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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 

 

大 分 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）本県の産業構造 

    本県の産業は、豊かな天然自然に恵まれて育った農林水産業に加え、醸造、セメント、

造船や温泉などの地域産業資源を活用した産業が中心であったが、昭和３９年、新産業都

市の指定を契機に、鉄鋼業、石油精製業、石油化学工業等の基礎素材型産業の集積が進

み、本格的な工業化が始まり、産業構造は一変した。 

    昭和５９年には、県北国東地域がテクノポリス地域に指定され、半導体産業を中心とし

たエレクトロニクス、メカトロニクス、ＩＴ産業等の先端技術産業の集積が進み、産業の

高度化・ソフト化が進展することとなった。 

    近年では、大分キヤノン(株)、大分キヤノンマテリアル(株)、ダイハツ九州(株)等の大

規模立地が相次いだことにより、産業構造は一段と厚みを増し、全国の中でも最も多様な

産業構造を有する都道府県の一つとなっている。 

 

（２）おおいた産業活力創造戦略 

    現在、日本経済は、民間設備投資や一部の大企業に牽引される形で景気の回復が続いて

いるものの、地域や業種、企業規模等によって景気回復のバラツキが生じており、むしろ

経済格差は広がっていることが指摘されているが、本県もその例外ではない。 

    本県経済は、前述した企業立地等により堅調な景気回復が見られ、経済成長率や有効求

人倍率等の経済指標の面では九州トップとなっているが、今後の経済見通しは依然として

不透明であり、自立的、持続的な景気回復の達成が望まれている。 

    このため、地場中小企業者の足腰を強化するなど、活力あふれる産業基盤を構築してい

くことが不可欠であることから、大分県長期総合計画「安心･活力･発展プラン２００５」

の中に重点戦略として「おおいた産業活力創造戦略」を掲げ、①ものづくり産業の集積、

②産業集積に活力を与える環境の整備、③地域産業資源を活用した産業の育成と集積、④

商業・物産・サービス産業の振興、⑤産業人材の育成と安定した雇用の確保等に取り組ん

でいるところである。 

 

（３）地域産業資源活用促進事業の意義 

    地域産業資源の活用は、広く地場中小企業が取り組むことができ、創意と工夫次第で

は、商品の差別化や高付加価値化が図られるため、全国的な事業展開が可能となり、地域

経済の浮揚に大きな効果があると期待される。 

また、地域資源を活用する進取の取組は、県内の他の企業や地域に刺激を与え、連動し

た取組や相乗的な効果についても期待できる。 

本県は、豊かな天然自然に恵まれ、各地域に多数の地域産業資源が賦存していることか

ら、その活用を強力に促進することは、地域経済を活性化し、尐子・高齢化、過疎化に悩

む地域に希望と活力をもたらすうえで極めて重要と言える。 

 

（４）地域産業資源活用促進事業の基本的な取組方針 

    このようなことから、地場中小企業が、大都市圏等の県外市場をターゲットに、地域産

業資源を活用した事業化に果敢にチャレンジできるよう次の４項目について重点的に取り
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組んでいく。 

   ①地域産業資源活用の段階に応じた支援 

   ②産業間の連携と人材の育成 

   ③国の「中小企業地域資源活用プログラム」との連携 

   ④支援体制の整備 

    特に、農林水産業・商工業・観光業など産業間の連携、商品開発や販路開拓等のノウハ

ウを有する外部人材とのネットワーク、事業化のキーパーソンとなる地域人材の育成が重

要であることに留意して取り組む。 

 

 

２．地域産業資源の内容 

本県における地域産業資源の内容は下表のとおりである。 

これらの地域産業資源は、中小企業者により事業化される意義のある資源と考えられるもの

であり、「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（平成１９年

法律第３９号。以下「法」という。）」第４条及び「国の地域産業資源活用事業の促進に関す

る基本方針」に基づいて指定している。 

 （参考） 

〈指定要件〉 

・地域の特産物と認められる農林水産物、鉱工業品又はそれを生産する技術、観光資源 

・他地域の同種の産業資源と比べて顕著な特徴を有しており、それによって相当程度認識

されている資源 

・地域内の多数の中小企業者が活用可能な資源 

・当該資源を活用して県外進出を図る中小企業者が存在している資源 

 

