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御社の思いをつかみ取り、

花巻市ならではのご提案をさせていただきます。

企業立地のご案内



御社が、
この地に根を下ろし、
花を咲かせ、
実を結ぶ。
花巻市は、どんなお手伝いができるのだろうか？

花巻市は、岩手県のほぼ中心に位置します。
花巻市をご存じなくても、宮沢賢治の名は知っておられるのではないでしょうか。
花巻市は彼が生まれ、理想郷を皆とともに築こうと人生の大半を生きた町なのです。
彼の足跡は、このまちと住民の心に今も息づいています。

誰もが働きやすく住みやすく。

さらには立地企業の方から「期待以上」と驚かれる、

拠点形成に不可欠な交通網の使い良さ。

それが私たちのふるさと花巻市です（それで全部ではありません。Ｐ３～８もご覧ください）。

その私たちがめざす企業立地とは、

立地内容の良さをご納得いただくだけでなく、

立地いただいてから本当のお付き合いが始まるもの、と考えています。

常に立地した企業の方と向き合い、市ができることを実直に、まっすぐに。

お会いして花巻市のことをお話させてください。

ぜひ、いちど、花巻市へ。

実直
花巻

立地前も、立地後も。

この写真は、花巻市を流れる北上川にかかる朝日大橋から見える風景です。1 2



御社が、
この地に根を下ろし、
花を咲かせ、
実を結ぶ。
花巻市は、どんなお手伝いができるのだろうか？

花巻市は、岩手県のほぼ中心に位置します。
花巻市をご存じなくても、宮沢賢治の名は知っておられるのではないでしょうか。
花巻市は彼が生まれ、理想郷を皆とともに築こうと人生の大半を生きた町なのです。
彼の足跡は、このまちと住民の心に今も息づいています。

誰もが働きやすく住みやすく。

さらには立地企業の方から「期待以上」と驚かれる、

拠点形成に不可欠な交通網の使い良さ。

それが私たちのふるさと花巻市です（それで全部ではありません。Ｐ３～８もご覧ください）。

その私たちがめざす企業立地とは、

立地内容の良さをご納得いただくだけでなく、

立地いただいてから本当のお付き合いが始まるもの、と考えています。

常に立地した企業の方と向き合い、市ができることを実直に、まっすぐに。

お会いして花巻市のことをお話させてください。

ぜひ、いちど、花巻市へ。

実直
花巻

立地前も、立地後も。

この写真は、花巻市を流れる北上川にかかる朝日大橋から見える風景です。1 2



東北に置く拠点を、どう選ぶのか。

その基準は事業の形態や求める要件によってさまざま。

私たちの花巻市には他市に及ばない点ももちろんありますが、

それを凌ぐたくさんの強みがあります。

いずれも立地企業の方から高く評価いただいているポイント。

実際にお越しいただいて、

その良さを感じていただければと思います。

花巻

釜石港

青森

八戸

仙台駅

※自動車専用道や新幹線駅は
　一部省略しています。
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2補助金制度

東北地方のハブ的な役割を担う力を、

花巻市は内に秘めている・・・。

そう評価する経営者の方も少なくありません。

実際、東西＆南北を結ぶ自動車道が

ほぼクロスする位置に花巻市はあります。

これにより北は八戸、青森、南は仙台、東京、

西は横手、秋田、能代、

東は港のある釜石、大船渡へとダイレクトにリンク。

その高速道路の出入り口となるインターチェンジを

市内に４か所持つのも大きな魅力。

さらには、東北新幹線「新花巻駅」に加え、

福岡、大阪、名古屋、札幌と結ぶ

岩手県唯一の空港「いわて花巻空港」も花巻市内に。

いずれも工業団地からすぐ。

目と鼻の距離にあります。

本社などとの行き来はもちろん、

お取引き先や協力会社とのアクセスも万全です。

1
南へ北へ東へ西へ。

機敏な交通網 。

2019
釡石道 全線開通
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補助対象は、土地・家屋・償却資産の取得等に対する経費です。（立地場所、業種による要件もあります。）
※1～3自動車・半導体関連企業、その他税収及び経済波及効果などを総合的に判断し、有益な立地と市長が認める企業については、補助
率・補助限度額の加算が可能です。

