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○袖ケ浦市企業振興条例 

平成２２年３月１６日 

条例第１号 

改正  平成２６年１２月２５日条例第３１号 

令和元年１２月１９日条例第２６号 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における企業の新規立地、大規模設備投資及び 

環境に配慮した設備の導入を促進するため、必要な奨励措置を講ずるこ

とにより、産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって市勢の発展に寄

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 営利を目的として事業を行う者をいう。 

(2) 事業所 事業者がその事業の用に直接供する施設をいう。 

(3) 対象地域 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１

項第１号に規定する工業専用地域及び準工業地域その他事業所の新

設又は増設が法令に適合し行われる場所をいう。 

(4) 対象施設 次のいずれかに該当する施設をいう。ただし、電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成

２３年法律第１０８号）第３条第２項に規定する認定発電設備を除く。 

ア 製造・エネルギー関連施設 日本標準産業分類（平成２５年総務

省告示第４０５号。以下「産業分類」という。）による大分類Ｅの

製造業の用に供する施設、中分類３３の電気業の用に供する施設及

び中分類３４のガス業の用に供する施設 

イ 研究関連施設 産業分類による中分類７１の学術・開発研究機関

の用に供する施設 
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ウ 物流・卸売・小売関連施設 産業分類による中分類４４の道路貨

物運送業の用に供する施設、中分類４７の倉庫業の用に供する施設、

中分類４８の運輸に付帯するサービス業の用に供する施設及び大

分類Ｉの卸売業、小売業の用に供する施設 

エ 建設工事関連施設 産業分類による大分類Ｄの建設業の用に供

する施設 

オ 宿泊施設 産業分類による中分類７５の宿泊業の用に供する施

設のうち、規則で定める施設 

カ 環境対応型施設 新エネルギー、公害防止及び環境リサイクル関

連施設のうち、規則で定める施設 

キ 洗濯・リネンサプライ関連施設 産業分類による小分類７８１の

洗濯業の用に供する施設のうち、規則で定める施設 

ク 成長分野関連施設 環境・新エネルギー関連分野、情報通信関連

分野、先端素材関連分野及び医療関連分野に係る事業の用に供する

施設のうち、規則で定める施設 

(5) 新設 対象地域において、市内に事業所を有しない事業者が新た

に対象施設を設置すること又は市内に事業所を有する事業者が当該

事業所と異なる業種の対象施設を独立して設置することをいう。 

(6) 増設 対象地域において、市内に事業所を有する事業者が事業規

模を拡大する目的で当該事業所と同一業種の対象施設を設置し、又は

当該事業所の敷地内若しくはこれに隣接して対象施設を拡充するこ

とをいう。 

(7) 更新 対象地域において、市内に事業所を有する事業者が対象施

設の生産性の向上を目的として当該対象施設を更新することをいう。 

(8) 投下固定資産額 事業者が対象施設を新設、増設又は更新するた

めに取得した地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４１条に規

定する土地（操業開始日前３年以内に取得した土地に限る。）、家屋

及び償却資産の取得合計額をいう。 
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(9) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２

条に規定する中小企業者をいう。 

(10) 新規雇用者 新設、増設又は更新した対象施設の操業開始の日の

１年前の日から操業開始後１年以内に、期間の定めのない雇用契約に

よる常用雇用者（雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４条第

１項に規定する被保険者で、１週間の所定労働時間が２０時間以上の

ものをいう。）として新規に雇用された者（市内に住所を有する者に

限る。）であって、雇用された日から起算して１年を経過した日にお

いても引き続き本市に住所を有し継続して雇用されたものをいう。た

だし、当該対象施設の新設、増設又は更新に伴い雇用された者に限る。 

（奨励措置） 

第３条 市長は、次条の規定により指定を受けた事業者（以下「指定事業

者」という。）に対し、次に掲げる奨励金を予算の範囲内で交付するこ

とができる。ただし、袖ケ浦椎の森工業団地内の事業所については、新

規立地奨励金の対象としない。 

(1) 新規立地奨励金 

(2) 大規模設備投資奨励金 

(3) 成長分野促進奨励金 

(4) 地元雇用奨励金 

２ 前項に規定する新規立地奨励金、大規模設備投資奨励金及び成長分野

促進奨励金（以下この項において「立地奨励金等」という。）は、事業

者が営む対象施設１施設につきいずれかを交付するものとし、地元雇用

奨励金は、立地奨励金等のいずれかの交付要件を満たす事業者に交付す

ることができる。 

３ 第１項に規定する奨励金の交付要件、交付額及び交付期間は、それぞ

れ別表に定めるところによる。 

（事業者の指定） 

第４条 前条に規定する奨励措置を受けようとする事業者は、あらかじめ
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市長の指定を受けなければならない。 

