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あらためて香川県の農業 

香川県の農業 
総農家数：４万戸 
耕地面積：３．２万ha 
農業産出額：７５０億円 

ちょっと自慢の農作物 

   オリーブ：全国第１位 
   にんにく：全国第２位 
   はだか麦：全国第２位 
      びわ：全国第３位 
  ブロッコリー：全国第４位 
       レタス：全国第６位 
    たまねぎ：全国第９位 
        もも：全国第９位 

１ データは農林水産省統計部、生産局農産部 

 香川県は全国一のオ
リーブ産地。野菜もにん
に くが全国 ２位 、 ブ ロ ッ
コリー、レタス、タマネギ
などもトップ 1 0に顔を出

す産地 で す 。 そ のほ か
にもはだか麦やびわ、も
もなどがランキングを賑
わせます。    
 県内の農業産出額  を

みれば総額７５０億円の
うち ３割が野菜 、 ２割が
おコメです。温暖な気候
に恵まれ育まれた県内
産の野菜やおコメ。手に
とって味わってみません
か。  

注） 

注：農業産出額は品目別生産数量に品  
  目別農家庭先販売価格（消費税含 
  む）を乗じて求めたもの 

小豆島町オリーブ公園の風車 



県内産野菜の流通 

  県内最大の消費地高松市。その台所、

高松市中央卸売市場には年間およそ
５万６千tの野菜と、１万３千tの果物が

入荷します。この野菜たちはやがて私
たちの家庭の食卓にのぼります。 

 さて、この野菜、どのくらいの県内産
のものが市場に入荷しているでしょう。 

 主なものではキャベツやなすが４割、
トマトは４割弱、アスパラガスは７割、
レタスは３割などとなっており、旬（出
回り）の時期にはより多くの県内産の
野菜たちを見つけることができます。 
 また、100種類を超える取扱品目のう

ち県内産の入荷がないのはゆり根、わ
さび、たでなど数種類となっています。 

 香川短期大学の学生さんたちが作っ
た料理(９p～参照)、一部の調味料以

外はすべてが県内産というのも納得で
す。 
 

総取り扱い量：7,100t  

香川県産970t、シェア14％ 

県内産 
出回り時期：6月、7月 

たまねぎ 

総取り扱い量：6,400t 

香川県産2,600t、シェア41 ％ 

県内産 
出回り時期：3月、4月 

キャベツ 

総取り扱い量：2,400t  

香川県産790t、シェア34％ 

県内産 
出回り時期：2月、3月 

レ タ ス 

総取り扱い量：1,600t  

香川県産580t、シェア37％ 

県内産 
出回り時期：6月、7月 

ト マ ト 

総取り扱い量：1,400t 

香川県産560t、シェア40％ 

県内産 
出回り時期：８月 

な  す 

総取り扱い量：165t 

香川県産120t、シェア71％ 

県内産 
出回り時期：6月、7月 

アスパラガス 

データは高松市中央卸売市場22年次年報。出回り時期は市場入荷の上位の月を2ヶ月程度記載しました。 ２ 



買いすぎてしまった野菜の保存 

３ 

フレッシュなまま保存 
 野菜は新鮮なうちに食べきるのがベストですが、直
売所などでついつい買いすぎてしまったときの保存方
法です。 
 野菜は、育ってきた環境になるべく近づけて保存し
ます。たとえば、ねぎやアスパラガスなどは畑で育っ
ている形で根の方を下にたてて、きゅうりなどはヘタ
を上に立てて、土の中で育ったイモなどは冷暗所でと
いうように畑での環境に近い状態で保存するのが基本
です。 

 

アスパラガスは芽。収穫後も成長を続け、
横にすると穂先が曲がってきます。保存は
切り口にしめらせたキッチンペーパーなど
を当て、コップや紙パックなどで立てた状
態で冷蔵庫の野菜室などに。 
ネギも同様に立てたまま保存します。 

カットしたものは傷みが早いので、買うと
きは丸で。保存は芯に水を含ませたキッチ
ンペーパーなどを当て、ポリ袋に入れたり
全体を新聞紙やラップなどで包み冷蔵庫の
野菜室に。キャベツにも応用できます。 

ブロッコリーはつぼみ。そもそも長期の保
存には向いていません。二日程度の保存な
ら洗わずポリ袋に入れて冷蔵庫で保存しま
す。長期間の場合は新鮮なうちにかために
茹でてタッパーなどに入れ冷凍します。 

温度や湿度が高いと傷みが早いにんじんは、
水分を吸収するよう新聞紙などで包んで冷
蔵庫の野菜室で。冷凍保存はしっかり茹で
あげて水気を拭き取り冷凍します。使うと
きには細かく切ったものはそのまま、大き
く切ってあるときはもう一度茹でます。 

軟弱野菜は温度変化や乾燥にとても敏感。
水に濡らした新聞紙などに包みポリ袋に入
れ冷蔵庫の野菜室で、立てて保存。冷凍保
存はさっと茹でて水分をしぼり、カットす
るか小分けにして冷凍します。１回分毎に
ラップすると使いやすいです。 