【花巻市企業立地促進奨励事業補助金】

J o b  c a fe 就職ガイダンス

分譲地においては企業の方が

立地を円滑に進めるためのリース特約付き分譲制度をはじめ、

他市と同様、補助金交付や一定期間の

市税（固定資産税）を免除する制度はあります。

ただ私たち花巻市が特に力を入れているのは、

立地した後のこと。

たとえば下記の表にあるような立地後に

事業を拡大するなどの際にサポートする補助金制度。

さらにはスクール研修や免許取得など

人材育成に結び付くものや、

展示会出展など事業の拡大や

商機に結びつく案件に対しても、積極的に補助金をご用意。

いずれも立地後のことを見据えた花巻市独自の施策。

花巻市に立地した企業が大きく成長していく。

それは私たちが思い描く夢でもあるのです。

2

地方への企業立地の際に課題となるのが、働き手のこと。

花巻市の人材について、

多くの立地企業の方が異口同音に口にされるのは、

そのまじめな働きぶり。

統計を見ても地元志向意識が強く、

離職率も低いということも、この地域の特色です。

さらには、粘り強さと深い探究心を持つ性格の方が多く、

品質において「自社の他工場を大きく引き離す」と

評価いただくうれしい声もよく聞きます。

また、高校や専門学校だけでなく、

盛岡にある岩手大学の学生も「地元で就職」を望む人が多くいます。

開発部門や営業部門、企画部門を持つ事業所や企業の方が

「この大学の学生や院生をターゲットに人材確保を狙う」

というケースも増えてきました。

3
優秀かつ勤勉。

若き働き手たち。
成長に寄り添う、

市独自の補助金制度 。

要件緩和タイプ
（2021年3月までの時限措置）

5千万円以上

常用雇用者5人以上

10分の1

1億円

区分

投資額

新規雇用者数

補助率

補助金限度額

投資・雇用拡大タイプ 増設タイプ
（2021年3月までの時限措置）

15億円以上 2,500万円以上

常用雇用者50人以上 常用雇用者2人以上

10分の2 10分の1

6億円 ※3 5千万円

通常タイプ

１億円以上

常用雇用者１０人以上

10分の1 ※1 ※2

３億円

5 6

実直
花巻

立地前も、立地後も。
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②3Dプリンター ③CNC三次元測定機 ④デジタルマイクロスコープ①大型環境試験室

ビジネスに活かせる、

花巻温泉郷 。

安価で使える、

最先端機器 群。

元々は地場産業の発展をめざし、

起業や新規事業の立上げを促進するために生まれた花巻市起業化支援センター。

今、私たちのその思いを飛び越え、さまざまに機能しています。

たとえば、産学連携や立地企業と地場企業同士をつなぐ

事業マッチングや補助金申請などに対し、

専門コーディネーターが的確にサポート。

また自社導入するには資金的ハードルが高いさまざまな最先端の試験機器を、

ここでは低価格で利用することができます。

代表的なものでは

①大型環境試験室、

②3Dプリンター、

③CNC三次元測定機、

④デジタルマイクロスコープなど、

いずれも１００円～４００円/時間の低料金で活用可能。

いずれも立地企業や近隣企業の大きな支えになっています。

4

花巻温泉郷は、約６割が岩手県内のお客さま。

地元に愛され、さらにはリピート客も多い定番の温泉地です。

空港や新幹線駅、工業団地から近いこともあり、

地元企業も立地企業も

「部屋も広く温泉と花巻市と岩手が誇る食材を使った料理なども楽しめる」

など花巻温泉郷ならではのおもてなしをビジネスに活用しています。

たとえば、打合せや視察など出張で来られた取引き先や

協力会社の方の宿泊先に。

高いコンベンション能力を活かし、６００人規模の会議から

１０人以下の少数会議はもちろん、

周年行事などの式典や新商品展示会、懇親会などに。

立地後のさまざまなビジネスシーンを考えると、

信頼できる「おもてなし施設」が間近にあるのはとても心強いと思います。

5

7 8

実直
花巻

立地前も、立地後も。
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そう言っていただけれ ば 、
それは花巻市の財産になります。

