
別紙１

令和2年4月9日

福　　岡　　県 

（１）農林水産物

No. 名称 地域産業資源に係る地域

1 青唐辛子 川崎町

2 青ねぎ 県内全域

3 赤しそ 芦屋町

4 あかもく
北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古
賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣
町、苅田町、吉富町、築上町

5 あこや貝 新宮町

6 あさくら豚米（豚） 朝倉市、筑前町

7 アサリ 柳川市

8 アスター 田川市

9 アスパラガス
大牟田市、久留米市、柳川市、大川市、みやま
市、大木町、田川市、福智町、添田町

10 あなご 宗像市

11 あまだい 宗像市

12 アユ
久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、う
きは市、朝倉市、みやま市、行橋市、添田町、赤
村、みやこ町、宮若市

13 いか

北九州市、行橋市、豊前市、宗像市、福津市、芦
屋町、岡垣町、苅田町、吉富町、築上町、福岡
市、糸島市、新宮町、大牟田市、柳川市、大川
市、みやま市

14 い草 柳川市、大川市、みやま市、大木町

15 イシワケイソギンチャク 柳川市

16 いちご（あまおう） 県内全域

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

　本県において、「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年法律第３９号）」第４条第１項に基づき、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。

　※赤字・下線は、今回新たに追加または変更したもの



17 いちじく

北九州市、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、宗
像市、宮若市、嘉麻市、岡垣町、遠賀町、小竹
町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、糸田町、
川崎町、大任町、赤村、福智町、みやこ町、久留
米市、柳川市、大川市、朝倉市、大木町、豊前
市、うきは市

18 糸島カキ 糸島市

19 糸島天然真鯛 糸島市

20 糸島豚 糸島市

21 うきはの茶 うきは市

22 うなぎ 柳川市

23 うに 岡垣町、北九州市

24 梅 八女市

25 エツ 久留米市、柳川市、大川市

26 えのき 柳川市、大木町

27 合馬たけのこ 北九州市

28 大川・旅出しうなぎ 大川市

29 オリーブ うきは市

30 カーネーション うきは市

31 ガーベラ 八女市、大刀洗町、広川町

32 柿 久留米市、うきは市、朝倉市

33 鐘崎天然とらふく 宗像市

34 鐘崎天然ふく 宗像市

35 唐泊恵比須かき 福岡市

36 川アンコウ（天然ナマズ） 大川市

37 川茸 朝倉市

38 漢方巨峰 岡垣町

39 関門海峡たこ 北九州市

40 キウイ 八女市、うきは市

41 きくらげ うきは市

42 葛 朝倉市

43 求菩提そば 豊前市

44 求菩提葉わさび 豊前市

45 久留米つつじ 久留米市

46 黒松 久留米市

47 京築ヒノキ
行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上
毛町、築上町

48 玄海のふぐ 福岡市

49
県産小麦（品種名：ちくしＷ２
号、商標：ラー麦）

県内全域

50 県産大豆（フクユタカ） 県内全域

51
県産米（夢つくし、元気つく
し、実りつくし）

県内全域

52 国産バニラ（バニラビーンズ） 久留米市

53 小倉牛 北九州市

54 小倉紫咲米 北九州市

55 コショウダイ 豊前市

56 ごろし 筑後市、みやま市

57 桜マンゴー 大任町



58 サラダ菜 久留米市

59 サルボウ貝 大牟田市、柳川市、大川市

60 サワラ
北九州市、福岡市、行橋市、豊前市、宗像市、古
賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣
町、苅田町、吉富町、築上町

61 しいたけ 北九州市、八女市、大木町、添田町、東峰村

62 しじみ 大任町

63 芝エビ 大牟田市、柳川市、大川市

64 四方竹 うきは市

65 ジャージー牛の特別牛乳 嘉麻市

66 ジャンボにんにく 水巻町

67 スイートコーン 豊前市

68 セロリ みやま市

69 そら豆 柳川市

70 竹材 県内全域

71 竹・たけのこ 福岡市、糸島市

72 たけのこ みやこ町

73 筑前クロダマル 筑前町

74 筑豊特殊卵 飯塚市、宮若市、嘉麻市、鞍手町

75 チョウザメ うきは市

76 ツバキ 久留米市

77 天然ハマグリ 糸島市

78 戸畑あやめ 北九州市

79 トマト 柳川市、中間市、うきは市

80 トルコギキョウ
直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、小竹
町、鞍手町、桂川町、香春町、添田町、川崎町、
大任町、赤村、福智町

