
親切・丁寧、身近な相談しやすい農政局  



・中国四国農政局ホームページ 地産地消に関する情報 
http://www.maff.go.jp/chushi/chisanchisyo/index.html  
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野菜 － 地元産品を食べる － 

 
 毎日の食卓にあがる野菜。岡山県では自然を

活かし、各地で様々な野菜がつくられています。 
 川沿いの砂地を利用した野菜、瀬戸内の温暖
な気候を活かした野菜、ハウスを利用して栽培
した野菜、涼しい気候を活かした野菜など… 
 スーパーの野菜売り場や直売所には旬の岡山
県産野菜がたくさんならんでいます。 
 主な野菜の産地と保存方法などを紹介します。 

  

 
 

 

  
  
  

旬 
 ４月～６月 
 

主な産地 
 真庭市、津山市、美作
市など県北部を中心に栽
培。 
 

保存方法 
 濡れたペーパーを敷い
て冷蔵保存。 

旬 
 ７月～８月 
 

主な産地 
 高梁市、真庭市、新見市などの県中北部の高冷地を中心に栽培。 
 

保存方法 
 まだ実が青いトマトは常温保存。赤いトマトは冷蔵庫で保存。 
冷凍保存ならさらに長もちします。  
 
 

美肌効果が
あります。 

旬 
 ６月～８月 
 

主な産地 
 県中北部の美作市、勝央町など。 
 

保存方法 
 おいしく食べるにはすぐにゆでて
食べきりましょう。 
 枝付きなら新聞紙に包んで冷蔵庫
で保存。 

夏バテ
防止に
最適！ 旬 

 ６月～８月 
 

主な産地 
 県中部で「夏秋きゅう
り」とハウス栽培による
「冬春きゅうり」を栽培。 
 

保存方法 
 ポリ袋に入れて冷蔵保存。 
 

あまり日もちのしないきゅうり。 
たくさん手に入ったら保存のきく漬け物
にするのがおすすめです。 
市販の浅漬けの素を使うと簡単です。 

 岡山県の黒大豆は県中北部を中心に栽培さ
れ、全国有数の産地です。 
 黒大豆を若いさやの状態で 
収穫したものが黒大豆えだま 
めで、大粒で独特の甘みと風 
味があるのが特徴です。 

アスパラガス 

きゅうり えだまめ 

トマト 

直売所にならぶトマト 

最近ダイエットで注目を集めるトマト。 
ヨーロッパでは昔から「トマトが赤く
なると医者が青くなる」と言われるほ
ど栄養価が高いですが、低カロリーで
脂肪の消化を助ける作用があり、ダイ
エットには最適な野菜です。 
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旬 
 一般的には12月～２月ですが、岡山では春だい 
こん、夏だいこんと年間を通して出回ります。 
 

主な産地 
 春だいこんは倉敷市、夏だいこんは真庭市蒜山地区。岡山県の夏
だいこんの生産量は全国７位です。 
 

保存方法 
 すぐに葉を切り離し、別々に保存するのが基本です。葉を切って
新聞紙に包んで常温保存。切った場合はラップに包んで冷蔵保存。 
  
 

 

 

 

 

作ってみよう！ 

 お手軽地産地消メニュー（１） 

旬 
 どちらも７月～９月。 
 

主な産地 
 瀬戸内市。 
 

保存方法 
 まるごとなら新聞紙に包み風通しの良
い涼しいところに。 
 切った場合はラップに包んで冷蔵保存。 
 

  ひるぜん三白シチュー 
 
 

材 料（４人分） 
だいこん 150ｇ 、えのきだけ 100ｇ、ジャージー牛乳 300cc、 
ベーコン 50ｇ、油・バター 少々、コンソメor鶏がらスープ 200cc、 
市販のルウ 適量、コショウ 少々、パセリ 少々 
 

作り方 
①だいこんはいちょう切りにし、ベーコンは５mmの短冊切りにする。 
②えのきだけは３cmほどに切っておく。 
③バターでベーコンを炒め、カリッとしたところでだいこんを加える。 
④少し炒めてからコンソメスープ（鶏がらスープ）を200cc入れて煮る。 
⑤だいこんが煮えたらジャージー牛乳300cc加える。煮立つ前に火を止めて市販のルウを適量溶か 
 して、味をみながらコショウをお好みで入れる。 
⑤最後にえのきだけを入れて煮立ったら、お皿に盛ってパセリを散らすと出来上がり！ 
 
 

 真庭市蒜山高原では、夏の涼しい気候
と軟らかな火山灰土がだいこんの生産に
適しており、県内一の産地です。  
 収穫したばかりの白 
くみずみずしいだいこ 
んが産地直売所になら 
びます。 
 
 

だいこん 

とうがん（冬瓜）             そうめん南瓜 

資料提供：ＪＡ全農おかやまホームページ  http://home.oy.zennoh.or.jp/index.php    
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まるごとを
保管すれば、
冬まで保存
できるのが
名前の由来。 

ゆでると
そうめん
状になり
ます。 

  
  

