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地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想

山 形 県

１．地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な方針

本県の産業は、伝統に根ざした技術が脈々と受け継がれ、時代とともに新たな発展を遂げて

今日に至っている。現在、本県の県内総生産は約４．１兆円であるが、産業別にみると製造業

が２割を超え最も高く、続いてサービス業、不動産業、卸売・小売業と続き、製造業が本県経

済を牽引する基幹産業のひとつとなっている。

本県の製造業は、明治以前から打刃物、鋳物、織物などの諸工業が発達し、明治以降は農機

具、機械器具、力織機などへと発展した。戦時中は航空機部品分野などの軍需産業への転換す

るほか、多くの工場が本県に疎開してきた。戦後は農業機械、ミシンなどの機械工業を中心と

して発展、その後の経済情勢の大きな変化にも対応し、積極的な企業誘致とも相俟って、現在

は機械部品、自動車部品、電子部品、油圧機器、農業機械、工作機械など、部品加工から最終

製品に至る幅広い技術を擁する「連峰型」の集積が特徴のものづくり産業群が形成されるに至

っている。また、鋳物、絹織物、ニット、木工などの地場産業も経済情勢の変化に対応しなが

ら、地域において重要な地位を占めている。

また、農林水産物については、米をはじめとし、さくらんぼ、西洋梨などの全国有数の生産

量を誇る果樹など様々な資源が存在し、それらを生かした食品加工業も盛んである。

加えて、山岳、森林、田園などの豊かな自然環境や温泉などといった観光資源も豊富である。

これらの、数多くの特色ある地域産業資源は、地域産業振興の源泉である地域の「力」とな

りうるものである。

このため、県においては、本県ならではの優位な産業基盤を活かした地域産業の振興方策を

示す「やまがた産業振興プラン」(平成 18 年 3 月)を策定し、「地域の力を活かし、新時代に挑

む産業やまがたの創造」を基本目標として掲げ、その実現に向けた具体的な施策を展開してい

るところである。

地域産業資源は、地域中小企業の事業活動の活性化を促進し、地域産業の振興や新事業・新

産業の創出に大きく寄与しえる源泉であることから、本県における地域産業資源の指定にあた

っては、国が示した「地域産業資源活用事業の促進に関する基本方針」に則りながら、特に

①生産量、品質、機能、歴史的・文化的背景等の面で顕著な特徴を有し、一般消費者等に

相当程度認識されていること。

②当該地域産業資源を活用する可能性が見込まれること。

これらの観点に留意しながら行うものである。

今後とも、地域中小企業、県、市町村、産業支援機関等が密接に連携協力しながら、優れた

技術等を有する多様なものづくり産業の集積と、多彩で高い品質の農産物、地域に内在する

個々の「技術」「人材」「知識」などの社会的な資源、「食」「温泉」「自然」「文化」など

の山形ならではの観光資源、並びにこれまでの様々な取組みの成果・蓄積など、全国に誇れる

数々の地域産業資源の再評価を行い、山形の新たな宝を見出し、これら本県の優れた地域産業

資源を有効に活用した新たな取組みを次々と創出し、多様な展開を拡大することにより、地域

経済の活性化を推進していくものである。
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２．地域産業資源の内容

