経済・経営 レポート
福岡県中小企業振興条例について

福岡県中小企業振興条例が福岡県議会平成27年９月定例会で可決され、10月16日に公布・施行さ
れました。

（３）基本理念

福岡県中小企業振興条例の概要

 中小企業の振興は、次の事項を基本理念
として行われなければなりません。

（１）制定の背景
○福 岡県の中小企業は、県内企業の99.8％
を占め、雇用の約８割を担っており、県
経済の発展と活力の原動力です。

◦中 小企業者の経営の改善及び向上に対す
る自主的な取組が促進されること。
◦県 、中小企業者、中小企業支援団体、金
融機関等、大学等及び研究機関、大企業

○し かしながら、経済のグローバル化や情

者、市町村その他の関係機関並びに県民

報化の進展等による企業間競争の激化、

が相互に連携し、協力することにより推

人口減少や高齢化の進展等による市場規

進されること。

模の縮小など、県内の中小企業は厳しい
経営環境に直面しています。
○こ のような中、地域の活性化を図ってい
くためには、中小企業の多様で活力ある
成長発展が不可欠です。

◦多 様な産業の集積、豊富な人材、高品質
な農林水産物その他の本県の有する特性
が活かされること。
◦小 規模企業の振興については、その事業
の持続的な発展が図られるよう十分な配
慮がなされること。

（２）目的
 中小企業の振興に関する施策を総合的か

（４）県の責務等

つ計画的に推進し、本県経済の健全な発展

 県の責務や関係者の役割を明確にしてい

及び県民生活の向上を図ること。

ます。
◦県
・中 小企業の振興に関する施策を総合的
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・施 策の実施に当たっては、関係機関と
連携して取り組む。

◦市町村
・地 域の特性を活かして、中小企業の振
興に協力するよう努める。

・中 小 企 業 者 の 受 注 機 会 の 確 保 に 努 め
る。

◦県民
・中 小企業の振興が本県経済の健全な発

◦中小企業者
・自主的に経営の改善・向上に努める。

展と県民生活の向上に寄与することに
ついて理解を深めるよう努める。

・地 域における雇用の機会の創出に努め
る。
・事 業活動を通じて、地域の活性化に資
するよう努める。

（５）基本的施策
 中小企業の成長段階に応じて、施策を講
ずることとしています。
・中小企業の創業の促進を図るための施策

◦中小企業支援団体
・中 小企業者の経営の改善・向上を図る
ための取組を積極的に支援するよう努
める。

・中 小企業者の経営基盤の強化の促進を図
るための施策
・中 小企業者の新たな事業展開の促進を図
るための施策
 また、小規模企業については、その事業

◦金融機関等
・中 小企業者の資金需要に対し適切に対

の持続的な発展を図るための施策を講ずる
こととしています。

応し、経営の改善・向上に協力するよ

 施策の推進に当たっては、地域において

う努める。

支援体制を整備し、関係機関が緊密に連携
して支援することとしています。

◦大学等及び研究機関
・人 材の育成、研究開発とその成果の普
及を通じて、中小企業の振興に協力す
るよう努める。

（６）基 本計画の策定、施策の実施状況等の
公表
 概ね３年間を期間とする基本計画を策定
し、毎年、県内中小企業の動向と施策の実

◦大企業者

施状況について公表します。

・事 業活動を通じて、中小企業の振興に
配慮するよう努める。
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に策定し、実施する責務を有する。

福岡県中小企業振興条例


平成27年10月16日



福岡県条例第45号
福岡県の中小企業は、多様な分野で特色ある事業活動を行い、県民に多くの就業の機会を提供する

など、本県経済において重要な役割を担っている。
また、小規模企業は、地域に根差し、地域の需要に対応した商品や役務の提供等を通じ、地域社会の
担い手となっている。
しかしながら、経済のグローバル化や情報化の進展等による企業間競争の激化、人口減少や高齢化
の進展等による市場規模の縮小など、本県の中小企業は厳しい経営環境に直面している。
このような中、地域の活性化に向けて、中小企業の多様で活力ある成長発展を図っていくためには、
中小企業者の自主的な取組を基本としつつ、中小企業に関係する全ての者が連携、協力し、社会全体
で中小企業を育て、支援していく必要がある。
ここに、中小企業の振興を県政の重要課題と位置付け、中小企業の振興を総合的かつ計画的に推進
するため、この条例を制定する。
（目的）
第一条

この条例は、中小企業が本県経済において重要な役割を果たしていることに鑑み、中小企業

の振興について、基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとともに、中小企業の振興に関する
施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推
進し、もって本県経済の健全な発展及び県民生活の向上を図ることを目的とする。
（定義）
第二条

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 中小企業者

中小企業基本法（昭和三十八年法律第百五十四号）第二条第一項に規定する中小

企業者であって、県内に事務所又は事業所（以下「事務所等」という。）を有するものをいう。
二 小規模企業者

中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者であって、県内に事務所

等を有するものをいう。
三 中小企業支援団体

商工会議所、商工会、中小企業団体中央会その他の中小企業に対する支援

を行う団体であって、県内に事務所等を有するものをいう。
四 金融機関等

銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融機関であって県内に事務所等を有す

るもの及び福岡県信用保証協会をいう。
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学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する大学及び