 蒜山だいこんは初夏から初冬にかけて生産しています。生産者
全員が良質で食味の良いだいこんを消費者の皆様にお届けするた
め、３つのこだわりをもって生産しています。 
 第一は、地力作り。堆肥の投入等必ず実施し、これがだいこん
作りの最大のポイントです。第二は、食味の良い品種の選定。第
三は、わざと寒さに当てた「寒締め栽培」による「蒜山こだわり
だいこん」の生産です。初霜が降りる10月下旬から11月下旬まで
の限定品で、甘みの強い「蒜山こだわりだいこん」は他では味わ
えません。おすすめは、だいこんスティック。生で食べることで
味がよくわかります。ぜひ召し上がってみて下さい。 

生産者の声 ＪＡまにわ大根部会協議会のみなさん 

だいこん畑 



  

  
  

 

  

旬 
 ７月～９月。岡山では年間を通して出回
ります。 
 

主な産地 
 露地物（夏秋）は真庭市、津山市、倉敷
市など。ハウスで栽培する冬春なすは岡山
市、玉野市など。岡山県の冬春なすの生産
量は全国７位です。 
 

保存方法 
 低温に弱いので、紙袋に入れて常温保存。
暑い季節は、１個ずつラップに包み、冷蔵
庫の野菜室に。 

 
  

旬 
 11月～２月。岡山で
は年間を通して出回り
ます。 
 

主な産地 
 倉敷市、岡山市。 
 岡山県のれんこんの
生産量は全国９位です。 
 

保存方法 
 薄味煮にして冷蔵保
存しておくと、重宝し
ます。 
  

旬 
 11月～１月。新ごぼう
の旬は初夏。 
 

主な産地 
 倉敷市、井原市。 
 

保存方法 
 紙袋に入れて常温保存。
きんぴらにしておくと、
使い回しができて重宝し
ます。 

旬 
 ３月～５月の春キャベツと
１月～３月が旬の冬キャベツ
があります。県北部の蒜山地
区では夏に出荷する高原キャ
ベツが栽培されています。 
 

主な産地 
 瀬戸内市、岡山市、真庭市。 
 

保存方法 
 外葉をラップの代わりにし
てくるめば、乾燥を防げます。
暑い季節は、ポリ袋にいれて
冷蔵保存。 
 

旬 
 11月～２月。岡山では温暖な気候を活か
して栽培される春はくさい（３月～５月）
も出回ります。 
 

主な産地 
 瀬戸内市、高梁市、岡山市。 
 岡山県の春はくさいの生産量は全国５位
です。 
 

保存方法 
 新聞紙に包んで常温保存。 
 

 岡山のなすといえば「千両なす」。
濃い紫色で色つやが良く、主要市場で
もトップクラスの評価を受けています。 
 瀬戸内の温暖多照な気候と栽培に適
した土壌、30年以上の栽培経験により
おいしいなすが育てられています。 

使い切りテクニック！ 
 

 白菜やキャベツは、切り分
けると切った断面から鮮度
が失われるので、葉を１枚
ずつはがしながら使うと長
持ちします。 

なすの収穫 

な す 

れんこん 

ごぼう 

キャベツ 

はくさい 
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※野菜の全国順位は平成23年野菜生産出荷統計調査結果、れん
こんの順位は平成22年野菜生産出荷統計調査結果による。 



  
  

 

 

 

 

  男の黄ニラとタコのバター炒め   
 

材 料（２人分） 
黄ニラ ２束、タコ足（ボイル）１本、バター 大さじ１、酒 
・塩・コショウ 少々、しょうゆ 小さじ１、レモンorすだち 
 

作り方  
①フライパンでバターを熱する。（常に強火で） 
②ぶつ切りにしたタコをさっと炒め５㎝ほどに切った黄ニラ 
 もさっと炒める。 
③酒・しょうゆを入れて、塩コショウで味をととのえる。 
④食前にレモン汁かすだちをかけて食べる。 
 
 
 

旬 
 秋から冬ですが、年間を通して出回ります。 
 

主な産地 
 岡山市、赤磐市、美咲町。 
 

保存方法 
 乾燥しないように冷蔵保存。 

 
  

作ってみよう！ 

 お手軽地産地消メニュー（２） 

  なすピザ（千両なす） 
 

材 料 
千両なす、ピザソース 適量、ピザ用チーズ 適量、 
ハム・ピーマン・トマト 適量、塩・コショウ 少々 
 

作り方  

①なすは、１㎝ぐらいの斜め切りにする。 
②ホットプレートになすをならべ、塩・コショウをする。 
③片面が焼けたらひっくり返し、ピザソースをぬり、トマト 
 ・ピーマン・ハム・チーズ等をのせる。 
④ふたをしてチーズが溶けたら出来上がり。 

黄ニラの栽培 

 黄ニラは、日光を当てずに育てます。
柔らかさの中にもしゃきしゃきとした
歯ごたえがあり、ほんのりとした甘み
があります。 
 優しげな黄色が料理を引き立て、中
華料理などでよく使われています。 
 気品のあるソフトな香りで、炒め物
にぴったりのスタミナ野菜です。 

