
農林水産物 鉱工業品 観光資源

県内全域
(10資源)

米、大豆、しいたけ、なめこ、杉、福島牛 乳製品、木炭、竹炭、医療機器 ―

福島市
(36資源)

小麦、きゅうり、いちご、桑、桃、なし、りんご、ぶどう、
おうとう（さくらんぼ）、西洋なし、プラム、いちじく、ブ
ルーベリー、エゴマ豚

日本酒、味噌、醤油、絹・化合繊織物、土湯伝統こけ
し、福島餃子、立子山の凍み豆腐

磐梯朝日国立公園、花見山、飯坂温泉、土湯温泉、
高湯温泉、医王寺、旧堀切邸、福島市民家園、信夫
文知摺、磐梯吾妻スカイライン、暁まいり、福島わら
じまつり、製炭場（木炭）、製炭場（竹炭）、福島餃子

会津若松市
(56資源)

小麦、そば、えごま（じゅうねん）、きゅうり、トマト、ア
スパラガス、ねぎ、オタネニンジン（薬用人参・朝鮮人
参）、りんご、会津身不知柿、ぶどう、梅、おうとう（さく
らんぼ）、西洋なし、ブルーベリー、会津桐、会津ユキ
マス、会津地鶏、エゴマ豚、会津伝統野菜、クルミ

会津馬刺し、日本酒、味噌、醤油、会津塗、漆粘土、
柿渋、会津木綿、会津郷からむし織、会津ソースカツ
丼、会津カレー焼きそば、そば

旧正宗寺三匝堂（会津さざえ堂）、磐梯朝日国立公
園、大川羽鳥県立自然公園、飯盛山、磐梯山、猪苗
代湖、東山温泉、芦ノ牧温泉、七日町通り、野口英世
青春通り、いにしえ夢街道、鶴ヶ城、御薬園、只見
線、会津鉄道・野岩鉄道、十日市、会津絵ろうそくま
つり、会津まつり、そば畑、会津地鶏料理店、会津
ソースカツ丼 、会津カレー焼きそば

郡山市
(52資源)

そば、えごま（じゅうねん）、きゅうり、トマト、いちご、
なす、さやいんげん、さやえんどう、アスパラガス、ね
ぎ、ほうれんそう、ヤーコン、自然薯、桃、なし、りん
ご、ぶどう、梅、西洋なし、ブルーベリー、会津桐、
鯉、エゴマ豚、阿久津曲がりネギ、御前人参、布引高
原大根、うねめ牛、放牧豚

日本酒、味噌、醤油、竹民芸、花崗岩（御影石）、三
春駒、三春張子、電池、そば、キャベツ餅、ブドウ蔓
かご、海老根伝統手漉き和紙

大安場古墳、磐梯朝日国立公園、磐梯山、猪苗代
湖、布引高原、安達太良山、紅枝垂地蔵ザクラ、磐
梯熱海温泉、高柴デコ屋敷、郡山うねめまつり、安積
歴史博物館、開成館、そば畑

いわき市
(37資源)

そば、えごま（じゅうねん）、トマト、いちご、ねぎ、自然
薯、なし、いちじく、ブルーベリー、サンマ、ヒラメ、メヒ
カリ、ホッキ貝、カレイ、紅ズワイガニ、カツオ、ウニ、
アンコウ、シラウオ、エゴマ豚

日本酒、味噌、醤油、花崗岩（御影石）、ウニの貝焼
き、電池、ステンレス製品、そば

白水阿弥陀堂、勿来関跡、夏井川渓谷県立自然公
園、いわき湯本温泉、いわきじゃんがら念仏踊り、塩
屋崎灯台、フタバスズキリュウ（恐竜）発掘地、フラダ
ンス、そば畑

白河市
(24資源)

