
平成 30 年２月 26 日現在 

地域産業資源の内容 

 

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第４条に基づき、

静岡県が定める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

られる資源及び活用が期待できる地域は以下のとおりとする。 

 件数 

（１）農林水産物 ９８ 

（２）鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術 ７７ 

（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源 １００ 

計 ２７５ 

 

（１）農林水産物 

番号 名称 地域産業資源に係る地域 

1 静岡茶 県全域 

2 静岡いちご 県全域 

3 静岡みかん 県全域 

4 静岡温室メロン 袋井市、磐田市、掛川市、森町、浜松市 

5 次郎柿 浜松市、磐田市、森町 

6 富士梨 富士市 

7 キウイフルーツ 富士市 

8 タチバナ 沼津市 

9 だいだい 熱海市 

10 ニューサマーオレンジ 東伊豆町、河津町、下田市 

11 白びわ 伊豆市 

12 梅 伊豆市 

13 修善寺黒米 伊豆市 

14 富士山関取米 富士宮市 

15 古代米（黒米・赤米） 松崎町 

16 古代米（緑米） 清水町 

17 やら米か 浜松市 

18 丹那牛乳 函南町 

19 豚肉 富士宮市 

20 牛肉 富士宮市 

21 牛乳 富士宮市 

22 鶏 富士宮市 

23 浜名湖うなぎ 浜松市、湖西市 

24 三島うなぎ 三島市 

25 吉田うなぎ 吉田町 

26 すっぽん 浜松市 



27 川のり 松崎町 

28 シラス 富士市 

29 シラス 浜松市、磐田市、湖西市 

30 シラス 吉田町 

31 駿河湾桜えび 静岡市 

32 駿河湾桜えび 焼津市 

33 由比桜えび 静岡市 

34 伊勢海老 南伊豆町 

35 タカアシガニ 沼津市 

36 浜名湖あさり 浜松市、湖西市 

37 カキ 浜松市、湖西市 

38 遠州灘天然とらふぐ 浜松市 

39 浜名湖アオノリ 浜松市 

40 
テングサ 熱海市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、東

伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町 

41 松崎産ひじき 松崎町 

42 カツオ 焼津市 

43 マグロ 静岡市、焼津市 

44 サバ 焼津市 

45 アジ 沼津市 

46 ニジマス 富士宮市 

47 キンメダイ 下田市 

48 キンメダイ 東伊豆町 

49 深海サメ 焼津市 

50 わさび 伊豆市 

51 わさび 静岡市 

52 三島馬鈴薯 三島市 

53 三方原馬鈴薯 浜松市 

54 甘藷 三島市 

55 自然薯 牧之原市 

56 黒大豆 袋井市 

57 箱根大根 三島市 

58 海老芋 磐田市 

59 砂糖キビ 掛川市 

60 モロヘイヤ 裾野市 

61 キャベツ 富士宮市 

62 レタス 牧之原市、吉田町 

63 白ねぎ 磐田市 

64 たまねぎ 浜松市 

65 しいたけ 伊豆市 



66 たけのこ 南伊豆町 

67 スイートコーン 森町 

68 バラ 静岡市 

69 バラ 島田市、掛川市 

70 ガーベラ 浜松市 

71 ガーベラ 牧之原市 

72 富士ひのき 
富士市、富士宮市、御殿場市、裾野市、三島市、沼

津市、小山町、長泉町、清水町 

73 イズシカ 伊豆市 

74 イズシシ 伊豆市 

75 伊豆天城紅あまご 伊豆市 

76 天城シャモ 伊豆市 

77 
伊豆市特別栽培米 

伊豆の恵 

伊豆市 

78 函南西瓜 函南町 

79 四ツ溝柿 長泉町 

80 クレマチス 長泉町 

81 寿太郎みかん 沼津市 

82 あしたか牛 沼津市、長泉町 

83 大中寺芋 沼津市 

84 ごまさば 沼津市 

85 西浦養殖たい 沼津市 

86 駿河湾深海魚 沼津市 

87 ニジマスのイクラ 富士宮市 

88 セルリー 浜松市 

89 米 御殿場市 

90 金華豚 御殿場市 

91 田中山西瓜 伊豆の国市 

92 田中山干し大根 伊豆の国市 

93 小坂みかん 伊豆の国市 

94 天野柿 伊豆の国市 

95 オリーブ 静岡市 

96 レモン 静岡市 

97 シラス 静岡市 

98 
世界農業遺産「静岡の茶草場

農法」の茶と茶関連商品 

掛川市、菊川市、島田市、牧之原市、川根本町 

 



