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「那須烏山市企業の誘致及び立地を促進する条例」に基づく支援措置を受けるために必要な各種手続きについて

ご案内します。支援措置を受けることを予定されている企業等のみなさまは、この資料をよくご確認ください。 

 以下、この資料中「条例」は「那須烏山市企業の誘致及び立地を促進する条例」 

   「規則」は「那須烏山市企業の誘致及び立地を促進する条例施行規則」のことを示します。 

 

奨励金の交付やその他の支援措置を受けるための「事業計画」の認定申請  

 「企業立地奨励金等」及び「従業員住宅設置奨励金」の交付や、援助又は便宜の供与といったその他の支援措

置を受けるためには、まずは「事業計画」の認定を受ける必要があります（条例第８条第１項）。 

※必ず事業に着手する前に申請をしてください（工事着工後の申請は受付できません。） 

 

認定を受ける必要がある計画の種類、用語の説明等 

■事業場の新設又は増設等に係る支援措置（企業立地奨励金・

用地取得奨励金・周辺環境整備奨励金・雇用促進奨励金の交付、

援助・便宜供与／条例第２章） 

 必要な計画  事業場（企業等（事業活動を営む法人又は個人）

が事業活動を営む場所）の新設又は増設等に係る「事業計画」 

 

《支援の対象となる業種（対象事業等）》日本標準産業分類の大

分類における次の業種（条例第２条第２号、規則第３条） 

〇製造業／電気・ガス・熱供給・水道業（電気業にあっては、

再生可能エネルギーに係るもの（太陽光発電事業に係るもの

を除く。）に限る。）／情報通信業／運輸・郵便業／卸売業・

小売業／物品賃貸業／サービス業のうち機械等修理業 

《事業場の新設とは》企業等が、対象事業に係る事業場及び生

産施設等を市内に新たに設置し、操業することその他次の行

為（条例第２条第６号、規則第５条） 

①市内に対象事業に係る事業場を有しない企業等が、対象事業

に係る事業場及び生産施設等を新たに設置すること。 

②既存企業等（市内に対象企業に係る事業場を有する企業等）

が、現に営んでいる対象事業と異なる対象事業に係る事業場

及び生産施設等を新たに設置すること。 

③その他市長が事業場の新設に当たると認める行為 

《事業場の増設等とは》既存企業等が、現に営んでいる対象事

業に係る生産施設等を増設し、当該対象事業の規模を拡大す

ることその他次の行為（条例第２条第７号、規則第６条） 

①既存企業等が、現に営んでいる対象事業の規模を拡大するた

め、事業場を拡張し、又は生産施設等を増設すること。 

②既存企業等が、現に営んでいる対象事業の規模を拡大するた

め、事業場及び生産施設等を市内に新たに設置すること。 

 ■従業員住宅の新増設等に係る奨励措

置（従業員住宅設置奨励金の交付／条例

第３章） 

 必要な計画  従業員住宅の新増設等に

係る「事業計画」 

 

《従業員住宅とは》従業員及びその家族

が居住することを目的とした社宅、社

員寮その他の居住施設で、当該従業員

を使用する事業を行う者が所有するも

の（条例第２条第８号） 

《従業員住宅の新増設等とは》対象事業

に係る従業員住宅を市内に新たに設置

することその他次の行為（条例第２条

第９号、規則第７条） 

①既存企業等が、現に営んでいる対象事

業に係る従業員住宅を市内に新たに設

置し、若しくは増設し、又は移設する

こと。 

②市内において対象事業を営もうとする

企業等が、対象事業に係る事業場の新

設と併せて従業員住宅を市内に新たに

設置すること。 

③その他市長が従業員住宅の新増設等に

当たると認める行為 

《従業員住宅奨励の対象となる企業等》

次の全ての要件を満たす企業等（条例

第６条） 
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③既存企業等が、現に営んでいる対象事業の規模を拡大するた

