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資料１



１．企業立地促進総合プランの実施について



○平成２２年８月、菅内閣総理大臣は経済産業大臣に対し、国内投資を促進し新たな雇用を創出するため、工
場・事業所や本社機能の国内立地促進、中小企業対策を重点課題とする「日本国内投資促進プログラム」を取
りまとめるよう指示。

○官民の役割分担を明確化し官民がそれぞれの役割を協調して果たすため、新成長戦略実現会議の下に設け
た「国内投資促進円卓会議」において今後半年から１年の間に官民が一体となって実施すべき対応策を検討。

○平成２２年１１月、企業の立地や投資の障壁を除去し、企業の負担を軽減するため、 「企業立地促進総合プラ
ン」 を含む、「日本国内投資促進プログラム」を策定。

１．国内投資促進地域本部の設置について ３．ベストプラクティス集の策定について

地域において、具体的な国内投資促進策を推進するた
め、国内投資促進円卓会議の下に、全国９地域のブロッ
ク毎に「国内投資促進地域本部」を設置。

【地域本部のメンバー】
本部長：各地方経済産業局長
構成員：地域の経済界（経済連合会、商工会議所

連合会、地方銀行等）、関係省庁の出先
機関（整備局、農政局等）、自治体等

【検討内容】
国内投資促進のため、工場立地手続の迅速化やアジア拠
点化政策の展開等に関する目標を設定し、取組を推進。

工場立地手続の迅速化のための取組を中心に、企業の
国内投資促進に資する優れた地方公共団体の取組を広く
紹介するため、ベストプラクティス集を策定。

①規制手続の工夫による迅速で円滑な工場立地の実現
②企業にとって実効性がある「真」のワンストップ
サービス化の取組事例
③アフターフォローの充実による既存企業の投資促進

【内容】

企業からの工場立地等の国内投資に関する相談を受け
付け、問題解決するとともに、ベストプラクティスを情
報提供するため、全国１０地域の経済産業局等に工場立
地相談窓口を設置。

２．工場立地相談窓口の設置について

４．立地関連規制の「成長促進型」（プロ・グロー
ス）見直しについて

企業の立地や投資の障壁となっている規制について、
「成長促進型（プロ・グロース）政策を推進するとの視
点から見直しを行い、行政刷新会議の下で具体的方針を
決定する。
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○各地域において、国内投資促進策や工場立地手続きの迅速化、アジア拠点化政策を実施するため
に、全国９地域のブロックごとに、地方経済産業局が中心となり、「国内投資促進地域本部」＇以下、
地域本部（を設置する。

○地域本部は、地域の経済界、関係省庁の出先機関、自治体等から構成され、地域ごとの投資促進
策、工場立地迅速化、外資系企業の誘致等に関する目標を設定し、今後の具体的取組について検
討し、実施する予定。

金融機関 地方自治体 地域の経済界

国内投資促進地域本部＇本部長：地方経済産業局長（

関係省庁の出先機関

構成メンバー

その他関係機関

【参考：地域本部構成メンバー】

１．国内投資促進地域本部の概要

２．国内投資促進地域本部の目標の設定状況

地域 目標設定

北海道局

１．迅速な工場立地手続きを実現した道内自治体の事例や全国の「ベストプラクティス」を参考に、工場立地手続きの迅速化等を全道に拡げ
ていく。

２．北海道地域の投資・立地環境を整備するため、空港、港湾、道路、新幹線等の産業インフラ整備と利便性の向上を推進する。
３．投資ルールの明確化、公共・社会インフラの整備等を推進し、海外からの投資を促進する。
４．「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区」の実現を図り、北海道の食関連産業の生産性と付加価値の向上により、その国際競

争力を強化する。

東北局 【本日策定】
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地域 目標設定

関東局 【未設定】

中部局

【長期目標】
管内製造業の事業所件数が全国比で１６％以上となることを、中長期＇概ね１０年後（の目標とする。
○平成23年度の目標
国内投資促進のための平成２３年の目標については、管内工場立地件数＇工場立地動向調査（の全国比で１５％以上とし、その実現のために以下の

取組を実施

近畿局

【目標１「工場立地手続の迅速化」に向けての目標】
１．「工場立地手続きの迅速化」のためのベストプラクティスの情報を共有し、自治体において創意工夫を提案してもらい、地域本部で地域内外に情報

