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 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条の規定に基づき三重県知

事が指定する地域産業資源は下記のとおりです。（各項目五十音順）     （令和２年２月１０日現在） 

 

（１） 農林水産物 

99 品目 

名称 地域資源の存する地域 

あおさ（ひとえぐさ） 伊勢市、松阪市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町 

青柳（ばかがい） 明和町 

アカモク 鳥羽市、志摩市 

あさり 
津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、明和

町、鳥羽市 

アジ 三重県全域 

アスパラガス 伊賀市 

あなご 鈴鹿市、伊勢市、鳥羽市、明和町 

あのりふぐ 志摩市 

あまご 三重県全域 

甘夏 尾鷲市 

鮎 三重県全域 

あらめ 鳥羽市、志摩市、南伊勢町 

あわび 
伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大紀町、南伊

勢町、紀北町 

いかなご（こうなご） 津市、鈴鹿市、鳥羽市 

伊賀牛 名張市、伊賀市 

伊賀米 名張市、伊賀市 

伊勢いも 多気町 

伊勢えび 
伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大紀町、南伊

勢町、紀北町、御浜町、紀宝町 

伊勢茶 
津市、四日市市、伊勢市、松阪市、鈴鹿市、亀山市、いな

べ市、志摩市、菰野町、多気町、大台町、度会町、大紀町 

岩がき 鳥羽市、志摩市、尾鷲市 

海ぶどう 志摩市 

嬉野大豆 松阪市 
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大内山牛乳 大紀町 

尾鷲ひのき 尾鷲市、紀北町 

おわせマハタ 尾鷲市 

かおり野 三重県全域 

かぶせ茶 四日市市、菰野町、鈴鹿市、亀山市 

加茂牛 鳥羽市、志摩市 

牛乳 四日市市、菰野町 

くえ 尾鷲市 

熊野地鶏 熊野市、御浜町、紀宝町 

くろのり 津市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、鳥羽市、明和町 

鶏卵 三重県全域 

芸濃ずいき 津市 

原木シイタケ 三重県全域 

小麦 三重県全域 

五ヶ所小梅 南伊勢町 

五ヶ所みかん 南伊勢町 

榊原の古代米 津市 

さざえ 
鳥羽市、志摩市、南伊勢町、紀北町、熊野市、紀宝町、大

紀町、尾鷲市、御浜町 

さば 志摩市、南伊勢町、大紀町、尾鷲市 

サメ 鳥羽市、志摩市、紀北町 

サワラ 鳥羽市 

さんま 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町 

シジミ 桑名市 

自然薯 亀山市 

シャクヤク 鈴鹿市 

真珠 伊勢市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町 

杉 三重県全域 

鈴鹿抹茶 鈴鹿市 

関取米 菰野町 

蕎麦 三重県全域 
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大豆 三重県全域 

たけのこ 桑名市 

玉城（産）豚 玉城町 

ちりめん 鳥羽市 

椿 尾鷲市 

唐辛子 熊野市 

答志島トロさわら 鳥羽市 

特別栽培米コシヒカリ「珠光」 鳥羽市、志摩市 

鳥羽・志摩のかき 鳥羽市、志摩市 

鳥羽の海藻（真珠の海七草） 鳥羽市 

トマト 桑名市、木曽岬町 

虎の尾（とうがらし） 尾鷲市 

梨 津市、伊賀市 

なまこ 伊勢市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町 

ナメコ 紀宝町 

南紀みかん 熊野市、御浜町、紀宝町 

新姫 熊野市 

パールポーク 志摩市 

白山のブルーベリー 津市 

ハナショウブ 三重県全域 

はばのり 尾鷲市 

はまぐり 四日市市、桑名市 

桧
ひ

扇
おうぎ

貝 鳥羽市、志摩市、南伊勢町 

ひじき 伊勢市、鳥羽市、志摩市、明和町、南伊勢町、大紀町 

ひろめ 尾鷲市、志摩市、南伊勢町、大紀町、紀北町、熊野市 

ぶどう 名張市、伊賀市 

ブリ 尾鷲市、大紀町、紀北町 

べにほまれ 亀山市 

マイヤーレモン 御浜町、紀宝町 

マグロ 尾鷲市、南伊勢町 

まこも 三重県全域 
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松阪赤菜 松阪市 

松阪牛 
津市、伊勢市、松阪市、多気町、明和町、大台町、玉城町、

度会町、大紀町 

三重オクラ 鳥羽市、志摩市 

三重県産豚 三重県全域 

三重さつき 鈴鹿市 

三重なばな 桑名市、木曽岬町、伊賀市 

美里在来豆 津市 

美旗メロン 名張市 

もち小麦 桑名市 

モロヘイヤ 三重県全域 

やまとたちばな 鳥羽市 

ユズ 大台町、多気町 

養殖まだい 尾鷲市、熊野市、紀北町、南伊勢町、紀北町 

蓮台寺柿 伊勢市、鳥羽市 

わかめ 鳥羽市、志摩市 

渡利かき 紀北町 

 

