
 
 
  
 
 

福岡市中小企業振興条例の全部改正にあたり，市民との情報の共有を図り，市民の意見を反映させ
るため，パブリック・コメント手続きによって改正案を公表し，意見募集を行いました。 

 
 
 
平成 29年２月 28日（火）から平成 29年３月 30日（木）まで［31日間］ 

 
 
 

（１）公表方法 
福岡市ホームページに掲載するほか，次の施設で資料を配付・閲覧を行いました。 
○ 福岡市役所本庁舎 … 情報プラザ（市役所１階），情報公開室（同２階） 
○ 福岡市中小企業サポートセンター … 福岡市経営支援課（福岡商工会議所ビル２階） 
○ 区役所等 … 各区役所情報コーナー，入部出張所，西部出張所 

  （２）意見の提出方法 
     窓口提出，郵送，ファックス，電子メール 
 
 
 
  （１）意見提出者総数     
     31 通 

（２）意見件数 
     57 件 
      【参考】意見内訳 

項 目 意見件数 割 合 
（１）前文 ４ 7.0％ 
（２）目的 １ 1.7％ 
（３）定義 ２ 3.5％ 
（４）基本理念 ３ 5.3％ 
（５）各機関の責務・役割等 ９ 15.8％ 
（６）施策の基本方針 11 19.3％ 
（７）小規模企業者への配慮 ４ 7.0％ 
（８）助成措置・財政上の措置 ３ 5.3％ 
（９）基本計画の策定 ５ 8.8％ 
（10）全般 15 26.3％ 

合 計 57 100％ 
 

（３）意見への対応 
     修正あり：  5 件 
     原案どおり： 11 件 
     記 載 あ り： 10 件 
     そ の 他： 31 件 

「福岡市中小企業振興条例の全部改正（案）」に対する 
パブリック・コメントの実施結果について 

１ 目的 

２ 意見募集期間 

３ 実施方法 

４ 意見の提出状況及び対応 



［凡例］
■修正あり ： 意⾒の趣旨に基づいて原案を修正するもの
□原案どおり： 原案の修正がないもの
□記載あり ： 意⾒趣旨が原案に記載されているもの
◇その他  ： 個別の取組み等への要望・提案など

（１）前文

No. 意⾒の概要 意⾒への対応と考え⽅

1
 前⽂が⻑いので，もうすこしコンパクトに要点をわかりやすく
したらどうか。

□原案どおり

 前⽂は，条例制定の由来や理由，理念や趣旨といった事
柄を述べたものであり，福岡市が経済的，社会的に発展し
た歴史的な背景，福岡市における中⼩企業の重要性や，中
⼩企業振興に対する考え⽅を記述しております。以上を盛
り込むために，全て必要な内容であると考えており，原案
のままとしています。

2

 前⽂の中で，「⼈と環境と都市活⼒の調和がとれた都市とし
て，⽣活の質の向上と都市の成⻑の好循環を創り出していくため
には，直⾯している環境変化を新たなビジネスチャンスと捉
え，･･･」の箇所で，前段の環境は地球環境や⾃然環境の意味合
いが強く，後段の環境はその前に⽰された社会環境やビジネス環
境の意味合いが強いと思われるので，後段の環境は，「･･･直⾯
している経営環境の変化を･･･」に変更してはどうか。

■修正あり

 いただいたご意⾒を参考に，「･･･直⾯している経営環境
の変化を･･･」として表現を変更しました。

3

 前⽂の中で，「・・・中⼩企業の活動を，市，事業者，中⼩企
業⽀援団体，⾦融機関，教育機関等，地域が⼀丸となって⽀援し
ていく必要がある。」の箇所で，地域が全体を包括した表現に
なっているが，地域の定義は，その下の⾏で地域社会と表現して
あるように町内会レベルの印象が強いと思われるので，第３条や
第４条に合わせ，「･･･教育機関及び市⺠等が⼀丸となって･･･」
に変更してはどうか。

■修正あり

 いただいたご意⾒を参考に，「市⺠が⼀丸となって」と
して表現を変更しました。
 なお，本則に責務，役割を定めた機関と表現を合わせ
て，「中⼩企業の活動を，市，中⼩企業⽀援団体等，⾦融
機関等，⼤企業者，教育機関，⼤学等研究機関及び市⺠が
⼀丸となって」と修正しています。

4

 前⽂の中の５段落⽬を以下のように変更してほしい。
（前⽂中で肝要な段落なので，主語を明確にするため。また，
「ビジネスチャンスと捉え」るのは主観の押し売りの印象がある
ため。）
 「今後も⼈と環境と都市活⼒の調和がとれた都市として，⽣活
の質の向上と都市の成⻑の好循環を創り出していく福岡市となる
ためには，中⼩企業者は，直⾯している環境変化の中で持続的に
成⻑できるよう⾃主的な経営の⾰新へ取り組み，第⼆創業やイノ
ベーションの実現に果敢に挑戦され，また，市，事業者，中⼩企
業⽀援団体，⾦融機関，教育機関等，地域は，本市における産業
振興の特⾊である産学官の連携のもと，⼀丸となって中⼩企業の
活動を⽀援していく必要がある。」

□原案どおり

 経営環境の変化にビジネスチャンスを⾒出すことは，企
業の発展にとって重要なことであると考えています。
 市内中⼩企業が今後発展していくための取組みを地域全
体で⽀援していくことを表現するため，原案のままとして
います。

パブリック・コメントへの意⾒の概要と意⾒への対応
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（２）目的

