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企業誘致は順調ですか？

そんな時には…！！

日本立地センターへご相談下さい！！
・企業立地の動きとその要因を把握しています。
・毎年約50,000社の企業に対して立地意向をアンケート

調査しています。
・毎年約800社の投資意向のある企業を直接訪問しています。
・昭和37年から産業立地に関する調査、コンサルティング事業を実施。

豊富な経験とノウハウで多くの企業誘致実績があります。

・企業誘致の手法がわからない
・企業誘致が進まない
・企業誘致の受け皿となる工業団地がない

企業誘致関係業務一覧

Ⅰ 工業団地適地調査

Ⅱ 委託調査事業

Ⅲ 企業誘致サポート事業(合同アンケート調査)

Ⅳ 企業立地アンケート調査事業

Ⅴ ＰＲ事業

Ⅵ 企業誘致東京事務所機能

Ⅶ 研修事業

Ⅷ 賛助会員制度



Ⅰ 工業団地適地調査

産業団地等企業誘致の受け皿整備に関する調査を行います。

１．企業立地動向の把握

・全国、都道府県、貴地域の立地動向

２．一次候補地の抽出、二次候補地の選定
・一次候補地の現地視察、評価

・総合評価により二次候補地の選定

３．産業団地開発計画の検討
・開発手法（法手続き、事業主体）の検討

・土地利用計画図、概算事業費、開発スケジュールを策定

・開発に向けた課題・対策

４．企業ニーズ調査・用地需要把握調査※

・企業アンケート調査による立地可能性企業の把握、産業用地の需要面積の把握

◆標準参考価格：450万円（会員430万円）
４．企業ニーズ調査・用地需要把握調査を実施した場合 100万円程度追加 ＊価格は税別、地域・仕様によって変動します。

Ⅱ 委託調査事業

１．企業誘致戦略策定調査
・導入すべき業種、企業アプローチ手法等、効果的な企業誘致活動を提案。

◆標準参考価格：400万円（会員380万円）

２．農村地域への産業の導入の促進等に関する

法律（農村産業法）の実施計画の策定支援

・農地を産業用地に転用する手法として、全国で活用されています。

・農村産業法の実施計画の作成をサポートします。

◆標準参考価格：480万円（会員450万円）

＊価格は税別、地域・仕様によって変動します。



Ⅲ 企業誘致サポート事業(合同アンケート調査)

１．前期６月：合同の全国向け大規模企業アンケート調査を実施。
• 1,000社発送分の費用負担で、10,000社以上に用地等をＰＲできます。

• 総発送数が10,000社以上になるため有意企業を見つける確率がアップします。

２．後期11月：重点地域への企業アンケート調査を実施。
• 周辺地域の企業向け（1,000社）に重点的にＰＲを行います。

• 参加団体独自の産業用地資料を同封し、情報発信します。 （前期実施団体のみ対象）

３．有意な回答企業に直接訪問し、貴地域に企業立地が進むよう
サポート。立地計画、企業意向を詳細レポートにて報告。

４．本財団のＨＰ、機関誌、メルマガにて、用地情報をＰＲ。

５．金融機関、ゼネコン等への産業用地の情報提供。

６．企業誘致アドバイス

◆標準参考価格：
1～6 前･後期２回 ２５０万円（会員２３０万円） 1･3～6 前期１回 １５０万円（会員１４０万円）
1のみ 前期１回 １００万円（会員９０万円）

※参加が10団体以下の場合は実施しない場合もあります。
※価格は税別、地域・仕様によって変動します。

Ⅳ 企業立地アンケート調査事業

１．貴団体が希望する条件で抽出した3,000社に対してアン

ケート調査を実施（同封するパンフレットをご用意下さい）。

２．有意な回答企業に訪問し、貴地域への立地に向けて

サポート。訪問結果などを詳細レポートにて報告。

３．「企業立地フェア」の本財団のブースにてパンフレット等を

配置し、貴地域をＰＲ。

◆標準参考価格：400万円（会員380万円）

＊価格は税別、地域・仕様によって変動します。



Ⅴ ＰＲ事業

１．本財団運営のサイト「立地.net」に、貴地域の産業団地紹
介サイトにリンクするバナー広告を６か月掲載。

２．「産業立地情報メールマガジン（毎月２回8,000件配信）」
に貴地域の広告を６か月（12回）掲載。

◆標準参考価格：20万円（会員18万円）

３．本財団の機関誌「産業立地（奇数月隔月発行）」に貴地域
の広告を掲載。

◆標準参考価格：15万円／回（会員7.5万円／回）

＊価格は税別、地域・仕様によって変動します。

Ⅵ 企業誘致東京事務所機能

１．企業誘致サポート事業もしくは企業立地アンケート調査

事業に加え、本財団内に貴地域のスペースを設置し、

貴地域専門の企業誘致担当者を配置。

２．適宜、企業誘致担当者と企業訪問に同行していただき、

貴地域の優位性をＰＲしていただくことが可能。

◆標準価格：1,000万円（会員970万円）

＊価格は税別、地域・仕様によって変動します。



Ⅶ 産業立地研修会

１．産業立地実務研修会

� 企業誘致、産業用地開発を担当している方々を対象に、企業誘致手法
や法制度・関連施策、産業動向、企業誘致事例等、産業立地業務に関す
る基本的な事項を網羅し、産業立地に関する実務の向上を目的として開
催します。

