資料４

通勤圏内及び日常的取引関係にある復興産業集積区域におい
てその集積の形成及び活性化を目指す特定の業種及びその主
要関連業種
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種別
復興産業

市町村名
軽米町

集積区域

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等

【軽米町復興産業集積

○食品関連産業

区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

（通勤可

び活性化を目指す特定の業種

能）

09 食料品製造業、10 飲料・たばこ・飼料製造業
（105 たばこ製造業を除く。）
（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係る容器や貼付物等の製造業、生
産設備の製造業等の下記の業種。
15 印刷・同関連業、18 プラスチック製品製造業、
26 生産用機械器具製造業、44 道路貨物運送業、
47 倉庫業、484 こん包業、52 飲食料品卸売業、71
学術・開発研究機関
○組込みソフト、IT システム関連産業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
39 情報サービス業、40 インターネット附随サー
ビス業
（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係る製品開発のための機械器具製
造業、製品化される電化製品、電子部品の製造装
置製造業等の下記の業種。
25 はん用機械器具製造業、26 生産用機械器具製
造業、27 業務用機械器具製造業（274 医療用機械
器具・医療用品製造業、276 武器製造業を除く。）
、
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業、29 電
気機械器具製造業、30 情報通信機械器具製造業、
32 その他の製造業（3297 眼鏡製造業（枠を含む）、
323 時計・同部分品製造業に限る。）
、71 学術・開
発研究機関

（通勤可
能）

二戸市

【二戸下斗米地区復興

○食品関連産業

産業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【二戸浄法寺地区復興

び活性化を目指す特定の業種
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等

産業集積区域】

09 食料品製造業、10 飲料・たばこ・飼料製造業

【二戸堀野地区復興産

（105 たばこ製造業を除く。）

業集積区域】

（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係る容器や貼付物等の製造業、生
産設備の製造業等の下記の業種。
15 印刷・同関連業、18 プラスチック製品製造業、
26 生産用機械器具製造業、44 道路貨物運送業、
47 倉庫業、484 こん包業、52 飲食料品卸売業、71
学術・開発研究機関
○産業用機械関連産業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
25 はん用機械器具製造業、26 生産用機械器具製
造業、27 業務用機械器具製造業（276 武器製造業
を除く。）、29 電気機械器具製造業
（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係るプラスチック等原材料の製造
業、製品化される電化製品や金属加工品、電子部
品の製造装置製造業、試験分析機器の製造業等の
下記の業種。
16 化学工業(161 化学肥料製造業、
1624 塩製造業、
165 医薬品製造業、1692 農薬製造業を除く。)、
18 プラスチック製品製造業、19 ゴム製品製造
業、21 窯業・土石製品製造業、22 鉄鋼業、23 非
鉄金属製造業、24 金属製品製造業、28 電子部
品・デバイス・電子回路製造業、30 情報通信機
械器具製造業、32 その他の製造業（3297 眼鏡製
造業（枠を含む）、323 時計・同部分品製造業に限
る。）、39 情報サービス業、44 道路貨物運送業、
47 倉庫業、484 こん包業、53 建築材料、鉱物・
金属材料等卸売業、54 機械器具卸売業（5493 医
療用機械器具卸売業（歯科用機械器具を含む）を
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等
除く。）、71 学術・開発研究機関
○その他
復興産業集積区域においてその集積の形成及び
活性化を目指す特定の業種
9299 他に分類されないその他の事業サービス業
（コールセンター）

（通勤可

九戸村

能）

【九戸村復興産業集積

○食品関連産業

区域①】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【九戸村復興産業集積

び活性化を目指す特定の業種

区域②】

09 食料品製造業、10 飲料・たばこ・飼料製造業

【九戸村復興産業集積

（105 たばこ製造業を除く。）

区域③】

（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係る容器や貼付物等の製造業、生
産設備の製造業等の下記の業種。
15 印刷・同関連業、18 プラスチック製品製造業、
26 生産用機械器具製造業、44 道路貨物運送業、
47 倉庫業、484 こん包業、52 飲食料品卸売業、71
学術・開発研究機関

（通勤可
能）

一戸町

【一戸インター工業団

○組込みソフト、IT システム関連産業

地復興産業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
39 情報サービス業、40 インターネット附随サー
ビス業
（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係る製品開発のための機械器具製
造業、製品化される電化製品、電子部品の製造装
置製造業等の下記の業種。
25 はん用機械器具製造業、26 生産用機械器具製
造業、27 業務用機械器具製造業（274 医療用機械
器具・医療用品製造業、276 武器製造業を除く。）
、
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業、29 電
気機械器具製造業、30 情報通信機械器具製造業、
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等
32 その他の製造業（3297 眼鏡製造業（枠を含む）、
323 時計・同部分品製造業に限る。）
、71 学術・開
発研究機関
○再生可能エネルギー供給関連産業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
33 電気業（風力発電、太陽光発電及びバイオマ
ス発電に関するものに限る。）
（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
特になし

（通勤可
能）

葛巻町

【葛巻田部地区復興産

○食品関連産業

業集積区域①】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【葛巻田部地区復興産

び活性化を目指す特定の業種

業集積区域②】

09 食料品製造業、10 飲料・たばこ・飼料製造業

【葛巻地区復興産業集

（105 たばこ製造業を除く。）

積区域】

（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係る容器や貼付物等の製造業、生
産設備の製造業、コスト低減に寄与する運輸業等
の下記の業種。
15 印刷・同関連業、18 プラスチック製品製造業、
26 生産用機械器具製造業、44 道路貨物運送業、
47 倉庫業、484 こん包業、52 飲食料品卸売業、71
学術・開発研究機関
○組込みソフト、IT システム関連産業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
39 情報サービス業、40 インターネット附随サー
ビス業
（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係る製品開発のための機械器具製
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等
造業、製品化される電化製品、電子部品の製造装
置製造業等の下記の業種。
25 はん用機械器具製造業、26 生産用機械器具製
造業、27 業務用機械器具製造業（274 医療用機械
器具・医療用品製造業、276 武器製造業を除く。）
、
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業、29 電
気機械器具製造業、30 情報通信機械器具製造業、
32 その他の製造業（3297 眼鏡製造業（枠を含む）、
323 時計・同部分品製造業に限る。）
、71 学術・開
発研究機関

