
No. 名称 地域産業資源に係る地域

1 米 県内全域
2 もち米 県内全域

3 古代米 佐賀市、伊万里市、武雄市、小城市、神埼市、大町
町、江北町、白石町、鳥栖市

4 麦 県内全域
5 大豆 県内全域
6 たまねぎ 県内全域
7 こねぎ 唐津市、佐賀市、伊万里市、神埼市、白石町
8 キャベツ 白石町、唐津市、玄海町、佐賀市、吉野ヶ里町
9 レンコン 佐賀市、鹿島市、小城市、江北町、白石町
10 ほうれんそう 佐賀市、唐津市、神埼市、武雄市、伊万里市、白石町
11 レタス 白石町、佐賀市、吉野ヶ里町、唐津市、伊万里市
12 アスパラガス 県内全域
13 きゅうり 唐津市、伊万里市、武雄市、白石町、佐賀市
14 トマト 県内全域

なす 佐賀市、唐津市、小城市、神埼市
桐岡なす 多久市

16 ゴーヤ 武雄市、嬉野市
17 ピーマン 神埼市
18 ちんげんさい 武雄市
19 相知高菜 唐津市
20 パセリ 佐賀市、神埼市
21 にんにく 県内全域
22 いちご 県内全域
23 メロン 佐賀市
24 温州みかん 県内全域
25 はまさき（麗江） 唐津市
26 不知火（デコポン） 唐津市、太良町、鹿島市
27 ゆず 県内全域

佐賀市
伊万里市、有田町

29 ゲンコウ 唐津市
30 さがんルビー 鹿島市
31 キウイフルーツ 県内全域
32 梨 佐賀市、唐津市、多久市、伊万里市、小城市
33 ぶどう 県内全域
34 柿 県内全域
35 びわ 多久市
36 桃 多久市
37 樒 武雄市
38 ボイセンベリー 神埼市
39 黒イチジク 唐津市
40 梅 県内全域

茶 佐賀市、唐津市、伊万里市、武雄市、嬉野市、神埼市
栄西茶 吉野ヶ里町

42 胡麻 佐賀市
43 生姜 武雄市
44 女山大根 佐賀市、唐津市、伊万里市、多久市
45 戸矢かぶ 有田町
46 神埼あーさい 神埼市
47 自然薯 唐津市
48 キクイモ 基山町
49 福頭 鹿島市、嬉野市、武雄市
50 からゆたか（サツマイモ） 唐津市
51 レモングラス 佐賀市、多久市、武雄市、小城市
52 アイスプラント 佐賀市、唐津市
53 和菱 神埼市
54 蜂蜜 県内全域

（別紙）

佐賀県地域産業資源の指定について

本県における地域産業資源の指定及び当該地域産業資源を活用した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の指定については、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（平成１９年５月１１日法律第３９号）第４条、地域産業資源活用事業の促進に関する基本方
針（平成２７年８月２８日）及び佐賀県地域産業資源指定要領に基づき下表のとおり定める。

(１)農林水産物（９４）
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55 牛 県内全域
56 豚 県内全域
57 鶏 県内全域
58 イノシシ 県内全域
59 エミュー 基山町
60 きくらげ 県内全域
61 しいたけ 県内全域
62 ムキタケ 武雄市
63 スギ 県内全域
64 竹 県内全域
65 楠 県内全域
66 榊 武雄市、基山町
67 ヒサカキ 武雄市
68 ヒノキ 神埼市
69 佐賀のり 佐賀市、鹿島市、小城市、神埼市、白石町、太良町
70 呼子イカ 唐津市
71 竹崎かに 太良町

唐津市、伊万里市、玄海町
鹿島市、太良町

73 唐津あじ 唐津市
74 唐津さば 唐津市
75 マダイ 唐津市、伊万里市、玄海町
76 トラフグ 唐津市、玄海町
77 鯉 小城市

78 クルマエビ 佐賀市、唐津市、伊万里市、鹿島市、小城市、白石
町、太良町

79 サザエ 唐津市、玄海町
80 ヒオウギ貝 唐津市、玄海町
81 鎮西のあわび 唐津市
82 サルボウ（モガイ） 佐賀市、鹿島市、小城市、白石町、太良町
83 むつごろう 佐賀市、鹿島市、小城市、白石町、太良町
84 わらすぼ 佐賀市、鹿島市、小城市、白石町、太良町
85 うみたけ 佐賀市、鹿島市、小城市、白石町、太良町
86 エツ 佐賀市、神埼市
87 赤うに 唐津市
88 シロウオ 唐津市
89 コハダ 太良町
90 キク 佐賀市、唐津市、鹿島市、白石町
91 バラ 太良町、佐賀市
92 ユリ 唐津市
93 トルコギキョウ 佐賀市
94 ホオズキ 佐賀市、神埼市、武雄市、鹿島市、唐津市