黄ニラ 

資料提供：ＪＡ全農おかやまホームページ http://home.oy.zennoh.or.jp/index.php    
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 明治時代から栽培されていました岡山市玉柏牟佐地区の黄ニラ。
先代からの栽培技術を継承し、培ったものを次の世代へも残せてい
けるようにＪＡ岡山黄ニラ部会は、明日も黄ニラ作りに励みます。 
 「黄金色に輝く黄ニラ」繁栄（幸せ）の象徴でもある光り輝く黄
色い野菜それが黄ニラです。風味豊かで、生でもいただける素晴ら
しい黄色い野菜。色鮮やかな黄ニラをよろしくお願いします。 

生産者の声 ＪＡ岡山黄ニラ部会のみなさん 

本当のピザより
おいしいかも！ 

超簡単で超おいしい！ 
酒のあてにぴったりです！ 



果物 － 地元産品を食べる － 

 

 岡山県では、温暖な自然条件を活かし、多
くのくだものが作られてきた長い歴史があり、
「くだもの王国おかやま」と呼ばれています。 
 「くだもの王国おかやま」をいただきま
しょう。  

 

 

特徴 
 一玉一玉に袋をかけて大切
に育て、白色にうすい紅がか
かった上品な姿。 
 まろやかな香り、甘みたっぷ
りの果汁、なめらかな肉質が
特徴です。 
 

出回り時期 
 ７月～８月 
 

主な産地 
 倉敷市、岡山市、赤磐市。 

特徴 
 出荷時期が遅く、白桃が終
わった頃から出回ります。外
観も果肉も美しい黄金色です。 
 白桃とはひと味違った風味
で、トロピカルフルーツのよ
うな濃厚な甘みが特徴です。 
 

出回り時期 
 ８月～９月 
 

主な産地 
 倉敷市、岡山市、赤磐市。 
 

おいしい食べ方 
 日持ちが良く、全体に柔ら
かみがあれば熟しています。
適度に冷やしたほうがよりお
いしくいただけます。 

 
  

特徴 
 岡山県農業試験場が育成したオリジナル品
種です。 
 果実が大玉で、甘みがとても強く、酸味や
渋みが少ないのが特徴。 
 

出回り時期 
 ８月  

特徴 
 並はずれた大きさです。
豊かな香りと甘さで、みず
みずしい食感が特徴です。 
 

出回り時期 
 11月～12月 
 

主な産地 
 岡山市、玉野市、倉敷市。 
 

 
  

特徴 
 中国梨の一種。 
 形が鴨（かも）の頭部に似て
いることからこの名前がつ
けられました。甘酸っぱく
特有の香りがあります。 
 

出回り時期 
 11月～12月 
 

主な産地 
 岡山市、玉野市、倉敷市。 
  

清水白桃 

黄金桃 

おかやま夢白桃 

愛宕梨 ヤーリー梨 
（鴨 梨） 

あ た ご 
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おいしい食べ方 
 常温で追熟させ、食べる１
時間前に冷蔵庫で冷やしま
しょう。 
  

おいしい食べ方 
 収穫した後、半月程度
追熟させ、香りが増した
頃からが食べ頃です。 
 １月～２月まで貯蔵で
きます。 

 
  

 

おいしい食べ方 
 10月下旬に収穫し
た後、１ヶ月程度追
熟させてから食べま
しょう。 
 
  

岡山県の白桃の生産
量は、日本一です。 
（岡山県調べ） 



 

 

  

   果物を使った加工品 
    － くだもの王国おかやまの味をいつでも － 
 

   

特徴 
 「大粒」、「甘い」、
「種なし」と三拍子揃って
ます。 
 皮がつるっとむけて食べ
やすく、岡山県の生産量は
全国一です。（岡山県調べ） 
 

出回り時期 
 ４月～10月 
 

主な産地 
 岡山市、倉敷市、高梁市。 
 

おいしい食べ方 
 常温で保存します。食べ
る１時間前に房ごと軽く水
洗いし冷蔵庫で冷やしま
しょう。 
 
  

特徴 
 出荷時期が遅く、秋か
ら冬のブドウです。 
 大粒で皮離れが良く、
とても甘くてジューシー
です。 
 

出回り時期 
 10月～12月  

特徴 
 種がなく、皮ごと食べ
ることができます。 
 酸味が少なく、甘みが
強いのが特徴です。 
 

出回り時期 
 ７月～10月 

特徴 
 透明感のあるエメラル
ドグリーン。上品な甘さ
でムスクの香りです。岡
山県の生産量は全国の９
割以上を占めています。
（岡山県調べ） 
 

出回り時期 
 ５月～11月 
 

主な産地 
 岡山市、倉敷市、赤磐
市。 
 

おいしい食べ方 
 常温で保存します。食
べる１時間前に房ごと軽
く水洗いし冷蔵庫で冷や
しましょう。 

 
  

