
吉川市における
幸福実感向上を目指した

まちづくりのための

産業振興基本条例

産業の発展は、まちの発展に深く関わっています。産業の目的は生活を豊かにするこ
とです。そのため、産業振興は｢まちの幸せ｣につながらなければなりません。
そこで、経営を担う人、働く人、商品を購入する人、一人ひとりがそれぞれの立場で
幸せを感じられるまちを目指し、｢協働｣によってまちづくりを推進することを基本理
念に定めた産業振興条例を制定しました。

問い合わせ先：吉川市産業振興部商工課
〒342-8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地

Tel: 048-982-9697 Fax: 048-981-5392 Mail: syoukou2@city.yoshikawa.saitama.jp

吉川市における幸福実感向上を目指したまちづくりのための産業
振興基本条例

（目的）
第１条 この条例は、本市の産業振興に関し、基本理念及び施策
の基本的方針を定めること等により、産業振興施策を総合的に推
進し、もって本市の発展を図るとともに、事業者、勤労者及び市民
の幸福実感向上に寄与することを目的とする。
（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、当該
各号に定めるところによる。
(1) 事業者 営利非営利を問わず、市内において事業を営む法
人、団体及び個人をいう。
(2) 勤労者 市内に在勤する者をいう。
(3) 市民 市内に在住し、又は在学する者をいう。
(4) 産業経済団体 事業者によって組織された産業振興等を目
的とする団体をいう。
(5) 学校 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条
に規定する学校で市内に所在するものをいう。
(6) 協働 異なる主体が、課題を解決するために目的意識を共
有し、相互の立場及び特性を認識し、及び尊重しながら共通の目
標に向かって取組を行うことをいう。
（基本理念）
第３条 事業者、勤労者、市民及び市は、協働に基づいた産業振
興施策により、本市の発展を図るとともに、事業者、勤労者及び市
民の幸福実感向上を目指したまちづくりを推進する。
（基本的方針）
第４条 産業振興施策の基本的方針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農商工業用地の確保、整備及び保全、新規参入の可能な
環境整備、道路網の整備等を推進することにより市内産業基盤の
整備を図ること。
(2) 起業及び創業を推進するとともに、若者、女性、高齢者、障
がい者、外国人等（以下「若者等」という。）の活躍できる場の創
出等新しい挑戦を推進することにより市内産業の活性化を図ること。
(3) 事業後継者の計画的な育成、円満な事業売却及び合併等
による事業者の円滑な事業承継を推進することにより持続的な雇
用及び産業の発展を図ること。
(4) 事業者の情報発信及び交流、融資制度の拡充、農商工の
事業連携、新商品の開発、販路の拡大等により事業者の経営基
盤の強化を図ること。
(5) 雇用及び就労への支援により事業者の人材確保を推進し、
並びにワークライフバランスの推進等をすることにより若者等多様な勤
労者がその能力を最大限に発揮できる環境を目指すこと。
(6) 職住近接を推進することにより市内経済循環の活性化及び
地域の活力向上を図ること。
(7) 産業経済団体と市の連携の強化を図ることにより地域の活性
化を図ること。
(8) 地域ブランドの創造、販売網の整備等を推進することにより市
外との経済循環を活性化すること。
(9) 市内観光資源の開発及び活用による観光基盤整備を推進
し、並びに市と事業者との協働イベント、新商品開発等を推進する
ことにより経済の活性化を図ること。
(10) 災害時における相互協力の推進等を通し、危機管理体制
の強化を図ること。
(11) 環境負荷を低減する新エネルギーへの転換を推進すること
により持続可能な社会の実現を目指すこと。
(12) 産業を通した子どもへの教育を推進することにより次世代の
地域産業を担う人材の育成を図ること。
(13) 市民への情報提供を通し、この条例の基本理念の理解を
図ることにより協働による産業振興施策を推進すること。
(14) 産業を通したシティプロモーションを行うことにより市民の郷土
愛を育むこと。