（２）鉱工業品又は工業品の生産に係る技術 

番号 名称 地域産業資源に係る地域 

1 駿河湾海洋深層水 県全域 

2 
富士山の水 沼津市、富士市、三島市、富士宮市、御殿場市、裾

野市、小山町、長泉町、清水町 

3 清水三保地下海水 静岡市 

4 伊豆石（伊豆若草石） 伊豆の国市 

5 清酒 県全域 

6 よこすかしろ 掛川市 

7 水産加工品 焼津市 

8 焼津鰹節 焼津市 

9 沼津ひもの 沼津市 

10 潮かつお 西伊豆町 

11 網代イカメンチ 熱海市 

12 静岡おでん 静岡市 

13 浜松餃子 浜松市 

14 裾野水餃子 裾野市 

15 みそまん 浜松市 

16 みしまコロッケ 三島市 

17 御殿場ハム 御殿場市 

18 富士宮やきそば 富士宮市 

19 富士つけナポリタン 富士市 

20 具だくさん島田汁 島田市  

21 川根いなり 島田市  

22 袋井宿たまごふわふわ 袋井市 

23 堂ヶ島海賊焼 西伊豆町 

24 桜葉の塩漬け 松崎町 

25 木製家具 静岡市、焼津市、藤枝市、島田市 

26 仏壇 静岡市 

27 プラモデル 静岡市、焼津市 

28 紙 富士市、富士宮市 

29 靴・サンダル 静岡市、焼津市、藤枝市 

30 駿河雛具 静岡市、焼津市 

31 駿河雛人形 静岡市、富士市、焼津市、藤枝市 

32 駿河竹千筋細工 静岡市 

33 駿河指物 静岡市 

34 駿河塗下駄 静岡市 

35 駿河張下駄 静岡市 

36 静岡挽物 静岡市 

37 駿河漆器 静岡市 



38 駿河蒔絵 静岡市 

39 駿河和染 静岡市、焼津市 

40 森山焼 森町 

41 井川メンパ 静岡市、川根本町 

42 賤機（しずはた）焼 静岡市 

43 ざざんざ織 浜松市 

44 浜松注染そめ 浜松市 

45 熱海楠細工 熱海市、函南町 

46 焼津弓道具 焼津市 

47 掛川手織葛布 掛川市 

48 藤枝桐箪笥 藤枝市 

49 下田脂松細工 下田市 

50 志戸呂焼 島田市 

51 かも風鈴 西伊豆町 

52 遠州鬼瓦 袋井市 

53 木製雑貨 静岡市 

54 木工機械 県全域 

55 自動車・自動車部品 県全域 

56 二輪車（モーターサイクル） 県全域 

57 楽器 浜松市、磐田市、湖西市 

58 
遠州織物 浜松市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、菊川市、

御前崎市、牧之原市、湖西市 

59 

医療機器 沼津市、三島市、熱海市、伊東市、富士市、富士宮

市、御殿場市、裾野市、伊豆の国市、伊豆市、小山

町、函南町、清水町、長泉町 

60 医療機器 浜松市 

61 

製茶機械 静岡市、浜松市、富士市、藤枝市、焼津市、掛川市、

島田市、袋井市、牧之原市、菊川市、御前崎市、吉

田町、森町 

62 天竜材（杉・ひのき） 浜松市、森町 

63 杉材（しずおか優良木材） 県全域 

64 
ひのき材（しずおか優良木

材） 

県全域 

65 ベアードビール 伊豆市 

66 中伊豆ワイナリーヒルズ 伊豆市 

67 大見豆腐 伊豆市 

68 こうじ 清水町 

69 長泉あしたかつ 長泉町 

70 島田帯シャツ 島田市 

71 細幅織物 吉田町 

72 レーザー 県全域 



73 光センサー 県全域 

74 御殿場みくりやそば 御殿場市 

75 浮橋そば 伊豆の国市 

76 里山浮橋うどん 伊豆の国市 

77 うきはしそうめん 伊豆の国市 

 

