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地域産業資源活用事業の促進に関する地域産業資源の内容の指定（詳細） 

 

 

                        令和元年 10 月 17 日                          

                                                    広     島     県 

 

本県は，「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平成

１９年法律第３９号。）」第４条第１項及び「地域産業資源活用事業の促進に関する基本

方針（平成２４年４月２７日）」に基づき，地域産業資源を特定するとともに，地域産業

資源活用事業として中小企業者が商品の生産又は役務の提供を行うことが想定される地

域を併せて設定し，その内容を下表のとおり定める。 

   

 

（１） 農林水産物 

 名称 地域産業資源に係る地域 

１ 太田川シジミ 広島市 

２ 観音ねぎ 広島市 

３ 
クロダイ 

広島市，呉市，江田島市，廿日市市 

４ 尾道市 

５ こまつな 広島市 

６ サラダみずな 広島市 

７ しゅんぎく 広島市 

８ 

ほうれんそう 

廿日市市 

９ 庄原市 

10 広島市 

11 パセリ 広島市 

12 青ねぎ 広島市 

13 広島牛※1 広島市，竹原市，三次市，庄原市，東広島市，安芸高田市，北広島町，神石高原町 

14 
広島産かき※2 

広島市，呉市，大竹市，東広島市，廿日市市，江田島市，坂町，海田町 

15 尾道市 

16 広島菜 広島市 

17 チョウザメ 広島市 

18 ほんもろこ 広島市 

19 いのしし 広島市 

20 
オニオコゼ 

広島市 

21 呉市 
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 名称 地域産業資源に係る地域 

22 ワカメ 広島市 

23 お宝トマト 呉市 

24 マル豊トマト 神石高原町 

25 
トマト 

江田島市 

26 庄原市 

27 
カタクチイワシ※3 

呉市，大竹市，江田島市 

28 福山市，尾道市 

29 豊島タチウオ 呉市 

30 広島産みかん※4 呉市，尾道市，三原市，江田島市，大崎上島町 

31 
広島産レモン※5 

呉市，尾道市 

32 大崎上島町 

33 広島産甘夏 呉市 

34 アマモ 呉市 

35 広甘藍 呉市 

36 じゃがいも 竹原市，東広島市 

37 竹 竹原市 

38 竹原ぶどう 竹原市 

39 

ぶどう 

世羅町，神石高原町 

40 福山市 

41 庄原市 

42 三次産ピオーネ※6 三次市 

43 わけぎ 三原市，尾道市 

44 タコ 三原市，尾道市 

45 はとむぎ 三原市 

46 
鶏肉 

三原市 

47 安芸高田市 

48 いちじく 尾道市 

49 デベラ(タマガンゾウビラメ) 尾道市 

50 広島産はっさく※7 尾道市 

51 キジハタ 尾道市 

52 柿 尾道市 

53 祇園坊柿 安芸太田町 

54 ばら 福山市 

55 食用ばら 福山市 



 

