
基本計画の記載事項（案） 

※現時点でのイメージを記載したものであり、今
後の法技術的な検討及び政府部内での調整によっ
て変更される可能性があります。 

未定稿 
資料４ 



基本方針を踏まえ、基本計画には次の事項について記載。 
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（１）促進区域 
 
 
  
 
 
 
  
（２）地域の特色（地理的条件、産業の状況、インフラの整
備状況、人口分布の状況等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 基本計画の対象となる区域（促進区域） 

 ＜記載例＞ 
 設定する区域は、平成２９年●月１日現在におけるA県B市の行政区域とする。
概ねの面積は６万６千ヘクタール程度（B市面積）である。 
 本区域は●●国立公園の一部区域を含むものであるため、８．において、環
境保全のために配慮を行う事項を記載する。 
なお、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域、
絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律に規定する生息地保護区
は、本促進区域には存在しない。 

（１）促進区域 
 促進地域は、原則行政区画単位で設定してく
ださい。また、おおよその面積をヘクタール
単位で記載してください。 

 環境保全上重要な下記の地域については、促
進区域の設定を行わないこととし、区域設定
にあたっては、環境保全部局と確認・調整の
上、設定して下さい。 

• 自然環境保全法に規定する原生自然環
境保全地域、自然環境保全地域及び都
道府県自然環境保全地域 

• 絶滅のおそれのある野生動植物の種の
保存に関する法律に規定する生息地等
保護区 

  上記を除く環境保全上重要な地域に促進地域
を設定する場合には、８．において、環境保
全のために配慮を行う事項を記載する旨を記
載してください。 

 
（２）地域の特色 
 地域の特色の外観を総論的に記載してくださ
い。その際、後ほど記載する「地域の特性」
を内包できるように記載してください。 

 高等専門学校、大学、空港及び港湾等につい
て記載する場合、正式な名称を記載して下さ
い。（例：「羽田空港」→「東京国際空港
（羽田空港）」など） 

 ＜記載例＞ 
 B市は、A県の最南端、～に位置し、西北部は●●山脈により●●郡に接し、
東北部は●●町ほか３町村に接し、南西部は、県内５ヶ村ほか●●県２市に
隣接している。地理的に●●盆地と●●高原の一部に大別され、市の中央部
を北から南へ●●川が流れており、水資源が豊富である。 
 養蚕や水引などの伝統産業により発展してきたB市は、現在では先端技術を
導入した精密機械、電子、光学のハイテク産業の他、半生菓子、漬け物、味
噌、酒などの食品産業、りんご、なしなどの果物を中心とする農業などが盛
んに行われている。 
 また、交通インフラでは、中央自動車道等の高速道路を利用すれば、名古
屋圏には２時間、首都圏には４時間で移動が可能である。また、2030年には
リニア中央新幹線の●●駅の開業を予定しており、移動時間は大幅に半減さ
れる予定である。 



（１）目指すべき地域の将来像の概略 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）経済的効果の目標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【任意記載のＫＰＩ】 
     
    
    
    
 
 

 ＜記載例＞ 
• １件あたりの平均４億円の付加価値額を創出する地域経済牽引事業を３件創出し、これら
の地域経済牽引事業が促進区域で２倍の波及効果を与え、促進区域で２４億円の付加価値
を創出することを目指す。 

• ２４億円は、促進区域の全産業付加価値（１，８３７億円）の１％以上、製造業の付加価
値（５２４億円）の約５％であり、地域経済に対するインパクトが大きい。 

• また、ＫＰＩとして、地域経済牽引事業の平均付加価値額、域内への波及効果、地域経済
牽引事業の新規事業件数、促進区域の平均所得額を設定する。 
 
 
 
 
 

【任意記載のKPI】 
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２ 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 

現状 計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業による
付加価値創出額 

－百万円 2,400百万円 

現状 計画終了後 増加率 
地域経済牽引事業の平均付加
価値額 

－百万円 400百万円 － 

地域経済事業の域内への波及
効果 

－ 2.0 － 

地域経済事業の新規事業件数                                                                                                                              ３件 － 
促進区域の平均所得額 2,691千円 2,800千円 4.1％ 