No. 名称 地域産業資源に係る地域
95 伊万里・有田焼 伊万里市、武雄市、嬉野市、有田町

96 唐津焼 唐津市、多久市、伊万里市、武雄市、嬉野市、玄海
町、有田町、白石町

97 白石焼 みやき町
98 肥前吉田焼 嬉野市
99 武雄焼 武雄市
100 諸富家具・建具 佐賀市、神埼市
101 肥前びーどろ 佐賀市
102 鹿島錦 鹿島市
103 佐賀錦 佐賀市
104 名尾手漉和紙 佐賀市
105 鍋野手漉和紙 嬉野市
106 鍋島緞通 佐賀市
107 西川登竹細工 武雄市
108 浮立面 鹿島市
109 弓野人形 武雄市
110 のごみ人形 鹿島市
111 尾崎人形 神埼市
112 温泉水（嬉野温泉） 嬉野市
113 温泉水（武雄温泉） 武雄市
114 温泉水（古湯温泉） 佐賀市
115 温泉水（熊の川温泉） 佐賀市
116 そば 県内全域
117 米粉 県内全域
118 小城羊羹 佐賀市、唐津市、鹿島市、小城市、白石町
119 丸ぼうろ 県内全域
120 白玉饅頭 佐賀市
121 あめ菓子（ノンキー、あめがた、寿賀台(すがだい)） 佐賀市
122 干し柿 佐賀市

72 牡蠣

(２)鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術（６０）



123 逸香口 嬉野市
124 松露饅頭 唐津市
125 松原おこし 唐津市
126 けえらん 唐津市
127 佐賀ラーメン 県内全域
128 とりこどん 鳥栖市
129 神埼そうめん 神埼市
130 大町たろめん 大町町
131 シシリアンライス 佐賀市
132 マジェンバ 小城市
133 伊万里牛ハンバーグ 伊万里市
134 たらふく丼 太良町
135 有田焼五膳 有田町
136 有田焼カレー 有田町
137 ごどうふ 有田町
138 須古寿司 白石町
139 茶 佐賀市、唐津市、伊万里市、武雄市、嬉野市、神埼市
140 うれしの紅茶 嬉野市
141 佐賀のり 県内全域
142 粕漬け 県内全域
143 ガニ漬（がん漬） 佐賀市、鹿島市、小城市、白石町、太良町
144 青しまうり漬け 多久市
145 椿油 唐津市、上峰町
146 清酒（日本酒） 県内全域
147 焼酎 県内全域
148 醤油 佐賀市、唐津市
149 肥前刃物 県内全域
150 自動車部品 県内全域
151 ファインセラミックス 県内全域

152 製薬 佐賀市、唐津市、鳥栖市、伊万里市、鹿島市、小城
市、吉野ヶ里町、基山町

153 化粧品関連製品 唐津市
154 小城の名水 小城市

No. 名称 地域産業資源に係る地域

155 佐野常民記念館・三重津海軍所跡 佐賀市
156 東よか干潟 佐賀市
157 佐賀県立博物館・美術館 佐賀市
158 佐賀城本丸歴史館 佐賀市
159 佐賀県立宇宙科学館 武雄市
160 佐賀県立九州陶磁文化館 有田町
161 嬉野温泉 嬉野市
162 武雄温泉 武雄市
163 古湯温泉 佐賀市
164 熊の川温泉 佐賀市
165 たら竹崎温泉 太良町
166 吉野ヶ里遺跡 神埼市、吉野ヶ里町
167 名護屋城跡 唐津市
168 佐賀城跡 佐賀市
169 基肄城跡 基山町
170 勝尾城筑紫氏遺跡 鳥栖市
171 安永田遺跡 鳥栖市
172 ひのはしら一里塚 神埼市
173 恵比須像 佐賀市
174 与賀神社 佐賀市
175 吉村家住宅 佐賀市
176 山口亮一旧宅 佐賀市
177 大隈重信記念館 佐賀市
178 肥前国庁跡 佐賀市
179 徴古館 佐賀市
180 佐賀市歴史民俗館 佐賀市
181 筑後川昇開橋 佐賀市
182 橋の駅ドロンパ 佐賀市
183 巨石パーク 佐賀市
184 佐賀バルーンミュージアム 佐賀市
185 唐津城 唐津市
186 旧高取家住宅 唐津市
187 旧唐津銀行本店 唐津市
188 旧犬塚家住宅（伊万里市陶器商家資料館） 伊万里市
189 中冨記念くすり博物館 鳥栖市
190 河内大山祇神社 鳥栖市
191 御船山楽園 武雄市

