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上ノ国町（かみのくに）の紹介

面 積：547.71k㎡
総人口：4,615人
(住民基本台帳2021/3/1)

町の木：ヒノキアスナロ
町の花：エゾヤマツツジ

○日本海に臨む農漁業の町
○中世の名残をとどめる歴史の町

【地理・気象】
上ノ国町は、渡島（おしま）半島の西南、檜山振興局管内の最南

端に位置しています。東は渡島山地、西は日本海に面しています。
町面積の92％が山林で占められており、北部に天の川、南部に

石崎川が流れ、日本海に注ぎこんでいます。
気候は対馬暖流の影響を受け、四季の変化が穏やかで寒暖の差が

小さいところです。日照時間は割合少なく、雨量は６月から10月
にかけて多くなります。風は強く、５月、６月はこの地方特有のヤ
マセ（南東風）、冬季間は北西の季節風が吹き荒れます。初雪は1
1月中旬、12月中旬には根雪となります。

【歴史】
上ノ国町は「北海道和人文化発祥の地」と言われています。
和人が上ノ国の地に住みついたのは平安時代の1189年（文治５

年）とされています。その後和人は館（たて）と呼ばれる城館（じ
ょうかん）を築き、支配する地域を拡大していきました。道南には
10を越える館があったと言われています。
室町時代の1457年（康正３年）にコシャマインの戦い（アイヌ

と和人の戦争）がありました。コシャマインが率いるアイヌの勢い
は強く、各地の館は陥落しました。しかし上ノ国の花沢館の館主・
蠣崎季繁（かきざきすえしげ）の客将であった武田信広が指揮する軍
により鎮圧されました。このことにより道南での蠣崎氏の支配権が
確立し、江戸時代に入り松前藩として認められました。

1902年（明治35年）に上ノ国村、木ノ子村、汐吹（しおふき）
村、石崎村、小砂子（ちいさご）村、大留村、北村が合併し上ノ国
村となり、1967年（昭和42年）に現在の上ノ国町になりました。



上ノ国さやえんどうの実力

上ノ国町では、昭和56年にさやえんどうの栽培が始まり、平成
２年には、出荷額が１億円を突破。令和３年では、３２戸の農家が
栽培しています。40年も続いている「さやえんどう」産地です。
生産量は道内でも屈指の規模を誇り、主な出荷先である関西・名

古屋・東京方面の市場関係者から「品質がよく信頼できる」と高い
評価を受けています。

出典「上ノ国町HP」一部変更

さやえんどうの栄養と効果

さやえんどうは、優れた栄養をもつ健康野菜です。

１日100ｇ食べた場合（生）

食事摂取基準に対する充足割合
注目の栄養成分

(30～74歳までの女性の場合)

ビタミンＡ推奨量の約７％
β－カロテン

（レチノール換算）

ビタミンＫ 目安量の約27％

ビタミンＢ2 推奨量の約８％

ビタミンＣ 推奨量の44％

カリウム 目安量の８％

※厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020年版）」参照
※食事摂取基準は１日当たりの値

栄養成分からみた効果は、美肌や健康な髪づくり、骨を丈夫にす
る、むくみ予防、疲労回復、風邪予防等々があげられます。また、
食物繊維が多いので、腸内環境を改善する効果も期待できます。



【参考】さやえんどうの栄養成分一覧表
（日本食品標準成分表2020版 八訂 より）

栄 養 エネル たんぱ 炭水化 食物繊
脂 質 灰 分

成 分 ギー く質 物 維
（１００ｇ当） kcal ｇ ｇ ｇ ｇ ｇ
生 38 3.1 0.2 7.5 0.6 3.0
ゆで 36 3.2 0.2 7.0 0.5 3.1

栄 養 ビタミン
β－カ ナイア

Ｅ Ｋ Ｂ1 Ｂ2 Ｂ6
成 分 ロテン シン
（１００ｇ当） μｇ ｍｇ μｇ ｍｇ ｍｇ ｍｇ ｍｇ
生 560 0.7 47 0.15 0.11 0.8 0.08
ゆで 580 0.7 40 0.14 0.10 0.6 0.06