 ＜記載例＞ 
 当該地域は、雇用者数の約２割、売上高の約３割、付加価値額の約３割が製造業となって
おり、製造業を中心とした経済構造をなしている。高い金属加工技術等を伴った企業が集積
していることを背景に、成長性の高い新事業への参入を後押しするとともに生産性改革を進
め、質の高い雇用の創出を行う。 
 また、製造業における質の高い雇用の創出が、域内の雇用者数の約４割を占める卸売・小
売、サービス業等の地域内の他の産業にも高い経済的波及効果をもたらすよう、地域外との
取引で獲得した需要が雇用者の給与増を通じて地域内で好循環する状況を目指す。 

（１）目指すべき地域の将来像の概略 
 地域内の経済構造を分析した上、如
何に地域内の付加価値を高め、質の
高い雇用を創出しようとするのかの
概略を記載してください。 

 
（２）経済的効果の目標 
 経済的効果は、促進区域内の付加価
値で設定してください。その際、①
全産業付加価値の増加分での設定、
②特定分野の付加価値の増加分での
設定、③地域経済牽引事業の効果の
積み上げによる増加分の設定など、
様々な方法があります。 

 現状の付加価値額は、「経済センサ
ス‐活動調査」の付加価値を活用して
ください。 

 事業所に関する集計表＞産業横断的
集計＞都道府県別結果＞各都道府県
の統計表 

 売上（収入）金額等 2－3－2表「産
業(大分類)，単独・本所・支所(３区分)
別民営事業所数，事業従事者数及び付
加価値額(外国の会社及び法人でない団
体を除く)―市区町村」 
 必須的記載としての目標は、任意で
基本計画ごとに設定してください。 

 KPIは目標達成への進捗を管理するた
めなど、任意に設定してください。 

 必要に応じて、別紙で説明してもよ
いですが、できるだけ簡潔にお願い
します。 
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（１）地域の特性の活用 
 
 
 
  
（２）高い付加価値の創出 
 
 
 
 
（３）地域の事業者に対する相当の経済的効果 
 
 
 
 
 
 
 

３ 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 

＜記載例＞ 
 「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な
観点からみた地域の特性に関する事項」において記載する地域の特性の活用戦略に
沿った事業であること。 

＜記載例＞ 
 事業計画期間を通じた地域経済事業による付加価値増加分が3,700万円（A県の１事
業所あたり平均付加価値額（経済センサス－活動調査（平成２４年））を上回ること。 

＜記載例＞ 
  事業計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内において、以
下のいずれかの効果が見込まれること。 
①促進区域に所在する事業者間での取引額が開始年度比で３％増加すること 
②促進区域に所在する事業者の売上げが開始年度比で５％増加すること 
③促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で８％増加すること 
④促進区域に所在する事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で１０％増加するこ
と 

＜記載例＞ 
 本基本計画において、地域経済牽引事業とは以下の①～③の要件を全て満たす事業
をいう。 

 地域経済牽引事業は、必ず３つの要
件を満たすものとして設定してくだ
さい。 

 
（１）地域の特性の活用 
 地域の特性は、後ほど定めていただ
きますが、この地域の特性の活用戦
略に沿った事業である必要があり。 

 
（２）高い付加価値の創出 
 具体的には、都道府県別１事業所あ
たり平均付加価値額（経済センサス
－活動調査（平成２４年））以上の
付加価値額が増加すると見込まれる
ものであること。 

 ※事業計画の計画機関が５年の場合。 
  事業計画側では、計画期間に応じ
た変更は可。 
 
（３）相当の経済的効果 
 基本計画ごとに、任意で目標数値を
設定してください。相対的な増加率
のパーセントでも、絶対値でも可。 

 事業者は全事業者である必要は無く、
事業に関係する事業者との関係や地
域経済牽引事業者を含めることも可
能。 

 ただし、地域がそれぞれの実情を踏
まえた意欲的な数値目標を設定する
ことが望ましい。 

 ※事業計画の計画機関が５年の場合。 
  事業計画側では、計画期間に応じ
た変更は可。 
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 （１）重点促進区域 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域
（重点促進区域）を定める場合にあっては、その区域 