発信を行う。
例：ワンストップ窓口の設置、ワンストップ窓口の強化、迅速化のための庁内会議の設置、迅速化のための庁内会議の充実、企業誘致窓口と手続担

当部門の密接な連携による誘致体制の強化、府県による手続迅速化のための基礎自治体へのアドバイス体制の強化 等
【目標２「外資系企業誘致」に向けての目標】

１．アジア拠点化施策＇法認定や補助金（の活用を視野に、関係機関との連携強化により、Ｒ＆Ｄ拠点やアジア統括拠点となる有望案件の発掘・誘致
を行い、関西における高付加価値拠点形成の促進を図る。

２．外資系企業誘致に関する施策情報や進出事例情報等を共有し、ＩＮＶＥＳＴ関西会議のＷｅｂサイト等により関西が一体となった積極的な情報発信
を行う。併せて、外資系企業による施策活用を促すための取り組みを検討・実施する。

【目標３「地域の投資促進」に向けての目標】
１．平成１９年に施行された「企業立地促進法」に基づき、近畿は、計画を遂行するための各地域産業活性化協議会の承認の下、管内全府県下に３３

計画が策定されている。この計画で設定されている目標を、「地域の投資促進」に向けての目標とする。

実施主体

１．　中部地域に お け る 投資促進関連 

１（企業立地促進法に 基づ く 基本計画の着実な推進 自治体

＇参考：中部管内１９計画＇5年間（に お け る 目標は新規立地783件（

２（中部経済産業局八ヶ岳構造創出戦略の着実な展開 中部経済産業局

＇産業構造再構築を 図り、スマー トコミュ ニ ティ、航空機、ヘ ルスケア、次世代住宅等の産

業群の広がりに よ る 投資促進（

３（各県の総合計画等、経済界の産業振興プ ラ ン の着実な展開 自治体・関係機関

２．　外資系企業の誘致関連 

既存組織との連携に よ る 外資系企業の誘致

①外国企業ビ ジネスマッチ ン グ 、事業立ち 上げ支援等に つ い てGNIと連携し実施 ＧＮＩ

＇参考：GNIは、2009年4月から5年間で50社の事務所等進出を 目指す （

②北陸AJE Cを 核に した外資系企業誘致活動の推進・連携 北陸Ａ ＪＥ Ｃ

３．　工場立地手続の迅速化・円滑化関連 

１（工場立地に 関す る 規制緩和・自治体への権限委譲に よ る 手続き の迅速化 関係機関

２（ベ ストプ ラ クティス事例の収集・共有に よ る ステップ アップ したワ ン ストップ サー ビ スの実施 自治体

３（中部企業立地フォ ー ラ ム、ビ ジネスツ アー 開催等に よ る 広域連携体制の強化 中部経済産業局

項　　　　目
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地域 目標設定

中国局

【目標１：「工場立地手続きの迅速化に関すること」】
○ 工場立地手続きに関するワンストップサービスの強化
○ 国、県、市町村、関係事業者等との連携の強化

【目標２：「外資系企業の誘致に関すること」】
○ 国、自治体の外資系企業誘致活動の強化
○ ＪＥＴＲＯ等関係機関との連携の強化

【目標３：「地域における投資促進等に関すること」】
○ 関係機関と連携した中国地域内への誘致活動の強化

四国局

【目標１：「工場立地手続きの迅速化に向けた目標」】
○ベストプラクティスの事例等を参考に、立地手続き迅速化の取組を四国内に広げていく

【目標２：「地域の投資促進に向けた目標」】
○地域・企業の課題を把握する体制を整備し解決を図っていくとともに、四国の立地に関する地域情報の提供・PR活動を各種の機会を通じて行う

【目標３：「外資系企業誘致に向けた目標」】
○外資系企業誘致のための地域情報の提供・PR活動を各種の機会を通じて行う

九州局

【目標１：「工場立地手続きの迅速化」に向けた目標】
○工場立地手続きに関するベストプラクティス事例を参考に、自治体において工場立地手続きの迅速化のための体制を整備する。

【目標２：「外資系企業の誘致」に向けた目標】
①自治体、関係機関等が連携し、アジア拠点化立地補助金等インセンティブの活用も視野に入れ、有望案件の発掘を行う。
②アジアとの近接性、自動車・半導体をはじめとする産業集積等の投資先としてのポテンシャルを紹介する「九州のビジネス環境」情報を整

