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愛媛県って、どんなところ？
愛媛県は、四国の北西部に位置し、北は多島美の瀬

戸内海、西にはリアス式海岸が続く美しい景観の宇和
海、南は西日本一高い山の石鎚山（1,982ｍ）や雄大な
四国カルストなど急峻な四国山脈に囲まれています。
東西に横断する中央構造線を境に、北側はなだらか

で沿岸部には平野が多く、南側は山地や盆地の多い地
形となっており、様々な農林水産物が生産されていま
す。また、海岸線は、1,633kmと全国第５位の長さで、
リアス式海岸の入り江で出来た天然の良港も多く、全
国有数の漁業生産県となっています。

資料：１ 総土地面積については、国土地理院『平成23年全国都道府県市区町村別面積調べ』
（平成23年10月1日現在）

資料：２ 林野面積、総農家数については、農林水産省統計部『2010年世界農林業センサス』
資料：３ 総世帯数、総人口、第1次産業就業者数、第2次産業就業者数、第3次産業就業者数

については、総務省統計局『国勢調査』（平成22年10月1日現在）
写真提供：JAにしうわ

単位
全国
順位

愛媛県
全国シェア

（％）
全国

㎢ 26 5,678 1.5 377,955

㎢ 23 4,011 1.6 248,453

世帯 26 590,888 1.1 51,950,504

人 26 1,431,493 1.1 128,057,352

人 19 52,430 2.2 2,381,415

人 20 45,451 2.1 2,204,530

農業 人 20 43,791 2.1 2,135,977

人 6 6,979 3.9 176,885

人 29 154,858 1.1 14,123,282

人 27 425,321 1.1 39,646,316

戸 25 50,234 2.0 2,527,948

戸 25 31,741 1.9 1,631,206

林野面積

総土地面積

区　　分

販売農家

総農家数

第３次産業就業者数

第２次産業就業者数

漁業

農業、林業

第１次産業就業者数

総人口

総世帯数
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資料：１ 水稲からキウイフルーツ、ばら（切り花）については、農林水産省統計部『作況調査』
資料：２ いよかん、不知火（デコポン）、レモンについては、農林水産省生産局『特産果樹生産動態等調査』
資料：３ 豚については、農林水産省統計部『畜産統計調査』（平成23年２月１日現在）
資料：４ ひのき素材については、農林水産省統計部『木材統計調査』
資料：５ 乾しいたけについては、林野庁『特用林産基礎資料』
資料：６ 養殖ぶり、養殖まだい、養殖真珠については、農林水産省統計部『漁業・養殖業生産統計』

愛媛県は全国で何位かな？

主要品目の収穫量等

品目名
全国
順位

全国シェア

（％）
年次(平成)

水稲 35 77,300 ｔ 0.9 8,397,000 ｔ 23年産

はだか麦 1 5,250 ｔ 38.3 13,700 ｔ 23年産

たまねぎ 11 9,730 ｔ 0.9 1,066,000 ｔ 23年産

きゅうり 20 10,100 ｔ 1.7 584,600 ｔ 23年産

トマト（ミニトマトを含む） 24 7,910 ｔ 1.1 703,000 ｔ 23年産

ピーマン(ししとうを含む) 16 1,740 ｔ 1.2 141,600 ｔ 23年産

さといも 9 5,590 ｔ 3.3 171,100 ｔ 23年産

そらまめ 4 1,170 ｔ 6.3 18,600 ｔ 23年産

みかん 2 150,000 ｔ 16.2 928,200 ｔ 23年産

かき 6 9,780 ｔ 4.7 207,500 ｔ 23年産

くり 3 1,580 ｔ 8.3 19,100 ｔ 23年産

びわ 6 394 ｔ 7.4 5,300 ｔ 23年産

キウイフルーツ 1 6,520 ｔ 25.0 26,100 ｔ 23年産

いよかん 1 61,284 ｔ 90.5 67,753 ｔ 21年産

不知火(デコポン) 2 10,272 ｔ 21.6 47,487 ｔ 21年産

レモン 2 2,268 ｔ 24.0 9,438 ｔ 21年産

ばら（切り花） 6 13,300 千本 4.4 300,400 千本 23年出荷量

豚 16 217,300 頭 2.2 9,768,000 頭
23年２月１日現在

飼養頭数

ひのき素材 1 181 千㎥ 8.3 2,169 千㎥ 23年生産量

乾しいたけ 4 213 ｔ 6.1 3,516 ｔ 22年生産実績

養殖ぶり 2 19,073 ｔ 20.4 93,622 ｔ 22年収獲量

養殖まだい 1 35,457 ｔ 52.4 67,607 ｔ 22年収獲量

養殖真珠 1 8,163 kg 38.3 21,287 kg 22年収獲量

愛媛県 全国



写真提供：JA全農えひめ、JAにしうわ
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いよかん
温州みかんと並んで愛媛を代表する柑橘