（通勤可
能）

遠野市

【遠野東工業団地復興

○食品関連産業

産業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【遠野向野地区復興産

び活性化を目指す特定の業種

業集積区域①】

09 食料品製造業、10 飲料・たばこ・飼料製造業

【遠野向野地区復興産

（105 たばこ製造業を除く。）

業集積区域②】

（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活

【遠野鵢崎地区復興産

性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種

業集積区域】

（ア）の業種に係る容器や貼付物等の製造業、生

【遠野鹿込地区復興産

産設備の製造業、コスト低減に寄与する運輸業等

業集積区域】

の下記の業種。
15 印刷・同関連業、18 プラスチック製品製造業、
26 生産用機械器具製造業、44 道路貨物運送業、
47 倉庫業、484 こん包業、52 飲食料品卸売業、71
学術・開発研究機関
○自動車関連産業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
311 自動車・同付属品製造業
（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係るシート、内装、ガラス、車体
等の部材や鉄、プラスチック、炭素繊維等の原材
料の製造業、また搭載される電飾、電装品といっ
た附属品、貼付物等の製造業の他、コスト低減に
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等
寄与する運輸業等の下記の業種。
11 繊維工業、15 印刷・同関連業、16 化学工業
（161 化学肥料製造業、1624 塩製造業、165 医薬
品 製 造 業 、 1692 農 薬 製 造 業 を 除 く 。）、
18 プラスチック製品製造業、19 ゴム製品製造業
（1992 医療・衛生用ゴム製品製造業を除く。）、21
窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業 、 22 鉄 鋼 業 、
23 非 鉄 金 属 製 造 業 、 24 金 属 製 品 製 造 業 、
25 はん用機械器具製造業、26 生産用機械器具製
造業、27 業務用機械器具製造業、28 電子部品・
デバイス・電子回路製造業、29 電気機械器具製
造 業 、 30 情 報 通 信 機 械 器 具 製 造 業 、
32 その他の製造業（3297 眼鏡製造業（枠を含む）、
323 時計・同部分品製造業に限る。）
、47 倉庫業、
484 こん包業、53 建築材料、鉱物・金属材料等卸
売業、54 機械器具卸売業（5493 医療用機械器具
卸売業（歯科用機械器具を含む）を除く。）、71 学
術・開発研究機関
○半導体関連産業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
2671 半導体製造装置製造業、28 電子部品・デバ
イス・電子回路製造業
（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係るプラスチック等原材料の製造
業、製品化される電化製品、ガラス等その部材及
び貼付物等の製造業、電子部品の製造装置製造
業、コスト低減に寄与する運輸業等の下記の業
種。
11 繊維工業（116 外衣・シャツ製造業（和式を除
く）、117 下着類製造業、118 和装製品・その他の
衣服・繊維製身の回り品製造業及び 119 その他の
繊維製品製造業を除く。
）、16 化学工業（161 化学
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等
肥料製造業、1624 塩製造業、165 医薬品製造業、
1692 農薬製造業を除く。
）、18 プラスチック製品
製造業、19 ゴム製品製造業（1992 医療・衛生用
ゴム製品製造業を除く。）、21 窯業・土石製品製
造業、22 鉄鋼業、23 非鉄金属製造業、24 金属
製品製造業、25 はん用機械器具製造業、26 生産
用機械器具製造業（2671 半導体製造装置製造業を
除く。）、27 業務用機械器具製造業（276 武器製造
業を除く。）
、29 電気機械器具製造業、30 情報通
信機械器具製造業、32 その他の製造業（3297 眼
鏡製造業（枠を含む）、323 時計・同部分品製造業
に限る。）、39 情報サービス業、44 道路貨物運送
業、47 倉庫業、484 こん包業、51 繊維・衣服等
卸売業（512 衣服卸売業及び 513 身の回り品卸売
業を除く。）
、53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売
業、54 機械器具卸売業（5493 医療用機械器具卸
売業（歯科用機械器具を含む）を除く。）、71 学
術・開発研究機関
○産業用機械関連産業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
25 はん用機械器具製造業、26 生産用機械器具製
造業、27 業務用機械器具製造業（276 武器製造業
を除く。）、29 電気機械器具製造業
（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係るプラスチック等原材料の製造
業、製品化される電化製品や金属加工品、電子部
品の製造装置製造業、試験分析機器の製造業、コ
スト低減に寄与する運輸業等の下記の業種。
16 化学工業(161 化学肥料製造業、
1624 塩製造業、
165 医薬品製造業、1692 農薬製造業を除く。)、
18 プラスチック製品製造業、19 ゴム製品製造
業、21 窯業・土石製品製造業、22 鉄鋼業、23 非
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等
鉄金属製造業、24 金属製品製造業、28 電子部
品・デバイス・電子回路製造業、30 情報通信機
械器具製造業、32 その他の製造業（3297 眼鏡製
造業（枠を含む）、323 時計・同部分品製造業に限
る。）、39 情報サービス業、44 道路貨物運送業、
47 倉庫業、484 こん包業、53 建築材料、鉱物・
金属材料等卸売業、54 機械器具卸売業（5493 医
療用機械器具卸売業（歯科用機械器具を含む）を
除く。）、71 学術・開発研究機関
○医薬品・医療機器関連産業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
165 医薬品製造業、273 計量器・計測器・分析機
器・測量機械器具・理化学機械器具製造業、296
電子応用装置製造業及び 297 電気計測器製造業の
うち、医療用検査機器及び医療用分析機器の製造
に関するもの
274 医療用機械器具・医療用品製造業
（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係るプラスチック、金属加工品、
ガラス、炭素繊維等部材、医療用衛生用品、電子
部品等の付属品、貼付物等の製造業、製造装置製
造業の他、コスト低減に寄与する運輸業等の下記
の業種。
11 繊維工業、14 パルプ・紙・紙加工品製造業、
15 印刷・同関連業、16 化学工業（（ア）の業種及
び 1624 塩製造業を除く。
）、18 プラスチック製品
製造業、19 ゴム製品製造業、21 窯業・土石製品
製造業、22 鉄鋼業、23 非鉄金属製造業、24 金
属製品製造業、25 はん用機械器具製造業、26 生
産用機械器具製造業、27 業務用機械器具製造業
（（ア）の業種及び 276 武器製造業を除く。）
、28 電
子部品・デバイス・電子回路製造業、29 電気機
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等
械器具製造業（（ア）の業種を除く。
）、30 情報通
信機械器具製造業、32 その他の製造業、44 道路
貨物運送業、47 倉庫業、484 こん包業、54 機械
器具卸売業、55 その他の卸売業、71 学術・開発
研究機関
○コンクリート製品関連産業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
2123 コンクリート製品製造業
（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係る部材等の製造業の下記の業
種。
2121 セメント製造業、2122 生コンクリート製造
業、218 骨材・石工品等製造業、19 ゴム製品製
造業