当県において、その産業資源を活用した中小企業による事業を促進する意義があると考えら

れる資源は以下のとおりである。

（１）農林水産物

名称 地域産業資源に係る地域

米 県内全域

そば 県内全域

さくらんぼ 山形市、米沢市、鶴岡市、寒河江市、上山市、村山市、天童

市、東根市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝

日町、大江町、高畠町

西洋梨 山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、南陽

市、山辺町、中山町、大江町、朝日町、高畠町

りんご 山形市、米沢市、寒河江市、村山市、天童市、東根市、南陽

市、山辺町、中山町、朝日町、大江町、高畠町、白鷹町

梨 鶴岡市、酒田市

柿 山形市、寒河江市、上山市、天童市

鶴岡市、酒田市、遊佐町

もも 山形市、寒河江市、天童市、東根市、大江町

すもも 山形市、上山市、天童市、東根市、南陽市、中山町、大江

町、高畠町、白鷹町

ぶどう 山形市、米沢市、鶴岡市、寒河江市、上山市、天童市、東根

市、南陽市、西川町、朝日町、大江町、高畠町

山ぶどう 鶴岡市、新庄市、西川町、朝日町、大江町、金山町、最上

町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村

ブルーベリー 鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町

かぶ 鶴岡市

尾花沢市

にら 新庄市、金山町、舟形町、真室川町、戸沢村

行者菜 長井市

アスパラガス 新庄市、最上町、戸沢村、庄内町、三川町

トマト 新庄市、大蔵村

わさび 山形市、天童市、東根市、村山市、山辺町、西川町、大石田

町、大蔵村

えだまめ 山形市、米沢市、寒河江市、上山市、天童市、南陽市、河北

町、高畠町

鶴岡市、酒田市、新庄市、鮭川村

メロン 鶴岡市、酒田市、遊佐町

すいか 村山市、尾花沢市、大石田町

食用ぎく 山形市、寒河江市、中山町

酒田市

いちご 酒田市、新庄市、金山町、最上町、舟形町、鮭川村、遊佐町

ほおずき 上山市

紅花 山形市、米沢市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童
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市、東根市、山辺町、河北町、川西町、白鷹町