オクラは南国の生まれ。冷たすぎる冷蔵庫
に入れると、すぐに黒くなってしまいます。
乾燥しないよう新聞紙などに包み、冷蔵庫
の野菜室で保存しますが、早めに食べま
しょう。それでも残るときはフレッシュな
うちにかために茹でてラップして冷凍すれ
ば保存できます。 

漬け物、ピクルスに：中級、上級向けですが、
一夜漬けのもとなどもありますので、作ってお
けば新鮮な漬け物がいつでも食べられます。 

ネギ（観音寺市） 

にんじん（坂出市） 

タマネギ（三豊市） 

ほうれんそう・こまつな 

オクラ 

にんじん 

アスパラガス 

ブロッコリー 

レタス 



 近年、地域に古くからある伝統野菜に注目が集まっています。その
土地の気候風土にあった野菜として作られてきましたが、生産に手
間がかかったり大量に揃えられないなどで市場には出にくく、多くの
ものが地域限定の食材としてその土地の食文化と深く結びついてい
ます。下に紹介したもののほか、ふくよかで皮がとても柔らかい水ナ
ス「三豊ナス（表紙写真）」や手島の島とうがらし「香川本鷹（ほんた
か）」、ちょっと小粒のソラマメ「讃岐長莢（さぬきながさや）」などがあ
ります。地産地消、地域活性化などのアイテムとして期待。 

伝統野菜に注目が 

調味料も任せなさい 

砂糖：和三盆はいわずとしれた塩、綿と並ぶ讃岐三
白の一つ。サトウキビを原料とするそれは、まろや
かな味わいで和菓子の高級材料として使用されてい
ます。お料理に大量に使うには勇気がいりますが、
歴史のあるお砂糖です。産地は東かがわ市引田。讃
岐和三盆として生産が続けられています。 

塩：坂出市には、年産20万ｔを超える大きな製塩工
場もあり坂出沖の海水からとれた食塩が全国に販売
されています。また、坂出市が認定する坂出ブラン
ドに登録されたお塩などもあります。これは流下式
塩田を現代風に再現したミニ塩田で職人が平釜で炊
きあげ製造するというこだわりの塩。坂出市内など
で販売されています。 

醤油：香川県には国内五指に入る大手をはじめ、多
くの醤油メーカーが、小豆島など県内各地で醤油を
醸造しています。販売店ではいともたやすく県内産
を見つけることができます。じっくり探せば、好み
の特色のある製品も見つかるでしょう。 

食用油：小豆島産のオリーブオイルが有名。ほかに
も、まんのう町などでひまわり油などが作られてい
ます。香川短大の学生さんは食育セミナーの実習で
オリーブオイルと県内産の食酢と卵黄でマヨネーズ
を作っていました（どんな味でしょう？）。 
 

香川県は主な調味料を県内産で調達することができま
す。歴史ある塩、砂糖の生産を始め、醸造に適した気
候風土が良質な味噌、醤油の生産を支えています。 

味噌：香川県の味噌は甘みのある白味噌が主流。主
婦の自家製味噌が産業として発達したのは大正時代。
県内でとれる良質な麦、大豆が伝統を支えます。高
松、坂出、観音寺などが主な産地。 

酢：良質な讃岐米を主原料とした米酢が主流。香川
県のお酢は風味豊かといわれています。高松、丸亀、
三豊などで作られており、県内をはじめ京阪神方面
でも販売されています。 

４ 

さ ぬき白瓜（しろうり）   
明治時代からの伝統野菜。浅漬け
に最適。酢もの、和え物、スープに
も。（高松市川添地区） 

ま んば  
冬が旬の高菜の一種。「まんば
のけんちゃん」はお総菜の定番。
（県内） 

金 時にんじん 
年末年始の赤。伝統を守る
和にんじん。冬の食卓を飾
ります。（坂出地区） 



あらためて地産のコメを考える 

 香 川県のコメ 
 
 香川県でのおコメの生産量は７万tあまり。おコ
メの１人あたりの年間消費量はおよそ６０kg。香
川県の人口は１００万人ですから必要量はざっと
６万t。県内で充分自給しています。 
 右の図はその生産量と消費量の割合を市町ごと
にみたものです。島しょ部や都市的地域では域内
消費量を生産することはできませんが、綾川町や
まんのう町などの産地では町内消費量の２倍以上
の生産があります。あなたの町はいかがですか。 
 

一口メモ 

 おコメにも食品表示が必要です。検査機関で農産物
検査を受け証明されたもの以外は生産された年や品
種名を表示して販売することができません。 
    詳しくは中国四国農政局高松地域センターまで。 

５ 
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市町ごとのコメの充足率 

総務省「国勢調査」農水省「作物統計」、「食糧自給表」から作成。 

香川県 

コ  メどころ、おコメの種類 
 

  香川県のコメどころ、ご存じでしょうか。山田
米、たからだ米、前山米など阿讃山脈の麓を中心
に点在しています。 
 また、最近では有機肥料栽培や減農薬など特徴
的な栽培方法で作られたコメや、営農組合や地区
の名前を付けるなどして販売されているおコメも
あります。 
 品種はどうでしょう。香川県のうるちもみ・玄
米の産地品種銘柄は主力品種のコシヒカリやヒノ
ヒカリ、香川県で生まれたニューフェイス「おい
でまい(香系８号)」など１１銘柄があります。 
 