よそでは作れない。
そんなモノづくりを
花巻で実現している

リコーインダストリアルソリューションズ株式会社 千葉雅樹さま

花巻を選んで
よかった。

【花巻第一工業団地】●リコーインダストリアルソリューションズ（株）●十和田精密工業（株）●三ツ輪金属工業（株）●東北日東工業（株）●イーエヌ大塚製薬（株）●（株）ツガワ

●（株）新興製作所●（株）花巻バイオマスエナジー●花巻バイオチップ（株） 【花巻第一工業団地 テクノパーク】●花巻市起業化支援センター●（株）イトー急行●明治フレッシュ

ネットワーク（株）●（株）メディセオ●（株）アイソニーフーズ岩手●（有）ハイブリッド●（株）サンライズエンジニアリング●日本都市開発（株） 【花巻第二工業団地】●東北シャノン

（株）●（株）エクセルシャノン●（株）ホクエツ東北●富士フイルムテクノプロダクツ（株）●（株）デンロコーポレーション●サンポット（株）●日本板硝子東北（株）●県立総合教育セ

ンター●県立生涯学習推進センター●日本梱包運輸倉庫（株）●センコン物流（株）●（株）ネクサス 【花巻機械金属工業団地】●（株）協和製作所●（株）福伸製作所●川辺産

業（株）●（株）アイオー精密●（株）ウノー・インダストリー●（株）今弘商店●（株）本興製工所●（株）メタルスプレート●（株）菊池製作所●（有）オーピーエス ●三笠商事（株）●

（株）伸和光機 【花巻流通業務団地】●スターゼン販売（株）●（株）日本アクセス●北星産業（株）●（株）花巻事務機●（株）齋藤運輸●（農）花巻東部カントリーエレベーター利

用組合●サンウェイ（株）●（有）COS 工業●東北アルフレッサ（株）●（株）PALTAC●（株）丸祐運送●大衡運送（株）●（株）丸石産業●（株）エスワイロジ●サンライズ産業

