
青森県の豊富な『地域資源』を活用した
「青森発」の新商品・新サービスの取組を応援します。「青森発」の新商品・新サービスの取組を応援します。

平成22年度
青 森 県
平成22年度
青 森 県

ご案内
『中小企業地域資源活用プログラム』の
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　地域の中小企業の知恵とやる気を活かし、地域の強みとなり得る「地域資源」を活用した新商
品・新サービスの開発・販売を促進するため、法律（「中小企業地域資源活用促進法」）に基づく税
制面や補助金等による支援、政府系金融機関等による金融支援、様々なノウハウの提供やアドバイ
スの実施などによる総合的な支援を行い、地域経済の活性化を図るための政府による取組です。

『中小企業地域資源活用プログラム』とは

※市町村ごとの地域資源については、9～10ページをご参照ください。

  支援を受けるには

　「地域資源」を活用した新商品・新サービスの開発等に取り組む中小企業が、中小企業地域資
源活用促進法に基づく地域資源活用事業計画の認定を受けることが必要です。

※�上記の中小企業には、企業組合、協業組合、事業協同組合、商工組合、商店街振興組合等のほか、水産加工
業協同組合、生活衛生同業組合、酒造組合、鉱工業技術研究組合、農業協同組合、農事組合法人、漁業協同
組合、森林組合及び各組合連合会等を含みます。

『地域資源』とは

　青森県では、「中小企業地域資源活用プログラム」の対象となる地域資源として、198件の「地
域資源」が国の認定を受けています。
　具体的には、農林水産物が86件、鉱工業品又はその生産に係る技術が44件、文化財・自然の風
景地・温泉等の観光資源が68件認定されています。

【平成23年1月21日現在】

農林水産物 鉱工業品
（産地の技術を含む）

観光資源

りんご、ながいも、だいこん、
にんにく、ブルーベリー、
イカ、サケ、青森ヒバ、

杉など86件

津軽塗、津軽三味線、
こぎん刺し、青森おでん、
せんべい汁、みそ貝焼き

など44件

岩木山、蔦温泉、
金木の地吹雪、弘前城、
国宝合掌土偶、白神山地、
青森ねぶたなど68件
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「地域資源活用事業計画」が認定されると、商品化、事業化のための次の支援策を利用すること
ができます。

 ・「地域資源活用売れる商品づくり支援事業補助金」（下記説明参照）
 ・政府系金融機関による「低利融資制度」
 ・信用保証制度として「普通保証等の別枠設定」
 ・「設備投資減税」　等

  中小企業地域資源活用プログラムに係る主な支援策

  【地域資源活用売れる商品づくり支援事業補助金について】

≪事業概要≫

地域資源（農林水産物又は鉱工業品、鉱工業品の生産に係る技術、観光資源）を活
用した新商品・新サービスの開発や販路開拓に取り組む中小企業者に対し、市場調査、
研究開発に係る調査分析、新商品・新役務の開発（試作、研究開発、評価等を含む）、
展示会等の開催又は展示会等への出展、知的財産に係る調査等の事業に係る経費の
一部を補助します。

【補助金限度額 3,000 万円 ( 上限 ) 補助率２／３以内】

≪交付対象≫
中小企業地域資源活用促進法に基づく地域資源活用事業計画の認定を受けた中小企業者

経 費 区 分 経 費 内 容

事 業 費

①謝金
②旅費
③借損料
④産業財産権等取得費
⑤雑役務費
⑥委託費

販路開拓費

⑦展示会等出展費
⑧マーケティング調査費
⑨広報費
⑩委託費

試作・開発費

⑪原材料費
⑫機械装置等費
⑬試作・実験費
⑭委託費

※通常の生産活動のための設備投資、原材料や商品仕入れ等営利活動とみなされる経費は除きます。

　　　〔補助対象経費〕
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  地域資源活用事業計画認定と支援の流れ

