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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 

島根県  

 
１．地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な方針 

本県の県内総生産（名目）は２兆４８７５億円（平成１８年度）であり、産業別にみると、

サービス業、製造業、不動産業、卸売・小売業、建設業の占める割合が高く、全体の７割近く

を占める。また、サービス業において９６％が、製造業において８８％が、不動産業において

９９％が、卸売・小売業では９８％が従業員２９人以下の中小企業であり、大部分が地場企業

である。 

これらの地場中小企業が地域産業の基幹企業となっており、地域経済を支えていることから、

これを支援し、振興することは重要な課題である。 

本県には、牡丹、デラウエア、あじ等の全国有数の生産量を誇る農林水産物や石州瓦、雲州

そろばん、たたら製鉄等の特色ある鉱工業品及びそれに係る技術並びに出雲大社、石見銀山遺

跡、隠岐の島等の観光資源といった特色のある地域産業資源が存在する。 

歴史的、地域的に各地方の基幹産業を構成している企業の多くは、上記の地域産業資源を活

用しており石州瓦、雲州そろばん、出雲大社等は、地域経済の発展に大きく寄与している。 

地域経済をさらに活性化させるためには、これら地域産業資源を有効に活用し、創意ある工

夫と進取の精神で事業化にチャレンジする取組を推進することが重要である。 

 

 

２．地域産業資源の内容 

本県において、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 

島根米 県全域 

仁多米 奥出雲町 

西いわみヘルシー元氣

米 
益田市 

そば 県全域 

大豆 安来市 

津田かぶ 松江市 

ぼたん 県全域 

ひまわり 斐川町 

西浜いも 出雲市 

メロン 

益田市 

大田市 

雲南市 

ぶどう 
出雲市 

益田市 

いちご 
益田市 

大田市 
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安来市 

いちじく 

（多伎いちじく） 
出雲市 

なし 

浜田市 

大田市 

安来市 

ブルーベリー 大田市 

トルコギキョウ 県全域 

バラ「さ姫」 
大田市 

雲南市 

ゆず 
益田市 

大田市 

さつまいも 大田市 

ヤマトイモ 飯南町 

くま笹 飯南町 

西条柿 

松江市 

浜田市 

出雲市 

益田市 

大田市 

川本町 

エゴマ 川本町 

大麦若葉 

安来市、奥出雲町 

江津市 

美郷町 

霊芝 美郷町 

ハトムギ 斐川町 

桑 江津市、川本町、美郷町 

蚕 津和野町 

わさび 
益田市、津和野町、吉賀町 

大田市 

唐辛子 雲南市 

雲州人参 松江市 

菌床椎茸 奥出雲町 

椎茸 吉賀町 

ブロッコリー 出雲市 

キャベツ 大田市 

白ネギ 江津市、川本町、美郷町、邑南町 

トマト 益田市 

ミニトマト 吉賀町 

アスパラガス 出雲市 

モロヘイヤ 松江市、出雲市、安来市 
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出西しょうが 斐川町 

くり 
雲南市 

津和野町 

スギ 県全域 

ヒノキ 県全域 

マツ 県全域 

トビウオ（アゴ） 
松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津市、東出雲

町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

アジ 
松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津市、東出雲

町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

しじみ 松江市、出雲市、斐川町 

アユ 
益田市、津和野町、吉賀町 

江津市、川本町、美郷町、邑南町 

アカムツ（ノドグロ） 
松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津市、東出雲

町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

ケンサキイカ（シロイ

カ、マイカ） 

松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津市、東出雲

町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

カレイ 
松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津市、東出雲

町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

ブリ 
松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津市、東出雲

町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

アマダイ 
松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津市、東出雲

町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

アナゴ 浜田市 

十六島のり 出雲市 

隠岐のいわがき 海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

海士のいわがき 

「春香」 
海士町 

アワビ 
松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津市、東出雲

町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

宍道湖七珍 松江市 

どじょう 安来市 

牛乳 県全域 

しまね和牛 県全域 

イノシシ 県全域 

おおち山くじら 美郷町 

石見和牛肉 邑南町 

隠岐牛 海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

 