（通勤可
能）

住田町

【住田町世田米川向地

○食品関連産業

区復興産業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【住田町世田米西風地

び活性化を目指す特定の業種

区復興産業集積区域

09 食料品製造業、10 飲料・たばこ・飼料製造業

①】

（105 たばこ製造業を除く。）

【住田町世田米西風地

（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活

区復興産業集積区域

性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種

②】

（ア）の業種に係る容器や貼付物等の製造業、生

【住田町世田米赤畑地

産設備の製造業、コスト低減や生産率向上に寄与

区復興産業集積区域】

する運輸業、卸売業等の下記の業種。

【住田町世田米向川口

15 印刷・同関連業、18 プラスチック製品製造業、

地区復興産業集積区

26 生産用機械器具製造業、44 道路貨物運送業、

域】

47 倉庫業、48 運輸に附帯するサービス業、52 飲

【住田町下有住高瀬地

食料品卸売業、71 学術・開発研究機関

区復興産業集積区域】
○木材関連産業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等
12 木材・木製品製造業、14 パルプ・紙・紙加工
品製造業
（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係る加工し製品化される家具や印
刷物等の製造業の他、コスト低減や生産率向上に
寄与する運輸業、卸売業等の下記の業種。
13 家具・装備品製造業、15 印刷・同関連業、
26 生産用機械器具製造業 44 道路貨物運送業、
47 倉庫業、48 運輸に附帯するサービス業、53 建
築材料、鉱物・金属材料卸売業