（株）●（株）相庄●（公財）岩手労働基準協会●（有）うしちゃんファーム●北海道トナミ運輸（株）●ナイス（株）●（株）ダイニチ●釡渕運送（有）

社内の雰囲気もこの地ならでは。
「こちらに来て日が浅い頃、社員が名字

ではなく下の名前で呼び合うので、最初

は不思議な感じでした」と千葉さんは

笑ってお話されます。それもそのはず、7

割近くが地元花巻市から採用の社員。こ

こ花巻には高橋、佐々木、佐藤といった

同じ姓の人が多く、混乱を避けるために

自然と下の名前で呼び合うようになっ

たのだそう。「それが家庭的というか、社

内の雰囲気がとてもいい」のだとか。

花巻出身社員とつくりあげた企業。
さらにおっしゃるには、「元々はカメラの

製造拠点としてスタート、時代の求めに

応じ製造するものが高性能レンズへと

進化。そこには図面以上の精度、機械

では出せない精度が求められます」。そ

れに対し「手先が器用というか、ポテン

シャルが高いというか。忍耐強く黙々と

技術を吸収して作り上げていくことがで

きる人が多いように感じます」。さらに、

「当初は本社技術者が技術を伝えまし

たが、それ以降は花巻出身社員が時代

と得意先企業が求める精度を鍛錬し、

次世代へと伝承。ある意味、企業と花巻

市出身社員がともに成長し技術戦争を

勝ち抜いてきたからこそ、今がある」と力

強くお話されます。また「会社として苦し

い時代もありましたが、社員たちも花巻

で生きていきたい意識が強く、一緒に頑

張ってもらえたのではないでしょうか」と

話されます。そんな地元の“思い”を大切

に考えるのは設立当初より。たとえば敷

地内に地元の大畑八幡神社から分社し

て神社を建立したのも一例。「年始には

その敷地内の神社へ神楽を奉納してい

ます（日本だけでなく世界に誇る花巻市

の神楽は市民生活の奥深くに根付いて

いる）。また４００年以上の歴史を持つ花

巻まつりへも会社所有のみこし（神輿）

を繰り出し、社員たちが市民といっしょに

なって祭を盛り上げています。

花巻市だからこそ、感じるメリット。
交通の便についても高く買っていただい

立地が決まる。それはゴールではなく、花巻市にとってのスタートライン。私

たちの本当の“仕事”はそこから始まります。市が定期的に集まりの場を催

し、また御社へも繰り返し訪問し、さまざまなお話やご意見をお聞きする。

御社と双方向の関係を築きながら「花巻市としてなにができるのか」を可能

な限り考え、できる支援を実直に進めていく。そうすることで立地企業の永

続的な発展の一助となり、さらには花巻市民のための豊

かな社会実現へとつながっていく―――。花巻市の企業立

地には、そんな思いがあります。このパンフレットでは、立

地いただいている４つの企業の方に「花巻への立地のこ

と。これからのこと」など、その心の内をお伺いしました。

【産業団地立地企業一覧】順不同、２０２０年３月現在

ています。「確かに距離的に近いところ

は他にもある。でも、ここは意外と近い。

そこが予想外。たとえば、弊社の得意先

は名古屋に多いのですが、そこから飛行

機一本。同様に大阪からも福岡からも

一本。また東京も新幹線で一本」。本当

に行き来が楽だとおっしゃいます。そして

もうひとつ。「花巻温泉の存在はすごく

大きい。“今度、弊社にも打ち合わせに

お越しください。で、温泉でゆっくりして

翌日お帰りください”とお誘いしやす

い」。確かに仕事で来て、泊って帰るだ

けでは味気ないもの。「花巻温泉以外に

も近隣にいろいろな温泉地があるので、

毎回、違うところにお泊りになり、それを

楽しみに来られるお客様もおられます。

“花巻っていいね”って。営業面からみて

も効果があると思いますよ（笑）」
実直
花巻

立地前も、立地後も。

リコーインダストリアルソリューションズ株式会社
花巻営業所
1974年に立地

（第一工業団地入居第一号。当時はリコー光学）。

プロジェクター用レンズモジュールなど、

光学系レンズ技術製品が主力。
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花巻の交通の便の良さを徹底活用。
「近県はもちろん花巻市の近隣都市で、

