地域未来投資促進法について

平成３１年４月
経済産業省
地域経済産業グループ

１．地域未来投資促進法の概要（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律）
 地域未来投資促進法は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、こ
れを最大化しようとする地方公共団体の取組を支援するもの。
 基本方針に基づき、市町村及び都道府県は基本計画を策定し、国が同意。同意された基本計
画に基づき事業者が策定する地域経済牽引事業(※)計画を、都道府県知事が承認。
（※）①地域の特性を生かして、②高い付加価値を創出し、③地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす事業

 地域経済牽引事業の支援を行う「地域経済牽引支援機関」による連携支援計画を国が承認。
土地の利用の調整を要する場合
都道府県が同意

市町村及び都道府県：基本計画

国：基本方針

同意

〔内容〕
 対象となる区域（促進区域）
 経済的効果に関する目標
 地域の特性 × 推進したい分野
 地域経済牽引事業の要件
 事業環境整備の内容
等

承認

○地域経済牽引事業の促進を図るための土地の利用の調整 等

事業者等：地域経済牽引事業計画
都道府県
が承認※

支援機関：連携支援計画

〔申請主体〕
支援機関（公設試、大学等）
〔内容〕
 連携支援事業の目標
 事業の内容及び実施時期
 支援機関の役割分担
等

市町村：土地利用調整計画

支援

〔申請主体〕
①民間事業者、②官民連携型（地方公共団体及び民間事業者）
※②の場合は、国が事業を承認
〔内容〕
 事業の内容及び実施時期
 地域経済牽引事業の要件への適合性
①活用する地域の特性 × 分野
②付加価値創出額
③地域の事業者に対する経済的効果
 事業者間の役割分担
 特例措置に関する事項

等

政策資源を集中投入して支援

①予算による支援措置、②税制による支援措置、③金融による支援措置、④情報に関する支援措置、⑤規制の特例措置等
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２．基本計画の同意状況について
 地域未来投資促進法の施行（平成29年7月31日）後、
平成31年3月25日までに同意された基本計画は、合計227計画。
北海道

■緑：一部地域で策定

・北海道 札幌市、函館市・北斗市・七飯町、小樽市、旭川市、旭川市・東神楽町・東川町、室蘭市、
釧路市・白糠町、帯広市、北見市、岩見沢市、苫小牧市、美唄市・奈井江町、
芦別市、江別市、赤平市、紋別市、名寄市、千歳市、滝川市、砂川市、富良野市、
登別市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、森町、ニセコ町、仁木町、余市町、
妹背牛町、沼田町、鷹栖町、上川町、東川町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、
下川町、津別町、斜里町、滝上町、音更町、芽室町、中札内村、大樹町、厚岸町
・京都府（京都市、丹後地域（2市2町）、亀岡市、南丹地域（2市1町）、木津川市、久御山町、和束町、山城地域（7市7町1村）)
・大阪府（大阪市、堺市、岸和田市、吹田市、吹田市・摂津市、泉大津市、高槻市、守口市、八尾市、寝屋川市、
柏原市、門真市、東大阪市、忠岡町）
・兵庫県（神戸市、姫路市、洲本市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、三田市、
加西市、篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、たつの市・上郡町・佐用町、猪名川町、
新潟
多可町、播磨町、福崎町、神河町）
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３．地域経済牽引事業計画について
 国が同意した基本計画を踏まえ、2月28日までに1,293件の地域経済牽引事業計
画（計1,626事業者）を承認した、と自治体から報告を受けている 。
＜承認された地域経済牽引事業の例＞
※承認事業計画に含まれる事業者はのべ1,708社
※3年で2,000社程度を支援し、1兆円の投資拡大、GDP5兆円の押上げを目指す。
事業計画の関連業種
1200

1073

※製造業の内訳の上位
１位：食品製造業（160件）
２位：金属製品製造業（148件）
３位：運輸用機械器具製造業（125件）
４位：生産用機械器具製造業（115件）
５位：化学工業（79件）

1000
800
600
400
200

12

57 37 56

3 5 9

53 23

概要：豊富な森林資源を背景として原材料を地域から調達し、旭川家具の新商品開発と
海外販路開拓を実施。

②富山県基本計画
事業者名： ダイト(株)