81 流川れんこん うきは市

82 なし
久留米市、飯塚市、八女市、筑後市、うきは市、
嘉麻市、朝倉市、筑前町、広川町、福智町

83 ナス みやま市、柳川市

84 二丈赤米 糸島市

85 はかた一番どり

北九州市、福岡市、小郡市、大野城市、宗像市、
朝倉市、篠栗町、新宮町、粕屋町、岡垣町、糸島
市、大牟田市、久留米市、八女市、うきは市、田
川市

86 はかた地どり 県内全域

87 博多すぎたけ 大木町

88 博多万能ねぎ 朝倉市

89 博多もずく
福岡市、糸島市、新宮町、北九州市、宗像市、福
津市、芦屋町、岡垣町

90 博多和牛

直方市、行橋市、春日市、大野城市、太宰府市、
古賀市、福津市、うきは市、須恵町、新宮町、粕
屋町、遠賀町、鞍手町、大刀洗町、北九州市、宗
像市、福岡市、糸島市、久留米市、飯塚市、柳川
市、筑後市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、筑前
町、豊前市、筑紫野市、赤村

91 はと麦 久留米市



92 パプリカ 田川市

93 ハモ 豊前市

94 バラ 福岡市、粕屋町

95 はるみ 豊前市

96 菱 大木町

97 ひじき
北九州市、宗像市、福津市、芦屋町、岡垣町、福
岡市、糸島市、新宮町

98 弘わかめ 福岡市

99 びわ 岡垣町

100 福岡有明のり 大牟田市、柳川市、大川市、みやま市

101 福岡県産マンゴー 久留米市、柳川市

102
ふくおかジビエ （イノシシ、
シカなどの獣肉）

豊前市、田川市、宗像市、糸島市、宇美町、筑前
町、添田町、みやこ町

103 福津の鯛 福津市

104 豊前海一粒かき
北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築
上町

105 豊前棚田ゆず 豊前市

106 豊前茶 豊前市

107 豊前とうがらし 豊前市

108 豊前本ガニ
北九州市、行橋市、豊前市、苅田町、吉富町、築
上町

109 ぶどう
大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、
うきは市、朝倉市、みやま市、広川町、直方市、
宮若市、鞍手町、福智町

