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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２年９月 

香  川  県 

 

 「地域産業資源活用事業の促進に関する基本方針（平成 19 年総務省、財務省、厚生労働省、農

林水産省、経済産業省、国土交通省告示第 2号）」に基づいて、本県における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、以下のとおりその内容を定める。 

 

（１）農林水産物 

名 称 地域産業資源に係る地域 

オリーブ 小豆島町、土庄町、高松市、丸亀市、坂出市、さぬき市、 

三豊市、宇多津町、多度津町 

小麦「さぬきの夢」 県全域 

讃岐牛 県全域 

オリーブ牛 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、

東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、

綾川町、琴平町、まんのう町 

讃岐夢豚 県全域 

オリーブ夢豚／オリーブ豚 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、 

東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、

綾川町、琴平町、まんのう町 

讃岐コーチン（卵） 県全域 

オリーブ地鶏 県全域 

ハマチ 高松市、さぬき市、東かがわ市、直島町 

多度津町 

金時にんじん 坂出市 

観音寺市 

レタス 坂出市、丸亀市、善通寺市、三豊市、観音寺市、琴平町 

たまねぎ 丸亀市、善通寺市、三豊市、観音寺市、まんのう町 

いちご 東かがわ市、さぬき市、三木町、高松市、綾川町、丸亀市、

土庄町 

観音寺市、三豊市 

アスパラガス 東かがわ市、さぬき市、三木町、高松市、坂出市、丸亀市、

善通寺市、まんのう町、三豊市、観音寺市 

 



 - 2 - 

にんにく 高松市 

善通寺市、琴平町、まんのう町 

観音寺市 

パセリ 東かがわ市 

うんしゅうみかん 高松市、坂出市 

善通寺市、三豊市、観音寺市 

もも 丸亀市 

三豊市 

かき 高松市、綾川町 

三豊市 

なし 観音寺市 

丸亀市 

キウイフルーツ 高松市、坂出市 

善通寺市、三豊市 

酒米「さぬきよいまい」 さぬき市、小豆島町 

綾川町、丸亀市、多度津町 

観音寺市 

ひまわり まんのう町、高松市 

盆栽 高松市 

いりこ 観音寺市、三豊市 

四角スイカ（縞王） 善通寺市 

茶 三豊市、まんのう町 

高松市 

きく 小豆島町、土庄町、高松市、まんのう町、丸亀市、善通寺市、

三豊市、観音寺市 

東かがわ市 

なばな 高松市、丸亀市、三木町、琴平町、さぬき市、まんのう町、

三豊市 

なす 観音寺市、高松市、丸亀市、三豊市、まんのう町 

トマト 高松市、さぬき市、東かがわ市 

観音寺市、多度津町、三豊市 

さぬきな さぬき市、三木町、高松市 

多度津町 

葉ごぼう 高松市 

香川本鷹（とうがらし） 丸亀市、綾川町 

三豊市 

ぶどう 三豊市、多度津町、高松市、さぬき市、綾川町、丸亀市 
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かりん 三豊市、まんのう町 

デコポン（中晩かん） 高松市、坂出市 

三豊市 

レモン 高松市、土庄町、小豆島町 

三豊市 

サワラ 県全域 

イカナゴ 高松市 

丸亀市、多度津町 

タケノコメバル 県全域 

キジハタ 県全域 

タイラギ（タチガイ） 高松市、坂出市、丸亀市、宇多津町、多度津町 

カンパチ 高松市、東かがわ市、さぬき市、直島町 

多度津町 

カキ 高松市、さぬき市 

三豊市、多度津町 

ノリ 高松市、さぬき市、東かがわ市、坂出市、丸亀市、直島町 

三豊市 

ヒノキ 県全域 

マツ 県全域 

スギ 県全域 

竹・たけのこ 県全域 

ジャージー牛乳 さぬき市 

蜂蜜 県全域 

綿 三豊市、観音寺市 

ヤーコン まんのう町、善通寺市 

ブロッコリー 県全域 

ナマコ 小豆島町、土庄町、東かがわ市、さぬき市、高松市 

大豆 県全域 

讃州大黒（黒大豆） 県全域 

そらまめ 県全域 

ボイセンベリー 三豊市 

ナシフグ 県全域 

黒米（古代米） 宇多津町 

まんば（ひゃっか） 県全域 

おいでまい（水稲） 県全域 

スイートスプリング 

（中晩かん） 

高松市、小豆島町、土庄町 

観音寺市、三豊市 
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タコ 高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、