（１）農林水産物 

名称 地域産業資源に係る地域 

赤シソ 大分市、豊後大野市 

アジ 大分市、臼杵市、津久見市、佐伯市 

鮎 佐伯市、豊後大野市 

日田市 

梅 県内全域 

おおば 大分市、由布市 

かぼす 県内全域 

甘藷 臼杵市、豊後大野市 

ぎんなん 県内全域 

クロメ 

（カジメ） 

大分市 

こねぎ 県内全域 

米 県内全域 

しいたけ 県内全域 

七島イ 中津市、豊後高田市、宇佐市、国東市 

白ねぎ 県内全域 

杉 県内全域 

すっぽん 中津市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、由布市 
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そば 豊後高田市、杵築市、宇佐市 

大豆 県内全域 

竹 県内全域 

太刀魚 大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、杵築市、国東市、姫島村、日出町 

茶 県内全域 

どじょう 宇佐市、由布市 

トマト 県内全域 

鶏 県内全域 

梨 中津市、日田市、由布市、九重町、玖珠町 

にら 県内全域 

海苔 大分市、別府市、中津市、佐伯市、臼杵市、津久見市、豊後高田市、杵築

市、宇佐市、国東市、日出町 

ハーブ 県内全域 

ハモ 中津市、杵築市、宇佐市 

バラ 県内全域 

ひらめ 佐伯市、津久見市 

豚 県内全域 

ぶり 大分市、佐伯市、臼杵市、津久見市 

ブルーベリ

ー 

九重町、玖珠町 

豊後牛 県内全域 

まぐろ 津久見市 

みかん 県内全域 

麦 県内全域 

ゆず 県内全域 

わさび 日田市 

 

（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 

梅干し 県内全域 

温泉水・温泉泥 県内全域 

小鹿田焼 日田市 

からあげ（鶏肉のからあ

げ） 

県内全域 

ごまだし 佐伯市 

地獄蒸し 別府市 

焼酎 県内全域 

醤油 県内全域 

佐伯寿司 佐伯市 

石灰石 津久見市 

だんご汁 県内全域 

竹工芸品 県内全域 

ちりめん（水産加工品） 別府市、杵築市、日出町 
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佐伯市 

とり天 県内全域 

鶏めし 県内全域 

日本酒 県内全域 

干物 佐伯市 

味噌 県内全域 

木製家具製品 日田市 

木履（日田げた） 日田市 

やせうま 県内全域 

 

（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 

宇佐・国東八幡文化遺産 中津市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市 

臼杵石仏 臼杵市 

うすき竹宵 臼杵市 

岡城阯・武家屋敷 竹田市 

温泉（別表のとおり） （別表のとおり） 

旧豊後森機関庫跡と転車

台 

玖珠町 

久住高原 竹田市 

杵築城下町 杵築市 

九重“夢”大吊橋 九重町 

佐伯城下町 佐伯市 

千年あかり 日田市 

鯛生金山坑道と鯛生精錬

所跡 

日田市 

竹楽 竹田市 

二王座 臼杵市 

日豊海岸 大分市、佐伯市、臼杵市、津久見市 

姫島の黒曜石産地 姫島村 

豊後高田の町並み（昭和

の町） 

豊後高田市 

豆田の町並み 日田市 

三隈川の遊船と鵜飼 日田市 

  

３．地域産業資源を用いて行う事業活動を促進することにより地域経済を活性化する方策 

本県では、上記の基本的な取組方針に基づき、中小企業者が行う地域産業資源を活用した事 

業活動を促進するため、以下のような支援施策を実施する。 

（１）地域産業資源活用の段階に応じた支援 

    中小企業者が地域産業資源を活用して事業活動を展開するにあたり、①新商品等の企 

画・開発、②新商品等の生産、③新商品等の販路開拓 の各段階に応じた支援を行う。 

 支援にあたっては、国の支援施策とともに、県独自の支援施策も盛り込みながらきめ細 

かな支援を実施する。 
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   ① 新商品等の企画・開発に対する支援 