ピオーネ 
マスカット・オブ・
アレキサンドリア 

紫 苑 シャインマスカット 

生果実ゼリー 

し え ん 

コンポート    ジャム 
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 手間ひまをかけて育てあげたおかやまのくだものの
おいしさをそのまま詰め込んだ加工品がたくさん作ら
れています。 
 岡山産のおいしいくだものを、季節を問わずいつで
も楽しめます。 

特徴 
 ほどよい甘さと豊かな香り。 
 岡山県では「さがほのか」が主力品種です。晴れの国おかやまの太陽の恵
みをいっぱいに受けたいちごは、冬から春のデザートとして欠かせません。 
 

出回り時期 
 12月～５月 
主な産地 
 岡山市、倉敷市。 
 

いちご 



畜産物 － 地元産品を食べる ー  

 

 岡山県では、畜産物の生産が盛んに行われて
います。蒜山高原のジャージ牛、県中北部の
和牛、豚、鶏など・・・ 
 農家の方が丁寧に育てた、こだわりのおか
やまブランド畜産物を紹介します。 

  

  

  美咲たまごかけごはん  
  － シンプルだけど味わうと奥が深い － 

 
  

 
 

  
 
 
 
  

 
 
 

特徴 
 岡山県の山間部では、古
くから和牛（黒毛和種）が
飼育されています。 
 農家の方が、一頭一頭手
塩にかけて育て上げた逸品
です。 
 肉質はなめらかできめ細
かく、和牛特有の風味と旨
みがあり、ステーキ、すき
焼きなどに最適です。 
 

特徴 
 黒豚とは、純粋なバーク
シャー種の豚のことで、原
産地はイギリスです。 
 「おかやま黒豚」は、専
用の飼料で丁寧に育て、焼
いても、揚げても、煮ても
やわらかく、甘みのある肉
質が特徴です。 
 

特徴 
 「おかやま地どり」
は、ひと味違った鶏肉
を求める要望に答える
ため昭和63年に岡山県
が作出した地どりです。 
 農家の方が丁寧に育
て、ねばりのある適度
な歯ごたえと特有のコ
クと風味があり、どん
な料理でも鶏肉本来の
味が楽しめます。 
 

特徴 
 岡山県の蒜山地域は国内最大のジャージー酪農地帯です。 
 ジャージー牛は、活発な性格と軽快な運動能力を持ち、
草地での採食能力に優れています。 
 牛たちにとって、自然に囲まれた蒜山高原のフィールド
は最高の環境です。 
 そこで生み出されたミルクは、濃厚で栄養価が高く、風
味豊かな味わいが特徴です。 
 

ジャージー牛乳・乳製品 

おかやま和牛肉 
おかやま地どり 

おかやま黒豚 
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 地元の棚田米をお釜で炊いたあつあつご飯に、産み
たての地元産の卵。そして醤油も地元の物を。 
 地産地消、安心安全にこだわり、美咲町の良さを
知って欲しいという想いが詰まった味は大好評です。 

・美咲町ホームページ  
     http://www.town.misaki.okayama.jp/kankou/tamago/index.htm  

美咲町の棚田 



花き － 地元産品を飾る － 

  

 岡山県は、瀬戸内の温暖な気候に恵まれた南
部、高原が広がる中部、夏季冷涼な北部と自
然条件の多様性に恵まれています。こうした
地域ごとの気候を活かし、美しい花々が栽培
されています。 
 「晴れの国おかやま」を代表する花をピッ
クアップしました。 

 
 
 

特徴 
 花言葉は「門出」「優しい思い出」。春の訪れを告げる花とも呼ばれ、
卒業式や入学式シーズンにぴったりの花です。 
 岡山県は、全国第２位の出荷量です。（岡山県調べ） 
 

出荷時期 
 10月～４月 
 

主な産地 
 倉敷市、玉野市。 

 
  

特徴 
 花言葉は「誠実」。 
 標高の高い冷涼な気
候で育ちます。 
 岡山県で育成された
「おかやまオリジナル
リンドウ」が県北部を
中心に栽培されていま
す。 

 
  

特徴 
 県南部から中部にかけて産地が広がっています。 
「晴れの国おかやま」ならではの高品質な切り花が生産
されています。 
 

出荷時期 
 周年 
 

主な産地 
 笠岡市、吉備中央町。 

 
  

特徴 
 別名チドリソウとも呼ばれ、３㎝ほどの花
が穂状に咲きます。県北部から中部地域、県
南部と産地が移動しながら継続的に出荷され、
近年栽培面積が増加しています。 
 

出荷時期 
 10月～６月 
 

主な産地 
 笠岡市、矢掛町。 

 
  

出荷時期 
 ７月～11月 
 

主な産地 
 新見市、新庄村、鏡野町。 

 
  

スイートピー 

りんどう 

ば ら 

ラークスパー 

 スイートピーは、曇りの日が３日続く 
と、花がつるから落ちてしまう性質があ
ります。年間を通じて温暖で日照に恵ま
れた岡山では、その心配が 
なく高品質なスイートピー 
の産地となっています。 
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水産物 － 地元産品を食べる ー 

 