＜記載例＞ 
 重点促進区域は、以下の大字の区域とする。 
 ●町、▲町、■町、×町。概ねの面積は１０００ｈａ程度である。 
 当該地域で設定されている土地利用関係の諸計画は次のとおりであり、それ
らの記載事項は重点促進区域としての設定と整合的である。 
・国土形成計画の「・・・」という記載 
・市町村マスタープラン及び都市計画区域マスタープランで「・・・」と記載 
・B市中心市街地活性化計画に「・・・」として記載 
・河川、鉄道、港湾、空港等のC地域インフラ整備計画には「・・・」と記載 
・B市の農業振興地域整備計画では「・・・」と記載 
 
 上記の区域には、農用地区域及び市街化調整区域を含むが、地域の特性とし
ての航空機産業の集積や交通インフラが充実した場所であり、地域経済牽引事
業の促進の観点からやむを得ない。また、本区域は農用地及び市街化調整区域
を含むものであるため、９．において、土地利用の調整の方針を記載する。 
 なお、自然公園法に規定する国立公園、国定公園、鳥獣の保護及び狩猟の適
正化に関する法律に規定する鳥獣保護区、自然環境保全法に規定する原生自然
環境保全地域及び自然環境保全地域、絶滅のおそれのある野生生物の種の保存
に関する法律に定める生息地等保護区は、本重点促進区域には存在しない。 
 
（地図）  

重点促進区域 

 重点促進区域は、面的に地域の特性が賦存する地
域及びその周辺地域 （※１）、または、点的な地
域の特性（※２）に近接する地域 を、字単位で記
載して下さい。また、おおよその面積をヘクター
ル単位で記載してください。 

 ※１：地場産業の工場の集積地域、工業団地、温
泉街、商店街、観光農園、湖沼、浜、川等   
 ※２：特定の強みを有する企業、大学・研究機関、
駅、ＩＣ、寺社・仏閣等が存在する区域 
 重点促進区域の設定に当たっては、市街地の拡散
の防止を図るとともに、新たに大規模な公共施設
整備を要することのないよう土地利用関係の各種
計画との調和を図ることが必要である。 

 指定した区域を地図上で特定できるようにして下
さい。 

 重点促進区域の設定に当たっては、 
 ①農業関連施設を整備するなど、土地を農用地区
域から除外せずに地域経済牽引事業の用に供するこ
とができる場合を除き、農用地区域外の土地を優先
して設定することとする。 
 ②市街化区域（非線引き都市計画区域にあっては
用途地域）内において現に宅地化された土地の活用
を優先することとする。 
 環境保全上重要な下記の地域については、重点区
域の設定を行わないように配慮することとし区域
設定にあたっては、環境保全部局と確認・調整の
上、設定して下さい。 

 基本方針「ヘ」に挙げた環境保全上重要な地域 
 ・自然公園法に規定する自然公園地域 
 ・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に規
定する鳥獣保護区 
※地図は、環境保全上重要な地域として重点促進区域か
ら除外する地域についても地図上に図示して下さい。 

環境保全上重要な地域 
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 （２）重点促進区域を設定した理由 
  
  
 
 
 
 
 
 
（３）（重点促進市町村による）工場立地特例対象区域の設定 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

４ 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域
（重点促進区域）を定める場合にあっては、その区域 

＜記載例＞ 
 ●町、▲町、■町、×町には、航空機関連産業の集積（２０社）や自動車部品関連
産業の集積（２５社）があり、成長ものづくり産業を推進するため重点的に支援を投
入すべき区域である。 
 また、リニア中央新幹線●●駅の開業を見据え、大都市圏へのアクセス向上を生か
しつつ、航空部品産業の研究開発拠点の強化などの地域経済牽引事業を重点的に促進
するために、●●駅設置予定地の概ね５ｋｍ圏内に存在する大字の区域（●町、▲町、
■町、×町）を、重点促進区域として設定することとする。 

 当該区域を重点促進区域とした理由
を、地域の特性の賦存状況を踏まえ
て、具体的に記載してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 重点市町村が指定する工場立地特例
対象区域を記載してください。 

 別紙でも可です。 
＜記載例＞ 
 A県B市●町 
56,67,69,70,80～82,87～91,99,100,105,108～111,113,115, 
116,120,121,125～127,129,132～137,142,148,149,156,158・・・ 
 A県B市■町 
227,229～232,267,271,274～279 
  
