○市町村別地域産業資源一覧（山形県）
平成31年2月25日
市町村名

地域資源
鉱工業品

農林水産物

観光資源

県内全域
(5資源)

米、そば

山形市
(55資源)

芋煮 、家具、果実酒、金属工作機
械、靴、自動車部品、絨毯、照明器
えだまめ、柿、牛肉、コケ、さくらん 具、醤油、精密金属加工製品、建
ぼ、山菜、食用ぎく、すもも、西洋 具、電子部品・デバイス、天童将棋
梨、ダチョウ、バラ、ぶどう、紅花、 駒、ニット、日本酒、農業機械、半
もも、りんご、わさび
導体製造装置、米菓、味噌、麺 、
山形鋳物、山形打刃物、山形仏
壇、理科学計測装置

芋煮会、羽州街道 、蔵王、さくらん
ぼ農園、山菜の群生地、すもも農
園 、西洋梨農園、ひな街道、ぶど
う農園、紅花の群生地、もも農園、
山形五堰、山形市中心街の蔵、山
寺・立石寺、りんご農園

米沢市
(38資源)

置賜紬、家具、果実酒、金属工作
機械、靴、自動車部品、醤油、精密
うこぎ、えだまめ、牛肉、鯉、さくら
金属加工製品、建具、電子部品・
んぼ、山菜、ぶどう、紅花、丸な
デバイス、日本酒、農業機械、半導
す、りんご
体製造装置、味噌、麺、木工芸品、
米沢織、米沢ラーメン

吾妻山、上杉家ゆかりの名所・旧
跡、おきたま花回廊、小野川温
泉、さくらんぼ農園、山菜の群生
地、白布温泉、最上川、米沢八
湯、りんご農園

鶴岡市
(55資源)

いか、岩牡蠣、えだまめ、エビ、海
藻、柿、かぶ、牛肉、口細カレイ、
サクラマス、さくらんぼ、サワラ、山
菜、ズワイガニ、筍、たら、鶴岡の
在来作物※1、トマト、梨、はたは
た、豚肉、ぶどう、ブルーベリー、
メロン、山ぶどう

羽越しな布、家具、果実酒、自動車
部品、醤油、精密金属加工製品、
建具、鶴岡シルク、鶴岡竹塗漆
器、電子部品・デバイス、日本酒、
農業機械、半導体製造装置、米
菓、味噌、麺、理科学計測装置、和
菓子

酒田市
(58資源)

あさつき、アスパラガス、あわび、
いか、いちご、岩牡蠣、えだまめ、
エビ、海藻、柿、金頭、牛肉、口細
カレイ、ごどいも、酒田杉、サクラ
マス、さざえ、サワラ、山菜、食用
ぎく、だいこん、たら、トマト、梨、ね
ぎ、はたはた、平田赤ねぎ、豚肉、
ブルーベリー、紅花、升田かぶ、メ
ロン

家具、果実酒、酒田のラーメン、自
動車部品、醤油、精密金属加工製
品、建具、鶴岡シルク、電子部品・
デバイス、トビウオ焼き乾し、日本
酒、農業機械、半導体製造装置、
米菓、味噌、麺、山形仏壇、ヨーグ
ルト

新庄市
(33資源)

アスパラガス、泉田里いも、いち
ご、えだまめ、きのこ、牛肉、山
菜、トマト、トルコぎきょう、にら、バ
ラ、マッシュルーム、最上伝承野
菜、ヤーコン、山ぶどう

家具、くじらもち、自動車部品、醤
油、新庄亀綾織、電子部品・デバイ 羽州街道、神室山、きのこの群生
ス、とりもつラーメン、半導体製造 地、山菜の群生地、新庄まつり、最
装置、味噌、木工芸品、理科学計 上川、最上地域の巨木群
測装置

寒河江市
(47資源)

えだまめ、柿、牛肉、さくらんぼ、
山菜、食用ぎく、西洋梨、ダチョ
ウ、バラ、ぶどう、紅花、マッシュ
ルーム、もも、りんご

家具、果実酒、靴、自動車部品、絨
毯、醤油、精密金属加工製品、草
履、建具、電子部品・デバイス、
ニット、日本酒、農業機械、半導体
製造装置、米菓、味噌、麺、理科学
計測装置