め、事業場を移転すること 

④その他市長が事業場の増設等に当たると認める行為 

《生産施設等とは》事業活動の用に供する生産工程等を形成す

る機械又は装置が設置される建築物その他次のもの（条例第

２条第５号、規則第４条） 

①生産施設（事業における生産設備（生産工程等を形成する機

械又は装置）を有する工場その他の建築物／プラント等の生

産設備であって、屋外に設置されるもの） 

②研究開発施設（事業に関する研究開発に必要な機械又は装置

を有する研究所その他の建築物 

③その他必要な施設及び設備（事務所、倉庫、検査所等又は機

械若しくは装置その他の償却資産等の事業に必要な建築物

又は設備のうち、市長が生産施設等に当たると認めるもの） 

《支援の対象となる企業等》次の全ての要件を満たす企業等

（条例第３条） 

①市内において対象事業を営み、又は営もうとする者であっ

て、市の市民税が課され、又は課されるものであること。 

②事業場の新設又は増設等に伴い、生産施設等の取得又は賃借

を行うものであること。 

③取得する生産施設等の取得価格及び賃借する生産施設等の

評価額が 3,000 万円以上であること。 

④事業場の新設又は増設等に係る生産施設等の操業を開始す

る時点における常時雇用従業員の数が３人以上であること。 

⑤納期が到来している市税及び使用料その他の市の税外収入

金の滞納がない者であること。 

⑥その他環境保全、防災対策等に配慮するとともに、関係する

法令等を遵守する者であること。 

 ①市内において対象事業を営み、又は営

もうとする者であること。②従業員住

宅の取得価格が 3,000 万円以上である

こと。 

③納期が到来している市税及び使用料そ

の他の市の税外収入金の滞納がない者

であること。 

④その他環境保全、防災対策等に配慮す

るとともに、関係する法令等を遵守す

る者であること。 
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 以下、「◆」は企業等に行っていただく手続き、「◇」は市が行う手続きを示します  

◆認定申請（規則第８条）  

 〇様式１号：事業計画認定申請書 

※なお、認定申請に係る生産施設等及び土地の取得又は賃借が、親会社、子会社、関連会社その他これに準

ずると認められる企業等又は当該企業等の代表者の親族からの取得、又は賃借に当たる場合その部分は、

奨励金の対象となりませんので、申請書の様式上でこれに当たらないことを宣誓していただきます。 

 〇添付書類（すべて写しで結構です） 

①事業計画書 

②【法人】法人の定款及び登記事項証明書 

【個人】住民票の写し 

③【法人】認定申請を行う日の属する事業年度の前２年間における事業報告書及び収支決算書 

【個人】認定申請を行う日の属する事業年度の前２年間の確定申告書 

④【事業場】事業計画に係る事業場の位置図及び配置図 

 【従業員住宅】事業計画に係る従業員住宅の位置図及び配置図 

⑤その他市長が必要と認める書類 

 

 

◇認定審査  ※那須烏山市企業誘致推進本部による審査を経て認定されます。 

《認定要件》次の全要件を満たす事業計画を認定します（条例第８条第２項）。 

①企業等が支援対象企業等の要件又は従業員住宅奨励対象企業等の要件を満たすものであること。 

②計画の内容が市の地域産業の振興と雇用機会の拡大を図るものであること。 

③計画の内容が公害等の発生防止の措置がなされ、周辺環境に十分配慮されたものであること。 

④その他市長が必要と認める要件を満たしていること。 

 

 

◇認定事業計画の通知  ○様式２号：認定事業計画通知書（規則第９条） 

 

 

◆事業計画の執行（工事着手、土地の取得等） 

 

 

◆操業開始の届出 

 ○様式６号：操業又は供用開始届出書（条例第１０条、規則第１１条） 

 〇添付書類：常時雇用従業員名簿 

※事業場の操業又は従業員住宅の供用開始後、直ちに届出をしてください。 
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『企業立地奨励金等』の交付を受けるための手続き  

