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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

平成１９年 ８月

平成１９年１２月 変更

平成２０年 ７月 変更

平成２１年 ６月 変更

岐 阜 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

(1) 産業経済の状況

本県は日本のほぼ中央に位置しており、全国主要都市からのアクセスが時間・距離とも最

も有利な立地環境にある。さらに、内陸県でありながら、中部国際空港や名古屋港との距離

も近く、国内外へのアクセスも便利な環境にある。

県内各地では、豊かな自然環境・文化を背景に様々な産業が育まれてきた。本県では陶磁

器や和紙などの伝統産業とＩＴや航空機関連などの最先端産業が併存しており、新しい連携

の構築が期待できる、豊かで多様性ある産業構造となっている。

また、陶磁器、紙、木工など地場産業として発展してきた産業の中には、その源を平安時

代に遡るものもあるなど、本県では古くからモノづくりが盛んであり、現在でも製造業が本

県の中心的な産業となっている。

平成 18 年度における県内総生産（名目）

はおよそ 7.5 兆円であり、産業別構成比では、

全国に比べ第 2 次産業が高く、第 3 次産業が

低いのが特徴である（図 1）。近年第 3 次産

業の構成比が高まってきており、経済のサー

ビス化、ソフト化が進展しているものの、産

業大分類別構成比では、依然として製造業が

26.2％で最も高くなっている。また、その事

業所規模においては、中小企業が 99.2％と

ほとんどを占めている。 （出典）内閣府「平成 18 年度県民経済計算」

(2) 地域産業資源の状況

ア 農林水産物

本県では、変化に富んだ自然条件を生かして多種多様な農業が展開されており、岐阜及

び西濃地域の平坦地では水稲を中心に、各種野菜や特産の「富有柿」等の果樹が、中濃、

東濃及び飛騨地域の中山間地域では夏秋トマトや夏ほうれんそう等の野菜のほか、特産の

くり、標高の高い地域ではももやりんごが生産されている。畜産業については、「飛騨

牛」や銘柄鶏「奥美濃古地鶏」が生産されており、水産業においては、県の魚であるあゆ

等の養殖が行われている。

林業では、本県は森林が県土の約 8 割を占める全国有数の森林県であり、古来より森林

からもたらされる数々の恵みを受けながら、森の文化・木の文化を育み、発展を遂げてき

た。樹種別素材では、ヒノキが最も多く生産されている。これら農林水産物の中でも、

「飛騨牛」は消費者の高い認知度と市場評価を受け、全国的なブランドとしての地位を確

立している。このほか「美濃ハツシモ」や「奥美濃古地鶏」、「東濃桧」などの固有の特
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産物が多数あるが、消費者や小売店等の一定の認知度はあるものの、他県を上回る高いブ

ランド品目としての地位を確立するには至っていない。

また、夏秋トマトやほうれんそうなど市場流通を主体とする本県の主要青果物も、県外

市場において一定の評価を受け、高いシェアを確保する一方、飛騨・美濃伝統野菜などの

特産品は、地域の特徴ある農産物として引き合いが出始めている。

イ 鉱工業品及びその生産に係る技術

本県は、「岐阜の繊維・衣服」、「関の刃物」、「美濃の和紙」、「東濃の陶磁器」、

「飛騨の家具・木工」など、地域の風土・伝統に根ざした特色ある地場産業が盛んであり、

地域経済にとって重要な産業の一つである。これらの地場産業には、歴史に培われた伝統

と文化、高いモノづくり技術に裏打ちされた品質があり、産地ごとに大きな産業集積をつ

くりあげてきた。

近年、需要の低迷や国外からの低価格品の流入増加などにより生産額は落ち込み、事業

所数・従業員数とも減少傾向を辿っており、比較的知名度の高い鉱工業品は多いものの、

実際の購入につながっていない状況にある。

しかし、こうした現状を打開するため、新たな販路開拓を目的とした国内の大消費地や

海外での見本市等への出展、消費者に選ばれる商品づくりのための他の競合産地との差別

化や商品の高付加価値化、あるいは多様なニーズに即した市場展開を図るためのデザイナ

ーとの協働による独自ブランドづくり、産地単位や任意グループでのブランド展開、産地

のシンボルとなる特長あるシリーズや新たなライフスタイルを提案する商品群の開発、独

自技術を活かした商品開発や他の産業製品とのトータルコーディネートなど、それぞれの

産業分野において強みを活かした意欲的な取組みも生まれている。

ウ 観光資源

本県は自然環境に恵まれ、古くから「飛騨の山、美濃の水」という意味で「飛山濃水」

の地と呼ばれてきた。平成 7 年にユネスコの世界遺産に登録された「白川郷合掌集落」を

始め、1300 年の歴史がある「長良川の鵜飼」、日本三名泉の一つに数えられる「下呂温

泉」、「木曽三川の輪中」など、各地でその自然に対応した様々な文化・歴史・産業が育

まれてきている。

また、西日本文化圏と東日本文化圏の接点に位置していることから、いろいろな地域の

影響を受けながら、「古い街並み」や「高山祭」で有名な飛騨高山、「郡上踊り」で知ら

れる郡上八幡など、岐阜県独特の文化が現在まで引き継がれてきている。さらに、古くか

ら交通の要衝として栄えたことから、中山道沿いには「馬籠宿」をはじめ、その歴史を今

に伝える名所旧跡も数多く残っている。

さらに本県には、伝統産業や最先端産業の見学や体験を行っている施設、例えば刃物で

は「関鍛冶伝承館」、和紙では「美濃和紙の里会館」、陶磁器では「セラミックパーク

MINO」、航空・宇宙では「かかみがはら航空宇宙科学博物館」など数多くある。

これらは、「産業観光」における資源であり、モノづくりの魅力や新たな知的発見が得

られるような体験・学習の機会を提供するなど、観光客の多様なニーズに沿った新たな観

光の切り口として期待できる。

(3) 地域産業資源活用事業促進の意義

地域間格差の拡大が懸念される中で、地域がそれぞれの強みを活かして自立的・持続的な

成長を実現していくことの重要性は、本県においても何ら変わるところはない。

鉱工業品及びその生産に係る技術、農林水産物、観光資源といった地域の特徴ある産業資

源（地域産業資源）は、域外への事業展開において差別化の要素となり得るものである。
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従って、本県産業の主体である中小企業による地域産業資源を活用した創意ある取組みを