直  売所で買う  

  

 県内産のコメはお米屋さんやスーパーマーケッ
トでも手に入れることができますが、県内コメど
ころの農産物直売所には、銘柄米やこだわりのコ
メが地域限定で販売されていたりします。作る人
との距離がとても近い直売所。運が良ければ作っ
た方にお会いできるかも。 
 美味いコメといえば有名産地のコシヒカリを連
想される方も多いと思いますが、県内産も負けて
はいません。県内コメどころの様々な味を楽しま
れてはいかがでしょう。 
 おコメの販売店情報は「讃岐の食 販売店ガイド
ブック」（香川県農政水産部農政課発行）などに
も掲載されています。 

コ  メの保存 
 

 おコメの購入は精米なら１ヶ月くらいで食べき
れる量が目安。精米より玄米の方が比較的長期の
保存ができます。最近では卓上の精米機も種類が
増えていますから、玄米を購入して炊飯のたびに
精米することも可能です。また、気分次第で五分
づき、七分づきと、つきかたを変えるなんていう
こともお手のもの。 
 おコメの保存は低温で温度変化の少ない場所が
ベスト。とくに梅雨頃から初秋にかけてはコクゾ
ウムシなど害虫の発生、高温多湿による品質低下
やカビの発生に注意が必要です。乾燥しないよう
にペットボトルや厚手のビニール袋などに入れて
冷蔵庫の野菜室などで保存するのも一手です。 
  



地産のコメを食す 

６ 

  最近は精米機が高性能になりコメは研ぐ
とはいわず、「洗う！」だそうです。正確
に計量をしたコメを大きめのボウルなどに
入れ、多めの水で軽く１～２回混ぜ、すぐ
に水を捨てます。２回目からは水をひたひ
たにそそいで、軽くかき混ぜるように洗い
ます。力は入れなくても大丈夫、水がほぼ

きれいになったらOK。 
 水加減はおコメの容量の1.2倍（２合の米
なら2.4合）が基本。新米は少し控えめの水
加減です。水に浸す時間は、夏なら３０分、
冬なら１時間です。 

炊く 
  炊飯器が多機能になり、いろいろな炊き
あがり設定ができる機種もあります。 
 炊きあがりが「柔らかめ」、「硬め」で、
おなじおコメでも甘さや粘りなど食味が変
化します。好みの味を探してみてください。 
 また、おコメは鍋や土鍋でも、簡単にお
いしく炊くことができます。 
 とくに土鍋は遠赤外線の効果でムラが少
なく、しゃっきりと炊くことができます。
炊く量や鍋によって火加減の調節が必要で
すが挑戦してみてはいかがでしょう。 
  

保存 

  炊きあがったごはんを十分に蒸らしたら、
しゃもじで鍋の底から大きく返し、次にか
たまりを切るようにほぐして、蒸気を逃が
します。 
 炊きあがったごはんを鍋に入れたままに
するには、ふたと鍋の間に布巾をはさんで
おくと、ごはんが水滴でべたつくのを防ぐ
ことができます。 
 炊いたごはんは温かいうちに１食分ずつ
ラップして、冷ましてから冷凍保存すると
１～２週間程度は保存できます。ラップす
るときにはホットケーキ状に丸く平らにす
ると、電子レンジを使ったときに均一に加
熱できるそうです。  

洗う 

すこし手をかけて ‘炊く’ 

少々濁りが残っていても大丈夫。 

土鍋で炊くとしゃっきりおコメが立ち上がる（かも）。 

上手く炊けると一粒一粒に食感があります。 



７ 

さぬきのコメどころマップ 
合鴨（あいがも）コシヒカリ・
合鴨ヒノヒカリ 
綾川町を中心に行われているこだわり農法。合鴨
に除草と害虫の退治をしてもらい、農薬や化学肥
料は使わない農法で生産。品種はヒノヒカリとコシ
ヒカリがあります。 
      JA香川県 ふれあいセンター綾单 

香川県仲多度郡まんのう町西高篠のまんのう
地域限定のコシヒカリです。 
           JA香川県 夢ハウス協栄 

ほたるの舞（ほたるのまい） 

財田町はたからだ米の地。その中でも石
野地区で栽培されたおコメが、この「石野
米」。石野地区は正宗、石野上・下、戸川
の4集落。石野営農集団として栽培してい
る有機減農薬のおコメです。 
   道の駅「たからだの里さいた」 

