
１．県民政策コメントの実施結果

2．提出された意見・情報の内訳

件数

題名 3

前文 13

第１（目的） 1

第２（定義） 9

第３（基本理念） 15

第４（県の責務） 11

第５（中小企業者の努力） 13

第６（関係団体等の役割） 9

第７（県民の役割） 3

第８（中小企業活性化施策の基本） 16

第９（連携および協力の推進） 3

第１０（実施計画） 2

第１１（検証および施策への反映） 1

第１２（中小企業者等の意見の反映） 1

第１３（調査研究の実施等） 1

第１４（推進体制の整備） 3

第１５（財政上および税制上の措置） 0

第１６（滋賀県中小企業活性化審議会） 1

第１７（審議会の組織等） 3

その他 1

109

「（仮称）滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例要綱案」に対して提
出された意見・情報とこれらに対する県の考え方について

意見・情報の概要

合計

平成24年(2012年）9月25日（火）から10月25日（木）までの間、滋賀県民政策コメントに関する要綱（平成
12年滋賀県告示第236号）に基づき、（仮称）滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例要綱案につ
いての意見・情報の募集を行った結果、17名（団体）の方から 109件の意見・情報が寄せられました（な
お、この条例要綱案については、県内市町および関係団体に対しても意見照会を行いました。）。
これらの意見等に対する滋賀県の考え方は、次のとおりです。
とりまとめの便宜上、提出された意見・情報は、その趣旨を損なわない範囲で内容を要約したものとなっ

ております。
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3．県民政策コメント制度で提出された意見・情報とそれに対する考え方

番号 ご意見・情報の概要 ご意見に対する県の考え方

1 題名

「活性化」には、「特定の機能が活発
になる」という意味があり、特定の中
小企業支援に重きを置いた産業施策と
の誤解を生むおそれがある。一方で、
「振興」は上から目線的な感がある
が、県をあげて総体としての「中小企
業」の振興を政策の中心と捉える点で
は、適切な表現とも思われる。
全国の条例が「振興」を使っている中
で、あえて「活性化の推進」としたこ
とにつき、真意を丁寧に説明してほし
い。

この条例は、中小企業の地域の経済や
社会の担い手としての役割を踏まえ、
特に中小企業を取り上げ、その役割を
主体的に果たしつつ、その多様で活力
ある発展が図られることを、「中小企
業の活性化」と位置づけ、これを県を
はじめ関係者が連携・協力しつつ推進
を図る、という趣旨から、条例の名称
を「中小企業の活性化の推進に関する
条例」とすることとしています。
条例制定後、その周知を図っていく際
には、名称についても趣旨を説明して
いきたいと考えています。

2 題名

中小企業を振興していくのは県の責任
であり、「活性化」条例とすると「活
性化そのものは自己責任」となり、県
の責務が薄まり曖昧になってしまうの
で、題名について「活性化」を「振
興」に変更してはどうか。これによ
り、本文中の「活性化」の用語を「振
興」に置き換えるべきではないか。

中小企業が地域の経済および社会の担
い手としての役割を主体的に果たしつ
つ、その多様で活力ある発展が図られ
ることを、「中小企業の活性化」と位
置づけることとし、その推進を図る、
という趣旨で活性化としており、推進
に当たっては第4で県の責務も明確に
位置づけていることから、原案どおり
とします。

3 題名

「活性化」の定義には、企業の成長が
前提になっている。前向きな活動への
支援は必要だが、現状は縮小の動きが
大きく、企業の現状維持でも地域への
効果は大きい。企業の現状維持へ向け
た努力を排除しないという観点から
も、名称として、「活性化」より「振
興」がふさわしいのではないか。これ
により、本文中の「活性化」の用語を
「振興」に置き換えるべきではない
か。

中小企業が地域の経済および社会の担
い手としての役割を主体的に果たしつ
つ、その多様で活力ある発展が図られ
ることを、「中小企業の活性化」と位
置づけることとし、その推進を図るこ
ととしております。
「経営基盤の強化」といった、企業の
現状維持へ向けた施策も含まれていま
すので、原案どおりとします。

4 前文

前文は本当に必要かわからない。文言
の中には日本や県の現況が記載されて
いる部分があるが、時代の変化ととも
に状況も変わっていくものであって社
会情勢の変化があった場合、前文のた
めに条例改正を行う形になるのはどう
かと考える。また、記載内容は第１の
目的と重複していると思う。前文で謳
われているものを再度目的として記載
するのはどうかと思う。

前文は、第1の目的の条文とは違い、
条例を制定する背景、現状や課題、決
意など、条例本文で規定することが難
しいものを分かりやすく表現し、中小
企業の活性化に向け県民全体で取り組
むことについて、県の決意を明らかに
しようとするものです。このため、制
定時の状況を踏まえた表現がある程度
許容されるものと考えています。

5 前文
前文２行目の後に、「中小企業は、経
営者と従業員の暮らしの場ともなって
います。」を加えてはどうか。

ご指摘の内容の趣旨は、原案の「地域
の経済や社会の担い手として、生産や
消費活動、さらには雇用や地域づくり
などの面において、重要な役割を果た
しています。」の中に含まれていると
考えられるため、原案どおりとしま
す。

箇所
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番号 ご意見・情報の概要 ご意見に対する県の考え方箇所

6 前文
品質そのものを誇るべきであり、「品
質管理」を「品質」とすべき。

「品質管理」は「品質」そのものが確
かであるということも踏まえたもので
あり、その意味も含まれると考えられ
ますので、原案どおりとします。

7 前文

「しかしながら」以降の段落では、
「懸念」の内容がすべて自然現象や海
外要因のようになっている。現在の日
本経済の長期にわたる不況の原因は、
リストラや非正規労働の増加による個
人消費の落ち込みであるため、次のよ
うに変更してはどうか。
「コストダウンの圧力」→「企業のコ
ストダウンの圧力」
「産業の空洞化」→「グローバル化に
よる企業の海外進出によっての産業の
空洞化」

「コストダウンの圧力」や「産業の空
洞化」については、ご指摘の趣旨を含
んだ表現と考えておりますが、表現を
簡潔にするため、原案どおりとしま
す。

8 前文

「中小企業を取り巻く経済や社会の状
況については、中小企業にとって避け
がたい天災のような現状が記載されて
いる。原因と対策を簡潔に記載するべ
きである。

ご指摘の部分については、中小企業を
取り巻く経済や社会の状況を記載して
おり、これらの状況を踏まえた対策と
して条例を制定し、「中小企業の活性
化」に取り組もうとするものですの
で、原案どおりとします。

9 前文

「急激な円高」等の表現は、今後情勢
が変わる可能性があり、場合によって
は条例改正も必要になるため、社会背
景の部分はある程度普遍的な内容に整
理することが望ましいのではないか。