そば、はとむぎ、きゅうり、トマト、ブロッコリー、ほうれ
んそう、しゅんぎく、レタス、桃、ブルーベリー

日本酒、味噌、醤油、エゴマ油、白河ラーメン、白河
そば、白河だるま、白河石

白河関跡、南湖公園、白河小峰城、白河だるま市、
白河提灯まつり、白河ラーメン店

須賀川市
(20資源)

そば、きゅうり、トマト、なす、さやいんげん、さやえん
どう、ヤーコン、桃、なし、りんご、西洋なし、エゴマ豚

江持石、かっぱ麺、そば
須賀川の牡丹園、須賀川温泉、亜欧堂田善の銅版
画、松明あかし、須賀川市釈迦堂川全国花火大会

喜多方市
(39資源)

小麦、そば、きゅうり、トマト、ミニトマト、アスパラガ
ス、落花生、会津身不知柿、西洋なし、ナツハゼ、会
津桐、エゴマ豚、会津伝統野菜、ケナフ

日本酒、味噌、醤油、会津塗、喜多方の染型紙、喜
多方ラーメン、喜多方の水、そば、たまりせんべい

木造阿弥陀如来及両脇侍坐像（会津大仏）、熊野神
社長床、磐梯朝日国立公園、飯豊山、雄国沼、熱塩
温泉、日中温泉、蔵の町並み、三津谷の登り窯、太
極拳フェスティバル、そば畑、喜多方ラーメン店、ひ
めさゆり、日中線記念館、三ノ倉高原花畑、日中線
記念自転車歩道者しだれ桜並木

相馬市
(23資源)

小麦、トマト、いちご、なし、ヒラメ、ホッキ貝、カレイ、
ズワイガニ（松葉ガニ）、ウニ、アンコウ、サケ、青ノ
リ、シラウオ、小女子（コウナゴ）、シラス

味噌、醤油
相馬野馬追、中村城跡、松川浦県立自然公園、霊山
県立自然公園 、愛宕山史跡、涼ヶ岡八幡神社、百尺
観音

二本松市
(27資源)

きゅうり、いちご、ピーマン、ヤーコン、桑、桃、なし、り
んご、西洋なし、いちじく、ブルーベリー

日本酒、味噌、醤油、二本松伝統家具、上川崎和
紙、二本松万古焼、ワイン

磐梯朝日国立公園、霞ヶ城県立自然公園、安達太良
山、岳温泉、智恵子の生家、二本松提灯まつり、製
炭場（木炭）、製炭場（竹炭）、木幡の幡祭り

田村市
(24資源)

そば、えごま（じゅうねん）、トマト、いちご、ピーマン、
なす、さやいんげん、さやえんどう、いちじく、ブルー
ベリー、ナツハゼ

日本酒、味噌、醤油、エゴマ油、花崗岩（御影石）、あ
ぶくまの天然水、そば

磐城街道沿いのオニンギョウサマ製作の習俗、入水
鍾乳洞、あぶくま洞、こどもの国ムシムシランド、そば
畑、製炭場（木炭）

南相馬市
(33資源)

小麦、トマト、ブロッコリー、しゅんぎく、なし、ヒラメ、
ホッキ貝、カレイ、ウニ、アンコウ、サケ、シラウオ

味噌、醤油、ステンレス製品

旧武山家住宅、木造十一面観音立像、泉廃寺跡出
土瓦、蛯沢稲荷神社奉納絵馬地引大漁図、相馬野
馬追、真野古墳群、桜井古墳、羽山横穴、薬師堂石
仏附阿弥陀堂石仏、観音堂石仏、浦尻貝塚、横手古
墳群、小高城跡、海老浜のマルバシャリンバイ自生
地、泉の一葉マツ、大悲山の大スギ、北泉海岸、新
田川温泉

伊達市
(26資源)

