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　地域産業資源の内容

（１）農林水産物（６５件）
名　称 地域産業資源の存ずる地域

米 県内全域
そば 県内全域
大豆 県内全域
菜の花 県内全域
アイスプラント 横手市
アカシア 小坂町
秋田白神りんどう 藤里町

秋田杉
鹿角市、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、三種町、
藤里町、仙北市

秋田蕗 鹿角市、北秋田市、秋田市
秋田由利牛 由利本荘市、にかほ市

アスパラガス
鹿角市、横手市、能代市、北秋田市、仙北市、大仙市、小坂町、
八峰町、三種町、藤里町、由利本荘市

あわび 八峰町
井川ダビウム 井川町
いちご 湯沢市
いちじく にかほ市
梅 三種町
枝豆 鹿角市、小坂町、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、大館市
おうとう 横手市、湯沢市、東成瀬村
大屋梅 横手市
大館さくら豚 大館市
オクラ 湯沢市、東成瀬村
加工用大根 湯沢市
鹿角牛 鹿角市
かぼちゃ 大潟村
キイチゴ 五城目町、能代市
きゅうり 鹿角市、小坂町、北秋田市、湯沢市
こごみ 北秋田市
さといも 横手市

しいたけ
北秋田市、能代市、三種町、八峰町、大仙市、美郷町、仙北市、
横手市

白神あわび茸 三種町
白神ネギ 能代市、藤里町
白神山ウド 能代市、藤里町
白神山地まいたけ 藤里町
食用菊 横手市
食用ほおずき 上小阿仁村
じゅんさい 三種町
ジャージー牛 由利本荘市、にかほ市
すいか 横手市、羽後町
関口なす 湯沢市
セリ 湯沢市、東成瀬村
そらまめ 大仙市、仙北市、美郷町
鳥海りんどう 由利本荘市

本県指定の地域産業資源の内容について

  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第四条第一項に基づき、本県
において指定した資源は次のとおりです。
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名　称 地域産業資源の存ずる地域
ちょろぎ 湯沢市
どじょう 大館市

トマト
鹿角市、小坂町、北秋田市、能代市、三種町、八峰町、
由利本荘市、にかほ市、大仙市、美郷町、仙北市、横手市、
湯沢市、東成瀬村

とんぶり 大館市
なるせ赤べご 東成瀬村

ハタハタ（鰰）
能代市、八峰町、三種町、秋田市、男鹿市、潟上市、由利本荘市、
にかほ市

比内地鶏
鹿角市、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、三種町、藤里町、
由利本荘市

豚
鹿角市、小坂町、上小阿仁村、三種町、秋田市、大仙市、仙北市、
横手市

ぶどう 鹿角市、小坂町、大仙市、美郷町、仙北市、横手市、湯沢市
ほうれんそう 大仙市、美郷町、仙北市、横手市
北限の秋田ふぐ 秋田市、潟上市
北限の桃 鹿角市
ホップ 横手市
松館しぼり大根 鹿角市、小坂町
みょうが 能代市、三種町、八峰町、藤里町
メロン 能代市、三種町、八峰町、男鹿市
めん羊 藤里町
モロヘイヤ 大仙市、美郷町、仙北市
薬用植物 美郷町
山の芋 大館市、北秋田市
ラベンダー 美郷町

りんご
鹿角市、小坂町、大仙市、美郷町、仙北市、横手市、湯沢市、由利本
荘市

和梨 男鹿市、潟上市、八峰町

（２）鉱工業品及び鉱工業品の生産に係る技術（５１件）
名　称 地域産業資源の存ずる地域

秋田諸越 県内全域
がっこ（漬物） 県内全域
酵母 県内全域
麹菌 県内全域
乳酸菌 県内全域
味噌 県内全域
醤油 県内全域
豆腐 県内全域
納豆 県内全域
魚醤 県内全域
金属製品 県内全域
自動車部品 県内全域
電気・機械・電子部品 県内全域
建築用木材 県内全域
建築用木製品 県内全域
木製家具 県内全域
木製工芸品 県内全域
繊維製品 県内全域
表面仕上げ加工製品 県内全域
航空機部品 県内全域
光学機器・部品 県内全域
樹脂成形製品 県内全域
医療機器 県内全域
資源リサイクル製品 県内全域