いちご農園、寒河江温泉、さくらん
ぼ農園、山菜の群生地、慈恩寺、
西洋梨農園、出羽三山、ひな街
道、ぶどう農園、ブルーベリー農
園、紅花の群生地、最上川、もも
農園、りんご農園、六十里越街道

上山市
(35資源)

家具、果実酒、金属工作機械、靴、
えだまめ、柿、さくらんぼ、山菜、 自動車部品、醤油、精密金属加工
すもも、西洋梨、ぶどう、紅花、ほ 製品、建具、電子部品・デバイス、
おずき
農業機械、半導体製造装置、米
菓、味噌、麺、理科学計測装置

羽州街道、かみのやま温泉、蔵
王、さくらんぼ農園、山菜の群生
地、すもも農園、西洋梨農園、ひな
街道、ぶどう農園、ブルーベリー農
園、紅花の群生地

こんにゃく、そば、漬物
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朝日岳、あつみ温泉、いちご農
園、さくらんぼ農園、山菜の群生
地、出羽三山、ひな街道、ぶどう農
園、ブルーベリー農園、湯田川温
泉、湯野浜温泉、六十里越街道

いちご農園、酒田市の日本遺産構
成文化財、山居倉庫、山菜の群生
地、鳥海山、飛島、ひな街道、最上
川

市町村名

地域資源
鉱工業品

農林水産物

観光資源

牛肉、さくらんぼ、山菜、すいか、
西洋梨、ダチョウ、紅花、りんご、
わさび

家具、金属工作機械、靴、自動車
部品、醤油、精密金属加工製品、
電子部品・デバイス、天童将棋駒、
日本酒、農業機械、半導体製造装
置、米菓、味噌、麺、山形打刃物

羽州街道、さくらんぼ農園、山菜の
群生地、西洋梨農園、ひな街道、
紅花の群生地、最上川、りんご農
園

長井市
(27資源)

えだまめ、牛肉、行者菜、鯉、山
菜、紅花、丸なす

置賜紬、家具、競技用けん玉、金
属工作機械、自動車部品、醤油、
精密金属加工製品、電子部品・デ
バイス、ニット、日本酒、馬肉料理、
半導体製造装置、味噌、麺

朝日岳、上杉家ゆかりの名所・旧
跡、おきたま花回廊、山菜の群生
地、長井市内の戦前から続く街並
み、最上川

天童市
(44資源)

家具、果実酒、金属工作機械、自
動車部品、照明器具、醤油、精密
えだまめ、柿、牛肉、さくらんぼ、 金属加工製品、電子部品・デバイ
山菜、すもも、西洋梨、ぶどう、紅 ス、天童将棋駒、ニット、日本酒、
花、もも、りんご、わさび
農業機械、半導体製造装置、米
菓、味噌、麺、山形鋳物、山形打刃
物、山形仏壇、理科学計測装置

羽州街道、さくらんぼ農園、山菜の
群生地、すもも農園、西洋梨農園、
天童温泉、ひな街道、ぶどう農園、
紅花の群生地、最上川、もも農
園、りんご農園

東根市
(41資源)

家具、金属工作機械、靴、自動車
部品、照明器具、醤油、精密金属
牛肉、さくらんぼ、山菜、すもも、西
加工製品、電子部品・デバイス、
洋梨、ニジマス、ぶどう、紅花、も
ニット、日本酒、農業機械、半導体
も、りんご、わさび
製造装置、米菓、味噌、麺、山形打
刃物、理科学計測装置、六田の麩

羽州街道、さくらんぼ農園、山菜の
群生地、すもも農園、西洋梨農園、
東根温泉、ひな街道、ぶどう農園
、紅花の群生地、最上川、もも農
園、りんご農園

村山市
(32資源)

家具、自動車部品、精密金属加工
製品、電子部品・デバイス、半導体 羽州街道、銀山温泉、山菜の群生
製造装置、山形仏壇、理科学計測 地、徳良湖、ひな街道、最上川
装置

尾花沢市
(17資源)

かぶ、牛肉、山菜、すいか

南陽市
(35資源)

家具、果実酒、金属工作機械、靴、 赤湯温泉、上杉家ゆかりの名所・
青苧、えだまめ、おかひじき、牛
自動車部品、精密金属加工製品、 旧跡、おきたま花回廊、さくらんぼ
肉、さくらんぼ、山菜、すもも、西洋
建具、電子部品・デバイス、ニット、 農園、山菜の群生地、西洋梨農
梨、ダチョウ、ぶどう、丸なす、りん
日本酒、農業機械、半導体製造装 園、ぶどう農園、最上川、りんご農
ご
置、麺、米沢織
園

