
        目   次 

 

Ⅰ  事 業 概 要 ··········································· 1 

 

Ⅱ  実 施 事 業 ··········································· 4 

[ １ ] 産業立地に関する自主事業 ···················································· 4  

１．調査研究事業································································· 4  

(1) 都市農村共生・対流総合対策（広域ネットワーク推進対策） ···················· 4  

(2) 広域関東圏における主要産業集積地域の構造変化と将来の発展方向に関する 

調査研究··································································· 4  

(3) 製造業における拠点化立地（マザー工場等）の動向と立地要因把握調査 ·········· 4  

(4) 先端産業分野等実態把握····················································· 4  

(5) 南房総市における道の駅を拠点とした地産地消型エネルギーシステムの事業 

計画策定··································································· 5  

２．コンサルティング、情報収集・提供事業 ········································ 5  

(1) 産業用地の立地条件等の情報提供 ············································ 5  

(2) 国内外の立地動向情報の提供················································· 5  

(3) 立地相談会の開催等························································· 5  

(4) 企業立地説明会（セミナー）等への協力 ······································ 6  

(5) 産業立地等に関する相談業務················································· 6  

(6) 学校跡地等への地域共生型事業の導入支援事業 ································ 7  

(7) 地域経済構造分析ツールの開発··············································· 7  

(8) 関東圏自治体等フォローアップ調査 ·········································· 7  

(9) イノベーション推進による地域振興事業 ······································ 7  

(10) 図書及び資料の整備························································· 8  

３．研修事業····································································· 8  

(1) 産業立地研修会····························································· 8  

(2) 産業立地実務研修会························································· 9  

(3) 会員向ミニ・セミナー······················································· 9  

(4) 地域でイノベーションを創出するための次世代産業を考える研修 ················ 10 

(5) 地域産業振興講座··························································· 10 

(6) インキュベーション・マネジャー（ＩＭ）養成研修 ···························· 11 

(7) ビジネス・インキュベーション（ＢＩ）計画・運営研修 ························ 11 

４．普及広報事業································································· 11 



(1) 専門誌「産業立地」の発行··················································· 11 

(2) 「工場立地法解説」の発行··················································· 12 

(3) ホームページ等を活用した広報活動の実施 ···································· 12 

(4) 会員専用ホームページによる情報提供 ········································ 12 

(5) 産業立地支援サイト「立地.net」による情報提供 ······························ 12 

(6) 「産業立地情報メールマガジン」の発行 ······································ 12 

５．債務保証事業································································· 12 

 