石野米（いしのまい） 
まんのう町琴单・長炭のお米 

まんのう町琴单は阿讃山脈の北側、長炭は
日本一のまんのう池の東側に位置します。
ここのおコメは阿讃山脈から流れ出る財田
川水系の水で育てられたもの。 

この地域の昼夜の寒暖差がおいしいお米を
作るといわれています。 
     仲多度郡まんのう町琴单、長炭地区 

たからだの里（財田）は古くからコメどころと
して知られています。コメづくりに適した地
形と環境の中で、生産されています。 

堆肥を使った有機質肥料が特徴。有機減
農薬で栽培、品種はコシヒカリ。 
   三豊市財田地区    
   道の駅「たからだの里さいた」           

たからだ米（たからだまい） 

香川県三豊市高瀬町、象頭山の奥座敷と
いわれる旧高瀬町麻地区。清流・山間の
里あさ盆地で栽培されたおコメ。 
   三豊市高瀬町麻地区 

あさの米（あさのまい） 



８ 

東かがわ市大内町の“水主”地区。そこは水不足
に悩まされる香川にあって屈指の水どころ。 
“水主三山”から流れ出る水で育てられたおコメ。 

更に、減農薬・無化学肥料で作られたコシヒカリ
が“水主米”。 
      東かがわ市水主地区 
      JA香川県 ふれあいセンター大内店 

水主米（みずしまい） 

注：ブルーラインはコメどころと言われる地域、オレンジラインは特徴的な栽培方法で育てられているおコメです。取り扱い店名を記載している場合でも期間や取
り扱い量が限定されている場合があります。（本マップは当センターでの情報収集、関係機関等の助言をもとに作成しています。） 
 

香川県東かがわ市福栄地区で栽培されているプ
レミアム米。昼夜で寒暖の差があり、水はけの良
い土地がコメ作りに適しています。水がきれいで
冷たいことも栽培条件としてあげられます。 

 農薬をほとんど使用せず、こまめに田んぼや周
辺の草刈りをして害虫予防に努めています。 
       JA香川県 ふれあいセンター東讃店 

とうさんうまい 

七夕米（たなばたまい） 

品種はコシヒカリ。一般では4月～5月に田植え

をするこのコメを七夕の季節に田植えをするの
で七夕米。田植えを遅らせたことで,夏の高温障

害を受けにくくなり、品質の良いコメができまし
た。肥料も専用肥料を使っています。 
   東かがわ市白鳥 農事組合法人「SWAN」 
   道の駅「津田」 
 

 艶がありおいしいといわれる前山米。 

中山間の砂壌土の棚田に、讃岐山脈を源流
とする鴨部川のきれいな水を引き育った「前
山米」は、艶のある硬質米で、古くから食味
が良いと評判。 
      さぬき市前山地区 道の駅ながお 

前山米（まえやままい） 

古くから綾歌地方のおコメは山田米といわれ、美
味いコメの代名詞。 

大正天皇即位式典の大嘗祭に献納したお米の
栽培田「主基斎田」では毎年６月にお田植え祭り
も行われています。 
              綾歌郡綾川町山田地区 

山田米（やまだまい） 



じゃがいもを育ててみた 

 若葉萌える６月、香川短期大学と中国四国農
政局高松地域センターのコラボレーションで食
育セミナーを開催しました。 
 学生たちは食物栄養専攻の２年生、総勢５０
名。第１部は農業実習、２部は地産地消のクッ
キング。 
 料理の主役は、彼女たちが農業実習で育て収
穫した「じゃがいも（ばれいしょ）」。そのほ
かの材料も県内産にトコトンこだわって集めた
もの。 
 実習の様子とお料理レシピを紹介。 
  
  

９ 

肥料袋で育てた。 

一袋で、このくらい。品種はメークイン。 

佐々木先生、じゃがいもについての講義。 

ほ場でもみんなで収穫。 

観察記録発表。 

食育セミナーの様子。 

農業体験 

 学生たちは、農業体験を通じて食の大切さを
知ろうと、３月からじゃがいもを栽培してきま
した。およそ３ヶ月たった６月、収穫体験です。
また、学校での毎日の観察用に肥料袋でも育て
てきました。 
 このじゃがいもをメインに、香川県内でとれ
たその他の食材を使って、オリジナルの献立を
作成。（次ページから） 
  
ばれいしょ：香川県では栽培面積１００haあまり、およそ１
３００t生産されています。市場への出荷は少なく自家用や

直売所などでの販売が主体となっています。  



ほぼ地産クッキング 

じゃがいも 100g  塩       1.8g 
たまねぎ  80g  濃い口醤油 6.6g 
青ネギ   10g  オリーブ油   5g  
にんにく   1g  こしょう    0.04g  
煮だし汁 
   水300g 
   煮干し6g 

① 煮だし汁をとる。 

② じゃがいもとたまねぎは皮をむき、薄切
りにする。青ネギは斜め切り、にんにくはみ
じん切りにする。 

③ 鍋にオリーブ油を入れて火にかけ、に
んにく、たまねぎを入れて炒める。 

④ ③に煮だし汁、じゃがいもを入れて、
じゃがいもが煮えたら、塩、醤油、こしょうを
入れて味を整えてから最後に青ネギを入
れ、器に盛る。 
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じゃがいも 100g  牛乳        120g 
たまねぎ  40g  オリーブ油     10g 
長ネギ    30g  塩         0.6g  
コンソメスープ    こしょう         0.02g 
   水250g    パセリ            2g 
   固形コンソメ4g 

