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「地域産業資源活用事業計画」及び
「地域産業資源活用支援事業計画」を認定
～

「天空の朝ごはん」など観光に関する取組みを支援

～

当局は、「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」に
基づき、中小企業者から申請のあった以下の５件の地域産業資源活用事業計画及び一般
社団法人から申請のあった以下の１件の地域産業資源活用支援事業計画について、本日
付で認定を行いました。
これにより中国地域の地域産業資源活用事業計画認定件数は１３１件、地域産業資源
活用支援事業計画認定件数は２件となりました。
（鳥取県１３件、島根県３０件（※）、岡山県３７件、広島県２８件、山口県２５件）
※うち２件は地域産業資源活用支援事業計画の件数

今回認定した地域産業資源活用事業計画
事業者名

法人番号

有限会社森の国
(鳥取県大山町)

9270002008576

有限会社とやま旅館
(鳥取県大山町)

3270002008549

２

一畑電気鉄道株式会社
（島根県松江市）

３

株式会社さんべ開発公社
(島根県大田市)

４

１

５

地域資源
［類型］（地域）

事業名

大山
[観光資源]
(鳥取県大山町)

国立公園大山の自然・歴史・食の
恵みを体験する着地型観光「大山
開山 1300 年エコツーリズム」の
開発と販路開拓

9280001000070

和菓子、西条柿等
[農林水産物、鉱工業品]
(島根県松江市等)

夕日をイメージした「茜色」をコ
ンセプトとした物産の需要開拓
事業

1280001004228

三瓶山
[観光資源]
(島根県大田市）

三瓶山から見る「天空の朝ごは
ん」ツアー等の着地型観光商品の
開発・販売

有限会社くま
(岡山県倉敷市)

6260002022655

桃、ぶどう、鰆等
[農林水産物、鉱工業品]
(岡山県全域）

「原材料や製法にこだわった手
土産等」を岡山から全国に発信す
るプロジェクト

有限会社津田交通
(広島県廿日市市)

7240002037142

宮浜観光株式会社
(広島県廿日市市)

8240001028653

株式会社エヌエスティー
(広島県廿日市市)

2240001001426

フィールドアクティビ
ティ、宮島（厳島）等
[観光資源]
(広島県廿日市市)

“西中国山地から瀬戸内海まで”
豊かな自然を活用した特化型ツ
アー「＋（プラス）宮島」の開発
・販路開拓

佐伯国際アーチェリーラ
ンド(広島県廿日市市)

―

今回認定した地域産業資源活用支援事業計画
事業者名

１

一般社団法人松江観光協会
（島根県松江市）

法人番号

2280005000189

地域資源
［類型］
（地域）

事業名

お茶、和菓子等
[農林水産物、鉱工業品、 城下町松江の茶の湯文化薫る
観光ツーリズム
観光資源]
(島根県松江市)

【参考】
○今後、認定を受けた事業者は、以下の支援措置を受けることができます。
・販路拡大等に対する補助金への応募
・政府系金融機関による低利融資
・信用保証枠の拡大
等

（本発表資料のお問い合わせ先）
中国経済産業局 産業部 経営支援課
TEL：082-224-5658 FAX：082-224-5643
担当：神田、安部、岡田

３類型

観光資源

地域資源名 大山
地 域

鳥取県大山町

通巻番号
認定日
所管省庁

６－２９－００７
平成３０年２月９日
農林水産省、経済産業省
国土交通省

事業名：国立公園大山の自然・歴史・食の恵みを体験する
着地型観光「大山開山1300年エコツーリズム」の開発と販路開拓
所在地 ：
会社名 ：
（法人番号 9270002008576）
鳥取県西伯郡大山町赤松６３４
有限会社森の国
鳥取県西伯郡大山町大山１８
有限会社とやま旅館 （法人番号 3270002008549）
連絡先 ： TEL ： 0859-53-8036
Ｈ Ｐ（代表） ：http://www.sanin.com/daisen/morinokuni/
（代表） ： FAX ： 0859-52-2431