 岡山の海は、吉井川、旭川、高梁川の３大河
川から流入する豊富な栄養分に支えられるとと
もに、多くの島や入り江が点在し、潮の流れが
複雑なため、多様な水産物の宝庫となっていま
す。 
 岡山県を代表する水産物をピックアップしま
した。 

  

  

特徴 
 岡山県では、恵まれ
た自然条件を活かし、
古くからカキの養殖が
行われており、生産量
は全国３位となってい
ます。 
 

出回り時期 
 11月～３月 

 
  

特徴 
 サワラは、春になる
と産卵のために岡山の
海にやってきます。 
 サワラは岡山県人に
最も愛されている魚で
祭りや祝い事には欠か
せません。 
 

出回り時期 
 ４月～６月 

特徴 
 岡山の海には、県内
の三大河川を通じて豊
富な栄養が供給される
ため、色、つや、味の
三拍子そろった良質な
のりが育ちます。 
 岡山県ののり養殖の
生産量は全国 10位と
なっています。 
 

出回り時期 
 12月～３月 

 
  

特徴 
 あまりにおいしくて
食 が 進 み 隣 に マ マ
（飯）を借りにいくほ
どということから、こ
の名前がつけられたと
いわれています。 
 臭みが少なく、さっ
ぱりした味でカルシウ
ムが豊富です。 
 

出回り時期 
 ６月～11月 

特徴 
 潮の流れが速く複雑
な瀬戸内の下津井沖で
とれる「下津井ダコ」
は、味も良く、全国的
にも有名です。 
 足が太く、身のしま
りが良くて、夏の産卵
期には、特に味が良く
なります。 
 岡山県のたこ類の漁
獲量は全国10位となっ
ています。 
 

出回り時期 
 周年 

 
  

おいしい食べ方 
 ばらずし 
 刺身、たたき 
 炒り焼き、照り焼き 
 みそ漬け 
 白子の吸い物 
 真子の煮付け 

おいしい食べ方 
 焼きガキ 
 カキフライ 
 カキ鍋 
 酢ガキ 

 
  

おいしい食べ方 
 酢漬け 
 素焼き 
 三杯酢 
 ママカリ寿司 

おいしい食べ方 
 刺身 
 唐揚げ 
 天ぷら 
 煮付け 
 酢のもの 

 
  

おいしい食べ方 
 おにぎり 
 手巻き寿司 
 味付けのり 
 佃煮 

 
  

のり養殖 

サワラ 

マダコ 

ママカリ 

岡山カキ 

岡山海苔 
の り 

※水産物の全国順位は平成22年海面漁業生産統計調査結果による。 
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  夏休み親子さかな料理教室で地産地消 
  － おいしい瀬戸内海のさかなを食べよう － 

 
  

 
 

  
 
 

 岡山県漁協女性部連絡協議会は、小学生の親子を対象
とした「浜の母ちゃん」の親子魚料理教室を毎年開催し
ています。 
 子供たちが地物の新鮮な魚を使い、うろこの取り方や
魚のさばき方などを教わりながら料理を作ります。 
 消費者に水産物への関心を高めてもらい、地産地消に
よる水産物の消費拡大を図っています。 



はくさい だいこん ほうれんそう 

みず菜 ねぎ かぶ にんじん 

ごぼう れんこん キャベツ 

みつば しゅんぎく にら 

カリフラワー ブロッコリー 

ばれいしょ（じゃがいも） 

しいたけ えのきだけ しめじ 

黒大豆 愛宕梨（あたごなし） いちご 

岡山カキ 岡山海苔 モガイ 

 

なす トマト きゅうり とうがん 

かぼちゃ そうめん南瓜 ピーマン  

ゴーヤ えだまめ スイートコーン 

にんにく ししとう さやいんげん 

オクラ 蒜山だいこん キャベツ 

みつば にら アスパラガス 

カリフラワー ブロッコリー レタス 

さやいんげん さやえんどう すいか 

白桃 ピオーネ マスカット 

ママカリ マナガツオ マダコ 

 

かんしょ（さつまいも） さといも  

ばれいしょ（じゃがいも） やまのいも 

ごぼう にんじん ちんげんさい しいたけ 

れんこん ブロッコリー カリフラワー 

かぶ はくさい こまつな ねぎ みつば 

にら レタス なす トマト 

さやいんげん にんにく しょうが 

黄金桃 ピオーネ マスカット 

紫苑（しえん） シャインマスカット 

新高梨（にいたかなし）ママカリ マダコ 

 

春キャベツ せり ふき たけのこ 

さやえんどう グリーンピース 

そらまめ アスパラガス 新たまねぎ 

だいこん ごぼう れんこん 

こまつな ちんげんさい ねぎ 

みつば しゅんぎく にら 

カリフラワー レタス いちご 

岡山かき 岡山海苔 サワラ 

 

旬の食材を求めて！ にぎわう農林水産物直売所 

・中国四国農政局ホームページ ふるさとの市の紹介 
http://www.maff.go.jp/chushi/chisanchisyo/iti/iti.html 
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おかやま出回りカレンダー 