（市の責務）
第５条 市は、前条の基本的方針を総合的かつ計画的に推進す
るため、必要な調査、研究及び施策の立案を行い、財政上の措置
を講ずる。
２ 市は、吉川市総合振興計画等に基づく施策と産業振興施策
の整合を図る。
３ 市は、国、都道府県その他の関係機関の取組についての情報
収集に努める。
４ 市は、事業者、勤労者、市民及び市による意見交換の場を設
けるよう努める。
５ 市は、産業振興施策について、事業者、勤労者及び市民に情
報提供を行い、理解を得るよう努める。
（事業者の責務）
第６条 事業者は、経済的又は社会的な環境の変化に対応して、
自主的に事業活動の維持及び発展に努める。
２ 事業者は、経営基盤の強化、人材の育成、雇用環境の充実
及び円滑な事業承継を図り、勤労者の生活を保障するとともに、高
い士気のもとに、勤労者の自発性が発揮される環境を確立するよう
努める。
３ 事業者は、産業経済団体に加入するよう努めるとともに、産業
経済団体が行う活動に協力し、事業者間の連携を推進することで
市内経済循環を活性化するよう努める。
４ 事業者は、この条例の基本理念を理解し、市内産業及びまち
づくりの発展のため、産業振興施策への協力に努める。
５ 事業者は、地域社会を構成する一員としての責任を認識し、
持続可能で豊かな地域社会の実現に貢献し、勤労者及び市民の
幸福実感を向上させるよう努める。
（勤労者の役割）
第７条 勤労者は、この条例の基本理念を理解し、市内産業及び
まちづくりの発展のため、産業振興施策への協力に努める。
２ 勤労者は、自身の知識及び技能が市内産業を支えていること
を理解し、勤労を通じて市内産業の振興に寄与するよう努める。
３ 勤労者は、消費者としての行動が市内産業に与える影響を理
解し、その消費行動を通じて市内産業の振興に寄与するよう努める。
（市民の理解及び協力）
第８条 市民は、この条例の基本理念を理解し、市内産業及びま
ちづくりの発展のため、産業振興施策への協力に努める。
２ 市民は、市の歴史、文化及び産業について理解を深め、主体
的にまちづくりに参加するよう努める。
３ 市民は、消費者としての行動が市内産業に与える影響を理解
し、その消費行動を通じて市内産業の振興に寄与するよう努める。
（学校の役割）
第９条 学校は、次世代の地域産業を担う人材の育成のため、こ
の条例に基づく産業振興施策に協力するよう努める。
２ 学校は、市の歴史、文化及び産業についての理解を深めるため
の事業を実施するよう努める。
（産業振興計画）
第１０条 市長は、産業振興施策を総合的かつ計画的に推進す
るため、産業振興に関する計画（以下「産業振興計画」という。）
を策定するものとする。
２ 産業振興計画は、第３条に規定する基本理念及び第４条各
号に掲げる基本的方針を踏まえたものでなければならない。
３ 市長は、産業振興計画の策定、変更又は評価をするに当たっ
ては、事業者、勤労者、市民、有識者等の意見を聴かなければな
らない。
４ 市長は、産業振興計画を策定したときは、速やかにこれを公表
しなければならない。
５ 前項の規定は、産業振興計画の変更について準用する。
（委任）
第１１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必
要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