(３)文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源（１４０）



192 日本福音ルーテル小城教会 小城市
193 牛津赤れんが館 小城市
194 牛津町会館 小城市
195 豊玉姫神社 嬉野市
196 西岡家住宅 嬉野市
197 志田焼の里博物館 嬉野市
198 旧美野分教場 嬉野市
199 九年庵 神埼市
200 下村湖人生家 神埼市
201 旧古賀銀行神埼支店 神埼市
202 仁比山神社 神埼市
203 祐徳稲荷神社 鹿島市
204 多久聖廟 多久市
205 西渓公園 多久市
206 川打家住宅 多久市
207 大興善寺 基山町
208 綾部神社 みやき町
209 陶山神社 有田町
210 泉山磁石場 有田町
211 李参平の碑 有田町
212 トンバイ塀 有田町
213 有田陶磁美術館 有田町
214 土井家住宅 大町町
215 大魚神社の海中鳥居 太良町
216 かき小屋 太良町、鹿島市
217 佐賀インターナショナルバルーンフェスタ 佐賀市
218 佐賀城下ひなまつり 佐賀市
219 とんさんえびす祭り 佐賀市
220 佐賀城下栄の国まつり 佐賀市
221 古湯映画祭 佐賀市
222 市川の天衝舞浮立 佐賀市
223 唐津くんち 唐津市
224 唐津やきもん祭り 唐津市
225 呼子の大綱引き 唐津市
226 呼子の朝市 唐津市
227 九州花火大会 唐津市
228 国際渓流滝登りinななやま 唐津市
229 鳥栖山笠 鳥栖市
230 神原八幡宮の取り追う祭 伊万里市
231 竹崎観世音寺修正会鬼祭 太良町
232 清水竹灯り 小城市
233 忍者 嬉野市
234 酒蔵ツーリズム 鹿島市
235 ガタリンピック 鹿島市
236 有田陶器市 有田町
237 白鬚神社の田楽 佐賀市
238 四阿屋神社の御田舞 鳥栖市
239 府招の浮立 伊万里市
240 伊万里梅まつり 伊万里市
241 武雄の荒踊 武雄市
242 音成の面浮立 鹿島市
243 高志の狂言 神埼市
244 ハンギーまつり 神埼市
245 米多浮立 上峰町
246 川原狂言 太良町
247 基山の草スキー 基山町
248 下合瀬の大カツラ 佐賀市
249 シチメンソウ群生地 佐賀市
250 切木ぼたん 唐津市
251 虹ノ松原 唐津市
252 屋形石の七ツ釜 唐津市
253 真木の大藤 鳥栖市
254 伊万里湾カブトガニの繁殖地 伊万里市
255 浦ノ崎駅の桜のトンネル 伊万里市
256 武雄の大楠 武雄市
257 川古の大楠 武雄市
258 小城公園の桜 小城市
259 嬉野の大チャノキ 嬉野市
260 納戸料の百年桜 嬉野市
261 肥前鹿島干潟 鹿島市
262 浄徳寺のシャクナゲ 神埼市
263 千石山のサザンカ 吉野ヶ里町
264 日本茶樹栽培発祥の地 吉野ヶ里町
265 有田の大公孫樹 有田町



266 縫ノ池 白石町
267 歌垣公園 白石町
268 ほたるの生息地 佐賀市、小城市、武雄市、嬉野市、有田町、みやき町
269 鎮西山 上峰町
270 秋に咲くひまわり みやき町
271 見帰りの滝 唐津市
272 観音の滝 唐津市
273 御手洗の滝 鳥栖市
274 清水の滝 小城市
275 蕨野の棚田 唐津市
276 大浦の棚田 唐津市
277 浜野浦の棚田 玄海町
278 岳の棚田 有田町
279 江里山の棚田 小城市
280 西の谷の棚田 佐賀市
281 清水川 小城市
282 筑後川 みやき町
283 竜門の清水 有田町

284 脊振山系（天山、脊振･北山、川上･金立の各県立自然公園）
佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、
吉野ヶ里町、基山町、みやき町

285 三瀬そば街道 佐賀市

286 長崎街道
佐賀市、鳥栖市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、
神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町、大
町町、江北町、白石町、太良町

287 有田町有田内山伝統的建造物群保存地区 有田町
288 嬉野市塩田津伝統的建造物群保存地区 嬉野市

290 鹿島市浜中町八本木宿伝統的建造物群保存地区 鹿島市
291 伊万里市大川内山地区 伊万里市
292 有明海 佐賀市、鹿島市、小城市、白石町、太良町
293 玄海・玄界灘 唐津市、玄海町
294 王仁博士顕彰公園 神埼市

289 鹿島市浜庄津町浜金屋町伝統的建造物群保存地区 鹿島市

※佐賀県地域産業資源は平成31年２月25日付けで指定する。