概要：域内企業から包装資材等の調達を行いつつ、新たに建設する製造棟において抗が
ん剤等の高性能薬剤の一貫製造体制を構築。
9 11 0 8

サービス業（他に分類されない…
複合サービス業
医療，福祉
教育，学習支援業
生活関連サービス業，娯楽業
宿泊業，飲食サービス業
学術研究，専門・技術サービス業
不動産業，物品賃貸業
金融業，保険業
卸売業，小売業
運輸業，郵便業
情報通信業
電気，ガス，熱供給，水道業
製造業
※
建設業
鉱業
漁業
林業
農業

0

40 5 15
2 17

＜承認された地域経済牽引事業の例＞
①北海道旭川市基本計画
事業者名： (株)カンディハウス

③熊本県基本計画
事業者名：(株)ビタミン・カラー等（５社）

概要：地元農家と連携し、センシング等の先端技術を活用した省人化設備を提供しほうれ
ん草を委託生産するなど、稼げる未来型農業の実現を目指す。

希望する支援措置（地域未来投資促進税制の活用希望が非常に多い。）
①地域中核企業・中小企業創出・支援事業との連携：94計画
②地域未来投資促進税制：981計画
③自治体による固定資産税の減免措置：526計画
④地方創生推進交付金を活用した支援：85計画
⑤ものづくり補助金との連携：126計画
⑥サポイン補助金との連携：10計画 等
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４．連携支援計画について
 事業支援に当たっては、研究開発支援、事業化支援、販路開拓支援等、事業段階に応
じて様々な支援を行う体制を構築することが重要。
 複数の支援機関が、不足する機能を相互に補完し、連携して行う事業支援を促進する
ため、国が「連携支援計画」を承認し、予算措置等により支援。
 平成31年3月までに、67の連携支援計画を承認。

＜連携支援計画のイメージ＞
工業試験場

性能検査等

連携支援計画
【ポイント】
 連携主体間の役割分担と責任の所在を明確化
 地域内で不足する機能は広域的な連携により補完

事業者

地方独立行政法人

販路開拓支援、
研究開発支援等

JETRO、産総研等の
独立行政法人
想定される地域経済牽引支援機関

販路開拓支援、
研究開発支援等

資金融通、
コンサル、
事業承継等

大学、高専
基礎研究支援等

製品化支援等

県外大企業

販路開拓支援等

産業支援機関

地銀、信用金庫

地方公共団体、公設試験研究機関、産業支援センタ－、大学、高専、研究機関、企業、独立行政法人、地方独立行政法人、
商工会・商工会議所、中央会、弁護士、会計士、税理士協会、中小企業診断士協会、地銀、信用金庫、信用組合、政府関係
金融機関、業界団体、NPO、民間事業者（支援業務を行う者であれば可）等
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５．地域未来投資促進法に関連する支援措置
① 予算による支援措置

③ 金融による支援措置

○地域未来投資促進事業（31年度予算：159億円）
１）地域未来投資促進法の計画承認を受けた中小企業が
大学・公設試等と連携して行う研究開発等への補助
２）中小企業と共同で地域未来投資促進法の計画承認を受けた事業者
が行う、戦略分野における事業化・設備投資への補助
３）専門家による事業化戦略の立案や販路開拓等の支援

○資金供給の円滑化
・日本政策金融公庫による承認中小企業に対する設備資金、
運転資金の長期（20年、7年以内）かつ固定金利での融資

○ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業
（31年度予算：50億円）
・ 「地域経済牽引型」を設け、複数の中⼩企業・小規模事業者等が、共
同で地域未来投資促進法の計画承認を受け、連携して行う事業におけ
る設備投資を支援
○地域未来オープンイノベーション・プラットフォーム構築事業
（30年度補正予算：12億円）
・地域未来投資促進法の承認を受けた支援機関等に対して、地域で共同
利用が見込まれる先端技術設備の導入や利用支援のための経費を補助

・地域経済活性化支援機構（REVIC）、
中小企業基盤整備機構等によるファンド創設・活用等

④ 情報に関する支援措置
○候補企業の発掘等のための情報提供
・地域経済分析システム（RESAS）等を活用

○地方創生推進交付金の活用（31年度予算：1,000億円）
・地域未来投資促進法に基づき都道府県の承認を受けた事業計画につい
て、内閣府と連携して重点的に支援（申請上限の弾力化）

② 税制による支援措置

⑤ 規制の特例措置等

○課税の特例
・先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置
✔ 機械・装置等：40％特別償却、4％税額控除
（H31改正：上乗せ要件を満たす場合50％特別償却、5％税額控除）
✔ 建物等：20％特別償却、2％税額控除