No. 意⾒の概要 意⾒への対応と考え⽅

1

 第１条「⽬的」に，「本市経済において果たす中⼩企業の役割
の重要性に鑑み」とあるが，福岡市では市内の中⼩企業を具体的
にどのように捉えているか，どうあって欲しいと考えているのか
がないのが残念である。（中⼩企業基本法で⾔えば，（基本理
念）第３条第１項に当たる部分）

□記載あり

 前⽂及び第３条「基本理念」において，中⼩企業基本法
第３条に規定される基本理念に鑑み，中⼩企業の果たして
いる役割やその重要性，中⼩企業振興の基本的な⽅向性や
姿勢を定めており，ご意⾒の趣旨を含んでいることから，
原案のままとしています。
 なお，条⽂中に，「基本理念を定め，」という⽂⾔を追
加するとともに，その他法制的観点からの技術的変更をし
ています。

（３）定義

No. 意⾒の概要 意⾒への対応と考え⽅

1

 ⼠業などに代表される専⾨家についての⾔及がない。
 中⼩企業の経営改善にあたっては様々なノウハウを持つ専⾨家
の助⾔，⽀援が不可⽋である。第2条3項の中⼩企業⽀援団体に
内包されるという考え⽅かもしれないが，個⼈で⾏う専⾨家など
もおり，団体という表現になじまないと考える。また，⼀般の市
⺠とも異なる⽴場である。
 よって，第2条により，中⼩企業⽀援の専⾨家などを定義の
上，第6条で中⼩企業⽀援団体に⾏っているような役割設定をす
べきではないか。

■修正あり

 いただいたご意⾒を参考に，団体に属さずに中⼩企業⽀
援を⾏っている個⼈を含めて「中⼩企業⽀援団体等」と新
たに定義しました。

2

 第２条第３号「中⼩企業⽀援団体」についてだが，「これまで
にない経営環境の変化」の中で専⾨家の役割も重要性が増してく
るものと思われるが，中⼩企業診断⼠など団体への加⼊が資格要
件となっていない専⾨家もあるので，特に団体に属さずに個⼈と
して中⼩企業の⽀援を業としている専⾨家も取り込む趣旨で「中
⼩企業⽀援団体等」として，「〜団体及び個⼈」としてはいかが
だろうか。

■修正あり

 いただいたご意⾒を参考に，団体に属さずに中⼩企業⽀
援を⾏っている個⼈を含めて「中⼩企業⽀援団体等」と新
たに定義しました。

2



（４）基本理念

No. 意⾒の概要 意⾒への対応と考え⽅

1
 頑張る事業者を応援する，という姿勢を記述してよいのではな
いか。

□記載あり

 第３条「基本理念」において，中⼩企業の振興は，その
前提として，中⼩企業者が経営基盤の強化，⽣産性の向上
をはじめとする経営の改善及び経営⾰新に向けて⾃主的に
努めることが必要であることを規定しています。
 なお，協⼒を得る機関の中に，「国，関係地⽅公共団
体」と加えるとともに，その他法制的観点からの技術的変
更をしています。

2

 福岡市で働く⼈の多くは，中⼩企業で働いている。福岡市にお
いて中⼩企業の果たす役割は，極めて⼤きいものと思う。今回の
条例改正案について，私なりの意⾒を述べさせてもらう。
 現条例は，第１条の⽬的に重要な位置を占める中⼩企業・・・
と記載があり，続いて定義，具体策となっている。
 改正案⾻⼦をみると，第３条で「基本理念」が追加されるよう
になっている。基本理念の追加は重要なものだと感じている。
 基本理念には，もう少しわかりやすく改正の基本的なスタンス
がわかる内容を記載する必要があるのではないかと思う。
 改正の趣旨にはアジアや現状など様々なことが記載されている
が，今の時代と将来を想定し条例を改正するなら，そのような⽂
⾔も基本理念に加えるべきではないかと思う。
 基本理念には，中⼩企業にどうあって欲しいのか，あるいはど
うあるべきなのかしっかり規定することが必要だと思う。（福祉
のまちづくり条例のように）
 その内容が今後の具体的な取り組みにも繋がるものだと思う。
 福岡市において中⼩企業振興の取組みがより充実し，より効果
的なものとなることを期待している。

□記載あり

 改正の基本的なスタンスや趣旨については，前⽂で条例
制定の由来や理由，あるいは条例の理念や趣旨を記載して
おり，その背景のもと基本理念として，考え⽅を明らかに
しているものです。
 また，中⼩企業のあるべき姿については，第５条「中⼩
企業者の努⼒」において規定しています。
 なお，協⼒を得る機関の中に，「国，関係地⽅公共団
体」と加えるとともに，その他法制的観点からの技術的変
更をしています。

3

 第３条を以下のように変更してほしい。
 「中⼩企業の振興は，中⼩企業者が経営基盤の強化，⽣産性の
向上をはじめとする経営の改善及び経営の⾰新（法第２条第２項
に規定する経営の⾰新をいう。以下同じ。）に⾃主的に努めると
ともに，市，中⼩企業⽀援団体，⾦融機関等，⼤企業者，教育機
関，⼤学等及び市⺠は協⼒することを基本として，推進されなけ
ればならない。」

□原案どおり

 中⼩企業の振興は，中⼩企業者が経営基盤の強化，⽣産
性の向上をはじめとする経営の改善及び経営の⾰新に⾃主
的に努めることが基本であるとの考えから，原案のままと
しています。
 なお，協⼒を得る機関の中に，「国，関係地⽅公共団
体」と加えるとともに，その他法制的観点からの技術的変
更をしています。
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（５）各機関の責務・役割等