（通勤可
能）

奥州市

【奥州水沢工業団地復

○食品関連産業

興産業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【奥州水沢区復興産業

び活性化を目指す特定の業種

集積区域①】

09 食料品製造業、10 飲料・たばこ・飼料製造業

【奥州水沢区復興産業

（105 たばこ製造業を除く。）

集積区域②】

（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活

【奥州水沢区復興産業

性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種

集積区域③】

（ア）の業種に係る容器や貼付物等の製造業、生

【奥州水沢区復興産業

産設備の製造業等の下記の業種。

集積区域④】

15 印刷・同関連業、18 プラスチック製品製造業、

【奥州水沢区復興産業

26 生産用機械器具製造業、44 道路貨物運送業、

集積区域⑤】

47 倉庫業、484 こん包業、52 飲食料品卸売業、71

【奥州水沢区復興産業

学術・開発研究機関

集積区域⑥】
【奥州水沢区復興産業

○自動車関連産業

集積区域⑦】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【奥州江刺中核工業団

び活性化を目指す特定の業種

地復興産業集積区域】

311 自動車・同付属品製造業

【奥州江刺フロンティ

（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活

アパーク復興産業集積

性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種

区域】

（ア）の業種に係るシート、内装、ガラス、車体

【奥州江刺区復興産業

等の部材や鉄、プラスチック、炭素繊維等の原材

集積区域①】

料の製造業、また搭載される電飾、電装品といっ

【奥州江刺区復興産業

た附属品、貼付物等の製造業等の下記の業種。
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等

集積区域②】

11 繊維工業、15 印刷・同関連業、16 化学工業

【奥州江刺区復興産業

（161 化学肥料製造業、1624 塩製造業、165 医薬

集積区域③】

品 製 造 業 、 1692 農 薬 製 造 業 を 除 く 。）、

【奥州塔ヶ崎工業団地

18 プラスチック製品製造業、19 ゴム製品製造業

復興産業集積区域】

（1992 医療・衛生用ゴム製品製造業を除く。）、21

【奥州前沢インター工

窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業 、 22 鉄 鋼 業 、

業団地復興産業集積区

23 非 鉄 金 属 製 造 業 、 24 金 属 製 品 製 造 業 、

域】

25 はん用機械器具製造業、26 生産用機械器具製

【奥州本杉工業団地復

造業、27 業務用機械器具製造業、28 電子部品・

興産業集積区域】

デバイス・電子回路製造業、29 電気機械器具製

【奥州前沢区復興産業

造 業 、 30 情 報 通 信 機 械 器 具 製 造 業 、

集積区域①】

32 その他の製造業（3297 眼鏡製造業（枠を含む）、

【奥州前沢区復興産業

323 時計・同部分品製造業に限る。）
、44 道路貨物

集積区域②】

運送業、47 倉庫業、484 こん包業、53 建築材料、

【奥州胆沢東部工業団

鉱物・金属材料等卸売業、54 機械器具卸売業（5493

地復興産業集積区域】

医療用機械器具卸売業（歯科用機械器具を含む）

【奥州胆沢東南部工業

を除く。）、71 学術・開発研究機関

団地復興産業集積区
域】

○半導体関連産業

【奥州広表工業団地復

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

興産業集積区域】

び活性化を目指す特定の業種

【奥州日向工業団地復

2671 半導体製造装置製造業、28 電子部品・デバ

興産業集積区域】

イス・電子回路製造業
（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係るプラスチック等原材料の製造
業、製品化される電化製品、ガラス等その部材及
び貼付物等の製造業、電子部品の製造装置製造業
等の下記の業種。
11 繊維工業（116 外衣・シャツ製造業（和式を除
く）、117 下着類製造業、118 和装製品・その他の
衣服・繊維製身の回り品製造業及び 119 その他の
繊維製品製造業を除く。
）、16 化学工業（161 化学
肥料製造業、1624 塩製造業、165 医薬品製造業、
1692 農薬製造業を除く。
）、18 プラスチック製品
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等
製造業、19 ゴム製品製造業（1992 医療・衛生用
ゴム製品製造業を除く。）、21 窯業・土石製品製
造業、22 鉄鋼業、23 非鉄金属製造業、24 金属
製品製造業、25 はん用機械器具製造業、26 生産
用機械器具製造業（2671 半導体製造装置製造業を
除く。）、27 業務用機械器具製造業（276 武器製造
業を除く。）
、29 電気機械器具製造業、30 情報通
信機械器具製造業、32 その他の製造業（3297 眼
鏡製造業（枠を含む）、323 時計・同部分品製造業
に限る。）、39 情報サービス業、44 道路貨物運送
業、47 倉庫業、484 こん包業、51 繊維・衣服等
卸売業（512 衣服卸売業及び 513 身の回り品卸売
業を除く。）
、53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売
業、54 機械器具卸売業（5493 医療用機械器具卸
売業（歯科用機械器具を含む）を除く。）、71 学
術・開発研究機関
○産業用機械関連産業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
25 はん用機械器具製造業、26 生産用機械器具製
造業、27 業務用機械器具製造業（276 武器製造業
を除く。）、29 電気機械器具製造業
（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係るプラスチック等原材料の製造
業、製品化される電化製品や金属加工品、電子部
品の製造装置製造業、試験分析機器の製造業等の
下記の業種。
16 化学工業(161 化学肥料製造業、
1624 塩製造業、
165 医薬品製造業、1692 農薬製造業を除く。)、
18 プラスチック製品製造業、19 ゴム製品製造
業、21 窯業・土石製品製造業、22 鉄鋼業、23 非
鉄金属製造業、24 金属製品製造業、28 電子部
品・デバイス・電子回路製造業、30 情報通信機
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等
械器具製造業、32 その他の製造業（3297 眼鏡製
造業（枠を含む）、323 時計・同部分品製造業に限
る。）、39 情報サービス業、44 道路貨物運送業、
47 倉庫業、484 こん包業、53 建築材料、鉱物・
金属材料等卸売業、54 機械器具卸売業（5493 医
療用機械器具卸売業（歯科用機械器具を含む）を
除く。）、71 学術・開発研究機関
○医薬品・医療機器関連産業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
165 医薬品製造業、273 計量器・計測器・分析機
器・測量機械器具・理化学機械器具製造業、296
電子応用装置製造業及び 297 電気計測器製造業の
うち、医療用検査機器及び医療用分析機器の製造
に関するもの
274 医療用機械器具・医療用品製造業
（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係るプラスチック、金属加工品、
ガラス、炭素繊維等部材、医療用衛生用品、電子
部品等の付属品、貼付物等の製造業、製造装置製
造業等の下記の業種。
11 繊維工業、14 パルプ・紙・紙加工品製造業、
15 印刷・同関連業、16 化学工業（（ア）の業種及
び 1624 塩製造業を除く。
）、18 プラスチック製品
製造業、19 ゴム製品製造業、21 窯業・土石製品
製造業、22 鉄鋼業、23 非鉄金属製造業、24 金
属製品製造業、25 はん用機械器具製造業、26 生
産用機械器具製造業、27 業務用機械器具製造業
（（ア）の業種及び 276 武器製造業を除く。）
、28 電
子部品・デバイス・電子回路製造業、29 電気機
械器具製造業（（ア）の業種を除く。
）、30 情報通
信機械器具製造業、32 その他の製造業、44 道路
貨物運送業、47 倉庫業、484 こん包業、54 機械
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等
器具卸売業、55 その他の卸売業、71 学術・開発
研究機関
○木材関連産業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
12 木材・木製品製造業、14 パルプ・紙・紙加工
品製造業
（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係る加工し製品化される家具や印
刷物等の製造業等の下記の業種。
13 家具・装備品製造業、15 印刷・同関連業、
26 生産用機械器具製造業、44 道路貨物運送業、
47 倉庫業、484 こん包業、53 建築材料、鉱物・
金属材料卸売業
○コンクリート製品関連産業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
2123 コンクリート製品製造業
（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
2121 セメント製造業、2122 生コンクリート製造
業、2129 その他のセメント製品製造業、218 骨
材・石工品等製造業、219 その他の窯業・土石製
品製造業、22 鉄鋼業、24 金属製品製造業
○その他
復興産業集積区域においてその集積の形成及び
活性化を目指す特定の業種
9299 他に分類されないその他の事業サービス業
（コールセンター）
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種別
（通勤可
能）