小麦、きゅうり、ミニトマト、いちご、しゅんぎく、桑、
桃、なし、りんご、ぶどう、おうとう（さくらんぼ）、プラ
ム、伊達鶏

味噌、醤油、花崗岩（御影石）、あんぽ柿、ニット

霊山県立自然公園、旧梁川亀岡八幡宮別当寺境
内、梁川城跡及び庭園、旧亀岡家住宅、霊山太鼓ま
つり、つつこ引きまつり、道の駅伊達の郷りょうぜん、
高子岡城跡

本宮市
(13資源)

きゅうり、アスパラガス、ヤーコン、とろろ芋、桃、な
し、りんご、烏骨鶏

日本酒、味噌、醤油、電池、衣料・縫製品 ―

桑折町
(8資源)

桃、りんご、ぶどう、おうとう（さくらんぼ） 味噌、醤油 旧伊達郡役所、半田山自然公園

国見町
(9資源)

桃、りんご、おうとう（さくらんぼ）、プラム、あんず、長
にんじん、長ごぼう

あんぽ柿、国見バーガー ―

川俣町
(16資源)

きゅうり、チェリートマト、いちご、ヤーコン、桑、たらの
芽、ブルーベリー、トルコギキョウ、川俣シャモ

味噌、絹・化合繊織物
駒桜、コスキン・エン・ハポン、川俣シャモまつり、田
んぼリンク、川俣シャモ料理店

大玉村
(4資源)

なし、西洋なし ― 磐梯朝日国立公園 、安達太良山

鏡石町
(9資源)

きゅうり、いちご、桃、なし、りんご、ブルーベリー 日本酒 田んぼアート、岩瀬牧場

天栄村
(12資源)

きゅうり、ねぎ、ヤーコン、りんご 日本酒、味噌、醤油
大川羽鳥県立自然公園、二岐山、羽鳥湖、二岐温
泉、岩瀬湯本温泉

下郷町
(25資源)

そば、えごま（じゅうねん）、トマト、アスパラガス、食
用ほおずき、りんご、会津身不知柿、会津桐、会津地
鶏、会津伝統野菜

日本酒、味噌、醤油、会津塗、そば

塔のへつり、日光国立公園、大川羽鳥県立自然公
園、中山風穴地特殊植物群落、下野街道、湯野上温
泉、会津鉄道・野岩鉄道、大内宿の町並み、そば畑、
会津地鶏料理店

檜枝岐村
(8資源)

そば、会津伝統野菜 そば、山人料理 檜枝岐歌舞伎、尾瀬国立公園、只見川、そば畑
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市町村名
地域資源

地域産業資源活用事業の促進に関する地域産業資源の内容の指定（市町村別）

　「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）」第４条第１項に基づいて福島県知事が指定する内容は以下のとおりとする。



只見町
(14資源)

そば、えごま（じゅうねん）、トマト、アスパラガス、会
津身不知柿、会津地鶏、会津伝統野菜

そば
只見川、田子倉湖、只見町ブナ(恵みの森)、八十里
越、そば畑、会津地鶏料理店

南会津町
(39資源)

そば、えごま（じゅうねん）、トマト、アスパラガス、りん
どう、食用ほおずき、りんご、会津身不知柿、会津
桐、鮎、会津地鶏、会津伝統野菜、赤カブ

日本酒、味噌、醤油、会津塗、田島万古焼、そば、ア
ロマオイル、木工品

古町の大イチョウ、鴫山城跡、久川城跡、日光国立
公園、尾瀬国立公園、只見川、伊南川、高清水自然
公園ひめさゆり群生地、駒止湿原、木賊温泉、湯ノ花
温泉、古町温泉、会津鉄道・野岩鉄道、前沢曲家集
落、大桃の舞台、会津田島祇園祭、そば畑、会津地
鶏料理店

北塩原村
(15資源)

そば、きゅうり、アスパラガス、会津身不知柿、会津
伝統野菜

会津塗、会津山塩、そば
磐梯朝日国立公園、磐梯山、雄国沼、桧原湖、五色
沼、そば畑、会津山塩製造大窯

西会津町
(26資源)