促進し、それを核として地域産業資源の価値向上（ブランド化など）を図り、地域の強みを

活かした産業を形成・強化していくことは極めて重要である。

幸い、本県はこうした地域産業資源に数多く恵まれている。県内の中小企業等が実施する、

地域産業資源を活用した競争力のある商品の開発や、新たな市場の開拓等の取組みを支援す

ることは、その企業等の収益力の向上と持続性の高い体質への転換が図られるだけでなく、

県内の他の事業者や地域にも好影響を及ぼし、地域経済そのものの活性化につながるものと

期待される。

(4) 地域産業資源指定及び活用支援の方針

地域産業資源の指定にあたっては、各市町村、各商工会議所、各商工会、岐阜県中小企業

団体中央会、全国農業協同組合連合会岐阜県本部、岐阜県森林組合連合会及び岐阜県観光連

盟など地域の関係団体の意見を尊重した。今後も定期的に地域産業資源に関する意見を聴取

し、新たな地域産業資源の指定についても柔軟に対応していく。

また本県では、平成 18 年度に、モノづくり産業とサービス産業が発展・成長し、両輪とし

て県経済を支えている姿の実現を目指して、県民・企業・行政等が連携協力して取り組むべ

き指針として「岐阜県産業振興ビジョン」（以下「産業振興ビジョン」という。）を、また

県内の商品・サービスのブランドと地域イメージ双方の向上を図り、地域のブランド力を高

めるための商工観光・農林畜水産共通の指針として「岐阜県ブランド戦略」（以下「ブラン

ド戦略」という。）をそれぞれ策定したところである。

そして、平成 19 年度から、飛山濃水の美しい自然、豊かな風土に育まれた農産物、匠の技

に培われた地場産品、古き良き伝統文化、観光と地場産業を融合させた産業観光など、全国

に誇れる“ふるさとのじまん”を県民全体で見つめ直し、掘り起こす「飛騨・美濃じまん運

動」を展開しており、この一環として「産業振興ビジョン」及び「ブランド戦略」を推進し

ている。

現在、「産業振興ビジョン」及び「ブランド戦略」の各基本方針に基づく施策を通じて、

中小企業等の地域産業資源を活用した取組みに対する支援を進めているが、今後、「中小企

業地域資源活用プログラム」の活用に向けて、地域産業資源の活用に取り組む中小企業等の

積極的な掘り起こしを図るため、関係団体からの聞き取りなど情報収集に努めるとともに、

中小企業等が策定する事業計画が法の認定を受けられるよう、国や県の実施するハンズオン

支援の活用について関係団体等を通じて周知を図っていく。

（参 考） 
「岐阜県産業振興ビジョン」の基本方針

○ 世界企業を支える高度技術の（中小）企業群の集積

○ 歴史・自然・文化を活かした観光産業の発展と地場産業のブランド力の向上

○ 地域資源を活用したまちづくりや新しいビジネスの創出・成長

「岐阜県ブランド戦略」の基本方針

○ 突出したシンボル商品・サービス創出の成功例を生み出す 
○ 県内の商品・サービスの全体的な底上げを図る 
○ 商品・サービスと地域のイメージの結びつきを強める
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２ 地域産業資源の内容

本県において、地域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。【合計 321件】 

(1) 農林水産物 【65 件】

名称 地域産業資源に係る地域

1 飛騨牛 岐阜県全域

2 飛騨けんとん・美濃けん

とん

岐阜県全域

3 奥美濃古地鶏 岐阜県全域

4 長良杉 岐阜県全域

5 東濃桧 岐阜県全域

6 岐阜県のコシヒカリ 岐阜県全域

7 岐阜県のカイコ 岐阜市、大垣市、関市、中津川市、美濃市、恵那市、

美濃加茂市、各務原市、郡上市、下呂市、養老町、坂祝町、

川辺町、白川町、東白川村

8 美濃ハツシモ 岐阜市、大垣市、関市、美濃市、羽島市、美濃加茂市、

各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、岐南町、

笠松町、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、

安八町、揖斐川町、大野町、池田町、北方町

9 長良川の鮎 岐阜市、関市、美濃市、瑞穂市、郡上市

10 郡上鮎 岐阜市、関市、美濃市、瑞穂市、郡上市

11 岐阜えだまめ 岐阜市

12 富有柿 岐阜市、関市、美濃市、羽島市、美濃加茂市、瑞穂市、

本巣市、神戸町、大野町、北方町

13 岐阜いちご 岐阜市、羽島市、瑞穂市、本巣市

14 岐阜だいこん 岐阜市、羽島市

15 守口だいこん 岐阜市、各務原市

16 岐阜の冬春ほうれんそう 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、

笠松町、北方町

17 岐阜のセントポーリア 岐阜市、瑞穂市、本巣市

18 岐阜のベゴニア 岐阜市、本巣市

19 大垣のカミツレ 大垣市

20 美濃いび茶 大垣市、垂井町、関ヶ原町、揖斐川町、池田町

21 西濃の麦 大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、

輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町

22 西濃の大豆 大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、

輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町

23 夏秋トマト 高山市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、

恵那市、美濃加茂市、土岐市、可児市、飛騨市、郡上市、

下呂市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、

白川町、東白川村、御嵩町、白川村

24 宿儺かぼちゃ 高山市、飛騨市

25 飛騨もも 高山市、飛騨市
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26 飛騨りんご 高山市、飛騨市