3 

 名称 地域産業資源に係る地域 

56 

 
くわい 福山市 

57 真鯛 福山市，尾道市 

58 あんず 福山市 

59 ごぼう 府中市 

60 
アスパラガス 

三次市 

61 庄原市 

62 アスパラガス 世羅町 

63 木材 三次市，庄原市 

64 山菜 庄原市 

65 ダイコン 庄原市 

66 りんご 庄原市 

67 生乳 庄原市 

68 ハマチ 大竹市 

69 エゴマ 東広島市 

70 あさり 廿日市市 

71 あなご 廿日市市 

72 あまご 廿日市市 

73 
イチゴ 

廿日市市 

74 庄原市 

75 わさび 廿日市市 

76 大長ナス（おおながなす） 廿日市市 

77 ムール貝 廿日市市 

78 切りバラ 廿日市市 

79 佐伯錦鯉 廿日市市 

80 はちみつ 廿日市市 

81 川根柚子 安芸高田市 

82 
青ねぎ 

安芸高田市 

83 庄原市 

84 白ネギ 世羅町 

85 オリーブ 江田島市 

86 サツマイモ 江田島市 

87 太田カブ菜 安芸太田町 

88 ブルーベリー 大崎上島町 

89 花卉 世羅町 

90 世羅梨 世羅町 
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 名称 地域産業資源に係る地域 

91 高田梨 安芸高田市 

92 広島の錦鯉 広島市 

93 ソバ 庄原市 

94 きのこ 庄原市 

95 鶏卵 庄原市 

96 鮎 庄原市 

97 ゴギ 庄原市 

98 
キャベツ 

庄原市 

99 世羅町 

100 米 庄原市 

101 豚肉 庄原市 

102 椎茸 庄原市 

103 ヒマワリ 海田町 

104 むらさき麦（もち麦） 坂町 

※ １：広島牛には，各種ブランド（広島牛，三次牛，比婆牛，神石牛 等）を含む。 

※ ２：広島産かきには，各種ブランド（地御前かき，大野瀬戸かき海道，一粒かき小町 等）を含む。 

※ ３：カタクチイワシは，音戸ちりめん，生ちりめん，いりこを含む。 

※ ４：広島産みかんには，各種ブランド（広島みかん，大長みかん，高根みかん 等）を含む。 

※ ５：広島産レモンには, 各種ブランド（広島レモン，大長レモン 等）を含む。 

※ ６：三次産ピオーネには，各種ブランド（三次ピオーネ，三良坂ピオーネ，黒い真珠 等）を含む。 

※ ７：広島産はっさくには，各種ブランド（広島はっさく，紅はっさく，因島はっさく 等）を含む。 

 

 

（２） 鉱工業品及び鉱工業品の生産に係る技術 

 名称 地域産業資源に係る地域 

１ 鋳物 広島市 

２ お好み焼き 広島市 

３ 
かまぼこ 

広島市 

４ 尾道市 

５ ゴム製品 広島市 

６ 競技用ボール 広島市 

７ 自動車部品※1 広島市，呉市，東広島市，府中町，海田町，熊野町，坂町 

８ 

醤油 

広島市 

９ 廿日市市 

10 江田島市 
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 名称 地域産業資源に係る地域 

11 食用酢 広島市 

12 清酒 広島市 

13  呉市 

14  竹原市 

15  三原市 

16  三次市 

17  北広島町 

18  庄原市 

19 保命酒 福山市 

20 西条酒 東広島市 

21 安芸津の酒 東広島市 

22 佃煮 広島市 

23 砥石 広島市，呉市，東広島市 

24 乳製品 広島市 

25 
海苔 

広島市 

26 福山市 

27 針 広島市 

28 広島ええじゃん鍋 広島市，呉市 

29 広島つけ麺 広島市 

30 広島菜漬 広島市 

31 ふりかけ 広島市 

32 味噌 広島市，呉市 

33 木製製品※2 広島市，東広島市，江田島市，廿日市市，府中町，安芸太田町 

34 もみじ饅頭 広島市，廿日市市 

35 矢野かもじ(かつら) 広島市 

36 

こんにゃく 

広島市 

37 神石高原町 

38 庄原市 

39 塩 呉市，竹原市 

40 川尻筆 呉市 

41 倉橋の桜御影石（議院石） 呉市 

42 船舶及び船舶用工業製品※3 呉市，三原市，尾道市，福山市，東広島市，江田島市，大崎上島町 

43 仁方やすり 呉市 

44 産業機械及び同製造部品※4 三原市，尾道市，福山市，府中市 



 

6 

45 名称 地域産業資源に係る地域 

45 産業機械及び同製造部品※4 大竹市 

46 電気・電子機器及び同製造部品※5 三原市，尾道市，福山市，府中市，三次市，庄原市，東広島市 

47 三原スイーツ 三原市 

48 桜 尾道市 

49 杜仲茶 尾道市 

50 木製家具 福山市 

51 はきもの※６ 福山市 

52 備後表 福山市 

53 備後絣 福山市 

54 福山琴 福山市 

55 縫製品※７ 福山市，府中市 

56 福山うずみごはん 福山市 

57 デニム 福山市 

58 府中家具※８ 府中市 

59 府中桐箱 府中市 

60 府中味噌 府中市 

61 府中焼き（お好み焼き） 府中市 

62 米粉 三次市 

63 ワニ料理 三次市 

64 三次人形 三次市 

65 三次ワイン 三次市 

66 ワイン 世羅町 

67 どぶろく 三次市 

68 ヨーグルト 廿日市市 

69 宮島お砂焼 廿日市市 

70 宮島細工※９ 廿日市市 

71 宮島アントチーズ 廿日市市 

72 はぶ草茶 安芸高田市 

73 神楽五色麺 安芸高田市 

74 熊野筆 熊野町 

75 おいしい水（天上の明水） 安芸太田町 

76 漬物焼きそば 安芸太田町 

77 そば 北広島町 

78 どぶろく 北広島町 

79 まいてんしん 北広島町 
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 名称 地域産業資源に係る地域 