栄 養 ビタミン
パント ビオチ 葉 酸

成 分 Ｃ
テン酸 ン

（１００ｇ当） ｍｇ μｇ μｇ ｍｇ
生 0.56 5.1 73 60
ゆで 0.47 － 56 44

栄 養 ミネラル
カルシ マグネ カリウ

リン 鉄 亜鉛
成 分 ウム シウム ム
（１００ｇ当） ｍｇ ｍｇ ｍｇ ｍｇ ｍｇ ｍｇ
生 35 24 200 63 0.9 0.6
ゆで 36 23 160 61 0.8 0.6

また、アミノ酸のリジン、アスパラギン酸等も含まれています。

上ノ国「豆知識」

華夏絹莢（はなかきぬさや）

上ノ国町で多く作付けされて

いるさやえんどう品種は「華夏

絹莢」です。

「華夏絹莢」は赤花の早生（わせ）で、莢は光沢のある濃緑色

をしています。食味も優れています。
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さやえんどうのすじ取りについて

「すじ取り」は、さやえんどう料理に欠かせない下ごしらえです。

→

①両端５ミリほどを指先でちぎりますが、その時付いてきた

すじをスッと引きます。

②付いてこないすじは無理して取る必要はありません。

さやえんどうの保存について

食べきれないさやえんどうは、塩をひとつまみ入れたお湯に、サ

ッと湯通し（ブランチング処理）し、水切りしたあと冷凍保存しま

しょう。



絹さやの卵とじ

① フライパンで水を沸かし、沸騰したら、だしの素、砂糖、醤油を入れ
ます。

② よく溶いた卵を回し入れ、さやえんどうを入れます。

③ 卵に火が通ったらできあがりです。

【材 料】

２人前

上ノ国産さやえんどう

…100ｇ

卵 …２個

だしの素、砂糖 …大さじ１

醤油 …小さじ１



絹さやとじゃがいもの味噌汁

① メークインを食べやすい大きさに切り、だし汁に入れます。だし汁で
メークインの芯が柔くなるまで煮ます。

② 味噌を溶き、再沸騰したら、片栗粉をひとつまみ入れた溶き卵を回し
入れ火を止めます。

③ 最後にさやえんどうを入れて、できあがりです。

【材 料】

２人前

上ノ国産さやえんどう

…30莢

メークイン …大１つ

味噌 …大さじ２

卵 …１個

片栗粉 …少々

煮干しのだし汁 …400cc
memo

さやえんどうとじゃがいもを美味

しく頂くには、煮干しだしが一番

です。



絹さやたっぷり八宝菜

① 白菜とニンジンは食べやすい大
きさに切り、しめじはほぐしま
す。…A

② 豚肉も食べやすい大きさに切り、
エビと一緒に分量外の酒と塩胡
椒をなじませておきます。その
後、片栗粉をまぶしておきます。
…B

③ フライパンにお湯を沸かし、A
を下茹でし、ざるにあけます。
Bも同様に下茹でします。

④ フライパンにサラダ油を少量ひ
き、Bを炒めた後、Aを入れて炒め、さやえんどう、調味液を入れま
す。

⑤ 塩こしょうで味を調え、水溶き片栗粉でとろみをつけて、できあがり
です。

【材 料】

２人前

上ノ国産さやえんどう

…170ｇ

白菜 …２～３枚

豚肉（薄切り） …２～３枚

エビ …100ｇ

ニンジン …４cm程度

しめじ …１／４房

調味液

水 …100cc

鶏ガラスープの素

…小さじ１

酒 …大さじ１

醤油 …大さじ２

オイスターソース…小さじ１

砂糖 …小さじ１～２

塩 …ひとつまみ

塩こしょう …少々

水溶き片栗粉 …適量



絹さやのしょうが醤油漬け

① さやえんどうをさっと茹でます。

② ①を冷水で冷やした後、よく水切りし、細切りにします。

③ Ａを混ぜて漬け汁を作り、さやえんどうを入れて、２分ぐらい置きま
す。

④ 漬け汁から取り出し、できあがりです。

【材 料】

小皿に盛る程度の量

上ノ国産さやえんどう …80ｇ

Ａ 醤油 …30ml

ショウガ（すりおろした量）