三豊市、土庄町、小豆島町、直島町、宇多津町、多度津町 

マーガレット 三豊市 

ダイシモチ 丸亀市、善通寺市、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町 

トラウトサーモン 高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、

三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、 

琴平町、多度津町、まんのう町 

小豆島 島鱧 土庄町、小豆島町 

桑 高松市、さぬき市 
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（２）鉱工業品及び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 

漆器 高松市、さぬき市 

三豊市 

うちわ 丸亀市 

かまぼこ 高松市 

観音寺市 

佃煮 小豆島町 

醤油 高松市、坂出市、土庄町、小豆島町 

東かがわ市、さぬき市 

清酒 高松市、綾川町、小豆島町 

琴平町、丸亀市、多度津町 

観音寺市 

うどん 県全域 

手延素麺 小豆島町、土庄町 

冷凍食品 観音寺市、三豊市 

さぬき市 

缶詰 三豊市 

手袋 東かがわ市、さぬき市、三木町 

カバン・袋物 東かがわ市 

ニット製品 高松市 

東かがわ市 

丸亀市 

製綿・寝具 観音寺市、三豊市 

高松市 

織物 高松市 

縫製品 県全域 

桐下駄 さぬき市 

家具 高松市 

善通寺市 

粘土瓦 観音寺市 

石材・石工品 高松市、丸亀市、坂出市、土庄町、小豆島町 

はかり 高松市、さぬき市 

味噌 観音寺市 

高松市 

食酢 高松市 

三豊市 
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ボタン さぬき市 

和三盆糖 東かがわ市 

糖質（希少糖・機能糖鎖） 県全域 

讃岐一刀彫 琴平町 

微細加工製品 県全域 

しょうゆ豆 県全域 

骨付鳥 丸亀市 

高松市 

オリーブ加工品 小豆島町、土庄町、高松市、丸亀市、坂出市、さぬき市、

三豊市、宇多津町、多度津町 

ひまわり油 まんのう町、高松市 

塩 高松市、坂出市、小豆島町、直島町、宇多津町 

三豊市 

ごま油 土庄町、小豆島町 

盆栽 高松市 

釜揚げいりこ 観音寺市、三豊市 

ビール 東かがわ市 

麦わら帽子 観音寺市 

一般機械 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき

市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、

宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町 

印刷製品 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき

市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、

宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町 

銑鉄鋳物 高松市、丸亀市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三

豊市、綾川町、まんのう町 

穀物粉 高松市、坂出市、さぬき市、宇多津町、まんのう町、善

通寺市、綾川町 

観音寺市 

木製品 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき

市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、

宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町 

紙製品 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき

市、東かがわ市、三豊市、小豆島町、三木町、琴平町、

まんのう町 

ダンボール 高松市、坂出市、さぬき市、東かがわ市、三木町 

三豊市 
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医薬品 高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、三豊市、小豆島町、

三木町、宇多津町、綾川町、多度津町、東かがわ市 

化粧品 高松市、坂出市、綾川町 

東かがわ市 

多度津町 

観音寺市 

化学工業薬品 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき

市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、

宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、直島町 

プラスチック製品 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき

市、東かがわ市、三豊市、三木町、宇多津町、綾川町、

琴平町、多度津町、まんのう町 

セラミックス製品 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき

市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、宇多津町、

綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町 

セメント製品 高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、さぬき市、東かが

わ市、三豊市、土庄町、三木町、綾川町、まんのう町 

金属製品 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき

市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、

宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町 

電気機械器具 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき

市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、綾

川町、多度津町、まんのう町 

電子部品・デバイス 高松市 

善通寺市 

観音寺市 

精密機械器具 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、さぬき市、小豆島

町、綾川町、まんのう町 

観音寺市 

船舶、船舶機械・機関 高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき

市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、

綾川町、多度津町 
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（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 

栗林公園 高松市 

小豆島 小豆島町、土庄町 

屋島 高松市 

こんぴら 琴平町、善通寺市、丸亀市 

せとうちアート  

 イサム・ノグチ庭園美術館 直島町、高松市、坂出市、丸亀市、善通寺市、琴平町 

高松市美術館 直島町、高松市、坂出市、丸亀市、善通寺市、琴平町 

地中美術館 直島町、高松市、坂出市、丸亀市、善通寺市、琴平町 

香川県立東山魁夷せとうち美術館 直島町、高松市、坂出市、丸亀市、善通寺市、琴平町 

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 直島町、高松市、坂出市、丸亀市、善通寺市、琴平町 

金刀比羅宮プロジェクト・高橋由

一館 

直島町、高松市、坂出市、丸亀市、善通寺市、琴平町 

 

