平成 ２０ 年
第４ 回市 議会 定例 会

議 案 第１９ 号

函館 市企 業立 地の促 進 に関す る条 例の 制定 につ いて
函館 市企 業立 地の 促進に 関 する条 例を 次の よう に定 める 。
平 成２ ０年 １２ 月４日 提 出

函館 市長

西

尾

正

範

函館 市企 業立 地の促 進 に関す る条 例
（目 的）
第 １条

こ の条 例は ，企業 立 地の促 進に 関し ，市 の責 務を 明ら かに し，

およ び基 本方 針を 定める と ともに ，企 業立 地を 行う 者に 対す る助 成措
置を 講ず るこ とに より， 安 定的な 雇用 機会 の創 出お よび 産業 集積 の活
性化 を図 り， もっ て本市 の 経済の 発展 に資 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) 企業 立地

事 業者が ， 市内で その 事業 の用 に供 する 工場 ，事 業場

そ の他 の施 設（ 規則で 定 めるも のに 限る 。第 ５条 第１ 項に おい て「
工 場等 」と いう 。）の 新 設また は増 設（ 規則 で定 める 新設 また は増
設 に限 る。 同項 におい て 同じ。 ）を 行う こと をい う。
(2) 産業 集積

自 然的経 済 的社会 的条 件か らみ て一 体で ある 地域 にお

い て同 種の 事業 または こ れと関 連性 が高 い事 業を 相当 数の 者が 有機
的 に連 携し つつ 行って い る場合 の当 該事 業者 の集 積を いう 。
（市 の責 務）
第 ３条

市 は， 次条 に規定 す る基本 方針 に基 づき ，企 業立 地の 促進 に関

する 施策 を総 合的 かつ効 果 的に実 施す る責 務を 有す る。
２

市 は， 前項 の施 策の推 進 に当た って は， 必要 な情 報の 収集 およ び提
供を 行う とと もに ，国， 北 海道そ の他 の関 係機 関と 緊密 な連 携を 図る
もの とす る。

（施 策の 基本 方針 ）
第 ４条

市 は， 次に 掲げる 基 本方針 に基 づき ，企 業立 地の 促進 に関 する

施策 を推 進す るも のとす る 。
(1) 本市 の地 域特 性に応 じ た産業 集積 の活 性化 を図 るこ と。
(2) 生産 性の 向上 および 技 術の高 度化 に積 極的 に取 り組 む産 業の 振興
を 図る こと 。
(3) 成長 発展 が期 待され る 産業の 創出 およ び発 展を 図る こと 。
（助 成措 置）
第 ５条

市 長は ，企 業立地 を 促進す るた め， 市内 で工 場等 の新 設ま たは

増設 を行 う者 に対 し，規 則 で定め ると ころ によ り， 予算 の範 囲内 にお
いて ，補 助金 を交 付する こ とがで きる 。
２

前 項に 規定 する 補助金 の 交付に 当た って は， 安定 的な 雇用 機会 が創
出さ れ， かつ ，産 業基盤 が 整備さ れた 地域 への 企業 立地 を促 進す る等
産業 集積 の活 性化 を促進 す るよう ，北 海道 と連 携を とっ て行 うも のと
する 。
（補 助金 の不 交付 ）

第 ６条

前 条の 補助 金は， 函 館市中 小企 業振 興条 例（ 昭和 ４６ 年函 館市

条例 第４ 号） 第３ 条また は 第４条 の規 定に 基づ く補 助金 を受 けた 者に
対し ては ，交 付し ない。
（規 則へ の委 任）
第 ７条

こ の条 例に 規定す る 補助金 の交 付に 関し 必要 な事 項は ，規 則で

定め る。
附

則

（施 行期 日）
１

こ の条 例は ，平 成２１ 年 １月１ 日か ら施 行す る。
（函 館市 工業 振興 促進条 例 の廃止 ）

２

函 館市 工業 振興 促進条 例 （昭和 ５９ 年函 館市 条例 第２ 号） は， 廃止
する 。
（函 館市 工業 振興 促進条 例 の廃止 に伴 う経 過措 置）

３

こ の条 例の 施行 の際現 に 前項の 規定 によ る廃 止前 の函 館市 工業 振興

促進 条例 （以 下「 廃止前 の 条例」 とい う。 ）第 ４条 第２ 項， 第６ 条第
２項 およ び第 ７条 の２第 ２ 項の規 定に より 指定 を受 けて いる 事業 者に
係る 補助 金の 交付 ，地位 の 承継等 につ いて は， なお 従前 の例 によ る。
４

廃 止前 の条 例第 ３条第 １ 項第１ 号に 規定 する 工場 等設 置補 助金 であ
って 廃止 前の 条例 第９条 第 １号の 規定 によ る交 付時 期が 平成 ２２ 年度
以降 であ るも のに ついて の 交付時 期は ，前 項の 規定 にか かわ らず ，平
成２ １年 度と する 。この 場 合にお ける 廃止 前の 条例 第５ 条第 ２項 の規
定の 適用 につ いて は，同 項 中「交 付し ない 」と ある のは ，「 返還 しな
けれ ばな らな い」 とする 。
（函 館市 中小 企業 振興条 例 の一部 改正 ）

５

函 館市 中小 企業 振興条 例 の一部 を次 のよ うに 改正 する 。
第 ５条 の２ 中「 函館市 工 業振興 促進 条例 （昭 和５ ９年 函館 市条 例第
２号 」を 「函 館市 企業立 地 の促進 に関 する 条例 （平 成２ ０年 函館 市条
例第

号」 に改 める。

（提 案理 由）
企業 立地 の促 進に 関し， 市 の責務 を明 らか にし ，お よび 基本 方針 を定
め ると とも に， 企業 立地を 行 う者に 対す る助 成措 置を 講ず るた め

函館市企業立地の促進に関する条例施行規則大綱
１

用語の定義について

２

助成措置の対象施設について

３

投資額または雇用増の算定について

４

立地計画の認定について

５

認定計画の変更について

６

認定事業者の地位の承継について

７

報告の徴収について

８

認定の辞退について

９

認定の取消しについて

10

補助金の交付について

11

補助金の交付の申請等について

12

補助金の使途について

13

操業等の状況の報告について

14

操業等の休止等の届出について

15

補助金の交付の決定の取消し等について

