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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 

 

平成３１年 ３月２２日 

青      森      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に関する法律」第４条第１項に基づいて

青森県知事が指定する内容は以下のとおりとする。 

 

（１）農林水産物（１３１） 

名称 地域産業資源に係る地域 

藍 青森市 

あおもりカシス 青森市 

あおもり倉石牛 五戸町、新郷村 

青森シャモロック ①大鰐町、弘前市、五所川原市、外ヶ浜町 

②五戸町、八戸市、六戸町 

赤～いりんご 五所川原市 

アスパラガス ①むつ市 

②鰺ヶ沢町 

アピオス ①五戸町、七戸町、十和田市 

②青森市、外ヶ浜町 

③むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村 

アブラナ 横浜町、野辺地町 

阿房宮（食用菊） 三戸町、八戸市、南部町 

一球入魂かぼちゃ ①むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村 

②今別町 

いちご ①八戸市、おいらせ町、南部町 

②田舎館村 

③むつ市、東通村 

インカトマト 六戸町、八戸市、おいらせ町 

馬 十和田市 

エゴマ おいらせ町 

奥入瀬ガーリックポーク

（豚） 

十和田市 

大鰐温泉もやし 大鰐町 

小川原湖牛 六ヶ所村 

カシス 青森市、黒石市、七戸町、八戸市、十和田市、おいらせ町、

六戸町 

夏秋いちご 青森市 

【別紙】 
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ガマズミ 三戸町、南部町、八戸市、階上町、田子町、新郷村、青森

市、十和田市、五戸町 

鴨 おいらせ町 

キャベツ おいらせ町 

吟烏帽子（酒造好適米） 県内全域 

紅の夢（りんご） 弘前市、藤崎町 

けつめい茶 野辺地町 

毛豆 県内全域 

こかぶ 野辺地町、東北町、七戸町 

こだわりポーク 三沢市 

ごぼう ①つがる市 

②十和田市、三沢市、東北町、六戸町、おいらせ町、六ヶ所

村 

小麦 つがる市 

さくらんぼ 南部町 

紫黒米 東北町 

七戸短角牛 七戸町 

清水森南蛮 弘前市 

じゃがいも 三沢市 

白神自然薯 深浦町 

すいか つがる市、鰺ヶ沢町 

スチューベン（ぶどう） 鶴田町 

青天の霹靂 弘前市、黒石市、藤崎町、青森市、平川市、田舎館村、板柳

町、大鰐町、つがる市、五所川原市、鶴田町、鰺ヶ沢町、深

浦町 

雪中にんじん 深浦町 

ゼネラル・レクラーク 南部町 

そば ①八戸市、階上町 

②西目屋村、弘前市、青森市、蓬田村 

③むつ市、東通村 

だいこん 県内全域 

大豆 県内全域 

嶽きみ（とうもろこし） 弘前市 

ダッタンソバ 十和田市 

千雪（りんご） 黒石市、青森市、弘前市 

つくね芋 五所川原市 

つぶゆき 県内全域 

低アミロース米（ゆきの

はな） 
県内全域 
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トマト 五所川原市、つがる市、七戸町、青森市 

十和田湖和牛 十和田市 

ながいも 県内全域 

菜の花 横浜町 

なみおかバサラコーン 青森市 

南部達者米 南部町 

にんじん おいらせ町、三沢市、六ヶ所村 

にんにく ①つがる市 

②田子町、三戸町、おいらせ町、七戸町、南部町、六戸町、

十和田市、八戸市、東北町、三沢市、五戸町、階上町、新郷

村、六ヶ所村 

③藤崎町 

ねぎ ①つがる市 

②十和田市 

パイカ 三沢市 

はちみつ ①おいらせ町 

②東北町 

③弘前市 

はつ恋ぐりん（りんご） 弘前市、黒石市、平川市、大鰐町、板柳町、鶴田町、五所川

原市、田舎館村 

ハトムギ 中泊町 

華さやか（酒造好適米・

製パン適性米） 

弘前市、十和田市、鶴田町 

馬肉 ①五戸町、八戸市 

②五所川原市 

華想い（酒造好適米） 県内全域 

ハーブ 六戸町、東北町 

豚肉 三沢市 

ぶどう ①田舎館村 

②むつ市 

ブラックベリー 青森市 

ブルーベリー 八戸市、三戸町、南部町、田子町、東通村、六ヶ所村、三沢

市、おいらせ町 

ボイズンベリー むつ市 

まっしぐら 県内全域 

マコモタケ 板柳町 

妙丹柿 南部町 

メロン つがる市、鰺ヶ沢町 

もち小麦 青森市、八戸市、十和田市、六戸町、おいらせ町 
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桃 弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、田舎館村 