（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 

珪石・長石 益田市 

珪砂 大田市 
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ベントナイト 出雲市、大田市 

ゼオライト 松江市、出雲市、大田市、斐川町 

福光石 大田市 

金城風化花崗岩 浜田市 

砂岩 益田市 

頁岩 益田市 

めのう 松江市 

来待石 松江市 

黒曜石 隠岐の島町 

金城の湧水 浜田市 

三瓶山の湧水 大田市 

木炭 県全域 

粉炭 益田市 

清酒 県全域 

弥栄のどぶろく 浜田市 

ワイン 
出雲市 

雲南市 

醤油 県全域 

たまごかけごはん醤油 雲南市 

あごだし 海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

お茶 

安来市 

出雲市、斐川町 

江津市、川本町、美郷町 

まめ茶 津和野町 

乳製品 雲南市 

和菓子 
松江市 

津和野町 

源氏巻 津和野町 

西条柿（ほし柿） 東出雲町 

魚の一夜干し 
松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津市、東出雲

町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

板わかめ 
松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津市、東出雲

町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

水産練り製品（野焼き、

かまぼこ、てんぷら） 

松江市 

浜田市 

出雲市 

大田市 

東出雲町 

氷感熟成ポン酢 大田市 

箱寿司 大田市 

へか焼き・へか鍋・いり

焼き 
大田市 

ぜんざい 出雲市 

たまごかけごはん 雲南市 
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たたら製鉄 奥出雲町 

特殊鋼製品 

松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津

市、雲南市、東出雲町、奥出雲町、飯南町、東出雲町、川本

町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町 

鋳物製品 

松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津

市、雲南市、東出雲町、奥出雲町、飯南町、東出雲町、川本

町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町 

農業機械 松江市、安来市、東出雲町 

石州瓦 浜田市、益田市、大田市、江津市 

出雲石灯ろう 松江市 

雲州そろばん 奥出雲町 

石州半紙 浜田市 

石州（勝地）和紙 
浜田市、江津市 

津和野町 

石見焼 浜田市、大田市、江津市 

八雲塗 松江市 

御代焼 雲南市 

出西焼 斐川町 

温泉津焼 大田市 

加茂刃物 雲南市 

石見岡三刃物 大田市 

福こづち 出雲市 

木芸品 斐川町 

出雲一刀彫 出雲市 

石見神楽衣装 浜田市 

斐伊川和紙 雲南市 

石見神楽面 浜田市 

魔除飾面 大田市 

じょうき 出雲市 

大社の祝凧 出雲市 

石見神楽蛇胴 浜田市 

鏝絵 大田市 

木工品 益田市 

木工芸品 奥出雲町 

天然素材衣服 大田市 

天然素材服飾雑貨 大田市 

義肢・装具 大田市 

 