110 船小屋牛 久留米市、筑後市

111 ぶなしめじ 大木町

112 ブルーベリー うきは市

113 ブロッコリー 粕屋町

114 紅たで 朝倉市

115 帆柱茶 みやこ町

116 マダイ
北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸
島市、新宮町、芦屋町、岡垣町

117 馬田瓜 朝倉市

118 みかん 大牟田市、八女市、筑後市、みやま市、新宮町

119 三毛門かぼちゃ 豊前市

120 みず菜 小郡市

121 三奈木砂糖 朝倉市

122 耳納いっーとん うきは市

123 耳納杉 久留米市、うきは市

124 みやこ肉（猪肉・鹿肉） みやこ町

125 麦 柳川市

126 ムツゴロウ 柳川市

127 紫草（ムラサキ） 筑紫野市

128 木ろう みやま市

129 門司港バナナ 北九州市

130 桃 うきは市

131 ヤーコン 那珂川市

132 ヤギミルク 宇美町



133 ヤマメ うきは市、添田町

134 やまもも 那珂川市

135
八女ジビエ（イノシシ・シカな
どの獣肉）

八女市

136 八女地域の竹・たけのこ 大牟田市、八女市、みやま市、広川町

137 八女茶 八女市、筑後市、広川町

138 八女電照菊 八女市、筑後市、広川町

139 ゆず 東峰村、川崎町

140 夢れんげ 遠賀町

141 洋ラン 小郡市

142 リーフレタス 久留米市

143 りんご 嘉麻市

144 若松潮風キャベツ 北九州市

145 若松トマト 北九州市

146 わかめ
北九州市、宗像市、福津市、芦屋町、岡垣町、福
岡市、糸島市、新宮町

147 ワラスボ 柳川市

（２）鉱工業品又は鉱工業品の生産に係る技術

148 上野焼 福智町

149 芦屋釜 芦屋町

150 い草製品 柳川市、筑後市、大川市、みやま市、大木町

151 一の瀬焼 うきは市

152 今宿人形 福岡市

153 浮羽棕櫚箒 うきは市

154 うきはの麺 久留米市、うきは市

155 うなぎのせいろ蒸し 柳川市

156
衛生陶器をはじめとした水回り
商品

北九州市

157 追い出し猫 宮若市

158 大川木工製品
久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、み
やま市、大木町、広川町

159 大野城 鶏ぼっかけ 大野城市

160 おおむた洋風かつ丼 大牟田市

161 おんが米麺 芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町

162 柿酢 粕屋町

163 かしわめし 県内全域

164 粕漬け 大牟田市、柳川市、みやま市

165 かすてら饅頭 大牟田市

166
嘉飯ブランド創作菓子「ＫＵＲ
Ｏ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ」

飯塚市、嘉麻市、桂川町

167 嘉麻の釜めし 嘉麻市

168 鴨鍋 小郡市

169 玩具花火、打上花火、線香花火 みやま市

170 黄色の唐辛子 大牟田市

171 木うそ 太宰府市

172 きじ車 みやま市



173 北九いいと 北九州市

174 桐箱・桐製品 古賀市

175 久留米絣
久留米市、八女市、筑後市、大川市、うきは市、
大刀洗町、大木町、広川町

176 久留米縞織 久留米市、筑後市、広川町

177 久留米はんてん 久留米市、筑後市、広川町

178 久留米やきとり 久留米市

179 久留米ラーメン
久留米市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、う
きは市、朝倉市、みやま市、大刀洗町、大木町、
広川町

180 黒酢 川崎町

181 県産酒米「夢一献」
北九州市、福岡市、久留米市、柳川市、うきは
市、朝倉市、遠賀町

182 小石原焼 東峰村

183 小倉織 北九州市

184 小倉焼うどん 北九州市

185 ゴム製品
大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、
うきは市、朝倉市、みやま市

186 さげもん 柳川市

187 漆喰関連製品 田川市

188 自動車及び自動車部品 県内全域

189 地ビール 北九州市

190 城島瓦 久留米市

191 醤油
大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、
大川市、うきは市、朝倉市、みやま市、東峰村、
大刀洗町

192 石灰石（白ダイヤ） 田川市、香春町、苅田町

193 高取焼 直方市、東峰村

194 高菜漬 大牟田市、柳川市、八女市、みやま市

195 田川ホルモン（とんちゃん） 田川市

196 筑後うどん
久留米市、柳川市、八女市、筑後市、小郡市、朝
倉市、筑前町、東峰村

197 筑後の酒
久留米市、柳川市、八女市、大川市、小郡市、う
きは市、みやま市、大刀洗町

198 筑前朝倉蒸し雑煮 朝倉市、筑前町、東峰村
199 津屋崎人形 福津市

200 手ごねこんにゃく 大牟田市

201 等覚寺松会味噌・松会漬 苅田町

202 戸畑チャンポン 北九州市

203 なかがわタコス 那珂川市

204 なたね油（環のかおり） 大木町

205 ナノ蛍光体（量子ドット） 筑紫野市、広川町

206 ニンニク球 大任町

207 ぬか床料理（じんだ煮） 北九州市

208 博多うどん
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府
市、糸島市、那珂川市



209 博多織

福岡市、久留米市、小郡市、筑紫野市、春日市、
大野城市、太宰府市、古賀市、福津市、朝倉市、
糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須
恵町、新宮町、久山町、粕屋町、筑前町

