
大分県

【参考】
〈指定要件〉

（１）農林水産物
名称 地域産業資源に係る地域

1 赤シソ 大分市、豊後大野市
2 アジ 大分市、臼杵市、津久見市、佐伯市
3 鮎 佐伯市、豊後大野市、日田市
4 イカ 県内全域
5 伊勢えび 佐伯市
6 いちご 県内全域
7 イチジク 大分市、中津市
8 イノシシ 県内全域
9 牛 県内全域
10 梅 県内全域
11 エビ 県内全域
12 おおば 大分市、由布市
13 オリーブ 国東市
14 香々地長命草 豊後高田市
15 柿 大分市、中津市
16 牡蠣 中津市、杵築市、国東市、佐伯市
17 カニ 県内全域
18 かぼす 県内全域
19 カマガリ 臼杵市
20 甘藷 臼杵市、豊後大野市
21 ぎんなん 県内全域
22 クレソン 由布市
23 クロメ（カジメ） 大分市、津久見市
24 こねぎ 県内全域
25 ごぼう 県内全域
26 米 県内全域
27 サザエ 佐伯市
28 さといも 県内全域
29 サバ（マサバ） 大分市
30 サフラン 竹田市
31 山椒 津久見市
32 しいたけ 県内全域
33 シカ 県内全域
34 七島イ 中津市、宇佐市、国東市、杵築市
35 生姜 佐伯市
36 白ねぎ 県内全域
37 真珠 臼杵市、津久見市、佐伯市
38 スイートコーン 竹田市
39 スイートピー 県内全域
40 杉 県内全域
41 すっぽん 中津市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、由布市
42 生乳 県内全域
43 宗麟南瓜 県内全域

地域産業資源の指定について

　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」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。

・他地域の同種の産業資源と比べて生産量、品質、機能、歴史的・文化的背景などで顕著な特徴を有
しており、それによって相当程度認識されている資源
・地域内の多数の中小企業者が活用可能な資源
・当該資源を活用して県外（海外含む）進出を図る中小企業者が存在している資源

別紙①



44 そば 豊後高田市、杵築市、宇佐市、中津市
45 鯛 姫島村
46 大豆 県内全域
47 竹 県内全域
48 タコ 姫島村
49 太刀魚 大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、杵築市、国東市、姫島村、日出町
50 茶 県内全域
51 ちょろぎ 竹田市
52 トコブシ 佐伯市
53 どじょう 宇佐市、大分市、竹田市
54 トマト 県内全域
55 梨 中津市、日田市、由布市、九重町、玖珠町
56 にら 県内全域
57 鶏 県内全域
58 海苔 中津市、宇佐市
59 ハーブ 県内全域
60 ハモ 中津市、杵築市、宇佐市、日出町、臼杵市、佐伯市、姫島村
61 バラ 県内全域
62 ピーマン 県内全域
63 ヒジキ 姫島村
64 ひらめ 佐伯市、津久見市
65 ビワ 大分市
66 豚 県内全域
67 ぶどう 宇佐市
68 ぶり 大分市、佐伯市、臼杵市、津久見市
69 ブルーベリー 九重町、玖珠町
70 豊後牛 県内全域
71 ホオズキ 県内全域
72 まぐろ 津久見市、佐伯市
73 マリンレモン 佐伯市
74 みかん 県内全域
75 みとり豆 県内全域
76 麦 県内全域
77 モイカ（アオリイカ） 津久見市、佐伯市
78 桃 豊後大野市
79 ゆず 県内全域
80 ワカメ 姫島村
81 わさび 日田市

名称 地域産業資源に係る地域
1 甘酒 豊後大野市
2 梅干し 県内全域
3 温泉水・温泉泥 県内全域

4
からあげ
（鶏肉のからあげ）

県内全域

5 環境リサイクル製品 県内全域
6 金属加工製品 県内全域
7 糀 県内全域
8 黒曜石 宇佐市、杵築市
9 ごまだし 佐伯市
10 佐伯寿司 佐伯市
11 佐伯ラーメン 佐伯市
12 再生可能エネルギー関連製品 県内全域
13 酒万十 豊後大野市
14 産業用機械製品 県内全域
15 地獄蒸し 別府市
16 小鹿田焼 日田市
17 醸造及び関連製品 県内全域
18 焼酎 県内全域
19 醤油 県内全域
20 植物油 豊後高田市、国東市
21 石灰関連製品 県内全域
22 石灰石 津久見市

（２）鉱工業品又は鉱工業品の生産にかかる技術



23 船舶及び関連製品 県内全域
24 たか菜巻 日田市
25 竹工芸品 県内全域
26 だんご汁 県内全域
27 ちりめん（水産加工品） 別府市、杵築市、日出町、佐伯市
28 鶏汁 県内全域
29 とり天 県内全域
30 日本酒 県内全域
31 にら豚 大分市
32 鶏めし 県内全域
33 日田やきそば 日田市
34 ひたん寿し 日田市
35 干物 佐伯市
36 プラスチック製品 県内全域
37 豊後高田そば 豊後高田市
38 別府プリン 別府市
39 別府冷麺 別府市
40 別府竹細工 別府市
41 ヘルスケア製品 県内全域
42 木履（日田げた） 日田市
43 味噌 県内全域
44 ミネラルウォーター 県内全域
45 木製家具製品 日田市
46 木製品 県内全域
47 やせうま 県内全域
48 ゆずごしょう 日田市、宇佐市
49 ワイン 県内全域