前文は、条例を制定する背景、現状や
課題、決意など、条例本文で規定する
ことが難しいものを分かりやすく表現
し、中小企業の活性化に向け県民全体
で取り組むことについて、県の決意を
明らかにしようとするものです。この
ため、制定時の状況を踏まえた表現が
ある程度許容されるものと考えてお
り、原案どおりとします。

10 前文

「アジア等の新興国の台頭や急激な円
高により、コストダウンの圧力が高ま
り、産業の空洞化なども懸念されま
す」とあるが、円高は急激という表現
より、恒常的に高くなっているのが実
体。また、「コストダウンの圧力が高
まり」は新興国の台頭による国際競争
の激化が要因であるが、円高がその要
因とも読めるので、この部分の表現を
再検討されてはと思う。

円高の動きは、経済へ大きな影響を与
えたリーマンショック以降のスパンで
捉えると、急激といえます。この急激
な円高への対応に迫られているという
ことを条例制定の背景として捉えたも
のであり、原案どおりとします。

11 前文

大企業等の発注側に対して悪いイメー
ジがあるため、「コストダウンの圧力
が高まり」は「厳しいコスト競争下に
あり」といった表現に改めるべきでは
ないか。

「アジア等の新興国の台頭や急激な円
高」により、中小企業に対するコスト
ダウンの圧力が高まっていることを表
現しているものであり、原案どおりと
します。

12 前文

製造業中心の懸念が記載されている
が、観光事業者等においては、昨年の
震災や今年の中韓の問題等、また自然
災害などの外部要因等による影響が多
大であるため、観光事業者等は、外部
要因等の影響により業績が大きく左右
することの懸念を記載してはどうか。

ご指摘を踏まえ、「産業の空洞化など
も懸念されています。」を、「産業の
空洞化なども懸念され、また、自然災
害などに対する危機管理も課題となっ
ています。」に改めます。
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番号 ご意見・情報の概要 ご意見に対する県の考え方箇所

13 前文

第4段落目の「持続的に発展していくた
めには」の次に、「内需中心の地域循
環型の経済が必要で、」を追加しては
どうか。

ご指摘の趣旨は、同段落の「地域でヒ
ト、モノ、カネ、情報の集積と好循環
が生まれていきます。」で表現されて
いると考えていますので、原案どおり
とします。

14 前文
「私たちは、～を決意し、」となって
いるが、「私たち」が明確でないた
め、明確にしてほしい。

「私たち」とは、県をはじめ、中小企
業者、関係団体等、県民などを広く含
んでいます。県の他の条例においても
用いられている表現であり、原案どお
りとします。

15 前文

第5段落目の「私たち」は不自然である
ので「滋賀県民」など適切な表現に改
め、「地域に貢献する企業として成長
するよう」の次に「県の責務を明確に
するとともに」を加えてはどうか。

「私たち」とは、県をはじめ、中小企
業者、関係団体等、県民などを広く含
んでいます。県の他の条例においても
用いられている表現であり、原案どお
りとします。
また、県の責務については、第１で規
定されておりますので、原案どおりと
します。

16 前文

中小企業憲章（閣議決定）の精神であ
る「どんな問題も中小企業の立場で考
える」という姿勢を盛り込むため、前
文の下から２行目を「連携と協力の下
に、どんな問題も中小企業の立場で考
え、中小企業の活性化を推進してい
く」としてほしい。

中小企業はもちろん関係団体等の様々
な立場や意見を踏まえて中小企業の活
性化に取り組んでいくことを想定して
おり、このため第12で中小企業の意見
を反映するための措置を講ずることと
しており、原案どおりとします。

17 第1

あえて書かなくても、中小企業活性化
施策を指していることが分かるため、
「中小企業活性化施策を総合的に」の
「中小企業活性化施策」を削除しては
どうか。

「計画的かつ総合的に実施する」対象
を明らかにするため必要な表現であ
り、原案どおりとします。

18 第2 (1)

中小企業者の定義が、「中小企業基本
法第２条第１項」となっているが、
「中小企業基本法第２条第１項１号か
ら４号もしくは各号」とすべきではな
いか。

中小企業基本法第2条第1項の「おおむ
ね」や「施策ごとに定める」ことも含
んだ定義としているため、原案どおり
とします。

19 第2 (1)

中小企業者の定義には、みなし大企業
も含まれると考えられ、これらも中小
企業活性化施策の対象にしていくとい
うことか。

中小企業基本法や条例の定義には、み
なし大企業についての除外規定はあり
ませんが、当該法律等の定義にあると
おり、施策の対象となる中小企業の範
囲は「施策ごとに定める」こととして
おり、施策ごとに適切に判断していき
たいと考えます。

20 第2 (1)

中小企業団体の組織に関する法律第３
条第１項に規定する組合等も条例の対
象とするため、「中小企業者」を「中
小企業者等」に改め、「及び中小企業
団体の組織に関する法律第３条第１項
に規定する」を加えてはどうか。

この条項は、国の中小企業基本法と同
じく、中小企業そのものの定義を示し
ているものです。
なお、施策ごとに必要に応じて対象に
こうした団体を含めることは可能と考
えており、原案どおりとします。
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番号 ご意見・情報の概要 ご意見に対する県の考え方箇所

21 第2 (1)

各種フランチャイズ店も県内中小企業
の振興や地域経済に大きく影響を及ぼ
していることから、中小企業者の定義
について、フランチャイズ店が含まれ
ることを明確にするためにも、「中小
企業基本法第2条第1項に規定する中小
企業者（フランチャイズ店も含む）で
あって」とすべきである。

中小企業基本法第2条第1項に規定する
中小企業者に該当するフランチャイズ
店は、中小企業者に含まれていること
から、原案どおりとします。

22 第2 (2)

「中小企業によるその成長を目指す」
の「その」が「中小企業」を指すので
あれば、「中小企業による中小企業の
成長を目指す取組が促進され」という
文脈になり、意味が分かりにくい。
「中小企業自らが成長する取組が促進
され」としてはどうか。

ご指摘を踏まえ、「中小企業によるそ
の成長を目指す取組」を「中小企業に
よる自らの成長を目指す取組」に修正
します。

23 第2 (2)

中小企業の現状維持の努力でも効果は
大きく、「成長を目指す」の前に、
「営業を維持し」を加え、「多様で活
力ある発展」は、「多様な活動を維持
し、また活力ある発展」としてはどう
か。

中小企業の活性化の定義に示す「経営
基盤が強化されること」や「産業分野
の特性に応じた中小企業の事業活動が
活発に行われること」は、企業の現状
維持へ向けた努力も含まれており、ま
た、「中小企業の発展」については維
持・向上を含め、広くとらえておりま
すので、原案どおりとします。

24 第2 (3)

各種チェーン店も県内中小企業の振興
や地域経済に大きく影響を及ぼしてい
ることから、チェーン店も条例の対象
とすることを明確にするため、大企業
者の定義を「大企業者（チェーン店や
直営店を含む。）」とすべきである。