210 博多辛子めんたいこ 県内全域

211 博多独楽 福岡市

212 博多人形
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、糸島市、
那珂川市、粕屋町

213 博多鋏 福岡市

214 博多張子 福岡市

215 博多曲物 福岡市、志免町

216 博多ラーメン
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府
市、糸島市、那珂川市

217 半導体製品 県内全域

218 微生物土壌改良剤 田川市

219 福岡の焼酎 県内全域

220 福岡の清酒 県内全域

221 福岡有明のり 大牟田市、柳川市、大川市、みやま市

222 豊前茶 豊前市

223
ぼた（相島の「魚のすり身」の
俗称）

新宮町

224 味噌
大牟田市、久留米市、柳川市、筑後市、みやま
市、東峰村

225 宮地嶽の松ヶ枝餅 福津市

226 門司港焼きカレー 北九州市

227 八幡ぎょうざ 北九州市

228 八女石灯籠 八女市

229
八女ジビエ（イノシシ・シカな
どの獣肉その他加工品）

八女市

230 八女すだれ 八女市、広川町

231 八女竹細工 八女市、広川町

232 八女茶 八女市、筑後市、広川町

233 八女提灯 柳川市、八女市、筑後市、みやま市、広川町

234 八女福島仏壇 八女市、筑後市、みやま市、広川町

235 八女矢 久留米市、八女市、筑後市、みやま市

236 八女和ごま 八女市

237 八女和紙 八女市、筑後市

238 柚子こしょう 添田町

239 籃胎漆器 久留米市

240 ロールケーキ 北九州市

241 ワイン 北九州市

（３）文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源

242 相島 新宮町

243 藍島・馬島 北九州市

244
秋月城址及び秋月伝統的建造物
群

朝倉市

245 朝倉グリーンツーリズム 朝倉市



246 芦屋釜 芦屋町

247 姉子の浜（鳴き砂） 糸島市

248 甘木鉄道 小郡市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町

249 あるあるシティ 北九州市

250 池のおく園 田川市

251
いのちのたび博物館（正式名
称：北九州市立自然史・歴史博
物館）

北九州市

252 岩戸山古墳及び八女古墳群 久留米市、八女市、筑後市、広川町

253 鵜飼 朝倉市

254 うきは市森林セラピー うきは市

255
うきは市の白壁土蔵作りの町並
み

うきは市

256 うきはテロワール うきは市

257 うみてらす豊前 豊前市

258 海の中道（ウミノナカミチ） 福岡市

259 宇美八幡宮 宇美町

260
江川ダム、寺内ダム、小石原川
ダム

朝倉市、東峰村

261 エツの生息地 久留米市、柳川市、大川市

262 追い出し猫 宮若市

263 王塚古墳・王塚装飾古墳館 桂川町

264
大石堰（おおいしぜき）・大石
長野水道

うきは市

265 大川市立清力美術館 大川市

266 大川木工製品
久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、み
やま市、大木町、広川町

267 おおき循環センターくるるん 大木町

268 大牟田の炭鉱遺産 大牟田市

269 おにぎえ（どろつくどん） 柳川市

270 香椎宮 福岡市

271
懐良親王・良成親王ゆかりの史
跡

八女市

272 河伯洞（火野葦平旧居） 北九州市

273
嘉穂アルプス（馬見山、屏山、
古処山）

嘉麻市

274 嘉穂劇場 飯塚市

275 竈門神社・宝満山 筑紫野市、太宰府市

276 駕与丁公園 粕屋町

277 臥龍梅 大牟田市

278 香春岳 香春町

279 苅田山笠（神幸祭） 苅田町

280 関門海峡・門司港レトロ 北九州市

281 北九州市内の工場群 北九州市

282 北九州モノレール 北九州市

283 北野天満宮・コスモス街道 久留米市

284 旧伊藤伝右衛門邸 飯塚市

285 旧蔵内邸 築上町



286 旧志免鉱業所の炭鉱遺産 志免町

287 旧吉原家住宅 大川市

288 清水山の歴史文化史跡 みやま市

289 清水湧水 うきは市

290 金印 福岡市

291 求菩提山 豊前市

292 求菩提の農村景観 豊前市

293 久留米絣
久留米市、八女市、筑後市、大川市、うきは市、
大刀洗町、大木町、広川町

294 細男舞・神相撲 吉富町

295 軍艦防波堤 北九州市

296 芸術の里「南畑」 那珂川市

297 京築神楽