○工場立地法の緑地面積率の緩和

○地方税の減免に伴う補てん措置
・固定資産税等を減免した地方公共団体に減収補てん

○一般社団法人を地域団体商標の登録主体として追加
○農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮
○事業者から地方公共団体に対する事業環境整備の提案制度
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（参考）地域経済牽引事業計画の承認状況について
＜事例①：北海道旭川市、東神楽町、東川町＞

【基本計画】

 旭川地域の家具産業は域外資金獲得産
①家具メーカーが約100社あり。
原材料・外注は域内調達が多い。
②製品出荷の８割は道外。特に、欧米に
加え、近年はアジアからも受注増。日本
の木製家具輸出額の6.1%。
 地域ブランドの確⽴・発信、海外マーケット
への進出・拡⼤等を促進。
 家具等製造産業の付加価値額の１割増
（約6億円）を目指す。

：事業者所在地

【地域経済牽引事業計画】
【地域経済牽引事業】

地域経済牽引
事業者

木材業者

鋼資材業者

【製品】

デザイン、加工、
組立、梱包

海外
市場

塗装業者

【高級旭川家具の海外新市場獲得事業】
(株)カンディハウス（家具メーカー）
 年平均3.7%で成長する高級家具世界市場を狙い、ホ
テルなどの大口受注が期待される新規顧客獲得を目指
す。
 現地コーディネーターの活用など海外販路開拓の強化
や、海外有名デザイナーを起用した新商品を開発。
 海外販路開拓に対する補助金を
活用し、輸出額の3倍増、付加
価値額の1.4億円増を目指す。
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（参考）地域経済牽引事業計画の承認状況について
＜事例②：富山県＞
【基本計画】

【地域経済牽引事業計画】

 豊富な水資源等を背景に、医薬品、
化学、金属等の事業所が集積。第二
次産業の就業人口割合が全国トップで
あり、製造業を主力とする地域の特性
を生かす。
 医薬品関連等のものづくり産業への投
資を促進。50以上の事業を集中支援
し、1,070億円の付加価値増を目指
す。

【地域経済牽引事業】

地域経済牽引
事業者

A社：包装資材

【製品】

試作、治験、
製剤、梱包

大企業

B社：包装資材

【がん治療に有効な高薬理活性製剤製造事業】
ダイト株式会社（医薬品製造メーカー）
 従来のジェネリック医薬品製造から、事業拡大を目指し、
市場の急速な拡大が見込まれる抗がん剤等の高性能薬
剤の製造へ参入。
 新たな製剤棟を建設。治験のための試作から、薬剤の本
格生産、包装まで、一貫製造可能な体制を整備。
 設備投資に対する課税特例を活用し、付加価値額増を
目指す。

事業者所在地
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（参考）地域経済牽引事業計画の承認状況について
＜事例③：熊本県＞
【基本計画】

 本県の基幹産業である農林水産業、半導
体/輸送用機械等の製造業、阿蘇を中心
とした観光業など、本県の強みを生かした事
業者の取組みを支援し、１日も早い熊本
地震からの創造的復興を実現する。
 阿蘇地域の山々や天草地域の海等の自
然環境を活用した「自然共生型産業分
野」など、８つの分野における100件の地域
経済牽引事業を創出し、約142億円の付
加価値増を目指す。

【地域経済牽引事業計画】
【地域経済牽引事業】
地域経済牽引事業者
（5社）
農機具等
共同開発等

地場企業

【商品】

市場

集荷・加工・出荷

フランチャイズ委託生産
農業版ビジネススクール
における営農・創業指導

生産者

【農業版フランチャイズ方式とコーポラティブオフィスによる未来型農業】

(株)ビタミン・カラー(卸売業)、 (株)フレッシュダイレクト(卸売
業)、 (株)サンワハイテック(製造業) 等
 全国有数の農業県であることを強みに、未来型農業の実現を
図ることで、先進的な「稼ぐ農業」を軸とした、ハイクオリティな新
たな地域産業の創出、地域活性化を目指す。
 未来型農業の実現に向けて、下記事業を実施。
①農家に対してセンシングなどの先端技術を活用した資材・設備等
を提供し委託生産を行う農業版フランチャイズ方式（※）を広く
活用し、省人化によるほうれん草の周年栽培を実施。
※契約農家は、低リスクの安定した経営が可能とな
る。

：事業者所在地

②地方創生推進交付金を活用して、地域の
事業者が技術・ノウハウを持ち合い連携、
協働する「農業版コーポラティブオフィス」を
整備し、 「農業版ビジネススクール」の運営
や、作物や生産技術の共同開発・実証
ほうれん草の周年栽培8
実験を実施し、生産性の向上を図る。