 事業計画の認定を受けた支援対象企業等は、『企業立地奨励金等』の交付を受けるため、新設においては６年

間、増設においては３年間、毎年度ごとに交付手続きを行う必要があります（条例第１１条第１項）。 

※企業立地奨励金等…企業立地奨励金、用地取得奨励金、周辺環境整備奨励金、雇用促進奨励金 
 

◆交付申請（規則第１２条、規則別表） 

○様式７号：企業立地奨励金等交付申請書 

○添付書類（すべて写しで結構です） 

区分 必要書類 具体的書類例 

1.企業立地奨励金 ①交付対象となる事業場の位置図及び

配置図(初年度のみ) 

位置図+配置図 

※認定申請時に提出した書類で確認で

きれば不要 

②交付対象となる家屋、土地及び償却

資産を特定し、その取得価格等を明

らかにするための書類(初年度のみ) 

[家屋]図面(平面図、立面図)+登記事項

証明書+契約書(工事 or 売買 or 賃貸借) 

[土地]図面(公図、地積測量図)+登記事

項証明書+契約書(売買 or 賃貸借) 

[償却資産]図面(配置図)+契約書(売買) 

③生産施設等に係る売買代金、工事代

金、賃借料その他の対象事業の操業

に必要な費用の支払が完了している

ことを明らかにする書類(分割払の

方法によるものを除き初年度のみ) 

[分割払]領収書、振込明細書、通帳(申

請する年度の前年度までの分) 

[上記以外]領収書、振込明細書、通帳 

④認定事業計画に係る事業場又は生産

施設等の操業が継続していることを

明らかにする書類 

[法人]事業報告書+収支決算書(申請時

において直近のもの) 

[個人]確定申告書(申請時において直近

のもの) 

⑤その他市長が必要と認める書類 ※通常は不要 

 固定資

産税算

定額の

場合 

⑥交付対象となる家屋、土地及び償却

資産に係る固定資産税額を明らかに

する書類 

[家屋・土地]課税明細書書(申請年度分) 

[償却資産]償却資産申告書(申請年度

分) 

⑦交付対象となる家屋、土地及び償却

資産に係る固定資産税を完納したこ

とを明らかにする書類 

固定資産税領収証書、通帳(申請年度分) 

借料等

算定額

の場合 

⑧交付対象となる家屋及び土地に係る

賃借料等の年額を明らかにする書類 

契約書(賃貸借) 

※1②で確認できれば不要 

⑨交付対象となる家屋及び土地に係る

賃借料等の支払が完了していること

を明らかにする書類 

領収書、振込明細書、通帳(申請年度分) 

※企業立 

地奨励金 

と同時に 

交付申請 

2.用地取得 

奨励金 

①交付対象となる土地を特定するため

の書類 

図面(公図、地積測量図)+登記事項証明

書+契約書(売買) 

※1②で確認できれば不要 

②交付対象となる土地の取得に要する

経費の額を明らかにする書類 

契約書(売買) 

