.jp 