事業概要（地域産業資源の活用）
「大山」は中国地域最高峰（標高1,729ｍ）で、国内３番目に国立
公園に指定され、西日本最大級のブナ林原生林等の希少な自然
環境のもと、国指定史跡である「大山寺旧境内」をはじめとする固
有の歴史文化を受け継ぎ、大山山麓の恵まれた農畜産物や精進
料理に代表される食の恵みを育んできた。この３つの特徴を活か
した着地型観光「大山開山1300年聖地巡りツアー」、教育旅行「Ｄ
ＡＩＳＥＮワールドキャンプ」の商品開発と販路開拓に取り組む。
【国立公園大山での
新たな需要の開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性）
ダウンヒルサイクリング】
◆市場性
大山山麓で年間10万人を集客するアクティビティ体験拠点「森の国
フィールドアスレチック」では、大山から日本海まで自転車で駆け下る
「ダウンヒルサイクリング」が好評を博しており、大山の「自然・歴史
・食の恵み」といった魅力と組み合わせることで、着地型観光の
メッカとして、国内およびインバウンドの顧客獲得を目指す。
◆需要の開拓の方針
旅行やアクティビティ、グルメ等に関心の高い都市部の家族連れ
や女性グループをはじめ、社員研修を行う法人等を対象に、主た
【雪上スノーシューハイキング
る商圏である関西、中国エリアを中心に需要開拓に取り組む。
による聖地巡り】
あわせて、近年増えつつある訪日外国人旅行者や日本への
教育旅行に関心をもつ海外の学校等もターゲットに設定する。
◆商品の特性
この地が開かれてから1300年の節目を迎える中、「大山開山
1300年エコツーリズム」を統一コンセプトに、山から海まである
大山の自然・歴史・食の恵みという地域資源を活かすため、アク
ティビティ施設、旅館、旅行代理店、寺院、生産者、地元住民、
金融機関等が参画して、地域密着の体験商品づくりに取り組む。
地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携
大山町の支援を得ながら、鳥取県西部商工会産業支援センター
や（一社）山陰インバウンド機構等との連携、協力関係を構築し、
「大山開山1300年エコツーリズム」のブランディングを図る。

【歴史や食の恵みを体験できる
エコトレッキング】

３類型
地域資源名
地 域

農林水産物、鉱工業品
和菓子、西条柿、八雲塗等
島根県松江市、出雲市等

通巻番号
認定日
所管省庁

６ －２９－ ００８
平成３０年２月９日
農林水産省、経済産業省

事業名：夕日をイメージした「茜色」をコンセプトとした物産の需要開拓事業
会社名：一畑電気鉄道 株式会社
（法人番号9280001000070）
連絡先：ＴＥＬ： 0852-26-1313
ＦＡＸ： 0852-22-8604

所在地：島根県松江市中原町４９番地
Ｈ Ｐ： http://www.ichibata.co.jp/

事業概要（地域産業資源の活用）
「宍道湖の夕日」が日本の夕日百選に選ばれ、「日が沈
む聖地出雲」が日本遺産に認定されるなど、夕日は島根県
東部を象徴する地域産業資源である。
本事業は、島根県東部において様々な事業を展開する
当社グループで、夕日をイメージした「衣食住」にまつわる
新たなオリジナルブランドを立ち上げ、資金力、販売力が
小さい地域の小規模メーカーと協働し、島根県における新
たな地域ブランド商品のブラッシュアップ、販売を手掛ける。

【宍道湖の夕日】

新たな需要の開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性）
◆市場性
出雲大社、玉造温泉、松江城など、多くの観光名所を
有する島根県に訪れる観光客は約3,300万人であり、
「地元の食材を使った土産」等の新たな商品へのニーズ
が高いことから、市場性はあると見込まれる。
◆需要の開拓の方針
当社グループが有する会員組織、販路（百貨店や空港
での売り場等）を活用し、会員の意見や顧客の消費動向
を分析して統一ブランドを構築することで、新たな販路を
拡大する。
【販売促進の打ち合わせ】
◆商品の特性
地域資源を活用し、「島根ならではの特色」に「新たな価
値」を加えることで、「上質」で「高級」でありながら、思わず
「手に取りたくなる」商品としてブラッシュアップを行うことで、
他の競合品と比べても競争力がある。
地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携
地域の支援機関（商工会議所・行政・観光協会等）と連
携し、協力を得ることで、個別ブランドで留まっている商品
を地域を挙げてブランド化に取り組む。
【グループ会社のお土産売り場】

３類型
地域資源名
地 域

観光資源
三瓶山
島根県大田市

通巻番号
認定日
所管省庁

６ －２９－ ００９
平成３０年２月９日
経済産業省、国土交通省

事業名：三瓶山から見る「天空の朝ごはん」ツアー等の着地型観光商品の開発・
販売
会社名：株式会社 さんべ開発公社
（法人番号1280001004228）
連絡先：ＴＥＬ： 0854-83-2011
ＦＡＸ： 0854-83-3151