設定する区域は、平成２９年６月１３日現在における地番により表示したものである。 
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 （１）地域の特性及びその活用戦略 
 
 
 
 
（２）選定の理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点か
らみた地域の特性に関する事項 

＜記載例＞ 
①B市内の航空機部品の集積を活用した成長ものづくり分野 
②リニア中央新幹線や▲▲高速等の交通・物流の利便性を活用した成長ものづくり分野 
③・・・ 

＜記載例＞ 
①B市内の航空機部品の集積を活用した先進ものづくり分野 
本地域は、航空機産業の集積地である中京圏に近い地域であり、自動車部品の製造が盛
んであり、航空機部品に要求される高精度精密加工の集積が形成されている。また、中
小企業（１事業所当たりの従業者数が３０．９人）が２５０社以上存在し、多品種少量
生産にも対応できる基盤が存在している。 
また、平成２６年６月に国際戦略特別区域である「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター
形成特区」として、国からの指定を受け、（公財）●●センターが航空機産業における
特殊工程技術（熱処理・表面処理・非破壊検査）機能を有する「航空宇宙産業クラス
ター拠点工場」を整備するなど、地域内全体でモジュール生産の拡大及び地域内一貫生
産体制の確立を図っている。 
 現に、市内に所在する中堅企業は、取引企業を巻き込んで国内外の大手航空宇宙関連
企業からの受注を始めてから、１０年間で売上げを倍増させするなどの航空機産業等の
成長ものづくりを推進する環境が整っている。 
  
②リニア中央新幹線や▲▲高速等の交通・物流の利便性を活用した先進ものづくり分野 
 ものづくりの基盤を支える交通インフラとして、中央自動車道がB市の中央を南北に
通っており、●●ＩＣからは首都圏へは３時間、中部圏へは２時間程度でアクセス可能
であるとともに、２０２７年開業予定のリニア中央新幹線の活用によりさらなる利便性
の向上が見込まれている。このように、我が国の航空機産業やものづくりの重要拠点で
ある中部地方と関東地方に対して、非常に良好なアクセス環境を有している。 
 また、成長ものづくりは、B市の付加価値の１／３（1,500億円中500億円）を占め、域
内の経済の中心であり、B市産業ビジョンにおいて、最重要産業に位置づけられている。 

 地域の特性に関する記載は「産業の集積」
「観光資源」「特産物」「技術」「人材」
「情報」「インフラ」「自然環境（観光資源
を除く）」等に類型される地域の特性につい
て、具体的な名称等を用いて記載するととも
に、その特性を重点的に活用する分野（特に
今後の成長性が高いと見込まれる①成長もの
づくり分野、②農林水産、地域商社、③第４
次産業革命、④観光・スポーツ・文化・まち
づくり、⑤環境・エネルギー、⑥ヘルスケ
ア・教育サービス、など）についても記載し
てください。 

 ※「地域の特性」「重点的に活用する分野」
については、次ページの「別表」を参考に選
択してください。 

 なお、「地域の特性」「重点的に活用する分
野」について、「その他」を選択した場合で
あっても、具体的に記載してください。 

 「地域の特性及びその地域の特性を重点的に
活用する分野」の記載可能な数については、
一桁以内を目安に記載してください。 

 「２（１）地域の特色及び目指す地域の将来
像の概略」と整合性が取れた記載としてくだ
さい。  

 「選定の理由」については、 
（１）「地域の特性」を選んだ理由 
（２）「重点的に活用する分野」を選んだ理由
の双方を記載してください。 
 
 なお、複数指定した場合は、「重点的に活用
する分野」ごとに分けて「地域の特性」を選
んだ理由を記載してください。 



 【別表】地域の特性について（地域の特性及びその活用戦略イメージ） 

成長ものづく
り分野 

農林水産、
地域商社 

第４次産業
革命 

観光・スポー
ツ・文化・ま
ちづくり 

環境・エネル
ギー 

ヘルスケア・ 
教育サービス その他 

産業の集積 

観光資源 

特産物 

技術 

人材 

情報 

インフラ 

自然環境
（観光資源
を除く） 

その他 

地域の特性 

活用する分野 
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 （１）総論 
 
 
 
