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 ○地域産業資源の内容 

大阪府において、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の推進に関する法律

（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。 

 

（１） 農林水産品 

名称 地域産業資源に係る地域 

青じそ 寝屋川市 

アジ 岸和田市、田尻町、泉佐野市 

あなご 岸和田市、田尻町、泉佐野市 

彩誉（あやほまれ） 岸和田市 

いかなご 田尻町 

泉たこ 岸和田市、田尻町、泉佐野市 

イワシ 岸和田市  

えびいも 大阪府内全域 

大阪いちじく 大阪府内全域 

大阪エコ農産物（水稲、水稲（古代米・黒米）、水稲

（レンゲ栽培米）、大豆、大豆（黒豆）、さといも、

山の芋、さつまいも、じゃがいも、スイートコーン、

いちご、えだまめ、えだまめ（黒豆）、黒えだまめ、

しろな、オクラ、かぶ、こかぶ、かぼちゃ、キャベ

ツ、きゅうり、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さ

やえんどう、しゅんぎく、菊菜、だいこん、たまね

ぎ、たまねぎ（シャルム）、チンゲンサイ、とうがら

し、万願寺とうがらし、とうがん、トマト、なす、に

がうり、にんじん、洋人参、ねぎ、青ねぎ、九条ね

ぎ、はくさい、葉ごぼう、非結球レタス、ブロッコリ

ー、ほうれんそう、えんどう、実えんどう、うすいえ

んどう、みずな、そらまめ、一寸そらまめ、レタス、

れんこん、いちじく、うめ、みかん、温州みかん、か

き、すもも、ぶどう（巨峰・ベリｰＡ）、ぶどう（デラ

ウエア）、葉ぼたん） 

大阪府内全域 

大阪えだまめ 大阪府内全域 

おおさか河内材 大阪府内全域 

大阪きゅうり 大阪府内全域 

大阪こまつな 大阪府内全域 

大阪しろな 大阪府内全域 

大阪たけのこ 大阪府内全域 

大阪なす 大阪府内全域 

大阪ねぎ 大阪府内全域 

大阪ふき 大阪府内全域 

大阪ぶどう（デラウェア、巨峰、ピオーネ） 大阪府内全域 

大阪みかん 大阪府内全域 
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名称 地域産業資源に係る地域 