原案で定義する「大企業者」に該当す
るチェーン店や直営店は、大企業者に
含まれていることから、原案どおりと
します。

25 第2 (3)

「中小企業者以外の事業者（会社およ
び個人に限る。）」となっているが、
中小企業者以外の会社および個人の表
記ではだめなのか。
会社および個人以外の形態には何があ
るのか、また、事業者の規定がわから
ない。

中小企業基本法第2条においては、中
小企業者の定義として、「会社及び個
人であって事業を営む者」とされてお
り、これとの整合性を図るため、大企
業者においても「事業を営む者」とい
う要件が必要であり、原案どおりとし
ます。
また、会社および個人以外の形態は、
例えば公益社団・財団法人等が想定さ
れます。

26 第2 (3)
大企業者の定義について、「（会社お
よび個人に限る。）の部分の記述はな
くてもよいのではないか。

中小企業基本法第2条においては、中
小企業者の定義として、「会社及び個
人」とされており、大企業者について
もこれとの整合性を図る必要があり、
原案どおりとします。

27 第3

企業の社会的責任の取組は滋賀県の地
域資源であり、中小企業の持続的発展
にも重要な役割があると思われるた
め、基本理念に「法令遵守、社会貢献
等の中小企業者等が取り組む社会的責
任（ＣＳＲ）活動が積極的に促進され
ること。」を追加するべきではない
か。

(1)の「中小企業者の自主的な努力お
よび創造的な活動」や(3)の「地域づ
くりに資するものとなること」には、
ご指摘のような活動も含まれると考え
られるため、原案どおりとします。ま
た、中小企業の社会貢献については、
中小企業者の努力として、第5(2)に規
定しています。
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番号 ご意見・情報の概要 ご意見に対する県の考え方箇所

28 第3

事業承継と東日本大震災で明らかに
なった事業継続計画（ＢＣＰ）の重要
性を意識して、基本理念に「中小企業
者等が培ってきた技術や知恵を未来に
向けて伝承するとともに、常に事業の
継続が図られるように推進するこ
と。」を追加するべきではないか。

ご指摘の内容は、施策の基本となるべ
き事項と考えており、このため、第
8(2)②において「経営改善および危機
管理に関する支援体制の整備、事業お
よび技術の円滑な承継に対する支援」
と規定しており、原案どおりとしま
す。

29 第3
第3(1)～(5)までに主語がないので、
「中小企業振興は」を入れるべきでは
ないか。

第3の冒頭の「中小企業の活性化は」
が(1)～(5)までの主語に相当するもの
となりますので、原案どおりとしま
す。

30 第3 (1)

中小企業の意見、意向を聞き、尊重す
るのは当然であるのに、その言及がな
いため、「自主的な努力および創造的
な活動」の次に「、その意見」を加え
るべきではないか。

この条項は、「中小企業者の自主的な
努力および創造的な活動が尊重され
る」という基本理念を規定しているも
のであり、この理念を踏まえた中小企
業者の意見を反映する仕組みについて
は、第12において規定しているため、
原案どおりとします。

31 第3 (2)

｢家族により小規模な経営を行う事業
者・・｣という書き出しは、いわゆる小
規模事業者のことを指しているのか不
明瞭であり違和感がある。

「家族により小規模な経営を行う事業
者」は「小規模な事業者」の一つの例
として、家族経営の小規模な形態を規
定したものです。

32 第3 (3)

中小企業振興は特別な企業を育てるの
が主目的ではなく、「地域の特性」
は、「地域の実情」に含まれているた
め、「地域の実情」に改めるべきであ
る。

「地域の特性に応じた産業の振興」と
は、県全体あるいは県内の各地域にお
ける地域資源や産業の集積の状況など
の様々な特性に応じた産業の振興を図
るという意味であり、原案どおりとし
ます。

33 第3 (3)

地域の特性と中小企業がどう関係する
かについて、具体的なイメージが湧か
ない。「地域の特性に応じた」は不要
ではないか。

「地域の特性に応じた産業の振興」と
は、県全体あるいは県内の各地域にお
ける地域資源や産業の集積の状況など
の様々な特性に応じた産業の振興を図
るという意味であり、原案どおりとし
ます。

34 第3 (3)

福祉面など地域における様々な課題が
増加している中で、中小企業が持続的
に活性化・地域貢献し、地域経済が活
性化するには、人材の確保ということ
や地域の雇用創出という点からも「雇
用」が重要なポイントの一つである
が、当該案の中の基本理念には「雇
用」という意味の文言が希薄、または
見受けられないことから、「地域の特
性に応じた産業の振興」の次を、「地
域住民の利便の増進や雇用の確保によ
る事業の承継と地域経済の活性化その
他の地域づくりに資するものとなるこ
と。」または「地域における雇用の創
出その他地域福祉の向上や地域づくり
に資するものとなること。」などとす
べきである。

第1に規定するように、中小企業の活
性化については、本県の経済および社
会の発展を目的としており、それには
雇用の創出も含まれると考えられるた
め、基本理念には規定していません。
なお、ご指摘を踏まえ、第５(2)の中
小企業者の努力について、「加入」の
右に「、地域における雇用の機会の創
出」を加えることとします。
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番号 ご意見・情報の概要 ご意見に対する県の考え方箇所

35 第3 (3)

第5(2)において、中小企業者の地域づ
くりへの参画の努力が規定されている
が、このような努力規定を設けるなら
ば、「地域づくり」という文言の定義
について、どのようなものを指すの
か、具体的に示していただきたい。

中小企業が地域に根ざし、地域社会を
形成していく存在であることを示すた
め、広い意味で「地域づくり」という
表現を使用したものです。
また、良好な地域社会を形成していく
という意味を具体的に示すため「地域
の特性に応じた産業の振興」「地域住
民の利便の増進」といった例示を規定
しています。

36 第3 (4)

県の特色としてものづくり産業が特出
しされているが、商業・サービス業な
ど他の産業に携わる中小企業はこれを
どのように感じるのか。

本県は県民総生産に占める第二次産業
の割合が全国一となっているなど、も
のづくり産業の集積が全国的に進んで
おり、このことを、本県の特色の代表
的な例示としてあげたものです。

37 第3 (4)

「本県の特色が生かされること」とさ
れているが、この表現は義務的なもの
と受け取れるので、「配慮する、努め
る」など柔らかい表現のほうがいいの
ではないか。

中小企業の活性化に当たって踏まえる
事項を基本理念として規定するもので
あるため、このような表現としてお
り、原案どおりとします。

38 第3 (5)

各機関、自治体等との連携、協力は基
本理念よりも第４～第７の責務・役割
等もしくは第９の連携および協力の推
進に記載すべきではないか。

中小企業の活性化のためには、自治体
や関係機関との連携は重要であり、条
例の基本となる理念とすべきと考えて
います。
なお、基本理念を受けて、第４や第９
で各主体の連携・協力が推進されるよ
う、併せて規定しています。