 
 
 （２）制度の整備に関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）情報処理の促進のための環境の整備（公共データの民間公開に関する事項等） 
 
 
 
 
  
 
 
 

６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開の推進その他
の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項 

＜記載例＞ 
 地域の特性を生かして、成長ものづくり分野を支援していくためには、地域の事業者のニーズを
しっかりと把握し、適切な事業環境の整備を行っていく必要がある。事業者ニーズを踏まえた各種事
業環境整備に当たっては、国の支援策も併せて活用し、積極的な対応で事業コストの低減や本地域に
しかない強みを創出する。 

＜記載例＞ 
①不動産取得税、固定資産税の減免措置の創設 
 活発な設備投資が実施されるよう、一定の要件を課した上で、不動産取得税等の減税措置に関する
条例を制定する。 
  
②地方創生関係施策 
 平成２９年度の地方創生推進交付金（１次公募）を活用し、地域内の廃校を再利用し、産業振興拠
点を整備する。具体的には、施設内に環境試験設備や分析・解析用の試験研究機械を導入し、地域の
企業が共同利用できるように整備することで、地域全体の技術力の底上げを図る。 
また、平成２９年度の地方創生推進交付金（２次公募：応募予定）を活用し、地域経済に波及効果の
高い地域経済牽引事業を行う事業者の先進設備の導入・更新に係る補助金制度を創設する。 
 

＜記載例＞ 
①公設試験場が有する分析・解析結果、技術情報の情報提供 
 地域企業の技術力向上のために、公設試が保有している情報であって資料として開示している情報
について、インターネット公開を進めていく。 
  
②市内の公共交通データの公開 
 先進ものづくり事業者にデータとして提供するため、公共交通の車両の故障率や原因などについて、
インターネット公開を進めていく。 

 自治体が行う予定の事業環
境整備について、税制や予
算事業（補助金等）、規制
の強化や緩和、ビジネスコ
ストの削減、データ公開
（個人情報保護条例の整備
についても記載すること）、
行政側の対応体制の整備等
について記載してください。 
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 （４）事業者からの事業環境整備の提案 
 
 
 
 
 
 （５）その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開の推進その他
の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項 

＜記載例＞ 
  A県庁企画振興部内、B市企画戦略室内に、事業者の抱える課題解決のための相談窓口を設置する。
また、事業環境整備の提案を受けた場合の対応については、知事や市長にも相談した上で対応するこ
ととする。 

＜記載例＞ 
①公益財団法人●●センター等の強化 
 （公財）●●センター等の支援機関の機能強化を図るために、地域企業が共同利用できる高度試験
研究機器の導入、Ｍ＆Ａ手法や事業承継なども含めた幅広い分野における専門家の配置や各種相談窓
口の設置など、ハード・ソフト両面での支援機能の拡充を実施する。 
  
②インフラの整備 
 B市内のC工業団地近く発生する渋滞に対応するため、迂回路を整備する。その際、隣接県とも協議
し、広活法の交付金活用事業で連携する。  
 
③事業承継 
 域内の事業者における円滑な事業承継を支援するため、地銀、税理士に周知を行うと共に、地域の
中核となっている企業に対して等に対して事業承継のツールの周知を行う。 

 事業者からの事業環境整備
の提案に対応する窓口や体
制について記載してくださ
い。 

 その他、産業用共用施設の
活用、人材育成・確保支援、
事業承継、技術支援、道路、
港湾、空港等のインフラ整
備との連携等、事業環境の
整備の事項を記載して下さ
い。 

 事業環境整備の実施事項に
ついてのスケジュール感を
お示しください。執行段階
になれば、あまり詳細のス
ケジュールは記載する必要
はありませんが、実行まで
の道筋をしっかり示してく
ださい。 
 



＜記載例＞ 
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（６）実施スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開の推進その他
の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項 