名称 地域産業資源に係る地域

1 石橋 県内全域

2 今市石畳 大分市

3 宇佐・国東八幡文化遺産 中津市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市

4 臼杵石仏 臼杵市

5 うすき竹宵　　　　　　 臼杵市

6 大神回天基地跡 日出町

7 岡城阯・武家屋敷 竹田市

8 温泉（別表のとおり） （別表のとおり）

9 小鹿田焼の里 日田市

10 咸宜園 日田市

11 杵築城下町 杵築市

12 九州オルレ 竹田市、豊後大野市、九重町、別府市

13 旧豊後森機関庫跡と転車台 玖珠町

14 伐株山 玖珠町

15 キリシタン・南蛮文化 大分市、国東市、日出町、臼杵市、津久見市、竹田市

16 久住高原 竹田市

17 くじゅう連山 竹田市、九重町

18 国東半島宇佐地域世界農業遺産 豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、姫島村、日出町

19 国東半島峯道ロングトレイル 国東市、豊後高田市

20 恋叶ロード 豊後高田市

（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源



21 九重“夢”大吊橋 九重町

22 鏝絵 宇佐市

23 佐伯城下町 佐伯市

24 ジオパーク 豊後大野市、姫島村

25 森林セラピー 大分市

26 千年あかり 日田市

27 滞迫峡 豊後大野市

28
鯛生金山坑道と
鯛生精錬所跡

日田市

29 田染荘 豊後高田市

30 豊の国千年ロマン観光圏 別府市、中津市、宇佐市、豊後高田市、国東市、杵築市、日出町、姫島村

31 保戸島 津久見市

32 竹楽 竹田市

33 的山荘 日出町

34 天領日田おひなまつり 日田市

35 長崎鼻 豊後高田市

36 二王座 臼杵市

37 日豊海岸 大分市、佐伯市、臼杵市、津久見市

38 原尻の滝 豊後大野市

39 東椎屋の滝 宇佐市

40 姫島 姫島村

41 姫島の黒曜石産地 姫島村

42
豊後高田の町並み
（昭和の町）

豊後高田市

43 豊後二見ヶ浦 佐伯市

44 戸次本町の町並み 大分市

45 別府地獄めぐり 別府市

46
別府の湯けむり・
温泉地景観

別府市

47 真玉海岸の夕日 豊後高田市

48 まちおこしアート 県内全域

49 豆田の町並み 日田市

50 三隈川の遊船と鵜飼 日田市

51 巡蔵 豊後大野市

52 森のまちなみ 玖珠町

53 由布岳 由布市、別府市

54 六郷満山文化 豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、姫島村、日出町

55 四浦の河津桜 津久見市



（別　表）
地域産業資源「温泉」に係る名称及び地域

名称 地域産業資源に係る地域
1 おんせん県おおいた 県内全域
2 大分温泉（大深度地熱温泉） 大分市
3 塚野鉱泉 大分市
4 亀川温泉 別府市　　　　
5 観海寺温泉 別府市
6 鉄輪温泉 別府市
7 柴石温泉 別府市
8 浜脇温泉 別府市
9 別府温泉 別府市
10 堀田温泉 別府市
11 明礬温泉　　　 別府市
12 伊福温泉 中津市
13 折戸温泉 中津市
14 金色温泉 中津市
15 鴫良温泉 中津市
16 深耶馬渓温泉 中津市
17 西谷温泉 中津市
18 守実温泉 中津市
19 天ヶ瀬温泉 日田市
20 大山温泉 日田市
21 津江温泉 日田市
22 杖立温泉 日田市
23 日田温泉 日田市
24 前津江鉱泉 日田市
25 湯の釣温泉 日田市
26 宇目鉱泉 佐伯市
27 直川温泉 佐伯市
28 六ヶ迫鉱泉 臼杵市
29 赤川温泉 竹田市
30 荻温泉 竹田市
31 七里田温泉 竹田市
32 白丹温泉 竹田市
33 竹田温泉 竹田市
34 長湯温泉 竹田市
35 法華院温泉 竹田市
36 牧の元温泉 竹田市
37 夷谷温泉 豊後高田市
38 真玉温泉 豊後高田市
39 六郷温泉 豊後高田市
40 杵築温泉 杵築市
41 山香温泉 杵築市
42 安心院温泉 宇佐市
43 麻生温泉 宇佐市
44 出光温泉 宇佐市
45 院内温泉 宇佐市
46 津房温泉 宇佐市
47 深見温泉 宇佐市
48 長洲温泉 宇佐市
49 奥江温泉 由布市
50 篠原温泉 由布市
51 庄内温泉 由布市
52 白水鉱泉 由布市
53 塚原温泉 由布市
54 挾間温泉 由布市
55 湯平温泉 由布市
56 由布院温泉 由布市
57 赤根温泉 国東市
58 拍子水温泉 姫島村
59 大神温泉 日出町
60 日出温泉 日出町
61 真那井温泉 日出町
62 生竜温泉 九重町
63 筌の口温泉 九重町
64 大岳温泉 九重町
65 壁湯温泉 九重町
66 川底温泉 九重町
67 寒ノ地獄温泉 九重町
68 串野温泉 九重町
69 九酔渓温泉 九重町
70 筋湯温泉 九重町
71 長者原温泉 九重町
72 野矢温泉 九重町
73 宝泉寺温泉 九重町
74 馬子草温泉 九重町
75 湯坪温泉 九重町
76 竜門温泉 九重町
77 玖珠温泉 玖珠町