バラ 山形市、寒河江市、中山町

新庄市、最上町、鮭川村

ダリア 川西町

牛肉 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、村山

市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、河北町、

西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形

町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、

小国町、白鷹町、飯豊町、三川町、庄内町、遊佐町

豚肉 鶴岡市、酒田市、庄内町、遊佐町

山辺町

ダチョウ 山形市、寒河江市、村山市、南陽市、山辺町、河北町、朝日

町、大江町、白鷹町

金山杉 金山町

山菜 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山

市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、

山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田

町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、

戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、庄内

町、遊佐町

きのこ 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川

村、戸沢村

マッシュルーム 新庄市、舟形町、最上町、大蔵村、寒河江市

漆 真室川町

青苧 南陽市、大江町、朝日町、白鷹町

ヤーコン 新庄市、最上町

うこぎ 米沢市、高畠町

あけび 白鷹町、朝日町

鯉 米沢市

おかひじき 南陽市

紅大豆 川西町

筍 鶴岡市

ごどいも 酒田市

平田赤ねぎ 酒田市

最上伝承野菜 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川

村、戸沢村

（２）鉱工業品又は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

山形鋳物 山形市、天童市

置賜紬 米沢市

長井市、白鷹町

山形仏壇 山形市、天童市

酒田市
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尾花沢市

天童将棋駒 山形市、天童市

村山市

羽越しな布 鶴岡市

山形打刃物 山形市、村山市、天童市、東根市、中山町

鶴岡竹塗漆器 鶴岡市

深山和紙 白鷹町

日本酒 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、村山

市、長井市、天童市、東根市、南陽市、河北町、西川町、朝

日町、最上町、大蔵村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、

飯豊町、庄内町、遊佐町

果実酒 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、寒河江市、上山市、天童

市、南陽市、西川町、朝日町、大江町、高畠町

醤油 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山

市、村山市、長井市、天童市、東根市、河北町、西川町、大

石田町、真室川町、高畠町、川西町、白鷹町

味噌 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山

市、村山市、長井市、天童市、東根市、河北町、西川町、大

石田町、最上町、真室川町、大蔵村、高畠町、川西町、白鷹

町

漬物 県内全域

米菓 山形市、鶴岡市、酒田市、寒河江市、上山市、村山市、天童

市、東根市、西川町

麺 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、寒河江市、上山市、村山

市、長井市、天童市、東根市、南陽市、河北町、西川町、大

江町、真室川町、高畠町、白鷹町、三川町

そば 県内全域

とりもつラーメン 新庄市、最上町、舟形町、金山町、真室川町

米沢ラーメン 米沢市

六田の麩 東根市

トビウオ焼き乾し 酒田市

米沢織 米沢市、南陽市、高畠町、川西町

鶴岡シルク 鶴岡市、酒田市

新庄亀綾織 新庄市

ニット 山形市、寒河江市、長井市、天童市、東根市、南陽市、山辺

町、中山町、朝日町、河北町、大江町、白鷹町

スリッパ 河北町

靴 山形市、米沢市、寒河江市、上山市、村山市、東根市、南陽

市、中山町、河北町、大江町、高畠町

絨毯 山形市、寒河江市、山辺町、中山町

遊佐刺し子 遊佐町

家具 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山

市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、

西川町、朝日町、最上町、高畠町、白鷹町
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建具 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、寒河江市、上山市、南陽

