
徳島県

１　地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な方針

２　地域産業資源の内容

（１）農林水産物

番号 種別

1 渭東ネギ 徳島市 　

2 いちご 県下全域

3 甘藷（なると金時） 徳島市・鳴門市・松茂町・北島町 　

4 そば 美馬市・三好市・つるぎ町 　

5 徳島市・鳴門市・吉野川市・阿波市・松茂町・北島町・板野町 　

阿南市

7 れんこん 徳島市・鳴門市・松茂町・北島町・板野町 　

8 徳島市・阿南市・阿波市・美馬市・勝浦町・石井町・神山町 　

9 トマト 県下全域

10 らっきょう 鳴門市

阿南市 　

吉野川市・阿波市・神山町 　

12 すだち

農産

果樹

地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想

　　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。

名称 地域産業資源に係る地域

   平成１６年度における本県の県内総生産（名目）は２兆７５１８億円であり、産業別にみると製造業が２７．３％、
サービス業が１８．６％と両者で過半以上を占めている。全産業に占める割合が全国平均（２１．０％）に比べて高い
製造業において、従業員２９人以下の中小企業が８９％であるなど、いずれの業種においても中小企業への依存度
が高い。したがって、本県の地域経済を活性化していくうえで、中小企業を支援し、振興することはきわめて重要な
課題である。
   本県には、なると金時、すだち、阿波尾鶏、鳴門わかめ、徳島すぎなどの農林水産品、２１世紀の光源であるＬＥ
Ｄ等の鉱工業品及び生産技術、海・山・川の豊かな自然、世界遺産登録を目指す四国霊場と遍路道や阿波踊り、
人形浄瑠璃等の特色ある文化・観光資源など、「徳島ならでは」の個性的かつ魅力的な地域産業資源が存在する。

　 また、江戸期から明治中期にかけて隆盛をきわめた「阿波藍」を原料とする阿波正藍染しじら織りをはじめとする
すぐれた伝統工芸品産業や、木製家具、仏壇等の木工業や機械・金属製品、食品加工業等の地場産業など、歴史
に育まれた産業や技術が存在する。

　 本県の経済飛躍発展のために、これら多様な地域産業資源を活かし、創意工夫と進取の精神で新たな事業活動
に取り組む中小企業者等を支援していくことが重要である。

11 梅

6

洋蘭（シンビジウム）


大根

にんじん
徳島市・吉野川市・美馬市・石井町・藍住町・板野町・上板町

徳島市・阿南市・吉野川市・勝浦町・上勝町・佐那河内村・神山町・那賀町・美波
町・海陽町



13 梨 徳島市・鳴門市・松茂町・北島町・藍住町 　

14 はっさく 美馬市・三好市 　

15 やまもも 小松島市・勝浦町 　

16 ゆこう 勝浦町・上勝町・神山町

17 ゆず 美馬市・三好市・上勝町・那賀町・海陽町・つるぎ町 　

18 ブルーベリー 美馬市

20 阿波牛 県下全域

21 阿波ポーク 県下全域

22 鶏卵 県下全域

23 しいたけ 県下全域 　

24

25

26 ひのき

27 アオリイカ 徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・美波町・牟岐町・海陽町・松茂町

28 アラメ 美波町

29 アワビ類 阿南市・牟岐町・美波町・海陽町 　

30 伊勢エビ 牟岐町・美波町・海陽町 　

31 シラス 徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・牟岐町・松茂町 　

32 スジアオノリ 徳島市・松茂町 　

33 鳴門鯛 徳島市・鳴門市・松茂町

34 ハモ

徳島市・小松島市・阿南市 　

鳴門市

36 藍 吉野川市・阿波市・石井町・上板町 　

三好市 　

果樹

その他

竹・たけのこ

徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・牟岐町・美波町・海陽町・松茂町

徳島すぎ
徳島市・小松島市・阿南市・美馬市・三好市・上勝町・神山町・那賀町・牟岐町・美
波町・海陽町・つるぎ町・東みよし町

37 つまもの

林産

わかめ（鳴門わかめ）

水産

35

19 阿波尾鶏

畜産

徳島市・小松島市・阿南市・吉野川市・阿波市・美馬市・三好市・上勝町・勝浦町・
神山町・那賀町・牟岐町・美波町・海陽町・つるぎ町・東みよし町

徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・吉野川市・阿波市・美馬市・三好市・美波町・
名西郡・板野郡・美馬郡・三好郡