　地域資源活用プログラムによる補助金の申請を行うためには、国から地域資源活用事業計画の
認定を受けることが必要です。

　地域資源活用事業計画には、3年から5年までの期間において、マーケティング調査、試作品開
発、商品化、販路開拓の取組等を記載します。
　地域資源活用事業計画の作成は、本パンフレット裏面に記載された各中小企業支援機関が相談
を受け、支援を行います。
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～地域資源活用事業計画の認定を受ける際の主な認定要件～

◇都道府県が指定する「地域資源」を活用した新商品の開発・生産若しくは需要
の開拓又は新サービスの開発・提供若しくは需要の開拓であること。

◇地域内の同業者、関連業者、業界団体、行政などと地域の力を結集した取組で、
国が支援する必要性が高いもの。

◇「地域資源」を活用して行う事業の製造・販売などの活動拠点が、原則として
当該指定地域内に存在すること。（将来、地域内に拠点を設置する計画の明示で
も可。）

　「地域資源」を活用した取組であること。

◇「地域資源」の魅力の再発見、新たな発想や技術による課題解決など、「地域資源」
の新たな活用の視点から行われる取組であること。

◇この新たな活用の視点が、既存の商品・サービスの魅力を高め、市場における差
別性、優位性を確保できる見通しがあること。

◇これらの新たな活用の視点が、結果として事業の可能性を高めるものであること。

　新たな活用の視点による商品づくりであること。

◇域外市場へ向けた新たな需要開拓を目指す取組であること。（３～５年間で総売
上高の５％以上）

◇計画達成のための需要開拓の方法が適切であること。

　域外市場への需要開拓を目指す取組であること。

地 域 資 源

新たな活用の視点（新規性） 事業可能性
新たな視点、発想、
技術による商品開発

品質、機能、効用に
おいて従来商品等との
差別性・優位性
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　地域資源の価値を再認識し、新たな活用の視点を踏まえた価値を高めるための計画づくりが求
められます。さらに、市場、顧客を意識した商品づくり、販路開拓等の取組があって、はじめて計画
が実現されることになります。

　そのため、地域資源を活用する中小企業者の創意ある事業活動をサポートするため、関係機関等
による支援体制が整えられています。

　この支援体制では、地域資源の情報管理等を行う県・市町村、企業経営をサポートする支援機
関、地域資源活用や商品化・マーケティングについての知見を有する専門家及び生産者との連携等
により、地域と企業の実情に則した支援を提供する体制が整えられています。

 「地域の力の結集」による支援体制
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  青森県の地域資源活用事業計画認定事例

（1）ブナコ漆器製造株式会社（弘前市）

ブナ薄板積層技術という独自のエコ製法を活用し、各種デザイナーとのコラボ
レーションや独自の生産技術を生かしたオリジナルデザイン商品の開発システ
ムの構築を実施する。その結果、国内インテリア分野での「ブナコ」ブランドを
確立すると共に、欧米を中心とした海外市場への市場開拓を図る。

認定年月日：平成19年10月12日　　地域資源名：ブナ材（鉱工業品・技術）

『世界唯一の技術による、ブナ材を活用した
モダン・プレステージ・インテリア商品の開発と世界市場の開拓』

（2）株式会社スパン・ライフ（八戸市）

従来の「熟成黒ニンニク」に比して、（1）糖度60度近い甘味を持つ、（2）食感
がグミに似た新たな食感、（3）においが気にならない特長を持った「豊熟発酵
黒大蒜」の開発に成功。今後5年間で、百貨店や県外で実施される地場産品展
示会等を通じ、食べやすく続けやすい健康食品として、販売展開を図る。

認定年月日：平成20年7月4日　　地域資源名：にんにく（農林水産物）

『従来ない新食感の「熟成黒ニンニク」を活用した
免疫力アップ・アンチエイジング新商品開発』

（3）株式会社ディメール（八戸市）

原料事情の良い八戸のサバを、低温でじっくり燻製させた従来にはない、生
ハム感覚の鯖のスモークを開発、販売する。トレーサビリティの確立に取り組
み、原料となるサバの漁獲船名、船長名をパッケージに明示することにより安
全・安心な商品を提供していく。