の一つです。風味がよく、食べたときの
ジューシーさが癖になります。果実の美味
しさだけでなく、皮の香りも非常に良く、
製菓に使われたり、紅茶などの香り付けな
どに使用されています。

地元の食材を使って料理してみよう！
みかん寿司のいなり
材料（４人分）
米・・・・・・・・・・・・・・・・・３合
みかん生ジュース・・１８０cc
水 ・・・・・・・・・・・・・・３９０cc
乾しいたけ ・・・・・・・・・・２枚
ごぼう ・・・・・・・・・・・・・４０ｇ
にんじん ・・・・・・・・・・・４０ｇ
みかんの皮 ・・・・・・・１個分
ごま ・・・・・・・・・・・・・・・適量
油揚げ・・・・・・・・・・・・・12枚

酢 ・・・・・・・・・・７０cc
砂糖・・・・・・・大さじ４
塩 ・・・・・・・・・・・・５ｇ

だし ・・・・・・・大さじ４
砂糖 ・・・・・・・・・２５ｇ
塩 ・・・・・・・・・・・・１ｇ

だし・・・・・・・・ １８０cc
砂糖・・・・・・・・・・５０ｇ
しょうゆ・・・・・・・４０cc

作り方
① 洗った米と分量のジュースと水を合わせて炊飯器で炊く。
② 油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、半分に切って袋になるよう開け、【Ａ】で炊いて味付けする。
③ 乾しいたけは水に戻して千切り。にんじんも千切り。ごぼうはささがき。みかんの皮はみじん切り。

これらを【Ｂ】で水分がほとんど無くなるまで炊いて味付けする。
④ ご飯が炊けたら熱いうちに【Ｃ】を合わせる。次に③を混ぜ、ごまをふる。
⑤ ④を適当な大きさに握り、油揚げを開いて詰める。
調理のポイント

鮮度のよいみかんほど、香り高く仕上がります。

みかん
極早生、早生、普通と長期間にわたり供給

される温州みかん。愛媛県には「三つの太
陽」があると言われ、太陽の光、海からの照
り返し、山に築かれた石垣からの照り返しを
受けて、おいしいみかんになります。

生産者の思いは一つ。

「食味最高の愛媛みかんを、
全国の皆様に届けたい！」
今年も喜んで頂けるよう
力いっぱい作り上げました。

【Ａ】

【Ｂ】

【Ｃ】

資 料：愛媛県農山漁村生活研究協議会
『愛媛のふるさとごはん』
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キウイフルーツ
歴史の新しい果実で、ニュージーラ

ンドで品種改良され世界に広まり、日
本では主に西南暖地を中心に栽培され
るようになりました。

資料・写真提供：JA全農えひめ

くり
大粒で知られるニホングリは、野生

のシバグリを基種に改良を重ねたもの
です。愛媛県では16世紀～17世紀頃に
は栽培されていたようです。

かき
甘がきでは大洲・喜多地域の「富有」、

渋がきでは周桑地域、大洲・喜多地域の
「愛宕」、周桑地域の「横野」、大洲・喜
多地域の「刀根早生」、八幡浜地域の「富
士」などが有名です。
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一
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 旬カレンダー ＊上段：ＪＡ名、下段：市町　　　

品目 主な産地JA・市町
西宇和・えひめ南・えひめ中央
八幡浜市・宇和島市・松山市
えひめ中央・越智今治・西宇和
松山市・今治市・八幡浜市
えひめ中央・越智今治・愛媛たいき
伊予市・松山市・今治市・大洲市
愛媛たいき・えひめ中央・東宇和
大洲市・伊予市・内子町・西予市
愛媛たいき・周桑・東予園芸・西宇和
内子町・西条市・八幡浜市

収穫時期 出荷時期

く　　り

か　　き

キウイフルーツ

12月

み か ん

いよかん

３月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月1月 2月



トマト
夏の冷涼な気候がトマトの生産に

適している久万高原町のほか、大洲
市や今治市なども大きな産地です。
主に京阪神地域に出荷されていま

す。

そらまめ
天空に向かい勢いよく実をつけるそら

まめは、まさに初夏の風物詩。ふわっと
したベッドに包まれたそらまめは取り出
すのも楽しみですが、店頭に並ぶ期間が
短く一時にしか食べられません。
「空豆」、「蚕豆」、 「天豆」、