27 飛騨の夏ほうれんそう 高山市、飛騨市、下呂市

28 飛騨の牛乳 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

29 飛騨紅かぶ 高山市、飛騨市

30 高山もち米 高山市

31 飛騨の菊 高山市、下呂市

32 飛騨美濃やまっこ 高山市、飛騨市、郡上市、下呂市

33 高原山椒 高山市

34 ドラゴンフルーツ 高山市

35 美濃白川茶 関市、中津川市、美濃市、恵那市、美濃加茂市、可児市、

郡上市、下呂市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、

八百津町、白川町、東白川村、御嵩町

36 上之保のゆず 関市

37 加子母健康ミネラルトマ

ト

中津川市

38 あじめコショウ 中津川市

39 東濃のシクラメン 中津川市、恵那市

40 恵那栗 中津川市、恵那市

41 みずなみのマコモタケ 瑞浪市

42 半原かぼちゃ 瑞浪市

43 きくいも 恵那市

44 藤九郎ぎんなん 羽島市

45 堂上蜂屋柿 美濃加茂市

46 山之上の梨 美濃加茂市

47 各務原にんじん 各務原市

48 桑の木豆 山県市

49 伊自良大実柿 山県市

50 大桑の利平栗 山県市

51 美濃山県にんにく 山県市

52 岐阜、西濃のバラ 瑞穂市、本巣市、神戸町、大野町

53 瑞穂のサボテン 瑞穂市

54 飛騨地鶏 飛騨市

55 飛騨エゴマ 飛騨市

56 真桑うり 本巣市

57 ひるがのの牛乳 郡上市

58 ひるがの高原だいこん 郡上市

59 郡上の春待ちにんじん 郡上市

60 わしみかぶら 郡上市

61 下呂のアマドコロ 下呂市

62 西濃の冬春トマト 海津市、養老町、輪之内町、安八町

63 徳田ねぎ 岐南町

64 揖斐川町の薬草 揖斐川町
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65 揖斐川町の沢あざみ 揖斐川町
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(2) 鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術 【92 件】

名称 地域産業資源に係る地域

1 岐阜県のプラスチック 岐阜県全域

2 岐阜県の自動車部品 岐阜県全域

3 岐阜県の金属加工機械 岐阜県全域

4 岐阜県の一般産業用機械 岐阜県全域

5 岐阜県の金型 岐阜県全域

6 岐阜県の蜂産品 岐阜県全域

7 岐阜県の清酒 岐阜市、大垣市、羽島市、各務原市、笠松町、養老町、

揖斐川町、大野町、池田町

高山市、多治見市、中津川市、美濃市、瑞浪市、恵那市、

美濃加茂市、土岐市、可児市、飛騨市、郡上市、下呂市、

富加町、川辺町、八百津町、御嵩町

8 岐阜提灯 岐阜市、山県市、瑞穂市、岐南町

9 岐阜和傘 岐阜市

10 岐阜、西濃の紡績 岐阜市、大垣市、関市、羽島市、各務原市、山県市、

瑞穂市、本巣市、海津市、岐南町、養老町、垂井町、

関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、

池田町、北方町

11 岐阜、西濃のねん糸 岐阜市、大垣市、関市、羽島市、各務原市、山県市、

瑞穂市、本巣市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、

垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、

大野町、池田町、北方町

12 岐阜、西濃の織物 岐阜市、大垣市、関市、羽島市、各務原市、山県市、

瑞穂市、本巣市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、

垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、

大野町、池田町、北方町

13 岐阜、西濃のニット生地 岐阜市、大垣市、関市、羽島市、各務原市、山県市、

瑞穂市、本巣市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、

垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、

大野町、池田町、北方町

14 岐阜、西濃のアパレル 岐阜市、大垣市、関市、羽島市、各務原市、山県市、

瑞穂市、本巣市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、

垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、

大野町、池田町、北方町

15 岐阜県の紙 岐阜市、多治見市、関市、美濃市、美濃加茂市、土岐市、

各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、

大野町、川辺町、御嵩町

中津川市、恵那市

16 岐阜県の加工紙 岐阜市、多治見市、関市、美濃市、美濃加茂市、土岐市、

各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、

大野町、川辺町、御嵩町

中津川市、恵那市
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17 岐阜県の紙製品 岐阜市、多治見市、関市、美濃市、美濃加茂市、土岐市、

各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、

大野町、川辺町、御嵩町

中津川市、恵那市

18 岐阜県の紙製容器 岐阜市、多治見市、関市、美濃市、美濃加茂市、土岐市、

各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、

大野町、川辺町、御嵩町

中津川市、恵那市

19 岐阜県の航空宇宙部品 岐阜市、大垣市、関市、美濃市、羽島市、美濃加茂市、

各務原市、可児市、山県市、岐南町、笠松町、垂井町、

安八町、坂祝町、川辺町、御嵩町

20 美濃和紙 岐阜市、関市、美濃市

21 岐阜、西濃の米菓 岐阜市、大垣市、羽島市、瑞穂市、本巣市、海津市、神戸町

輪之内町、揖斐川町、大野町、池田町

22 岐阜うちわ 岐阜市

23 花合羽 岐阜市

24 のぼり鯉 岐阜市

25 岐阜、西濃のロボット部

品

岐阜市、大垣市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、

本巣市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、

関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、

池田町、北方町

26 美濃薬膳料理 岐阜市

27 美濃いび茶 大垣市、垂井町、関ヶ原町、揖斐川町、池田町

28 大垣の水 大垣市

29 大垣の枡 大垣市

30 西濃大理石 大垣市、関ヶ原町

31 養老焼 大垣市

32 大垣の水まんじゅう 大垣市

33 飛騨の木製家具 高山市、飛騨市

34 飛騨の木工製品 高山市、飛騨市

35 飛騨春慶 高山市、飛騨市

36 飛騨一位一刀彫 高山市、飛騨市、下呂市

37 高山ラーメン 高山市、飛騨市

38 飛騨ヨーグルト 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

39 飛騨アイスクリーム 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

40 飛騨さしこ 高山市

41 山田焼 高山市

42 渋草焼 高山市

43 小糸焼 高山市

44 円空彫 高山市、郡上市

45 飛騨宮村ひのき笠・一位

笠

高山市

46 小屋名のショウケ 高山市
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47 飛騨高山の紙絵馬 高山市