備・発信するとともに、自治体、関係機関等が連携し、外国企業誘致セミナー・研修会を実施し、外国企業誘致の施策活用の向上を図る。
【目標３：「地域の投資促進」に向けた目標】

①立地・投資環境の改善、課題解決に資する本部内・外を含めた広範なネットワークを構築する。
②低炭素型雇用創出産業立地推進事業費補助金の活用等によりグリーン立地を促進する。
③地域の投資的適地拡大のため企業の遊休地等の活用を図り、地域における投資促進に結びつける。

沖縄局

【目標１：「工場立地手続きの迅速化」に向けた定性的な目標】
○工場立地関連の手続きの迅速化については、近年、建築基準法担当部署や県の工場立地担当課において手続き迅速化等の見直し、 改善等を行って
いるが、更なる手続きの効率化、迅速化を図るため、沖縄地域産業立地推進協議会＇沖産協（において定期的な会議等 を開催し、工場立地に関する情報
提供・共有化を行うほか、工場立地担当者向けの企業誘致に関する研修や先進事例視察等を実施する。

【目標２：「外資系企業誘致」に向けた定性的な目標】
○中国を初めとするアジア主要都市において企業誘致セミナー等を実施し、外資系企業の誘致活動の強化を図る。

また、現在、各自治体及びＪＥＴＲＯが個別で実施している外資系企業の誘致活動については、沖産協において外資系誘致ワーキンググループを設置
し、外資系誘致に関する各種支援制度の紹介や誘致活動の具体的な検討会を実施するなど、より効率的、効果的な外資系誘致活動を図る。

【目標３：「地域の投資促進」に向けた定性的な目標】
○地域の投資促進するため、企業立地に資する意識向上のための自治体企業担当者向けのセミナーの開催、県内への企業誘致のＰＲの実施、また、企
業誘致セミナーや経済特区に係る視察ツアーを開催するなど、県内への投資促進の強化を図る。
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○工場立地を進めるに当たっては、自治体の規制の手続や電力・ガス等のインフラ整
備等の、企業単独では解決困難な問題が生じるケースがある。

○こうした、企業の立地や投資を巡る個別具体的な問題についての相談を受け付け、
問題を解決するため、全国１０地域ブロックごとに、地方経済産業局内に「工場立地
相談窓口」を設置し、広く周知する。

立地や投資を
考えている企業

地元自治体

問題解決

相談

関係省庁

協力の要請

協力の要請

協力の要請
協力の要請

工場立地相談窓口
＇地方経済産業局（

金融機関
・地方銀行
・日本政策金融公庫 等

その他関係機関
・中小企業基盤整備機構
・日本貿易振興機構
・商工会 等

○工場立地相談窓口開設以来、全国の工場立地相談窓口での対応案件数は
約８００件【平成23年1月～6月】

５



１．ベストプラクティス集の概要
○企業の立地や投資の障壁を除去し、企業の負担を軽減するため、企業が立地を行うにあ

たり、立地迅速化等の優れた地方公共団体の取組事例を広く紹介するベストプラクティス
集を作成。

【内容】①規制の手続の工夫による迅速化等②企業にとって実効性のある「真」のワンストップサービス
③アフターフォローの充実による既存企業の投資促進

２．ベストプラクティス集の周知状況

○経済産業省HPにてベストプラクティス集の公表・紹介＇H23.1（
○国内投資促進地域本部において依頼＇H23.1～（
○各経産局から各管轄都道府県に対しベストプラクティス集に基づく立地迅速化への取り組みの依頼

＇H23.1～（
○ベストプラクティス集＇冊子（を作成し、全都道府県・市町村＇約1,800自治体（に配布＇H23.2～（
○工場立地相談窓口の相談員が自治体、企業への相談に併せてベストプラクティス集の事例紹介。

＇H23.2～（
○Metiジャーナル＇3.4月号（、月刊誌「産業立地」＇日本立地センター（による紹介。＇H23.4、H23.5（

３．ベストプラクティス集を活用した事例

①工場立地法の特例を導入した事例
・工場立地法に基づく届出制限期間を従来の３０日から１０日に短縮＇HPにより広く紹介（【福岡県】
②ベストプラクティス集事例の今後の活用
・近畿局管内全ての市町村＇２１５市町村（にベスプラ集に関するアンケートを実施。５７市町村において、

ベスプラ事例を参考とし、今後活用したいと回答。
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１．規制手続の工夫による迅速化等の事例