ここまで使い勝手の良い交通ネットワーク

が整っているところ、ほかにありますか。私

は思いつかない」とおっしゃるのは、本社

のある秋田県能代市から花巻市へ定期

的に訪れ、営業所経営に携わっておられ

る安藤さん。「営業所のすぐ横を走るのは

国道４号線。そして花巻市内には自動車

道のインターチェンジが３か所、いや４か

所かな。いずれもここからとても近い」。そ

のインターチェンジの近さと数のメリットに

ついてお聞きすると、「いちばん便利な出

入口を使えば、配送スピードだけでなくド

ライバーの働く時間を５分でも１０分でも

短くできますからね」とお話されました。働

き方の見直しが火急のテーマである今の

時代に、とても大切な考え方を伺いました。

使い応えのある花巻市の補助金。
さらにドライバーの方の働き方についてお

聞きすると、トン数別に免許の種類が細か

く増えたものの、運送業で重要な大型免許

を取得するには、まとまった費用と時間が

かかるのだそうです。「大型免許を取得した

い社員に対し費用的なサポートをするに

は、会社だけでは限界があります。業界団

体をはじめ、いろいろな補助金はあるには

あるのですが、額もそれなりですし、さらに申

請条件などにもいろいろな制約がありま

す」とおっしゃいます。「その点、花巻市の

場合、申請も簡素化されていて条件もそれ

ほど厳しくない。また補助金もまとまった金

額なので申請し甲斐があります(笑)」。その

花巻市の補助金で30万円近い取得費用

の半分近くがカバーでき、社員個人の負担

を大きく減らすことができていると言いま

す。「他市でこんなに使いでのある補助金

のことは聞いたことはないですね。花巻市

にはもっと頑張っていただければ、と期待し

ています(笑)」とにこやかにお話されます。

幸運だった流通団地の敷地取得。
その花巻市に営業所を構えられたきっかけ

は、お得意先のホームセンターが物流セン

ターを花巻市に設置されたこと。「最初はお

得意先の敷地に間借りのカタチで花巻に

やってきました。でも、いつまでもその状態では

･･･」と物件探しがスタート。「ちょうど良い広さ

であってもやや遠かったり、近さに満足できて

もちょっと広すぎたり、でした」。探しあぐねてい

たとき、幸運にも見つかったのが現在の場所

です。「やや広いかと思いましたが、交通の便

の良さはもちろん、営業所の将来のことも考

えて決断しました」。その広さを上手に活かし

て敷地内に倉庫を一棟建設。その倉庫も現

在フル稼働。「ご縁があって花巻市内のメー

カーさんに使っていただいています」。現在の

安藤さんの目標は、第２倉庫、第３倉庫と増

築できるよう、また運送業においてもお得意

先を増やしていくこと。「どんなカタチででも地

元花巻に貢献できれば、言うことなしです」。

もっと大きな“ご近所付合い”を。
「実はここの団地、立地企業同士がとって

も仲がいいんですよ。みんなで集まってみ

んなでビアパーティーをしたり、団地内の清

掃活動をしたり」と平さん。その話を宮川さ

んが受けられて「“工場見学に大勢くるから

トランシーバー貸して”“増床工事するので

おたくの駐車場に車を置かせて”などご近

所付き合いのような小さな協力関係から、

ついには団地企業が一致団結しゼロ・エ

ミッションを達成しました」とニコニコとお話

されます。元々は工場長さん同士のつなが

りから付き合いの輪が広がったそうですが、

今、宮川さんは、経営の観点から“もっと大

きな<ご近所付き合い>を、生産体制にお

いてもつくれないだろうか”と構想中とのこ

と。「花巻立地決定のポイントでもあったよ

うに、確かにここは交通の便はいいんです。

ただそれをさらに実のあるものにしないと、

もったいない。高速道路などで結ばれる協

力会社をつくり、交通の便を活かしたス

ムーズな部品供給などができるようになれ

ば、もっと弊社は発展できる。難しい、でも

可能性はある。チャレンジです」と力強く語

られます。その企業マッチングなどについ

て、花巻市起業化支援センターもなんとか

お力になれないかと奮闘中です。

社員たちにみる、人柄、お国柄。
さらに宮川さんが考えておられること。「弊

社は他の県にも自社工場を持ちますが、経

営観点から考えると、今後は花巻を量産で

きる場所として展開できれば・・・」とそんな

ビジョンを思い描かれています。それを支え

るのは労働力の質。花巻立地のポイントの

ひとつは人材面ですが、今は売り手市場

の難しい時代。「この地の人材の特長とし

ていえるのは、生産性や品質を上げようと

する会社の取り組みに対し、協力的な気

持ちで取り組んでくれる人が多いことです

ね。モチベーションがあまり高くない他の社

員も巻き込んでくれる、そんな生まじめさ、勤

勉さを地元出身の社員たちに感じます。そ

れがこの会社で頑張ろうという定着率の高

さにもつながっているのかもしれません」と

宮川さん。このことを地元花巻出身で花巻

工場が立地スタートする時に入社された平

さんにお聞きすると、「いやあ、そんな性格を

あまり意識したことはないですね」と笑って

おられました。

お付き合いを大きな力へ変える力。
その平さん、「市とのお付き合いの中心は、

立地にもかかわりのある商工労政課。そこ

での担当者が部署を離れても、異なる用件

でお付き合いが続いていますね」とおっしゃ

います。また「花巻商工会議所が主催する

新年交賀会には、５００人を超える人が一

堂に集まる。地方都市なのに、ここまで盛

況なのは珍しいのではないでしょうか」。こ

んなところにも地域一丸となって地元と産

業の発展を願う花巻市の人々の熱い気持

ちが現れているように思います。

株式会社ダイニチ 安藤光一さま富士フイルムテクノプロダクツ株式会社   宮川和由さま（右）  平貴文さま（左）

花巻市ではこれにも
補助金が使えるのか。
驚きでした

花巻市には、
ポテンシャルがある。
まだまだできる

「
」
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花巻工場設立に尽力してくださった
市役所の皆さんに感謝。
当社では、半導体の製造工場に設置する