48 飛騨高山の有道しゃくし 高山市

49 飛騨のさるぼぼ 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

50 鶏ちゃん 高山市、郡上市、下呂市

51 荘川そば 高山市

52 高山のみたらし団子 高山市

53 飛騨染 高山市

54 美濃焼 多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市

55 美濃白川茶 関市、中津川市、美濃市、恵那市、美濃加茂市、可児市、

郡上市、下呂市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、

八百津町、白川町、東白川村、御嵩町

56 関の刃物 関市

57 高賀の森水 関市

58 中津川の五平餅 中津川市

59 あじめコショウ 中津川市

60 蛭川みかげ石 中津川市、瑞浪市、恵那市

61 イ草人形 中津川市

62 恵那ロクロ製品 中津川市、恵那市

63 恵那曲物製品 中津川市

64 裏木曽夕森紬 中津川市

65 栗きんとん 中津川市、恵那市、八百津町

66 みずなみ焼 瑞浪市

67 山岡細寒天 恵那市

68 各務原キムチ 各務原市

69 大桑竹細工 山県市

70 美山の水栓バルブ 山県市

71 杞柳製品 瑞穂市

72 飛騨和ろうそく 飛騨市

73 山中和紙 飛騨市

74 船津大洞湧水 飛騨市

75 山之村寒干し大根 飛騨市

76 本巣わら細工 本巣市

77 奥美濃カレー 郡上市

78 宗祇水 郡上市

79 郡上紬 郡上市

80 郡上本染 郡上市

81 古今染め 郡上市

82 ふじ細工 郡上市

83 郡上びく 郡上市

84 郡上竿 郡上市

85 南濃天然木工芸品 海津市

86 養老ひょうたん 養老町

87 菊水泉の水 養老町
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88 久瀬のまいおどり 揖斐川町

89 八百津せんべい 八百津町

90 ひな人形五月人形 八百津町

91 美濃白川まゆの花 白川町

92 白川郷の挽物 白川村
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(3) 文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源 【164 件】

名称 地域産業資源に係る地域

1 長良川の鵜飼 岐阜市、関市

2 富有柿農園 岐阜市、関市、美濃市、羽島市、美濃加茂市、瑞穂市、

本巣市、神戸町、大野町、北方町

3 岐阜いちご農園 岐阜市、瑞穂市、本巣市

4 岐阜県の酒蔵 岐阜市、大垣市、羽島市、各務原市、笠松町、養老町、

揖斐川町、大野町、池田町

高山市、多治見市、中津川市、美濃市、瑞浪市、恵那市、

美濃加茂市、土岐市、可児市、飛騨市、郡上市、下呂市、

富加町、川辺町、八百津町、御嵩町

5 金華山 岐阜市

6 岐阜長良川花火 岐阜市

7 岐阜城 岐阜市

8 岐阜フラッグアート 岐阜市

9 全日本学生落語選手権・

策伝大賞大会

岐阜市

10 梅林公園 岐阜市

11 柳ヶ瀬 岐阜市

12 岐阜ファッションフェア

（GFF）
岐阜市

13 岐阜公園 岐阜市

14 長良川温泉 岐阜市

15 長良川 岐阜市、大垣市、関市、美濃市、羽島市、瑞穂市、郡上市、

海津市、輪之内町、安八町

16 中山道 岐阜市、大垣市、中津川市、恵那市、瑞浪市、美濃加茂市、

各務原市、可児市、瑞穂市、垂井町、関ヶ原町、神戸町、

坂祝町、御嵩町

17 手力の火祭 岐阜市

18 川原町界隈 岐阜市

19 奥の細道むすびの地 大垣市

20 中山道赤坂宿 大垣市

21 大垣城 大垣市

22 墨俣一夜城 大垣市

23 上石津高木三家陣屋跡 大垣市

24 揖斐川 大垣市、瑞穂市、海津市、養老町、神戸町、輪之内町、

安八町、揖斐川町、大野町、池田町

25 荘川桜 高山市

26 ほおのき平コスモス園 高山市

27 乗鞍岳 高山市

28 奥飛騨温泉郷 高山市

29 飛騨もも農園 高山市、飛騨市

30 飛騨りんご農園 高山市、飛騨市

31 せせらぎ街道 高山市、郡上市

32 臥龍桜 高山市
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33 高山祭 高山市

34 高山の朝市 高山市

35 御嶽山 高山市、下呂市

36 高山の古い街並み 高山市

37 乗鞍スカイライン 高山市

38 野麦峠 高山市

39 高山陣屋 高山市

40 平湯大滝 高山市

41 飛騨高山温泉 高山市

42 宇津江四十八滝 高山市

43 オリベストリート 多治見市

44 虎渓山 多治見市

45 セラミックパークMINO 多治見市

46 岐阜県百年公園 関市

47 高賀渓谷 関市

48 関鍛冶伝承館 関市

49 刃物まつり 関市

50 寺尾ヶ原千本桜公園 関市

51 板取街道（アジサイロー

ド）

関市 

52 日竜峰寺 関市

53 関まつり 関市

54 円空入定塚 関市

55 世界選手権バイクトライ

アル日本大会・関板取

関市

56 かしも明治座 中津川市

57 馬籠宿 中津川市

58 恵那峡 中津川市、恵那市

59 木曽川 中津川市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、

各務原市、可児市、海津市、岐南町、笠松町、坂祝町、

八百津町、御嵩町

60 恵那栗農園 中津川市、恵那市

61 付知峡 中津川市

62 落合宿の石畳 中津川市

63 苗木城跡 中津川市

64 東濃のヒトツバタゴ自生

地

中津川市、瑞浪市、恵那市

65 根の上高原 中津川市、恵那市

66 恵那文楽 中津川市

67 蛭川の杵振踊 中津川市

68 美濃まつり 美濃市

69 うだつの上がる町並み 美濃市

70 ひんここまつり 美濃市

71 大矢田もみじ谷 美濃市

72 美濃和紙あかりアート 美濃市
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73 美濃和紙の里会館 美濃市

