
課コード: 060300 課名称: 商工部企業立地課平成25年度業務棚卸表

フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称
事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

060300-001

工業団地事業特別会計繰
出金

企業立地係07-02-06

商工部門（内部管理事務）

04

負担金・補助金（義
務負担金）

工業団地事業特別会計の健全化を図る。工業団地事業特別会計健
全化のための繰出金、後藤野工業団地造成事業にかかる起債償還
費分の繰出金

一般 法令に特に定めのないもの

1,037,520

工業団地事業特別会計繰
出金

立地をしようとする
企業

H25年度決算における赤字額の解消 H24度の予算不足額についてH25年度
から充当する。

H22年度の予算不足額についてH23年
度から充当する。

H22年度執行なし060300-001-01

060300-005

日本立地センター賛助会員
会費

企業立地係03-02-02
足腰の強い地域産業構造
の構築

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

企業誘致を図るため、企業立地情報及び立地企業の支援情報の提
供を受ける。北上市企業誘致説明会の後援、企業立地情報及び立
地企業の
支援情報の提供を受ける。

一般 法令に特に定めのないもの

126

日本立地センター賛助会
員会費

立地を検討してい
る企業

①　企業誘致説明会の開催
　　　　東京会場　　１回
　　　　名古屋会場　１回
②　誘致企業数　６社

① 企業誘致説明会の開催
　 　東京会場　１回
　　名古屋会場１回
② 誘致企業数　７社

① 企業誘致説明会の開催
　 　東京会場　１回
　 　名古屋会場１回
② 誘致企業数　４社

① 企業誘致説明会の開催
　 　　　　東京会場　１回
　 　　　　名古屋会場１回
② 誘致企業数　４社

060300-005-01

060300-006

オフィスアルカディア協議会
等事務

企業立地係03-02-02

足腰の強い地域産業構造
の構築

05

ソフト事業（任意）

北上産業業務団地への企業の誘致を図るため、事務経費及び団地
の維持管理を行う。北上産業業務団地内のゲートサイン電気料金の
支払い。

一般 法令に特に定めのないもの

165

オフィスアルカディア協議
会等事務

立地を検討してい
る企業

①　誘致企業数　　６社
②　ゲートサイン電気料金支払

ゲートサイン電気料金の支払い12回 草刈等面積　0㎡
ゲートサイン電気料金の支払い
12回

草刈等面積　0㎡
ゲートサイン電気料金の支払い
12回

060300-006-01

060300-008

オフィスアルカディア北上企
業誘致促進協議会負担金

企業立地係03-02-02
足腰の強い地域産業構造
の構築

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

北上産業業務団地への企業誘致を図るため、企業情報の収集、企
業誘致説明会の開催、企業訪問等を行う。北上市企業誘致説明会
の開催、企業訪問

一般 法令に特に定めのないもの

500

オフィスアルカディア北上
企業誘致促進協議会負担
金

立地を検討してい
る企業

①　企業誘致説明会の開催
　　　　東京会場　　１回
　　　　名古屋会場　１回
②　誘致企業数　６社

① 企業誘致説明会の開催
　 　東京会場１回
　　名古屋会場１回
② 誘致企業数　７社

① 企業誘致説明会の開催
　 　　　　東京会場１回
　 　　　　名古屋会場１回
② 誘致企業数　４社

① 企業誘致説明会の開催
　 　　　　東京会場１回
　 　　　　名古屋会場１回
② 誘致企業数　４社

060300-008-01

060300-009

北上市企業立地促進補助
金交付事務

企業立地係03-02-02

足腰の強い地域産業構造
の構築

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

投資額に対する補助を行うことにより、雇用の拡大と地域経済の活
性化を図る。工業団地等への新規立地企業に対し、固定資産投資額
の10分の１を補助する。（限度額３億円）