2



名　称 地域産業資源の存ずる地域
あいがけ神代カレー 仙北市
秋田かやき 秋田市
秋田杉桶樽 大館市、北秋田市、能代市、三種町、藤里町、八郎潟町
秋田仏壇 湯沢市
荒川焼 大仙市
イタヤ細工 仙北市
稲庭うどん 湯沢市
男鹿のやきそば 男鹿市
樺細工 仙北市
川連漆器 湯沢市
川連こけし 湯沢市
きりたんぽ 鹿角市、大館市、能代市
銀線細工 秋田市、横手市
珪藻土 北秋田市
塩もろみ 八峰町
紫根染・茜染 鹿角市
しょっつる 男鹿市
白岩焼 仙北市

清酒
鹿角市、大館市、北秋田市、上小阿仁村、能代市、三種町、
八峰町、秋田市、五城目町、潟上市、由利本荘市、にかほ市、
大仙市、美郷町、横手市、湯沢市

だまこ鍋 五城目町
力水 湯沢市
佃煮 潟上市
十和田石 大館市
能代春慶 能代市
曲げわっぱ 大館市
横手やきそば 横手市
六郷湧水群 美郷町

（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源（７２件）
名　称 地域産業資源の存ずる地域

秋田犬 大館市
秋田竿燈まつり 秋田市
秋田内陸線鉄道 北秋田市、仙北市
秋田ポートタワー・セリオン 秋田市
秋ノ宮温泉郷 湯沢市
阿仁地方の万灯火 北秋田市、上小阿仁村
アメッコ市 大館市
大湯温泉郷 鹿角市
男鹿温泉郷 男鹿市
男鹿国定公園 男鹿市
男鹿のなまはげ 男鹿市
男鹿半島・大潟ジオパーク 男鹿市、大潟村
尾去沢鉱山 鹿角市
大曲の花火 大仙市
大森山動物園 秋田市
大湯環状列石 鹿角市
大湯大太鼓 鹿角市
雄物川 秋田市、大仙市、横手市、湯沢市、羽後町
小安峡温泉 湯沢市
角館の桜 仙北市
風の松原 能代市
刈和野の大綱引き 大仙市
川反通り 秋田市
象潟 にかほ市
きみまち阪県立自然公園 能代市
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名　称 地域産業資源の存ずる地域
旧小坂鉄道 小坂町、大館市
くらしっくロード 横手市
栗駒国定公園 横手市、湯沢市、東成瀬村
毛馬内の盆踊り 鹿角市
康楽館 小坂町
小坂鉱山 小坂町
後三年の合戦の地 横手市、美郷町
コブ杉 上小阿仁村
こまちの郷　湯沢 湯沢市
獅子ヶ鼻湿原 にかほ市
白神山地 能代市、八峰町、藤里町
千秋公園 秋田市

仙北市角館
（重要伝統的建造物群保存地区）

仙北市

美郷町ラベンダー園 美郷町
太平山県立自然公園 秋田市、上小阿仁村、五城目町
大文字 大館市
田沢湖 仙北市
田沢湖高原温泉郷 仙北市
田沢湖抱返り県立自然公園 仙北市
田代岳県立自然公園 大館市
玉川温泉 仙北市
大日堂舞楽 鹿角市
鳥海国定公園 由利本荘市、にかほ市
土崎神明社祭の曳山行事 秋田市
鳥潟会館 大館市
十和田八幡平国立公園 鹿角市、小坂町、仙北市
西馬音内盆踊り 羽後町
日本国花苑の桜 井川町
八幡平温泉郷 鹿角市
八峰白神ジオパーク 八峰町
花輪ばやし 鹿角市
真木真昼県立自然公園 大仙市、美郷町
マタギ 北秋田市
水沢温泉郷 仙北市
森岳温泉郷 三種町
森吉山県立自然公園 北秋田市
元滝伏流水 にかほ市
長走風穴 大館市
乳頭温泉郷 仙北市
能代のねぶり流し行事 能代市
能代宇宙イベント 能代市
ゆざわジオパーク 湯沢市
湯沢の地熱 湯沢市
湯瀬温泉郷 鹿角市
湯の沢温泉郷 藤里町
横手のかまくら 横手市

横手市増田
（重要伝統的建造物群保存地区）

横手市
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