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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 

 

                           令 和元年 11 月 29 日 

                           愛 媛 県 

 

「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の関する法律（平成

19 年法律第 39 号。）」第４条第１項及び「地域産業資源活用事業の促進に関する

基本方針（平成 27 年８月 28 日）」に基づき、地域産業資源を特定するとともに、

地域産業資源活用事業として中小企業者が商品の生産又は役務の提供を行うこと

が想定される地域を併せて設定し、その内容を下表のとおり定める。 

 

１ 農林水産物 

名称 地域産業資源に係る地域 

愛 媛 の か ん き つ

（みかん類） 

県全域 

キウイフルーツ 松山市、今治市、八幡浜市、西条市、大洲市、伊予

市、砥部町 

レモン 今治市、上島町 

うめ 西条市 

砥部町 

宇和島市、松野町 

かき 西条市 

八幡浜市 

内子町 

びわ 伊予市 

ゆず 宇和島市、大洲市、西予市、内子町、松野町、鬼北町 

ぶどう 松山市 

西予市、内子町 

なし 大洲市 

もも 宇和島市、松野町 

くり 松山市、大洲市、伊予市、西予市、松前町、内子町 

ブルーベリー 松山市、今治市、宇和島市、新居浜市、西条市、大洲

市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、久万高原

町、砥部町、内子町、鬼北町 

水稲 松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西

条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温

市、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、松野町、

鬼北町、愛南町 

黒米 新居浜市、西条市 

赤米 西予市 

はだか麦 松山市、今治市、西条市、伊予市、東温市、松前町 

大豆 松山市、今治市、西条市、東温市 

宇和島市、大洲市、西予市 

黒大豆 今治市 

さといも 大洲市 

四国中央市 

さつまいも 伊方町 
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白いも 新居浜市 

こんにゃくいも 大洲市 

四国中央市 

自然薯 砥部町 

いちご 松山市、今治市、西条市、東温市 

宇和島市、大洲市、西予市、内子町 

トマト 松山市、今治市、西条市、久万高原町 

大洲市、伊予市、西予市 

なす 松山市、今治市、西条市 

伊予市 

きゅうり 西予市 

そらまめ 松山市、伊予市、松前町 

西条市 

だいこん 松山市、今治市、西条市、西予市、久万高原町 

たまねぎ 松山市、今治市、西条市、東温市、松前町 

ケール 松山市、西条市、大洲市、伊予市、西予市、東温市、

久万高原町、砥部町、内子町 

七草 西条市 

茶 四国中央市 

西条市、久万高原町 

れんこん 今治市 

宇和島市 

マコモタケ 今治市 

豚 松山市、今治市、西条市、上島町 

宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方

町、鬼北町、愛南町 

四国中央市 

地鶏 松山市、今治市、新居浜市、西条市、東温市、上島町 

宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、鬼北町、愛南

町 

キジ 鬼北町 

蜂蜜 松山市、今治市、新居浜市、西条市、伊予市、砥部町 

宇和島市、八幡浜市、西予市、内子町 

しいたけ 松山市、今治市、西条市、大洲市、伊予市、西予市、

久万高原町、砥部町、内子町、鬼北町 

やまのいも 四国中央市 

ツバキ 西条市 

ひのき 宇和島市、大洲市、西予市、久万高原町、鬼北町 

すぎ 大洲市、西予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部

町、内子町 

竹 松山市、今治市、西条市、大洲市、伊予市、西予市、

東温市、松前町、内子町 

赤石五葉松 四国中央市 

マダイ 松山市、今治市、上島町 

宇和島市、八幡浜市、西予市、愛南町 

ブリ 宇和島市、八幡浜市、西予市、愛南町 

アジ 宇和島市、八幡浜市、西予市、伊方町、愛南町 

サバ 宇和島市、八幡浜市、西予市、伊方町、愛南町 
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カツオ 愛南町 