桃太郎トマト 蓬田村 

山の芋 十和田市 

山わさび 深浦町 

ヤーコン 東北町 

やまざきポーク 三沢市 

夕陽トマト 深浦町 

りんご 県内全域 

あわび ①東通村、むつ市、風間浦村、大間町、佐井村、六ヶ所村 

②階上町 

③深浦町 

あんこう 風間浦村 

イカ ①階上町、八戸市、おいらせ町、三沢市、六ヶ所村、東通

村、むつ市、風間浦村、大間町、佐井村 

②今別町、外ヶ浜町、中泊町、青森市、野辺地町、五所川原

市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町 

イトウ 鰺ヶ沢町 

イワシ 八戸市 

ウスメバル 中泊町 

うなぎ 三沢市、東北町、六ヶ所村 

うに ①東通村、むつ市、風間浦村、大間町、佐井村、六ヶ所村 

②階上町 

③外ヶ浜町 

エゴノリ 深浦町 

大間マグロ 大間町、むつ市、横浜町、野辺地町、青森市、藤崎町 

金鮎 鰺ヶ沢町 

銀鯖 八戸市 

クロマグロ ①深浦町 

②中泊町、外ヶ浜町、今別町 

こんぶ 東通村、むつ市、風間浦村、大間町、佐井村、六ヶ所村 

サクラマス むつ市、佐井村、大間町、風間浦村、東通村 

サケ ①青森市、弘前市、深浦町、鰺ヶ沢町、藤崎町 

②おいらせ町、八戸市、三沢市 

③むつ市、東通村、六ヶ所村 

サザエ 深浦町 

サバ 八戸市、おいらせ町、六戸町、十和田市、青森市、藤崎町、

弘前市 

サメ 県内全域 
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シジミ ①青森市、五所川原市、つがる市 

②三沢市、東北町、六ヶ所村 

シラウオ 三沢市、東北町、六ヶ所村 

スッポン 東北町 

津軽海峡メバル 中泊町 

ツルアラメ むつ市、大間町 

タコ 風間浦村 

ナマコ むつ市、横浜町、野辺地町、青森市、平内町、東通村、佐井

村 

ニジマス むつ市 

八戸前沖さば 八戸市 

ひじき 風間浦村 

十和田湖ひめます 十和田市 

平爪蟹・平蟹 三沢市 

ヒラメ ①鰺ヶ沢町 

②東通村、三沢市、六ヶ所村 

フノリ ①八戸市 

②風間浦村 

ホタテ 

 

青森市、野辺地町、横浜町、蓬田村、外ヶ浜町、平内町、む

つ市、東通村、今別町 

ホッキ貝 三沢市、おいらせ町、八戸市 

マツモ むつ市、東通村、六ヶ所村、風間浦村 

三沢昼イカ 三沢市 

モクズガニ 東北町 

モズク ①深浦町 

②今別町 

ワカサギ 三沢市、東北町、六ヶ所村 

ワカメ 深浦町 

アカマツ 八戸市、五戸町、三戸町、新郷村、田子町、南部町、階上町 

青森ヒバ ①八戸市、青森市、十和田市、七戸町、おいらせ町、六戸

町、中泊町、蓬田村、大鰐町、黒石市、弘前市、鶴田町、藤

崎町、五所川原市 

②むつ市、風間浦村、佐井村、大間町 

オオヤマザクラ 弘前市 

杉 県内全域 

ブナ 弘前市 
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（２）鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術（１０１） 