ビィシソワーズ(冷製スープ) ① たまねぎと長ねぎは1～2mmの薄切り、じゃが
いもは3～4mmの半月切り。パセリは刻んでおく。 

② 鍋にバターを入れて火にかけ、たまねぎとねぎ
を色をつけないようにじっくり炒め、さらにじゃがい
もを入れて、じゃがいもに透明感が出るまで炒め
る。 

③ ②にコンソメスープを加え、やわらかくなるまで
弱火で10分くらい煮込む。 

④ ③に分量の半分の牛乳を入れて、ミキサーで
なめらかになるまで撹拌する。 

⑤ 氷水で④を冷やしながら残りの牛乳を少しず
つ加えて濃度を調整し、塩、こしょうで味を整える。 
⑥ 器に盛り、パセリを散らす。 

じゃがいも300g  マヨネーズ 
たまご    50g    卵黄       36g 
きゅうり    30g      オリーブ油  66g  
にんじん  20g A   酢       10g 
たまねぎ    50g      塩         2g 
塩        2g    砂糖       2g 
こしょう    0.4g            こしょう     0.6g 
酢        10g 
レタス     40g 
ミニトマト   40g（4個） 
 

① じゃがいもは皮をむいて適当な大きさに切り、
ひたるくらいの水と少量の塩を入れてゆでる。じゃ
がいもが煮えたら、ゆで汁を捨て、塩、こしょうで下
味をつけ、熱いうちに酢をかけておく。 

② 卵は、ゆで卵にして、殻をむいて粗みじん切り
にする。 

③ きゅうり、にんじん、たまねぎは薄切りにして、
塩少々をかけて塩もみし、水気を絞る。 
④ ボールにオリーブ油以外のAの調味料を入れ

て泡立て器でよく混ぜる。オリーブ油を少しずつた
らしながら入れ、クリーム状になるまで泡立て器で
手早くかき混ぜる。 

⑤ ①に②、③を加え、④のマヨネーズで和える。
器にレタスを敷き、盛りつけ、トマトを飾る。 
 

ポテトサラダ 

各レシピとも分量は二人前です。 

1人前80kcal 

1人前556kcal 

1人前141kcal 

ばれいしょ：農林水産省統計にかかるものは「ばれいしょ」、その他は香川短期大学のレシピに準拠し「じゃがいも」で表記しています。 

じゃがいもスープ 
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新じゃが    160g   
たまねぎ      40g    
牛肉（バラ）   80g  
にんにく         3g 
しょうゆ      12g 
みりん        12g 
パセリ（みじん切り） 0.6g 
オリーブ油     1.4g 
 

新じゃが甘辛にんにく ① たまねぎは薄切り、新じゃがはよく洗い乱
切りにして電子レンジで約4分加熱する。 

② フライパンに牛肉を入れて焼き、肉から油
がでてきたら、にんにくを入れてさらに焼き、
別の器に移す。 

③ ②のフライパンにオリーブ油を入れて、①
の新じゃがとタマネギを入れ焼き色を付け②
と醤油、みりんを入れて照りが出るまで（水分
がなくなるまで）炒める。 

④ 器に盛り、にパセリのみじん切りを散ら
す。 

じゃがいも    60g  ポン酢醤油    
にんじん        40g    だし汁（鰹節） 10ml  
さやいんげん     40g    レモン絞り汁    6ml       
豚肉（讃岐夢豚） 60g      醤油           10ml          
オリーブ油        4g     酢                     6ml 
塩            0.2g    
黒こしょう     0.06g 
酒            3g 
パセリ          1g  

① じゃがいも、にんじんは細切りにし、さ
やいんげんは筋を取りゆでた後4cmくらい
の長さに切る。 

② フライパンにオリーブ油を入れて豚肉
を炒め、塩、黒こしょう、酒で味を付ける。 

③ かつお節でだしを取り、レモンの絞り
汁、醤油、酢を合わせ、ポン酢醤油を作
る。 

④ ②の豚肉に①の野菜をのせ巻き、器
に盛り、パセリを添える。 
 

じゃがいもの豚肉巻き 

じゃがいも     300g 
薄力粉       80g 
塩         1.6g    
こしょう        0.04g 
固形コンソメ    1.8g 
完熟トマト（缶） 400g 
アスパラガス  100g 
オリーブ油      20g 
にんにく       4g 
鶏肉         50g 

① じゃがいもは皮をむいて一口大に切り、軟らかくゆでて
水を切り、なめらかになるまでマッシャーでつぶす。 

② ①に薄力粉を入れて、手でこねて混ざったら、塩、こしょ
うする。薄力粉は手でこねても手につかない程度に加える。 
③ ②の生地を500円玉くらいの大きさに丸め、つぶす。 

④ 大きめの鍋に水を沸騰させて、その中に③を入れゆ
で、浮かんできたらニョッキのできあがり。 

⑤ フライパンにオリーブ油、にんにくのみじん切りを入れ、
火にかけ、にんにくの香りを出す。 

⑥ ⑤に一口大に切った鶏肉と完熟トマトを入れて、肉に火
が通ったら、塩、こしょう、固形コンソメを入れて味付ける。 

⑦ アスパラガスと④のニョッキを入れてふたをして煮詰め
ると完成。 
 

じゃがいものニョッキ ‘トマトソース’ 

1人前434 kcal 

1人前122kcal 

1人前302kcal 



じゃがいも                       160g 
たまねぎ            140g 
豚こま切れ（讃岐夢豚）   40g 
オリーブ油            8g  
固形コンソメ        3.2g 
黒こしょう         0.06g 
パセリ（生）            2g 
 