山辺町
(20資源)

さくらんぼ、山菜、西洋梨、ダチョ
ウ、豚肉、紅花、りんご、わさび

自動車部品、絨毯、精密金属加工 羽州街道、さくらんぼ農園、山菜の
製品、ニット、半導体製造装置、理 群生地、西洋梨農園、ひな街道、
科学計測装置
りんご農園

さくらんぼ、山菜、食用ぎく、すも
も、西洋梨、バラ、りんご

金属工作機械、靴、自動車部品、
羽州街道、さくらんぼ農園、山菜の
絨毯、精密金属加工製品、建具、
群生地、すもも農園、西洋梨農園、
ニット、農業機械、半導体製造装
ひな街道、最上川、りんご農園
置、山形打刃物、理科学計測装置

中山町
(26資源)
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市町村名

地域資源
鉱工業品

農林水産物

観光資源

河北町
(24資源)

靴、自動車部品、醤油、スリッパ、
えだまめ、かほくイタリア野菜※2、
羽州街道、さくらんぼ農園、山菜の
精密金属加工製品、ニット、日本
牛肉、さくらんぼ、山菜、ダチョウ、
群生地、ひな街道、紅花の群生
酒、半導体製造装置、味噌、麺、理
紅花
地、最上川
科学計測装置

西川町
(27資源)

家具、果実酒、自動車部品、醤油、
精密金属加工製品、建具、電子部 朝日岳、さくらんぼ農園、山菜の群
牛肉、さくらんぼ、山菜、ぶどう、山
品・デバイス、日本酒、農業機械、 生地、出羽三山、ひな街道、ぶどう
ぶどう、わさび
半導体製造装置、米菓、味噌、麺、 農園、六十里越街道
理科学計測装置

朝日町
(25資源)

青苧、あけび、牛肉、さくらんぼ、
山菜、西洋梨、ダチョウ、ぶどう、
山ぶどう、りんご

大江町
(30資源)

朝日岳、さくらんぼ農園、山菜の群
生地、すもも農園、西洋梨農園、ひ
青苧、さくらんぼ、山菜、すもも、西 果実酒、靴、自動車部品、精密金
な街道、ぶどう農園、最上川、最上
洋梨、ぶどう、もも、やまがた地
属加工製品、ニット、半導体製造装
川の流通・往来及び左沢町場の景
鶏、山ぶどう、りんご
置、麺、理科学計測装置
観、もも農園、りんご農園、六十里
越街道

大石田町
(15資源)

自動車部品、醤油、精密金属加工
牛肉、山菜、自然薯、すいか、わさ
羽州街道、山菜の群生地、ひな街
製品、電子部品・デバイス、半導体
び
道、最上川
製造装置、味噌

金山町
(20資源)

いちご、金山杉、きのこ、牛肉、山
自動車部品、とりもつラーメン、半
菜、にら、豚肉、最上伝承野菜、
導体製造装置、木工芸品
山ぶどう

最上町
(25資源)

アスパラガス、いちご、きのこ、牛
家具、自動車部品、とりもつラーメ 赤倉温泉、神室山、きのこの群生
肉、山菜、にら、バラ、マッシュ
ン、日本酒、半導体製造装置、味 地、山菜の群生地、瀬見温泉、最
ルーム、最上伝承野菜、ヤーコ
噌、木工芸品
上小国川、最上地域の巨木群
ン、山ぶどう

舟形町
(20資源)

いちご、きのこ、牛肉、山菜、に
ら、マッシュルーム、最上伝承野
菜、山ぶどう

家具、果実酒、精密金属加工製
朝日岳、さくらんぼ農園、山菜の群
品、ニット、日本酒、半導体製造装 生地、西洋梨農園、ひな街道、ぶ
置、理科学計測装置
どう農園、最上川、りんご農園

いちご農園、羽州街道、金山型住
宅が連なる街並み、神室山、きの
この群生地、山菜の群生地、最上
地域の巨木群

自動車部品、電子部品・デバイス、 いちご農園、羽州街道、きのこの
とりもつラーメン、木工芸品、理科 群生地、山菜の群生地、最上小国
学計測装置
川、最上川、最上地域の巨木群
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市町村名

地域資源
鉱工業品

農林水産物

観光資源

真室川町
(16資源)