所在地：島根県大田市三瓶町志学2072-1
Ｈ Ｐ： http://www.sanbesou.jp/

事業概要（地域産業資源の活用）
６峰が環状に連なる国立公園三瓶山には、春から秋にか
けて、登山やハイキングなど多くのレジャー客が訪れてい
る。特に昭和３０年代から４０年代の三瓶山周辺は、全国
的なレジャーブームの追い風もあり大いに賑った。しかしな
がら、レジャーの多様化などの影響で観光客が減少傾向
にある。
そこで、リフトを特別に早朝より運行し、三瓶山山頂で日
の出を見ながら、朝ごはんを提供する等の新たな着地型
観光商品を開発し、販路開拓に取り組む。
新たな需要の開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性）
◆市場性
着地型観光において、中国地域においてリフトを活用し
た同様の商品はほとんどなく、テストマーケティングにおい
ては、希少性が高いとの声があるなど、市場性はあると見
込まれる。
◆需要の開拓の方針
地元の旅行業を有する企業と連携して、集客、販売を行
うとともに、大手旅行代理店をはじめとした販売チャネル
に対しても販路拡大を進める。
◆商品の特性
本商品は、参加者の多くが普段見られない景色に感動
し、参加しなければ、感じられない生の体感や他人へ伝え
たくなるような感動を提供できる着地型観光商品である。
地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携
「天空の朝ごはん」は当社含め６社で推進し、大田市、
大田市観光協会、大田商工会議所の支援を受けながら、
大田市および大田市周辺における着地型観光商品の開
発も行っていく。

【三瓶山山頂の日の出】

【特別運行するリフト】

【地元こだわりの朝ごはん】

３類型
地域資源名
地 域

農林水産物、鉱工業品
桃、ぶどう、鰆、岡山の清酒等

岡山県

通巻番号
認定日
所管省庁

６－２９－０１０
平成３０年２月９日
農林水産省、経済産業省

事業名：「原材料や製法にこだわった手土産等」を岡山から全国に発信する
プロジェクト
会社名：有限会社くま
（法人番号6260002022655 ）
連絡先：ＴＥＬ：０８６－４３５－０２８０
ＦＡＸ：０８６－４３５－０２９０

所在地：岡山県倉敷市酒津２２２６
Ｈ Ｐ：http://www.miyakeshouten.com/

事業概要（地域産業資源の活用）
当社は岡山県倉敷市において、歴史的建造物を観光施設
やカフェ等に再生させる事業や、地域で販売されている商品の
分量やパッケージをブラッシュアップすることで、全国のセレクト
ショップ等へ新たな販路を拡大する事業を展開している。
本事業では、岡山県内の地域産業資源を活用し、原材料や
製法にこだわった手土産等の商品のブラッシュアップを行う。
ＪＲ西日本とも連携することで、ＪＲ西日本管内各駅での販売
を開始し、全国の高級食品専門店等へも販路を拡大する。
【町屋を改修した水辺のカフェ】
新たな需要開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性）
◆市場性
岡山駅の乗降客数は１日約１５万人であり、当初は岡山
駅にＪＲ西日本と連携した限定品として販売する。
地域ならではの特産品やこだわりの商品のニーズ、市
場性は高く、将来的にはＪＲ以外の販路でも販売する予定
で、市場性はあると見込まれる。
◆需要の開拓の方針
本事業における商品は、ＪＲ西日本限定品として岡山駅
をはじめとしてＪＲ西日本管内の各駅で販売する。
また、限定品以外の商品としてもブラッシュアップを進め、
【季節の手作りジャム】
当社取引先を含む全国の高級食品専門店を中心に販路を
拡大する。
◆商品の特性
ブランド統一基準に基づいた商品を選定し、当社の開発
ノウハウ、情報に基づいて、手土産等に最適な商品として
ブラッシュアップすることで競合品との差別化が可能となる。
地域を挙げた取組と協力者・関係事業者との連携
販売する商品の選定、開発は、ＪＲ西日本岡山支社及び
ＪＲ関連会社と連携して行うほか、商品のプロデュースやデザ
インにおいて実績のある㈱暮らしき編集部とも協力する。

【老舗酒蔵と開発した甘酒】

３類型
地域資源名
地 域

観光資源
フィールドアクティビティ、宮島
（厳島）、宮浜温泉等
広島県廿日市市

通巻番号
認定日
所管省庁

６ －２９－ ０１１
平成３０年２月９日
農林水産省、経済産業省、
国土交通省

事業名：“西中国山地から瀬戸内海まで”豊かな自然を活用した特化型ツアー
「＋（プラス）宮島」の開発・販路開拓
所在地 ：
会社名 ：
（法人番号7240002037142） 広島県廿日市市津田4771
有限会社津田交通
（法人番号8240001028653） 広島県廿日市市宮浜温泉二丁目5-4
宮浜観光株式会社
（法人番号2240001001426） 広島県廿日市市地御前五丁目15-10
株式会社エヌエスティー
広島県廿日市市津田500番地
佐伯国際アーチェリーランド （個人事業主）
連絡先 ： ＴＥＬ ： 0829-72-0338
Ｈ Ｐ（代表） ： http://www.tsutakotu.com/
（代表） ： ＦＡＸ ： 0829-72-0475