39 第3 (5)
関係団体等については、その役割も第6
で規定されているので、第2の定義で規
定する方が望ましいのではないか。

「関係団体等」については、いくつか
の関係者をまとめて略称としたもので
あり、用語の内容を実質的に定義して
いる第2の各号に掲げられているもの
とは性格が異なるため、原案どおりと
します。

40 第3 (5)

大企業者については、中小企業団体や
大学、研究機関とは性格が異なるた
め、関係団体等の定義から大企業者を
除外してはどうか。

大企業者についても、中小企業者との
かかわりが深いことを踏まえ、中小企
業団体、大学等や金融機関と同様に、
中小企業の活性化の推進のために連携
していく必要があると考えております
ので、原案どおりとします。

41 第3

国や地方自治体との関係では、県の独
自性を担保するため「連携」はふさわ
しくなく、新たに「(6)国および他の自
治体と調整の上、協力が図られるこ
と。」との規定を設けるべきである。

地方分権の趣旨を踏まえ、県は自主的
に自らの施策等の決定を行うものであ
り、その上で、国や他の地方公共団体
と連携していくことを「連携」として
おり、原案どおりとします。

42 第4

県の責務について、原案の記述では、
県の条例制定に対する意気込みが伝わ
らず、抽象的すぎるのではないか。中
小企業の受注機会の増大、物品調達等
に当たって、中小企業者の製品物品の
利用推進努力など、埼玉県の条例のよ
うに、具体的に明記し、県民に理解し
やすいようにすべきである。

ご指摘の内容を含んだ中小企業活性化
施策を総合的に実施することを県の責
務としており、その施策の基本的な内
容については、ご指摘の内容も含め、
第8の施策の基本の中で具体的に規定
することとしています。
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番号 ご意見・情報の概要 ご意見に対する県の考え方箇所

43 第4

県の責務に「商工会議所、商工会、商
店街振興組合等への加入を促進するた
めに必要な情報の提供、助言、支援を
行う。」と追加してはどうか。

ご指摘の内容は、県の責務の(1)およ
び(2)にその趣旨が含まれていると考
えられますので、原案どおりとしま
す。

44 第4

第4(3)で「市町が果たす役割の重要性
に鑑み」とあるのだから、県の責務の
次に市町の役割を規定するべきではな
いか。

市町の役割については、地方分権の趣
旨を踏まえ、県の条例で市町の役割を
規定することは適当ではないことか
ら、県の責務として、市町への支援や
調整について規定しています。

45 第4 (2)

原案では一方的な印象があり、県の責
務として、中小企業者の意見を聴く、
尊重するなどの言及がないため、「中
小企業者、関係団体等」の次に「の意
見を尊重し」を加えてはどうか。

この条項は中小企業者をはじめとした
関係者等との連携等を図るという内容
であり、これを踏まえた意見を反映す
る仕組みについては、第12において規
定しているため、原案どおりとしま
す。

46 第4 (2)
「国および他の地方公共団体との連携
に努める」の「連携」は「調整」に置
き換えるべきである。

地方分権の趣旨を踏まえ、県は自主的
に自らの施策等の決定を行うものであ
り、その上で、国や他の地方公共団体
と連携していくことを「連携」として
おり、原案どおりとします。

47 第4 (3)

市町は、県より近くにあり、実態と要
望、意見を反映しやすい位置にあるた
め、「市町が中小企業活性化施策を策
定し、および実施しようとするとき
は、」の次に「その意見を尊重し、」
を挿入してはどうか。

ご指摘のように市町の役割は重要と考
えており、このため、この条項で必要
な調整等を行うこととしています。
なお、ご指摘も踏まえ、その手段であ
る第12の「中小企業者等の意見の反
映」に関する規定について、「中小企
業者、関係団体等および市町の意見を
反映することができるよう必要な措置
を講ずるものとします」と修正しま
す。

48 第4 (3)

最後の表現が「調整を行うものとしま
す。」となっているが、市町での条例
策定時に県が入りこむ表記になってい
ると考える。協力・支援等は必要だと
考えるが、市町に配慮した表現に変更
してほしい。

中小企業活性化施策は、県と市町が連
携して取り組むべきものと考えてお
り、市町が取り組まれる際には、必要
な支援や調整等を行うという趣旨です
ので、原案どおりとします。
なお、市町の条例の制定については、
市町において判断されるものであり、
支援や調整等の実施に当たっては、地
方分権の趣旨を踏まえ、適切に行って
いきます。
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番号 ご意見・情報の概要 ご意見に対する県の考え方箇所

49 第4 (3)

中小企業の活性化に果たす市町の役割
の重要性をうたっているが、県と市の
役割分担が不明。県の責任においてで
きることをまずは考えるべきである。
市町との連携は当然必要であると考え
るが、事前に、十分に協議をしていた
だきたい。

中小企業活性化施策は、県と市町が連
携して取り組むべきものと考えてお
り、この条項は、市町が取り組まれる
際には、必要な支援や調整等を行うと
いう趣旨です。
なお、ご意見も踏まえ、第12の「中小
企業者等の意見の反映」に関する規定
について、「中小企業者、関係団体等
および市町の意見を反映することがで
きるよう必要な措置を講ずるものとし
ます」と修正します。

50 第4 (3)

基本理念の「地域の特性に応じた産業
の振興」や「地域づくり」の実現のた
めには、市町の振興施策が不可欠であ
り、そのために、県の一層積極的な関
与が必要である。そのため「～市町が
中小企業振興施策を策定し、実施」の
後に、「することを積極的に奨励し」
との表現を加えるべきである。

市町の施策については、地方分権の趣
旨を踏まえ、市町自らがその必要性に
ついて決定する事項であると考えられ
るため、原案どおりとします。
なお、市町が中小企業の活性化に果た
す役割は重要と考えており、市町が中
小企業の活性化のための施策を策定・
実施されるに当たっては、必要な情報
提供、助言、支援等を行っていきま
す。

51 第4 (3)

(3)の中に、「市町が中小企業活性化施
策を策定し、及び実施しようとすると
きは・・・」とあるが、市町に施策策
定を義務付けるよう、「中小企業活性
化の重要性に鑑み、市町は中小企業活
性化施策の策定と実施に積極的に取り
組み、県は、必要な情報の提供、助
言、支援、または調整を行うものとす
る。」とすべきである。

市町の施策については、地方分権の趣
旨を踏まえ、市町自らがその必要性に
ついて決定する事項であると考えられ
るため、原案どおりとします。
なお、市町が中小企業の活性化に果た
す役割は重要と考えており、市町が中
小企業の活性化のための施策を策定・
実施されるに当たっては、必要な情報
提供、助言、支援等を行っていきま
す。