No. 意⾒の概要 意⾒への対応と考え⽅

1
 11条以降が市が⾏うことのみになっており，⽀援団体や⼤学
等との連携などについて記述してもいいのではないか。

□記載あり

 第４条「市の責務」において，市は中⼩企業⽀援団体等
や⼤学等研究機関と連携し，及び協⼒して効果的に実施す
るよう努めることを規定していることから，原案のままと
しています。

2
 中⼩企業は地域と共に成⻑するものであることを強調してはど
うか。

□原案どおり

 第５条「中⼩企業者の努⼒」において，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，事
業活動を通じて，地域社会の発展及び市⺠⽣活の向上に貢
献するよう努めることを規定しており，地域と共に成⻑す
る趣旨を含んでいることから，原案のままとしています。
 なお，他機関の役割に記述していたものと表現を合わせ
るため，「〜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，〜」（第２項）に修正するとと
もに，その他法制的観点からの技術的変更をしています。

3

 前⽂に規定されているように，中⼩企業者が⾃主的な経営の⾰
新や第⼆創業，イノベーションの実現に果敢に挑戦するために
は，事業資⾦が必要となるため，第７条に規定されている⾦融機
関等の役割を⾦融機関等が積極的に果たすように，市と⾦融機関
等でしっかりと連携してほしい。

◇その他

 本条例に基づき中⼩企業振興施策を着実に推進してまい
ります。
 なお，他機関の役割に記述していたものと表現を合わせ
るため，「〜基本理念に基づき，〜」（第２項）を第１項
に修正するとともに，その他法制的観点からの技術的変更
をしています。

4

 第７条に⾦融機関等の役割が規定されており，中⼩企業の振興
には重要な規定であると認識している。⾦融機関が事業活動を⾏
うに当たって，中⼩企業者の経営努⼒を⽀援するよう努めること
となっているが，その前に中⼩企業の振興が地域の発展や⾦融機
関の事業活動に資するなど，なぜ⽀援することを⾦融機関等の努
⼒義務とするのかについて記載したほうが理解を得られやすいと
思われる。

□記載あり

 前⽂において，中⼩企業は事業活動を通して，福岡市の
発展の原動⼒となっていることや，地域社会で重要な役割
を果たしていることなど，中⼩企業振興に対する考え⽅を
記述しています。
 なお，他機関の役割に記述していたものと表現を合わせ
るため，「〜基本理念に基づき，〜」（第２項）を第１項
に修正するとともに，その他法制的観点からの技術的変更
をしています。

5

 中⼩企業は，後継者不⾜，事業承継などが課題であり，これら
への対応などは，⾦融機関の持っている情報や分析⼒を活⽤すべ
きと考える。
 第７条に⾦融機関等の役割として，中⼩企業者の経営努⼒の⽀
援や市が実施する施策の協⼒とあるが，これだけでなく，中⼩企
業への情報提供や市が実施する施策活⽤への⽀援など，具体的な
役割を条例に定め，⾦融機関の役割をさらに明確にする必要があ
ると思われる。

□記載あり

 第７条において⾦融機関等の役割を規定していますが，
ご意⾒にある中⼩企業への情報提供や市が実施する施策活
⽤への⽀援なども⾦融機関等の役割として期待するもので
あると考えており，原案のままとしています。
 なお，他機関の役割に記述していたものと表現を合わせ
るため，「〜基本理念に基づき，〜」（第２項）を第１項
に修正するとともに，その他法制的観点からの技術的変更
をしています。

6

 第７条，第８条について，現在は，社会的責任を⾃覚してない
との誤解を招く恐れがあるため，以下のように変更してほしい。
 「〜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
しての社会的責任の認識のもとに，〜」

□原案どおり

 現在は社会的責任を⾃覚していないとの認識はなく，明
⽂化することでより⼀層の期待をすることから，原案のま
まとしています。
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No. 意⾒の概要 意⾒への対応と考え⽅

7

 ⼤企業者の役割について，努⼒義務を謳うだけでは，企業とし
て動機にはなり得ないため，市と⾦融機関や経済界で協議し，中
⼩企業の技術⼒や何らかのインセンティブなど，訴求出来るもの
を持って，協⼒の働きかけを数社に⾏い，連携の具体例を作り，
呼び⽔とするなどしてはどうだろうか。

◇その他

 今後，各種施策を検討していく際の参考とさせていただ
きます。
 なお，他機関の役割に記述していたものと表現を合わせ
るため，「〜基本理念に基づき，〜」（第２項）を第１項
に修正するとともに，その他法制的観点からの技術的変更
をしています。

8

 第８条に⼤企業者の役割が規定されており，中⼩企業の振興に
は重要な規定であると認識している。⼤企業者が事業活動を⾏う
に当たって，中⼩企業者との連携及び協⼒に努めることとなって
いるが，その前に中⼩企業の振興が⼤企業者の事業活動に資する
など，なぜ中⼩企業者と連携することや協⼒することを⼤企業者
の努⼒義務とするのかについて記載したほうが理解を得られやす
いと思われる。

□記載あり

 前⽂において，中⼩企業は事業活動を通して，福岡市の
発展の原動⼒となっていることや，地域社会で重要な役割
を果たしていることなど，中⼩企業振興に対する考え⽅を
記述しています。
 なお，他機関の役割に記述していたものと表現を合わせ
るため，「〜基本理念に基づき，〜」（第２項）を第１項
に修正するとともに，その他法制的観点からの技術的変更
をしています。