市町村名
平泉町

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等

【平泉高田前工業団地

○食品関連産業

復興産業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【平泉瀬原工業団地復

び活性化を目指す特定の業種

興産業集積区域】

09 食料品製造業、10 飲料・たばこ・飼料製造業

【平泉黄金沢企業立地

（105 たばこ製造業を除く。）

用地復興産業集積区
域】

（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係る容器や貼付物等の製造業、生
産設備の製造業、コスト低減に寄与する運輸業等
の下記の業種。
15 印刷・同関連業、18 プラスチック製品製造業、
26 生産用機械器具製造業、44 道路貨物運送業、
47 倉庫業、484 こん包業、52 飲食料品卸売業、71
学術・開発研究機関
○自動車関連産業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
311 自動車・同付属品製造業
（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活
性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種
（ア）の業種に係るシート、内装、ガラス、車体
等の部材や鉄、プラスチック、炭素繊維等の原材
料の製造業、また搭載される電飾、電装品といっ
た附属品、貼付物等の製造業、コスト低減に寄与
する運輸業等の下記の業種。
11 繊維工業、15 印刷・同関連業、16 化学工業
（161 化学肥料製造業、1624 塩製造業、165 医薬
品 製 造 業 、 1692 農 薬 製 造 業 を 除 く 。）、
18 プラスチック製品製造業、19 ゴム製品製造業
（1992 医療・衛生用ゴム製品製造業を除く。）
、21
窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業 、 22 鉄 鋼 業 、
23 非 鉄 金 属 製 造 業 、 24 金 属 製 品 製 造 業 、
25 はん用機械器具製造業、26 生産用機械器具製
造業、27 業務用機械器具製造業、28 電子部品・
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等
デバイス・電子回路製造業、29 電気機械器具製
造 業 、 30 情 報 通 信 機 械 器 具 製 造 業 、
32 その他の製造業（3297 眼鏡製造業（枠を含む）、
323 時計・同部分品製造業に限る。）
、47 倉庫業、
484 こん包業、53 建築材料、鉱物・金属材料等卸
売業、54 機械器具卸売業（5493 医療用機械器具
卸売業（歯科用機械器具を含む）を除く。）、71 学
術・開発研究機関

（通勤可
能）

一関市

【一関駅東地区復興産

○食品関連産業

業集積区域①】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【一関駅東地区復興産

び活性化を目指す特定の業種

業集積区域②】

09 食料品製造業、10 飲料・たばこ・飼料製造業

【一関駅東地区復興産

（105 たばこ製造業を除く。）

業集積区域③】

（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活

【一関駅東地区興産業

性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種

集積区域④】

（ア）の業種に係る容器や貼付物等の製造業、生

【一関駅東地区興産業

産設備の製造業等の下記の業種。

集積区域⑤】

15 印刷・同関連業、18 プラスチック製品製造業、

【一関駅東地区興産業

26 生産用機械器具製造業、44 道路貨物運送業、

集積区域⑥】

47 倉庫業、484 こん包業、52 飲食料品卸売業、71

【一関駅東地区復興産

学術・開発研究機関

業集積区域⑦】
【一関東工業団地復興

○自動車関連産業

産業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【真柴工業団地復興産

び活性化を目指す特定の業種

業集積区域】

311 自動車・同付属品製造業

【真柴第二工業団地復

（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活

興産業集積区域】

性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種

【上油田工業団地復興

（ア）の業種に係るシート、内装、ガラス、車体

産業集積区域】

等の部材や鉄、プラスチック、炭素繊維等の原材

【上油田第二工業団地

料の製造業、また搭載される電飾、電装品といっ

復興産業集積区域】

た附属品、貼付物等の製造業等の下記の業種。

【花泉日向前地区復興

11 繊維工業、15 印刷・同関連業、16 化学工業

産業集積区域】

（161 化学肥料製造業、1624 塩製造業、165 医薬

【花泉油島地区復興産

品 製 造 業 、 1692 農 薬 製 造 業 を 除 く 。）、
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等

業集積区域】

18 プラスチック製品製造業、19 ゴム製品製造業

【花泉涌津地区復興産

（1992 医療・衛生用ゴム製品製造業を除く。）、21

業集積区域①】

窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業 、 22 鉄 鋼 業 、

【花泉涌津地区復興産

23 非 鉄 金 属 製 造 業 、 24 金 属 製 品 製 造 業 、

業集積区域②】

25 はん用機械器具製造業、26 生産用機械器具製

【花泉涌津地区復興産

造業、27 業務用機械器具製造業、28 電子部品・

業集積区域③】

デバイス・電子回路製造業、29 電気機械器具製

【大東渋民地区復興産

造 業 、 30 情 報 通 信 機 械 器 具 製 造 業 、

業集積区域①】

32 その他の製造業（3297 眼鏡製造業（枠を含む）、

【大東渋民地区復興産

323 時計・同部分品製造業に限る。）
、44 道路貨物

業集積区域②】

運送業、47 倉庫業、484 こん包業、53 建築材料、

【沼田工業団地復興産

鉱物・金属材料等卸売業、54 機械器具卸売業（5493

業集積区域】

医療用機械器具卸売業（歯科用機械器具を含む）

【大東大原地区復興産

を除く。）、71 学術・開発研究機関

業集積区域】
【千厩駒場清田地区復

○半導体関連産業

興産業集積区域①】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【千厩駒場清田地区復

び活性化を目指す特定の業種

興産業集積区域②】

2671 半導体製造装置製造業、28 電子部品・デバ

【千厩駒場清田地区復

イス・電子回路製造業

興産業集積区域③】

（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活

【千厩駒場清田地区復

性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種

興産業集積区域④】

（ア）の業種に係るプラスチック等原材料の製造

【千厩木六地区復興産

業、製品化される電化製品、ガラス等その部材及

業集積区域】

び貼付物等の製造業、電子部品の製造装置製造業

【西小田工業団地復興

等の下記の業種。

産業集積区域①】

11 繊維工業（116 外衣・シャツ製造業（和式を除

【西小田工業団地復興

く）、117 下着類製造業、118 和装製品・その他の

産業集積区域②】

衣服・繊維製身の回り品製造業及び 119 その他の

【千厩町浦地区復興産

繊維製品製造業を除く。
）、16 化学工業（161 化学

業集積区域】

肥料製造業、1624 塩製造業、165 医薬品製造業、

【千厩北方地区復興産

1692 農薬製造業を除く。
）、18 プラスチック製品

業集積区域】

製造業、19 ゴム製品製造業（1992 医療・衛生用

【千厩落合地区復興産

ゴム製品製造業を除く。）、21 窯業・土石製品製

業集積区域】

造業、22 鉄鋼業、23 非鉄金属製造業、24 金属
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等