（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源 

名  称 地域産業資源に係る地域 

石見銀山遺跡 大田市 

出雲大社 出雲市 

松江城 松江市 
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清水寺 安来市 

旧道面家住宅 吉賀町 

須佐神社 出雲市 

物部神社 大田市 

荒神谷遺跡 斐川町 

加茂岩倉遺跡 雲南市 

浜田城跡 浜田市 

黒木御所跡 西ノ島町 

鷺舞神事 津和野町 

五十猛のグロ 大田市 

益田糸操り人形 益田市 

念仏踊り 出雲市 

シッカク踊 大田市 

石見畳ヶ浦 浜田市 

三隅の桜（大平桜他） 浜田市 

松代鉱山の霰石産地 大田市 

鬼の舌震 奥出雲町 

千丈渓 邑南町 

断魚渓 邑南町 

志都の岩屋 邑南町 

国賀海岸 西ノ島町 

知夫の赤壁 知夫村 

赤ハゲ山 知夫村 

黄長石霞石玄武岩 浜田市 

龍頭が滝 雲南市 

八重滝 雲南市 

壇鏡の滝・壇鏡の滝湧水 隠岐の島町 

奇岩 隠岐の島町 

巨木杉 隠岐の島町 

室谷棚田 浜田市 

熊ヶ谷棚田 浜田市 

大井谷棚田 吉賀町 

山王寺の棚田 雲南市 

木綿街道 出雲市 

石見銀山街道（降路坂

道、やなしお道） 
大田市、美郷町 

ほし柿の里 東出雲町 

築地松 斐川町 

しまねの古民家・空き家 県全域 

西田ヨズクハデ 大田市 

岐久海岸 出雲市 

琴ヶ浜海岸 大田市 

水仙の群生地 益田市 

匹見峡 益田市 
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松江城堀川 松江市 

津和野の町並み 津和野町 

太鼓谷稲成神社 津和野町 

石見海浜公園 浜田市 

日御碕 出雲市 

宍道湖 松江市、出雲市、斐川町 

神西湖 出雲市 

高津川 益田市、津和野町、吉賀町 

三瓶山 大田市 

仁摩サンドミュージアム 大田市 

島根県民の森（森林セラ

ピー基地） 
飯南町 

香木の森公園 邑南町 

六日市コウヤマキ自然林 吉賀町 

玉造温泉 松江市 

美又温泉 浜田市 

湯屋温泉 浜田市 

旭温泉 浜田市 

湖陵温泉 出雲市 

温泉津温泉 大田市 

池田ラジウム鉱泉 大田市 

小屋原温泉 大田市 

三瓶温泉 大田市 

さぎの湯温泉 安来市 

有福温泉 江津市 

海潮温泉 雲南市 

出雲湯村温泉 雲南市 

斐乃上温泉 奥出雲町 

亀嵩温泉 奥出雲町 

頓原ラムネ温泉 飯南町 

加田の湯温泉 飯南町 

湯の川温泉 斐川町 

湯谷温泉（弥山荘） 川本町 

湯抱温泉 美郷町 

ぼたんの栽培地 松江市 

斐伊川堤防桜並木 雲南市 

三刀屋川堤防桜並木 雲南市 

菅谷たたら山内 雲南市 

鉄の歴史村 雲南市 

しまね海洋館アクアス 浜田市 

ふるさと体験村 浜田市 

島根県立美術館 松江市 

島根県芸術文化センター

（グラントワ） 
益田市 

世界こども美術館 浜田市 
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石正美術館 浜田市 

一畑電車 松江市、出雲市 

出雲坂根駅スイッチバック 奥出雲町 

奥出雲おろちループ 奥出雲町 

浜田漁港 浜田市 

スキー場 

浜田市 

奥出雲町 

邑南町 

かなぎウエスタンライディ

ングパーク 
浜田市 

ひだまりパークみと 益田市 

安来節（どじょう掬い） 安来市 

出雲神楽 雲南市 

石見神楽 浜田市、益田市、大田市、江津市 

須我神社 雲南市 

赤川ほたるの生息地 雲南市 

一畑薬師 出雲市 

鰐淵寺 出雲市 

龍雲寺 浜田市 

医光寺 益田市 

萬福寺 益田市 

 

 

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 

 

１．個別地域産業資源に関する施策 

 

(1) 観光と交流人口の拡大 

① 観光交流ビジネス創出プロジェクト 

地域産業資源を活用した民間主導の観光交流ビジネスの創出に向け、地域が主体とな

って行う旅行商品造成を担う人材・組織を育成することにより、高付加価値・多品種の

商品を生み出し、観光消費額、観光客の入り込み数を増加させ、産業振興と雇用創出を

実現する。 

・観光支援プロデューサー設置、誘客プロモーター機能強化 

・スキルアップセミナーの開催 

   ② 観光(地域資源)情報の発信 

    ＩＴやマスメディア等の活用及び観光情報説明会などの機会を捉え、地域産業（観

光）資源の情報発信を行う。 

   また、市町村や民間団体等が自らのこととして行う地域産業資源を活用した観光商品

の開発や広域的な取り組みに対する支援を行う。 

 

(2) 地域特性を活かした高付加価値化による農林水産業の振興 

 ① 「売れるしくみづくり・顧客との絆づくり」推進事業 

   産地の生産者が主体となったマーケティング活動として、消費者等の顧客ニーズの把
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握、ニーズに応えた商品づくり、売れるしくみづくりなどを支援する。  