行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上
毛町、築上町

298
玄海・大島地域における宗像大
社を中心とした歴史遺産

宗像市

299 源じいの森 赤村

300 光正寺古墳 宇美町

301
高良大社・高良山（史跡・遺跡
群）

久留米市

302 鴻臚館跡 福岡市

303 古賀政男記念館・生家 大川市

304 五ケ山クロス 那珂川市

305 小倉祇園太鼓 北九州市

306 小倉競馬（場） 北九州市

307 小倉城・小倉城庭園 北九州市

308 小倉食市食座 北九州市

309 五平太ばやし 北九州市

310 小保・榎津伝統的町並み 大川市

311 さげもん 柳川市

312 篠栗四国霊場八十八ヶ所 篠栗町

313 篠栗町森林セラピー 篠栗町

314 皿倉山 北九州市

315 三連水車 朝倉市

316 三連水車の里　あさくら 朝倉市

317
志賀島（志賀海神社、金印公
園、潮見公園）

福岡市

318 上陽の石橋群 八女市

319 白糸の滝 糸島市

320 新原・奴山古墳群 福津市

321 水郷柳川 柳川市

322 住吉神社 福岡市

323 全国総本宮　水天宮 久留米市

324 曽根干潟 北九州市

325 杣の里 八女市

326 大門松（日本一の大門松祭） 宮若市

327 大蛇山まつり 大牟田市



328 竹の棚田 東峰村

329 太宰府の歴史文化遺産 太宰府市

330 立花山 福岡市、新宮町、久山町

331 手向山公園 北九州市

332 旦過市場 北九州市

333 炭坑節発祥の地 田川市

334 筑後川 久留米市、柳川市、大川市、うきは市、朝倉市

335 筑後川温泉 うきは市

336 筑後川昇開橋 大川市

337 筑前町立大刀洗平和記念館 筑前町

338 筑豊地域の炭鉱文化遺産
直方市、飯塚市、田川市、中間市、宮若市、嘉麻
市、小竹町、鞍手町、香春町、添田町、糸田町、
川崎町、大任町、赤村、福智町

339 調音の滝 うきは市

340 つづら棚田 うきは市

341 綱敷天満宮 築上町

342
天拝山周辺（天拝山・天神さま
の径・天拝公園・武蔵寺・御自
作天満宮）

筑紫野市

343 刀剣 大牟田市

344 導流堤（筑後川デ・レーケ堤） 大川市

345 TOTOミュージアム 北九州市

346 戸畑祇園大山笠 北九州市

347 長崎街道筑前六宿
北九州市、直方市、飯塚市、筑紫野市、宮若市、
小竹町、桂川町

348 中島の朝市 柳川市
349 長田鉱泉 みやま市

350 難所が滝 宇美町

351 西日本工業倶楽部 北九州市

352
日本最古の朝鮮式山城「大野城
（おおののき）」

大野城市

353 奴国の遺跡群 春日市

354 梅園（夢たちばな観梅会） 八女市

355 博多織

福岡市、久留米市、小郡市、筑紫野市、春日市、
大野城市、太宰府市、古賀市、福津市、朝倉市、
糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須
恵町、新宮町、久山町、粕屋町、筑前町

356 筥崎宮（放生会） 福岡市

357 原鶴温泉 朝倉市

358 彼岸花 うきは市

359 彼岸花群生地 川崎町

360 英彦山 添田町

361 平尾台 北九州市、行橋市、苅田町、みやこ町

362 平塚川添遺跡 朝倉市

363 平原遺跡 糸島市

364 広内・上原地区棚田 八女市

365 風治八幡宮川渡り神幸祭 田川市

366 風浪宮（風浪神社） 大川市



367
福岡市民の祭り　博多どんたく
港まつり

福岡市

368 福岡城跡 福岡市

369 藤江氏魚楽園 川崎町

370
豊前国分寺三重塔、橘塚古墳、
永沼家住宅等史跡群とみやこ町
歴史民俗博物館

みやこ町

371 豊前市森林セラピー 豊前市

372 二日市温泉 筑紫野市

373 船小屋温泉 筑後市

374 宝満山の湧水群 筑紫野市、大野城市、太宰府市、宇美町

375 星の文化館・茶の文化館 八女市

376 松本清張記念館 北九州市

377 水田天満宮・恋木神社 筑後市

378 道の駅うきは うきは市

379 道の駅おおとう桜街道 大任町

380
道の駅原鶴・ファームステー
ションバサロ

朝倉市

381 耳納北麓 久留米市

382 宮地嶽神社 福津市

383 門司みなと祭 北九州市

384 森鴎外旧居 北九州市

385 八木山高原 飯塚市

386 薬王寺温泉 古賀市

387 山田堰・堀川用水・三連水車 朝倉市

388
山本作兵衛の炭坑記録画及び記
録文書

田川市

389 八女黒木の大藤 八女市

390 八女福島の町並み 八女市

391 わかちく史料館 北九州市

392 若戸大橋 北九州市

393 脇田温泉 宮若市