9

 今回，教育機関等の役割が追加されたことはいいことだと思
う。しかし，市の後押しがないと，教育機関からの積極的反応は
期待できないと考えるため，「中⼩企業への体験⼊社制度の充
実」や「中⼩企業の優れた技術の⼤学への紹介」など，両者の橋
渡しを市が押し進めるような具体的なメニュー作りが望まれるの
ではないかと考える。

◇その他

 今後，各種施策を検討していく際の参考とさせていただ
きます。
 なお，他機関の役割に記述していたものと表現を合わせ
るため，教育機関等の役割として，「〜地域社会を構成す
る⼀員としての社会的責任を⾃覚し，基本理念に基づき，
〜」（第１項，第２項）及び「〜中⼩企業が果たす役割等
に対する理解の促進〜」（第１項）を追加するとともに，
⼤学等研究機関（第２項）と定義を修正するほか，その他
法制的観点からの技術的変更をしています。

（６）施策の基本方針

No. 意⾒の概要 意⾒への対応と考え⽅

1  「事業の円滑な廃⽌」についても記述していいのではないか。

□原案どおり

 第11条「経営基盤の強化」において，中⼩企業者の経営
基盤の強化を促進するために推進を図る施策として事業承
継に関することを規定しており，事業承継を進める中で
「事業の円滑な廃⽌」にも取組むこととなるため，原案の
ままとしています。
 なお，「事業承継」をより正確に表すため，「経営の承
継の円滑化」に修正しています。

2

 現在，経営者の⾼齢化や後継者不⾜などにより，廃業を余儀な
くされる中⼩企業者が増えている。これまで中⼩企業者が培って
きたノウハウなどの資源が継承されずに失われることは⾮常に
もったいないので，市は，改正条例案の第11条の第４号及び第
５号に規定があるように，「事業承継」や「⼈材の確保及び育
成」に早急に取り組んでほしい。

◇その他

 本条例に基づき中⼩企業振興施策を着実に推進してまい
ります。
 なお，「事業承継」をより正確に表すため，「経営の承
継の円滑化」に修正しています。
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No. 意⾒の概要 意⾒への対応と考え⽅

3
 第12条について，商店街とは具体的にはどこまでが想定され
ているのか不明瞭。商店街として組合組織が必要なのか。

◇その他

 本市の商店街施策における商店街の定義は，第２条協同
組合等に規定している事業協同組合，商店街振興組合，商
店街振興組合連合会及び以下の任意団体となります。
 ①会員数５店舗以上で組織され，
 ②規約，会則，定款などを定めており，
 ③商店街組織として共同事業を実施している団体

4

 第12条「持続的発展の促進」について，商店街⽀援と伝統産
業⽀援が具体的な施策分野として掲げられているが，中⼩企業⽀
援の考え⽅に「持続的発展」という考え⽅が位置づけられたのは
全体に関わる⼤きな⾒直しであり，しかも最近のことだったと思
われるので，昔から⾏われているこの⼆つの施策に特に結びつけ
るのは唐突な印象がする。（施策内容が最近になってがらりと変
わったというこであれば分かるが。）
 また，第13条の「成⻑発展」と対になって，施策全体の組み
⽴てに関わる概念と思われるので，前⽂なり第14条あたりで，
趣旨や考え⽅を明らかにして位置づける必要があるのではないだ
ろうか。

□原案どおり

 商店街，伝統産業その他の地域資源や特産品に係る地場
産業については，規模を拡⼤するというだけでなく，地域
の雇⽤を維持し，住⺠へ必要な商品・サービスの提供をす
ることなど，市⺠の暮らしを⽀える重要な役割を果たして
いる中⼩企業の持続的発展を促進する趣旨で規定していま
す。
 また，商店街，伝統産業を⽀える企業の多くは⼩規模企
業であり，⼩規模企業振興基本法において，振興にあたっ
て，その事業の持続的発展が図られることを旨として，⾏
わなければならないとされています。
 そのため，企業の維持・充実を⽬的とした施策である
「経営基盤の強化」，新しい取組みや，規模拡⼤など，成
⻑することを⽬的とした施策を第13条「成⻑発展の促進」
とともに規定し，市の施策をわかりやすく記載していま
す。

5

 国の法律では，中⼩企業基本法で中⼩企業の「多様で活⼒ある
成⻑発展」を掲げ，⼩規模企業振興基本法で，⼩規模企業の「持
続的発展」を掲げている。今回の条例案では，「多様で活⼒ある
成⻑発展の促進」が中⼩企業に対して，「持続的発展の促進」が
商店街や地場産業等旧来型の産業に対してという分け⽅が分かり
にくいように思われる。

□原案どおり

 商店街，伝統産業その他の地域資源や特産品に係る地場
産業については，規模を拡⼤するというだけでなく，地域
の雇⽤を維持し，住⺠へ必要な商品・サービスの提供をす
ることなど，市⺠の暮らしを⽀える重要な役割を果たして
いる中⼩企業の持続的発展を促進する趣旨で規定していま
す。
 また，商店街，伝統産業を⽀える企業の多くは⼩規模企
業であり，⼩規模企業振興基本法において，振興にあたっ
て，その事業の持続的発展が図られることを旨として，⾏
わなければならないとされています。
 そのため，企業の維持・充実を⽬的とした施策である
「経営基盤の強化」，新しい取組みや，規模拡⼤など，成
⻑することを⽬的とした施策を第13条「成⻑発展の促進」
とともに規定し，市の施策をわかりやすく記載していま
す。
 ご意⾒にあります「多様で活⼒ある成⻑発展の促進」が
中⼩企業に対して，「持続的発展の促進」が商店街や地場
産業等旧来型の産業に対してという区分のもと規定したも
のではないとの考えから，原案のままとしています。
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No. 意⾒の概要 意⾒への対応と考え⽅