事業概要（地域産業資源の活用）
広島県廿日市市の地域産業資源「フィールドアクティビティ」と、
その他の観光関連地域資源を活かし、地域内の旅行事業者と宿
泊事業者が連携し、沿岸部と山間部を結ぶ着地型観光ツアーを
開発し、事業展開に取り組む。宮島を訪れる外国人観光客には
新たな観光資源を提案し、国内向けには宮島と一緒に楽しめる
フィールドアクティビティ等を提案し、新たな顧客の獲得を図る。
新たな需要の開拓の見通し（市場性、販路、商品の特性）
◆市場性
宮島を訪れる観光客は年間450万人を超えているが、同市
の中山間地域にあるフィールドアクティビィティ等の観光資源
は、ほとんど知られていない。沿岸部と山間部を結びつける
取り組みにより、相乗効果による新たな市場獲得を目指す。
◆需要の開拓の方針
宮島を訪れる外国人観光客、フィールドアクティビティ等に興
味のある日本人など、従来とは異なる顧客層獲得を目指す。
◆商品の特性
廿日市市内の中山間地域に点在するフィールドアクティビ
ティには、「フィールドアーチェリー」「乗馬クラブ」「渓流管理釣
り場」「観光農園」等が存在するが、それぞれが別々のター
ゲットを対象に事業展開を行っていた。これらに「宮島」を結び
つけることで、多様な観光商品の開発を目指していく。

【中国四国地方で唯一の
フィールドアーチェリー場】

【乗馬体験】

地域を挙げた取組と協力者・関係事業者等との連携
廿日市市、廿日市商工会議所、佐伯商工会、大野町商工会
等からの支援を受けるとともに、地域の宿泊事業者や観光関連
事業者等と連携して、廿日市市の新たな観光商品としての知名 【スキー場（宮島まで60分）】
度向上に取り組んでいく。

３類型

農林水産物、鉱工業品、観光資源

通巻番号

地域資源名

お茶、和菓子、出雲そば、布志名
焼、楽山焼、松江城、宍道湖等

認定日

地 域

島根県松江市

所管省庁

６ －２９－０１２
平成３０年２月９日
農林水産省、経済産業省、
国土交通省

事業名：城下町松江の茶の湯文化薫る観光ツーリズム
団体名：一般社団法人松江観光協会
（法人番号2280005000189）
連絡先：ＴＥＬ： 0852-27-5843
ＦＡＸ： 0852-26-6869

所在地：島根県松江市中原町19番地
Ｈ Ｐ： https://www.kankou-matsue.jp/

事業概要
◆支援対象者
城下町ツーリズムに関連した地域産業資源活用事業を実施する者
◆支援事業を実施するに至った背景
松江市は、「国宝松江城」や「宍道湖」など豊かな自然と歴史的風
情という恵まれた観光資源を有している。
【不昧公ゆかりの銘菓】
また、大名茶人として多くの足跡を残した松平不昧公ゆかりの
「茶の湯文化」は、「お茶」や「和菓子」のみならず、茶室などの建造
物や各種の伝統工芸品、茶懐石などの食文化にいたる裾野の広
い総合文化として根付いている。
平成３０年は、松平不昧公没後２００年という記念の年で、「松平
不昧公２００年祭」記念事業として「茶の湯文化薫る」特色ある観光
地として、さらなるブランディングに取り組み、本事業により事業者
の商品開発や販路拡大等を支援し、地域経済の活性化を図る。
【城下町のおもてなし】
◆主な支援内容
（１） 新商品発掘・販路拡大事業
（２） 茶の湯文化再認識・定着化事業
（３）インバウンド推進事業
一般社団法人松江観光協会による地域資源活用支援事業
支援、商品についてのフィードバック
消費者嗜好の把握
連携

地域資源活用事業実施者
【中小企業者】

松江市

消費者、バイヤー等

小売り・ネット業者

連携

中小企業地域資源活用促進法に基づく支援（制度概要）
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
[経済産業省、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省]
（平成１９年５月１１日公布、同６月２９日施行）

地域産業資源活用事業の促進に関する基本方針の策定（第３条）・・・主務大臣

基本方針に基づき地域資源の指定（第４条）・・・都道府県知事
公表（ＨＰ等19.9.3～）

○○県
地域資源

中小企業者が
『地域資源活用事業計画』を作成

一般社団法人等が
『地域資源活用支援事業計画』を作成

（第６条）

（第８条）
国の認定

中国地方の地域産業
資源数１，４６７件

外部評価

支援措置
○試作品開発、販路拡大等に対する補助金への応募
○政府系金融機関による低利融資
○信用保証枠の拡大
等

採択評価