認定年月日：平成20年7月4日　　地域資源名：サバ（農林水産物）

『地域認定資源サバを使用した、日本初生ハム感覚の
「鯖のスモーク」の開発、販売』

（4）十和田おいらせ農業協同組合（十和田市）

ニンニクそのものの臭いが少ない「低臭ニンニク」とは異なり、旨み、健康成分
である「アリシン」等を減少させず、食後1時間程度で臭いが気にならなくなる
まで低下するミネラル豊富なニンニクを開発し市場開拓を図る。また、ニンニク
チップやパウダーといった加工品も開発していく。

認定年月日：平成20年7月4日　　地域資源名：にんにく（農林水産物）

『「ミネラル豊富で、食後の口臭が気にならないくらいに
低下するニンニク（仮称）」及び関連加工品開発と製造・販売』
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（5）有限会社十和田乗馬倶楽部（十和田市）

当社独自技術により生み出した、小型で強靭、温和な性格に加え、日本人の体
格にあう特性を持った「新南部馬」を使い、安全、安心、誰でも気軽に楽しめ
る、健康志向型レジャーホースによるニーズ別・対象別の乗馬プログラムを開
発し、市場開拓を図る。国立公園十和田湖を始めとした歴史、観光資源とのコ
ラボレーション、地域関係者との連携を図り、観光入込数拡大を目指す。

認定年月日：平成20年7月4日　　地域資源名：乗馬場（観光資源）

『世界唯一となる改良馬「新南部馬」を活用した、レジャーホース乗馬
プログラムによる、観光乗馬ランド事業の展開とブランド確立』

（6）有限会社田向商店（青森市）

従来のサメ由来の健康食品（サプリメント等）には、主にヨシキリザメが使用さ
れている。本事業では、青森県内で食肉用として水揚げされるアブラツノザメ
の頭部軟骨等の未利用部位を活用し、コンドロイチンやコラーゲン等の含有
量が多い機能性素材（粉末）を開発・販売する。

認定年月日：平成21年10月27日　　地域資源名：サメ（農林水産物）

アブラツノザメの未利用部位を活用した
「機能性素材」（粉末）の開発・販売

（7）ミリオン株式会社（青森市）

ながいもは、青森県が国内生産量第一位の農産物であり、古くから消化促進、
滋養強壮に良い野菜である。また、青森県内の大学や試験研究機関の共同研
究により、ながいもに含まれるタンパク質成分（デオスコリンA）に抗ウイルス
活性機能があると発表されている。本事業では、ながいもに含まれるタンパク
質成分を活用した錠剤タイプの加工食品を開発し、販路拡大に取り組む。

認定年月日：平成22年2月10日　　地域資源名：ながいも（農林水産物）

ながいもに含まれるタンパク質成分（デオスコリンA）の抗ウィルス活性
機能を保持した加工食品の開発及び販売
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（8）青い森國土保全協同組合（つがる市）

青森県は全国第4位の杉の人工林を有しており、広葉樹に次ぐ面積を占める重
要な樹種であるが、間伐材や伐採時の残材が未利用になっている。本事業で
は、杉の間伐材や残材を原料として製造した粉炭を活用し、特殊な技術を用い
て新たな環境浄化資材を開発、販路拡大に取り組む。

認定年月日：平成22年2月10日　　地域資源名：杉（農林水産物）

青森県産杉による粉炭の製造と粉炭を活用した環境浄化資材の開発・
製造

（9）有限会社ゆめりんご（弘前市）

青森県津軽のシンボル・名峰岩木山の裾野に広がるりんご園地帯で、「学びと
癒し」をテーマに岩木山と連動する多種多様なメニューを整備しながら、体験
型観光農園事業を展開する。事業の推進にあたっては、観光関連事業者や行
政等と更なる連携を図り、県内外からの観光客を受け入れることにより、岩木
山観光の発展を目指す。

認定年月日：平成22年9月29日　　地域資源名：岩木山(観光資源)

名峰岩木山とその裾野に広がるりんご園地帯の有機的連携による
体験型観光農園事業の開発・販売

（10）有限会社蔦温泉旅館（十和田市）
認定年月日：平成23年2月8日　　地域資源名：蔦温泉(観光資源)

