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江田島市企業立地奨励条例（平成16年江田島市条例第149号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は，市内において工場等    を新設し，又は増設する

者に対し，所要の奨励措置を講ずることにより，市産業の振興と雇用

機会の拡大を図り，もって市経済の発展と市民生活の充実安定に資す

ることを目的とする。 

第１条 この条例は，市内において産業施設等を新設し，又は増設する

者に対し，所要の奨励措置を講ずることにより，市産業の振興と雇用

機会の拡大を図り，もって市経済の発展と市民生活の充実安定に資す

ることを目的とする。 

（定義） （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。 
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) 工場等 次の施設をいう。 
ア 生産施設 製造の事業の用に供する施設及びこれらに附帯する

施設をいう。 
イ 試験研究施設 学術的研究及び試験などを行う事業の用に供す

る施設及びこれらに附帯する施設をいう。 
ウ 観光施設 観光客を収容するための宿泊施設又は遊園地，ゴル

フ場，マリンレジャー施設及びこれらに類する施設をいう。ただ

し，風俗営業又は性風俗関連特殊営業（風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項

及び第５項に規定するものをいう。）の用に供する施設を除く。 
エ その他の施設 アからウまでに掲げるもののほか，特にその施

設が市の産業の振興に寄与すると認められる事業の用に供する施

(1) 産業施設等 市の産業の振興に寄与すると認められる事業の用に

供する施設等をいう。ただし，風俗営業又は性風俗関連特殊営業（風

俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第1
22号）第２条第１項及び第５項に規定するものをいう。）の用に供

する施設を除く。 
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設をいう。 

(2) 新設 市内に既存の工場等    を有しない者が新たに市内に工場

等    を設置する場合又は市内に既存の工場等    を有する者が既

存の工場等    を廃止して新たに市内に独立した工場等    を設置

する場合 

(2) 新設 市内に既存の産業施設等を有しない者が新たに市内に産業

施設等を設置する場合又は市内に既存の産業施設等を有する者が既

存の産業施設等を廃止して新たに市内に独立した産業施設等を設置

する場合 

(3) 増設 市内に既存の工場等    を有する者が当該工場等    の規

模を拡張するため，当該工場等    に隣接して，又は市内の他の場

所へ新たに工場等    を設置することをいう。                   
                                                            

(3) 増設 市内に既存の産業施設等を有する者が当該産業施設等の規

模を拡張するため，当該産業施設等に隣接して，又は市内の他の場

所へ新たに産業施設等を設置することをいう。ただし，産業施設等

の改築，敷地の拡張並びに償却資産の購入，改造及び補修を除く。 

(4) 新規雇用者 新設し，又は増設した工場等    の操業開始に伴い，

新規に常勤の従業員として雇用された者                        
                                                            
をいう。ただし，役員                                         
                       及び監査役を除く。 

(4) 新規雇用者 新設し，又は増設した産業施設等の操業開始に伴い，

新規に常勤の従業員として雇用された者で，当該産業施設等に専従

する者（増設の場合は，従前の従業員数の増員となる者に限る。）

をいう。ただし，同一企業，関連企業等から市内に配置替えになっ

た者，代表権を有する役員及び監査役を除く。 

(5) （略） (5) （略） 

 (6) 固定資産税評価額 固定資産に課される固定資産税の地方税法第

１条第１項第６号に規定する納税通知書に記載される課税標準額を

いう。 

（奨励事業者の指定） （奨励事業者の指定） 

第３条 市長は，市内に工場等    を新設し，又は増設する者のうち，

第１条に規定する目的に適合し，かつ，次条に規定する基準に適合す

る事業者を，奨励事業者として指定するものとする。 

第３条 市長は，市内に産業施設等を新設し，又は増設する者のうち，

第１条に規定する目的に適合し，かつ，次条に規定する基準に適合す

る事業者を，奨励事業者として指定するものとする。 

２ （略） ２ （略） 
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（指定の基準） （指定の基準） 