排気装置を作っています。局所排気ダクトと

言いまして、塩化ビニール樹脂（以下、塩ビ）

を溶接してのオーダーメイドです。

大手半導体製造の東芝メモリ（現：キオクシ

ア株式会社）さんの仕事を長くしていまして、

東芝メモリさんが岩手県北上市に工場を作

るということで当社にもと声がかかったことが

岩手に工場を作ることになったきっかけです。

飛行機で岩手に向かっている時に機内誌を

見たら、「東北に拠点をお探しの方はいらっ

しゃいませんか？」と書いてあって、これだっと

思ってすぐに花巻市役所へ行って相談しまし

た。そうしたらすぐに対応していただいて、ここ

の内覧に来て…。天井の高さ、工場の広さ、

私が思っていた条件にぴったり。あっという間

に場所は決まったものの、働いてくれる人が

集まるだろうかという不安がありました。そうしま

したら、市役所の皆さんが「人を集めるために

汗をかきます！」と言って動いてくださって、たくさ

んの応募があってホッとしました。

市役所の皆さんには本当に感謝しています。

三つの部門が当社の柱です。
当社の事業は三本柱があります。まず一つ目

は工務部門。局所排気ダクトの製作と施工

などを行います。東芝さんの世界最大の半導

体工場が三重県の四日市市にあるんです

が、そこの特殊な排気のダクトの製作と設置

を30年ぐらい前からずっとやってきました。通

常、空調ダクトは鉄板を使うものなのですが、

半導体工場は酸とかアルカリ性の揮発ガス

を排出するので金属はダメなんです。塩ビじゃ

ないといけない。その特殊なダクトを作って取

り付けるというのが当社の仕事なんです。製

造から取り付けまでを受け持つ会社は、全国

で見てもそう多くはないと思います。

二つ目は、インターネット事業部門です。半導

体業界は好不調の波があるので、一つの事

だけをやっているわけにはいかないと考えて、

インターネットの仕事を始めました。それが

2001年でしたが、年々右肩上がりの好調で

今では全社の売り上げの３割ほどを占めてい

ます。女性社員を中心に、確実に業績を伸

ばしています。

三つ目は、新規事業部門です。前社長が新

しいことを始めてほしいと作った部署なんです

が、こちらではアパレル関係の仕事が順調

で、売り上げだけで１割ほどになっています。

当社は、全社を見ても若い人材が会社を支

えてくれています。工場長は30代半ばです

し、各部署の役職者はだいたいそれくらいの

年代です。もちろんベテラン社員もいますが、

若い社員の力はとても心強いですし、会社の

原動力にもなっていると思います。

お付き合いを大きな力へ変える力。
花巻市の印象ですが、正直言って、初めて

岩手に来るまでどこにあるのかすらわからな

かったんです。飛行機の中でパンフレットを見

て知って、空港に降りてから位置を確認したく

らいです（笑）。事業所と工場を作ることに

なって、たくさんの方 と々お会いする機会が増

え、何度も通うようになって思うことは、まず真

面目な方が多いということ。仕事をお願いす

ると粘り強く取り組んでくれますね。きっとその

影響なのかもしれませんが、あの震災から10

年も経っていないのに、震災の影響を感じま

せん。岩手県民の皆さんが真面目に頑張っ

て復興に取り組んでこられたからだと思いま

す。

そして、花巻に来て感じたのは寒い！氷点下

のなかで工場設置に取り組んだせいでもあ