74 鬼岩 瑞浪市、御嵩町

75 竹鼻別院のふじ 羽島市

76 竹鼻まつり 羽島市

77 岩村城跡 恵那市

78 大正村 恵那市

79 坂折の棚田 恵那市

80 山之上果樹園 美濃加茂市

81 中山道太田宿 美濃加茂市

82 平成記念公園「日本昭和

村」

美濃加茂市

83 おん祭MINOKAMO 美濃加茂市

84 木曽川日本ライン下り 美濃加茂市、各務原市、坂祝町

85 元屋敷陶器窯跡 土岐市

86 土岐市の窯元めぐり 土岐市

87 曽木公園 土岐市

88 土岐三国山 土岐市

89 かかみがはら航空宇宙科

学博物館

各務原市

90 河川環境楽園 各務原市

91 各務原公園 各務原市

92 花フェスタ記念公園 可児市

93 伊自良大実柿農園 山県市

94 利平栗農園 山県市

95 岐阜、西濃のバラ園 瑞穂市、本巣市、神戸町、大野町

96 古川祭 飛騨市

97 飛騨種蔵の棚田・板倉 飛騨市

98 古川の古い街並み 飛騨市

99 数河獅子 飛騨市

100 古川起し太鼓 飛騨市

101 三寺まいり 飛騨市

102 天生県立自然公園 飛騨市、白川村

103 根尾谷淡墨ザクラ 本巣市

104 本巣市のホタル生息地 本巣市

105 根尾谷断層 本巣市

106 能郷の能・狂言 本巣市

107 真桑人形浄瑠璃 本巣市

108 郡上おどり 郡上市

109 城下町郡上八幡の街並み 郡上市

110 古今伝授の里フィールド

ミュージアム

郡上市

111 白鳥おどり 郡上市

112 長滝の延年 郡上市

113 阿弥陀ヶ滝 郡上市

114 大師堂 郡上市
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115 石徹白の大杉 郡上市

116 ひるがの水バショウ 郡上市

117 郡上市のスキー場 郡上市

118 明宝歴史民俗資料館 郡上市

119 ひるがの高原 郡上市

120 宗祇水 郡上市

121 下呂温泉 下呂市

122 苗代桜 下呂市

123 中山七里 下呂市

124 田の神まつり 下呂市

125 横谷峡四つの滝 下呂市

126 金山巨石群岩屋岩陰遺跡 下呂市

127 南飛騨健康増進センター 下呂市

128 皇樹の杜 下呂市

129 巌立峡 下呂市

130 ギフチョウの採集地 下呂市

131 小坂の滝めぐり 下呂市

132 千代保稲荷神社 海津市

133 千本松原 海津市

134 木曽三川公園 海津市

135 木曽三川の輪中 海津市

136 養老の滝 養老町

137 養老公園 養老町

138 養老天命反転地 養老町

139 高田祭 養老町

140 関ヶ原古戦場 関ヶ原町

141 伊吹山 関ヶ原町

142 安八百梅園 安八町

143 安八温泉 安八町

144 谷汲山華厳寺 揖斐川町

145 徳山ダム 揖斐川町

146 いびがわマラソン 揖斐川町

147 揖斐二度ザクラ 大野町

148 霞間ヶ渓 池田町

149 川辺漕艇場 川辺町

150 飛水峡 七宗町、白川町

151 飛水峡の甌穴群 七宗町

152 蘇水峡川まつり 八百津町

153 人道の丘公園 八百津町

154 上代田の棚田 八百津町

155 五宝滝 八百津町

156 旧八百津発電所資料館 八百津町

157 久田見祭り 八百津町

158 水戸野のシダレザクラ 白川町

159 大山の大スギ 白川町
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160 白川橋 白川町

161 白川郷合掌造り集落 白川村

162 大白川の湯平瀬温泉 白川村

163 白山スーパー林道 白川村

164 白山国立公園 白川村
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３ 地域産業資源活用事業を促進することにより地域経済の活性化を推進する方策

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、以下の支援施策を実施する。

(1) 地域産業資源活用促進に関する施策

「岐阜県ブランド戦略」に基づく施策

ア 突出したシンボル商品・サービス創出の成功例を生み出す 

【岐阜県トップブランド（仮称）づくり支援プロジェクト】

・岐阜県地域活性化ファンド事業費助成金による支援

地域資源を活用した新しいビジネスの創出や経営革新、新商品開発、販売力強化、ブ

ランド構築事業等に取り組む中小企業等を支援する。また、それらの事業の基盤となる

地域の土台を強化する「まちづくり」や「地域のじまん」育成への取組みも支援するこ

とにより地域の活性化につなげる。

・岐阜県農商工連携ファンド事業費助成金による支援

中小企業者と農林漁業者の連携を強化し、互いの経営資源の活用による創意工夫を凝

らした新商品・新役務の開発等を支援することにより、地域経済の活性化につなげる。

・中小企業地域資源活用プログラムの活用促進

（独）中小企業基盤整備機構中部支部、各地域力連携拠点、（財）岐阜県産業経済振

興センター、各商工会・商工会議所及び岐阜県中小企業団体中央会などと協力・連携し、

施策の周知、案件の発掘及び窓口相談などを実施し、「中小企業地域資源活用プログラ

ム」の積極的な活用を促進する。

・飛騨・美濃すぐれものの認定

県産品の宣伝や販売促進を行う際に、その看板商品となる商品を「飛騨・美濃すぐれ

もの」として認定し、県内外の百貨店やスーパーマーケット等における観光物産展への

出展を通じて PR する。

【県産品と観光を融合した最強の地域ブランド構築】

・岐阜の宝もの認定プロジェクトの推進

地域のじまんを見つけだし、掘り起こし、磨きをかけ、全国に通用する観光資源とな

る「岐阜の宝もの」を育成・支援する。

岐阜県トップブランド（仮称）づくり支援プロジェクト及び県産品と観光を融合した

最強の地域ブランド構築を重点に、県内各地域や県のイメージをリードする突出した商

品・サービスを生み出す取組みを推進する。

地域の魅力と活力を高めるため、「知ってもらおう 見つけだそう 創りだそう ふ

るさとのじまん」を合い言葉に、県民一人ひとりが身近にある様々な観光資源に光をあ

て、磨きをかけ、情報発信していく総合的な取り組みを進める「飛騨・美濃じまん運

動」の一環として、掘り起こし支援からブランド力強化支援、トップブランドづくりの

各段階に応じた支援を推進する。
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・飛騨・美濃じまん推進大会の開催