「南豆」と、いろいろ呼ばれています。

はだか麦
愛媛県は収穫量全国１位。西条市

や松前町、東温市が主な産地です。
味噌や押し麦、麦茶など、主に加

工原材料として使用されています。
愛媛県では、はだか麦と大豆で作

る麦味噌が主流ですが、南に行くほ
どはだか麦の割合が高くなり、味噌
が甘くなると言われています。

６
資料・写真提供：JA全農えひめ

 旬カレンダー ＊上段：ＪＡ名、下段：市町　　　

品目 主な産地JA・市町
松山市・愛媛たいき・越智今治
久万高原町・大洲市・今治市
えひめ中央・松山市・えひめ南
伊予市・松山市・松前町・愛南町

出荷時期 出荷最盛期

10月1月 2月 ３月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月

ト マ ト

そらまめ



いも炊き
材料（５人分）
里芋・・・・・・・・・１kg
鶏もも肉・・・・２５０ｇ
油揚げ・・・・・・・２枚
乾しいたけ・・・・４枚
こんにゃく・・・・・２枚
だし汁・・・３カップ半
塩・・・・・・小さじ１/２
酢・・・・・・・・小さじ１

作り方
① 里芋は皮をむき、塩でもみ洗いしてぬめりをとり、

水に酢を加えたものでゆでる。
② 鶏もも肉は、一口大のぶつ切りにする。
③ 油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、三角に切る。
④ 乾しいたけは水に戻して大きめのぶつ切りに

する。
⑤ こんにゃくは、ゆでてあく抜きし三角に切る。
⑥ 鍋にだし汁を入れて煮立て、【Ａ】で味を付け、そ

の中に材料を入れて煮込む。

今回ご紹介したいも炊きは、南予地方（大洲・喜多
地区）のいも炊きです。大洲のいも炊きは藩政時代
から伝わっており、約３００年の歴史があります。

同様の料理が東予や中予でも作られていますが、

白菜やしめじなどの野菜やイカやうどんなど具材が
豊富です。

砂糖・・・・・・・・・大さじ２
薄口しょうゆ ・１/４カップ
みりん・・・大さじ１と１/２
酒・・・・・・・・・小さじ１/２

資料：JA全農えひめ
愛媛県農山漁村生活研究協議会『愛媛のふるさとごはん』

東予地方のいも炊き

郷土料理を作ってみよう！

さといも
里で栽培されることに由来し、

「里芋」と名前がついたと言われて
います。縄文時代には主食だったと
の説があり、子いもがたくさん増え
ることから子孫繁栄の縁起物として、
正月のおせち料理にも使用されます。

南予地方のいも炊き

７

【Ａ】

 旬カレンダー ＊上段：ＪＡ名、下段：市町　　　

品目 主な産地JA・市町
うま・周桑・西条市
四国中央市・西条市

出荷時期 出荷最盛期

さといも

10月1月 2月 ３月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 11月 12月



乾しいたけ
日本３大うまみ成分のひとつ、グア

ニル酸が豊富な乾しいたけは鍋料理、
煮物、めん類の材料として大活躍。愛
媛県では中山間地域を中心に原木栽培
による乾しいたけの生産が盛んに行わ
れています。

豚肉
愛媛県はとても養豚が盛んです。中国四国

地域のなかで飼育頭数や出荷量が第１位と
なっており、徳島県や香川県など近県にも出
荷されています。「ふれ愛・媛ポーク」や
「愛媛甘とろ豚」などの銘柄豚があります。

真珠
愛媛県南西部の宇和海沿岸地域では真

珠養殖が盛んで全国屈指の産地となって
います。海域が生産に適しているのはも
ちろん、人の手と、アコヤ貝の生命力に
よって作り出される真珠はまさに海の宝
です。

ひのき素材
知っていますか？愛媛県は森林が７割

を占め、温暖で穏やかな気候を活かし、
ひのきやすぎの生産は全国屈指。中でも
ひのき素材の生産量は全国第１位です。

写真提供：愛媛県森林組合連合会

８

写真提供：愛媛県森林組合連合会



地元の食材を使って料理してみよう！

材料（4人分）
鯛の刺身 ・・・・・ ４人前
卵・・・・・・・・・・・・・ ６個
しょうゆ・・・大さじ２～３

まだい（養殖）
まだいは愛媛県の魚として制定されてい

ます。養殖のまだいは特別な餌を与えるな
ど身質の向上に努め、ブランド化を図ってい
ます。

愛育フィッシュは愛情
たっぷり。子供を育てるよ
うに可愛がって育ててい
ます。私たちの育てる鯛

資料：愛媛県農林水産部管理局ブランド戦略課
愛媛県農山漁村生活研究協議会『愛媛のふるさとごはん』

作り方
① 鯛の刺身を醤油に漬けて冷蔵庫で15～30分おく。
② 白ごまをフライパンで煎って、切りごまにする。ねぎは小口切りにして水にさらす。
③ 酒を沸かして、アルコール分を飛ばして冷ます。
④ 卵はよく溶いて、金網でこしたものを①に入れ、【Ａ】、②も加えてよく混ぜる。
⑤ 炊きたてご飯の上に④をかけて、もみのりを散らす。
調理のポイント