「蔦温泉」という地域資源を活用し、「温泉」と「体験」を組み合わせた新し
い体験型・滞在型「アクティブ“TOUJI”（湯治）」プログラムを開発する。「春
夏秋冬を楽しむ蔦温泉のファンを増やす」というコンセプトの下、アウトドア
TOUJI、ヘルスTOUJI、食TOUJI、芸術TOUJIの4つのメニューを開発し、季
節や曜日を考慮しながら時期を重点化して実施する。
本プログラムの実施により、夫婦及びリタイア層の平日宿泊への移行による集
客の最適化（平準化）と、週末における若い年齢層やファミリーといった新規
顧客、リピーターの獲得を図る。

南八甲田「蔦温泉」と「蔦の森」による新しい
「“TOUJI”（湯治）」プログラムの開発
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  市町村別認定地域資源一覧

市町村名
地　域　資　源

農林水産物 鉱�工�業�品 観�光�資�源

県内全域
（11資源）

恋ほのか（香り米）、だいこん、つぶゆき、
低アミロース米（ゆきのはな）、ながいも、
華想い（酒造好適米）、りんご、サメ、杉

青森県の日本酒、杉材 －

青森市
（37資源）

カシス、ガマズミ、イカ、大間マグロ、サケ、
サバ、シジミ、ナマコ、ホタテ、青森ヒバ

善知鳥彫ダルマ、こぎん刺し、津
軽金山焼、津軽裂織、津軽塗、
津軽びいどろ、錦石、ねぶたハネ
ト人形、青森おでん、青森味噌カ
レー牛乳ラーメン、青森ヒバ材

青森市スポーツ会館カーリング場、浅虫温
泉、金木の地吹雪、寒水沢温泉、猿倉温
泉、三内丸山遺跡、城ヶ倉温泉、酸ヶ湯温
泉、津軽鉄道、十和田湖・奥入瀬渓流、八
甲田山、八甲田温泉、古川地区市場、棟方
志功記念館、雲谷高原温泉、青森ねぶた

弘前市
（35資源）

青森シャモロック、清水森南蛮、そば、嶽き
み（とうもろこし）、サケ、サバ、青森ヒバ、
オオヤマザクラ、ブナ

あけび蔓細工、こぎん刺し、下川
原焼土人形、太鼓、津軽打刃物、
津軽桐下駄、津軽三味線、津軽
竹籠、津軽凧、津軽塗、津軽焼
錦石、弘前こけし・木地玩具、ベ
ントナイト、青森ヒバ材、ブナ材

岩木山、鬼神社、白神山地、禅林街、津軽
一代様、弘前城、前川圀男建築物、弘前ね
ぷた、宵宮、ろうそくまつり

八戸市
（31資源）

青森シャモロック、阿房宮（食用菊）、いち
ご、インカトマト、カシス、ガマズミ、そば、
にんにく、馬肉、ブルーベリー、イカ、サケ、
サバ、フノリ、ホッキ貝、青森ヒバ