① じゃがいもは皮のまま5mmの輪切りにして水にさ
らした後にゆでる。 
② たまねぎは薄切りにする。 

③ フライパンにオリーブ油を入れて、豚こま切れ肉
を炒め、豚肉に火が通ったらたまねぎを入れて、そこ
に分量の半分の固形コンソメを入れ炒めた後、別の
皿に移す。 

④ ③のフライパンにオリーブ油を入れ火を付け、
じゃがいもを入れ、両面香ばしく焼き、残りの固形コン
ソメを入れる。 
⑤ ③④を合わせて黒こしょうをふる。 
⑥ 器に盛りつけてパセリを散らす。 

① じゃがいもは1cmのサイコロ状に切り、水につけ
た後にゆでる。 

② たまねぎとにんじんはみじん切り、豚肉は小さく
切る。細ネギは小口切りにする。 

③ フライパンにオリーブオイルを入れて、たまねぎ、
にんじん、豚肉を炒め、火が通ればじゃがいもを加
え、ごはんを入れて炒める。 
④ Aの調味料で味付けし、器に盛り、ねぎを散らす。 

じゃがいも              70g   
小麦粉（薄力粉）  80g 
卵           45g 
牛乳           40g 
 塩           0.8g 
砂糖             15g 
オリーブ油       4g 
ジャム 
  甘夏柑      55g 
  砂糖         60g 
ミント            2枚     
 

ジャーマンポテト 

じゃがいも              120g  
たまねぎ               80g 
にんじん               40g 
豚肉（讃岐夢豚）      40g 
細ネギ                   6g 
ごはん（さぬき米）  160g 
   醤油            6g 
A  塩           1.6g 
   こしょう        0.1g 
オリーブ油               6g 
 

じゃがいもとタマネギの炒飯 

① じゃがいもは皮をむいてすりおろす。 

② 卵と牛乳を混ぜ合わせて、①のおろしたじゃが
いもを加えて混ぜた後、小麦粉を入れてよく混ぜ
る。混ざったら、塩とこしょうとオリーブ油を入れて混
ぜ合わせる。生地が硬いようなら水を足す。 

③ 生地の準備ができたらフライパンにオリーブ油
を入れ、生地を薄く広げながら焼いていく。 

④ 甘夏柑は皮をむいて実だけを取り出し、鍋に砂
糖と一緒に入れ、煮詰めてジャムを作る。 

⑤ ジャムができたら、焼けた生地を半分におり、
ジャムをかけミントをのせる。 

じゃがいものクレープ甘夏ソースかけ 
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1人前162kcl 

1人前424kcl 

1人前393kcl 



 さぬきマルシェは毎週日曜日、サンポート高松
シンボルタワーや男木島・女木島フェリー乗り場
前など高松港周辺で開かれています。マルシェ
のテーマは毎回新鮮。たとえば今年の夏のテー
マでは「七夕・畑の収穫祭」とか「大暑・クールベ
ジタブル」など、季節にあわせて毎週替わり。 

 県内の生産者によるこだわりの野菜や旬の果
物、地元シェフが腕をふるった「県内食材のおい
しい食べ方」などマルシェならではの作る人と食
べる人の出会いの市場。 

 休日のマチナカ地消、ぶらぶら散歩はいかが
ですか。 
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マチナカの地消探訪 

予讃線 

市役所 

県庁 

さぬきマルシェ 
In サンポート 

サンクラッケ 

サン・クラッケ 

 さぬき産業工芸館サン・クラッケ（单新町
商店街）では工芸品はもちろんですが、豊
富な県内食材を使ったたくさんの食品・加
工品・菓子・飲料などが紹介、販売されて
います。たとえばさぬきの夢２０００を使っ
た定番のうどん、オリーブオイル、レモン
マーマレード、４ページでも紹介した調味料
等々。毎日の食卓を、地域特産品、伝統の
加工食品などで飾ってみてはいかがでしょ
う。  

伝統の漆器。地産の器で地産の食材をいかが。 

地産地消は郊外の直売所？ 
いいえ、マチナカにもあります。 
高松市内では、さぬきマルシェinサンポートやインショップなど
で地産の食材が販売されています。 

 また緑提灯のように全国的な広がりをもった地産地消の取り
組みも行われています。 
  

 さぬきマルシェ 
     in サンポート 



琴電 
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緑提灯 
 緑提灯は、国産品や地場産品を積極的に扱っている居酒屋さんやレストランなどにかけら
れてます。 
 ちょうちんの★マークが国産食材の使用率を表しています。★マークが1個付いたお店は地
場産・国産５０％以上、★２個だと６０％、MAXの★５個は９０％以上のお店です。 

 高松市内には居酒屋さんを中心に１３軒 。お気に入りの隠れ家が見つかったら、ご夫婦で、
気のあった仲間で、地場産品を肴におとなの時間を過ごしてみてはいかがでしょう。 

注）：２４年６月現在。正確な場所と店名はインターネット「みどり提灯」を検索！ 
緑提灯はフード・アクション・ニッポンアワード2009のコミュニケーション・啓発部門で最優秀賞を獲得しています。 