地域産業資源を用いた新商品の企画、研究開発、試作に対して支援を行う。特に、新

商品の企画については、生産・加工・流通等すべての段階をふまえた総合プロデュース

が必要であり、大都市圏マーケットのニーズを反映することが重要であることから、こ

うした点を重点的に支援する。 

    【支援施策】 

     ・県外マーケットに対する認識を深めるためのセミナー開催 

     ・県外マーケットに精通したアドバイザー等の活用に対する助成 

・「おおいた地域資源活性化基金」運用益による新商品の企画開発の費用に対する助

成 

・フラッグショップ「坐来大分」での求評会等による商品企画支援 

     ・新商品のための経営革新計画策定の支援      

・産学官連携による研究開発の促進      

ほか      

 

   ② 新商品等の生産に対する支援 

研究開発された新商品が円滑に市場に提供されるよう、新商品の生産、設備投資等に

対して支援を行う。 

    【支援施策】 

・「おおいた地域資源活性化基金」運用益による新商品生産方式検討に対する助成 

・制度融資の活用による資金調達の円滑化 

 ほか 

 

   ③ 新商品等の販路開拓に対する支援 

新商品の県外市場での販路開拓、販路拡大に対して支援を行う。特に、販売促進に資

する人的ネットワークやノウハウ等の蓄積が図られるよう支援する。 

    【支援施策】 

・「おおいた地域資源活性化基金」運用益による、大都市圏での展示会、パイロット

ショップ出展等に対する助成 

     ・フラッグショップ「坐来大分」を活用した大分ブランドの発信 

     ・販路開拓コーディネーターの活用支援 

     ・ネットショップ等の効果的活用に対する支援 

ほか 

 

 （２）産業間の連携と人材の育成 

 中小企業者が地域産業資源を活用し、効果的かつ効率的に事業化するにあたっては、そ 

の地域産業資源に関するあらゆる情報、ネットワーク等が必要なことから、農林水産業・ 

商工業・観光業など産業間が連携を密にして取り組むこととする。 

    また、新商品の企画開発や県外市場への販路開拓等にあたっては、そのノウハウをもっ 

た人材が成功の鍵を握るため、地域におけるキーパーソンとなる人材の育成、人的ネット 

ワークの形成に積極的に取り組むこととする。 

   【支援施策】 

    ・域外人材や異業種人材との交流を促進するセミナー等の開催 

    ・産業間連携による事業展開の推進 

    ・人材育成のための研修会、講座の開催     

ほか 
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（３）国の「地域資源活用プログラム」との連携 

 県は、国が実施する「地域資源活用プログラム」（域外市場を狙った新商品開発・事業 

化に対する支援）各事業と密接に連携し、一体的に中小企業者の地域産業資源活用事業を 

支援する。 

   【支援施策】 

    ・法第６条に規定された「地域産業資源活用事業計画」の作成支援 

    ・将来的な国の認定を目指す事業に対する予備的な試作品開発、テストマーケティン 

グ支援（「おおいた地域資源活性化基金」による助成等） 

 

（参考）国の「地域資源活用プログラム」における支援施策 

 ［法第６条の事業計画認定が要件となる支援策］ 

   ・地域資源活用売れる商品づくり支援補助金 

   ・政府系金融機関による低利融資 

   ・信用保証協会の債務保証枠の拡大 

   ・設備投資減税   等 

  ［その他の支援策］ 

   ・市場指向型ハンズオン支援事業 

   ・地域資源活用型研究開発事業 

   ・ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業 

   ・地域中小企業応援ファンド   等 

  