大阪みつば 大阪府内全域 

大阪もも 大阪府内全域 

大野ぶどう 大阪狭山市 

小山田の桃 河内長野市 

花卉（大阪エコ農産物） 大阪府内全域 

柏原ぶどう 柏原市  

ガッチョ 岸和田市、田尻町、泉佐野市 

包近の桃 岸和田市 

岸和田の竹 岸和田市 

キヌヒカリ 能勢町 

金時人参（きんときにんじん） 大阪府内全域 

毛馬胡瓜（けまきゅうり） 大阪府内全域 

勝間南瓜（こつまなんきん） 大阪府内全域 

昆布 岬町 

細河地域の植木 池田市 

しいたけ 岬町 

シャコ 岸和田市、田尻町、泉佐野市 

しゅんぎく 大阪府内全域 

しらす 岬町 

神宮寺ぶどう 交野市 

吹田慈姑（すいたくわい） 大阪府内全域 

泉州黄玉葱（せんしゅうきたまねぎ） 大阪府内全域 

泉州きゃべつ 大阪府内全域 

泉州さといも 大阪府内全域 

泉州たまねぎ 大阪府内全域 

千里の竹 吹田市  

高山牛蒡（たかやまごぼう） 大阪府内全域 

高山真菜（たかやままな） 大阪府内全域 

田辺大根（たなべだいこん） 大阪府内全域 

玉造黒門越瓜（たまつくりくろもんしろうり） 大阪府内全域 

天王寺蕪（てんのうじかぶら） 大阪府内全域 

鳥飼茄子（とりかいなす） 大阪府内全域 

日本茜 岸和田市、忠岡町 

能勢ぐり 大阪府内全域 

服部越瓜（はっとりしろうり） 大阪府内全域 

紅ずいき 大阪府内全域 

まったら愛っ娘（まなっこ）松原育ち 松原市 

三島独活（みしまうど） 大阪府内全域 

水なす 大阪府内全域 

箕面の柚子（ゆず） 箕面市 

芽紫蘇（めじそ） 大阪府内全域 

守口大根 大阪府内全域 

八尾若ごぼう 八尾市 
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名称 地域産業資源に係る地域 

レンゲ栽培米 枚方市 

若ごぼう 大阪府内全域 

わかめ 岬町 

ワタリガニ 泉佐野市 
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（２） 鉱工業品 

名称 地域産業資源に係る地域 

味付のり 大阪府内全域 

アルミ建材 阪南市 

厚焼・伊達巻 大阪府内全域 

いかなごくぎ煮 大阪府内全域 

池田炭 池田市、豊能町、能勢町 

和泉櫛 貝塚市 

いちじくジャム 羽曳野市 

医薬品 大阪市、茨木市 

印材 松原市 

印刷物 大阪市、八尾市 

大阪うどん 大阪府内全域 

大阪唐木指物 大阪市、東大阪市、摂津市、門真市、貝塚市、枚方市、柏原

市 

大阪唐木銘木仏壇 大阪市、東大阪市、堺市、豊中市、八尾市、吹田市、松原

市、柏原市 

大阪金剛簾 富田林市、河内長野市 

大阪寿司 大阪府内全域 

大阪泉州桐箪笥 岸和田市、堺市、和泉市、忠岡町、東大阪市 

大阪浪華錫器 大阪市、東大阪市 

大阪塗仏壇 大阪市、東大阪市、豊中市、堺市、八尾市、吹田市、岸和田

市、羽曳野市、寝屋川市、阪南市 

大阪仏壇 大阪市、東大阪市、豊中市、堺市、八尾市、岸和田市、羽曳

野市、寝屋川市 

大阪欄間 大阪市、吹田市、摂津市、松原市 

大阪欄間彫刻 大阪市、摂津市、松原市 

おこし 大阪府内全域 

お好み焼き 大阪府内全域 

鏡 大阪市、松原市 

菓子 大阪府内全域 

柏原ワイン 柏原市  

金網 松原市、東大阪市、四條畷市 

かばん 大阪市、堺市、八尾市、松原市、東大阪市 

釜揚げしらす 大阪府内全域 

ガラス工芸品 和泉市  

ガラス製品 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、東大阪市 

革靴 大阪市  

河内そうめん 枚方市 

玩具 大阪市、堺市、豊中市、池田市、八尾市、河内長野市、松原

市、羽曳野市、門真市、東大阪市 

靴下 大阪市、松原市、東大阪市、枚方市、寝屋川市、交野市 

毛織物 泉大津市 

毛馬きゅうり漬物（浅漬・粕漬） 大阪府内全域 
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名称 地域産業資源に係る地域 