取組事項 ●●年度（初年度） ●●年度・・・・ ●●年度（最終年
度） 

【制度の整備】 

①不動産取得税、固
定資産税の減免措置
の創設 

9月議会に条例案提
出・審議 
10月条例施行、受付
開始  

 運用  運用 

②地方創生交付金の
活用 

●月 地方創生交付金
の交付決定 

9月 中市議会審議 
10月 事業開始  

 運用 運用  

【情報処理の促進のための環境整備（公共データの民間公開等）】 

①       

②       

【事業者からの事業環境整備の提案への対応】 

①       

・・・       

 事業環境整備の各実施事項
についてのスケジュール感
をお示しください。 
 

 事業者の予測可能性を高め
るため、実現までの道筋を
しっかりと示してください。
他方で、制度の運用段階に
なれば、あまり詳細のスケ
ジュールは記載する必要は
ありません。 
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 （１）支援の事業の方向性 
 
 
 
 
 
 
  
（２）地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７ 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項 

＜記載例＞ 
 地域一体となった地域経済牽引事業の促進に当たっては、A県が設置する公設試や産業支援
機関、B市が設立した公益財団法人●●センター、地域の大学としての▲▲大学、ＮＥＤＯ
（新エネルギー・産業技術総合開発機構）、●●信用金庫など、地域に存在する支援機関が
それぞれの能力を十分に連携して支援の効果を最大限発揮する必要がある。このため、B市及
びA県では、来年度中をめどに、これらの支援機関の大多数を含んだ連携支援計画の作成が行
われることを目標として、関係支援機関の理解醸成に努める。 

 地域の特性（強み）をどのよ
うに生かした事業を行うに当
たって、必要な支援事業を想
定して具体的に記載してくだ
さい。 

 現に地域に存在する支援ニー
ズ、地域経済牽引事業の実施
にあたって障壁となり得るこ
と等を的確に踏まえた上で、
各支援機関の得意分野などを
意識しながら、地域に特色の
ある支援体制の構築等につい
て言及していただくのが好ま
しいです。 

 また、連携支援計画の作成に
向けた自治体の決意に言及す
るのも有効です。 
 

 実際に事業を実施する地域経
済牽引事業支援機関を念頭に
置き、その機関の概要、想定
される支援事業の内容を具体
的に記載してください。 

 記載に当たっては、支援事業
を行う具体的な主体にまで踏
み込んで記載していただくこ
とが望ましいです。 

 地域経済牽引事業促進協議会
などを通して、関係者間での
調整を図った上で、記載する
ことが望ましいです。 
 

＜記載例＞ 
①公益財団法人●●センター 
 本地域の産業振興を目的に、施設賃貸、人材育成、販路開拓、技術指導、検査・分析、情
報提供等の幅広い支援の事業を行っている。次の２つのセンターが付属しており、企業の基
礎研究や検査・試験・解析の促進、企業間の共同研究・共同受注の場作りなど、地域の製造
業支援に不可欠な役割を果たしている。 
  a.工業技術センター（有機・無機分析、顕微鏡観察、電気計器、測定機器の較正を実施。
地域の事業者向けに、試験・研究設備の利用料を安くするなど、地域の研究拠点となってい
る。） 
 b.ＥＭＣセンター（電磁環境適合性に対する試験ができる県内では数少ない施設である他、
先端技術研究向けの機器を多数設置している。24時間開放するなど、地元企業が使いやす
い施設を意識しており、地域の中心産業である精密機械加工分野などにおいて、基礎研究の
重要な基盤となっている。また、解析・分析に関する専門人材を配置し、研究結果を効率的
に事業化に結び付けられるような体制を構築している。） 
  
②▲▲大学 
 地元中小企業の高卒中堅社員を対象にした基礎・高度技術や経営教育を実施するバーチャ
ル大学であり、●●大学工学部・××大学・■■専門学校等から講師の派遣を受け、地元企
業の人材の経営及び技術の更なるスキルアップを図っている。 
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（１）環境の保全 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
（２）安全な住民生活の保全 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項 

＜記載例＞ 
 新規開発を行う場合は周辺土地利用に鑑み、可能な限り自然環境に影響を与
えないよう配慮し、環境関係法令の遵守や環境保全・環境負荷の低減に向けた
十分な配慮を行い、事業活動においては環境保全に配慮し、地域社会との調和
を図っていくものとする。 
特に大規模な地域経済牽引事業を行うこととなった場合には、事業活動等が住
民の理解を得られるよう、必要に応じて、企業、行政が連携して住民説明会等
を実施するなど、周辺住民の理解を求めていく。 
また、廃棄物の軽減・リサイクルの積極的な推進や自然エネルギーの利活用等
の温暖化対策について、必要な情報を提供するとともに、廃棄物の不法投棄を
許さない環境づくりのための広報啓発活動を推進し、地域における環境等に対
する規範意識の向上を目指す。 