●印が居酒屋さんタイプ
の緑提灯 

登録店と場所はインターネット「みどり提灯」で検索！ 
高松市内はただいま１３店舗。 

 香川県庁内にある「かがわ地産地消運動推進会議」は「県産
野菜や、瀬戸内の魚はどこで食べられるの」という声に応えて、
香川地産地消協力店制度を設けています。レストランや料理店、
ホテルなどが参加。食事からスウィーツまでプロの技で県内産
の食材が味わえます。 
インターネットで「讃岐の食」を検索、「地産地消を 
味わう」→「協力店ガイド」をクリック！ 

Check！「讃岐の食」 

注） 
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買い時グラフ 
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年間平均価格=０ 

野菜の旬 
 

  左のグラフは香川県特産のアス
パラガスの高松市中央卸売市場へ
の平成２２年入荷量と、県外産を含
めた平均価格を０とした県内産との
価格差です。 

 入荷量は３月頃から多くなり、１０月
頃まで県外産を圧倒します。価格も
露地物の出回り時期の６月から９月
にかけては年間の平均価格を下回っ
ている様子が見て取れます。 

 そのほかにも、代表的な野菜、果樹、
魚を比較してみました。購入時の参
考に。 

グラフは高松市中央卸売市場２２年次年報から作
成しています。年次によって入荷量や価格が変化し
ますのでご注意ください。 
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 ・温州みかんは早生、中生を含む。 
 ・ぶどうはデラウェア、ベリーA、ピオーネの合計。 
 ・いちごはとよのか、さちのか、女峰、さぬき姫の 
  合計。 
 ・キウィフルーツはヘイワード、香緑、さぬきゴー 
  ルドの合計。 
 ・はまちは天然、養殖の合計。 
 ・さわら類はさわら、さごしの合計。 
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ほうれんそう、青ネギ、レッドキャ
ベツ、キャベツ、ふき、セロリー、
ブロッコリー、サニーレタス、きゅ
うり、ナス、ソラマメ、生シイタケ、
シメジ、 

はまち、すずき、あなご、あしあか
えび、かき、とりがい、あわび 

不知火、白桃、ヘイワード 

高松市民は県内産の食材をどのくらい食べている？ 

 高松市中央卸売市場で扱う品目（生鮮）は野菜でおよそ１００種、果物９０種、魚介類８０種に及びま
す。そのうち県内産はどのくらいあるでしょう 

  主な食材の県内産のシェアをみてみると、「なるほど」という品目もあれば、「少ないなぁ」というもの
もあると思います。あなたの感想は？  
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県内産割合 
 
      ％ 

野菜類 果実類 水産物 

79～  
 60 

アスパラガス、チンゲンサイ、エ
ンサイ、菜の花、みずな、パセリ、
ミニトマト 
 

はっさく、清見、せとか、ピオーネ、
とよのか、白鳳、デラウエア、さち
のか 

ぼら、かれい、めばる、とらふぐ、
このしろ、しらさえび、いか 

39～  
 20 

なごやふぐ、あかがい、ぶり、さわ
ら、さごし、しいら、はぎ、くるまえ
び、かに 

だいこん、カリフラワー、レタス、
トマト、とうがらし、いんげん、
えだまめ、クレソン 

ネーブルオレンジ、すもも、ハウ
スみかん 

 0 

19～  
  1 

注：水産物（カジキ、サンマなど）や青果物の一部は高松市中央卸売市場の分類に準拠し、香川県に属する出荷者（属人）のものも掲載しています。 
   掲載品目は取扱品目すべてではありません。また、ブドウ、かんきつなどは代表的な品種を掲載しています。高松市中央卸売市場22年次年報から作成。 

あじ、養殖鯛、ウニ、サバ、イワシ、
つばす、カンパチ、カジキ、メバチ、
サンマ、いさぎ、 

いよかん、レモン、新高、愛宕柿、
ぶんたん、ポンカン、幸水、豊水、
二十世紀、平核無柿、くり、アンデ
スメロン、マンゴー 

トウモロコシ、グリーンピース、タ
マネギ、にんにく、洋にんじん、
ごぼう、白菜、グリーンボール、
白ネギ、ミツバ、カボチャ、ピーマ
ン、シシトウ、オクラ、キヌサヤ、
かんしょ、サトイモ、ヤマノイモ  

びんなが、よこわ、きはだ、いせえ
び、あさり、はまぐり、しじみ、あゆ、
うなぎ 

れんこん、くわい、うど、せり、に
ら、ばれいしょ、ながいも 

グレープフルーツ、リンゴ（ふじな
ど）、巨峰、アールスメロン、スイカ、
バナナ、パインアップル、パパイア 

100～  
  80 

金時にんじん、葉ごぼう、つけ菜、
まんば、しろ菜、つまみ菜、ワケ
ギ、しゅんぎく、サラダ菜、白うり、
かぶ、タケノコ、小松菜 

くろだい、こち、きす、はも、べら、
たこ、イイダコ、まてがい、なまこ、
天然鯛、サヨリ、マナガツオ、しず 

小原紅早生、普通・早生温州、甘夏
みかん、セミノール、早生柿、大秋
柿、ぶどう（ネオマスカット、ベリーA、

アレキサンドリア、瀬戸ジャイアント
など）、イチジク、女峰、さぬき姫、プ
リンスメロン、香緑、さぬきゴールド、
富有柿、びわ 
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株式会社アライオリーブ 