※1②又は 2①で確認できれば不要 

③交付対象となる土地の取得に要した

経費の支払が完了していることを明

らかにする書類 

領収書、振込明細書、通帳 

※1③で確認できれば不要 

④その他市長が必要と認める書類 ※通常は不要 

新設：初年度 

新設：６年間 

増設：３年間 
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 3.周辺環境整

備奨励金 

①交付対象となる公共施設整備に係る

位置図及び配置図 

位置図+配置図 

※認定申請時に提出した書類で確認で

きれば不要 

②交付対象となる公共施設整備の内容

を明らかにする書類 

図面(平面図、立面図)+契約書 

③交付対象となる公共施設整備に要す

る経費の額を明らかにする書類 

契約書 

※3②で確認できれば不要 

④交付対象となる公共施設整備に要し

た経費の支払が完了していることを

明らかにする書類 

領収書、振込明細書、通帳 

⑤交付対象となる公共施設整備に係る

行政手続が完了していることを明ら

かにする書類 

法定外公共物使用許可書+道路占用許

可書+道路工事施行承認書 

⑥その他市長が必要と認める書類 ※通常は不要 

4.雇用促進 

奨励金 

①雇用促進奨励金に係る市在住新規雇

用従業員名簿 

市在住新規雇用従業員名簿 

②交付対象となる市在住新規雇用従業

員の継続雇用を証する書類 

従業員の雇用保険被保険者資格取得等

確認通知書 

③交付対象となる市在住新規雇用従業

員が住民票に記録されている事項を

記載した書類 

従業員の住民票の写し、運転免許証 

④その他市長が必要と認める書類 ※通常は不要 

※申請は、固定資産税算定額による場合は対象固定資産税を完納した後、借料等算定額による場合は３月末日ま

でに行うこととなっています（規則第 12 条）が、可能な限り前倒しで納付又は支払の上、早めの申請をお願

いいたします。 

※企業立地奨励金は申請する日の属する年度（４月～翌年３月）の分の固定資産税額及び賃借料の年額が、奨励

金算定の基礎額になります。算定の基礎となる賃借料について、その支払いが１月以降になってしまうような

場合は、１２月までに書面にて見込額についてご報告ください（なお、このときご報告いただいた額が正式な

申請時の上限額となりますのでご了承ください。）。 

 

◇審査 ※審査を経て交付決定されます。 

《審査要件》次の全要件を満たすことが必要です（条例第１１条第２項）。 

①生産施設等に係る売買代金、工事代金、賃借料その他の対象事業の操業に必要な費用の支払が完了

していること（分割払の場合は、交付年度の前年度までの支払が完了していること） 

②認定事業計画に係る事業場又は生産施設等の操業が継続していること 

③納期が到来している市税及び使用料その他の市の税外収入金の滞納がないこと 

④その他市長が必要と認める要件を満たしていること 

 

◇交付決定 ○様式８号：企業立地奨励金等交付決定通知書（条例第１１条第２項、規則第１２条第３項） 

 

◆交付請求 ○様式９号：企業立地奨励金等交付請求書（規則第１２条第４項） 

 

◇企業立地奨励金等の交付 

   

新設：６年間 

増設：３年間 

新設：初年度 
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『従業員住宅設置奨励金』の交付を受けるための手続き  

 事業計画の認定を受けた支援対象企業等は、『従業員住宅設置奨励金』の交付を受けるため、３年間、毎年度

ごとに交付手続きを行う必要があります（条例第１２条第１項）。 

 

◆交付申請（規則第１３条、規則別表） 

○様式１０号：従業員住宅設置奨励金交付申請書 

○添付書類（すべて写しで結構です） 

区分 必要書類 具体的書類例 

5.従業員住宅設置奨励金 ①交付対象となる従業員住宅の位置図及び配置

図(初年度のみ) 

位置図+配置図 

※認定申請時に提出した書類

で確認できれば不要 

②交付対象となる家屋及び土地を特定し、その取

得価格等を明らかにするための書類(初年度の

み) 

[家屋]図面(平面図、立面図)+

登記事項証明書+契約書(工事

or 売買) 

[土地]図面(公図、地積測量

図)+登記事項証明書+契約書

(売買) 

③認定事業計画に係る従業員住宅の供用が継続

していることを明らかにする書類 

従業員名簿+住民票の写、運転

免許証 

④交付対象となる家屋及び土地に係る固定資産

税額を明らかにする書類 

[家屋・土地]課税明細書(申請

年度分) 

[償却資産]償却資産申告書

(申請年度分) 

⑤交付対象となる家屋及び土地に係る固定資産

税を完納したことを明らかにする書類 

固定資産税領収証書、通帳(申

請年度分) 

⑥その他市長が必要と認める書類 ※通常は不要 

※申請は、対象固定資産税を完納した後に行うこととなっています（規則第 13 条）が、可能な限り前倒しで納

付の上、早めの申請をお願いいたします。 

 

 

◇審査 ※審査を経て交付決定されます。 

《審査要件》次の全要件を満たすことが必要です（条例第１２条第２項）。 

①認定事業計画に係る従業員住宅の供用が継続していること 

②納期が到来している市税及び使用料その他の市の税外収入金の滞納がないこと 

③その他市長が必要と認める要件を満たしていること 

 

◇交付決定 ○様式１１号：従業員住宅設置奨励金交付決定通知書（条例第１２条第２項、規則第１３条第３項） 

 