（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源 

番号 名称 地域産業資源に係る地域 

1 富士山 県全域 

2 富士山静岡空港 県全域 

3 熱海温泉郷 熱海市 

4 伊東温泉 伊東市 

5 東伊豆まち温泉郷 東伊豆町 

6 七滝温泉 河津町 

7 下田温泉 下田市 

8 伊豆長岡温泉 伊豆の国市 

9 土肥温泉 伊豆市 

10 修善寺温泉 伊豆市 

11 堂ヶ島温泉 西伊豆町 

12 松崎温泉 松崎町 

13 下賀茂温泉 南伊豆町 

14 梅ヶ島温泉 静岡市 

15 焼津黒潮温泉 焼津市 

16 寸又峡温泉 川根本町 

17 川根温泉 島田市 

18 舘山寺温泉 浜松市 

19 弁天島温泉 浜松市 

20 南アルプス 静岡市、川根本町 

21 遠州三山 袋井市 

22 湖西連峰 湖西市 

23 駿河湾 

静岡市、沼津市、焼津市、富士市、御前崎市、伊豆

市、牧之原市、西伊豆町、松崎町、南伊豆町、吉田

町 

24 奥大井県立自然公園 静岡市、川根本町、浜松市 

25 浜名湖 浜松市、湖西市 

26 田貫湖 富士宮市 

27 遠州灘海岸 
浜松市、御前崎市、掛川市、袋井市、磐田市、湖西

市 

28 城ヶ崎海岸 伊東市 

29 白浜海岸 下田市 

30 石廊崎 南伊豆町 



31 弓ヶ浜 南伊豆町 

32 堂ヶ島 西伊豆町 

33 狩野川 沼津市、伊豆の国市、伊豆市 

34 白糸の滝 富士宮市 

35 浄蓮の滝 伊豆市 

36 猿ヶ淵と河津七滝 河津町 

37 柿田川湧水 清水町、沼津市 

38 千鳥ヶ谷池 袋井市 

39 久能山東照宮 静岡市 

40 新居関跡 湖西市 

41 冨士浅間宮本殿 袋井市 

42 大知波峠廃寺跡 湖西市 

43 焼津さかなセンター 焼津市 

44 蓬莱橋 島田市 

45 間宿（あいのしゅく）岩淵 富士市 

46 沼津港 沼津市 

47 なまこ壁の町並み 松崎町 

48 黄金崎公園 西伊豆町 

49 大田子海岸の夕陽 西伊豆町 

50 堂ヶ島のトンボロ 西伊豆町 

51 堂ヶ島天窓洞 西伊豆町 

52 朝霧高原 富士宮市 

53 大瀬崎海岸 沼津市 

54 せせらぎルート 三島市 

55 沼津御用邸記念公園 沼津市 

56 茶茗舘 川根本町 

57 花沢の里 焼津市 

58 浜通り 焼津市 

59 アクティ森 森町 

60 
戦国夢街道ハイキングコー

ス 

森町 

61 雛のつるし飾り 東伊豆町 

62 島田髷まつり 島田市 

63 島田大祭帯まつり 島田市 

64 ふくろい遠州の花火 袋井市 

65 遠州新居の手筒花火 湖西市 

66 
小笠山総合運動公園（エコ

パ） 

袋井市 

67 大井川鐵道のＳＬ 島田市、川根本町 

68 よさこい東海道 沼津市 



69 石部の棚田 松崎町 

70 棚田 浜松市 

71 棚田 菊川市 

72 日本平 静岡市 

73 三保松原（三保海岸） 静岡市 

74 興津川の鮎釣り 静岡市 

75 中田島砂丘 浜松市 

76 河津桜 河津町 

77 みなみの桜と菜の花まつり 南伊豆町 

78 熊野（ゆや）の長フジ 磐田市 

79 長者ヶ原の山ツツジ 南伊豆町 

80 奥石廊崎のユウスゲ 南伊豆町 

81 トキワマンサク北限群生地 湖西市 

82 三社祭礼囃子 掛川市 

83 遠州森町の舞楽 森町 

84 猿っ子踊り 西伊豆町 

85 奥浜名湖 浜松市 

86 かかりつけ湯 

沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士

市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国

市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆

町、函南町、清水町、長泉町、小山町 

87 ワサビ田 伊豆市 

88 天城山ハイキングコース 伊豆市 

89 貴僧坊水神社 伊豆市 

90 上白岩遺跡 伊豆市 

91 
藤枝おんぱく（藤枝温故知新

博覧会） 

藤枝市 

92 用宗海岸 静岡市 

93 ウィスキー 静岡市 

94 大井川の川越し 島田市 

95 さがら子生まれ温泉会館 牧之原市 

96 夢の吊橋 川根本町 

97 徳山の盆踊 川根本町 

98 
ふじのくに茶の都ミュージ

アム 

島田市 

99 静波海岸 牧之原市 

100 相良海岸 牧之原市 

 