 

（２） 鉱工業品及び鉱工業品の生産に係る技術 

74 品目 

名称 地域資源の存する地域 

伊賀くみひも 名張市、伊賀市 

伊賀産菜種油 伊賀市 

伊賀焼 名張市、伊賀市 

伊勢うどん 三重県全域 

伊勢型紙 鈴鹿市 

伊勢玩具 伊勢市 

伊勢志摩の郷土寿司 伊勢市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町 

伊勢志摩の干物 伊勢市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町 

伊勢春慶 伊勢市 

伊勢たくあん 三重県全域 
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伊勢茶 三重県全域 

伊勢の根付 伊勢市、松阪市、志摩市、明和町 

伊勢木綿 津市 

大矢知手延べ素麺 四日市市 

織物性外衣・シャツ製品 三重県全域 

尾鷲地域の製材品、木製品 尾鷲市 

貝細工 志摩市 

海藻加工品 三重県全域 

梶賀のあぶり 尾鷲市 

かたやき 名張市、伊賀市 

亀山のローソク 亀山市 

ガラス及びガラス製品 三重県全域 

からすみ 尾鷲市 

柑橘加工品 三重県全域 

擬革紙 明和町、玉城町 

牛肉加工品 三重県全域 

漁網製品 三重県全域 

金属加工技術を活用した景観製品 三重県全域 

金属加工製品 三重県全域 

熊野材 熊野市、御浜町、紀宝町 

桑名サンダル 桑名市 

桑名の鋳物 
四日市市、桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、朝日町、

川越町 

薫製品 三重県全域 

航空機部品とその製造技術 三重県全域 

米粉 三重県全域 

米酢・黒米酢 御浜町、紀宝町 

左官製品 四日市市 

塩辛 
伊勢市、鳥羽市、尾鷲市、熊野市、志摩市、大紀町、南伊

勢町、紀北町、御浜町、紀宝町 

自動車及び自動車関連部品 鈴鹿市 

ジビエ加工品 三重県全域 
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シャクヤクを利用した製品 三重県全域 

醤油 三重県全域 

食用油 三重県全域 

水産練製品 三重県全域 

鈴鹿墨 鈴鹿市 

僧兵鍋 菰野町 

タオル製品 三重県全域 

たかな漬 熊野市、紀宝町 

竹炭 南伊勢町 

佃煮 三重県全域 

津地域の製材品、木製品 津市 

内衣製品（下着・寝着製品） 三重県全域 

那智黒石 熊野市 

東紀州の郷土寿司 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町 

東紀州の干物 尾鷲市、熊野市、紀北町、大紀町、御浜町、紀宝町 

ひじき（伊勢方式） 三重県全域 

日永うちわ 四日市市 

ひのな漬 津市、四日市市、鈴鹿市、伊賀市、名張市 

二見の御塩 伊勢市 

船越みそ 志摩市 

プラスチック及びプラスチック製品 三重県全域 

ベアリング及び関連加工技術 三重県全域 

干しいも（きんこ） 伊勢市、志摩市、鳥羽市 

松阪地域の製材品、木製品 松阪市、多気町、大台町、大紀町 

松阪木綿 松阪市、明和町 

萬金丹 伊勢市 

みえ尾鷲海洋深層水 尾鷲市 

三重の清酒 三重県全域 

三重のセラミック素材 三重県全域 

モータースポーツ関連商品・部品と加工

技術 
鈴鹿市 
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木質バイオマス 松阪市、大台町 

四日市萬古焼 
四日市市、桑名市、鈴鹿市、いなべ市、東員町、菰野町、

朝日町 

冷凍水産加工食品 三重県全域 

和釘 伊勢市 

 

 