「飛騨・美濃じまん運動」を更に活性化するため、まちづくりに取り組む地域の方々

が集い、「岐阜の宝もの」の紹介等とともに、埋もれた地域資源の発掘・育成、まちづ

くりなどについての意見交換や講演会を行う大会を開催し、地域の魅力づくりを支援す

る。 

・エクスポート・ギフ 21 戦略の展開

国別・テーマ別の海外戦略の推進を図る。特に、富裕層の増加により市場が拡大する

アジア市場に重点を置き、県産品の輸出拡大と海外誘客促進を効率的に進めるための戦

略の総合調整を行うとともに、各戦略を効果的に進めるトップセールスを実施する。

【その他各産業分野の主な取組み】 
・中小企業の技術開発及び販路開拓に対する支援

付加価値の高いモノづくりや販路拡大による競争力強化のため、中小企業が行う新技

術や新製品開発を支援するとともに、国内外における見本市への出展や展示会の開催等

を支援する。

・アジア市場開拓のための基金設置

（財）岐阜県産業経済振興センターに基金を設置し、マーケティング調査及び市場調

査を踏まえた見本市への出展、高級百貨店等における試食販売フェアの開催、バイヤー

への売り込み活動等の販売促進活動を実施する。

・地域資源発掘活用にむけた基金の創設

（財）岐阜県研究開発財団に基金を設置し、県内の農林産物や地場産業製品、観光資

源などの地域資源を活用し、異業種や産学官連携によって生み出された新商品・新サー

ビスの開発・製作・生産・販売実証等を支援する。

・地場産業分野における国の支援制度の活用促進

国内外に通用する地場産業製品、伝統工芸品等のトップブランドづくりを進めるため

「JAPAN ブランド戦略展開支援事業」、「小規模事業者新事業全国展開支援事業」など

国による手厚い支援制度の活用を促進する。

・大都市圏・海外への販路拡大

インターネットの活用による直売やＰＲ、首都圏の百貨店における販売キャンペーン

等産地の販売活動を促進する。また香港をはじめアジア諸国等への販路拡大を促進する

とともに、アセアン地域や中東地域などへの県産農産物の輸出に向けた調査を行い、可

能性のある地域において農産物フェア、トップセールスを実施する。

・飛騨・美濃じまん農産物づくりの推進・強化

JA や営農組織等が産地強化計画（飛騨・美濃じまん農産物育成計画）に基づき、農業

者等が行う付加価値向上、産地の体質強化、新品目・新産地づくり等への取組強化に必

要な機械・施設の導入経費に対して助成する。また、袋掛け富有柿「果宝柿」の付加価

値向上のための機能性成分調査や大消費地への PR、栗の新品種「ぽろたん」の大苗育苗

技術の開発や栽培技術研修会の実施、県産豚肉の高品質化に向けた生産実証等を実施す

る。 
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・新ハツシモの普及推進

新たに県が開発した、縞葉枯病の抵抗性を持った新ハツシモへの全面切り替えに向け

て、栽培特性の把握や食味、普及方策について検討する。

・飛騨牛の振興支援

香港等へ飛騨牛の輸出を行うために必要な輸出用食肉処理施設の整備に対して助成す

る。また、優秀な雌子牛の県内保留、担い手育成、和牛能力共進会への参加支援などの

取り組みを行うために、（社）岐阜県畜産協会が行う基金の造成に対し助成する。

・ぎふ証明材のブランド力向上

産地、合法性を明示する「ぎふ証明材」に、乾燥や強度の性能表示制度を付加し、信

頼性向上、商品ブランド力向上を図る。 

・県産材の販路拡大促進

商談会の開催などにより、大手住宅メーカーや県内外の工務店・設計士との連携を望

む製材・加工業者との出会いの機会を創出し、県産材の販路拡大を促進する。

イ 県内の商品・サービスの全体的な底上げを図る

【「地域ブランド実践」県民運動】

・「県産品愛用推進宣言の店」の指定

県産品を販売・利用することを宣言し、一定の基準を満たすスーパーマーケットや飲

食店などを「県産品愛用推進宣言の店」に指定し、県民の県産品の認知度向上・消費拡

大を推進する。

・食と農を考える県民運動の推進

「岐阜県食と農を考える県民会議」を設置し、地産地消や食育について幅広く農業の

理解を求めるため、県民を対象にしたサポーターの募集・登録、ホームページやメルマ

ガによる情報提供を行う。 

・学校給食等における県産農産物活用の促進

県産農産物を使用した新たな学校給食用食材の開発経費の一部を助成する。また、朝

市や直売所等の農産物供給者と給食や社員食堂などが連携した地元農産物活用モデルの

構築を支援する。

・地産地消メニューの紹介

地産地消の拠点と位置づけた朝市・直売所の特産品や、併設するレストランの地元農

産物を使った料理などを情報誌やウェブサイト等を通じて発信する。また、朝市・直売

所のレストラン等の魅力を向上するための地産地消料理研修会を開催する。

・県産農産物を活用した新たな料理・菓子の開発・商品化

「地域ブランド実践」県民運動及び「おもてなしの向上」を重点に、県内の商品・サ

ービス全体の底上げを図り、県内各地域の商品・サービスと地域のイメージやブランド

力の向上を図る取組みを推進する。
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テーマ食材を設定し、県産農産物を活用した新たな料理・菓子を募集、審査するとと