6

 第12条に地域資源や特産品にかかる地場産業の振興について
書いてあるので，中⼩企業が地域の農産品などを活⽤した商品開
発に⽀援をするなど，農業との連携も進めてもらえるとありがた
い。

◇その他

 今後，各種施策を検討していく際の参考とさせていただ
きます。

7

 第12条「持続的発展の促進」の中で，「（１）商店街の振興
に関すること。」となっているが，当⽅の地域には商店街がな
く，市の助成⾦対象になっていないが，国の補助⾦は商店街が存
在しなくても⼀定範囲において事業所が形成されている場合補助
対象になる。今後，国の補助⾦同様の対応をお願いしたい。

◇その他

 今後，各種施策を検討していく際の参考とさせていただ
きます。

8

 参⼊者を多くというだけでなく，市のセンス，⽂化的競争⼒，
それによる市への移転要素として，「伝統産業，地域資源等」の
他に伝統芸能（芸妓，祭礼等）の⽬配りも考えていただくとよい
と思う。（守備範囲を超えると思うが，多くは中⼩企業，その従
業員が担っている背景がある。）

◇その他

 今後，各種施策を検討していく際の参考とさせていただ
きます。

9
 13条の第⼆創業や技術⾰新などは重要であり，15，16条の具
体的な措置につながるような記述があったほうがいいのではない
か。

□原案どおり

 第13条に規定の第⼆創業や技術⾰新を含め，中⼩企業の
振興に関する施策について，助成措置や財政上の措置につ
いて規定していること，また具体的な措置は経営環境の変
化に応じて変わっていくことから，原案のままとしていま
す。
 なお，第15条「助成措置」については，第16条「財政上
の措置」にまとめ，第15条「財政上の措置」と修正すると
ともに，その他法制的観点からの技術的変更をしていま
す。

10

 前⽂にあるように変化の激しい時代において，中⼩企業が⽣き
残るためには従来のような販路拡⼤などの考え⽅に加え，⼤企業
とのオープンイノベーションに代表されるようなマッチングが重
要であると考える。
 よって13条において市の施策として「中⼩企業同⼠もしくは
中⼩企業と⼤企業とのマッチングの促進」などを加えるべきでな
いか。

◇その他

 今後，各種施策を検討していく際の参考とさせていただ
きます。

11
 条例の中に「第⼆創業」という⾔葉があるが，定義が不明で，
意味が分からない⼈もいると思う。

■修正あり

 いただいたご意⾒を参考に，「既に事業を営んでいる中
⼩企業者が，事業の形態の転換⼜は新しい事業若しくは分
野に進出することをいう。」の定義を追加しました。
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（７）小規模企業者への配慮

No. 意⾒の概要 意⾒への対応と考え⽅

1

 中⼩企業者の中でも経営資源の脆弱な⼩規模企業者への配慮に
ついて，当条例第14条の規定では具体的施策が⾒えない。
 全国的に⾒て，独⽴した⼩規模企業振興条例がある地⽅⾃治体
もあり，福岡市においても同様の条例を制定して，⼩規模企業者
の振興に努めていただきたい。

◇その他

 本条例は「⼩規模企業振興基本法」の趣旨を踏まえ，第
14条に⼩規模企業者への配慮に関する理念を規定しており
ます。この規定に基づき，今後，施策を展開してまいりま
す。

2
 ⼩規模企業振興基本法では，⼩規模企業の振興や⽀援の充実に
ついて明確に⽰されているので，本条例でも，⼩規模企業への対
応について考え⽅を盛り込み取り組んでほしい。

□記載あり

 本条例は「⼩規模企業振興基本法」の趣旨を踏まえ，第
14条に⼩規模企業者への配慮に関する理念を規定しており
ます。この規定に基づき，今後，施策を展開してまいりま
す。

3

 当管内の事業者は，⼩規模事業者が殆どであり８割超を占めて
いる。よって，設備投資も⼤規模なものは稀で，看板の改修・新
設等の⼩規模なものがほとんどである。また，ソフト⾯でも⼩規
模な需要が多い。
 当たり前の事だが，⼤規模な設備投資ではなくとも，実施する
にはそれなりの費⽤が掛かる。しかし，その費⽤を全額捻出でき
る⼩規模事業者は稀であり，残念ながら計画を諦める事業者が多
いのが現状である。
 したがって，全額補助でなくても良いので，必要経費の⼀部を
補助（助成）してもらえるような制度があれば，⾮常に助かると
思う。
 また，⼩規模な事業は，発注は地元の業者に頼む場合が多くな
ると思われるので，地域内にてお⾦が循環することとなり，地域
の活性化にも繋がるものと考える。
 現状では，国の補助⾦制度はあるものの，それだけでは⼩規模
事業者のニーズを賄えていないと思うので，福岡市においても，
条例（案）第15条「助成措置」の⼀環として，何らかの補助⾦
制度を創設し，地元の⼩規模事業者の事業をサポートしてもらえ
れば，地域経済が活性化するものと考える。