高等専門学校並びに研究機関であって、県内に事務所等を有するものをいう。
六 大企業者

中小企業者以外の事業者であって、県内に事務所等を有するものをいう。

（基本理念）
第三条

中小企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 中小企業者の経営の改善及び向上に対する自主的な取組が促進されること。
二 県、中小企業者、中小企業支援団体、金融機関等、大学等及び研究機関、大企業者、市町村その
他の関係機関並びに県民が相互に連携し、協力することにより推進されること。
三 多様な産業の集積、豊富な人材、高品質な農林水産物その他の本県の有する特性が活かされる
こと。
四 小規模企業の振興については、その事業の持続的な発展が図られるよう十分な配慮がなされる
こと。
（県の責務）
第四条

県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、中小企業の振興に関す

る施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
２ 県は、中小企業の振興に関する施策の実施に当たっては、国、中小企業支援団体、金融機関等、大
学等及び研究機関、大企業者、市町村その他の関係機関と連携して取り組むものとする。
３ 県は、工事の発注並びに物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中
小企業者の受注機会の確保に努めるものとする。
（中小企業者の努力）
第五条

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て、自主的にその経

営の改善及び向上に努めるものとする。
２ 中小企業者は、地域における雇用の機会の創出に努めるとともに、その事業活動を通じて、地域
の活性化に資するよう努めるものとする。
（中小企業支援団体の役割）
第六条

中小企業支援団体は、基本理念にのっとり、中小企業者の経営の改善及び向上を図るための

取組を積極的に支援するとともに、県が実施する中小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。
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五 大学等及び研究機関

（金融機関等の役割）
第七条

金融機関等は、基本理念にのっとり、中小企業者の資金需要に対する適切な対応並びに経営

の改善及び向上に協力するよう努めるとともに、県が実施する中小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。
（大学等及び研究機関の役割）
第八条

大学等及び研究機関は、基本理念にのっとり、人材の育成並びに研究開発及びその成果の普

及を通じて、県が実施する中小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）
第九条

大企業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を通じて、中小企業の振興に配慮するとと

もに、県が実施する中小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。
（市町村の役割）
第十条

市町村は、基本理念にのっとり、当該市町村の地域の特性を活かして、県が実施する中小企

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。
（県民の理解と協力）
第十一条

県民は、基本理念にのっとり、中小企業の振興が、本県経済の健全な発展及び県民生活の

向上に寄与することについて理解を深め、県が実施する中小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。
（基本的施策）
第十二条
一

県は、基本理念にのっとり、次に掲げる施策を実施するものとする。

中小企業の創業の促進を図るための施策
イ

創業希望者の確保及び育成

ロ 創業者による事業計画策定の促進
ハ 創業に必要な資金の円滑な供給
ニ その他中小企業の創業の促進を図るために必要な施策
二 中小企業者の経営基盤の強化の促進を図るための施策
イ 中小企業者による経営基盤の強化に係る計画策定の促進
ロ 中小企業者の事業活動を担う人材の確保及び育成
ハ 事業活動に必要な資金の円滑な供給
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ニ 情報通信技術、商談会等を活用した販路開拓の促進
ホ 事業承継の円滑化の促進
ヘ その他中小企業者の経営基盤の強化の促進を図るために必要な施策
三 中小企業者の新たな事業展開の促進を図るための施策
イ 中小企業者による新たな事業展開に係る計画策定の促進
ロ 中小企業者の新たな事業活動を担う人材の確保及び育成
ハ 中小企業者の技術の高度化の促進
ニ

新たな商品及び役務の開発の促進

ホ

アジアをはじめとする海外展開の促進

ヘ その他中小企業者の新たな事業展開の促進を図るために必要な施策
四 小規模企業者の事業の持続的な発展を図るための施策
イ 小規模企業者による事業の持続的な発展に係る計画策定の促進
ロ 小規模企業者の生産性の向上の促進
ハ その他小規模企業者の事業の持続的な発展を図るために必要な施策
２ 県は、前項に掲げる施策を効果的に推進するため、地域において支援体制を整備し、中小企業支
援団体、金融機関等、市町村その他の関係機関と緊密に連携して支援を行うものとする。
（基本計画の策定）
第十三条

知事は、中小企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中小企業の

振興に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めなければならない。
２ 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ福岡県中小企業対策審議会の意見を聴か
なければならない。
３ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
４ 知事は、中小企業をめぐる情勢の変化等を勘案し、おおむね三年ごとに基本計画を見直すものと
する。
５ 第二項及び第三項の規定は、基本計画の見直しについて準用する。
（施策の実施状況等の公表）
第十四条

知事は、毎年、中小企業の動向及び中小企業の振興に関する施策の実施状況を公表するも

のとする。
附

則
この条例は、公布の日から施行する。
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