徳島市・小松島市・阿南市・上勝町・美波町・海陽町

阿波市・美馬市・つるぎ町



勝浦町・上勝町 　

その他
37 つまもの



番号 種別

1 阿波和三盆糖 阿波市・上板町 　

2 うどん 県下全域 　

3 塩干品 徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・牟岐町・美波町・海陽町・松茂町

4 海藻加工品 県下全域

5 菓子 県下全域

6 雑穀加工品 県下全域

7 焼酎 県下全域

8 食肉加工品 県下全域

9 食用塩 徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・牟岐町・美波町・海陽町・松茂町

　

鳴門市

11 清酒

12 徳島市・美馬市・三好市・上勝町・神山町・那賀町・美波町・海陽町

13 漬け物

14 徳島ラーメン 県下全域 　

15 つるぎ町 　

16 みそ 　

17 野菜・果実の缶詰 徳島市・阿南市・勝浦町・松茂町 　

18 とくしまバーガー 県下全域

19 おから 県下全域

徳島市・藍住町・上板町 　

海陽町 　

徳島市・鳴門市・藍住町・上板町 　

海陽町 　

徳島市・鳴門市・藍住町 　

海陽町

10

繊維
衣類

水産練製品

阿波しじら織

食料
飲料

縫製品22

県下全域

県下全域

茶

半田手延べそうめん

名称

（２）鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術

21

20 藍染め

地域資源に係る地域

徳島市・小松島市・阿南市・牟岐町・美波町・海陽町

県下全域



23 遊山箱 徳島市 　

24 家具・建具 県下全域

25 製材品

26 集成材 徳島市・小松島市・阿南市・美馬市・三好市・那賀町・海陽町・東みよし町

28 紙 吉野川市・那賀町 　

29 海塩由来の無機工業塩類 徳島市・鳴門市・松茂町・北島町 　

30 阿波花火 小松島市・阿南市

31 リチウムイオン電池 県下全域

32 大谷焼 鳴門市 　

34 県下全域

35 県下全域

36 電子 LED（発光ダイオード） 県下全域 　

　

番号 種別

1 阿波踊り 県下全域 　

2 うだつの町並み 美馬市・三好市・つるぎ町 　

3 県下全域 　

三好市 　

阿南市

5 人形浄瑠璃 県下全域 　

6 農村舞台 県下全域

機械
金属

27 仏壇

化学

4

四国八十八箇所霊場と遍路
道（発心の道場）

33

木材
家具

（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源

狸まつりと
狸の祠

粘土瓦 阿南市・勝浦町

県下全域

児啼爺の
石像

狸・妖怪伝説

お松大権現

名称

阿波和紙

一般機械器具

金属製品

徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・吉野川市・阿波市・美馬市・石井町・那賀町・
松茂町・北島町・藍住町・板野町・上板町

徳島市・鳴門市・小松島市・阿南市・吉野川市・阿波市・美馬市・三好市・勝浦町・
上勝町・神山町・石井町・板野町・上板町・那賀町・牟岐町・美波町・海陽町・上板
町・東みよし町

鳴門市・吉野川市・板野郡

文化

地域資源に係る地域

美馬市・つるぎ町・三好市

窯業



7 板東俘虜収容所と第九 鳴門市 　

8 三好市

9 落合集落 三好市

10 平家落人伝説地 三好市

11 大歩危・祖谷温泉郷 三好市

12 海部川 海陽町

13 剣山国定公園 美馬市・三好市・那賀町・つるぎ町・東みよし町 　

14 那賀川 阿南市・那賀町

15 鳴門の渦潮 鳴門市 　

16 眉山 徳島市 　

17 室戸阿南海岸国定公園 阿南市・牟岐町・美波町・海陽町 　

18

19 箸蔵県立自然公園 三好市、東みよし町

20 光のイベント 県下全域

21 問屋町「びっくり日曜市」 徳島市 　

22 鳴門ウチノ海新鮮市 鳴門市

23 とくしまマラソン 徳島市、吉野川市、阿波市、石井町、藍住町、上板町

　

祖谷のかずら橋

吉野川

その他

文化

自然

文化

徳島市・鳴門市・板野郡・名西郡・吉野川市・阿波市・美馬市・美馬郡・三好市・三
好郡



１　個別地域産業資源に関する施策

　

なるほど！海部産品応援事業＜南部総
合県民局＞

地場産業の振興

ＬＥＤファンド造成資金貸付金

（２）鉱工業品及び鉱工業の生産に係る技術

とくしま経済飛躍ファンド造成資金貸付金

　「LEDバレイ構想行動計画」を計画的かつ着実に実行し、経済飛躍とくしまの
実現を図るため、（財）とくしま産業振興機構に対しファンド造成資金を貸し付
け、官民の協力により４０億円のファンドを造成し、その果実をもってLED関連企
業をはじめとする企業の支援を行う。