 ② 県産品ブラッシュアップ支援事業 

   販路開拓目指す事業者に対する専門家派遣・テスト販売などを通して消費者の求める

商品を把握し、商品開発及び改良を支援する。 

 ③ 売れる米づくり推進事業 

   消費者と結びついた特色ある米の生産・販売体制を構築し、選ばれる産地育成を支援

する。 

 ④ 園芸の安定的取引産地モデル実証 

安定的取引を推進する産地をモデルに設定し、現状分析・生産実証・試験的販売の実

証を支援する。 

 ⑤ 県産木製品高品質化事業 

   乾燥技術者資格取得支援及び乾燥技術向上を図るための講習会等を開催する。 

  ⑥ 「しまねの魚」販売力強化事業 

   漁業者や流通業者等が行う「しまねの魚」の消費拡大活動として、食べ方提案等ので

きるマイスターの育成、統一ラベルでのＰＲ、加工品開発などを支援する。 

 ⑦ 環境農業を支援する流通販売対策事業 

   環境農業の重要性を消費者にＰＲするため、産地と消費者を結びつける活動をモデル

産地において実践する。 

 ⑧ 安全で美味しい島根の農林水産物認証事業 

島根らしい特色ある農林水産物を安全性や品質の面で県が認証する制度を新たに創設

する。 

 ⑨ 農林水産物の販路拡大事業 

「こだわり産品等データバンク事業」で構築したデータベースを活用した市場や小売

店等への県、生産者による県産品取扱の提案、マッチングを促進する。 

   ⑩ 地産地消推進事業 

地元産品の取扱を一層進めるため、生産者と小売・加工業者、給食施設等との商談の

場を創出する。 

   ⑪ しまね食品等輸出促進対策事業 

     県内の団体、企業等が共同して輸出に取り組む「食品輸出コンソーシアム」を育成し、

民間レベルでの輸出体制を構築する。 

   ⑫ 木材・木製品の需要開拓推進事業 

     県産材の新たな市場を開拓するため、建材・家具展示商談会への取組を支援する。 

   ⑬ がんばる地域応援総合事業（フリープラン方式） 

     地域プロジェクトで独自に企画立案し、地域の実情に即した戦略的で多彩な取組とし

て、地域ブランドＰＲ、販促活動、生産へのフィードバックなどを支援する。 

 

(3) 魅力ある商業の振興 

 ○ 中小商業活性化対策事業 

   中心市街地では、賑わいのある商業活動の場を創るため、空き店舗活用などの活性化

の支援を行い、アーケードや街路灯など商業環境の整備を支援する。 

   また、中山間地域では、商業機能の確保を図るため、食料品等を取り扱う店舗の整備、

移動販売車の取得などを支援する。このほか、まちづくり・商業活性化を円滑に進める

ため、アドバイザーの派遣、人材育成の支援などを行う。 

 

(4) 伝統産業の育成 

 ○ 伝統工芸品の育成 
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   「全国伝統工芸品展」等への出展支援や、「ふるさと伝統工芸品展」の開催、後継者

育成のための助成や貸付の支援を行う。 

 

(5) 特色ある地域ビジネスの育成 

 ① 地域ビジネス創出事業 

   学生や地域ビジネスを始めようとする者にビジネス講座や創業ノウハウを提供するた

めのセミナー等を開催する。 

 ② 地域づくり支援事業 

   (財)ふるさと島根定住財団が、地域ビジネスに取り組もうとする者に、事業立ち上げの

機会づくりや、事業資金の支援を行う。 

 

(6) 地域資源を活用した産業の活性化 

① しまね地域資源産業活性化基金事業 

島根県商工会連合会に組成した「しまね地域資源産業活性化基金」を活用し、中小企

業等が行う、地域資源（農林水産品、工業製品、加工技術及び観光資源）を活用した新

商品開発、新サービス開発に向けた初期段階の取り組みに対し、基金による助成や事業

化に向けた助言等の支援を行う。 

② 地域資源を活用した産業振興等を推進できる人材の創出 

島根大学では、生物資源科学研究科修士課程に地域産業人育成コースを設置、このコ

ース中に県内の優れた地域資源を活用した産業振興や地域振興を積極的に推進できる人

材を創出する分野を設け、地域資源の活用を人材育成面から支援する。（H19～H23 文

部科学省「地域再生人材創出拠点の形成」プログラム） 

 