名称 地域産業資源に係る地域 

あけび蔓細工 弘前市 

善知鳥彫ダルマ 青森市 

えんぶり烏帽子 八戸市 

大鰐こけし・ずぐり 大鰐町 

きみがらスリッパ 十和田市 

こぎん刺し ①青森市 

②弘前市 

五戸ばおり 五戸町 

スキー・スノーボード 青森市、平内町 

スコップ三味線 五所川原市 

下川原焼土人形 弘前市 

太鼓 弘前市 

津軽打刃物 弘前市 

津軽金山焼 五所川原市、青森市 

津軽桐下駄 弘前市 

津軽裂織 青森市 

津軽三味線 ①弘前市 

②五所川原市 

津軽竹籠 弘前市 

津軽凧 弘前市 

津軽塗 弘前市、青森市、黒石市、平川市、藤崎町 

津軽びいどろ 青森市 

津軽焼 弘前市 

南部裂織 ①八戸市、十和田市、七戸町、おいらせ町、六戸町 

②むつ市、大間町 

南部総桐箪笥 三戸町 

南部菱刺し 八戸市、七戸町、十和田市、おいらせ町、六戸町 

南部姫毬 八戸市 

錦石 青森市、外ヶ浜町、弘前市、藤崎町 

温湯こけし 黒石市 

ねぶたハネト人形 青森市 

八戸焼 八戸市 

ひば曲物 藤崎町 

弘前こけし・木地玩具 弘前市 

ブナコ 弘前市、西目屋村 

目屋人形 西目屋村 

八幡馬 八戸市 
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青森おでん 青森市 

青森味噌カレー牛乳ラー

メン 
青森市 

青森県の日本酒 県内全域 

青森県のリンゴ酒 県内全域 

あかはたもち 八戸市 

鰺ヶ沢ヒラメのヅケ丼 鰺ヶ沢町 

いちご煮 階上町、八戸市 

エアフォースバーガー 三沢市 

おいらせだるま芋へっち

ょこ汁 
おいらせ町 

大湊海軍コロッケ むつ市、東通村、佐井村、横浜町 

小川原湖牛コロッケ 六ヶ所村 

かっけ 八戸市 

ガニ汁 東北町 

キバガレイ鍋 六ヶ所村 

黒石やきそば 黒石市 

黒にんにく 県内全域 

きみ大佛(嶽きみ焼酎) 弘前市 

黒石名物よされ鍋 黒石市 

けの汁 弘前市 

激馬かなぎカレー 五所川原市 

五所川原十三湖しじみの

汁焼きそば 

五所川原市 

ごしょ山宝汁 五所川原市 

米粉 五所川原市、中泊町、鶴田町 

米粉ごぼううどん 十和田市 

七戸バーガー 七戸町 

下北ワイン むつ市 

じゃっぱ汁 青森市 

十三湖しじみラーメン 五所川原市 

ジュラ紀湧水 東通村 

すき昆布 八戸市 

せんべい汁 八戸市 

チーズロール 三沢市 

津軽の漬物 弘前市、つがる市 

鶴子まんじゅう 八戸市 

寺山食堂 三沢市 

戸鎖そば 六ヶ所村 

十和田おいらせ餃子 十和田市 
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十和田バラ焼き 十和田市 

中泊メバルの刺身と 

煮付け膳 

中泊町 

にんじんジュース 六ヶ所村 

にんにく塩こうじ鍋 つがる市 

のへじ北前ラーメン 野辺地町 

はちのへ鮨 八戸市 

八戸せんべい 八戸市 

はちのへ殿様御膳 八戸市 

八戸ばくだん 八戸市 

八戸ブイヤベース 八戸市 

八戸らーめん 八戸市 

春巻りんご 六ヶ所村 

ひっつみ 八戸市 

ヒラメ神経抜き活締め 三沢市 

弘前いがめんち 弘前市 

ホタテ貝焼き味噌 青森市 

マツモ鍋 六ヶ所村 

三沢パイカ 三沢市 

三沢ほっき丼 三沢市 

みそ貝焼き むつ市 

めっぽうどん 六ヶ所村 

六趣 六ヶ所村 

六ヶ所ごぼうメンチ 六ヶ所村 

e-wood+ 平川市、弘前市 

あおもりＰＧ（プロテオ

グリカン） 

県内全域 

ベントナイト 黒石市、弘前市 

三島の湧水 県内全域 

青森ヒバ材 ①八戸市、青森市、十和田市、七戸町、おいらせ町、六戸

町、中泊町、蓬田村、大鰐町、黒石市、弘前市、鶴田町、板

柳町、藤崎町、五所川原市 

②むつ市、佐井村、大間町、風間浦村 

杉材 県内全域 

ブナ材 弘前市 

 