52 第4 (3)

市町への「必要な情報の提供、助言、
支援または調整」は中小企業活性化施
策を策定し、および実施しようとする
ときに限らず、「全ての市町」に対し
て実施していただきたい。

中小企業の活性化のための施策につい
ては、全ての市町において様々な形で
実施されていることから、必要な支援
等の対象は、全ての市町であると考え
ています。

53 第5 見出し

努力というお願いではなく、義務と
いった強制力のある表現とするべきで
あり、（中小企業者の努力）を（中小
企業者の義務）に変更願いたい。

中小企業者は、自主的かつ自立的に経
営の向上および改善に努めていただく
こととしており、その趣旨から、義務
ではなく努力とするのが適切と考えて
おり、原案どおりとします。

54 第5

「努力」にしては、「義務」の色彩が
濃い表現となっており、「自主的かつ
自立的に経営の向上および改善に努め
なければなりません。」は「努めるよ
うにします」とするか、または第５全
体を削除してはどうか。

第5から第7までの条項は全て努力義務
を定めるもので、その中で第5の中小
企業者については、当事者として、第
6の関係団体等や第7の県民の立場とは
異なるため、表現の違いを設けていた
ものですが、義務規定という印象を受
けるとのご指摘を踏まえ、「努めるも
のとします。」と修正します。
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番号 ご意見・情報の概要 ご意見に対する県の考え方箇所

55 第5

この条例は、「中小企業の自主性を尊
重する」ことを基本理念としているの
だから、(1),(2)ともに「努めなければ
ならない」との義務規定はこの条例に
はふさわしくないのではないか。

第5から第7までの条項は全て努力義務
を定めるもので、その中で第5の中小
企業者については、当事者として、第
6の関係団体等や第7の県民の立場とは
異なるため、表現の違いを設けていた
ものですが、義務規定という印象を受
けるとのご指摘を踏まえ、「努めるも
のとします。」と修正します。

56 第5

第5を一本化し、「中小企業者は、基本
理念にのっとり、自主的かつ自立的に
経営の向上および改善に努力する。ま
た、業者間や業者団体との連携に努
め、地域経済の活性化と地域社会づく
りに努力する」に改めてはどうか。

「自主的かつ自立的に経営の向上およ
び改善を図ること」と「地域の経済お
よび社会に貢献すること」は性質が異
なるため、別条項としたいと考えてい
ます。
また、ご指摘の連携に努めることにつ
いては、第3(5)の連携および協力を図
るという基本理念を踏まえ、中小企業
活性化施策を効果的に実施するため重
要なことと考えますので、第9に「連
携および協力の推進」として規定して
おり、原案どおりとします。

57 第5 (1)

「経済的社会的環境の変化に対応し
て」という表現は、中小企業者に何ら
責任のない部分の経済変動への対応に
まで対応を求め、対応できない場合は
自己責任となってしまうため、ふさわ
しくないのではないか。

「自主的かつ自立的な経営の向上およ
び改善への努力」には「経済的社会的
環境の変化」への対応も含まれるもの
と考えていますが、自己責任とする趣
旨ではなく、中小企業活性化施策につ
いては、県をはじめ、関係者等が連
携・協力して推進していくこととして
おり、原案どおりとします。

58 第5 (2)

商工会等への加入は任意であるべきで
あり、固有の名前を挙げることはふさ
わしくない。ただ、組織化、協同等の
体制づくりは必要なので、「商工会議
所、商工会、…への加入」を「みずか
ら協同の努力につとめ」に変更しては
どうか。

この条項は、「加入等」の方法による
地域の経済・社会への貢献への努力に
ついて定めたもので、加入を義務づけ
るものではなく、掲げた団体名につい
ては、法律により設置根拠を持ち、商
工業者が直接加入する団体を基準に、
例示として規定したものですので、原
案どおりとします。
なお、協同等の努力は重要と考えてお
り、第9に連携および協力の推進につ
いて規定しています。

59 第5 (2)

社会貢献として、関係団体に加入する
べきであり、「貢献するように努めな
ければなりません」を「貢献しなけれ
ばなりません」に変更願いたい。

地域の経済および社会への貢献につい
ては、中小企業者の自主的な努力によ
り行っていただくべきものと考えてお
ります。
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番号 ご意見・情報の概要 ご意見に対する県の考え方箇所

60 第5 (2)

企業支援にあたっては、社会貢献の有
無を公的支援を行う基準の一つとすべ
きであり、当該企業が商工会などに加
入していることが支援の条件、あるい
は優先にならないのか。

この条項は、「加入等」の方法による
地域の経済・社会への貢献への努力に
ついて定めたもので、加入を義務づけ
るものではなく、ご指摘のような施策
については、個別に必要性等について
判断していきたいと考えます。

61 第5 (2)

昨今の経済社会情勢が極めて厳しい
中、生活困窮者の増加や地域における
さまざまな福祉課題が増加している
が、これらの課題を解決する大きな要
素として中小企業による雇用の創出と
地域経済の活性化があげられるため、
「地域づくりの参画等により」を「地
域における雇用の創出や地域づくりへ
の参画等により」としてはどうか。

ご指摘を踏まえ、「加入」の右に「地
域における雇用の機会の創出」を加え
ることとします。

62 第5 (2)

商工会議所・商工会等への加入促進に
ついては、各事業者が地域の活性化や
地域雇用の創出に貢献する使命を担っ
ていること、また自分達の地域は自ら
が守っていくことの継続した啓発が必
要である。

ご意見については、今後の取組の参考
にさせていただきます。

63 第5 (2)

関係団体は「滋賀経済団体連合会」ほ
か、具体例を明示すればきりがないた
め、総称として規定するべきではない
か。

加入に関する団体等は、総称とすると
抽象的な表現となり、かえってどのよ
うな団体を指すのかわかりにくいと思
われるため、法律により設置根拠を持
ち、商工業者が直接加入する団体を基
準に、例示として規定したものです。

64 第5 (2)

団体への加入や参画を「努めなければ
ならない」として条例で義務づけるの
は憲法違反でもあり、「中小企業の自
主性を尊重する」という基本理念にも
反するのではないか。

この条項は、「加入等」の方法による
地域の経済・社会への貢献への努力に
ついて定めたもので、加入を義務づけ
るものではありません。

65 第5

中小企業の組織化、協同等の体制づく
りは必要なので、(3)として、「中小業
者はその経営環境を改善するための支
援を求めることができます」を新たに
設けてはどうか。

第5は、中小企業の活性化に当たって
の中小企業者の努力を定めたものです
ので、原案どおりとします。
なお、県は、第4(2)に定める県の責務
に基づき、必要な支援を行っていきま
す。

66 第6 (1)

中小企業団体が独自に努力できること
に努めるのは当然だが、それだけであ
れば、条例で定める理由がないため、
「中小企業に関係する団体は…努める
ものとします」を、「努め、県などに
支援を求めることができます」に改め
てはどうか。