ヒラメ 松山市、今治市 

宇和島市、八幡浜市、西予市、愛南町 

シラス 松山市、伊予市、松前町 

宇和島市、八幡浜市、西予市、伊方町、愛南町 

フグ 今治市 

新居浜市 

宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予市、西予市、伊方

町、愛南町 

タチウオ 松山市、今治市 

宇和島市、八幡浜市、西予市、伊方町、愛南町 

イワシ 松山市、伊予市、松前町 

新居浜市、西条市、四国中央市 

宇和島市、八幡浜市、西予市、愛南町 

キビナゴ 宇和島市、八幡浜市、西予市、愛南町 

ハモ 今治市 

八幡浜市 

伊予市 

新居浜市 

アナゴ 松山市、今治市 

クロマグロ 宇和島市、愛南町 

マハタ 宇和島市、八幡浜市、西予市、伊方町、愛南町 

クエ 宇和島市、八幡浜市、西予市、伊方町、愛南町 

イシガキダイ 宇和島市、八幡浜市、西予市、伊方町、愛南町 

タコ 松山市、今治市、上島町 

エビ 松山市、今治市、新居浜市、西条市 

宇和島市、八幡浜市、西予市、伊方町、愛南町 

真珠 宇和島市、愛南町 

アコヤ貝 宇和島市、愛南町 

ヒオウギ貝 宇和島市、愛南町 

アワビ 今治市 

八幡浜市、大洲市、伊方町 

サザエ 今治市 

大洲市 

伊方町 

カキ 今治市 

愛南町 

てんぐさ 宇和島市 

伊方町 

ホンダワラ 宇和島市、愛南町 

トサカノリ 宇和島市、愛南町 

 

ヒジキ 松山市、今治市、上島町 

宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、伊方町、愛南

町 

アマゴ 

（アメノウオ） 

西条市 

宇和島市、大洲市、西予市、内子町、松野町、鬼北

町、愛南町 
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鬼灯 鬼北町 

ハーブ 東温市 

八幡浜市、西予市 

イノシシ 今治市、上島町 

西予市 

松野町 

シカ 松野町 

さくらひめ 新居浜市、東温市 

もち麦 東温市 

陽光桜 東温市 

パクチー 東温市 

シキミ 東温市 

 

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 

砥部焼 松山市、松前町、砥部町 

菊間瓦 今治市 

水引 四国中央市 

桜井漆器 今治市 

手すき和紙 新居浜市、西条市、四国中央市 

大洲市、西予市、内子町、鬼北町 

伊予かすり 松山市 

水産練製品 松山市、今治市、新居浜市、西条市、四国中央市 

宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予市、西予市、伊方

町、松野町、鬼北町、愛南町 

伊予さつま 松山市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊予市、西予

市、松前町、伊方町、愛南町 

鯛めし 松山市、今治市 

宇和島市、八幡浜市、西予市、愛南町 

焼鳥 今治市 

ちゃんぽん 八幡浜市 

海産珍味 伊予市、松前町 

削り節 伊予市 

海苔 今治市、西条市、上島町 

干物 東温市 

塩 今治市、上島町 

西予市 

茶 四国中央市 

西条市、久万高原町 

麦味噌 松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西

条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、久万高

原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町、鬼北町、愛

南町 

清酒 松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西

条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温

市、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町、

松野町、愛南町 
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焼酎 松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西