るんでしょうが、冬の花巻はほんとに寒いと思

いました。本社のある福井の鯖江や、事業所

のある四日市では体験できない寒さです。

今後は、東北全域に営業をかけていこうと

思っているんですが、とにかく東北は広い。特

に岩手は沿岸に行こうと思うだけで２時間と

か３時間とかかかるので正直驚いています。

隣県の宮城や秋田に行くのもけっこう時間

がかかりますよね。それでも、とにかく岩手をま

わらなくてはと思って、今、頑張って車を走らせ

ているんですよ。

クリーンテクノ株式会社   山下大起さま

素早い花巻市の対応に
ご縁を感じました

「 」
ほかにも花巻なら
　こんなサポートが出来ます…

5

県外に居住していた方で、花巻市

転入後に市内事業所に新規就職

かつ１年以内に６か月以上勤務し

た場合に25万円を支給します！

UIJターン者奨励金

中小企業者の資金調達を支援す

るため、市内金融機関を窓口とし

た融資制度。貸付利率の一部を市

が利子補給します！

中小企業振興融資制度

企業の付加価値創造や販路開拓

等を支援するため、展示会への出

店料やパッケージ等のデザイン費

など幅広いメニューに対して補助

金を交付します！

企業競争力強化支援事業

現代の経済情勢の中、成長が期

待されるAIやIotなどの分野にお

いて、新製品・新技術開発及び販

路開拓に対して補助金を交付しま

す！

成長分野参入促進事業

雇用を確保したい… 資金を調達したい…

付加価値を創造したい… 戦略展開を計画したい…

詳しくは 　　　　　　　　　　　　　 又はお電話で花巻市　企業立地
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企業の付加価値創造や販路開拓

等を支援するため、展示会への出

店料やパッケージ等のデザイン費

など幅広いメニューに対して補助

金を交付します！

企業競争力強化支援事業

現代の経済情勢の中、成長が期

待されるAIやIotなどの分野にお

いて、新製品・新技術開発及び販

路開拓に対して補助金を交付しま

す！

成長分野参入促進事業

雇用を確保したい… 資金を調達したい…

付加価値を創造したい… 戦略展開を計画したい…

詳しくは 　　　　　　　　　　　　　 又はお電話で花巻市　企業立地
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クリーンテクノ株式会社
2018年に花巻に立地。

半導体製造工場内に設置する排気装置（局所排気ダクト）

の製造・メンテナンスを事業の主軸とする。

花巻市



どんなことでもお気軽に、お問い合わせください。

花巻市企業立地推進室

TEL 0198-41-3537（ダイヤルイン）
代　　表 T E L  0 1 9 8 - 2 4 - 2 1 1 1
内　　線 3 8 7 / 4 9 0

rit ti@city.hanamaki. iwate.jp

〒025 -8601 岩手県花巻市花城町 9 -30
FAX:0198 -24 -0259

R2.3

花巻企業立地 検 索

実直
花巻

立地前も、立地後も。

実 直
花巻

立地前も、立地後も。

そ
の
先
ま
で
、

ず
っ
と
、い
い
お
付
き
合
い
を
。

御社の思いをつかみ取り、

花巻市ならではのご提案をさせていただきます。

企業立地のご案内