そば、きゅうり、トマト、アスパラガス、ほうれんそう、
会津身不知柿、ブルーベリー、キクラゲ、会津桐、会
津伝統野菜

日本酒、会津塗、西会津味噌ラーメン、西会津張り
子、そば、車麩

磐梯朝日国立公園、飯豊山、そば畑、西会津味噌
ラーメン店、西会津国際芸術村、越後街道、鳥追観
音、大山祇神社、クラシックカーショー 、おとめゆり

磐梯町
(13資源)

そば、トマト、ほうれんそう、りんご、会津身不知柿、
会津ユキマス、会津地鶏、会津伝統野菜

日本酒、そば
磐梯朝日国立公園、磐梯山、恵日寺、磐梯西山麓湧
水群、そば畑

猪苗代町
(22資源)

小麦、そば、トマト、会津身不知柿、ぶどう、おうとう
（さくらんぼ）、ブルーベリー、会津地鶏、エゴマ豚、会
津伝統野菜

日本酒、味噌、醤油、そば
天鏡閣、福島県迎賓館、磐梯朝日国立公園、磐梯
山、猪苗代湖、安達太良山、そば畑、会津地鶏料理
店

会津坂下町
(18資源)

小麦、そば、きゅうり、アスパラガス、りんご、会津身
不知柿、会津桐、会津地鶏、会津伝統野菜

会津馬刺し、日本酒、味噌、醤油、会津木綿、そば 只見線、そば畑、会津地鶏料理店

湯川村
(11資源)

そば、きゅうり、トマト、会津マカ、会津身不知柿、会
津伝統野菜

味噌、醤油、そば 勝常寺薬師堂、そば畑

柳津町
(15資源)

そば、きゅうり、トマト、会津身不知柿、会津桐、会津
地鶏、会津伝統野菜

あわまんじゅう、そば
只見川、柳津温泉、只見線、圓蔵寺福満虚空蔵尊、
そば畑、会津地鶏料理店

三島町
(15資源)

そば、会津身不知柿、会津桐、会津地鶏、会津伝統
野菜

奥会津編み組細工、そば
只見川 、只見線、そば畑、会津地鶏料理店、宮下温
泉、早戸温泉、ふるさと会津工人まつり、第一只見川
橋梁ビューポイント

金山町
(20資源)

そば、奥会津金山赤カボチャ、アザキ大根、会津身
不知柿、会津桐、ヒメマス、会津伝統野菜

エゴマ油、金山の天然炭酸水、そば
只見川、沼沢湖、中川温泉、小栗山温泉、玉梨温
泉、八町温泉、湯倉温泉、大塩温泉、只見線、そば
畑

昭和村
(9資源)

そば、えごま（じゅうねん）、会津身不知柿、かすみ
草、会津伝統野菜

会津郷からむし織、そば 只見川、そば畑

会津美里町
(23資源)

そば、えごま（じゅうねん）、きゅうり、トマト、オタネニ
ンジン（薬用人参・朝鮮人参）、りんご、会津身不知
柿、梅、会津桐、会津伝統野菜

日本酒、味噌、醤油、会津塗、柿渋、会津郷からむし
織、会津本郷焼、そば

大川羽鳥県立自然公園、只見線、伊佐須美神社、そ
ば畑、向羽黒山城跡（白鳳山公園）

西郷村
(13資源)

そば、はとむぎ、ブロッコリー、ほうれんそう、しゅんぎ
く、レタス、会津桐、会津ユキマス、ニジマス

日本酒 日光国立公園 、甲子温泉、新甲子温泉

泉崎村
(10資源)

そば、はとむぎ、きゅうり、トマト、ブロッコリー、ほうれ
んそう、しゅんぎく、レタス、桃、ブルーベリー

― ―

中島村
(6資源)

きゅうり、トマト、ブロッコリー、ほうれんそう、しゅんぎ
く、レタス

― ―

矢吹町
(10資源)