一般 法令に特に定めのないもの

22,268

北上市企業立地促進補助
金交付事務

立地企業 ①　補助対象企業数　１社（㈱サン　　ケ
ミカル）
②　補助金額：20,246千円

①イーエヌ大塚製薬㈱　42710千円
②日吉産業㈱　10,150千円
③佐藤木材工業㈱　290,973千円

H23年度執行なし H22年度執行なし060300-009-01

060300-010

北上市企業設備投資奨励
補助金交付事務

企業立地係03-02-02
足腰の強い地域産業構造
の構築

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

固定資産税相当額を補助することにより、雇用の拡大と地域経済の
活性化を図る。工業団地等に立地する企業が、工場等を新・増設し
た場合、その固定資産税相当額を３年間補助する。

一般 法令に特に定めのないもの

23,569
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

北上市企業設備投資奨励
補助金交付事務

立地企業 ①佐藤木材工業㈱　1,816,000円
②㈱ケー・アイ・ケー　1,554,000円
③㈱サンケミカル　2,394,000円
④日吉産業㈱　775,300円
⑤㈱アルプス物流　3,713,800円
⑥イーエヌ大塚製薬㈱　5,499,300円
⑦㈱アジテック　65,400円
⑧大村技研㈱　6,701,100円

①岩手製鉄㈱　619,000円
②㈱サンケミカル　2,003,600円
③㈱アルプス物流　3,824,900円
④㈱ケー・アイ・ケー　1,627,400円
⑤イーエヌ大塚製薬㈱　6,165,000円

①日本メジフィックス㈱　10,418,400円
②㈱平野製作所　5,759,600円
③㈱アイメタルテクノロジー　10,640,500
円
④㈱小田島　2,460,700円
⑤㈱ケー・アイ・ケー　939,500円
⑥シチズン東北㈱　4,378,600円