80 庄原焼き（お好み焼き） 庄原市 

81 漬物 庄原市 

82 さつま 海田町 

※ １：自動車部品は，自動車を構成する部品全般を指す。 

※ ２：木製製品には，広島家具，廿日市のけん玉ほか，伝統的工芸品である広島仏壇，戸河内刳物， 

戸河内挽物等を含む。 

※ ３：船舶及び船舶用工業製品は，船舶及びそれを構成する部品全般を指す。 

※ ４：産業機械及び同製造部品は，産業用機械及びそれを構成する部品全般を指す。 

※ ５：電気・電子機器及び同製造部品は，電気・電子機器及びそれを構成する部品全般を指す。 

※ ６：はきものには，木ヒール等を含む。 

※ ７：縫製品には，アパレル製品，備後織物等を含む。 

※ ８：府中家具には，天然木化粧合板等を含む。 

※ ９：宮島細工には，伝統的工芸品である宮島細工のほか，宮島土鈴，宮島張り子等を含む。 

 

（３） 文化財，自然の風景地，温泉その他の地域の観光資源 

 名称 地域産業資源に係る地域 

１ 雁木タクシー 広島市 

２ 原爆ドーム 広島市 

３ 
国立広島原爆死没者追悼平

和祈念館 
広島市 

４ 縮景園 広島市 

５ 世界平和記念聖堂 広島市 

６ 比治山公園 広島市 

７ 広島県立美術館 広島市 

８ 広島市安佐動物公園 広島市 

９ 広島市現代美術館 広島市 

10 広島市交通科学館 広島市 

11 
広島市こども文化科学館

（プラネタリウム） 
広島市 

12 広島市植物公園 広島市 

13 広島市中工場 広島市 

14 広島市の遊覧船※１ 広島市 

15 水辺のオープンカフェ 広島市 

16 広島城 広島市 

17 ひろしま美術館 広島市 

18 広島平和記念資料館 広島市 

19 袋町小学校平和資料館 広島市 

20 広島市民球場 広島市 
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 名称 地域産業資源に係る地域 

21 不動院 広島市 

22 平和大通り 広島市 

23 平和記念公園 広島市 

24 観音ベイエリア 広島市 

25 三瀧寺 広島市 

26 湯来・湯の山温泉※２ 広島市 

27 
国民宿舎 湯来ロッジ･湯来

交流体験センター 
広島市 

28 頼山陽史跡資料館 広島市 

29 路面電車 広島市 

30 広島広域公園陸上競技場 広島市 

31 広島市森林公園 広島市 

32 絵下山 広島市 

33 大山峠 広島市 

34 かかし 広島市 

35 湯来・湯の山のほたる生息地 広島市 

36 コイン通り※３ 広島市 

37 神原のシダレザクラ 広島市 

38 音戸の瀬戸 呉市 

39 三之瀬地区の町並み 呉市 

40 御手洗町並み保存地区 呉市 

41 大和建造の街並み※４ 呉市 

42 県民の浜かまがり 呉市 

43 潮騒の館 呉市 

44 ゆたか海の駅 呉市 

45 野呂山 呉市 

46 大久野島 竹原市 

47 竹原町並み保存地区 竹原市 

48 筆影山・竜王山 三原市 

49 因島の水軍 尾道市 

50 尾道の映画ロケ地 尾道市 

51 尾道の海産物問屋(浜問屋) 尾道市 

52 尾道ベッチャー祭り 尾道市 

53 耕三寺（耕三寺博物館） 尾道市 

54 向上寺三重塔 尾道市 
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 名称 地域産業資源に係る地域 

55 光明坊 尾道市 

56 しまごと美術館（瀬戸田） 尾道市 

57 斜面市街地(坂のまち尾道) 尾道市 

58 浄土寺 尾道市 

59 瀬戸内しまなみ海道 尾道市 

60 千光寺 尾道市 

61 平山郁夫美術館 尾道市 

62 文学のこみち 尾道市 

63 鞆の浦※５ 福山市 

64 ばら公園 福山市 

65 福山城 福山市 

66 明王院 福山市 

67 福寿会館 福山市 

68 廉塾 福山市 

69 磐台寺（磐台寺観音堂） 福山市 

70 吉備津神社 福山市 

71 神辺本陣 福山市 

72 堂々川の砂留 福山市 

73 福山市立動物園 福山市 

74 山野峡県立自然公園 福山市 

75 矢野温泉公園四季の里 府中市 

76 オオムラサキの里 府中市 

77 恋しき 府中市 

78 三郎の滝 府中市 

79 産業観光関連工場※６ 府中市 

80 
上下の町並み（白壁のにあ

うロマンのまち） 
府中市 

81 石州街道出口通り 府中市 

82 江の川※７ 三次市 

83 君田温泉 三次市 

84 常清滝 三次市 

85 奥田元宋・小由女美術館 三次市 

86 お通り（おとおり） 庄原市 

87 巨樹(エドヒガン) 庄原市 

88 巨樹(コナラ) 庄原市 

89 巨樹(ヤマザクラ) 庄原市 
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 名称 地域産業資源に係る地域 