背景と条例制定について

条例の特徴① 基本理念

条例の特徴② 農業の振興

条例が目指すまちの姿 ～ 産業振興によるまちづくり ～

 産業振興施策により、「幸福実感の向上する
まちづくり」を目指します。

 さらに、産業振興施策は、行政から事業者へ
の一方的な援助ではなく、事業者・勤労者・
市民・行政がそれぞれの立場で力を合わせる
｢協働｣を基本とします。

 行政から産業への支援に留まらず、まちづく
りを見据えることが、一般的な産業振興基本
条例と異なる点です。

 市の約４割は農地です。
 商工業に加え農業も「産業」として同じ枠組み

の中で捉えます。農・商・工を含めた連携がま
ちの活力につながると判断しました。

「まちづくり」につながる事業を
「協働」で推進！！

働きやすく、働きがいのあるまち 新たな挑戦の推進

市内事業者間の連携 事業者と行政の連携

子ども達の教育 地産地消と地域ブランド

地元で作られた安全・安心の商
品や農産物を吉川市に訪れた人
へのおもてなしにも活かせるよ
う充実させます。

市内で働ける環境を整えることで、職
場と家庭の距離が縮まり、家族との時
間や地元で活動する時間が増え「まち
づくり」の大きな力を生み出します。

起業や創業が盛んで、女性・高齢
者・障がい者など、さまざまな人
が活躍できる場を増やすことで、
「まちの発展」につなげます。

産業界と行政の連携を深め、企
業の人材確保や、まちの災害対
策を強化します。

市内事業者同士が連携を深め、新商品
開発や販路拡大を共同で行い、市内経
済の大きな発展を目指します。

産業界と連携し､将来の吉川を担う子ど
もたちに「ものづくり」の素晴らしさを
伝えると共に、産業の面からも「まちの
歴史や文化」を伝えて地域の魅力発見に
つなげ、人口減少時代に備えます。

基本的方針と役割

吉川市においても、市の未来に向けた産業振興を推進すべ
く、条例検討委員会を設置して策定を行いました。産業振興
の目的を考えるところから検討が始まりましたが、ベッドタ
ウンである吉川市において、納得できる答えはなかなか見つ
かりませんでした。
そんな中、ある委員の｢働く人の幸福実感を考えてみたら

どうだろうか｣という一言が転機となりました。事業者は経
営の安定、勤労者は生活の安定や働きがい、市民は生活の豊
さを望んでいます。つまり、産業振興は｢まちの幸せ｣につな
がらなければならないと考えました。
さらに、その実現は、行政からの一方的な援助ではなく、

産業に関わる皆が力を合わせる｢協働｣の姿勢が必要と考え、
それぞれの立場での役割と、進むべき産業振興の方向性につ
いて議論を行い、条例ができ上がりました。

地域産業の在り方や施策の方針、地域活性化のための体制等
について、基本的な理念や枠組みを定めた条例です。

産業振興基本条例とは？

市(第5条､第10条)
情報収集と情報提供に努め､市･事業者･勤
労者･市民が産業振興について意見交換で
きる場を設け､産業振興計画を作ります｡

事業者(第6条)
経営基盤の強化､人材の育成､雇用環境の
充実及び円滑な事業承継を図り､勤労者の
生活を保障し､自主的な事業活動の維持及
び発展に努めます｡

勤労者(第7条)
自らの知識や技能が市内産業を支えてい
ることを理解し、勤労や消費行動を通し
て、市内産業振興への協力に努めます｡

市民(第8条)
市の歴史､文化及び産業について理解を深
め､主体的にまちづくりに参加し､市内産
業振興への協力に努めます｡

1. 産業基盤整備
2. 挑戦の推進
3. 円滑な事業承継の推進
4. 経営基盤強化
5. 雇用/就労の支援と

ワークライフバランス
6. 職住近接の推進
7. 産業経済団体との連携強化
8. 地域ブランドの推進
9. 観光基盤整備
10.危機管理
11.新エネルギーの活用
12.産業を通した子どもの教育
13.市民への情報提供・情報共有
14.産業を通したシティプロモーション

市の産業振興の基本的方針として、
下記の14項目を掲げました。

具体的な施策については、別途「産業振興計画」
を定め、実現に向けて推進いたします。

事業者・勤労者・市民・市の役割、期待する
事項は下記のとおり定めました。

吉川市の産業振興基本条例の特徴


