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沿岸の対象業種（詳細） 

 

【沿岸地域】 

洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、

大船渡市、陸前高田市 

 

【沿岸地域の対象業種】 

ア．セメント関連産業 

（ア）ａにおけ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 

212 セメント・同製品製造業 

（イ）ａにおける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）の業種に係る原材料を提供する業種、貼付物等の製造業、製造装置製造 

業の他、再生資源の有効活用に寄与する研究開発機関、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。 

05 鉱業、採石業、砂利採取業、15 印刷・同関連業、25 はん用機械器具製造 

業、26 生産用機械器具製造業、44 道路貨物運送業、47 倉庫業、481 港湾運送 

業（大船渡市、釜石市、宮古市、久慈市の復興産業集積区域に限る。）、484 こ

ん包業、53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、70 物品賃貸業、71 学術・開

発研究機関、88 廃棄物処理業、9292 産業用設備洗浄業 

 

 

イ．鉄鋼関連産業 

（ア）ａにおけ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 

22 鉄鋼業 

（イ）ａにおける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）の業種に係る原材料を提供する業種、貼付物等の製造業、製造装置製造

業の他、再生資源の有効活用に寄与する研究開発機関、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。 

05 鉱業、採石業、砂利採取業、15 印刷・同関連業、25 はん用機械器具製造

業、26 生産用機械器具製造業、44 道路貨物運送業、47 倉庫業、481 港湾運送

業（大船渡市、釜石市、宮古市、久慈市の復興産業集積区域に限る。）、484 こん

包業、53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、70 物品賃貸業、71 学術・開発研

究機関、9292 産業用設備洗浄業 
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ウ．電子機械製造関連産業 

（ア）ａにおけ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 

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

（イ）ａにおける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、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、コスト低減や生産率向上に寄与する運輸業、卸売業等の下記の業種。 

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。）、15 印刷・同関連業、16 化学工業（161 化学肥料製造業、164油

脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業、165 医薬品製造業、

166 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業及び 1624 塩製造業を除く。）、

17 石油製品・石炭製品製造業、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（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。）、44 道路貨物運送業、47 倉庫業、481 港湾運送業（大船渡

市、釜石市、宮古市、久慈市の復興産業集積区域に限る。）、484 こん包業、51 繊

維・衣服等卸売業、53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、54 機械器具卸売業、

70 物品賃貸業、71 学術・開発研究機関、72 専門サービス業（726 デザイン業

に限る。）、74 技術サービス業（743 機械設計業、7499 その他の技術サービス業

に限る。）、9021 電気機械器具修理業 

 

 

エ．輸送用機械器具関連産業 

（ア）a におけ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 

3113 自動車部分品・附属品製造業、313 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 

（イ）ａにおける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、コスト低減や生産率向上に寄与する運輸業、卸売業等の下記の

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
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業を除く。）、15 印刷・同関連業、16 化学工業（161 化学肥料製造業、164油脂加

工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業、165 医薬品製造業、166 化

粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業及び 1624 塩製造業を除く。）、17 石油製

品・石炭製品製造業、18 プラスチック製品製造業、19 ゴム製品製造業、20 なめ

し革・同製品・毛皮製造業、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（276 武器製造業を除く。）、29 電気機械器具製造業、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。）、

44 道路貨物運送業、47 倉庫業、481 港湾運送業（大船渡市、釜石市、宮古市、久

慈市の復興産業集積区域に限る。）、484 こん包業、51 繊維・衣服等卸売業、53 建

築材料、鉱物・金属材料等卸売業、54 機械器具卸売業、70 物品賃貸業、71 学術・

開発研究機関、72 専門サービス業（726 デザイン業に限る。）、74 技術サービス業

（743 機械設計業、7499 その他の技術サービス業に限る。） 

 

 

オ．医療・医薬品関連産業 

（ア）ａにおけ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 

165 医薬品製造業、274 医療用機械器具・医療用品製造業 

（イ）ａにおける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。 

44 道路貨物運送業、47 倉庫業、481 港湾運送業（大船渡市、釜石市、宮古市、

久慈市の復興産業集積区域に限る。）、484 こん包業、5521 医薬品卸売業、71 学術・

開発研究機関 

 