この条項は、中小企業の活性化に当
たっての中小企業に関係する団体の役
割を定めたものですので、原案どおり
とします。
なお、県は、第4(2)に定める県の責務
に基づき、必要な支援を行っていきま
す。
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番号 ご意見・情報の概要 ご意見に対する県の考え方箇所

67 第6 (1)

商工団体が行政の支援に頼らず自主的
に運営されるよう推進されることは大
きな課題であり、「中小企業に関係す
る団体は」の次に「自主的かつ自立的
に団体の組織運営を図るよう努めると
ともに」を加えるべきである。

第6は「中小企業の活性化」のための
関係者の役割であり、商工団体自身の
運営についての役割を規定するもので
はないため、原案どおりとします。

68 第6 (2)

第5と同様に、大企業者について、第
5(2)のような規定を加え、また、その
社会貢献を義務とするような規定を設
けるべきである。

本条例は中小企業の活性化について定
めるもので、大企業者については必要
の範囲でこれに資することに努めるも
のとしており、直接大企業者の社会貢
献について定めることを意図したもの
ではないことから、原案どおりとしま
す。

69 第6 (2)

「加入」は重要であり、これについて
表現を明確にするため、「加入その他
の方法により」ではなく、「加入によ
り」と限定するべきではないか。

大企業者に中小企業の活性化に資する
ように努めていただく方法としては、
例示に挙げられているものに限定され
るものではなく、他にも様々な方法が
考えられるため、原案どおりとしま
す。

70 第6 (2)

関係団体は「滋賀経済団体連合会」ほ
か、具体例を明示すればきりがないた
め、総称として規定するべきではない
か。

加入に関する団体等は、総称とすると
抽象的な表現となり、かえってどのよ
うな団体を指すのかわかりにくいと思
われるため、法律により設置根拠を持
ち、商工業者が直接加入する団体を基
準に、例示として規定したものです。

71 第6 (2)

チェーン店等が立地し、地元の商店に
影響を与えている現状から、大企業者
のみならず、全国展開する小売店等を
統括する本店・本部の団体に対し、加
入や協力を求める必要があるので、大
企業者に加えて、これらの団体の加盟
事業所についても役割に明記するべき
ではないか。

原案の「大企業者」の定義に当てはま
る加盟事業所は、大企業者の定義に含
まれていることから、特に明記せず、
原案どおりとします。

72 第6 (2)

団体への加入を義務づけることは望ま
しくなく、団体としての意向が偏るお
それがあるため、協力による意思疎通
程度とし、大企業者は…商工会議所、
…等への加入」を「等の事業への協
力」と変更するべきではないか。

この条項は、加入を義務づけたもので
はなく、「中小企業の活性化に資す
る」一つの方法として「加入」を規定
したものです。
また、「加入」は、これらの団体の
「事業への協力」にもつながると考え
ており、原案どおりとします。

73 第6 (2)

大企業者と中小企業者の間には大きな
力関係があり、上下関係もあることか
ら、「その事業の実施に当たっては」
の右に「、中小企業者の声をよく聞
き」を加え、「商店会振興組合等への
加入」を「商店街振興組合等の行う事
業への協力」に変更してはどうか。

「取引の拡充」や「中小企業者の研究
開発への支援」は、中小企業の活性化
に資するための方法を例示したもので
あり、また、中小企業の声を聴くこと
は、その過程であると考えています。
また、「加入」はこれらの団体の「事
業への協力」にもつながると考えてお
り、原案どおりとします。
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番号 ご意見・情報の概要 ご意見に対する県の考え方箇所

74 第6

(5)として、「社会保険労務士、行政書
士など、人事労務や許認可の申請等で
中小企業と関わりの深い専門家として
の連携を生かせるようにする」を加え
てはどうか。

中小企業の活性化には、様々な関係者
の協力が必要と考えていますが、その
範囲を明確にすることは困難なため、
ご指摘の方々については、その所属団
体の役割を第6(1)に中小企業に関係す
る団体の役割として規定することとし
ており、原案どおりとします。

75 第7 見出し

条例の運用は、県民の理解と協力で成
り立つものであるので、（役割）では
県民に対して、威圧的と受けとられか
ねない。（県民の役割）を（県民の理
解と協力）に改めてはどうか。

中小企業の活性化の推進においては、
関係者がそれぞれの役割を担って取り
組んでいくという趣旨から「役割」と
しており、その中で、県民について
も、関心と理解を深めることなどの努
力を規定するものですので、原案どお
りとします。

76 第7
「県民は、」の後に「消費者市民とし
て」を加えてはどうか。

県民の役割については、消費者として
の役割のほか、例えば、地域づくりに
おける中小企業との協力など、幅広く
県民としての役割を規定したものです
ので、原案どおりとします。

77 第7
県民に義務を押しつけるものであって
はならず、第7は削除すべきではない
か。

この条項は、県民に義務を課すもので
はなく、中小企業の活性化のために、
関心と理解を深めることなどの努力を
規定するものですので、原案どおりと
します。

78 第8
第8はすべて「図ること」となっており
「支援すること」に変更すべきではな
いか。

この条項は、中小企業への支援を含め
た中小企業活性化施策の内容を定めた
ものですので、原案どおりとします。

79 第8

本条例の目的は、広く一般の中小企業
者の振興であり、先進的な事業者に対
する取組を指す(1)と、広く一般の中小
企業者に対する取組を指す(2)の順序を
変更するべきではないか。

(1)から(3)の順序は、優先順位を示す
ものではありませんが、滋賀県中小企
業振興審議会の答申の内容も踏まえて
この順序としたものですので、原案ど
おりとします。

80 第8
県の施策として、中小企業を支援する
ような経済団体に対する支援を明記す
るべきではないか。

経済団体については、第4(2)に基づ
き、必要な連携、支援等を行いつつ中
小企業活性化施策を推進していくこと
としており、原案どおりとします。

81 第8 (1)

前文に示した姿勢を施策推進の際にも
貫くことを担保するため、「県は、ど
んな問題も中小企業の立場で考え、中
小企業による」と変更すべきである。

中小企業はもちろん、関係団体等の
様々な立場や意見を踏まえて中小企業
の活性化に取り組んでいくことを想定
しており、このため第12で中小企業の
意見を反映するための措置を講ずるこ
ととしており、原案どおりとします。
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番号 ご意見・情報の概要 ご意見に対する県の考え方箇所

82 第8 (1) ①

あまりにも一部の事業者しか対象にな
らないと感じられるので、「将来にお
いて成長発展が期待される」を「新し
い」に変更してはどうか。

この条項は、現在存在する分野・存在
しない分野にかかわらず、今後成長発
展が期待される産業の分野への参入に
ついて規定したものであり、それぞれ
の企業における新しい分野への参入等
の促進については、(2)③において規
定しているため、原案どおりとしま
す。