 

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 金融面での支援 

信用保証協会の保証制度を活用し金融機関の協調を得て、低利・長期で第三者保証人不

要の「島根県中小企業制度融資」を運営し、信用力・担保力が不足する中小企業の資金調

達の円滑化を図る。 

② 経営指導の強化 

各中小企業等の課題解決や経営改善を図るため、各商工会議所・商工会等と連携した経

営支援を行うととともに、財務管理、生産管理等の専門的助言を必要としている中小企業

等に対しては専門家を派遣することで、経営の安定化や経営革新への支援を行う。 

③ 経営革新の促進 

中小企業が経済社会的環境変化に対応し、持続的成長を続けるためには、市場の変化を

いち早くつかみ、それに適合した地域資源を活用した新商品の開発や新サービスを提供す

るなど、経営革新の取組みが重要であることから、商工会議所、商工会、(財)しまね産業

振興財団などの支援機関と連携して、経営革新計画の策定と実現に向けた取組みを積極的

に支援する。 

④ 企業連携の推進 

中小企業が多様化した市場の要請に的確に応えるためには、分野の異なる中小企業同士

が互いの知見・技術・ノウハウ等の強みを有効に組み合わせて新たな事業展開を推進する

ことが効果的であることから、地域資源を活用した中小企業間の事業連携に向けた取組み

を支援機関の連携によって支援するとともに、新たな市場・需要が相当程度開拓される可
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能性の高い取組みについては、国の新連携支援制度に誘導するなど、連携体の事業展開を

支援する。 

⑤ 技術支援（産学官連携による研究開発支援） 

地域資源を活用した製品の高付加価値化や消費者ニーズの多様化に対応する企業の新製

品、新技術の開発には、資金・人材・設備など研究開発資源や技術開発方法の蓄積が必要

され、中小企業が単独で取り組むには困難な場合が多いことから、県内企業のニーズを積

極的に大学等へ提供するとともに、島根県産業技術センターなどの公設試験研究機関やし

まね産業振興財団が相互に連携しながら、研究開発から製品開発までを支援する。 

⑥ 中小企業のＩＴ利活用の推進（情報化支援） 

インターネットの普及に伴い、IT サービスを利用する環境が整いつつあることから、イ

ンターネットによる電子商取引を活用した中小企業の販路拡大等を支援する。また、しま

ね産業振興財団では、県内の中小企業の開発製品の全国への情報発信を支援するため、島

根県内で企画・開発された製品・加工品およびサービスの情報提供サイト「しまね e-物カ

タログ」を設け、製品登録を随時受け付けている。 

⑦ 人材育成 

高等技術校を活用して、企業ニーズに沿ったカリキュラムを編成する等の教育システム

の改革を図ることにより、地場産業を支える優秀な人材の育成・確保を進める。 

⑧ 地場産業の総合支援（販路の開拓・拡大の支援） 

    県内食品等生産者・製造者の新商品の開発・改良や、東京のアンテナショップの活用、

首都圏等大都市での商談会や小売店等での「島根フェア」開催による販路の開拓・拡大を

支援する。 

⑨ 観光振興 

  観光客誘致のため、観光情報発信はもとより、旅行会社等への地域産業資源を活用した

旅行商品の販売促進活動や隣県等との広域連携を進める。 

⑩ 支援機関の機能強化 

        (財)しまね産業振興財団については、総合的支援体制の充実を図り、地域資源を活用す

る企業に対して様々な支援策を一元的に提供するための体制づくりを進める。産業技術セ

ンターでは、県内企業のニーズに基づく共同開発に軸足を置き、事業化に向けた取組を支

援する。地域資源を活用に関わる各種の支援施策の情報提供については、商工会・会議所、

中央会等の中小企業支援機関と連携して、適時・適切な施策紹介を行う。 

 