えんぶり烏帽子、南部裂織、南部
菱刺し、南部姫毬、八戸焼、八幡
駒、せんべい汁、八戸せんべい、
青森ヒバ材

国宝 合掌土偶、種差海岸、八戸の朝市、
八戸の銭湯、三社大祭、八戸えんぶり

黒石市
（8資源） カシス、青森ヒバ 津軽塗、温泉こけし、黒石やきそ

ば、ベントナイト、青森ヒバ材 津軽一代様

五所川原市
（15資源）

赤～いりんご、馬肉、イカ、シジミ、青森ヒ
バ

津軽金山焼、津軽三味線、青森
ヒバ材

金木の地吹雪、斜陽館、十三湖、津軽三味
線発祥の地、津軽鉄道、十三湊遺跡、五所
川原立佞武多

十和田市
（21資源）

アピオス、奥入瀬ガーリックポーク、カシ
ス、ガマズミ、ごぼう、ダッタンソバ、十和
田湖牛、にんにく、山の芋、サバ、ヒメマ
ス、青森ヒバ

きみがらスリッパ、南部裂織、南
部菱刺し、十和田バラ焼き、青森
ヒバ材

蔦温泉、十和田湖・奥入瀬渓流、八甲田
山、乗馬場

三沢市
（8資源）

ごぼう、ブルーベリー、イカ、うなぎ、シジ
ミ、シラウオ、ホッキ貝、ワカサギ － －

むつ市
（24資源）

アスパラガス、そば、ぶどう、あわび、イカ、
うに、大間マグロ、こんぶ、サクラマス、サ
ケ、ツルアラメ、ナマコ、ニジマス、ホタテ、
青森ヒバ

南部裂織、大湊海軍コロッケ、下
北ワイン、みそ貝焼き、青森ヒバ
材

恐山、田名部まつり、薬研温泉、湯野川温
泉

つがる市
（17資源）

ごぼう、小麦、すいか、トマト、にんにく、ね
ぎ、メロン、イカ、シジミ、青森ヒバ 青森ヒバ材

馬市まつり、金木の地吹雪、亀ヶ岡石器時
代遺跡、つがる地球村、出来島海岸の最終
氷期埋没林、ベンセ湿原

平川市
（3資源） － 津軽塗 盛美園、津軽一代様

平内町
（4資源） イカ、大間マグロ、ナマコ、ホタテ － －

外ヶ浜町
（3資源） イカ、ホタテ 錦石 －

今別町
（4資源） イカ、ホタテ、モズク 荒馬 －

蓬田村
（4資源） 桃太郎トマト、ホタテ、青森ヒバ 青森ヒバ材 －

鯵ヶ沢町
（6資源） イカ、イトウ、金鮎、サケ、ヒラメ － 白神山地

【平成23年1月21日現在】
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市町村名
地　域　資　源

農林水産物 鉱�工�業�品 観�光�資�源
深浦町

（12資源）
白神自然薯、雪中にんじん、夕陽トマト、イ
カ、サケ、モズク、ワカメ 津軽塗 十二湖、白神山地、千畳敷海岸、不老ふ死

温泉

西目屋村
（3資源） そば 目屋人形 白神山地

藤崎町
（9資源）

にんにく、大間マグロ、サケ、サバ、青森ヒ
バ

津軽塗、錦石、ひば曲物、青森ヒ
バ材 －

大鰐町
（6資源） 青森シャモロック、青森ヒバ 大鰐こけし・ずぐり、青森ヒバ材 大鰐温泉郷、津軽一代様

田舎館村
（2資源） いちご、ぶどう － －

板柳町
（3資源） 青森ヒバ 津軽塗、青森ヒバ材 －

中泊町
（4資源） ハトムギ、イカ、青森ヒバ 青森ヒバ材 －

鶴田町
（6資源）

ケルナー（ぶどう）、スチューベン（ぶど
う）、青森ヒバ 青森ヒバ材 丹頂鶴の飼育地、鶴の舞橋

野辺地町
（7資源）

アブラナ、けつめい茶、こかぶ、イカ、大間
マグロ、ナマコ、ホタテ － －

七戸町
（12資源）

アピオス、カシス、こかぶ、七戸短角牛、ト
マト、にんにく、サバ、青森ヒバ

南部裂織、南部菱刺し、青森ヒ
バ材 盛田牧場

六戸町
（11資源）

青森シャモロック、インカトマト、カシス、ご
ぼう、にんにく、ハーブ、サバ、青森ヒバ

南部裂織、南部菱刺し、青森ヒ
バ材 －

横浜町
（7資源）

アブラナ、菜の花、大間マグロ、ナマコ、ホ
タテ 大湊海軍コロッケ 横浜町の菜の花畑

東北町
（11資源）

こかぶ、ごぼう、紫黒米、はちみつ、ハー
ブ、うなぎ、シジミ、シラウオ、ワカサギ － 小川原湖、おがわら湖温泉

六ヶ所村
（7資源）

ブルーベリー、イカ、うなぎ、うに、シジミ、
シラウオ、ワカサギ － －

おいらせ町
（21資源）

いちご、インカトマト、エゴマ、カシス、鴨、