【千厩深芦沢地区復興

製品製造業、25 はん用機械器具製造業、26 生産

産業集積区域】

用機械器具製造業（2671 半導体製造装置製造業を

【柴宿里前工業団地復

除く。）、27 業務用機械器具製造業（276 武器製造

興産業集積区域①】

業を除く。）
、29 電気機械器具製造業、30 情報通

【柴宿里前工業団地復

信機械器具製造業、32 その他の製造業（3297 眼

興産業集積区域②】

鏡製造業（枠を含む）、323 時計・同部分品製造業

【柴宿里前工業団地復

に限る。）、39 情報サービス業、44 道路貨物運送

興産業集積区域③】

業、47 倉庫業、484 こん包業、51 繊維・衣服等

【柴宿里前工業団地復

卸売業（512 衣服卸売業及び 513 身の回り品卸売

興産業集積区域④】

業を除く。）
、53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売

【丸森工業団地復興産

業、54 機械器具卸売業（5493 医療用機械器具卸

業集積区域】

売業（歯科用機械器具を含む）を除く。）、71 学

【地蔵平工業団地復興

術・開発研究機関

産業集積区域】
【東山松川地区復興産

○産業用機械関連産業

業集積区域①】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【東山松川地区復興産

び活性化を目指す特定の業種

業集積区域②】

25 はん用機械器具製造業、26 生産用機械器具製

【東山松川地区復興産

造業、27 業務用機械器具製造業（276 武器製造業

業集積区域③】

を除く。）、29 電気機械器具製造業

【東山松川地区復興産

（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活

業集積区域④】

性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種

【東山松川地区復興産

（ア）の業種に係るプラスチック等原材料の製造

業集積区域⑤】

業、製品化される電化製品や金属加工品、電子部

【東山松川地区復興産

品の製造装置製造業、試験分析機器の製造業等の

業集積区域⑥】

下記の業種。

【東山松川地区復興産

16 化学工業(161 化学肥料製造業、
1624 塩製造業、

業集積区域⑦】

165 医薬品製造業、1692 農薬製造業を除く。)、

【東山松川地区復興産

18 プラスチック製品製造業、19 ゴム製品製造

業集積区域⑧】

業、21 窯業・土石製品製造業、22 鉄鋼業、23 非

【東山松川地区復興産

鉄金属製造業、24 金属製品製造業、28 電子部

業集積区域⑨】

品・デバイス・電子回路製造業、30 情報通信機

【東山松川地区復興産

械器具製造業、32 その他の製造業（3297 眼鏡製

業集積区域⑩】

造業（枠を含む）、323 時計・同部分品製造業に限

【東山松川地区復興産

る。）、39 情報サービス業、44 道路貨物運送業、
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等