（３） 文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源 

127 ヶ所 

名称 地域資源の存する地域 

青川峡 いなべ市 

蒼滝 菰野町 

青山高原 津市、伊賀市 

赤木城跡 熊野市 

赤目四十八滝 名張市 

阿下喜温泉 いなべ市 

朝熊岳 伊勢市、鳥羽市 

アスピア玉城 玉城町 

阿曽温泉 大紀町 

新鹿海水浴場 熊野市 

安乗埼灯台 志摩市 

安乗の人形芝居 志摩市 

海女小屋 鳥羽市、志摩市 

伊賀の街道（伊賀街道、初瀬街道、大和街道） 名張市、伊賀市 

伊賀焼の里 伊賀市 

伊賀流忍者修行の地 名張市 

伊賀流忍者の里 伊賀市 

伊雑宮御田植祭 志摩市 

石山観音 津市 

一身田寺内町 津市 

伊勢型紙資料館 鈴鹿市 

伊勢河崎の町並み 伊勢市 
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伊勢別街道 津市、亀山市 

伊勢本街道 
津市、伊勢市、松阪市、多気町、

玉城町 

伊勢湾海洋スポーツセンター（津ヨットハーバー） 津市 

いなべ市農業公園 いなべ市 

猪の倉温泉 津市 

入鹿温泉 熊野市 

上野城（白鳳城）下町 伊賀市 

上野天神祭 伊賀市 

宇賀渓 いなべ市 

江戸川乱歩誕生の地 名張市 

相差 石神さん 鳥羽市 

大石公園 菰野町 

大内山川 大紀町 

大杉谷渓谷 大台町 

大滝峡 大紀町 

大丹倉 熊野市 

奥伊勢宮川峡県立自然公園 大台町、大紀町 

鬼ヶ城 熊野市 

おはらい町 伊勢市 

尾鷲九木浦の正月行事 尾鷲市 

尾鷲地域の漁村・漁港 尾鷲市 

尾鷲ヤーヤ祭 尾鷲市 

香落渓
か お ち だ に

 名張市 

笠木渓谷 大紀町 

梶賀はらそ祭 尾鷲市 

香肌峡 松阪市、多気町 

監的硝跡（神島） 鳥羽市 

紀州鉱山跡 熊野市 

北山川 熊野市 

旧参宮街道 明和町 



 

 

 

 

9 

 

旧広野家住宅 鳥羽市 

九鬼嘉隆ゆかりの地（九鬼水軍の海城・鳥羽城跡、首塚・胴塚） 鳥羽市、志摩市 

国史跡斎宮跡 明和町 

熊野川 紀宝町 

熊野古道（伊勢路） 
尾鷲市、熊野市、大紀町、紀北

町、御浜町、紀宝町 

熊野古道センター 尾鷲市 

外宮参道 伊勢市 

健康の郷美杉（森林セラピー基地） 津市 

頭之宮四方神社 大紀町 

国宝専修寺如来堂 津市 

国宝専修寺御影堂 津市 

御座白浜 志摩市 

御殿場海岸 津市 

コンビナート夜景 四日市市、菰野町 

再生干潟 志摩市 

榊原温泉 津市 

坂本の棚田 亀山市 

猿田彦神社 伊勢市 

獅子巖 熊野市 

七里御浜 熊野市、御浜町、紀宝町 

水車谷鉱山跡 熊野市 

菅島灯台 鳥羽市 

須賀利大池及び小池 尾鷲市 

鈴鹿サーキット 鈴鹿市 

鈴鹿山系（御在所岳、鎌ヶ岳、釈迦ヶ岳） 菰野町 

鈴鹿市伝統産業会館 鈴鹿市 

関宿・亀山宿・坂下宿を基軸とした東海道歴史文化回廊 亀山市 

僧兵まつり 菰野町 

大王埼灯台 志摩市 

大四日市まつりと出演する文化財・山車 四日市市 
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高田本山専修寺 津市 

多気北畠氏遺跡 津市 

滝原宮 大紀町 

楯ヶ崎 熊野市 

多度大社と参道の街並み 桑名市 

田丸城跡（址） 玉城町 

田本研造の生家跡 熊野市 

銚子川 紀北町 

千代崎海水浴場 鈴鹿市 

津観音 津市 

津城跡 津市 

鼓ヶ浦海水浴場 鈴鹿市 

津まつり 津市 

桐林館 いなべ市 

特殊狭軌（762mm）の北勢線 桑名市、いなべ市、東員町 

特殊狭軌（762mm）の四日市あすなろう鉄道線 四日市市 

鳥羽志摩の海女 鳥羽市、志摩市 

鳥羽の祭（しろんご祭り、志摩加茂五郷の盆祭行事、ゲーター祭、

答志八幡祭） 
鳥羽市 

鳥羽の離島 伊勢市、鳥羽市 

瀞峡・瀞八丁 熊野市 

中伊勢温泉郷 津市、伊賀市、名張市 

名張川 名張市 

寝屋子制度 鳥羽市 

ハートの入り江（かさらぎ池） 南伊勢町 

俳聖・松尾芭蕉誕生地 伊賀市 

花の窟 熊野市 

花の窟お網かけ神事 熊野市 

藤原岳 いなべ市 

二見浦表参道 伊勢市 

二見興玉神社 伊勢市 
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松阪城下町 松阪市 

丸山千枚田 熊野市 

みえ尾鷲海洋深層水アクアステーション 尾鷲市 

三木里海水浴場 尾鷲市 

三多気の桜 津市 

港町・城下町・鳥羽 鳥羽市 

御船島 紀宝町 

宮川 大台町、玉城町 

名松線 津市、松阪市 

湯ノ口温泉 熊野市 

湯の山温泉 菰野町 

夢古道おわせ 尾鷲市 

四日市港における港湾景観 四日市市 

リアス式海岸の英虞湾 志摩市 

六華苑 桑名市 

 