◇その他

 ⼩規模企業振興基本法の趣旨を踏まえ，第14条に⼩規模
企業者への配慮に関する理念を規定しております。この規
定に基づき，今後，施策を展開してまいります。
 ご意⾒につきましては，今後，各種施策を検討していく
際の参考とさせていただきます。

4

 中⼩企業基本法では，平成25年の改正で第８条の「⼩規模企
業への配慮」が「⼩規模企業に対する中⼩企業施策の⽅針」と変
更されている。国が⼩規模企業基本法の制定により，中⼩企業政
策において⼤きく舵を切っている中で，改正前の「⼩さいから配
慮する」という考えのままでいいのか。福岡市においては，創業
特区ということもあり，中⼩企業政策でも国や他の都道府県より
も⼀歩進んだ条例を制定してほしい。

□原案どおり

 中⼩企業基本法第８条第３号において，「経営資源の確
保が特に困難であることが多い⼩規模企業者の事情を踏ま
え，（略）必要な考慮を払うこと。」，また，⼩規模企業
振興基本法第４条において，「⼩規模企業の振興に当たっ
ては，（略）その円滑かつ着実な事業の運営が確保される
よう考慮されなければならない。」と規定されておりま
す。
 条例案第14条「⼩規模企業者への配慮」は，上記規定を
踏まえて記述したものであり，「⼩さいから配慮する」と
いった考えではなく，法の趣旨に則り規定したものである
との考えから，原案のままとしています。
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（８）助成措置・財政上の措置

No. 意⾒の概要 意⾒への対応と考え⽅

1

 第15条「助成措置」について，施策の事例として「中⼩企業
者の組織化，集団化及び共同施設事業」が掲げられているが，こ
れを具体的に記載した趣旨は何か。組織化や集団化などが現在の
施策全体の中でどの程度の重要性を占めているのか疑問に思う
し，第11条から第13条にも明確な記述がない。
 ここは「〜施策を推進するため，助成⾦の交付その他〜」でも
いいのではないか。

□原案どおり

 中⼩企業の⾃助努⼒が⼤切ですが，個々の能⼒には限界
があり，同業の中⼩企業などが相集まって組合を作り，経
済的地位の向上などを図るための組織化，集団化は重要な
事業となります。
 中⼩企業振興において，ICT等の新しい技術⼒向上にお
ける取組みが注⽬される傾向にありますが，従来から⾏わ
れている代表的な中⼩企業振興施策を具体的に⽰すため
に，条⽂に規定しています。
 なお，中⼩企業⽀援団体等も助成対象であることから，
条⽂に追加し，組織化等の⾔葉の定義も記載するととも
に，第15条「助成措置」については，第16条「財政上の措
置」にまとめ，第15条「財政上の措置」と修正するととも
に，その他法制的観点からの技術的変更をしています。

2

 第15条について，中⼩企業振興のために助成措置は必要であ
ると考えるが，第５条に⽰されるように努⼒をしている企業に対
して⽀援するという姿勢も必要と思われるので，「市⻑は，基本
理念に基づき，中⼩企業の振興に関する施策を推進する･･･ 」
に変更してはいかがか。

□記載あり

 第４条の市の責務において，「市は，基本理念に基づ
き，中⼩企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策
定し，及び実施しなければならない。」と規定していま
す。
 そのため，条例に規定する施策，措置等は，第15条「助
成措置」を含め，すべて基本理念に基づき⾏われます。
 なお，第15条「助成措置」については，第16条「財政上
の措置」にまとめ，第15条「財政上の措置」と修正すると
ともに，その他法制的観点からの技術的変更をしていま
す。

3
 第16条２項について，市が積極的に中⼩企業へ発注すること
は，中⼩企業の取引実績となりその後の信⽤強化につながるた
め，評価できる。

◇その他

 本条例に基づく中⼩企業振興施策を着実に推進してまい
ります。

（９）基本計画の策定

No. 意⾒の概要 意⾒への対応と考え⽅

1

 基本計画の策定に当たっては，市が⾏う「橋渡し」や「つな
ぎ」が読み取れる内容を書き込み，より広い分野から関⼼を持っ
てもらう⼯夫を凝らしてはどうかと考える。また，意⾒について
は中⼩企業振興審議会のみではなく，多くの中⼩企業者にも直接
声を聞くことが出来れば，さらに改正の趣旨に沿ったものになる
のではと考える。

◇その他

 今後，各種施策を検討していく際の参考とさせていただ
きます。

2

 条例の第17条に市⻑は基本計画を定めるようになっている
が，条例第11条から第13条に推進する施策が掲げられており，
基本計画との関係性について整理する必要があるのではないかと
思われる。

◇その他

 条例との整合を図り，基本計画を策定いたします。
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No. 意⾒の概要 意⾒への対応と考え⽅

3

 第17条に，基本計画の策定が書かれているが，そのベースと
なる，福岡市内の中⼩企業の実態把握がどのようになされるのか
の規定が欲しい。
 いまの国の経済統計では，実態が数年遅れてしか把握できな
い。それでは，計画に必要なPDCAサイクルを回すことができ
ず，計画の成果をみて，計画を改善することもできない。そこを
明確にしてほしい。明確に「市独⾃で実態調査を⾏うこと」を盛
り込んでほしい。