【環境保全について】 
 促進区域または重点促進区域に環境保全上重要な地
域が含まれる場合には、地域経済牽引事業の実施に
よる自然環境保全への影響を最小限とするための取
組を記載。 

 緑地の確保、大気汚染防止対策、排水処理、土壌汚
染防止対策、騒音・振動対策及び悪臭対策並びに地
球温暖化対策など、事業活動に伴い課題が生じ得る
事項に対する環境保全の取組、さらに住民の理解を
得るための取組について記載して下さい。 

 閉鎖性海域における水質総量削減計画に関する取組
や、次のような場合の環境保全への取組方針につい
ても記載することが望ましいです。 

 環境保全上重要な地域（環境省が自然環境保全基礎
調査で選定した特定植物群落、生物多様性の観点か
ら重要度の高い湿地（旧名：日本の重要湿地５０
０）、自然再生推進法に基づく自然再生事業の実施
地域、シギ・チドリ類渡来湿地、国内希少野生動植
物種の生息（繁殖・越冬・渡り環境）・生育域等）
に促進区域を設定する場合、整備の実施に当たって、
これら多様な野生動植物の生息・生育に十分配慮し、
希少種が確認された場合には、自然環境部局と十分
調整を図りつつ、専門家の意見を聴くなどして、生
息等への影響がないよう十分に配慮して行う旨の取
組方針を記載してください。 

【安全な住民生活の保全について】 
 地域経済牽引事業の促進によって、犯罪及び事故を
増加させたり、地域の安全と平穏を害することのな
いようにする配慮や取組について記載して下さい。 

 防犯設備や防犯体制、犯罪や事故の発生時における
警察への連絡体制の整備など、犯罪及び事故の防止
並びに地域の安全と平穏等を確保するために効果を
有する取組を住民の理解を得ながら行うことについ
て記載して下さい。 

 当該事項についての都道府県警との協議の上、記載
して下さい。 

＜記載例＞ 
 新規開発を行う場合は周辺土地利用に鑑み、可能な限り自然環境に影響を与え
ないよう配慮し、環境関係法令の遵守や環境保全・環境負荷の低減に向けた十分
な配慮を行い、事業活動においては環境保全に配慮し、地域社会との調和を図っ
ていくものとする。 
特に大規模な地域経済牽引事業を行うこととなった場合には、事業活動等が住民
の理解を得られるよう、必要に応じて、企業、行政が連携して住民説明会等を実
施するなど、周辺住民の理解を求めていく。 
また、廃棄物の軽減・リサイクルの積極的な推進や自然エネルギーの利活用等の
温暖化対策について、必要な情報を提供するとともに、廃棄物の不法投棄を許さ
ない環境づくりのための広報啓発活動を推進し、地域における環境等に対する規
範意識の向上を目指す。 
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（１）総論 
  
 
 
 
 
 
 
（２）土地の農業上の利用との調整に関し必要な事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その
基本的な事項 

＜記載例＞ 
 本基本計画の作成に当たっては、国土形成計画、都市計画、B市都市計画マスタープラン、B
市中心市街地活性化基本計画、B市農業振興地域整備計画との調和が図られたものであること
を確認している。それぞれの各計画における記載事項は以下のとおりであり、・・・・ 
また、土地利用調整計画の作成に当たっては、これらの諸計画との調和を図ることとする。ま
た、促進区域内に既存の工業団地や遊休地等がある場合には、B市においてその把握に努め、
事業者に開示するものとする。 土地利用調整計画の作成に当たっては、地番単位での指定を
行うこととする。 