もに、受賞作品のレストランでのメニュー化や商品化を支援する。

・米粉活用の促進

米の新たな需要拡大を図るため、米粉パンの学校給食へのモデル的導入や、一般消費

者への米粉パン教室等を実施する。

・住宅内装材や構造材に県産材を利用した施主への助成

住宅新築時に構造材に県産材を使用した施主に対する助成に加え、住宅の新築・増改

築時に床や壁など内装材に一定量以上の県産材を使用した施主に対し建築費用の一部を

助成し、県産材の需要拡大を図る。 

・木の国・山の国県民運動の推進

木材に親しみ、県産材の活用を促進する「木づかい運動」をはじめとする次の 3 つの

テーマで県民が、様々な立場から参加・協力する通年型の県民運動を展開する。

春：「森づくり運動」 夏：「普及・教育の推進」 秋・冬：「木づかい運動」

【「おもてなし」の向上】

・観光事業従事者への研修

県内観光事業従事者を対象として、お客様に対する接遇の注意点に関するおもてなし

講座及び、官・民、他地域との広域連携や日本を取り巻く観光の状況といった広い視野

での観光振興に関する講座を実施するため、専門家を招聘して研修会を開催する。

・経済団体におけるおもてなし研修の実施促進

経営者協会、経済同友会、商工会議所連合会等の経済団体と連携し、会議等において

「ビジネスメリットとしてのおもてなしの必要性」等の研修項目を追加する。

【その他各産業分野の主な取組み】 
・デザイン振興によるモノづくり支援

（財）岐阜県産業経済振興センター内のデザインセンターを主体に、中小企業等のモ

ノづくりをデザイン面から支援し、高い製造技術とデザイン技術が融合した付加価値の

高い新商品開発、創造力豊かな人材育成、販路開拓の支援及び情報発信等を実施する。

・まちなかへの観光誘客につながるまちづくり支援

まちなか観光拠点施設、空き店舗等を活用した観光案内施設、県産品のアンテナショ

ップ等の運営や施設改修、地域の伝統文化に根ざしたイベント開催等に対して助成する。

・産業観光の推進

産業観光のホームページ（ぎふの産業観光「飛騨・美濃じまん」に出会う旅）におい

て、産業観光に取り組んでいる企業、地域等の施設の PR を実施するほか、産業観光バ

スツアーやスタンプラリーを実施し、産業観光施設への誘客を推進する。

・県観光連盟への支援

（社）岐阜県観光連盟が実施する国内観光展への参加、観光パンフレット等の作成、

インターネット、フリーダイヤルによる情報提供等に対して支援する。
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・岐阜いちご・夏秋トマトの生産振興

いちご産地の現状・課題を検証・把握し、改善対策の検討を通じた生産現場での行動

を促すため、関係者と一体となって、プロジェクト活動を展開する。また、夏秋トマト

の関係者とトマト産地の再生のための新たな取組みを進める。

ウ 商品・サービスと地域のイメージの結びつきを強める

【戦略的な情報発信プロジェクト】

・「岐阜県の物産と観光展」における県産品の PR の推進

県内外の百貨店等において、「～飛騨・美濃じまん～岐阜県の物産と観光展」を開催

し、県産品と観光を一体的に PR する。

・メディアを活用した県産品の普及啓発

県産品の認知度・イメージ向上を図るため、「飛騨・美濃すぐれもの」PR 冊子の作成、

県外各地のフリーマガジン等を活用した PR を実施する。

・インバウンドぎふ戦略の展開

海外旅行博等への出展、現地旅行会社等への訪問による誘客促進や、海外旅行業者等

による旅行商品の企画・開発を促進する。

・飛騨・美濃じまん観光キャンペーンの推進

毎年度、重点テーマを定めた「飛騨・美濃じまん観光キャンペーン」の実施により、

「岐阜の宝もの」をはじめとする県内観光資源のＰＲと旅行商品の造成など、集中的な

誘客宣伝活動を行う。 

・岐阜県の魅力を PR するガイドブック、パンフレットやマップ等の作成

自然や風土、農林畜水産物、地場産業製品、伝統文化など、ふるさとのじまんを紹介

するガイドブックをはじめ、岐阜県の魅力を広く PR する観光パンフレット、マップ等

を作成する。

【「地域団体商標」をはじめとする地域資源・財産の有効活用】

・産地組合等による「地域団体商標」の出願・登録支援や情報提供の推進

産地組合等による地域団体商標の出願・登録、セミナーや勉強会の開催、有識者を活

用したブランド展開計画の作成など地域団体商標を活用したブランド展開を図る主体的

な取組みを支援する。

【その他各産業分野の主な取組み】 
・ぎふクリーン農業の PR・推進

ぎふクリーン農業に取り組む産地を消費者が訪問する「ぎふクリーン消費者交流会」

や、消費者が量販店でクリーン農産物を探し、プレゼントに応募する「探してみよう！

ぎふクリーン農業キャンペーン」等による PR を実施する。

戦略的な情報発信プロジェクト及び「地域団体商標」をはじめとする地域資源・財産

の有効活用を重点に、個々の商品・サービスそれぞれが県内各地域のイメージ向上につ

ながる取組みを推進する。
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・県産農産物の販路拡大

首都圏の飲食店における県産農産物等の業務需要を拡大するため、インターネット飲

食店検索サイトを活用した県産農産物利用店の紹介キャンペーン等を実施する。また、

外食・中食産業等の業務用向けの県産農産物の販路を拡大するため、バイヤーや仕入れ

担当者を本県に招き、県産農産物の魅力などを PR する産地見学会及び商談会を開催す

る。 

・県産花きの販路拡大

県産花きの販路拡大を図るため、主要市場や業界が開催する商談会への生産者団体等

の出展や、県内で開催する現地視察商談会等に対して助成する。また、県民に県産花き

を PR し、消費拡大を図るため、花フェアなどを開催する。

・県産材製品登録制度の創設

県産材で製造された家具、遊具などの製品を登録し、ホームページなどで広く PR す

る。 

エ 岐阜県ブランド戦略の推進体制の構築

・岐阜県ブランド戦略推進委員会の設置

戦略全体のフォローアップ及びブランド戦略に基づく施策の推進に対する実践的・専

門的な助言や提言をいただく場として、各産業分野や流通関係等の代表者からなる「推

進委員会」を設置する。

・岐阜県ブランド戦略推進チームの設置

ブランド構築活動に取り組む者の意欲を高め、更なるやる気を引き出す視点から、関

係部局が連携した「派遣支援」及び「ワンストップサービス」により個別具体的に支援

を行う「推進チーム」を編成する。

(2) 関連する施策

ア 産業人材育成

・産業人材育成連携基盤の構築とものづくり人材の育成

本県の産業人材育成を一元的に管理し、体系的かつ総合的な人材育成を行うため、県

内の産業人材育成支援機関が連携して実施する仕組みを構築する。併せて、地域の産業

ニーズに応じた多様な研修を実施する。

・各種専門機関による人材育成

産業人材育成のため、情報科学芸術大学院大学、岐阜県立国際情報科学芸術アカデミ

ー、岐阜県立国際たくみアカデミー、岐阜県立木工芸術スクール、岐阜県農業大学校、

岐阜県立国際園芸アカデミー及び岐阜県立森林文化アカデミー等において人材育成の各

種事業を実施する。

・航空宇宙産業を担う人材育成

航空機特有の製造工程をトータルな視点で捉え、生産システムを構築・管理できる中

若年労働力の育成・確保、企業内人材の育成・強化、農林業における新規就業希望者

に対する就業支援、構想準備段階の者に対する支援による産業人材の育成を図る。 
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核人材の育成を支援するため、（株）VR テクノセンターが実施する研修事業に対して助