…３ｇ

うまみ調味料

（商品名：いの一番）…少々



絹さやの浅漬け

① さやえんどうをさっと茹で、水切りします。パプリカを細切りします。

② Ａを混ぜて漬け汁を作り、さやえんどうとパプリカ、トウガラシを入
れて冷蔵庫で一日置きます。

③ 漬け汁から取り出し、できあがりです。

【材 料】

小皿に盛る程度の量

上ノ国産さやえんどう …80ｇ

パプリカ（小） …80ｇ

トウガラシ（輪切り） …少々

Ａ 水 …150ml

塩 …８ｇ

うまみ調味料

（商品名：いの一番）…少々

memo

彩りにパプリカを入れました。お好みの野菜

でＯＫです。



絹さやのキムチ漬け

① さやえんどうをさっと茹で、水切りします。

② ①のさやえんどうに塩をまぶし、５分置いた後、水で洗い、ザルに上
げて水切りします。

③ キムチの素と砂糖を混ぜて漬け汁を作り、さやえんどう、千切りにし
たニンジン、ショウガを入れて１日置きます。

④ １日たったら、漬け汁から取り出し、できあがりです。

【材 料】

小皿に盛る程度の量

上ノ国産さやえんどう …80ｇ

塩 …７ｇ

キムチの素（液体） …大さじ１

砂糖 …小さじ1/2

ニンジン …５ｇ

ショウガ（すりおろした量）

…５ｇ

memo

一日置くことで味が染み込み、より美味しく

なります。



絹さやのピクルス

① さやえんどうをさっと茹で、水切りします。

② Ａを混ぜて漬け汁を作り、①のさやえんどうとトウガラシを入れて、
一日置きます。

③ 一日たったら漬け汁から取り出し、できあがりです。

【材 料】

小皿に盛る程度の量

上ノ国産さやえんどう …80ｇ

Ａ 水 …70ml

酢 …70ml

砂糖 …大さじ１

トウガラシ（輪切り） …少々



絹さやの味噌マヨネーズ和え

① さやえんどうをさっと茹でます。

② 冷水で冷やして、水気をとります。

③ ボールに２とマヨネーズ、味噌を入れて和えて、できあがりです。

【材 料】

２人前

上ノ国産さやえんどう …100ｇ

マヨネーズ …大さじ２弱

味噌 …少々

塩 …少々

上ノ国「豆知識」

上ノ国：町の木、町の花

上ノ国町の木「ヒノキアスナロ」はヒノキ科アスナロ属の変種で

す。一般には「ヒバ」と呼ばれています。木材は建築、土木、船舶、

浴槽によく使われる良材です。

上ノ国町の花は「エゾヤマツツジ」です。ツツジ科の落葉樹でヤ

マツツジの変種と言われています。６月にきれいな深紅の花を咲か

せます。花言葉は「愛の喜び・情熱・初恋」。



絹さやとたこのポン酢和え

① さやえんどうをさっと茹でます。

② 冷水で冷やして、水気をとります。

③ 茹でだこを５ｍｍ程度の厚さで斜めに切ります。

④ ②、③とポン酢を和えて、できあがりです。

【材 料】

２人前

上ノ国産さやえんどう

…100ｇ

茹でだこ …40ｇ

ぽん酢 …大さじ１

塩 …少々

上ノ国「豆知識」

夷王山（いおうざん）まつり（６月）

エゾヤマツツジが夷王山を紅く彩

る６月に、「夷王山まつり」が開催さ

れます。

宵宮（よいみや）祭では松明行列

が上ノ國八幡宮から夷王山山頂まで

列をつくり、山頂にある夷王山神社

では神楽が奉納されます。

本祭は、歌謡祭やばん馬大会等が催され大変な賑わいとなります。



絹さやの胡麻酢味噌和え

① さやえんどうをさっと茹でます。

② 冷水で冷やして、水気をとります。

③ 味噌、砂糖、みりん、すり胡麻がよく混ざったら、酢を入れて混ぜま
す。

④ ②、③と和えて、できあがりです。

【材 料】

２人前

上ノ国産さやえんどう

…100ｇ

胡麻酢味噌

味噌 …大さじ１

砂糖 …大さじ１

みりん …小さじ１

酢 …小さじ１／２

すり胡麻（白） …大さじ2

塩 …少々