□記載あり

 第４条「市の責務」において，市は，中⼩企業者の実態
の把握に努めることを規定しており，ご意⾒の趣旨を含ん
でいることから，原案のままとしています。

4
 PDCAを回すためには，公会計も，⺠間並みの複式，発⽣主義
にしないと意味がない。検討してほしい。

◇その他

 今後，各種施策を検討していく際の参考とさせていただ
きます。

5

 単なる年⼀回の報告会的な「審議会」だけでなく，⽇常的に，
中⼩企業の実態把握と，課題把握，そして，計画改善をおこなう
ための，「円卓会議（審議会付属のワーキンググループ）」のよ
うなものが必要だと思う。その設置は是⾮，条例の中に盛り込ん
でいただきたい。

◇その他

 引き続き，学識経験者，中⼩企業経営者，中⼩企業に関
する団体等により構成される中⼩企業振興審議会や，各種
施策の実施等を通して，幅広い⽅々からのご意⾒を伺って
まいります。

（１０）全般

No. 意⾒の概要 意⾒への対応と考え⽅

1  時代背景にマッチした案になっており，いい案であると思う。
◇その他

 本条例に基づく中⼩企業振興施策を着実に推進してまい
ります。

2

 「理念」「施策の基本」を定める条例（案）のため，具体的な
中⼩企業⽀援策が盛り込まれないことは理解するので，条例制定
後，速やかに「基本計画」を策定し，実効性のある中⼩企業⽀援
策の構築，実施を強く望む。

◇その他

 本条例に基づく中⼩企業振興施策を着実に推進してまい
ります。

3
 異論ありません。良いと思う。市内の中⼩企業者の持続的発展
のため，引き続き弾⼒的な⽀援をお願いする。

◇その他

 本条例に基づく中⼩企業振興施策を着実に推進してまい
ります。
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No. 意⾒の概要 意⾒への対応と考え⽅

4

 福岡市は事業所の⼤部分が第３次産業で，さらにそのほとんど
が地場の中⼩企業である。市⺠が働き，地域で消費するいわば経
済の地産地消を実現するため，⾏政，市⺠，⼤企業，教育機関な
どが連携して中⼩企業の発展を⽀援するための条例改正の趣旨に
賛同する。
 また，⾼度成⻑時代と違い，⼈⼝減少社会に突⼊した現在，観
光客や出張のビジネスマンなど地域の定住者以外にもモノやサー
ビスの消費を拡⼤させていく必要もあり，さらに，産学連携によ
る新たな技術の獲得による差別化など，中⼩企業が元気になるた
めには，新たな分野へのチャレンジも必要になっていると思う。
 その点で，伝統的な経営基盤の強化に加え，創業，研究開発，
観光など多様な分野に⽬を配りながら，中⼩企業の発展を促進さ
せようとしていることは，現代にあっているものと考える。
 条例改正により，福岡市経済の活性化につながることを期待す
る。

◇その他

 本条例に基づく中⼩企業振興施策を着実に推進してまい
ります。

5

 理念型である為，多岐にわたり理想とする「あるべき姿」を標
記することは評価する。
 本条例（案）の実現に向けての取組みについては，市として，
より具体的な施策の展開が求められる。
 そのためには，早期に具体的な⽀援策，予算の策定等に移⾏
し，スピード感を持った取組みを願いたい。⽀援機関等ともより
深い連携し，予算的な措置も同時に講じながら中⼩企業の⽀援を
実⾏されたい。

◇その他

 今後，各種施策を検討していく際の参考とさせていただ
きます。

6

 外国⼈の訪問者は増え続けており，これをいかに地域の活⼒に
結び付けていくかが重要だと考える。
 地域でそのような機運が⾼まるよう，市が，商店街などと連携
しながら，成功事例の情報を発信したり，共同でモデル的な事業
を実施したりすることを期待する。

◇その他

 今後，各種施策を検討していく際の参考とさせていただ
きます。
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No. 意⾒の概要 意⾒への対応と考え⽅

7

 福岡市においては，創業⽀援に注⼒し，実績も出ていることか
ら，全国的にも注⽬されており，引き続き，モデルケースとして
全国に発信していただければと考える。
 ただ，新たな事業を⽣み出し，それを軌道に乗せて⽣存させて
いくことは多くの困難を伴う。経営者の⾼齢化がますます進展
し，後継者が⾒当たらず廃業を余儀なくされるケースが増加する
中では，本条例でも記載がある事業承継⽀援も同様に重要と考え
る。
 それは，単にセミナーをして啓発すれば良いということではな
く，事業承継の実情を把握し，⽬標を設定した上で，事業のス
テージごとに，誰が，何を，どこまでやっていくのか，という具
体的な落とし込みが必要と思われる。その推進役を市に期待す
る。
 また，各施策に共通するが，事業者⽀援にあたっては，地域の
⽀援機関と⾦融機関の参画が不可⽋である。特に，経営資源が乏
しい⼩規模事業者に対しては，⽇々寄り添った対応が求められ，
この点に関しても，市のリーダーシップを期待している。
 最後に，様々な⽀援施策を⽤意している⼀⽅で，その認知度や
活⽤が極めて低い状況であり，効果的な制度普及の対応が必要だ
と考える。

◇その他

 今後，各種施策を検討していく際の参考とさせていただ
きます。

8
 中⼩企業は労働条件や労働環境の点において，⼤企業とは⼤き
な格差があるのが現状だと思う。こうした点を，市の施策で縮め
ることができるといいと思う。

◇その他

 今後，各種施策を検討していく際の参考とさせていただ
きます。

9

 福岡市経済を⽀える中⼩企業を振興していくに当たっての基本
的な考え⽅や，福岡市や各種⽀援機関，中⼩企業者⾃⾝の責務や
役割が分かりやすく⽰されていると思う。
 今後，この条例の趣旨や内容を中⼩企業者や⽀援機関等にはも
ちろん，市⺠の⽅々にも広くお伝えいただき，中⼩企業者をしっ
かりと応援していける環境作りをお願いする。