90 セツブンソウ群生地 庄原市 

91 帝釈峡 庄原市，神石高原町 

92 熊野神社 庄原市 

93 庄原市上野公園 庄原市 

94 福田頭 庄原市 

95 西条酒蔵通り 東広島市 

96 シバザクラの里 東広島市 

97 福富ダム 東広島市 

98 ものづくり体験施設※８ 

 
東広島市 

99 津和野街道 廿日市市 

100 宮島（厳島） 廿日市市 

101 宮浜温泉 廿日市市 

102 重なり岩 廿日市市 

103 アルカディア・ビレッジ 廿日市市 

104 岩倉ファームパーク 廿日市市 

105 けん玉商店街 廿日市市 

106 大野瀬戸 廿日市市 

107 

スキー場 

廿日市市 

108 安芸太田町 

109 北広島町 

110 羅漢峡 廿日市市 

111 郡山城址周辺 安芸高田市 

112 湧永満之記念庭園 安芸高田市 

113 土師ダム周辺 安芸高田市 

114 

神楽 

安芸高田市，安芸太田町，北広島町  

115 庄原市 

116 神石高原町 

117 海上自衛隊第 1術科学校 江田島市 

118 サイクリング 江田島市 

119 西国街道・海田市 海田町 

120 
瀬野川河川敷・ウオーキン

グコース 
海田町 

121 海田総合公園 海田町 

122 筆の里工房 熊野町 

123 
坂町ウォーキング道（坂町

ふるさと自然のみち） 坂町 
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 名称 地域産業資源に係る地域 

124 井仁の棚田 安芸太田町 

125 恐羅漢山 安芸太田町 

126 三段峡 安芸太田町 

127 深入山 安芸太田町 

128 安芸太田町森林セラピー 安芸太田町 

129 太田川※９ 安芸太田町 

130 温井ダム 安芸太田町 

131 筒賀の大銀杏 安芸太田町 

132 吉水園 安芸太田町 

133 吉川氏城館跡 北広島町 

134 大串海水浴場 大崎上島町 

135 神峰山 大崎上島町 

136 
きのえ温泉と木江の古い

町並み 
大崎上島町 

137 花田植 北広島町 

138 西中国山地 北広島町 

139 
雪 

北広島町 

140 庄原市 

141 臥竜山のブナ原生林 北広島町 

142 大朝のテングシデ群落 北広島町 

143 世羅町農業公園 世羅町 

144 仙養ヶ原 神石高原町 

145 山ゆりの里 神石高原町 

146 比婆いざなみ街道 庄原市 

147 巨樹（乳下がり大イチョウ） 庄原市 

148 桜 庄原市 

149 山野草 庄原市 

150 キャンプ場 庄原市 

151 クロカンパーク 庄原市 

152 備北丘陵公園 庄原市 

153 
比和自然科学博物館 

（モグラ博物館） 
庄原市 

154 オープンガーデン 庄原市 
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155 牛供養田植 庄原市 

156 フィールドアクティビティ 廿日市市 

157 白そば 府中町 

158 つばき 府中町 

159 安芸国府 府中町 

※ １：広島市の遊覧船には，世界遺産航路を含む。 

※ ２：湯来・湯の山温泉には，湯ノ山明神社を含む。 

※ ３：コイン通りには，正一位金持稲荷大社及び造幣局広島支局の桜を含む。 

※ ４：大和建造の街並みには，呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム）及び呉市入船山記念館を含む。 

※ ５：鞆の浦には，福禅寺を含む。 

※ ６：産業観光関連工場として対象となる製造工場は，木工，繊維，金属，機械，味噌，ゴム， 

リサイクル工場等とする。 

※ ７：江の川には，三次の鮎と鵜飼，霧の海，江の川カヌー公園さくぎを含む。 

※ ８：ものづくり体験施設として対象となる観光施設は，木工体験施設等とする。 

※ ９：太田川には，鮎釣り，体験学習（ラフティングを含む）を含む。 