市、中山町、西川町、高畠町、飯豊町、三川町、庄内町、遊

佐町

木工芸品 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川

村、戸沢村

半導体製造装置 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山

市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、

山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田

町、金山町、最上町、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯

豊町、三川町、遊佐町

金属工作機械 山形市、米沢市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根

市、南陽市、中山町、高畠町

理科学計測装置 山形市、鶴岡市、新庄市、寒河江市、上山市、天童市、東根

市、尾花沢市、山辺町、中山町、朝日町、河北町、西川町、

大江町、舟形町

精密金属加工製品 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、寒河江市、上山市、村山

市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、

中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、高畠

町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町

電子部品・デバイス 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山

市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、

西川町、舟形町、高畠町、白鷹町、大石田町

自動車部品 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山

市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、

山辺町、中山町、河北町、西川町、大江町、大石田町、金山

町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、

高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町、三川町、庄内町

農業機械 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、寒河江市、上山市、村山

市、天童市、東根市、南陽市、中山町、西川町、高畠町

照明器具 山形市、天童市、東根市

山形県酒田沖海洋深層

水

山形市、鶴岡市、酒田市、寒河江市、西川町、中山町

（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

最上川 米沢市、酒田市、新庄市、寒河江市、村山市、長井市、天童

市、尾花沢市、東根市、南陽市、中山町、河北町、朝日町、

大江町、大石田町、舟形町、大蔵村、戸沢村、高畠町、川西

町、白鷹町、飯豊町、庄内町

出羽三山 鶴岡市、寒河江市、西川町、大蔵村、庄内町

山寺・立石寺 山形市

慈恩寺 寒河江市

上杉家ゆかりの名所・

旧跡

米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹

町、飯豊町

山居倉庫 酒田市
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蔵王 山形市、上山市

朝日岳 鶴岡市、長井市、西川町、朝日町、大江町、小国町

吾妻山 米沢市

飯豊山 小国町、飯豊町

鳥海山 酒田市、遊佐町

神室山 新庄市、金山町、最上町

かみのやま温泉 上山市

天童温泉 天童市

寒河江温泉 寒河江市

東根温泉 東根市

銀山温泉 尾花沢市

肘折温泉 大蔵村

赤倉温泉 最上町

瀬見温泉 最上町

赤湯温泉 南陽市

白布温泉 米沢市

小野川温泉 米沢市

湯田川温泉 鶴岡市

湯野浜温泉 鶴岡市

あつみ温泉 鶴岡市

最上小国川 最上町、舟形町

立谷沢川 庄内町

四ヶ村の棚田 大蔵村

角川里の自然環境学校 戸沢村

最上地域の巨木群 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川

村、戸沢村

羽州街道 山形市、新庄市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢

市、山辺町、中山町、河北町、大石田町、金山町、舟形町、

真室川町

六十里越街道 鶴岡市、寒河江市、西川町、大江町

紅花の群生地 山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、河北

町、白鷹町

ひな街道 山形市、鶴岡市、酒田市、寒河江市、上山市、村山市、天童

市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、

朝日町、大江町、大石田町、三川町、庄内町、遊佐町

おきたま花回廊 米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹

町、飯豊町

さくらんぼ農園 山形市、米沢市、鶴岡市、寒河江市、上山市、村山市、天童

市、東根市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝

日町、大江町、高畠町

西洋梨農園 山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、南陽

市、山辺町、中山町、大江町、朝日町、高畠町

りんご農園 山形市、米沢市、寒河江市、村山市、天童市、東根市、南陽

市、山辺町、中山町、朝日町、大江町、高畠町、白鷹町
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もも農園 山形市、寒河江市、天童市、東根市、大江町

すもも農園 山形市、上山市、天童市、東根市、中山町、大江町

ぶどう農園 山形市、鶴岡市、寒河江市、上山市、天童市、東根市、南陽

市、西川町、朝日町、大江町、高畠町

ブルーベリー農園 鶴岡市

寒河江市

上山市

いちご農園 鶴岡市、酒田市、新庄市、金山町、舟形町、鮭川村、遊佐町

寒河江市

山菜の群生地 山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山

市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、

山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田

町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、

戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、庄内

町、遊佐町

きのこの群生地 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川

村、戸沢村

山形市中心街の蔵 山形市

山形五堰 山形市

金山型住宅が連なる街

並み

金山町

長井市内の戦前から続

く街並み

長井市

３．地域産業資源を用いて行う地域産業資源活用事業を促進することにより当該地域産業資源に

係る地域の経済の活性化を推進する方策

本県では、「やまがた産業振興プラン」(平成 18年 3 月)に基づき、

①ものづくり産業群の競争力強化

②多様な産業の創出とネットワーク化

③観光「やまがた」の推進

④山形ブランドの確立と内外戦略の展開

⑤地域産業の担い手の育成

⑥地域産業支援体制の構築

これら６つのアクションプログラムに沿った具体的な産業振興施策を展開しており、地域中

小企業が行う地域産業資源を活用した新たに取組みを促進するため、以下のような支援施策を

実施する。

１．個別地域産業資源に関する施策

①山形カロッツェリア型ものづくり推進事業

（施策概要）

本県の優れた職人技術を結集し、商品企画から製造・販売までを総合的にマネージメン

トするコンセプターを核として、地元に愛され、世界に通用する商品を地域一体となって

開発する新たなものづくり方式を構築し、本県地場産業の再生振興を図る。

②山形セレクション推進事業

（施策概要）
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山形には、その自然や風土、文化などに育まれてきた、全国・世界に誇るたくさんの素