米粉を使った地産地消 
 

 いま、お米を粉にした「米粉」が注目され、パン・めん・ケーキなどが作られています。 
 小麦粉を「米粉」に変えることで新たな食感を持った新製品が開発されたり、地域で生
産されたお米やその他食材を活用した「地産地消」への取り組みが各地で行われています。 
 
 

 

  

津山産小麦を使ったご当地スウィーツ 
 

 津山産小麦「ふくほのか」を使用したご当地スウィーツ「津山ロール」。 
 地元の小麦生産者と、地元菓子職人がコラボしたロールケーキです。 
  

赤磐朝日米らーめん 

 赤磐市（あかいわし）の赤磐特産館アグリ「ら～
めん茶屋」 では、地元の赤磐地区で生産の盛
んな朝日米を使用した米粉を使って、赤磐朝
日米らーめん、赤磐朝日米米粉、赤磐朝日米
冷麺を販売し、町おこしに取り組んでいます。 
 
 

 新見市哲西町内の道の駅「鯉が窪（こいがくぼ）」
では備前焼耐火レンガの石窯による米粉ピザ体験
工房でピザ作りが体験できます。これには、地元
産のお米を敷地内の製粉施設で米粉にして、同敷
地内の米粉パン専門店で焼成冷凍した米粉ピザ生
地を使っています。 
 自分だけのオリジナル米粉ピザを仲間や子供た
ちと一緒に作ってみませんか。 

 
 

 
 

・中国四国農政局ホームページ 米粉に関する情報                        
          http://www.maff.go.jp/chushi/kome_syoukaku/komeko/index.html 

赤磐朝日米冷麺 米粉ピザ 備前焼耐火レンガの石窯 

 ご当地スウィーツ「津山ロール」。 
 地元の和洋菓子店８店の職人さんがそれぞれ、黒大豆、サクラ、
もも、自然薯（じねんじょ）など、地元の食材を使って個性的なロール
ケーキを創りあげました。 
 最大の特徴は、津山産小麦「ふくほのか」を100％使用している
ところです。 
 地元の小麦生産者と地元の和洋菓子店の若い店主たち、そして
「つやま新産業創出機構」が協力しあって生み出した８種類の
ロールケーキは、職人の繊細な技と、それぞれのお店の個性と心
が伝わる、優しい味わいです。 

８種類の「津山ロール」 

１週間日持ちするよう
作られているのも、う
れしいポイントです。 

・中国四国農政局ホームページ 農商工連携に関する情報  
              http://www.maff.go.jp/chushi/syokuryou/nosyoko/index.html  

・つやま新産業創出機構のホームページ  http://www.t-shinsan.com/  

津山産小麦「ふくほのか」 
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各地の地産地消 
 

 ー 行政もこんな取り組みで支えています ー 

 
 
 

 「おかやま地産地消協力店」とは、県産の農林水産
物の販売やＰＲを通して、岡山県の地産地消の推進に
協力していただいているお店のことです。  
 登録店には、地産地消ののぼり旗がありますので、
見かけたら、迷わずお店に入ってみましょう！ 

岡山県産食材の県内消費拡大をめざして！ 
－ おかやま地産地消協力店に出かけよう － 

 岡山県では、地産地消をより一層推進するため、県民が恵み豊かな県産食材に
ついて関心を高め、気軽に購入し、味わうことができる機会を増やすことにより、
県産食材の県内消費の拡大を図ることを目的に、これらを積極的に提供する県内
小売店及び飲食店を対象として、地産地消協力店登録制度を実施しています。 
 

真庭市産の豊かな食材を地元で消費！ 
－ 各直売所（生産）から各直売所（消費）へ － 

・岡山県ホームページ おかやま地産地消協力店 http://www.okayama-chisan-chisho.jp/ 

新庄村の新鮮野菜を県南の消費者へ！ 
   － 県南スーパーの地産地消コーナーで販売 － 

 新庄村では、この春から取れたての新鮮野菜を、県南の消費者に向けて
出荷する取り組みを進めています。 
 これまで、ほとんどが自家消費用でしたが、新鮮野菜をたくさんの人に
届けたいとの想いから、平成24年４月から卸売業者「漂流岡山」と連携し、
通常では出回りにくい野菜や山菜を少量でも全量を買い取り、県南のスー
パーでの販売を始めました。 
 農家の方々の生産意欲も高まり、朝収穫されたばかりの新鮮野菜が手に
入ることで、消費者の皆様にも好評です！ 
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 真庭市の「真庭あぐりネットワーク推進協議会」は、各農家で生産され
た安全で安心な農畜産物を直売所に集め、真庭市内のそれぞれの直売所で
販売するしくみをつくり、地元の農産物を地元で消費する取り組みを実践
しています。 
 各直売所では、真庭市各地の農産物が店頭にところせましとならび、地
産地消の拠点としてにぎわっています。 
 新鮮で安心な食材が手に入る「直売所」をのぞいてみませんか？ 



農山漁村の６次産業化 
  

   
 