＜記載例＞ 
 土地利用調整区域については、遊休地を含め上記（１）において把握された工場適地や業
務用地を優先して設定することとする。また、土地利用調整区域への立地を想定していた事
業者が立地を取りやめる、立地した事業者がその後すぐに撤退する等の事態が生じないよう、
具体的な立地ニーズや事業の見通しを踏まえて区域を設定する。 
やむを得ず土地利用調整区域に農地を含める場合においては、市町村が土地利用調整区域を
設定する際に行うべき調整について、下記の考え方に基づく具体的な方針を、基本計画にお
いて、地域の実情を踏まえて定めることとする。 
 
①農用地区域外での開発を優先すること 
 （地域の実情を踏まえて記載） 
②周辺の土地の農業上の効率的な利用に支障が生じないようにすること 
 （地域の実情を踏まえて記載） 
③面積規模が最小限であること 
 （地域の実情を踏まえて記載） 
④農地中間管理機構関連事業を実施した地域を含めないこと 
 （地域の実情を踏まえて記載） 

 まず、総論として、基本計画が調和
を図ることとされている国土形成計
画等の土地利用関係の諸計画との調
整方針について記載してください。
また、土地利用調整計画と諸計画と
の調整方針についても記載してくだ
さい。さらに、遊休地等の把握につ
いても記載してください。 

 市町村マスタープラン、都市計画区
域マスタープランとの整合性につい
て記載してください。 

 基本計画の作成手続きの中で、都道
府県の開発部局への合議を行ってく
ださい。 

 
 

 重点促進区域に農用地を含む場合に
おいては、土地利用調整区域を設定
するに当たっての調整方針を記載し
てください。 

 その際、基本方針ヘ（１）及び
（２）の記載事項をご覧になり、地
域の実情を踏まえて、具体的に記載
してください。 

 下記の方針についても具体的に記載
してください。 

 ①農用地区域外での開発を優先するこ
と 
 ②周辺の土地の農業上の効率的な利用
に支障が生じないようにすること 
 ③面積規模が最小限であること 
 ④農地中間管理機構関連事業を実施し
た地域を含めないこと 
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１０ 計画期間 

＜記載例＞ 
 本計画の計画期間は、計画同意の日から平成３３年度末日までとする。 

（３）市街化調整区域における土地利用の調整に関し必要な事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その
基本的な事項 

＜記載例＞ 
 土地利用調整区域の設定に当たっては、市街化区域（非線引き都市計画区域にあっては用途
地域）内において現に宅地化された土地の活用を優先することとする。 
 ただし、市街化区域において適切な土地がないと認められ、かつ、地形・環境等の自然条件、
雇用、交通、土地利用、産業等の社会経済条件を総合的に勘案し、やむを得ないと認められる
場合には、都市計画（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を含む。）及び都市計画法第
18条の２の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれることを前提に、市街化
調整区域において重点促進区域及び土地利用調整区域を設定することを妨げないものとする。 
 この場合、重点促進区域及び土地利用調整区域の設定に伴い、市街化調整区域において大規
模な公共施設整備を要することのないよう留意するとともに、地域経済牽引事業と関係のない
施設や商業施設等の集客性のある施設、住宅等の市街化を促進する施設の新たな立地を誘発し
ないことが求められる。 
 土地利用調整区域における地域経済牽引事業の用に供する施設としては、周辺の市街化を促
進するおそれがなく、かつ、市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当であって、
地域経済牽引事業の効果を発揮する上で次のような立地を得られることが特に必要であると認
められる以下のものが考えられる。 
ⅰ）流通の結節点 
高速自動車国道、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有す
る社会資本等の近傍に立地する食品関連物流施設、植物工場、生体材料の研究施設及び工場 
ⅱ）原料調達地又は密接な関係のある既存施設の近傍 
医薬品又は食品の原料又は材料として使用される農林水産物等の生産地等及び現に試験研究の
用に供されている試験研究施設等の近傍に立地する研究施設及び工場 
 
 

 基本方針における記載事項に基づ
いて記載してください。 

 市町村マスタープラン、都市計画
区域マスタープランとの整合性に
ついて記載してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 計画期間は５年（同意の日から５
年を経過する日が属する年度末）
が原則です。 

 ５年よりも短期又は長期の期間を
設定する場合には、当該計画期間
の合理性について記載して下さい 

 計画期間は、「本計画の計画期間
は計画同意の日から平成○年度末
日までとする。」と正確に記載し
て下さい。 
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