◆交付請求 ○様式１２号：従業員住宅設置奨励金交付請求書（規則第１３条第４項） 

 

◇従業員住宅設置奨励金等の交付   

３年間 
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『認定事業計画』の変更等の手続き（条例第９条、第１７条、第１８条） 

 認定事業計画の変更等がある場合は、規定の様式により申請書又は届出書を提出する必要があります。 

詳しくはお問合せください。 

◆認定事業計画の変更の申請 

（条例第９条第１項、規則第１０条第１項） 

※承認されないと、変更は認められません。 

○様式３号：認定事業計画変更申請書 

○添付書類：当該変更に係る事実を証する書

類 

◆認定事業計画の変更の届出（次の軽微な変更） 

（条例第９条第１項、規則第１０条第３項） 

 ・企業立地奨励金等の額の変更を伴わない変更 

 ・認定企業等の名称その他認定企業に係る事項の変更 

 ・その他市長が必要と認める事項の変更 

○様式５号：認定事業計画変更届出書 

○添付書類：当該変更に係る事実を証する書

類 

◆事業場、従業員住宅の休止・廃止の届出 

（条例第１７条、規則第１６条） 

○様式 1６号：操業又は供用休(廃)止届出書 

※操業又は供用の休(廃)止理由を様式中で明

らかにしていただきます。 

◆企業立地奨励金等の交付の継承の申請 

（条例第１８条、規則第１７条） 

※承認されないと、継承は認められません。 

○様式１７号：認定事業計画継承承認申請書 

〇添付書類：継承の事実を明らかにする書類 

      その他資料が必要と認める書類 

 

 

『援助又は便宜の供与』を受けるための手続き（条例第５条）  

 事業計画の認定を受けた支援対象企業等は、次のような援助又は便宜の供与を受けることができますが、これ

らを希望する場合、まず、市と協議を行っていただくことになります。 

協議の結果、実現の可能性が高まった場合、「○○願い」を提出していただき、その後の展開に進みます。な

お、協議の結果によっては、ご希望に沿えないこともありますのでご了承ください。 

 

想定される援助又は便宜の供与 

①関連公共施設の整備 ・事業場周辺の大規模な関連公共施設（市道等）の整備 

②普通財産（土地）の優先譲渡等 
・事業場新設又は増設等のための市有普通財産（土地）の優

先的譲渡、譲渡価格の低減など 

③その他必要な便宜の供与 
・土地の情報提供、各種行政手続きの支援など、事業場新設

又は増設等のサポート 
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 その他                                      

▼企業立地奨励金等又は従業員住宅設置奨励金の交付を受けた企業等は、認定事業計画に係る事業場若しくは生

産施設等の操業又は従業員住宅の供用の日から少なくとも 10 年以上操業又は供用を継続しなければなりま

せん（条例第１３条）。 

 

 

▼次のような場合は、市は認定事業計画の取消しを行ったり、交付金の返還を求めたりする場合があります（条

例第１４条、第１５条） 

 

①認定事業計画の認定の要件を満たさなくなったとき。 

②事業場若しくは生産施設等の操業又は従業員住宅の供用を廃止したとき。 

③偽りその他の不正の手段により認定事業計画の認定、企業立地奨励金等の交付の決定又は従業員住

宅設置奨励金の交付の決定を受けたとき。 

④その他市長が特に適当でないと認めたとき。 

 

 

▼市は、事業計画の認定及び奨励金の交付に関し、必要がある場合は、認定企業等について調査し、又は必要な

報告若しくは資料の提出を求める場合があります（条例第１６条）。 

 ※例えば、「市税及び使用料その他の市の税外収入金に滞納がないことの確認のための調査」や「奨励金の額

の確認のために必要な固定資産税相当額の調査」などを行います。調査の結果、疑義がある場合などは、認

定企業等に報告又は資料の提出を求めることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この制度に関するお問い合わせ先 

那須烏山市 商工観光課 商工振興グループ 

TEL 0287-83-1115 FAX 0287-83-1142 

e-mail shohkohkankoh@city.nasukarasuyama.lg.jp 