83 第8 (1) ①

誰が「成長分野」を「期待」し、予
測・誘導に責任を持つのか不明であ
る。その方向を取らない企業も、一般
的支援策から排除されないようにすべ
きであり、政策や経済の発展方向に幅
を持たせるためにも、「将来において
成長が期待される分野への」を「新規
産業分野への」に改めてはどうか。

この条項は、現在存在する分野・存在
しない分野にかかわらず、今後成長発
展が期待される産業の分野への参入に
ついて規定したものであり、これらは
時代の社会・経済情勢に応じて判断さ
れていくと考えられるため、原案どお
りとします。

84 第8 (1) ②
「地域の実情」だけで十分であり、
「特性」を削除してはどうか。

「地域の特性」とは、県全体あるいは
県内各地域における地域資源や産業の
集積の状況などの様々な特性という意
味であり、そのときどきの地域の経済
や雇用の状況などを示す「実情」とと
もに必要な表現と考えますので、原案
どおりとします。

85 第8 (1) ②

「地域資源」を中小企業の事業へ有効
利用することへの支援を定めた条項と
思われるため、「県民の安全および安
心に配慮した」は不要ではないか。

この条項の趣旨は、安全や安心に配慮
した商品や役務を求める県民のニーズ
に対して、地域に根ざしており、消費
者との距離も近く、地域の実情や特性
を理解している中小企業が、その強み
をいかした商品や役務の開発・販売を
行うことによって、「県民の安全およ
び安心」を図ろうとするような活動を
促進しようとするものであり、原案ど
おりとします。

86 第8 (1) ③
「海外、および日本全国における」に
変更すべきである。

この規定の趣旨は、特に海外における
円滑な事業の展開を「成長を目指す取
組」と捉えてその推進を図ろうとする
ものであり、原案どおりとします。
なお、国内における円滑な事業の展開
についても、第８の(2)や(3)に掲げら
れている基本的施策により推進を図っ
ていくこととしています。

87 第8 (2)

①として、「人材育成・活用に関して
男女共同参画の視点に立ち、女性を経
営者、管理職、専門職に積極的に取り
入れ、中小企業活性化の役割を果たせ
るようにします。」を加えてはどう
か。

原案の①に規定している中小企業の事
業活動を担う人材の確保・育成につい
ては、男女共同参画の視点も踏まえて
行うものであり、具体的には、「勤労
観および職業観の醸成、職業能力の開
発の促進、就業環境の整備」などを実
施するものですので、原案どおりとし
ます。

14



番号 ご意見・情報の概要 ご意見に対する県の考え方箇所

88 第8 (2)

(2)には、人や物の輸送、移動や新規立
地にかかる基盤整備等のハードウェア
的な施策の構築については、一切言及
されていない。ＩＴをも含めた立地場
所や道路等のインフラ整備に関する施
策の構築も記載すべきである。

ご指摘のような施策は例示していませ
んが、第8(3)①に規定している「企業
の設備投資の促進」などの中に含まれ
ると考えており、原案どおりとしま
す。

89 第8 (2) ①

従業員少数の企業では、自前での研修
は限られており、人材育成や確保への
要望が多いため、地域での就業を増進
すべく、地域産業促進の研修環境の充
実を図ってもらいたい。

ご意見については、今後の取組の推進
に当たって参考にさせていただきま
す。

90 第8 (2) ④

この条例の対象となる中小企業者には
土木、建設業者も含むため、「県の物
品、役務等」を「県の工事の発注、物
品、役務等」に変更してはどうか。

「役務等」については、工事の請負の
意味も含んでいるため、原案どおりと
します。なお、国の中小企業基本法第
21条においても、「物品、役務等」と
の表現が用いられており、それに基づ
き、建設工事も含めた官公需の受注に
ついての措置がとられています。

91 第8 (2) ④

中小企業の受注機会の増大に関し、一
括請負業者に対しても、工事等で使用
する製品・物品に対し、具体的に県内
製造業者（中小製造メーカー）の製品
の使用を促進するようしてほしい。

ご意見については、今後の取組の推進
に当たって参考にさせていただきま
す。

92 第8 (3) ②

少子化対策や高齢者・障害者に配慮し
た小売サービス業の振興は、事業の拡
大や新たな雇用の創出など、中小企業
の活性化とともに地域福祉活動との連
携の向上が期待できるものであり、
「商店街への来訪客の増加を図るため
の環境の整備」を「商店街への来訪客
の増加を図るとともに地域貢献を果た
すために、子育て支援などの少子化対
策、高齢者や障害者に配慮したバリア
フリー化の促進などの環境の整備」と
変更してはどうか。

ご指摘の「子育て支援などの少子化対
策、高齢者や障害者に配慮したバリア
フリー化の促進」についても、これら
を実施することにより商店街への来訪
客が増加し、商店街の活性化に資する
ものと考えられ、「商店街への来訪客
の増加を図るための環境の整備」の一
環と考えられることから、原案どおり
とします。
なお、施策の実施に当たっては、第
3(3)に規定する「地域づくりに資す
る」との基本理念を踏まえて実施する
こととしています。

93 第8 (3)

建設業は、県内中小企業のなかで卸・
小売業に次いで事業所数の多い産業分
類である。さらに、深刻な構造不況の
経営環境に置かれており、県内経済活
性化のために事業転換を含めた抜本的
な支援施策が必要である産業分野別の
施策で、建設業が抜け落ちているのは
滋賀県の中小企業施策として不完全で
ある。

産業の分野は多岐にわたっており、
(3)の①～③でいくつかの産業分野を
例としてあげたものであって、建設業
をはじめその他の産業分野について
も、第8(1)､(2)や(3)④の規定に基づ
き、産業分野の特性に応じて、中小企
業の事業機会の増大に取り組んでいく
こととしています。
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番号 ご意見・情報の概要 ご意見に対する県の考え方箇所

94 第9

中小企業の振興には、地元経済の活性
化の意味からも市・町が果たさなけれ
ばならない責務には大きいものがあ
る。したがって、「(3) 県は、中小企
業活性化施策を効果的に実施するた
め、市・町と連携を図り、市・町は、
県の施策に積極的に協力し、中小企業
活性化施策の実施に努めなければなら
ない。」と加筆すべきである。

ご指摘のとおり、市町が中小企業の活
性化に果たす役割は重要と考えてお
り、第4(3)において、市町が中小企業
の活性化のための施策を策定・実施さ
れるに当たっては、必要な情報提供、
助言、支援等を行っていくこととして
います。
なお、市町の中小企業活性化施策の実
施については、市町において判断され
るものであり、支援や調整等の実施に
当たっては、地方分権の趣旨を踏ま
え、適切に行っていきます。

95 第9 (1)