そば、きゅうり、トマト、ブロッコリー、ほうれんそう、
しゅんぎく、レタス、桃、ブルーベリー

日本酒 ―

棚倉町
(11資源)

きゅうり、トマト、いちご、ほうれんそう、こんにゃく、ブ
ルーベリー

日本酒、味噌、醤油 奥久慈県立自然公園 、山本不動尊

矢祭町
(7資源)

いちご、ほうれんそう、こんにゃく、ゆず、鮎 日本酒 奥久慈県立自然公園

塙町
(8資源)

きゅうり、トマト、いちご、ほうれんそう、こんにゃく、ダ
リヤ

日本酒 奥久慈県立自然公園

鮫川村
(6資源)

えごま（じゅうねん）、トマト、いちご、ほうれんそう、こ
んにゃく

エゴマ油 ―

石川町
(15資源)

きゅうり、トマト、トウモロコシ、なす、ほうれんそう、山
野草、なし、りんご、ナツハゼ、いしかわ牛

日本酒
北須川・今出川沿いの桜並木、母畑・石川温泉郷、
石川の鉱物、自由民権運動発祥の地

玉川村
(8資源)

きゅうり、トマト、りんご、さるなし ― 乙字ヶ滝、東野の清流、福島空港、福島空港公園

平田村
(4資源)

自然薯、エゴマ豚、アスパラガス 日本酒 ―

浅川町
(3資源)

きゅうり 味噌、醤油 ―

古殿町
(4資源)

トマト 日本酒、味噌、醤油 ―

三春町
(22資源)

トマト、ピーマン、なす、さやいんげん、さやえんどう、
ブルーベリー

日本酒、味噌、醤油、水引細工、三春駒、三春張子

三春滝桜、中山家住宅、三春城跡（舞鶴城）、三春ダ
ム（さくら湖）、田んぼアート、三春だるま市、三春盆
踊り、西方水かけまつり、三春大神宮秋季例大祭、
愛姫生誕の地

小野町
(10資源)

トマト、ピーマン、なす、さやいんげん、さやえんどう、
ねぎ

日本酒、花崗岩（御影石） 高柴山、夏井千本桜

広野町
(8資源)

トマト、ヒラメ、ホッキ貝、カレイ、ウニ、アンコウ、サ
ケ、シラウオ

― ―

楢葉町
(8資源)

トマト、ヒラメ、ホッキ貝、カレイ、ウニ、アンコウ、サ
ケ、シラウオ

― ―

富岡町
(9資源)

トマト、ヒラメ、ホッキ貝、カレイ、ウニ、アンコウ、サ
ケ、シラウオ

― 夜の森桜のトンネル

川内村
(4資源)

そば 花崗岩（御影石）、そば そば畑

大熊町
(13資源)

トマト、なし、キウイフルーツ、ヒラメ、ホッキ貝、カレ
イ、ウニ、アンコウ、サケ、シラウオ

味噌、醤油 相馬野馬追

双葉町
(10資源)

トマト、ヒラメ、ホッキ貝、カレイ、ウニ、アンコウ、サ
ケ、シラウオ

日本酒 相馬野馬追

浪江町
(18資源)

トマト、なし、ヒラメ、ホッキ貝、カレイ、ウニ、アンコ
ウ、サケ、シラウオ

日本酒、味噌、醤油、エゴマ油、花崗岩（御影石）、大
堀相馬焼

相馬野馬追、高瀬川渓谷、大堀相馬焼窯元

葛尾村
(4資源)

そば そば 相馬野馬追、そば畑

新地町
(10資源)

トマト、ミニトマト、ヒラメ、ホッキ貝、カレイ、ウニ、アン
コウ、サケ、シラウオ

― 相馬野馬追

飯舘村
(5資源)

小麦、トルコギキョウ、飯舘牛 花崗岩（御影石） 相馬野馬追