（４）支援体制の整備 

本県では、上記支援施策の円滑な実施のため、工鉱業振興、農林水産業振興、観光振興、 

市町村振興を所管する県の各部局の連携による「大分県地域資源活用促進本部」を設置す

る。 

また、部局間連携により、各々が保有する情報・知見を結集し、各種支援施策が中小企 

業者の地域産業資源を活用した事業展開に適切に活用されるよう、施策の効率的な運用を

図る。 

さらに、市町村のほか、公設試験研究機関、商工会議所、商工会、大分県中小企業団体

中央会、財団法人大分県産業創造機構等関係機関と連携し、それぞれの支援施策の協力に

よる相乗効果の増大を図るとともに、情報収集、中小企業者向けに情報提供等を行う。 

 

４．有望な地域産業資源の発掘・育成 

  地域産業資源の活用を持続的に促進し、その取組を県内全域に拡大していくためには、地域 

産業資源自体を積極的に発掘し、育成していく必要がある。 

  このため、経営資源として認識されていなかった資源の発掘を促進する。 

また、ブランド力が不足すること等により地域産業資源にまで至っていない資源のうち有望 

な資源については、県独自に別に定め、差別化や付加価値の向上、情報発信を行うなど、積極

的な育成に取り組んでいく。 

【支援施策】 

 ・「おおいた地域資源活性化基金」運用益による研究開発、商品開発、販路開拓等に対す 

る助成 

  ・農林水産物の差別化に資する認証制度 

  ・農林水産物自体のブランド力向上に向けた支援 

  ・豊かな観光資源の再点検によるツーリズム推進 等 
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５．基本構想の見直しについて 

  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や、新たな地域産業資源

に関する研究開発の成果等を踏まえ、毎年度見直しを行う。 
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（別 表） 

 

地域産業資源「温泉」に係る名称及び地域 

 

名称 地域産業資源に係る地域 

大分温泉 大分市 

塚野鉱泉 大分市 

廻栖野温泉 大分市 

八幡温泉 大分市 

亀川温泉 別府市     

観海寺温泉 別府市 

鉄輪温泉 別府市 

柴石温泉 別府市 

浜脇温泉 別府市 

別府温泉 別府市 

堀田温泉 別府市 

明礬温泉    別府市 

伊福温泉 中津市 

折戸温泉 中津市 

金色温泉 中津市 

鴫良温泉 中津市 

深耶馬渓温泉 中津市 

西谷温泉 中津市 

守実温泉 中津市 

天ヶ瀬温泉 日田市 

大山温泉 日田市 

津江温泉 日田市 

杖立温泉 日田市 

日田温泉 日田市 

前津江鉱泉 日田市 

湯の釣温泉 日田市 

宇目鉱泉 佐伯市 

直川温泉 佐伯市 

本匠温泉 佐伯市 

六ヶ迫鉱泉 臼杵市 

赤川温泉 竹田市 

荻温泉 竹田市 

七里田温泉 竹田市 

白丹温泉 竹田市 

竹田温泉 竹田市 

長湯温泉 竹田市 

法華院温泉 竹田市 

牧の元温泉 竹田市 

夷谷温泉 豊後高田市 

真玉温泉 豊後高田市 
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杵築温泉 杵築市 

山香温泉 杵築市 

安心院温泉 宇佐市 

麻生温泉 宇佐市 

出光温泉 宇佐市 

院内温泉 宇佐市 

下毛温泉 宇佐市 

鳥越温泉 宇佐市 

長洲温泉 宇佐市 

奥江温泉 由布市 

篠原温泉 由布市 

庄内温泉 由布市 

白水鉱泉 由布市 

塚原温泉 由布市 

挾間温泉 由布市 

湯平温泉 由布市 

由布院温泉 由布市 

赤根温泉 国東市 

拍子水温泉 姫島村 

大神温泉 日出町 

日出温泉 日出町 

真那井温泉 日出町 

生竜温泉 九重町 

筌の口温泉 九重町 

大岳温泉 九重町 

壁湯温泉 九重町 

川底温泉 九重町 

寒ノ地獄温泉 九重町 

串野温泉 九重町 

筋湯温泉 九重町 

長者原温泉 九重町 

野矢温泉 九重町 

宝泉寺温泉 九重町 

湯坪温泉 九重町 

竜門温泉 九重町 

玖珠温泉 玖珠町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