第４条 指定の基準は，工場等    を新設し，又は増設する事業者であ

って，当該工場等に対する投下固定資産総額が3,000万円以上で，新規

雇用者の数が３人以上となるものとする。ただし，第２条第１号ウに

規定する宿泊施設にあっては，新規雇用者数は問わない。 

第４条 指定の基準は，産業施設等を新設し，又は増設する事業者であ

って，次に掲げる要件を全て満たすもの                           
                              とする。ただし，                 
       宿泊施設にあっては，新規雇用者数は問わない。 

 (1) 当該産業施設等に対する投下固定資産総額が3,000万円以上であ

ること。 

 (2) 新規雇用者の数が３人以上であること。 

 (3) ５年以上事業を継続すること。 

（奨励措置及び奨励金の申請） （奨励措置及び奨励金の申請） 

第５条 市長は，指定をした事業者（以下「奨励事業者」という。）に

対して，奨励措置として次に掲げる奨励金（以下「奨励金」という。）

を予算の範囲内で交付することができる。 

第５条 市長は，指定をした事業者（以下「奨励事業者」という。）に

対して，奨励措置として次に掲げる奨励金（以下「奨励金」という。）

を予算の範囲内で交付することができる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

 (3) 施設整備奨励金 

 (4) 土地取得奨励金 

２ （略） ２ （略） 

（奨励金の額） （奨励金の額） 

第６条 企業立地奨励金の額は，奨励事業者が新設し，又は増設した工

場等    （増設の場合は，当該増設部分の工場等    とする。以下同

じ。）に対して投下した                                         
       固定資産税相当額とし，５年間に限り交付する。ただし，江田

第６条 企業立地奨励金の額は，奨励事業者が新設し，又は増設した産

業施設等（増設の場合は，当該増設部分の産業施設等とする。以下同

じ。）が操業を開始した日以降において，事業の用に供している産業

施設等の固定資産税相当額とし，５年間に限り交付する。ただし，江
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島市固定資産税の課税免除等に関する条例（平成16年江田島市条例第4
5号）第２条に規定する固定資産税の課税免除等の適用を受ける資格を

有する者は，当該課税免除等となる税額相当額を減額して交付する。 

田島市固定資産税の課税免除等に関する条例（平成16年江田島市条例

第45号）第２条に規定する固定資産税の課税免除等の適用を受ける資

格を有する者は，当該課税免除等となる税額相当額を減額して交付す

る。 

２ 新規雇用奨励金の額は，新設し，又は増設した工場等    の操業開

始に伴い，新規に雇用した常勤の従業員のうち，当該工場等    の操

業を開始した日から１年経過後の最初の１月１日現在において１年以

上継続して雇用しているものであって，同日現在において６月以上市

内に住所を有する者の人数に50万円を乗じて得た額で2,500万円を上

限額として１回に限り交付する。ただし，同一世帯における家族従業

員に対しては交付しない。 

２ 新規雇用奨励金の額は，新設し，又は増設した産業施設等の操業開

始に伴い，新規に雇用した常勤の従業員のうち，当該産業施設等の操

業を開始した日から１年経過後の最初の１月１日現在において１年以

上継続して雇用しているものであって，同日現在において６月以上市

内に住所を有する者の人数に50万円を乗じて得た額で2,500万円を上

限額として１回に限り交付する。ただし，同一世帯における家族従業

員に対しては交付しない。 

 ３ 施設整備奨励金の額は，新設し，又は増設した産業施設等の施設整

備に要した投下固定資産の固定資産税評価額から当該産業施設等を新

設し，又は増設するために取得した土地の固定資産税評価額を減じた

額に100分の５を乗じて得た額で，500万円を上限額として１回に限り

交付する。 

 ４ 土地取得奨励金の額は，産業施設等を新設し，又は増設するために

取得した当該産業施設等の事業の用に供する土地の面積が1,000m２を

超えた場合において，当該土地の固定資産税評価額に100分の５を乗じ

て得た額で，1,000万円を上限額として１回に限り交付する。ただし，

当該取得した日から起算して３年を経過した日までに操業を開始する

ものを対象とする。 

（届出） （届出） 
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第７条 奨励事業者は，次の各号のいずれかに該当するときは，規則の