材と、それらを磨く優れた技術・技法が数多くある。

一方、今の時代は人々の価値観が多様化しており、一人一人の「こころ」を満たす「本

物」が評価される時代へと変わりつつある。

「山形セレクション」は、このような状況を背景に、本県独自の基準『山形基準』に基

づき全国・世界に誇りうる高い品質の産品・サービスを選りすぐり「山形セレクション」

として認定し、それらを情報発信していくことによって本県ブランド力の強化を図る。

③地場産業活性化総合支援事業

（施策概要）

地場産業、伝統的工芸品産業などの活性化に向け、産地組合等が行う販路開拓、新商品

開発の取組み等を支援する。

２．関連する施策

本県においては、中小企業による地域産業資源を活用した事業を促進し、地域経済の活

性化を図るため、以下の中小企業支援施策を実施する。

（１）地域資源を活用した創意工夫のある取組への支援

①やまがた産業夢未来基金事業

地域の経済と雇用を支える中小企業の活性化を図り自立型の産業を強化するため、

「やまがた産業夢未来基金」を創設し、中小企業等による新産業・新事業・新技術の

芽出し・育成を重点的・集中的に支援する。

②やまがた食産業クラスター創造事業

食品産業と農林水産業の連携による商品開発や契約取引を推進するとともに、農産

加工や農産物直売など農林水産業を核とした新たな業態開発、ビジネス化を支援・促

進する。

（２）経営の革新や新事業展開への支援

①自動車産業広域拠点基盤強化事業

東北６県の連携による自動車関連産業の集積の促進と、県内自動車関連企業の競争

力強化及び取引拡大に向けた取組みを展開する。

②自動車産業広域拠点基盤強化事業

自動車メーカーの東北進出等に対応し、更なる取引拡大を図るための、県内企業の

生産管理技術改善指導に対する支援及び関連企業の誘致を図る。

③超精密加工テクノロジー開発支援事業

県内企業の技術力向上のため、超精密加工に係る技術的成果の県内企業への普及に

よる加工技術レベルの向上及び企業が行う製品開発等を支援する。

④超精密技術融合プロセス開発事業

県内企業の新製品創出のため、超精密加工技術とＭＥＭＳ技術との融合による微細

領域におけるデバイス及びプロセスの事業化に向けた研究開発を進める。

⑤知的創造サイクル支援事業

特許等知的財産に関する専門家の配置による県内企業等への情報提供、指導相談を

通じて、県内企業等の知的財産の活用を支援する。

⑥技術者養成事業

企業における人材を高度技術者として養成するための研修を体系的に実施する。

⑦産学官連携コーディネート推進事業

（財）山形県産業技術振興機構に産学官連携コーディネーターを配置し、県内企業

のニーズ及び県内研究機関の研究シーズの調査・マッチング、研究開発プロジェクト
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のコーディネート、産学官連携の相談窓口等の事業を実施する。

⑧相談事業

財団法人山形県企業振興公社にプロジェクトマネージャー、経営支援アドバイザー

を配置し、中小企業者等の経営革新、新規創業等の多様なチャレンジや様々な経営課

題について、相談事業を実施する。

⑨専門家派遣事業

県内中小企業者の抱える種々の課題及び経営、人材、情報、資金等の不足する経営

資源に対して、課題の解決及び経営資源の円滑な確保を支援するため、民間の専門家

等を活用して、適切な診断・助言を実施する。

⑩商工業振興資金融資事業

商工業振興資金融資制度により、意欲ある中小企業者の設備投資や経営安定を支援

し、県内中小企業者の競争力の強化と本県産業の振興を図る。

⑪設備貸与事業

小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入の促進を図るため、

設備貸与事業を実施する。並びに、先端技術力の向上や下請企業の振興を図るため、

地域の中核的中小企業を対象とした設備貸与事業を実施する。

⑫中小企業取引支援対策事業

下請中小企業の販路拡大を図るため、受発注情報の収集提供、取引あっせんのため

の商談会等を行う。

（３）商店街の振興支援

①中心市街地まちづくり活性化支援事業

中心市街地の再生を図るため、まちづくりグループ、商店街、ＮＰＯ等によるまち

づくりに関する取組みや、中心商店街の経営改善、商業集積を創出する取組みに対し

て補助を行う。

②商店街振興組合等組織体制強化事業

県内各地域の商店街活動の強化を図るため、山形県商店街振興組合連合会が商店街

振興組合に対して指導、研修等を行う場合、必要な経費を補助する。

（４）観光事業に関わる支援

①観光キャンペーン推進事業

本県のイメージアップ及び観光誘客の拡大を図るため、団塊の世代を含むシニア層

を中心ターゲットとして四季折々の観光キャンペーンを展開する。

②やまがた観光まちづくり塾支援事業

地域観光を担う人材の発掘と育成を目指した、県内４地域における「観光まちづく

り塾」の運営を支援する。

③観光地づくりアドバイザー派遣事業

地域ごとに抱える様々な課題に応じたアドバイザーを派遣し支援する。

④物産の販路拡大に関する支援

販路拡大に向け全国主要都市及び県内における観光と物産展を開催する。また、事

業協同組合等による各種見本市、展示会等出展への支援を行う。

山形セレクション認定品など県特産品の販路拡大のため、インターネットショップ

を使った販売システムを構築する。