① 補助対象企業数　12社060300-010-01

060300-011

工業団地管理事務（一般）

企業立地係03-02-02
足腰の強い地域産業構造
の構築

02

施設管理・維持補
修事業

工業団地の適正な維持管理を行うことにより、団地の環境保全を図
る。飯豊西部工業団地、竪川目工業団地及び北上工業団地、の草
刈、収草、運搬、処分等

一般 法令に特に定めのないもの

763

工業団地管理事務（一般）

工業団地 草刈等箇所
①　飯豊西部工業団地

草刈等箇所
①　飯豊西部工業団地

草刈等面積
①　飯豊西部工業団地　5,300㎡

草刈等面積
①　飯豊西部工業団地　1,000㎡
②　竪川目工業団地　　　400㎡
③　北上工業団地　　　　400㎡　

060300-011-01

060300-012

企業折衝事務

企業立地係03-02-02

足腰の強い地域産業構造
の構築

05

ソフト事業（任意）

企業訪問を行い、市内工業団地への企業誘致を図る。企業訪問の実
施

工団 法令に特に定めのないもの

19,471

企業折衝事務

立地を検討してい
る企業

①　企業誘致説明会の開催
　　　　東京会場　　１回
　　　　名古屋会場　１回
②　誘致企業数　６社

① 企業誘致説明会の開催
　 　　　　東京会場　１回
　 　　　　名古屋会場１回
② 誘致企業数　７社

① 企業誘致説明会の開催
　 　　　　東京会場　１回
　 　　　　名古屋会場１回
② 誘致企業数　４社

① 企業誘致説明会の開催
　 　　　　東京会場　１回
　 　　　　名古屋会場１回
② 誘致企業数　４社

060300-012-01

060300-013

企業誘致説明会開催事業

企業立地係03-02-02

足腰の強い地域産業構造
の構築

05

ソフト事業（任意）

市内工業団地に企業を誘致し、雇用の拡大と地域経済の活性化を図
る。首都圏において企業誘致説明会を開催し、市内工業団地への企
業誘致を図る。

工団 法令に特に定めのないもの

9,800

企業誘致説明会開催事業

立地を検討してい
る企業

① 東京会場
参加　 57社　16団体　計 134人
② 名古屋会場
　 28社　５団体　計  66人

① 東京会場
　参加　 56社　15団体　計 127人 　
② 名古屋会場
　 26社　６団体　計  74人

① 東京会場
　 64社　18団体　計 162人 　
② 名古屋会場
　 33社　８団体　計  80人

① 東京会場
　 54社　18団体　計 132人 　
② 名古屋会場
　 24社　７団体　計  67人

060300-013-01

060300-014

立地企業懇談会事務

企業立地係03-02-02

足腰の強い地域産業構造
の構築

05

ソフト事業（任意）

工業団地等に立地している企業の情報交換の場を設定し、企業の連
携を図る。工業団地等に立地している企業の懇談会の開催。

工団 法令に特に定めのないもの

4,365

立地企業懇談会事務

立地企業 参加　企業 　73社116人　
関係団体 　27団体　35人
管内高校　　4校7人
主催者等　 27人
計　　170人

企　　業 　84社116人
関係団体 　25団体35人
管内高校　　4校8人
主催者等　 20人
計　　187人

企　　業 　89社120人
関係団体 　24団体35人
市内高校　　5校8人
主催者等　 22人
計　　185人

企　　業 　76社94人
関係団体 　19団体 32人
市内高校　　5校6人
主催者等　23人
計　155人

060300-014-01

060300-015

企業信用情報利用負担金

企業立地係03-02-02

足腰の強い地域産業構造
の構築

05

ソフト事業（任意）

優良企業の誘致を図るため、企業信用調査を実施する。企業を対象
とした信用調査資料の収集。

工団 法令に特に定めのないもの

210

企業信用情報利用負担金

立地を検討してい
る企業

①　企業誘致説明会の開催
　　　　東京会場　　１回
　　　　名古屋会場　１回
②　誘致企業数　６社

① 企業誘致説明会の開催
　 　　　　東京会場　１回
　 　　　　名古屋会場１回
② 誘致企業数　７社

① 企業誘致説明会の開催
　 　　　　東京会場　１回
　 　　　　名古屋会場１回
② 誘致企業数　４社

① 企業誘致説明会の開催
　 　　　　東京会場　１回
　 　　　　名古屋会場１回
② 誘致企業数　４社

060300-015-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

060300-016

工業団地管理事務（工団）

企業立地係03-02-02

足腰の強い地域産業構造
の構築

02

施設管理・維持補
修事業

工業団地の適正な維持管理を行うことにより、団地の環境保全を図
る。北上南部工業団地及び後藤野工業団地並びに竪川目工業団地
の草刈、収草、運搬、処分等。

工団 法令に特に定めのないもの

23,692

工業団地管理事務（工団）

北上南部・後藤野・
竪川目工業団地

草刈等
①北上南部工業団地　１回
②後藤野工業団地　　１回
③竪川目工業団地　　１回

草刈等面積
①北上南部工業団地　１回
②後藤野工業団地　　１回
③竪川目工業団地　　１回

草刈等面積
①北上南部工業団地 103,400㎡
②後藤野工業団地　　21,340㎡
③竪川目工業団地　　16,600㎡

草刈等面積
① 北上南部工業団地　69,500㎡
② 後藤野工業団地　　22,200㎡