ＬＥＤバレイ推進事業

　地域資源にさらなる磨きをかけ、競争力を有するオンリーワン産業を創造する
ため、官民協力により、４０億円のＬＥＤバレイ推進ファンドを１００億円の「経済
飛躍のためのファンド」に進化させる。

　世界有数のＬＥＤメーカーが立地する優位性を活かし、本県に光関連産業の
集積を図ることを目的として策定した「ＬＥＤバレイ構想」を推進するため、各種
施策を総合的に実施する。

　海部産品の需要拡大や量販店、交流施設等で地産地消活動を促進する「海
部産品販売戦略強化事業」、海藻類の増産技術を開発する「海藻産品増産支
援事業」、1次産品と食に関係する2次・3次産業との交流を促進する「『頑張るか
いふ』応援事業」を実施する。

新鮮とくしまブランド戦略対策費

３　地域資源を用いて行う地域産業資源活用事例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

  恵まれた自然環境の下、とくしまブランドの供給基地をめざし、「とくしまブラン
ド飛躍戦略」を推進するため、各種施策を総合的に実施する。

施策名

地産地消の推進
・観光業や学校給食等を対象に新たな地域内流通システムの構築
・産直市の充実、生産者育成
・食環境整備による健康づくりの推進

藍染め・阿波しじら織り製品によるクー
ルビズの推進事業

地産地消・食育推進 （西部の幸で元気
いっぱい事業）＜西部総合県民局＞

　疾患関連のタンパク質・遺伝子情報の解析技術開発と応用研究を推進し、健
康・医療の分野において新産業・新サービスの創出を図る。

　本県の強みである地場産業の一層の発展を期すべく、徳島県特定中小企業
活性化計画を策定し、新商品等開発、販路開拓事業への積極的な支援を行っ
ている。

　徳島県の伝統工芸品である、藍染め・阿波しじら織り製品を、「徳島夏のエコ
スタイル」と位置付け、全国に提案をしていく。県内外への効果的なＰＲ活動や、
事業者の供給体制の整備を進める。

地域クラスター創成事業

（１）農林水産物

　地域特産物「ゆず、はっさく、そば」等を活用した加工品の商品開発を行う。
また、新たに産地化を図っているブルーベリー、青トウガラシ、杜仲茶葉、イタド
リ（漬け物用）等の新たな商品開発を行う。

　団塊の世代やＵ・Ｉターン者などの新規就農者の確保を図るとともに、「阿波尾
鶏」増産に必要な生産基盤の早期整備に向けて、レンタル鶏舎の設置や遊休
鶏舎の再生整備を図る。

SGEC森林認証制度の普及ＰＲと森林認証材の利用促進を図るために認証森
林や認証木材を利用した建築物の現地見学会等を開催する。

西部圏域「緑の循環」木材産地化モデ
ル事業＜西部総合県民局＞

地域ブランド活用・商品開発＜西部総合
県民局＞

施策概要

「阿波尾鶏」飛躍増産事業



（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源

２　関連する施策

②経営指導の強化

③経営革新の促進

・企業の現場改善に優れた能力をもつ人材を「改善エキスパート」と認定し、顕彰、活用する「改善エキスパート
認定事業」や、「経営品質向上プログラム」に基づく革新力をもった優れた組織作りを普及推進する「変革パ
ワーアップ事業」により中小企業の経営革新を促進する。

・商工会議所・商工会等が行う経営改善普及事業や県中小企業団体中央会の事業等を通じて、小規模事業
者、事業協同組合等の経営を支援する。

遊休農地活用組織の設立＜西部総合
県民局＞

　地域特産物を活用した農園を開設し、農業体験とともに地域特産物の調理・
加工等を行う。
　農地の有効活用、地域農業が活性化する。

　圏域の地域資源を活用した観光・交流の推進に取り組む団体への支援及び、
地域連携による効果的な事業展開・情報発信等を行う。

１　南部圏域で開催される市町・民間主催のスポーツイベントを集合体として位
置づけ、専門誌等で効果的に圏域を売り出す。
２　コアイベントとして、圏域全域を活用したアウトドアスポーツイベントを誘致す
る。
３　みなみあわチャレンジフィールド創設事業において設定されたコースを一般
の方に提供する。