県と市町の連携についても明記し、
「中小企業者および関係団体等の」を
「中小企業者、関係団体等および市町
の」と改めるべきではないか。

この条項は、中小企業者や関係団体等
の民間の関係者間の連携について規定
したものであり、原案どおりとしま
す。
県と市町の連携については、県の責務
の第4(2)および(3)において規定して
います。

96 第9 (2)

事前に意見を聞くことがあるならば、
施策への協力を努めるよう求めること
は、矛盾しており、このような条項は
不要と考える。

第12において、施策の策定および実施
に当たって中小企業者等の意見を反映
することができるよう必要な措置を講
ずることとしていますが、この条項
は、それを踏まえて県で施策を立案
し、必要な事項については協力してい
ただくため設けているものであり、原
案どおりとします。

97 第10 (2)
「あらかじめ」の後に、「、中小企業
者や中小企業団体の意見を聴き、尊重
し」を加えてはどうか。

中小企業活性化施策の策定に当たって
は、第12により中小企業者等の意見を
反映することができるよう必要な措置
を講ずることとしており、それを踏ま
えて実施計画を策定することとしてい
ます。その上で、実施計画の策定に当
たって審議会の意見を聴くこととして
いますので、原案どおりとします。

98 第10 (2)

中小企業振興は深くその地域に根差す
べきものであり、支援施策の実施者で
ある県とその対象者である中小企業の
代表者の意見だけが反映されるべきも
のではないため、具体的な中小企業振
興施策の根拠となる実施計画の策定に
あたっては、中小企業者だけでなく、
商工会議所・商工会などの経済団体や
市町など、幅広い関係者の意見を聞く
機会を作っていただきたい。

現在の中小企業振興審議会の委員に
は、ご指摘のような団体の代表者も
入っていただいており、中小企業活性
化審議会の委員の任命に当たっても、
配慮していきたいと考えています。
また、第12の規定に基づき、様々な関
係者の意見を反映する措置を講じてい
きたいと考えています。
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番号 ご意見・情報の概要 ご意見に対する県の考え方箇所

99 第11 (2)
「実施に当たっては」の後に、「、中
小企業者や中小企業団体の意見を聴
き」を加えてはどうか。

中小企業活性化施策の策定および実施
に当たっては、第12により中小企業者
等の意見を反映することができるよう
必要な措置を講ずることとしていま
す。
それを踏まえて実施計画を策定・検証
し、策定・検証に当たっては、審議会
の意見を聴くこととしていますので、
原案どおりとします。

100 第12

県の中小企業活性化施策に県内市町の
意見を取り入れるよう、「中小企業者
および関係団体等の」を「中小企業
者、関係団体等および市町の」に改め
てはどうか。

市町とは、第4(2)で連携について規定
しており、これまでから意見交換に努
めていたところですが、具体的な方法
を明確にするため、ご指摘のとおり修
正します。

101 第13

調査・研究結果は、県内市町や各種経
済団体による施策の立案や研究者の研
究などに活用されることで、さらなる
経済効果が見込めるため、調査・研究
の結果は県HPなどを通じて幅広く公開
していただきたい。

調査研究の成果の普及については、こ
の条項に「その成果の普及に努めると
ともに」と規定しており、ご意見は、
今後の取組の参考にさせていただきま
す。

102 第14

中小企業振興を専門に担う課・室を設
けることを明らかにするため「～体制
の整備を図るため、中小企業支援室を
設置します。」と変更するべきであ
る。

中小企業活性化施策の推進のための体
制整備については、条例制定後検討し
ていくこととしており、原案どおりと
します。

103 第14
「必要な体制」を「中小企業者や中小
企業者団体を加えた必要な体制」に改
めてはどうか。

この条項は、県における体制の整備に
ついて規定したものであり、中小企業
者等との連携の仕組みについては、第
12により意見を反映することができる
よう必要な措置を講じていくこととし
ておりますので、原案どおりとしま
す。

104 第14

国・県・市および地域経済団体の役割
の明確化が必要。特に、中小零細企業
にとっては、どこで、どういう施策が
行なわれているのか分らないのが実
情。地域商工会議所が、支援策の総合
医(かかりつけ医）の役割をもつべきで
ある。
また、一つの市に、商工会議所と商工
会が並存することは、県民・市民の目
から見て、理解できないことである。
県にしても二つの制度を維持しなけれ
ばならない理由はないのではないか。
条例制定を機にそのあり方の検討をす
べきである。

ご意見については、今後の取組の検討
に当たって、参考にさせていただきま
す。
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105 第16

他府県で成果を上げている事例からし
て、滋賀県中小企業活性化審議会の規
定に、「審議会は中小企業者からの要
請により、関連機関として業種別、地
域別、課題別の「産業振興会議」を置
くことが出来る。「産業振興会議」は
中小企業の実情に沿った政策の提案、
試行、研究などを行い、その活動は原
則として対価を伴わないものとす
る。」との条項を追加すべきである。

中小企業活性化審議会は、中小企業活
性化施策についての調査審議や意見提
出を行うこととしており、また、中小
企業者のほか様々な立場の委員も参画
いただくことを予定しています。
また、中小企業活性化施策の策定等に
当たっては、第12「中小企業者等の意
見の反映」に基づき、ご指摘のような
県が開催する会議をはじめ、各団体の
会合を活用させていただくことや個別
のヒアリングを行うなど様々な形で意
見の反映に努めることとしているた
め、原案どおりとします。

106 第17 (2)

審議会の構成員は、県内中小企業の実
情を踏まえるとともに、中小企業の振
興に関し現場での実践による知見を糾
合し激変する経済環境へ機敏に対応す
るためにも、中小企業振興に積極的な
人員の任命をお願いする。

審議会の委員の任命に当たっては、ご
意見を踏まえて、適切に対応していき
たいと考えます。

107 第17 (2)

委員の任命対象として、中小企業者や
中小企業団体が入っていないので、こ
れらのものから委員を任命するよう規
定するべきである。

「中小企業者の活性化に関し学識経験
を有する者」には、中小企業者等の
「経験」を有する者を含んでおり、原
案どおりとします。

108 第17 (2)

中小企業の活性化のためには、関係団
体が一堂に会して審議する必要がある
ことから、審議会委員には、経済団体
や市長会、町村会の代表者を必ず任命
するよう、これらの団体を明記すべき
である。

委員については、条例の第17(2)を基
本として選任することとしており、条
例施行後、関係団体等とも協議の上任
命することとしており、原案どおりと
します。

109 その他

条例を策定されるだけでなく、中小企
業の活性化に向けて具体的な施策の実
現や予算化をお願いしたい。

定期的に中小企業者や関係団体等の
意見を聞く機会を設けて頂きたい。

条例に基づき、県として中小企業活性
化施策の推進やこのための財政上の措
置を講ずることとしています。
なお、第12に基づき、中小企業者や関
係団体等の意見を反映するため、意見
交換の場などを設けていきたいと考え
ています。
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