◇その他

 本条例に基づく中⼩企業振興施策を着実に推進してまい
ります。

10

 条例の全部改正案は，福岡市の中⼩企業振興に向ける基本理念
や責務等が明確化されており，現⾏の条例と⽐べて，随分とわか
りやすく良い条例になるものと，⾼く評価するところである。
 しかし，本当に重要なのは，新しく⽣まれ変わる中⼩企業振興
条例に基づいて，福岡市の中⼩企業振興が具体的施策をもって充
実が図られていくことであり，今後，その状況を⼤きな期待を
もって⾒守りたいと思う。
 営利を⽬的とする⺠間事業者に対する⾏政の⽀援には，公益上
の必要性，公平性の確保，財源など様々な⾯から制約・限界があ
ると思うが，新しくて⽬⽴つことを⾏う企業や新規創業者だけで
なく，⽇々，⼩さな改⾰・改善に取り組みながら地道な経営努⼒
を続けている⼩さな企業や真⾯⽬な経営者に対しても⽬を向け，
それらを⽀援する施策についても充実が図られることを望む。

◇その他

 今後，各種施策を検討していく際の参考とさせていただ
きます。
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No. 意⾒の概要 意⾒への対応と考え⽅

11
 条例をもとに，実⾏可能な施策を実施していっていただきた
い。

◇その他

 本条例に基づく中⼩企業振興施策を着実に推進してまい
ります。

13

 現状認識のもとに，協⼒者として，市⺠，⼤学等教育機関，⾦
融機関等があり，時代に即した内容に変更されていると思う。こ
れに加え，アジアに限らず，海外プレーヤーも進出したくなる
（ことによって活⼒源となる）施策，協⼒などの⾊合いを滲み出
してはどうだろうか。

◇その他

 今後，各種施策を検討していく際の参考とさせていただ
きます。

14

 基本的な条例に書き込むのは難しいとは承知の上で，かつ時代
が異なるので語弊が⽣じやすいが，運⽤段階だが，かつての旦那
衆の後輩を育てる⾵⼟の復活や⽇常的な気⾵も他の地域とは違っ
た福岡⾊を出せるのではないかと思う。

◇その他

 今後，各種施策を検討していく際の参考とさせていただ
きます。

12

 全国の中⼩企業は，事業所数の99％以上で，従業者数でも約
70％を占め，⽇本経済の担い⼿として無くてなならない存在で
ある。⽇本の社会で重要な役割を果たしている中⼩企業の振興の
ため，福岡市が新たな条例を制定することは，⼤きな意義がある
と思う。特に，福岡市の責務を明⽂化しただけでなく，⼤企業の
役割や教育機関の役割，更には中⼩企業者が努⼒する必要性を条
⽂化したことは，誠に意義深いと考える。この条例制定で，社会
のそれぞれのセクターの役割が明らかになること，及びその⽀援
の重要性を明⽂化したことで，中⼩企業者のモチベーションが上
がるのではないだろうか。
 ⼀⽅，現実に労働者が中⼩企業に就職し就業する際の課題等を
考えてみると，中⼩企業者は様々な労働関係や社会保険関係の事
務処理を短時間に⾏う必要があり，かなりの負担となる。また，
労働者側からみると就職した会社が時間外⾦⼿当を⽀払わないと
か，⾃社製品の無理な購⼊を求める等のいわゆる「ブラック企
業」であるといったトラブルもよく⽿にする。
 このような状況では，企業も労働者も思うように就業状況が好
転することは期待できず，優秀な⼈材が集まらない。優秀な⼈材
がいなければ，⽣産性も向上しない。その結果，経営状況も好転
せず，⾦融機関からの融資もスムーズにいかないといった，負の
スパイラルに陥りがちである。
 新たな中⼩企業振興条例を制定することは⼤変有意義ではある
が，条例の制定だけでその効果を期待するのは早計だと思う。今
後は市内の各セクターが条例に定めた責務を実際に果たし，中⼩
企業が振興していくよう，広報活動を⾏うことが重要だと思う。
福岡市において，今回の条例の制定だけでなく，中⼩企業への⽀
援の必要性について，今後とも広報に取り組むよう要望し，私の
意⾒とさせていただく。

◇その他

 本条例に基づく中⼩企業振興施策を着実に推進してまい
ります。
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No. 意⾒の概要 意⾒への対応と考え⽅

15

 市内事業所の多くを占める中⼩企業を⽀援することは⾮常に重
要なことであると考えている。
 現⾏条例は，主に中⼩企業者に対する市の助成内容を規定した
内容だが，新条例では市の助成については⾏うことができるとし
ただけで，助成に関しては市⻑が別に定めると規定するにとどめ
ており，それ以外に新たに「市の責務」を定めたほか，「中⼩企
業者の努⼒」及び関係団体の役割から「市⺠の理解と協⼒」まで
を努⼒規定として設けたことにより，市，中⼩企業者及び関係者
の役割・分担が明確化されている。
 さらに，市においては推進していく必要がある施策を個別に列
挙し，施策推進のために財政上の措置や基本計画の制定，実施状
況の公表などについて具体的に規定されたことにより，関係者が
⼀丸となって中⼩企業の⽀援にしっかり取り組むことができると
思う。

◇その他

 本条例に基づく中⼩企業振興施策を着実に推進してまい
ります。
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