ケミカルサンダル 大阪市、東大阪市 

建築金物 大阪市、堺市、八尾市、東大阪市 

昆布 大阪府内全域 

堺打刃物 堺市  

堺線香 堺市、大阪市、岸和田市 

堺手織段通 堺市 

作業工具 大阪市、堺市、東大阪市、阪南市 

作業手袋 富田林市、太子町、泉南市 

塩わかめ 阪南市 

紙器 大阪市、堺市、豊中市、吹田市、守口市、八尾市、柏原市、

東大阪市 

敷物 大阪市、堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、八尾市、富田

林市、河内長野市、和泉市 

しぐれ羹 岸和田市  

次世代ロボット 大阪市  

自転車 堺市  

児童乗物 大阪市、八尾市、東大阪市、柏原市 

事務用紙製品 大阪市、八尾市、松原市、東大阪市 

ジャム 大阪府内全域 

修羅もなか 藤井寺市  

人工衛星 東大阪市  

紳士既製服 大阪市、枚方市 

真珠核 松原市  

人造真珠硝子細貨 堺市、岸和田市、和泉市、高石市 

制菌綿織物製品 熊取町  

本 大阪市、堺市、豊中市、守口市、八尾市、富田林市、松原

市、大東市、羽曳野市、門真市、東大阪市 

石けん・洗剤 大阪市、堺市、八尾市、東大阪市 

繊維機械 大阪市、堺市、東大阪市 

染色整理 大阪府内全域 

銑鉄鋳物 大阪市、堺市、東大阪市 

惣菜 大阪府内全域 

タオル 貝塚市、泉佐野市、泉南市、熊取町、田尻町 

たこ焼き 大阪府内全域 

鍛工品 大阪市、堺市、東大阪市 

だんじりグッズ 岸和田市 

だんじり彫刻 岸和田市 

段ボール箱 大阪市、豊中市、守口市、八尾市、大東市、門真市、東大阪

市 

チェーン 阪南市 

注染和晒 堺市、柏原市 

漬物 大阪府内全域 

つまようじ 河内長野市  
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名称 地域産業資源に係る地域 