キャベツ、ごぼう、にんじん、にんにく、は
ちみつ、ブルーベリー、イカ、サケ、サバ、
ホッキ貝、青森ヒバ

南部裂織、南部菱刺し、青森ヒ
バ材 阿光坊古墳群、大山将棋記念館

大間町
（8資源）

あわび、イカ、うに、大間マグロ、こんぶ、サ
クラマス、ツルアラメ 南部裂織 －

東通村
（12資源）

そば、ブルーベリー、あわび、イカ、うに、こ
んぶ、サクラマス、サケ、ナマコ、ホタテ 大湊海軍コロッケ 寒立馬の生息地

風間浦村
（14資源）

あわび、あんこう、イカ、うに、こんぶ、サク
ラマス、タコ、ひじき、フノリ、青森ヒバ － 烏賊様レース、活イカ備蓄センター、下風

呂温泉郷、メモリアルロード

佐井村
（9資源）

あわび、イカ、うに、こんぶ、サクラマス、青
森ヒバ 大湊海軍コロッケ、青森ヒバ材 仏ヶ浦

三戸町
（5資源）

阿房宮（食用菊）、ガマズミ、にんにく、ブ
ルーベリー 南部総桐箪笥 －

五戸町
（4資源）

青森シャモロック、アピオス、ガマズミ、馬
肉 － －

田子町
（3資源） ガマズミ、にんにく、ブルーベリー － －

南部町
（6資源）

阿房宮（食用菊）、おうとう、ガマズミ、ゼ
ネラル・レクラーク、にんにく、ブルーベ
リー

－ －

階上町
（3資源） ガマズミ、そば、イカ － －

新郷村
（1資源） ガマズミ － －



■ (財)21あおもり産業総合支援センター TEL　017-777-4076 FAX　017-721-2514

■ 青森商工会議所 TEL　017-734-1311 FAX　017-775-3567

■ 弘前商工会議所 TEL　0172-33-4111 FAX　0172-35-1877

■ 八戸商工会議所 TEL　0178-43-5111 FAX　0178-46-2810

■ 黒石商工会議所 TEL　0172-52-4316 FAX　0172-53-3875

■ 五所川原商工会議所 TEL　0173-35-2121 FAX　0173-35-2124

■ 十和田商工会議所 TEL　0176-24-1111 FAX　0176-24-1563

■ むつ商工会議所 TEL　0175-22-2281 FAX　0175-22-0167

■ 青森県商工会連合会
■ 青森県商工会連合会中央広域指導センター

TEL　017-734-3394 FAX　017-773-7249

■ 青森県商工会連合会東部広域指導センター TEL　0176-52-5884 FAX　0176-52-3290

■ 青森県商工会連合会西部広域指導センター TEL　0173-42-1565 FAX　0173-42-1781

■ 青森県商工会連合会南部広域指導センター TEL　0179-22-1021 FAX　0179-22-0073

■ 青森県商工会連合会北部広域指導センター TEL　0175-35-2333 FAX　0175-35-2349

【地域資源活用プログラムについてのお問い合わせ先】

青森県は、本県の豊富な「地域資源」を活用して、新商品･新サービスの開発、販路開拓に取り組む中
小企業を応援します。
相談受付窓口は次のとおりです。

■ 県内各商工会

【地域資源活用プログラムに関する情報】
地域資源活用プログラム及び青森県の地域資源や事業計画等については、下記ホームページをご覧ください。

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/keiei/43635.html

■ 青森県中小企業団体中央会 TEL　017-777-2325 FAX　017-773-5582

■ 青い森信用金庫 TEL　017-732-2237 FAX　017-773-2230

■ 独立行政法人中小企業基盤整備機構東北支部 TEL　022-399-9031 FAX　022-399-9032

■ 青森県商工労働部経営支援課　中小企業支援グループ TEL　017-734-9375 FAX　017-734-8107

青森県　地域資源活用プログラム 検索