 香川県立ミュージアム 直島町、高松市、坂出市、丸亀市、善通寺市、琴平町 

 ジョージ・ナカシマ記念館 直島町、高松市、坂出市、丸亀市、善通寺市、琴平町 

 豊島美術館 土庄町、直島町、高松市、坂出市、丸亀市、善通寺市、

琴平町 

 心臓音のアーカイブ 土庄町、直島町、高松市、坂出市、丸亀市、善通寺市、

琴平町 

 家プロジェクト 直島町、高松市、坂出市、丸亀市、善通寺市、琴平町 

 李禹煥美術館 直島町、高松市、坂出市、丸亀市、善通寺市、琴平町 

 ベネッセハウスミュージアム 直島町、高松市、坂出市、丸亀市、善通寺市、琴平町 

 ＡＮＤＯ ＭＵＳＥＵＭ 直島町、高松市、坂出市、丸亀市、善通寺市、琴平町 

 豊島横尾館 土庄町、直島町、高松市、坂出市、丸亀市、善通寺市、

琴平町 

四国八十八箇所霊場と遍路道 県全域 

瀬戸大橋 坂出市 

満濃池 まんのう町 

塩江温泉郷 高松市 

高松城跡（玉藻公園） 高松市 

丸亀城 丸亀市 

引田城跡 東かがわ市 

琴弾公園（銭形・砂絵） 観音寺市 

平賀源内記念館 さぬき市 

四国村（四国民家博物館） 高松市 

中津万象園 高松市、綾川町、丸亀市 
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五色台 高松市、綾川町、丸亀市 

亀鶴公園 高松市、さぬき市、東かがわ市 

桃陵公園 高松市、綾川町、丸亀市 

みろく自然公園 高松市、さぬき市、東かがわ市 

ニューレオマワールド 高松市、綾川町、丸亀市 

ドルフィンセンター 高松市、さぬき市、東かがわ市 

蔦島 観音寺市、三豊市 

高松平家物語歴史館 高松市 

石の民俗資料館 高松市 

大串自然公園 高松市、さぬき市、東かがわ市 

津田の松原 高松市、さぬき市、東かがわ市 

柏原渓谷 高松市 

とらまる公園 高松市、さぬき市、東かがわ市 

プレイパークゴールドタワー 高松市、丸亀市、宇多津町、綾川町 

四国水族館 宇多津町 

讃州井筒屋敷 高松市、さぬき市、東かがわ市 

荘内半島 三豊市 

父母ヶ浜 三豊市 

高松琴平電気鉄道のレトロ車両や鉄

道施設 

高松市、さぬき市、三木町、綾川町、まんのう町、琴平

町、丸亀市 

瀬戸内海国立公園  

 直島 高松市、直島町、土庄町、坂出市、丸亀市、多度津町、

三豊市 

男木島 高松市、直島町、土庄町、坂出市、丸亀市、多度津町、

三豊市 

女木島 高松市、直島町、土庄町、坂出市、丸亀市、多度津町、

三豊市 

豊島 高松市、直島町、土庄町、坂出市、丸亀市、多度津町、

三豊市 

大島 高松市、直島町、土庄町、坂出市、丸亀市、多度津町、

三豊市 

本島 高松市、直島町、土庄町、坂出市、丸亀市、多度津町、

三豊市 

広島 高松市、直島町、土庄町、坂出市、丸亀市、多度津町、

三豊市 

与島 高松市、直島町、土庄町、坂出市、丸亀市、多度津町、

三豊市 

櫃石島 高松市、直島町、土庄町、坂出市、丸亀市、多度津町、
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三豊市 

牛島 高松市、直島町、土庄町、坂出市、丸亀市、多度津町、

三豊市 

佐柳島 高松市、直島町、土庄町、坂出市、丸亀市、多度津町、

三豊市 

高見島 高松市、直島町、土庄町、坂出市、丸亀市、多度津町、

三豊市 

手島 高松市、直島町、土庄町、坂出市、丸亀市、多度津町、

三豊市 

小手島 高松市、直島町、土庄町、坂出市、丸亀市、多度津町、

三豊市 

志々島 高松市、直島町、土庄町、坂出市、丸亀市、多度津町、

三豊市 

粟島 高松市、直島町、土庄町、坂出市、丸亀市、多度津町、

三豊市 

伊吹島 観音寺市 

石の島 丸亀市、土庄町、小豆島町 

旧善通寺偕行社 善通寺市 

旧金毘羅大芝居（金丸座） 琴平町 

宇多津の古街 宇多津町 

仁尾のまちなみ 三豊市 

 