でっちようかん 能勢町 

豆腐 大阪府内全域 

道明寺糒（どうみょうじほしい） 藤井寺市 

蜻蛉玉 藤井寺市 

鉄管継手 大阪市、堺市、河内長野市、東大阪市 

天王寺蕪漬物（浅漬・粕漬） 大阪府内全域 

止々呂美三品 箕面市  

塗料 大阪市 

浪華本染めゆかた 堺市、柏原市 

なにわ錫器 大阪市、東大阪市 

なにわワイン 大阪府内全域 

日本酒 藤井寺市、河内長野市、高槻市、交野市、阪南市 

ねじ 大阪市、堺市、東大阪市 

撚糸 大阪市、堺市、岸和田市、泉大津市、八尾市、和泉市、東大

阪市、忠岡町 

農業機械 大阪市、堺市 

歯ブラシ 大阪市、八尾市、東大阪市 

刃物 大阪市、堺市 

袋物 大阪市、堺市、豊中市、八尾市，松原市、柏原市、門真市、

藤井寺市、東大阪市 

婦人子供服 大阪市、堺市、岸和田市、吹田市、守口市、八尾市、寝屋川

市、松原市、大東市，和泉市、柏原市、東大阪市 

普通線材製品 大阪市、堺市、東大阪市 

布帛縫製品 大阪市  

ブラシ 大阪市、八尾市、東大阪市 

プラスチック製品 大阪府内全域 

ベアリング 大阪市、堺市、河内長野市 

帽子 大阪市  

紡績 大阪市、守口市、堺市、岸和田市、泉大津市、和泉市、忠岡

町、泉南市、阪南市 

ほうろう鉄器 大阪市、大東市 

ボタン 大阪市、八尾市、柏原市、東大阪市 

ぼたん鍋 能勢町  

ポン酢 和泉市 

魔法瓶 大阪市,堺市、門真市、東大阪市 

丸編ニット 大阪市、堺市、吹田市、守口市、松原市、和泉市、箕面市、

門真市、摂津市、東大阪市、泉大津市 

水なす漬 大阪府内全域 

水間焼 貝塚市 

味噌 大阪府内全域 

眼鏡 大阪市、八尾市、松原市、東大阪市、岸和田市 

綿スフ織物 堺市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、忠岡町、熊取

町 
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名称 地域産業資源に係る地域 

毛布 岸和田市、泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町 

木材加工品 大阪市、堺市 

木製家具 大阪市、堺市、東大阪市、阪南市 

もみじの天ぷら 箕面市 

ゆかた 柏原市 

洋傘 大阪市、東大阪市 

横編ニット 大阪市、堺市、岸和田市、吹田市、泉大津市、茨木市、和泉

市、門真市、摂津市、高石市、忠岡町、豊中市、大阪狭山市 

ラグビーグッズ 東大阪市 

離宮の水 島本町 

ワイヤーロープ 貝塚市、泉佐野市 

和菓子 堺市 

和紙の布（和紙織物） 阪南市 
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（３）観光資源 

名称 地域産業資源に係る地域 

ＡＴＣ（アジア太平洋トレードセ 

ンター） 

大阪市 

あべのハルカス 大阪市 

天野街道 大阪狭山市 

天野川 枚方市、交野市 

天の川七夕まつり 交野市 

安満宮山古墳（青龍三年の丘） 高槻市 

アメリカ村 大阪市 

飯盛山 岬町 

生國魂神社 大阪市 

池上曽根遺跡 和泉市、泉大津市 

池上曽根弥生学習館 泉大津市 

石切劔箭神社 東大阪市 

泉穴師神社 泉大津市 

泉大津市立織編館 泉大津市 

和泉葛城山ブナ林 岸和田市、貝塚市 

和泉市久保惣記念美術館 和泉市 

犬鳴山温泉 泉佐野市 

茨木市立川端康成文学館 茨木市 

茨木童子の像 茨木市 

今宮戎神社 大阪市 

いよやかの郷 岸和田市 

岩湧山 河内長野市 

蔭凉寺 和泉市 

老松通り 大阪市 

牛滝山 岸和田市 

鵜殿の葦原 高槻市 

永福寺 忠岡町 

永楽ゆめの森公園 熊取町 

叡福寺 太子町 

延命寺 河内長野市 

大阪科学技術館 大阪市 

大阪くらしの今昔館 大阪市 

大阪国際会議場（グランキューブ

大阪） 

大阪市 

大阪国際空港 豊中市 

大阪国際平和センター（ピースお 

おさか） 

大阪市 

大阪市中央卸売市場 大阪市 

大阪城公園 大阪市 

大阪城天守閣 大阪市 

大阪城西の丸庭園 大阪市 
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名称 地域産業資源に係る地域 