（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源（１３４） 

名称 地域産業資源に係る地域 

青池 深浦町 
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青森県立三沢航空科学館 三沢市 

青森市スポーツ会館カー

リング場 
青森市 

阿光坊古墳群 おいらせ町 

浅虫温泉 青森市 

アメリカンデー 三沢市 

荒馬 今別町 

烏賊様レース 風間浦村 

板柳町ふるさとセンター 板柳町 

岩木山 弘前市 

馬市まつり つがる市 

大間港 大間町 

大間崎 大間町 

大山将棋記念館 おいらせ町 

大鰐温泉郷 大鰐町 

小川原湖 東北町、三沢市 

おがわら湖温泉（旧上北

温泉郷） 
東北町 

小川原湖水浴場 三沢市 

小川原湖の夕日 三沢市 

小川原湖畔キャンプ場コ

テージ 
三沢市 

屋内温水プール「ろっ

ぷ」 
六ヶ所村 

恐山 むつ市 

鬼神社 弘前市 

お山参詣 弘前市 

お山のおもしえ学校 黒石市 

活イカ備蓄センター 風間浦村 

金木の地吹雪 青森市、五所川原市、つがる市 

亀ヶ岡石器時代遺跡 つがる市 

寒水沢温泉 青森市 

寒立馬の生息地 東通村 

北金ヶ沢の大イチョウ 深浦町 

黒石温泉郷  黒石市 

くろくまの滝 鰺ヶ沢町 

国宝 合掌土偶 八戸市 

八戸市埋蔵文化財センタ

ー 是川縄文館 
八戸市 

ゴニンカントランプ世界

選手権大会 
五所川原市 

猿倉温泉 青森市 
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三内丸山遺跡 青森市 

三戸城跡・城山公園 三戸町 

下風呂温泉郷 風間浦村 

斜陽館 五所川原市 

城ヶ倉温泉 青森市 

十二湖 深浦町 

十三湖 五所川原市 

聖寿寺館跡 南部町 

白神山地 鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、弘前市 

水源地公園 むつ市 

酸ヶ湯温泉 青森市 

スパハウスろっかぽっか 六ヶ所村 

盛美園 平川市 

千畳敷海岸 深浦町 

禅林街 弘前市 

大函丸 大間町 

滝の尻大滝 六ヶ所村 

田名部まつり むつ市 

たのしむべ！フェスティ

バル 

六ヶ所村 

タタミ岩・ボットアゲ 六ヶ所村 

達者村百景 南部町 

種差海岸 八戸市 

丹頂鶴の飼育地 鶴田町 

田んぼアート 田舎館村 

中世の館 青森市 

津軽一代様 弘前市、黒石市、大鰐町、平川市 

津軽三味線発祥の地 五所川原市 

津軽白神湖 西目屋村 

つがる地球村 つがる市 

津軽鉄道 青森市、五所川原市、中泊町 

蔦温泉 十和田市 

鶴の舞橋 鶴田町 

出来島海岸の最終氷期埋

没林 
つがる市 

寺山修司記念館 三沢市 

十三湊遺跡 五所川原市 

特産品販売所「六旬館」 六ヶ所村 

斗南藩記念観光村 三沢市 
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十和田湖・奥入瀬渓流 青森市、十和田市 

名久井岳 南部町 

鍋石温泉 深浦町 

浪岡城跡 青森市 

長谷ぼたん園 南部町 

八戸の朝市 八戸市 

八戸の銭湯 八戸市 

八戸の横丁 八戸市 

八甲田山 青森市、十和田市 

八甲田温泉 青森市 

八戸ポータルミュージア

ム 「はっち」 
八戸市 

ビードルビーチ 三沢市 

弘前城 弘前市 

古川地区市場 青森市 

不老ふ死温泉 深浦町 

ベンセ湿原 つがる市 

法光寺承陽塔 南部町 

北洋館 むつ市 

星野リゾート青森屋 三沢市、六戸町 

仏ヶ浦 佐井村 

仏沼 三沢市 

梵珠山 青森市、五所川原市 

ぼんてん山 六ヶ所村 

前川圀男建築物 弘前市 

マテ小屋 六ヶ所村 

まなかのカフェ 東北町 

三沢オートキャンプ場 三沢市 

みさわ小川原湖水まつり 三沢市 

三沢基地航空祭 三沢市 

三沢式ＢＢＱ 三沢市 

みさわ七夕まつり 三沢市 

三沢まつり 三沢市 

みさわ港まつり 三沢市 

むつ市の夜景 むつ市 

棟方志功記念館 青森市 

メモリアルロード 風間浦村 

木造阿弥陀如来坐像 むつ市 

物見崎灯台 六ヶ所村 
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雲谷高原温泉 青森市 

盛田牧場 七戸町 

薬研温泉 むつ市 

流鏑馬 十和田市 

湯野川温泉 むつ市 

横浜町の菜の花畑 横浜町 

六趣醸造工房 六ヶ所村 

ろっかしょ産業まつり 六ヶ所村 

六ヶ所村次世代エネルギ

ーパーク 

六ヶ所村 

青森ねぶた 青森市 

大湊ネブタ むつ市 

五所川原立佞武多 五所川原市 

十和田市秋まつり 十和田市 

十和田囃子 十和田市 

南部地方えんぶり 南部町 

南部七唄七踊り 南部町 

八戸三社大祭 八戸市 

乗馬場 十和田市 

八戸えんぶり 八戸市 

弘前ねぷた 弘前市 

宵宮 弘前市 

ろうそくまつり 弘前市 

 

 