⑫ 瀬戸農産物加工企業組合 

④ 有限会社 アグリ元気岡山 

⑭ AGRIブロードカントリー株式会社 

① 野菜工房くにふぁーむ 

③ 哲西郷趣膳 水上 

㉔ 有限会社 醍醐桜 

⑬ 有限会社 岡山県農商 

⑧ 丸本酒造株式会社 

⑥ そうじゃ「地・食べ」委員会生産者部会 

⑪ 農業生産法人 タートルファーム株式会社 

② TETTA株式会社 

㉓ アールビーシーコンサルタント株式会社 

⑰ 有限会社くぼ観光農園 

⑯ 有限会社スコレー 

⑲ 株式会社一文字 

⑨ 株式会社夢百姓 

⑤ 株式会社岡本工業所 

⑳ 久本 菊実 

㉑ 株式会社西本建設 

㉒ 株式会社西粟倉・森の学校 

⑮ ホトトギス株式会社 

⑦ レッドライスカンパニー株式会社 

⑱ 野崎 末廣 

⑩ 公協産業株式会社 

１次産業 
 

生 産 

２次産業 
 

加 工 

３次産業 
 

流通・販売 × × 

 農山漁村は、有形無形の豊富な資源が存在する宝の山です。 
 様々な「地域資源」を活用して、農山漁村の雇用確保と所得向上を目指
すため、農山漁村の６次産業化を促進しています。 
 岡山県の六次産業化法に基づく認定計画【平成24年６月29日現在】を紹介します。 
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・中国四国農政局ホームページ農林水産の6次産業化に関する情報  
             http://www.maff.go.jp/chushi/sesaku/sixth/index.html 

  



№ 事業者名 事業の概要 取り扱い品目 URL 

① 野菜工房くにふぁーむ 
トマトを利用した商品の加工・販売事業及びフルーツト
マトのブランド戦略 

トマト 
http://niimi.gr.jp/member/detai
l.php?id_member=46 

② TETTA株式会社 
新見市哲多産のぶどうを活用したワインの自社醸造に
よる商品化と関連商品を含む販路開拓 

ぶどう http://www.tetta.jp/ 

③ 哲西郷趣膳 水上 
天然イノシシの資源化及びイメージ向上のための加工
品開発事業 

イノシシ肉 http://www.gousyuzen.com/ 

④ 
有限会社アグリ元気岡
山 

地域の農家と外食産業を結び付ける農産物Ｗｅｂ販売
事業 

農産物全般 
http://www.noumaru.jp/profile.
html 

⑤ 株式会社 岡本工業所 
生姜、ニンニクの保存技術を活用した新商品開発と、直
接販売による流通と販路開拓 

生姜・ニンニク 
http://special-
product.com/shopdetail/00300
3000002/ 

⑥ 
そうじゃ「地・食べ」委員
会生産者部会 

地産地消を通じた地域ブランド推進事業 農産物全般 
http://www.city.soja.okayama.j
p/kankyo_machidukuri/nogyo/t
i_tabe/ti_tabe_iinkai.jsp 