【取組概要】  
  瀬戸内の小豆島でオリーブの果実を一粒一粒丁寧に手摘みして収穫し、 
 収穫後６時間以内に自社搾油所で採油した酸度0.1％（酸価0.2）という低 
 酸度のエキストラヴァージンオリーブオイルの製造を実現しました。  
【主な取り扱い商品】 オリーブ加工品 

農山漁村の６次産業化 

県 内 六 次 産 業 化 法 認 定 事 業 者 の 取 組 紹 介 

中田 茂富（中田養蜂） 

【取組概要】  
  日本で初めて高純度の枇杷（びわ）蜜の商品化に成功し、枇杷蜜を使用し 
 て讃岐和三盆糖と組み合わせたコンフィチュールや蜂蜜と国産きな粉を組 
 み合わせた豆菓子等、蜂蜜を使用した商品開発・直売を行っています。 
 【主な取り扱い商品】 蜂蜜類、蜂蜜加工品等  

飯 田 農 園 

【取組概要】  
  ７月初旬から９月下旬まで、直売所において青果及びシャーベット、ジャム 
 等の販売を行うほか、道の駅やレストラン、カフェ等への販売も行っています。 
  また、さぬきマルシェなどのイベントにも出店し、PRするとともにインター 
 ネット販売にも取り組んでいます。 
【主な取り扱い商品】 もも、すもも 

有限会社 広野牧場 

【取組概要】  
  酪農・田舎体験の受け入れを行うほか、共同出資によるいちごの観光農園 
 もオープンしています。 
  また、生乳を活用したソフトクリーム・ジェラートを開発し、１２月のオープン 
 に向け加工・販売施設の整備に取り組んでいます。 
【主な取り扱い商品】 ソフトクリーム、ジェラート 

大地と語り合う会 株式会社三豊ファームサービス 
【主な取り扱い商品】 
 ボイセンベリー、野菜等 

【主な取り扱い商品】 
 発芽発根ニンニク 

「１×２×３＝６」？ 
 

 １次産業は農産物などの生産、２次産業は加工、３次産業は
流通販売などを担う産業。「６次産業」化は生産から加工・販
売まで1次産業の農家や漁家で、という取り組み。ゆえに１次
産業×２次産業×３次産業で６次産業。 
 農産物などの地域資源と結びついた取り組みは、地域のアイ
デアを生かした新しい商品を生み出しています。香川県での認
定は現在６件。農林水産省ではこの「６次産業化」を支援して
います。新しい取り組みから生まれた自信作、一度手に取られ
てみてはいかが。 

 もちろん、新しく事業を興したい農林漁家も募集中です。        



 【表紙】伝統と革新 
 普通のナスのおよそ３倍もある「三豊ナス」は昭和
初期から三豊地区で栽培。グリーンアスパラ「さぬ
きのめざめ」は平成１７年生まれの期待のニュー
フェイス。根もとまで柔らかいと好評。 
   

気になるサイト案内 

   地讃地消 讃岐を食す。   

平成24年8月発行 

 編集：中国四国農政局高松地域センター 
   〒760-0018 高松市天神前3番5号 
   電話：087（831）8153（内線326） 

   FAX ：087（831）8156 

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

  

 料理監修：香川短期大学 
        生活文化学科食物栄養専攻 
 

★ クッキング自給率（料理自給率計算ソフト）：作ったお料理の自給率が簡卖に計算できます。                                                              
                                            （農林水産省）   

★ うどん県統計情報コーナー：うどんだけじゃない香川県のいろいろな統計です。 

★ FOOD ACTION NIPPON（フード・アクション・ニッポン）：日本の食糧自給率をアップする 

  ためにがんばっているサイト。食の情報盛りだくさんで楽しいサイトです。 

★ 讃岐の食：かがわ地産地消運動推進会議（香川県農政水産部農政課 地産地消グルー 
  プ）のサイト。県内の地産地消情報はダントツ一位です。 

★ 緑提灯：夕暮れからの自給率向上のためにがんばっています。ちょうちんは赤より緑。 

★ 中国四国農政局：四国の農業情報はこのサイトから。新しい政策も紹介しています。 

★  JA香川県：新鮮食材の動きや農作物の生産情報など役立ち情報満載。家庭菜園・ガーデ 
  ニング情報などもあります。 

赤字部分をインターネット検索サイトで
入力するとほぼヒットします。 

★ LOVEさぬきさん：「うどん県 それだけじゃない香川県」でおなじみの県産品情報サイト。 

★ 高松市中央卸売市場：市場情報はこちらから。市場のイベント情報や市況などもみられ 
  ます。 

★ サン・クラッケ：県内の工芸品をはじめ、食品加工品などの県産品情報サイト。 

★ さぬきマルシェ：週替わりのテーマで、サンポート付近で日曜日に開催。事前情報はこのサ 
  イトから。 

画像等の無断転載を禁止します。 

http://www.maff.go.jp/chushi/nousei/kagawa/index.html