２ 前項の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、

市長に申請しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査を行

い、指定の可否を決定し、規則で定める通知書により事業者に通知する

ものとする。 

（指定の取消し） 

第５条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、前条に規定する指定を取り消すことができる。 

(1) 別表に定める交付要件を満たさなくなったとき。 

(2) 新設、増設又は更新する対象施設の主たる設備の操業開始が予定

期日より著しく遅延したとき。 

(3) 事業を廃止し、又は休止したとき。 

(4) 市税、使用料その他の公課を滞納したとき。 

(5) 偽りその他の不正行為により指定を受けたとき。 

(6) その他市長が特に必要と認めたとき。 

（奨励金の返還） 

第６条 市長は、前条の規定により指定を取り消した場合において、第３

条第１項各号に規定する奨励金がすでに交付されているときは、事業者

に対し期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（指定の承継） 

第７条 相続、営業譲渡、合併、分割その他の理由により、指定事業者に

変更が生じた場合においても、当該事業が継続される場合に限り、当該

事業の承継者は、市長にその旨を届け出て引き続き指定を受けることが

できる。 

（報告及び調査） 

第８条 市長は、指定事業者に対し、この条例の施行に必要な事項につい

て報告を求め、又は当該職員をして実地に調査をさせることができる。 
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（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日等） 

1 この条例は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年１月２日以

降に新設又は増設により取得した対象施設から適用する。 

（失効） 

2 この条例は、令和７年１月１日限り、その効力を失う。ただし、同日

までに新設、増設又は更新により取得した対象施設については、同日後

もなおその効力を有する。 

附 則（平成２６年条例第３１号） 

（施行期日） 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

2 この条例による改正後の袖ケ浦市企業振興条例の規定は、平成２７年

１月２日以後取得した対象施設について適用し、同日前に取得した対象

施設については、なお従前の例による。 

3 この条例の施行の際、現に改正前の袖ケ浦市企業振興条例第４条第１

項の指定を受けている事業者に対する奨励措置については、なお従前の

例による。 

附 則（令和元年１２月１９日条例第２６号） 

（施行期日） 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

2 この条例による改正後の袖ケ浦市企業振興条例の規定は、令和２年１

月２日以後取得した対象施設について適用し、同日前に取得した対象施

設については、なお従前の例による。 

3 この条例の施行の際、現に改正前の袖ケ浦市企業振興条例第４条第１
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項の指定を受けている事業者に対する奨励措置については、なお従前の

例による。 

別表（第３条関係） 

奨励金の

区分 

交付要件 交付額 交付期間 

新規立地

奨励金 

一体の工事により取得した

対象施設の新設で投下固定

資産額が３億円以上。ただ

し、中小企業者にあっては

１億円以上（宿泊施設にあ

っては５，０００万円以

上、卸売・小売関連施設に

あっては投下固定資産額

（土地に係る部分を除

く。）が５，０００万円以

上）のもの。 

対象施設に係る各年度におけ

る固定資産税納付相当額（卸

売・小売関連施設にあっては

家屋及び償却資産に係る固定

資産税納付相当額）の１００

分の５０に相当する額（千円

未満の端数があるときはこれ

を切り捨てた額）。ただし、

１事業者につき１年度当たり

２億円を限度とする。 

対象施設に固定資

産税が課せられる

こととなる翌年度

から５年間 

大規模設

備投資奨

励金 

一体の工事により取得した

対象施設の増設又は更新で

投下固定資産額が５億円以

上（研究関連施設及び環境

対応型施設にあっては３億

円以上）。ただし、中小企

業者にあっては３，０００

万円以上（卸売・小売関連

施設にあっては店舗面積

１，０００㎡以上のものに

限る。）のもの。 

対象施設に係る各年度におけ

る固定資産税納付相当額（卸

売・小売関連施設にあっては

家屋及び償却資産に係る固定

資産税納付相当額）の１００

分の５０に相当する額（千円

未満の端数があるときはこれ

を切り捨てた額）。ただし、

１事業者につき１年度当たり

１億円（研究関連施設にあっ

ては２億円）を限度とする。 

対象施設に固定資

産税が課せられる

こととなる翌年度

から３年間（研究

関連施設及び環境

対応型施設にあっ

ては５年間） 
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成長分野

促進奨励

金 

成長分野関連施設の新設又

は更新で投下固定資産額が

３億円以上のもの。 

対象施設に係る各年度におけ

る固定資産税納付相当額の１

００分の６０に相当する額

（千円未満の端数があるとき

はこれを切り捨てた額）。た

だし、１事業者につき１年度

当たり１億円を限度とする。 

対象施設に固定資

産税が課せられる

こととなる翌年度

から５年間 

地元雇用

奨励金 

対象施設の新設、増設又は

更新に伴い、新規雇用者を

雇用すること。ただし、袖

ケ浦市雇用促進奨励金交付

規則（平成１４年規則第２

０号）に定める奨励金の対

象となる高年齢者等につい

ては、新規雇用者から除

く。 

新規雇用者１人当たり３０万

円とする。 

１年度限り 

 