成する。

・雇用直結型 IT 人材の養成

未就職者を対象に数ヶ月間無料の短期集中研修を行い、地元企業との就職マッチング

を通じて、地域の IT 関連産業への就職を実現する。

・起業家の養成

起業意欲のある者を対象に、（財）岐阜県産業経済振興センターにおいて、創業段階

に必要な基礎知識を習得する短期講座や、ビジネスプランや経営戦略の立案などの実践

的長期講座を開催する。

・新規就農者、再チャレンジ者への支援

新規で就農を希望する者に対し、「農業でやる気発掘夜間ゼミ」、「農業で再チャレ

ンジ」、「あすなろ農業塾」等の研修を実施する。

・飛騨・美濃じまんブランド商品量産化に係る人材育成

研究開発した花、栗、カジカ等のブランド産品の量産化に向けて、栽培技術や加工技

術を含め研究、技術管理のできる人材を育成する。

・農業担い手の育成・確保

新たに就農を希望する者に対し、就農相談やニーズに応じた各種就農支援を行い、岐

阜県農業の次代を担う新規就農者を育成・確保する。また、農業者組織が空きハウスの

活用などにより就農希望者の研修専用施設を設置する場合に、その設置・運営に必要な

経費に対し助成する。

・企業等農業参入の推進

企業の農業参入が可能になったことを踏まえ、参入に意欲的な企業等を支援する。

・きこり養成塾への支援

林業事業体が連携して実施する、林業の新規就業者等に対する実践的な研修（きこり

養成塾）を支援する。

・森林担い手の育成・確保

林業体験の機会を創出し、円滑な林業への就業を促進するため、作業体験や就業相談

を組み入れた 20 日間程度の就業前研修会を開催する。また、林業事業体による高度な技

術を有する森林技術者養成のための実践的な研修の開催を支援する。

イ 産業支援

・中小企業資金融資制度による支援

県内中小企業者の経営の安定、合理化、近代化等のための一般的な資金需要又は特別

金融機関や信用保証協会と協調し、金融機関を通じて中小企業に対する資金供給をは

じめ、農業や林業に就業する者に対する資金貸付けを実施する。さらに、中小企業者や

新たな事業にチャレンジする中小・ベンチャー企業に対する相談窓口を整備する。
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な資金需要に対して支援するため、県・金融機関・信用保証協会が協調し、金融機関を

通じて融資を実施する。

・設備導入資金による支援

（財）岐阜県産業経済振興センターが、小規模企業者等の経営革新・新規創業に必要

な設備資金の貸付け及び設備の割賦販売又はリースを行う。 

・就農支援資金による支援

就農希望者が農業経営を始める際の機械・施設の購入等に必要な資金を貸し付ける。

・モデル的農業経営の実証

耕作放棄地や休耕田などの活用による農業生産の拡大や農外企業の農業参入などに取

り組むモデル的な農業経営の実証を実施する。

・林業就業促進資金による支援

新たに林業に就業しようとする者や、新たに林業労働者を雇い入れようとする認定事

業者に対し、研修や就業準備に必要な資金を貸し付ける。

・県産材の安定的な生産・供給・加工体制の構築

未利用であった間伐材などの大規模な受け皿となる合板工場を整備するとともに、併

せて山側で生産された曲がり材・短尺材を合板用原木として安定的に供給していく仕組

みを構築する。

・相談窓口の整備

新たな事業にチャレンジする中小・ベンチャー企業に対する相談窓口を（財）岐阜県

産業経済振興センターの「モノづくりセンター」に整備する。 

ウ 技術開発支援

・中小企業の技術開発支援

中小企業等に対する技術支援並びに研修会・研究会を開催し、技術力の向上及び技術

移転の促進を図る。 

・産学官連携による技術開発

航空機・自動車産業の更なる革新・発展に対応し得る地域産業の育成のため、大学や

県試験研究機関の技術シーズを核として、産学官連携により国際競争力のある高度な部

材加工技術の開発を行う。 

・都市エリアにおける産学官の連携促進

陶磁器の次世代製造技術を開発し、陶磁器産業の高度化や新たなセラミックス産業へ

の展開を支援する。

試験研究機関等による研究成果を還元し、技術シーズの実用化を促進するとともに、

各種プロジェクトによる研究事業や輸入製品との差別化など地場産業を支援する技術開

発を推進する。また、地域の要望に対応した新技術や新商品など新たな農林業の技術開

発を推進する。
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・重点研究開発の推進

工業系研究機関において、ぎふオリジナル技術による新製品開発や既存製品のブラン

ド化・高付加価値化等を図る技術開発を推進する。

また、農林業系研究機関において、農産物のブランド化、ぎふクリーン農業の推進、

被害木の活用、低コスト・高品質化などに対応する技術開発を推進する。

エ 海外市場展開

・（財）岐阜県産業経済振興センターによる支援

（財）岐阜県産業経済振興センターの海外取引支援事業により、県内企業の海外市場

展開の推進を支援する。

・岐阜貿易情報センターによる支援

日本貿易振興機構（ジェトロ）岐阜貿易情報センターの各種海外情報提供、海外取引

相談事業等により、県内企業の国際取引の推進を支援する。

４ 基本構想の見直し

本基本構想については、中小企業者による地域産業資源の活用実態等を踏まえ、随時見直し

を行う。 

海外市場の調査･研究、海外見本市等への出展支援、海外取引に必要な知識･情報の提

供等を推進する。