業集積区域⑪】

47 倉庫業、484 こん包業、53 建築材料、鉱物・

【東山松川地区復興産

金属材料等卸売業、54 機械器具卸売業（5493 医

業集積区域⑫】

療用機械器具卸売業（歯科用機械器具を含む）を

【東山石ノ森地区復興

除く。）、71 学術・開発研究機関

産業集積区域】
【野土工業団地復興産

○医薬品・医療機器関連産業

業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【大久保工業団地復興

び活性化を目指す特定の業種

産業集積区域①】

165 医薬品製造業、273 計量器・計測器・分析機

【大久保工業団地復興

器・測量機械器具・理化学機械器具製造業、296

産業集積区域②】

電子応用装置製造業及び 297 電気計測器製造業の

【川崎泉台地区復興産

うち、医療用検査機器及び医療用分析機器の製造

業集積区域】

に関するもの

【一関中里地区復興産

274 医療用機械器具・医療用品製造業

業集積区域】

（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活

【一関赤荻地区復興産

性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種

業集積区域①】

（ア）の業種に係るプラスチック、金属加工品、

【一関赤荻地区復興産

ガラス、炭素繊維等部材、医療用衛生用品、電子

業集積区域②】

部品等の付属品、貼付物等の製造業、製造装置製

【一関赤荻地区復興産

造業等の下記の業種。

業集積区域③】

11 繊維工業、14 パルプ・紙・紙加工品製造業、

【一関赤荻地区復興産

15 印刷・同関連業、16 化学工業（（ア）の業種及

業集積区域④】

び 1624 塩製造業を除く。
）、18 プラスチック製品

【一関赤荻地区復興産

製造業、19 ゴム製品製造業、21 窯業・土石製品

業集積区域⑤】

製造業、22 鉄鋼業、23 非鉄金属製造業、24 金

【一関東第二工業団地

属製品製造業、25 はん用機械器具製造業、26 生

復興産業集積区域】

産用機械器具製造業、27 業務用機械器具製造業

【一関沢地区復興産業

（（ア）の業種及び 276 武器製造業を除く。）
、28 電

集積区域】

子部品・デバイス・電子回路製造業、29 電気機

【藤沢町藤沢地区復興

械器具製造業（（ア）の業種を除く。
）、30 情報通

産業集積区域①】

信機械器具製造業、32 その他の製造業、44 道路

【藤沢町藤沢地区復興

貨物運送業、47 倉庫業、484 こん包業、54 機械

産業集積区域②】

器具卸売業、55 その他の卸売業、71 学術・開発

【藤沢町藤沢地区復興

研究機関

産業集積区域③】
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等

【藤沢町藤沢地区復興

○コンクリート製品関連産業

産業集積区域④】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【藤沢町黄海地区復興

び活性化を目指す特定の業種

産業集積区域①】

2123 コンクリート製品製造業

【藤沢町黄海地区復興

（イ）復興産業集積区域において集積の形成及び活

産業集積区域②】

性化を目指す（ア）の業種の主要関連業種

【藤沢町黄海地区復興

（ア）の業種に係る部材等の製造業の下記の業

産業集積区域③】

種。

【藤沢町黄海地区復興

2121 セメント製造業、2122 生コンクリート製造

産業集積区域④】

業、2129 その他のセメント製品製造業、218 骨

【藤沢町八沢地区復興

材・石工品等製造業、219 その他の窯業・土石製

産業集積区域①】

品製造業、22 鉄鋼業、24 金属製品製造業

【藤沢町八沢地区復興
産業集積区域②】

○その他

【藤沢町八沢地区復興

復興産業集積区域においてその集積の形成及び

産業集積区域③】

活性化を目指す特定の業種

【藤沢町大津保地区復

9299 他に分類されないその他の事業サービス業

興産業集積区域】

（コールセンター）

【藤沢榴地区復興産業
集積区域】
【室根絵図下地区復興
産業集積区域】
復興産業

八幡平市

【盛岡北部工業団地復

○食料品製造業

集積区域

興産業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

（日常的

【八幡平中渡地区復興

び活性化を目指す特定の業種

取引）

産業集積区域】

09 食料品製造業

【八幡平平笠地区復興
産業集積区域】

○電子部品・デバイス・電子回路製造業

【八幡平鬼清水地区復

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

興産業集積区域】

び活性化を目指す特定の業種

【八幡平トラウトガー

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

デン地区復興産業集積
区域】
【八幡平下台地区復興
産業集積区域】
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等

【八幡平大花森地区復
興産業集積区域】
【八幡平保土沢地区復
興産業集積区域】
（日常的

岩手町

取引）

【岩手町復興産業集積

○食料品製造業

区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
09 食料品製造業
○電子部品・デバイス・電子回路製造業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

（日常的
取引）

盛岡市

【盛岡北飯岡地区復興

○食料品製造業

産業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【盛岡工業団地復興産

び活性化を目指す特定の業種

業集積区域】

09 食料品製造業

【盛岡玉山区芋田地区
復興産業集積区域】

○電子部品・デバイス・電子回路製造業

【盛岡玉山区生出地区

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

復興産業集積区域】

び活性化を目指す特定の業種

【盛岡四十四田工業団

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

地復興産業集積区域】
【盛岡青山地区復興産
業集積区域】
【盛岡みたけ地区復興
産業集積区域】
【盛岡玉山区上武道地
区復興産業集積区域】
【盛岡玉山区芋田向地
区復興産業集積区域】
【盛岡中央工業団地復
興産業集積区域】
【盛岡都南工業団地復
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等

興産業集積区域】
【盛岡南工場流通団地
復興産業集積区域①】
【盛岡南工場流通団地
復興産業集積区域②】
【盛岡上飯岡地区復興
産業集積区域】
（日常的

滝沢村

取引）

【滝沢村大釜篠木地区

○食料品製造業

復興産業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【滝沢村鵜飼地区復興

び活性化を目指す特定の業種

産業集積区域】

09 食料品製造業

【滝沢村鵜飼滝沢地区
復興産業集積区域】

○電子部品・デバイス・電子回路製造業

【滝沢村巣子地区復興

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

産業集積区域】

び活性化を目指す特定の業種

【滝沢村野沢大崎地区

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

復興産業集積区域】
【滝沢大釜地区用地復

○ソフトウェア業

興産業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【滝沢盛岡西リサーチ

び活性化を目指す特定の業種

パーク復興産業集積区

391 ソフトウェア業

域】
【滝沢大清水地区農工
団地復興産業集積区
域】
【滝沢県立大学周辺地
区復興産業集積区域】
【滝沢県立大学地域連
携棟地区復興産業集積
区域】
【滝沢巣子地区復興産
業集積区域】
【滝沢外山地区復興産
業集積区域】
（日常的

雫石町

【雫石町長山地区復興

○食料品製造業
- 23 -

種別

市町村名

取引）

区域名
産業集積区域】

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【雫石町鴬宿地区復興

び活性化を目指す特定の業種

産業集積区域】

09 食料品製造業
○電子部品・デバイス・電子回路製造業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