060300-016-01

060300-022

工業団地用地取得・分譲事
務

企業立地係03-02-02
足腰の強い地域産業構造
の構築

05

ソフト事業（任意）

分譲用地を分譲し企業の誘致を図る。工業団地を企業へ分譲する。工団 法令に特に定めのないもの

14,472

工業団地用地取得・分譲
事務

立地しようとしてい
る企業

①　誘致企業数　６社 用地分譲面積 　 　107,901㎡
貸付(リース)面積　 13,221㎡

用地分譲面積 　 　41,376㎡
貸付(リース)面積　 3,910㎡

用地取得面積　　　　　  　0㎡
用地分譲面積 　 　23,444.85㎡
貸付(リース)面積　66,233.05㎡

060300-022-01

060300-023

繰上充用金

企業立地係07-03-01

その他（その他）

99

その他

平成24年度における、工業団地会計の予算不足額を平成25年度予
算より充当する。工業団地会計の不足額について繰上充用するも
の。

工団 （未入力）

1,134,575

繰上充用金

工業団地会計 H24年度決算赤字額(繰上充用金額)の
縮小
1,134,575千円

工業団地会計の予算不足額の繰上充
用

工業団地会計の予算不足額の繰上充
用

工業団地先行取得残面積
17.2ha(分譲地面積)
・北上南部工業団地　14.7ha
・後藤野工業団地　 　1.6ha

060300-023-01

060300-025

岩手県企業誘致推進委員
会負担金

企業立地係03-02-02

足腰の強い地域産業構造
の構築

06

負担金・補助金（ソ
フト事業）

企業誘致を図るため、企業立地情報及び工業等導入支援情報の提
供を受ける。企業ネットワークいわての開催、北上市企業誘致説明
会の後援、企業立地情報の提供

工団 法令に特に定めのないもの

350

岩手県企業誘致推進委員
会負担金

立地を検討してい
る企業

①　総会及び研修会への参加
②　企業ネットワークいわてへの参加　
東京会場

① 総会及び研修会　　　　年１回
② 企業ネットワークいわて
　 東京会場　　　１回

① 総会及び研修会　　　　年１回
② 企業ネットワークいわて
　 東京会場　　　１回
③ 誘致企業懇談会
　 名古屋会場　　１回

① 総会及び研修会　年１回
② 企業ネットワークいわて
　 東京会場　　　１回
③ 誘致企業懇談会
　 名古屋会場　　１回

060300-025-01

060300-026

工業団地整備事業

企業立地係03-02-02

足腰の強い地域産業構造
の構築

08

施設等整備事業
（負担金・補助金）

工業団地の環境を整備し、企業の誘致を図る。① 工業団地整備基
金運用益の積立② 北上南部工業団地小ロット化のための区画分割
工事等

工団 法令に特に定めのないもの

1,359

工業団地整備事業

立地しようとする企
業

① 基金運用益　5,085円 ① 基金運用益　1,977円
② 工事実施無し

① 基金運用益　4,404円
② 工事実施無し

① 基金運用益　12,731円
② 工事実施なし

060300-026-01

060300-027

工業団地販売促進事業

企業立地係03-02-02

足腰の強い地域産業構造
の構築

07

施設等整備事業

企業誘致を促進し、地域経済の活性化、雇用の創出を図る。団地分
譲を促進するため、必要な道路整備に係る測量設計業務を委託す
る。

一般 法令に特に定めのないもの

北上市工業振興計画

71,522

工業団地販売促進事業

製造等の事業を行
う企業

測量設計業務 道路新設　１路線060300-027-01
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フルコスト(千円)

評価事業コード

評価事業名称

担当係政策体系コード

政策体系名称

事業類型CD

事業類型

会計区分
事業の目的と概要

細事業名称 事業の対象

法令の根拠区分

法令等の名称 関連計画名

細事業コード
平成25年度事業量 平成24年度事業量 平成23年度事業量 平成22年度事業量

060300-031

後藤野工業団地整備事業

企業立地係03-02-02

足腰の強い地域産業構造
の構築

07

施設等整備事業

後藤野工業団地拡張予定地の造成工事等。後藤野工業団地拡張予
定地の詳細設計等

工団 法令に特に定めのないもの

654,063

後藤野工業団地整備事業

立地を検討してい
る企業

団地造成工事(第２工区) 団地造成工事(第１工区)
工業用排水路整備工事
開発行為変更業務申請書作成

造成計画設計書作成
工業用排水路設計書作成
開発行為変更申請書作成

①書類作成・内容説明会開催１回
②仮契約会開催１回
農地の購入予定面積　45.3ha

060300-031-01

060300-037

旧土地開発公社所有地管
理事業

企業立地係07-02-06
商工部門（内部管理事務）

02

施設管理・維持補
修事業

工業団地の適正な維持管理を行うことにより団地の環境保全を図
る。北上南部工業団地（旧土地開発公社所有地）の草刈・集草運搬
処分・側溝清掃等

一般 法令に特に定めのないもの

136,155

旧土地開発公社所有地管
理事業

北上南部工業団地
（旧土地開発公社
所有地）

南部工業団地分譲地の草刈等業務 草刈業務　11ｈａ060300-037-01
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