
 

 

【平成３１年３月制定】 

● 条例制定の趣旨 

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。 

● 制定の背景 

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。 

● 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。 

気仙沼市中小企業・小規模企業振興基本条例 が制定されました！ 



 

【連携・協力イメージ】 

 

  

● 中小企業・小規模企業とは？ 

 
中    小    企    業    者 

  小規模企業者 

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 

卸 売 業  １億円以下 １００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 

小 売 業 ５千万円以下  ５０人以下  ５人以下 

中小企業基本法(昭和 38年法律第 154号)第２条第１項及び第５項に規定する資本

金・従業員数のいずれかの基準を満たすものが中小企業者・小規模企業者であり、

気仙沼市内の事業所の多くが中小企業・小規模企業です。 

● 条例制定による効果 

この条例を制定することで、中小企業・小規模企業の振興が地域社会の発展と市

民生活の向上に欠かせないものであることの認識を各主体で共有するとともに、そ

れぞれの役割を明確にし、協働が図られることにより、中小企業・小規模企業の振 

興に向けた、一体となった取組が促進されます。 

本市経済を支える中小企業・小規模企業が多様 

で活力ある発展をしていくことは、本市経済の持 

続的発展と雇用の場の創出、ひいては豊かで活力 

ある地域社会の実現や市民生活の向上につながっ 

ていくものと考えられます。 

 
〇振興施策の策定・実施 

〇関係機関等との連携・協力による

効果的な施策の推進 

〇情報の収集・提供 

〇職員の育成 

市 【責務】 

〇自主的な経営の改善・向上 

〇雇用機会の確保、人材の育成、労働環境 

の整備 

〇地域社会との協働 

〇支援団体・金融機関等との交流 

〇事業の継続、円滑な事業継承 

〇地元産品・サービス・技術の提供、利用 

〇教育機関等との連携・協力 

中小企業 【取組】 

〇多様な主体との連携・協働 

〇自主的・創造的な事業運営 

小規模企業 【取組】 

〇経営の改善・向上の支援 

〇情報の収集・提供 

〇起業・創業の支援 

〇事業継続・事業承継の支援 

支援団体 【役割】 

〇中小企業・小規模企業の資金需要への対応 

〇新規取引先の開拓、商談機会の提供、研修 

の実施等の総合的支援 

〇起業・創業の支援 

〇事業継続・事業承継の支援 

金融機関等 【役割】 

〇職業・勤労に対する健全な意識の醸成 

・育成 

〇中小企業・小規模企業が行う研究開発、 

技術の向上、人材育成への協力 

教育機関等 【役割】 

〇中小企業・小規模企業の振興への理解・協力 

〇地元産品・サービス・技術の提供、利用 

市民等 【理解と協力】 

〇中小企業・小規模企業との 

連携・協力 

〇中小企業・小規模企業への 

技術的支援等 

〇地元産品・サービス・技術 

の提供、利用 

大企業者 【役割】 



● 気仙沼市中小企業・小規模企業振興基本条例の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中小企業・小規模企業の振興について、基本理念や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や雇用の創出を図り、豊かで活力

ある地域社会の実現や市民生活の向上に寄与することを目的としています。 

◆ 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。 

◆ 中小企業・小規模企業の創意工夫や自主的な取組を支援すること。 

◆ 中小企業・小規模企業の成長発展や事業の持続的発展を図ること。 

◆ 物品の供給又はサービス・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すること。 

◆ 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こと。 

◆ ローカルファーストの考え方に基づき、市内で生産・製造・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・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こと。 

◆ 豊かな自然や歴史に育まれ、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や活用を図ること。 

◆ 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・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。 

目  的 

基 本 理 念 
 

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 
 

基 本 方 針 

中小企業・小規模企業の振興 

中小企業・小規模企業の成長・発展 

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 市民生活の向上 

■ 施策（関連事業）の検討 

■ 施策（関連事業）の進捗

管理 

会議体 

施策の策定・実施 

現状と課題の整理 

施策(関連事業)の評価・ 

検証・見直し 

新たな施策（関連事業）

の提案 

新たな施策（関連事業）

の展開、事業化【市】 

■ 実施状況の公表 



● 基本方針・施策 
 

条例では、中小企業・小規模企業の振興のために次の基本方針と施策を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．経営の拡大及び新事業又は新分野への進出の促進 

(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、既存の商品・サービス・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、地域経済の循環の拡大 

(4) ６次産業化、農商工連携、水産業・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・取引拡大のための支援、情報の提供 

３．起業又は創業の促進 

(1) 起業・創業を促す研修、その他の起業・創業に必要な知識・技術を習得することができる事業 

等の企画・運営 

(2) 起業・創業に関する情報の提供、相談体制の充実 

(3) 起業・創業のための事業計画の策定、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・シェアリング 

エコノミービジネスの促進 

６．地域経済の循環の強化 

(1) 市内への誘客、物流の増加、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、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・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・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 

４．雇用の確保及び労働環境の整備の促進 

(1) 新規学卒者等の若者、ＵＩＪターンを希望する者の中小企業・小規模企業への就職、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、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・勤労者福祉の向上の支援 

５．産業振興に資する人材の育成及び確保 

(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、専門技術・技能の継承の促進、後継者等の育成の支援 

(4) 事業の海外展開・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・育成を図るキャリア教育の推進 

平成 31年 4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 - m a i l：shoko@kesennuma.miyagi.jp 

１．経営基盤の安定化及び強化 

(1) 経営に関する情報の提供、相談・指導体制の充実 

(2) 経営安定・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・活用の支援 

(4) 生産性向上・業務効率化の支援 

(5) 円滑な事業再生・事業承継の支援 