 

カ．情報サービス関連産業 

（ア）ａにおけ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 

3719 その他の固定電気通信業、39 情報サービス業、40 インターネット付随サー

ビス業、71 学術・開発研究機関、72 専門サービス業（726 デザイン業に限る。）、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） 

（イ）ａにおける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 
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キ．木材関連産業 

（ア）ａにおけ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 

12 木材・木製品製造業、14 パルプ・紙・紙加工品製造業 

（イ）ａにおける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）の業種に係る原材料の供給、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。 

022 素材生産業、024 林業サービス業、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、481 港湾運送

業（大船渡市、釜石市、宮古市、久慈市の復興産業集積区域に限る。）、484 こん包

業、53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、87 協同組合 

 

 

ク．環境負荷低減エネルギー関連産業 

（ア）ａにおけ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 

291 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、295 電池製造業、299 その他の

電気機械器具製造業（太陽電池製造業） 

33 電気業、34 ガス業、35 熱供給業のうち、環境負荷低減型エネルギー（風力発

電や太陽光発電などの再生可能エネルギー、液化天然ガス（ＬＮＧ）に限る。）の供給

に関するもの 

（イ）ａにおける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）の業種に係る木製チップ等の原材料、プラスチック、金属加工品、セラミ

ック等部材や、電子部品等の附属品、製造装置製造業の他、環境負荷低減に寄与す

る研究開発機関、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。 

12 木材・木製品製造業、16 化学工業、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 非鉄金属製品製造業、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（（ア）の業種を除く。）、44 道路貨物運送業、47 倉庫業、481 港湾運送業（大船

渡市、釜石市、宮古市、久慈市の復興産業集積区域に限る。）、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、70 物品賃貸業、71 学術・

開発研究機関、72 専門サービス業（726 デザイン業に限る。）、74 技術サービス業

（743 機械設計業、7442 非破壊検査業、7499 その他の技術サービス業に限る。）、

9292 産業用設備洗浄業 
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ケ．観光関連産業 

（ア）ａにおける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特定の業種 

57 織物・衣服・身の回り品小売業（土産品として製造されたものに限る。）、58 飲

食料品小売業（土産品として製造されたものに限る。）、75 宿泊業、76 飲食業、785 

その他の公衆浴場業、804 スポーツ施設提供業、8092 マリーナ業、8093 遊漁船業 

（イ）ａにおける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 

51 繊維・衣服等卸売業 

 

 

コ．食品関連産業 

（ア）ａにおける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特定の業種 

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）ａにおける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。 

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、481 港湾運送業（大船渡市、釜石市、宮古市、久慈市

の復興産業集積区域に限る。）、484 こん包業、52 飲食料品卸売業、70 物品賃貸業、

71 学術・開発研究機関 

 

 

サ．水産関連産業 

（ア）a における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特定の業種 

03 漁業、04 水産養殖業 

（イ）a における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。 

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、481 港湾運送業（大船渡市、釜石市、宮古市、久慈市

の復興産業集積区域に限る。）、484 こん包業、52 飲食料品卸売業（5216生鮮魚介

卸売業、5219 その他の農畜産物・水産物卸売業（生のり卸売業、海藻卸売業）に限

る。）、70 物品賃貸業、87 協同組合 
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シ．農業及び関連産業 

（ア）a における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特定の業種 

01 農業 

（イ）ａにおける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。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、481 港湾運送業（大船渡市、釜石市、宮古市、久慈市の復興産業集積区域に

限る。）、484 こん包業、52 飲食料品卸売業（521 農畜産物・水産物卸売業（5216 

生鮮魚介卸売業を除く。）、5226 茶類卸売業、5227 牛乳・乳製品卸売業）、70 物品

賃貸業、87 協同組合 

 

 

ス．繊維関連産業 

（ア）a における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特定の業種 

11 繊維工業（久慈市の復興産業集積区域に限る。） 

（イ）ａにおける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 