⑦ 
レッドライスカンパニー
株式会社 

岡山県の赤米・育成品種あかおにもちを生産し使用し
た土産物菓子類の製造加工販売事業 

赤米 
http://ameblo.jp/akagome/entr
y-11202881542.html 

⑧ 丸本酒造株式会社 常温流通可能な発泡酒の開発事業 米 http://www.kamomidori.co.jp/ 

⑨ 株式会社 夢百姓 
ハーブを活用した商品（ハーブティー・甘味料）の開発、
販路拡大、地域雇用事業 

ハーブ http://yume-hyakusho.jp/ 

⑩ 公協産業株式会社 豚尿からリン酸肥料を生産する研究開発 豚尿 http://www.kokyo.com/ 

⑪ 
農業生産法人 
ﾀｰﾄﾙﾌｧｰﾑ株式会社 

施設栽培による規格外完熟果実を活用した加工食品の
開発、製造、販路開拓 

トマト・イチゴ・ 
ブルーベリー 

http://www.turtle-farm.jp/ 

⑫ 
瀬戸農産物加工企業組
合 

県内産ピオーネ、白桃を使用した完熟果実のコンサー
ブ（シロップ漬け）の加工・販売事業 

ぶどう・桃 http://fruits-gourmet.net/ 

⑬ 有限会社 岡山県農商 カットネギ・乾燥ネギの加工・販売事業 ネギ 
http://homepage1.nifty.com/no
sho/ 

⑭ 
AGRIブロードカントリー
株式会社 

菊芋の粉末化および規格外トマト・梅を使用したジャム
の製造と販売 

菊芋・トマト・梅 
http://www.agribroadcountry.c
om/sub1.html 

⑮ ホトトギス株式会社 
小麦ふすまを使用した犬用ビスケット及び放飼い卵を
使用した焼き菓子の製造販売事業 

小麦ふすま・卵 
http://www.hototogisubakery.c
om/ 

⑯ 有限会社 スコレー 
「ドラゴンフルーツ」と「加工専用ぶどう」を活用した新商
品開発及び販売事業 

ドラゴンフルーツ・ぶどう http://www.ffjohnny.com/ 

⑰ 有限会社 くぼ観光農園 
園内の果実を使ったソフトクリームの開発及び自社栽
培野菜のバーベキューへの提供 

ブルーベリー・ぶどう・ 
栗・ゆず・柿・イチゴ・ 
しいたけ・さつまいも 

http://www.kubofarm.co.jp/ 

⑱ 野崎 末廣 
瀬戸内市虫明海域の牡蠣と魚介類を活用した商品の
加工・販売事業 

牡蠣・魚 
http://www.kaki-
shiokaze.jp/archives/2012-
07.html 

⑲ 株式会社 一文字 
「ふくほのか小麦」と「五穀鴨 」を活用した新商品開発及
び販売事業 

小麦・鴨肉 http://www.ichimonji.ne.jp/ 

⑳ 久本 菊実 
料理素材としての「乾燥いちじく」「いちじく酢」「シロップ
漬け」 の商品化及び販売 

いちじく － 

㉑ 株式会社 西本建設 
地域特産品及び自社生産品を使用した農産物の生産・
加工・販売事業 

なす・きゅうり・かぶ・ 
白菜・山の芋・山菜 

http://www.furusatomimasaka.
net/ 

㉒ 
株式会社 西粟倉・森の
学校 

西粟倉村 の間伐材を利用しての「オリジナル割り箸」
「無垢床タイル」への加工および販売 

間伐材 http://nishihour.jp/ 

㉓ 
アールビーシーコンサル
タント株式会社 

つやま青うなぎの養殖と加工販売 うなぎ http://www.rbc-kk.co.jp/ 

㉔ 有限会社 醍醐桜 
真庭市特産のジャージー牛乳とフレッシュ果実入りジェ
ラートの開発・販売事業 

生乳・ぶどう http://www.daigozakura.jp/ 
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（順不同、敬称略） 

http://niimi.gr.jp/member/detail.php?id_member=46
http://niimi.gr.jp/member/detail.php?id_member=46
http://www.tetta.jp/
http://www.gousyuzen.com/
http://www.noumaru.jp/profile.html
http://www.noumaru.jp/profile.html
http://special-product.com/shopdetail/003003000002/
http://special-product.com/shopdetail/003003000002/
http://special-product.com/shopdetail/003003000002/
http://special-product.com/shopdetail/003003000002/
http://www.city.soja.okayama.jp/kankyo_machidukuri/nogyo/ti_tabe/ti_tabe_iinkai.jsp
http://www.city.soja.okayama.jp/kankyo_machidukuri/nogyo/ti_tabe/ti_tabe_iinkai.jsp
http://www.city.soja.okayama.jp/kankyo_machidukuri/nogyo/ti_tabe/ti_tabe_iinkai.jsp
http://ameblo.jp/akagome/entry-11202881542.html
http://ameblo.jp/akagome/entry-11202881542.html
http://ameblo.jp/akagome/entry-11202881542.html
http://ameblo.jp/akagome/entry-11202881542.html
http://www.kamomidori.co.jp/
http://yume-hyakusho.jp/
http://yume-hyakusho.jp/
http://yume-hyakusho.jp/
http://www.kokyo.com/
http://www.turtle-farm.jp/
http://www.turtle-farm.jp/
http://www.turtle-farm.jp/
http://fruits-gourmet.net/
http://fruits-gourmet.net/
http://fruits-gourmet.net/
http://homepage1.nifty.com/nosho/
http://homepage1.nifty.com/nosho/
http://www.agribroadcountry.com/sub1.html
http://www.agribroadcountry.com/sub1.html
http://www.hototogisubakery.com/
http://www.hototogisubakery.com/
http://www.ffjohnny.com/
http://www.kubofarm.co.jp/
http://www.kaki-shiokaze.jp/archives/2012-07.html
http://www.kaki-shiokaze.jp/archives/2012-07.html
http://www.kaki-shiokaze.jp/archives/2012-07.html
http://www.kaki-shiokaze.jp/archives/2012-07.html
http://www.kaki-shiokaze.jp/archives/2012-07.html
http://www.ichimonji.ne.jp/
http://www.furusatomimasaka.net/
http://www.furusatomimasaka.net/
http://nishihour.jp/
http://www.rbc-kk.co.jp/
http://www.rbc-kk.co.jp/
http://www.rbc-kk.co.jp/
http://www.daigozakura.jp/


お問い合わせ先

中国四国農政局 統計部
〒700-8532

岡山市北区下石井1-4-1岡山第２合同庁舎
℡ 086-224-4511（内2722、2727）

このパンフレットは中国四国農政局ホームページからダウン
ロードできます。

http://www.maff.go.jp/chushi/info/toukei/24_panfu.html

平成24年８月発刊

編集にあたり、岡山県、真庭市、美咲町、新庄村、ＪＡ全農おかやま、ＪＦ岡山漁連、
生活協同組合おかやまコープ、つやま新産業創出機構（順不同）にご協力いただきました。

イラスト 児山祐子