「にぎわいづくり」プロジェクトチーム＜南
部総合県民局＞

・中小企業者の新事業活動への取組を支援するため基金を造成し、その運用益でLED関連をはじめとする地
域資源を活用した創業者・中小企業者・商店街組合・事業協同組合等に対する補助事業等を行う。また、ユ
ニークな技術やサービスで地域の核として成長を目指す中小企業の事業計画を認定し、低利融資や補助金等
の支援を行うとともに、優れた創業計画を対象とした「あったかビジネス支援資金」や、地域産業資源を活かし
た事業計画を対象とした「あわの輝き産業育成資金」等の融資制度を設け、中小企業の新たな価値創造を積
極的に支援する。

みなみあわチャレンジフィールド推進事
業＜南部総合県民局＞

　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

文化立県とくしま推進事業

　県立阿波十郎兵衛屋敷において阿波人形浄瑠璃を毎日上演するとともに、関
連資料の展示、講習会、イベントの開催等を行う。

阿波十郎兵衛屋敷管理運営

徳島ならではの文化的な魅力を全国へ発信するとともに、市町村や文化団体が
実施する文化事業や後継者等育成事業を助成する。

新鮮なっ！とくしま号を活用し、阿波人形浄瑠璃の県外公演を行う。

郷土文化会館管理運営
　郷土文化会館の自主事業として、阿波人形浄瑠璃フェスティバル、小学校出
前人形浄瑠璃公演等の事業を行う。

とくしまきらり芸術文化事業

・中小企業の創業、新事業展開、経営革新等の経営向上等について、経営ノウハウ、技術、人材、情報、資金
等の各種経営資源の確保をワンストップで支援するため、（財）とくしま産業振興機構を県内中小企業支援の中
核機関とし、プロジェクトマネージャー等の専門家を配置し、迅速かつ高度な支援サービスを提供する。また、
専門家による経営販売促進など経営相談に無料で応じる窓口を設けるとともに、様々な分野の専門家を依頼
のあった企業に派遣する「速効経営助っ人」等により支援を行う。

・中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の樹立を支援するとともに、さらに、独創的な技術やサー
ビスをもとに地域の中核となる「オンリーワン企業」としての成長を支援する。

・県内ものづくり産業の下請取引の円滑化、受注拡大に向けた各種相談、情報収集、斡旋を行う。



⑪支援体制の充実

④技術支援

⑤販路開拓

・地域特性、知的財産等を活かした「地域ブランド」の形成等に向けて、木工業、機械金属工業の組合等が取り
組む事業を支援する。

・徳島県工業技術センターにおいて、企業の技術課題に対応するための委託研究、共同研究、生産現場での
技術指導を行うとともに、産学官の連携や、知的財産の創出・活用を図り、県内企業の技術開発を支援する。

・見本市への出展支援や、県内企業が開発した製品を県が購入・認定し、官公庁での受注実績をあげる「お試
し発注制度」等により、県内企業の販路開拓を支援する。

・県、総合県民局、公設試験研究機関、商工会議所、商工会、県中小企業団体中央会、金融機関、高等教育
機関と連携し、中小企業の経営や創業を総合的に支援する。

・本県の豊かな農林水産物・技術などを活用した優れた特産品を「阿波の逸品」として、全国に向けた販路拡大
を支援する。

・専門家による助言・研修、各種情報提供を通じてICTの活用による中小企業の経営力向上を支援するととも
に、（財）とくしま産業振興機構において、オンラインショッピングモールを運営 し、電子商取引を推進する。

・中小企業向けの研修やセミナー等を体系化し、県内企業をはじめとする県民に広く受講機会を提供する「とく
しま経営塾『平成長久館』」により、組織の継続的発展と活性化の原動力となる人材の育成を図る。

・新規性のある技術に基づき新たな事業を行う創業者や経営革新を目指す中小企業者等に廉価に貸工場や
研究施設、オフィスを提供し、事業展開を支援する。

⑥中小企業の情報化支援

⑦創業支援

⑧施設支援

⑨人材育成

⑩地場産業の総合支援

・県が優れた創業計画を「あったかビジネス」として認定し、認定計画に対し融資や経営指導等の支援を行うと
ともに、学生や創業されて間もない方等を対象とした研修等を通じて創業者の育成を図るとともに、事業の成果
を評価して顕彰する県民参加型コンペ「あったかコンペ平成藍大市事業」を実施する。また、民間企業と連携し
てベンチャーファンドを設置し、株式公開を目指すベンチャー企業に出資し支援する。

・徳島県農林水産総合技術センターにおいて、農林水産物の生産性や品質を向上させるため、本県を代表す
る鉱工業製品であるLEDを利用した技術開発を進めるなど、農林水産分野における新たな技術開発を進める。