[ ２ ] 地域経済振興に関する国、地方公共団体等実施事業への参加 ······················ 12 

１．調査研究事業································································· 13 

(1) 新分野進出支援事業（今後の企業立地の促進及び企業の地方拠点の強化に関 

する調査等委託事業）                  （経済産業省） ···· 13 

(2) 地域経済産業活性化対策調査（未活用の産業用地・施設及び工場跡地・空き 

  工場等の利活用実態及び利活用促進策に関する調査・分析） （経済産業省） ···· 13 

(3) 陸前高田市まちづくり計画検討業務 ·········································· 13 

(4) 首都圏から地方への本社機能等移転の可能性に関する調査 

（マルチクライアント方式：２県３市） ···· 13 

(5) 大分県企業立地推進業務委託                 （大分県） ···· 14 

(6) 盛岡市新産業等用地調査業務委託            （岩手県盛岡市） ···· 14 

(7) 雇用定住環境整備検討調査業務委託           （岩手県遠野市） ···· 14 

(8) （仮称）大笹生インターチェンジ周辺工業用地基本計画策定業務委託 

（福島県福島市） ···· 14 

(9) 工業団地基本計画策定業務委託            （福島県須賀川市） ···· 14 

(10) 喜多方市工業用地確保調査事業業務委託        （福島県喜多方市） ···· 15 

(11) 二本松市長命工業団地基本計画策定業務委託      （福島県二本松市） ···· 15 

(12) 水戸市企業立地ニーズ等調査業務委託          （茨城県水戸市） ···· 15 

(13) ふじみ野市企業立地基本計画策定業務委託      （埼玉県ふじみ野市） ···· 15 

(14) 板橋区企業誘致基礎調査業務委託            （東京都板橋区） ···· 16 

(15) 業務系企業誘致調査・研究業務           （神奈川県相模原市） ···· 16 

(16) 企業立地動向調査業務委託             （神奈川県相模原市） ···· 16 

(17) 企業誘致支援業務委託               （神奈川県南足柄市） ···· 16 

(18) 長岡市産業団地開発基本計画策定業務          （新潟県長岡市） ···· 17 

(19) 高岡市産業振興ビジョン見直しに係る調査及びデータ集計作業業務 

（富山県高岡市） ···· 17 

(20) 国際物流拠点を起爆とした企業誘致戦略調査検討業務委託 （滋賀県湖南市） ···· 17 

(21) えびの市企業立地ニーズ調査委託業務         （宮崎県えびの市） ···· 17 

(22) 「次世代イノベーション創出プロジェクト２０２０技術・製品開発動向調査 



等委託（健康 ･ スポーツ及び医療 ･ 福祉 ）」 に係る調査支援業務 ················ 17 

(23) 八戸市新産業団地開発基礎調査事業業務 ······································ 18 

(24) 東通村における廃校利用に係る地域活性化戦略策定調査業務 ···················· 18 

(25) 楢葉町「まち・ひと・しごと地方創生戦略計画」における産業振興分野に係 

る調査業務································································· 18 

(26) 川口土地区画整理事業 事業協力に係る業務委託 ······························ 18 

(27) 「四街道市成台中土地区画整理事業」に係る産業用地事業化の検討 ·············· 19 

(28) 東近江市工業団地等計画支援業務 ············································ 19 

(29) 沖縄市内陸部準工業地域産業振興基本計画策定業務委託 ························ 19 

(30) 戦略産業支援のための基盤整備事業（戦略分野コーディネータ事業（システ 

ム活用等普及促進基盤構築事業 ））             （経済産業省） ···· 19 

(31) 新分野進出支援事業（とうほく自動車関連部素材産業競争力強化事業） 

 （東北経済産業局） ···· 20 

(32) 戦略産業支援のための基盤整備事業（戦略分野コーディネータ事業（医療機 

器分野 ）） 支援業務························································· 20 

２．コンサルティング、情報収集・提供事業 ········································ 20 

(1) 岩見沢市企業立地推進業務              （北海道岩見沢市） ···· 20 

(2) 南相馬市企業立地サポート事業業務委託        （福島県南相馬市） ···· 21 

(3) 企業誘致調査委託                  （茨城県つくば市） ···· 21 

(4) 袖ケ浦椎の森工業団地企業立地推進業務委託      （千葉県袖ケ浦市） ···· 21 

(5) 大田区企業立地促進サポート業務委託          （東京都大田区） ···· 21 

(6) 柏崎市企業立地推進業務                （新潟県柏崎市） ···· 22 

(7) 魚沼市地域産業スタートアップ応援プロジェクト     （新潟県魚沼市） ···· 22 

(8) 企業立地推進事業業務委託               （富山県高岡市） ···· 22 

(9) 伊那市企業立地促進事業                （長野県伊那市） ···· 22 

(10) 浜松市県外企業誘致活動強化事業業務          （静岡県浜松市） ···· 23 

(11) 企業立地推進業務                   （兵庫県丹波市） ···· 23 

(12) 新宮市企業立地推進業務               （和歌山県新宮市） ···· 23 

(13) 雲南市企業立地促進サポート業務            （島根県雲南市） ···· 24 

(14) 三次市企業立地推進業務（企業動向調査業務）      （広島県三次市） ···· 24 

(15) 三次市企業誘致支援業務（企業立地推進員の確保）    （広島県三次市） ···· 24 

(16) 企業動向調査業務                   （山口県下関市） ···· 24 

(17) 今治市企業立地推進業務委託              （愛媛県今治市） ···· 25 

(18) 企業立地促進調査委託業務              （岩手県金ケ崎町） ···· 25 

(19) 石川町工業用地情報広告掲載業務            （福島県石川町） ···· 25 

(20) 立山町企業立地推進業務                （富山県立山町） ···· 26 

(21) 企業立地推進業務委託                 （大分県玖珠町） ···· 26 



(22) 函館地域産業活性化企業誘致活動事業 東京事務所運営事業 ···················· 26 

(23) 岩手県土地開発公社造成事業用地分譲推進業務 ································ 26 

(24) 笠間市企業誘致サポート事業委託 ············································ 27 

(25) 上里町企業立地推進業務····················································· 27 

(26) ちばリサーチパーク企業立地推進業務 ········································ 27 

(27) 「富士山南陵工業団地」企業立地推進業務 ···································· 27 

(28) 中勢北部サイエンスシティアンケート調査等企業誘致支援活動業務 ·············· 28 

(29) 橋本市企業用地情報広告掲載委託業務 ········································ 28 

(30) 民間資金による重粒子線がん治療施設の企業誘致の提案とプロデュース ·········· 28 

(31) いわき市地域産品販路開拓・商品開発支援事業 ································ 29 

(32) 農商工連携プロデューサー業務··············································· 29 

３．研修事業····································································· 29 

(1) 地域戦略策定を担う人材育成支援事業（産業活性化プロクラム）業務 

（福島県） ···· 29 

(2) 「北九州市ビジネスセミナーin東京」運営業務委託   （福岡県北九州市） ···· 29 

４．普及広報事業································································· 30 

(1) 全国コーディネート活動ネットワークウェブサイト及びメーリングリストに 

よる情報発信に係る運営業務               （文部科学省） ···· 30 

(2) 産業活性化アドバイザー（成長産業育成分野）派遣事業（産業活性化プログ 

ラム）業務                         （福島県） ···· 30 

(3) 原子力発電施設広聴・広報等事業（定期刊行物広報） （資源エネルギー庁） ···· 30 

(4) 原子力発電施設広聴・広報等事業（ＮＰＯ等活動整備）（資源エネルギー庁） ···· 30 

 

Ⅲ  報 告 事 項 ·········································· 32  

１．平成２８年３月３１日現在の会長、評議員、理事及び監事 ························ 32 

２．平成２７年度賛助会員の移動及び会員数 ········································ 32 

３．評議員会・理事会····························································· 33 


	①事業報告書 表紙 - コピー
	②事業報告書 目次
	③事業報告書Ⅰ
	④事業報告書Ⅱ
	⑤事業報告書Ⅲ