条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温

市、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町、

松野町、愛南町 

地ビール 松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西

条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温

市、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町、

松野町、愛南町 

うちぬき 西条市 

観音水 西予市 

大島石 今治市 

真珠製品 宇和島市、愛南町 

紙・紙製品 松山市 

新居浜市、四国中央市 

タオル 松山市、今治市、西条市 

外衣・シャツ 今治市 

絹 西予市 

不織布 新居浜市、西条市、四国中央市 

大洲市、西予市、内子町 

木炭 松山市、東温市 

大洲市、内子町 

歯ブラシ・歯磨剤 八幡浜市、大洲市、伊予市、内子町 

アラミド繊維 松山市 

西条市 

炭素繊維 松山市、今治市、東温市、松前町 

船舶 今治市、西条市、上島町 

八幡浜市 

プラスチック製品 松山市、今治市、新居浜市、西条市、四国中央市 

一般産業用機械 松山市、今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、東

温市、松前町 

農業用機械 松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町 

福祉・介護機器 松山市、東温市 

アルミナ 新居浜市、西条市 

溶融めっき鋼板 新居浜市、西条市 

志ぐれ 大洲市 

どぶろく 東温市、内子町、宇和島市、鬼北町 

ワイン 内子町 

チーズ 内子町 

木工製品 内子町 

下駄 大洲市 

マーマレード 八幡浜市 

 
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 

四国八十八箇所霊

場と遍路道 

県全域 

瀬戸内しまなみ海

道 

今治市、上島町 
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道後温泉 松山市 

鈍川温泉 今治市 

湯ノ浦温泉 今治市 

本谷温泉 西条市 

宝泉坊温泉 西予市 

松山城 松山市 

今治城 今治市 

宇和島城 宇和島市 

大洲城 大洲市 

大山祇神社 今治市 

石鎚山 西条市、久万高原町 

ふたみの夕日 伊予市 

四国カルスト 西予市、久万高原町 

佐田岬半島 八幡浜市、伊方町 

滑床渓谷 宇和島市、松野町 

面河渓 久万高原町 

遊子水荷浦の段畑 宇和島市 

石畳地区の村並み 内子町 

泉谷の棚田 内子町 

八日市護国地区町

並 

内子町 

外泊の石垣 愛南町 

港町八幡浜の町並 八幡浜市 

保内の町並 八幡浜市 

小島の芸予要塞跡 今治市 

通谷池 砥部町 

堂の坂の棚田 西予市 

成川渓谷 鬼北町 

肱川あらし 大洲市 

大谷池 伊予市 

闘牛 宇和島市、愛南町 

大洲のうかい 大洲市 

大凧合戦 内子町 

牛鬼 宇和島市 

新居浜太鼓祭り 新居浜市 

西条まつり 西条市 

真穴の座敷雛 八幡浜市 

いもたき 大洲市 

坊っちゃん列車 松山市 

別子銅山遺跡 新居浜市 

長浜大橋 大洲市 

霧の森 四国中央市 

宇和文化の里 西予市 

坊っちゃん劇場 東温市 

内子座 内子町 

具定展望台 四国中央市 

城川の茶堂 西予市 

臥龍山荘 大洲市 
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内子フレッシュパ

ークからり 

内子町 

日吉夢産地 鬼北町 

森の三角ぼうし 鬼北町 

瀬戸内海国立公園 松山市、今治市、西条市、上島町 

八幡浜市、大洲市、伊方町 

足摺宇和海国立公

園 

宇和島市、西予市、松野町、鬼北町、愛南町 

南楽園 宇和島市 

木屋旅館 宇和島市 

さくらの湯 東温市 

上林水の元そうめ

ん流し 

東温市 

白猪の滝 東温市 

白糸の滝 東温市 

上林森林公園「風

穴」 

東温市 

滑川渓谷 東温市 

卯之町の町並み 西予市 

四国西予ジオパー

ク 

西予市 

小藪温泉本館 大洲市 

湯之谷温泉 西条市 

サイクルシティ今

治 

今治市 

ゆめしま海道 上島町 

積善山 上島町 

三津浜地区の町並

み 

松山市 

東温アルプス 東温市 

観月祭 東温市 

みずと坂道のさと 

かみはやし 

東温市 

みずと街道のまち 

きたがた・みなみ

がた 

東温市 

みずと渓谷のさと 

かわのうち 

東温市 

八幡浜街道笠置峠

越 

八幡浜市、西予市 

冨屋金兵衛邸 大洲市 

末永家住宅 大洲市 

沖 浦 観 音 （ 瑞 龍

寺） 

大洲市 

白滝公園 大洲市 

樫谷の棚田 大洲市 

日本エビネ園 大洲市 
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東温アートヴィレ

ッジセンター 

東温市 

東温市さくらの湯

観光物産センター 

東温市 

平家の遺跡 四国中央市 

 

 

 