漆、きのこ、牛肉、山菜、にら、最 自動車部品、とりもつラーメン、味
上伝承野菜、山ぶどう
噌、麺、木工芸品

羽州街道、きのこの群生地、山菜
の群生地、最上地域の巨木群

大蔵村
(19資源)

きのこ、牛肉、山菜、トマト、マッ
きのこの群生地、山菜の群生地、
自動車部品、日本酒、味噌、木工
シュルーム、最上伝承野菜、山ぶ
四ヶ村の棚田、出羽三山、肘折温
芸品
どう、わさび
泉、最上川、最上地域の巨木群

鮭川村
(17資源)

いちご、えだまめ、きのこ、牛肉、
山菜、バラ、ほおずき、最上伝承 自動車部品、木工芸品
野菜、山ぶどう

いちご農園、きのこの群生地、鮭
川歌舞伎、山菜の群生地、みやま
の里 木の根坂、最上地域の巨木
群

戸沢村
(14資源)

アスパラガス、きのこ、牛肉、山
自動車部品、木工芸品
菜、にら、最上伝承野菜、山ぶどう

きのこの群生地、山菜の群生地、
角川里の自然環境学校、最上川、
最上地域の巨木群

高畠町
(33資源)

うこぎ、えだまめ、牛肉、さくらん
ぼ、山菜、すもも、西洋梨、ぶど
う、丸なす、りんご

家具、果実酒、金属工作機械、靴、
自動車部品、醤油、精密金属加工
製品、建具、電子部品・デバイス、
日本酒、農業機械、半導体製造装
置、味噌、麺、米沢織

川西町
(17資源)

牛肉、山菜、ダリア、紅大豆、紅
花、丸なす

自動車部品、醤油、精密金属加工 上杉家ゆかりの名所・旧跡、おき
製品、日本酒、半導体製造装置、 たま花回廊、山菜の群生地、最上
味噌、米沢織
川

牛肉、山菜、丸なす

朝日岳、飯豊山、上杉家ゆかりの
精密金属加工製品、日本酒、半導
名所・旧跡、おきたま花回廊、山菜
体製造装置
の群生地

青苧、あけび、牛肉、山菜、すも
も、紅花、丸なす、りんご

置賜紬、家具、自動車部品、醤油、
上杉家ゆかりの名所・旧跡、おき
精密金属加工製品、電子部品・デ
たま花回廊、山菜の群生地、紅花
バイス、ニット、日本酒、半導体製
の群生地、最上川、りんご農園
造装置、味噌、深山和紙、麺

小国町
(11資源)

白鷹町
(26資源)
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上杉家ゆかりの名所・旧跡、おき
たま花回廊、さくらんぼ農園、山菜
の群生地、西洋梨農園、ぶどう農
園、最上川、りんご農園

市町村名

地域資源
鉱工業品

農林水産物

観光資源

飯豊町
(14資源)

飯豊山、上杉家ゆかりの名所・旧
自動車部品、精密金属加工製品、
アスパラガス、牛肉、山菜、丸なす
跡、おきたま花回廊、山菜の群生
建具、日本酒、半導体製造装置
地、最上川

三川町
(7資源)

アスパラガス、牛肉

庄内町
(13資源)

アスパラガス、牛肉、山菜、豚肉、
自動車部品、建具、日本酒
ブルーベリー

遊佐町
(22資源)

いちご、岩牡蠣、海藻、柿、牛肉、
口細カレイ、鮭、サワラ、山菜、た 建具、日本酒、半導体製造装置、 いちご農園、山菜の群生地、鳥海
ら、はたはた、パプリカ、豚肉、メロ 遊佐刺し子
山、ひな街道
ン

自動車部品、建具、半導体製造装
ひな街道
置、麺

山菜の群生地、立谷沢川、出羽三
山、ひな街道、最上川

※1 鶴岡の在来作物とは、鶴岡市内で数十年以上世代を超えて栽培され、固有の作物として品種・系統が維持されている
ものとして鶴岡市が調査した在来作物一覧に記載されているものを指す。
（例）外内島キュウリ、カラトリイモ、早田ウリ等
※2 イタリア野菜とは、主にイタリアで栽培される野菜で、イタリアンレストラン向けのものを指す。
（例）トレヴィーゾ、フィノッキオ、ルッコラセルバティカ、ルッコラロケット、リーキ、ズッキーニ、カプリス等
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