大阪市立科学館 大阪市 

大阪市立自然史博物館 大阪市 

大阪市立東洋陶磁美術館 大阪市 

大阪市立美術館 大阪市 

大阪人権博物館（リバティおおさ 

か） 

大阪市 

大阪天満宮 大阪市 

大阪府環境農林水産総合研究所

（水産技術センター） 

岬町 

大阪企業家ミュージアム 大阪市 

大阪・光の饗宴 大阪市 

大阪府咲洲庁舎 大阪市 

大阪府咲洲庁舎展望台（コスモタ

ワー） 

大阪市 

大阪府立上方演芸資料館（ワッハ

上方） 

大阪市 

大阪府立青少年海洋センタ－ 岬町 

大阪府立近つ飛鳥博物館 太子町、河南町 

大阪府立近つ飛鳥風土記の丘 太子町、河南町 

大阪府立花の文化園 河内長野市 

大阪府立弥生文化博物館 泉大津市 

大阪歴史博物館 大阪市 

奥貝塚 彩の谷農業庭園「たわ

わ」 

貝塚市 

奥水間温泉 貝塚市 

海会寺跡広場と古代史博物館・泉 

南市埋蔵文化財センター 

泉南市 

貝塚三夜音頭 貝塚市 

貝塚寺内町の街並み 貝塚市 

貝塚市歴史展示館 貝塚市 

海遊館 大阪市 

勝尾寺 箕面市 

神峯山寺 高槻市 

上方浮世絵館 大阪市 

上新田天神社とんど祭 豊中市 

関西国際空港 大阪府内全域 

観心寺 河内長野市 

願泉寺 貝塚市 

観音山公園の七夕モニュメント 

（牽牛石碑・七夕歌碑） 

枚方市 

岸和田城 岸和田市 

岸和田本町景観地区 岸和田市 

北新地 大阪市 
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名称 地域産業資源に係る地域 

キッズプラザ大阪 大阪市 

旧堺燈台 堺市 

旧笹井家住宅 高槻市 

旧田中家鋳物民俗資料館 枚方市 

久宝寺寺内町の町並み 八尾市 

京街道 枚方市 

金乗寺 岬町 

金熊寺梅林 泉南市 

熊取交流センター 煉瓦館 熊取町 

熊取ふれあい農業祭 熊取町 

グランフロント大阪 大阪市 

黒井の清水の碑 茨木市 

黒門市場 大阪市 

継体天皇樟葉宮跡伝承地 枚方市 

毛馬桜之宮公園 大阪市 

恋人の聖地 マーブルビーチ 泉南市 

孝恩寺 貝塚市 

高校野球メモリアルパーク 豊中市 

高校ラグビー、サッカー発祥の地 豊中市 

興善寺 岬町 

神於山 岸和田市 

郡山宿本陣（椿の本陣） 茨木市 

国立国際美術館 大阪市 

国立文楽劇場 大阪市 

小島自然海浜 岬町 

コスモスの里「伝統的な農村集 

落」穂谷 

枚方市 

金剛山 千早赤阪村 

金剛寺 河内長野市 

西国街道 高槻市 

誉田八幡宮 羽曳野市 

酒蔵通り 河内長野市 

咲くやこの花館 大阪市 

西陵古墳 岬町 

堺環濠都市遺跡 堺市 

堺自転車会館 堺市 

堺刃物伝統産業会館（堺ＨＡＭＯ

ＮＯミュージアム） 

堺市 

サザンビーチ 泉南市 

さやま池 大阪狭山市 

三休橋筋商店街 大阪市 

ＧＬＩＯＮ ＭＵＳＥＵＭ（ジー

ライオン ミュージアム） 

大阪市 
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名称 地域産業資源に係る地域 

心合寺山古墳 八尾市 

史跡阿武山古墳 高槻市 

史跡今城塚古墳 高槻市 

自転車博物館・サイクルセンター 堺市 

四天王寺 大阪市 

司馬遼太郎記念館 東大阪市 

地福寺の枝垂れ桜 阪南市 

下赤坂の棚田 千早赤阪村 

常光寺 八尾市 

市立善兵衛ランド 貝塚市 

城山古墳の花しょうぶ園 藤井寺市 

心斎橋筋商店街 大阪市 

新世界 大阪市 

新寝屋川八景 寝屋川市 

吹田まつり 吹田市 

住吉大社 大阪市 

住吉祭 大阪市 

関大明神社 島本町 

石仏史跡 豊能町 

摂津峡公園 高槻市 

せんなん里海公園 阪南市 

千日前道具屋筋商店街 大阪市 

千利休屋敷跡 堺市 

泉布観 大阪市 

そぶら・貝塚ほの字の里 貝塚市 

造幣局 大阪市 

太鼓台祭り 貝塚市、泉佐野市 

高槻ジャズストリート 高槻市 

滝谷不動明王寺 富田林市 

滝畑ダム 河内長野市 

竹内街道 羽曳野市 

竹内街道と王陵の谷 太子町 

田尻海洋交流センター 田尻町 

田尻歴史館 田尻町 

忠岡神社 忠岡町 

だんじり祭 岸和田市、貝塚市、熊取町、泉大津市、忠岡町、泉佐野市 

淡輪海水浴場 岬町 