＇１（工場立地法の特例による届出手続の迅速化 手続期間を８０日間＇９０日→１０日（短縮

＇２（事前協議の充実による建築確認期間の短縮化 手続期間を４０日間＇７０日→３０日（短縮

＇３（都市計画法に基づく審議会等の開催時期の見直しによる手続迅速化 手続期間を４ヶ月＇数年から半年→４ヶ月（に短縮

＇４（トップダウンの強い意志による手続迅速化 手続期間を１／３＇３０ヶ月→１０ヶ月（短縮

＇５（関係部局による合同調整による都市計画手続きの迅速化 手続期間を４週間＇６週間→２週間（短縮

＇６（農業用地の転用に当たり自治体職員による手続支援による迅速化 手続期間を５．５ヶ月間＇１０ヶ月→４．５ヶ月（短縮

＇７（市長等直轄組織の総合的な企業誘致による迅速化

＇８（工場立地法の特例による緑地規制にかかる弾力的運用

２．企業にとって実効性のある「真」のワンストップサービスの事例

＇９（庁内連絡会議の迅速化により事前調整期間の短縮化 手続期間を１ヶ月間＇２ヶ月→１ヶ月（短縮

＇１０（部局横断組織の設置による手続きの迅速化

＇１１（企業からの問い合わせに対する２４時間以内の回答の徹底

＇１２（諸手続に係る庁内会議を企業も巻き込み開催することによる迅速化

＇１３（知事や市長等の直轄組織による意志決定の迅速化

３．アフターフォローの充実による既存企業の投資促進の事例

＇１４（企業立地後のアフターフォローとして無料人材斡旋を実施

＇１５（一人の職員が異動後も企業を支えるパーマネント・スタッフ制度

○「ベストプラクティス集」では、地方公共団体の企業の事業環境整備のための様々な取組みやノウハウを
紹介。
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①太陽光パネル設置に関する建築基準法の取扱いの見直し
・建築基準法施行令の改正（平成23年3月25日閣議決定→同年10月1日施行）及び、
技術的基準の発出（同年3月25日）により対応。

②工場立地法の緑地規制の見直し

・本年７月に、制度見直しに関する産構審の議論をまとめた「規制改革要望等への対応の
方向性について」を公表。現在、省令、告示を改正中。

③土壌汚染対策法の自然原因汚染の取扱いの見直し
・環境省において、土壌汚染対策法施行規則等の改正作業を実施。今後も負担軽減措置の
内容について、効果検証を行うとともに、継続的な見直しを図る。

④コンビナートの協業体制構築に向けた規制見直し ＇消防法の配管配置規制の見直し等（

・平成23年度措置（「規制・制度改革に係る方針」平成２３年４月８日閣議決定(以下同じ。)）

⑤既存不適格建築物に関する建築基準法の取扱いの見直し

・平成23年度検討開始、次期法改正時までに結論（「規制・制度改革に係る方針」）

⑥大気汚染防止法の届出審査の迅速化、⑦水質汚濁防止法の届出審査の迅速化
・平成23年度措置（「規制・制度改革に係る方針」）

⑧建築基準法の建築確認審査の迅速化

・「建築基準法の見直しに関する検討会」（平成22年3月～10月）における議論等も
踏まえ、平成23年3月25日、建築確認手続き等の運用改善（第二弾）の概要を公表。

８



２．今後の産業競争力強化について

～産業構造審議会産業競争力部会資料より抜粋～



１． 大震災後の日本経済を巡る状況

１．足下で成長期待の低下
震災の影響により経済成長は大きく下ぶれ。復旧・復興のた

めに新たな財政負担が発生

３．製造業のサプライチェーンの「脆弱
性」の顕在化

震災影響により、特定の事業者に生産が集中し、代替が困
難である脆弱性が顕在化

２．電力需給の逼迫のコストの上昇懸念
東日本で大規模に電力供給力が減尐。エネルギーコスト上

昇懸念。節電・ピークシフトが必要。

４．海外における日本ブランドへの信頼
性に対する影響

海外における日本の信頼性、安全性について「日本ブラン
ド力」の低下

こうした要因が複合的に重なり合うことにより、産業の空洞化の懸念は一層深刻に。

空洞化対策 成長力の創出・強化 が重要

10



２．空洞化対策① 産業競争力の観点からのエネルギー政策
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２．空洞化対策②＇サプライチェーンの強靱化、立地競争力の強化（
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３．成長力の創出・強化
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