（日常的

矢巾町

取引）

【矢巾ウエストヒルズ

○食料品製造業

広宮沢復興産業集積区

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

域】

び活性化を目指す特定の業種

【岩手流通センター復

09 食料品製造業

興産業集積区域】
【矢幅駅西地区復興産

○電子部品・デバイス・電子回路製造業

業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

（日常的

紫波町

取引）

【紫波南伝法寺地区復

○食料品製造業

興産業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【紫波上平沢地区復興

び活性化を目指す特定の業種

産業集積区域】

09 食料品製造業

【紫波南日詰地区復興
産業集積区域】

○電子部品・デバイス・電子回路製造業

【紫波犬渕地区復興産

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

業集積区域】

び活性化を目指す特定の業種
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

（日常的
取引）

花巻市

【花巻空港南地区復興

○食料品製造業

産業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【花巻第一工業団地復

び活性化を目指す特定の業種

興産業集積区域】

09 食料品製造業

【花巻北湯口地区復興
産業集積区域】

○自動車製造業
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種別

市町村名

区域名
【花巻横志田・中笹間

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

地区復興産業集積区

び活性化を目指す特定の業種

域】

3111 自動車製造業

【花巻東十二丁目地区
復興産業集積区域】

○半導体製造装置製造業・電子部品・デバイス・電

【花巻山の神地区復興

子回路製造業

産業集積区域①】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【花巻山の神地区復興

び活性化を目指す特定の業種

産業集積区域②】

2671 半導体製造装置製造業、28 電子部品・デバ

【花巻円万寺地区復興

イス・電子回路製造業

産業集積区域】
【花巻城内地区復興産

○情報通信機械器具製造業

業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【花巻田力地区復興産

び活性化を目指す特定の業種

業集積区域】

30 情報通信機械器具製造業

【花巻椚ノ目地区復興
産業集積区域】

○コンクリート製品製造業

【花巻小瀬川地区復興

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

産業集積区域】

び活性化を目指す特定の業種

【花巻中根子地区復興

2123 コンクリート製品製造業

産業集積区域】
【花巻下北万丁目地区

○医薬品製造業

復興産業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【花巻大通地区復興産

び活性化を目指す特定の業種

業集積区域】

165 医薬品製造業

【花巻南新田地区復興
産業集積区域】
【花巻下根子地区復興
産業集積区域】
【花巻若葉町地区復興
産業集積区域】
【花巻ぶどう沢地区復
興産業集積区域】
【花巻大迫沢田地区復
興産業集積区域】
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等

【花巻石鳥谷八重畑地
区復興産業集積区域】
【花巻石鳥谷八幡地区
復興産業集積区域①】
【花巻石鳥谷八幡地区
復興産業集積区域②】
【花巻石鳥谷好地地区
復興産業集積区域①】
【花巻石鳥谷好地地区
復興産業集積区域②】
【花巻石鳥谷上口地区
復興産業集積区域】
【花巻石鳥谷北寺林地
区復興産業集積区域】
【花巻石鳥谷大瀬川地
区復興産業集積区域】
【花巻石鳥谷新堀地区
復興産業集積区域】
【花巻石鳥谷中寺林地
区復興産業集積区域】
【花巻東和鷹巣堂地区
復興産業集積区域】
【花巻東和町井地区復
興産業集積区域】
【花巻東和安俵地区復
興産業集積区域】
（日常的
取引）

北上市

【北上南部工業団地復

○食料品製造業

興産業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【北上後藤野工業団地

び活性化を目指す特定の業種

復興産業集積区域】

09 食料品製造業

【北上流通基地復興産
業集積区域】

○自動車製造業

【北上産業業務団地復

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

興産業集積区域】

び活性化を目指す特定の業種

【北上工業団地復興産

3111 自動車製造業
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等

業集積区域】
【北上飯豊西部中小企

○自動車部分品・附属品製造業

業工業団地復興産業集

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

積区域】

び活性化を目指す特定の業種

【北上和賀川東部工業

3113 自動車部分品・附属品製造業

団地復興産業集積区
域】

○半導体製造装置製造業・電子部品・デバイス・電

【北上村崎野西部工業

子回路製造業

団地復興産業集積区

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

域】

び活性化を目指す特定の業種

【北上機械鉄工業団地

2671 半導体製造装置製造業、28 電子部品・デバ

復興産業集積区域】

イス・電子回路製造業

【北上竪川目工業団地
復興産業集積区域】

○計量器・計測器・分析機器・試験機・測量機械器

【北上藤根地区工業地

具・理化学機械器具製造業

域復興産業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【北上笹長根地区工業

び活性化を目指す特定の業種

専用地域復興産業集積

273 計量器・計測器・分析機器・試験機・測量機

区域】

械器具・理化学機械器具製造業
○パルプ・紙・紙加工品製造業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
14 パルプ・紙・紙加工品製造業
○合板製造業、集成材製造業、建築用木製組立材料
製造業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
1222 合板製造業、1223 集成材製造業、1224 建
築用木製組立材料製造業
○コンクリート製品製造業
（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及
び活性化を目指す特定の業種
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種別

市町村名

区域名

集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化を
目指す業種の主要関連業種等
2123 コンクリート製品製造業

（日常的

西和賀町

取引）

【西和賀町泉沢地区復

○食料品製造業

興産業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【西和賀町貝沢地区復

び活性化を目指す特定の業種

興産業集積区域】

09 食料品製造業

【西和賀町南部地区復
興産業集積区域】

○自動車製造業

【西和賀町耳取地区復

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

興産業集積区域】

び活性化を目指す特定の業種

【西和賀町小繋沢地区

3111 自動車製造業

復興産業集積区域】
（日常的
取引）

金ケ崎町

【岩手中部（金ケ崎）

○食料品製造業

工業団地復興産業集積

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

区域】

び活性化を目指す特定の業種

【金ケ崎森合工業団地

09 食料品製造業

復興産業集積区域】
【金ケ崎北部流通業務

○自動車製造業

団地復興産業集積区

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

域】

び活性化を目指す特定の業種

【金ケ崎西根、三ケ尻

3111 自動車製造業

地区復興産業集積区
域】

○半導体製造装置製造業・電子部品・デバイス・電

【金ケ崎西根下庄地区

子回路製造業

復興産業集積区域】

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

【金ケ崎六原頭無地区

び活性化を目指す特定の業種

復興産業集積区域】

2671 半導体製造装置製造業、28 電子部品・デバ

【金ケ崎永栄飛鳥田後

イス・電子回路製造業

地区復興産業集積区
域】

○医薬品製造業

【金ケ崎永栄林蔵寺地

（ア）復興産業集積区域においてその集積の形成及

区復興産業集積区域】

び活性化を目指す特定の業種

【金ケ崎下二の町・赤

165 医薬品製造業

坂・赤坂前地区復興産
業集積区域】

- 28 -