みかんやレモン、ゆずの皮をみじん切りにして乗せると風味が出て一層おいしくなります。
刺身や卵は新鮮な物を使いましょう。

ひゅうが飯

９

「愛育フィッシュ」とは？
愛媛県で愛情込めて育てた魚（養殖魚）のことです。

酒・・・・・大さじ２
みりん・・小さじ２
砂糖 ・・・・・ 少々

【Ａ】

白ごま ・・・・・・ 大さじ２
細ねぎ ・・・・・・２～３本
もみのり・・・・・・・・少々
ご飯・・・・・・・・・・・ ４杯

（食品）は、私たちの念い
が詰まった作品（鯛）です。

おも

品目 主な産地市町
今治市・宇和島市・八幡浜市・上島町・
伊方町・愛南町

旬

11月 12月

　旬カレンダー

養殖まだい

5月 6月 7月 8月 9月 10月1月 2月 ３月 4月



上島町立弓削小学校
（越智郡上島町）

上島町立弓削小学校では、学校給食に地元産の
食材を使うだけでなく、献立として海の幸・山の幸を
たっぷり使った郷土料理やタイムスリップ給食（戦
後の食事体験）を取り入れたり、各学年で、地域食
材を使って様々な角度から勉強しています。このう
ち３年生の社会科では、地元生産者の方々の協力
を得て、「農家の仕事」を見学したり、インタビューな
どを通して野菜を作るための工夫や努力を知りまし
た。このほか、学校給食試食会や親子料理教室、
参観日での食育授業など、家庭や地域と連携した
活動を行っています。

太陽市（おひさまいち）
（松山市）

ＪＲ松山駅から南へ徒歩10分、平成24年6月に新装オープンした「太陽市」は松山市中心部にいな

がら、島しょ部から中山間地（３市２町）の様々な特産物が購入できます。「太陽市」では、毎日の持ち
込みが大変な山間部の出荷者のため、トラック便での集荷体制を確立しており、出荷者の生産・販売
意欲が向上し、生きがいになっています。

U R L      http://www.ja-e-chuo.or.jp/public_html/ohisama/ohisama_index.html

地元の食材を使った親子料理教室

「農家の仕事」インタビュー

写真提供：上島町教育委員会

学校給食に取り入れている郷土料理
「ひじきのレモン酢あえ」

１０

地産地消ってたべるだけじゃない

電 話 089-913-7707
住 所 松山市湊町8丁目120-1
営業時間 8:30～19:00
休 業 日 年中無休（年始年末は除く。）



「じゃばら」とは？

「邪（気）を払う」ことからこの名がつけられました。ゆずに似
た香酸柑橘の一種です。香酸柑橘とは、酸味が強く生食に向
かないため、香りを楽しむ柑橘類のことをいいます。

農林水産省では、農林漁
業生産と加工・販売の一体
化や、地域資源を活用した
新たな産業の創出を促進す
るなど、農山漁村の６次産
業化を推進しています。
６次産業化とは、１次産

業としての農林漁業の従事
者が主体的に、２次産業と
しての製造業、３次産業と
しての小売業等の事業に取
り組み、地域資源を活用し
た新たな付加価値を生み出
す取り組みのことです。

愛媛県平成23年度、24年5月31日現在の
6次産業総合化事業計画認定者一覧

《６次産業化での加工品の紹介》

株式会社内子フレッシュ
パークからり
（喜多郡内子町）

「株式会社内子フレッシュパークか
らり」では、多くの地元農家が参加し、
新鮮な野菜や果物などを手軽に買
うことが出来ますが、農産物の種類
が少ない冬場など、品ぞろえに苦労
しています。そこで、内子町の特産
品である「富有柿」と次代の特産品
として力を入れて生産している「じゃ
ばら」を使って、一年をとおして販売
できる調味料やお菓子の材料を開
発しました。直売所での販売のほか、
全国に向けてインターネット販売を
する予定にしています。

１１

■１次産業の「６次産業化」ってどういうこと？



問い合わせ先 中国四国農政局松山地域センター このパンフレットは中国四国農政局の

〒790-8519 松山市宮田町188  松山地方合同庁舎 ホ－ムペ－ジからダウンロ－ドできます。
電話 089-932-1178 ＦＡＸ 089-946-2991 http://www.maff.go.jp/chushi/info/toukei/24_panfu.html

みかん キウイフルーツ きゅうり

ばれいしょ そば そらまめ
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