定めるところにより遅滞なく市長に届け出なければならない。 
第７条 奨励事業者は，次の各号のいずれかに該当するときは，規則の

定めるところにより遅滞なく市長に届け出なければならない。 

(1) 工場等    の新設又は増設に係る計画を変更したとき。 (1) 産業施設等の新設又は増設に係る計画を変更したとき。 

(2) 工場等    の新設又は増設に係る工事を完了したとき。 (2) 産業施設等の新設又は増設に係る工事を完了したとき。 

(3) 新設し，又は増設した工場等    の操業を開始したとき。 (3) 新設し，又は増設した産業施設等の操業を開始したとき。 

(4) 工場等    の新設又は増設に係る工事を休止し，又は廃止したと

き。 
(4) 産業施設等の新設又は増設に係る工事を休止し，又は廃止したと

き。 

(5) 工場等    の操業を休止し，又は廃止したとき。 (5) 産業施設等の操業を休止し，又は廃止したとき。 

（指定の取消し等） （指定の取消し等） 

第８条 市長は，奨励事業者が次の各号のいずれかに該当するときは，

その指定を取り消し，奨励金の交付を停止し，又は既に交付した奨励

金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

第８条 市長は，奨励事業者が次の各号のいずれかに該当するときは，

その指定を取り消し，奨励金の交付を停止し，又は既に交付した奨励

金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 工場等    の新設又は増設に係る工事を休止し，又は廃止したと

き。 
(3) 産業施設等の新設又は増設に係る工事を休止し，又は廃止したと

き。 

(4) 工場等    の操業を休止し，又は廃止したとき。 (4) 産業施設等の操業を休止し，又は廃止したとき。 

(5) 工場等    をその事業以外の用途に供したとき。 (5) 産業施設等をその事業以外の用途に供したとき。 

(6)～(8) （略） (6)～(8) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（指定の継続） （指定の継続） 

第９条 奨励事業者に相続又は合併等があったときは，新設又は増設に

係る工場等    の承継者は，規則の定めるところにより事業を承継し

第９条 奨励事業者に相続又は合併等があったときは，新設又は増設に

係る産業施設等の承継者は，規則の定めるところにより事業を承継し
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た日から１箇月以内に，市長にその旨を届け出て，引き続き奨励事業

者として指定を受けることができる。 
た日から１箇月以内に，市長にその旨を届け出て，引き続き奨励事業

者として指定を受けることができる。 

（公害防止対策等） （公害防止対策等） 

第10条 奨励事業者は，工場等    を新設し，又は増設するときは，事

前に市長と協議の上，公害防止対策及び環境保全対策を講じなければ

ならない。 

第10条 奨励事業者は，産業施設等を新設し，又は増設するときは，事

前に市長と協議の上，公害防止対策及び環境保全対策を講じなければ

ならない。 

（調査及び報告の徴収） （調査及び報告の徴収） 

第11条 市長は，奨励事業者に対し，工場等    の事業計画及び事業内

容等について調査し，報告を求め，又はこの条例の施行に必要な範囲

内で指示することができる。 

第11条 市長は，奨励事業者に対し，産業施設等の事業計画及び事業内

容等について調査し，報告を求め，又はこの条例の施行に必要な範囲

内で指示することができる。 

（便宜の供与） （便宜の供与） 

第12条 市長は，市内に工場等    を新設し，又は増設する者に対して，

次に掲げる便宜を供与することができる。 
第12条 市長は，市内に産業施設等を新設し，又は増設する者に対して，

次に掲げる便宜を供与することができる。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

 