淡輪ヨットハ－バー 岬町 

茶聖・千利休生誕の地 堺市 

茶屋町界隈 大阪市 

町立歴史文化資料館 島本町 

チンチン電車（阪堺軌道阪堺線） 堺市 

通天閣 大阪市 
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名称 地域産業資源に係る地域 

通法寺跡 羽曳野市 

土丸・雨山城跡 熊取町 

つまようじ資料室 河内長野市 

露天神社（お初天神） 大阪市 

鉄砲鍛冶屋敷（旧市街地北部周辺

町家） 

堺市 

伝アテルイ・モレの塚 枚方市 

伝王仁墓 枚方市 

天神橋筋商店街 大阪市 

天神祭 大阪市 

天王寺公園 大阪市 

天王寺動物園 大阪市 

天王寺七坂 大阪市 

天保山渡船場 大阪市 

天保山ハーバービレッジ 大阪市 

天保山マーケットプレース 大阪市 

天満天神繁昌亭 大阪市 

道頓堀 大阪市 

道明寺天満宮の梅園 藤井寺市 

特別史跡百済寺跡 枚方市 

富田林寺内町の街並み 富田林市 

高山の棚田 豊能町 

豊中まつり 豊中市 

中家住宅 熊取町 

長谷の棚田 能勢町 

中之島公園 大阪市 

長池オアシス 熊取町 

長尾街道 羽曳野市 

なにわ食いしんぼ横丁 大阪市 

難波宮跡公園（なにわのみやあと 

公園） 

大阪市 

なにわ淀川花火大会 大阪市 

二色の浜公園 貝塚市 

西高野街道 河内長野市、大阪狭山市 

二上山 太子町 

日本橋でんでんタウン 大阪市 

能勢の浄瑠璃 能勢町 

野間の大ケヤキ 能勢町 

野見神社 高槻市 

墓店 忠岡町 

畑田家住宅 羽曳野市 

機物神社 交野市 

初谷川峡谷 豊能町 
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名称 地域産業資源に係る地域 

服部緑地 豊中市 

花博記念公園鶴見緑地 大阪市 

浜街道 泉大津市 

原田神社獅子神事祭 豊中市 

阪南コットンファーム 阪南市 

阪南の夕陽 阪南市 

万博記念公園 吹田市 

東大阪市花園ラグビー場 東大阪市 

東高野街道 河内長野市、四條畷市、藤井寺市、交野市、枚方市、羽曳野

市、八尾市 

ぴちぴちビーチ 阪南市 

ひらかた菊フェスティバル 枚方市 

枚方市農業まつり 枚方市 

枚方宿鍵屋資料館 枚方市 

枚方八景 枚方市 

枚方まつり 枚方市 

藤田邸跡公園 大阪市 

葛井寺 藤井寺市 

貝塚の東盆踊り 貝塚市 

枚岡梅林 東大阪市 

福聚山慈眼寺（野崎観音） 大東市 

布施戎神社 東大阪市 

ぶどう畑 柏原市 

船守神社 岬町 

普門寺 高槻市 

古市古墳群 藤井寺市、羽曳野市 

長松自然海浜 岬町 

日本民家集落博物館 大阪府内全域 

法善寺横丁 大阪市 

星田妙見宮 交野市 

本山寺 高槻市 

マーブルビーチ 田尻町、泉佐野市 

舞洲スポーツアイランド（舞洲ア 

ーバンオートビレッジ・バーベキ 

ューガーデン) 

大阪市 

槇尾山施福寺 和泉市 

正木美術館 忠岡町 

まちかどミュージアム 堺市 

マチカネワニの化石 豊中市 

松尾寺 和泉市 

俎石山 阪南市 

丸山古墳 貝塚市 

岬町海釣り公園とっとパーク小島 岬町 
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名称 地域産業資源に係る地域 

岬町の夕陽 岬町 

水間鉄道 貝塚市 

水間寺 貝塚市 

三ツ松明土行念仏（チャンチャン

ヒキ） 

貝塚市 

御堂筋 大阪市 

水無瀬神宮 島本町 

南船場・堀江界隈 大阪市 

箕面温泉 箕面市 

箕面山七日市 箕面市 

御幸通り（コリアタウン） 大阪市 

妙見山 能勢町 

明治の森箕面国定公園 箕面市 

百舌鳥古墳群 堺市 

八尾河内音頭まつり 八尾市 

やぐら祭り 阪南市、泉佐野市 

八坂神社獅子神事祭 豊中市 

安中新田会所跡旧植田家住宅 八尾市 

野中寺 羽曳野市 

山中渓 阪南市 

吉村家住宅 羽曳野市 

与謝野晶子生家跡 堺市 

淀川舟運イベント 枚方市 

淀屋橋・北浜を中心とした歴史的 

建造物群 

大阪市 

瀧安寺 箕面市 

りんくうタウン 泉佐野市 

レンゲ栽培米 枚方市 

若山神社 島本町 

わんぱく王国 阪南市 

 

 

 