◆開催予定：7月上旬（２日間） 開催場所：東京都内 定員：80名

オンデマンド 定員：なし

◆参加費：4万円／人（会員8万円／人）・税込

２．産業立地研修会

� 産業立地・産業振興等に携わる方々を対象に、地域振興に関わるテーマ
による研修会を開催します。

◆開催予定：11月下旬（１日間） 開催場所：東京都内 定員：80名

オンデマンド 定員：なし

◆参加費：1.5万円／人（会員3万円／人）・税込

Ⅷ 賛助会員制度

� 本財団には賛助会員制度があります。

会員特典 ・事業委託金額や研修会の参加費の割引

・会員限定「ミニ・セミナー」の参加

・機関誌『産業立地』の提供

・企業立地情報「企業立地の動き」の毎月配信

・企業誘致や地域振興に関する相談 など

＊賛助会員でなくても、各種事業の委託は可能です。

� 詳細はこちら https://www.jilc.or.jp/pages/28/

一般財団法人日本立地センター 産業立地部

TEL 03-3518-8962 E-mail sangyo@jilc.or.jp



● 産業用地情報

● 都道府県・市町村の優遇措置

● 企業立地に関連するセミナー情報

● メールマガジン（登録・解除、バックナンバー） 等

企業⽴地、設備投資に関する
情報が満載︕

https://www.jilc.or.jp/ritti-net

主な内容

アクセスはこちらから

企業⽴地に役⽴つ情報が満載の
メールマガジン。
イベント情報等も掲載できます。

毎月１日と15日の月２回

自治体職員、企業の立地関連担当者、
関係機関等 約8,000人

● 産業立地に関連する最新のトピックス

● 各種補助金情報、企業立地促進法関連
のニュース

● 企業立地関連のイベント情報

● 地域からのお知らせ、取り組み紹介

● 知っておくと便利な制度の解説 等

主な内容

発 ⾏ 日

主な読者
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○TOPICS

平成25年（１月～12月期）工場立地動向調査結果（速報）
沖縄振興特別措置法の一部改正
平成26年度戦略的基盤技術高度化支援事業の公募
平成25年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事
業（ものづくり、商業・サービス）」の１次公募
「海外事業者との投資提携事例集～協業で未来を拓く～」の公表
産業競争力強化法の｢グレーゾーン解消制度｣の活用について
平成26年度「対内投資等地域活性化立地推進事業費補助金（企業立地促進基盤
整備事業）」の公募（再掲）
平成26年度「電源地域産業関連施設等整備費補助金」の公募（再掲）
平成26年度「対内投資等地域活性化立地推進事業費補助金（グローバル企業立
地推進事業）」の公募（再掲）
○イベント情報
○地域からのお知らせ
○企業立地関連情報アラカルト
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○平成25年（１月～12月期）工場立地動向調査結果（速報）

経済産業省は、平成26年３月28日に「平成25年工場立地動向調査（速報）」を公
表しました。
平成25年１月から12月における全国の工場立地件数は1,873件（前年比52.6％増）、

工場立地面積は7,534ha（前年比140.1％増）となりました。なお、電気業を除いた
工場立地件数は829件（前年比11.6％減）、工場立地面積は1,076ha（前年比2.4％
減）となっています。

詳細については、以下をご覧ください。

http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140328004/20140328004.html

○沖縄振興特別措置法の一部改正

沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律が、平成26年４月１日より施行されま
した。
沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図るため、経済金融活

性化特別地区制度の創設、情報通信産業振興地域等に係る特例措置の変更が行われ
るとともに、沖縄路線に係る航空機燃料税の軽減措置が拡充されています。

詳細については、以下をご覧ください。

http://www8.cao.go.jp/okinawa/8/2014/okishinhou0401.html

・
・
・
・
・

┼───────────────────────────────────┼
■□■地域からのお知らせ■□■

┼───────────────────────────────────┼

○古河市片田南西部土地区画整理事業地区内の宅地売却（大街区保留地）（先着順）

茨城県古河市では、片田南西部土地区画整理事業の保留地の公売を先着順で行っ
ています。

所在地：古河市片田南西部地区 [区画整理事業地内]

面 積：１街区３－１号画地（北側画地）9,269.47㎡（約2,804坪）

売買価格：229,882,856円（24,800円／㎡、約81,983円／坪）

受付期間：平成26年４月30日（水）まで
（先着順のため、受付期間は短縮又は延長する場合があります。）

詳細については、以下をご覧ください。

http://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/0000001937.html

□■□★☆★―――――――――――――――――――――――――★☆★□■□

企業立地関連情報アラカルト

「くるみん税制が延長されました」

次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」）に基づく認定を受け､次世代認
定マーク（愛称「くるみん」）を取得した企業は、認定を受ける対象となった一般
事業主行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日ま
での期間内に取得・新築・増改築をした建物等について、認定を受けた日を含む事
業年度において、普通償却限度額の32％の割増償却ができます。
この税制優遇が平成27年３月31日まで延長されました。

１．税制優遇制度の対象となる事業主の要件

・青色申告書を提出する事業主であること

・平成23年４月１日から平成27年３月31 日までの期間内に始まるいずれかの事
業年度において、次世代法の認定を受けること

・
・
・
・
・

https://www.jilc.or.jp/ritti-net
登録はこちらから
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