上ノ国「豆知識」

エゾ地の火まつり（８月）

「エゾ地の火まつり」は上ノ国町に古くから伝わる龍燈伝説を再

現する大イベントです。

龍焔（りゅうえん）太鼓の響きと燃え上がる高さ５ｍの松明、そ

して色とりどりの打ち上げ花火で、幻想的な夜を演出するイベント

「ドラゴンファンタジー」が見所です。



絹さやの肉巻き

① さやえんどうと細切りしたニンジ
ンを豚スライスで巻き、弱火で炒
めます。

② 火が通ったら、味噌だれをかけて、さっと炒めて、できあがりです。

【材 料】

２人前

上ノ国産さやえんどう

…5～6枚×３

豚スライス …３枚

ニンジン …１／３

味噌だれ

味噌

胡麻油

酒 適量

砂糖

コチュジャン

ラー油

塩 …ひとつまみ

上ノ国「豆知識」

龍燈（りゅうとう）伝説

上ノ国町の大潤ノ崎（おおまのさき）にある窓岩の上は、

階段のようになっています。「神の道」と呼ばれる名所です。

夜が更けると海の神「龍神」が「龍燈」に姿を変えて、「神

の道」をあがり、八幡牧野を通って大平山の女神に逢いに行

きます。これを「龍燈伝説」と呼びます。実際に沖合から「龍

燈」を見た人がいるそうです！？



絹さやの肉巻きフライ

① さやえんどうと細切りしたニン
ジンを豚スライスで巻き、小麦
粉をまぶします。

② 卵に少量の水を加え溶いて肉巻
きを通し、パン粉をつけます。

③ フライパンでサラダ油を熱し、
カラッとあげて、できあがりで
す。

【材 料】

２人前

上ノ国産さやえんどう

…５～６枚×２

ニンジン …１／３

豚スライス …３枚

パン粉、小麦粉 …適量

卵 …１個

水 …少量

サラダ油 …適量

上ノ国「豆知識」

上ノ國八幡宮例大祭（９月）

「上ノ國八幡宮例大祭」は江戸時代中期以

来続いているお祭りです。祭囃子（まつりば

やし）が鳴り響き、山車、御徒士（おかち）

行列が町内をねり歩きます。



絹さやのフライ

① 洗ったさやえんどうの水気を切
りビニール袋に入れて、小麦粉
を入れます。

② ビニール袋をガシャガシャ振っ
て、小麦粉をまぶします。

③ 卵に少量の水を加え溶いて、さ
やえんどうを通し、パン粉をつ
けます。

④ フライパンでサラダ油を熱し、カラッとあげて、できあがりです。

【材 料】

２～３人前

上ノ国産さやえんどう…200ｇ

パン粉、小麦粉 …適量

卵 …１個

水 …少量

サラダ油 …適量



さやコロッケ（作：北海道上ノ国高等学校）

① サツマイモの皮をむき、ひと口大に切って
ゆでます。

② コーンを水切りしておきます。
③ 玉ねぎをみじん切りにし、炒めます。
※あら熱をとります。

④ ひき肉をそぼろ状に炒めます。
※あら熱をとります。

⑤ さっと茹でたさやえんどうを２cmくらい
に切ります。

⑥ コンソメキューブを細かくします。
※顆粒の場合はそのまま

⑦ ①～⑥のすべてを入れて混ぜます。ある程
度混ざったら牛乳を少しずつ加えてもう１
度混ぜます。塩こしょうで味をととのえま
す。

⑧ ひと口サイズのボール状に丸めます。
※必ずすべてにさやえんどうが入るようにします。

⑨ 小麦粉→卵→パン粉につけてあげます。
⑩ 油をきってカップに入れ楊枝をさしたら完成です。

【材 料】 １人前

上ノ国産さやえんどう …７枚 さつまいも …１/２

牛乳 …大１ コンソメ …１/２ｷｭｰﾌﾞ

玉ねぎ …１/４ 合いびき肉 …25ｇ

コーン …30ｇ 塩こしょう …少々

小麦粉､卵､パン粉､あげ油 …適量

memo

上ノ国産のさやえんどうを使いひと口サイ

ズで子どもや運転中の方にも食べやすい丸

いコロッケを作りました。ソースがなくて

もサツマイモの甘みで食べやすい！！

さやえんどうとコーンの食感がgood！！色鮮やかで食物繊維も豊

富なので、ぜひ食べてみてください！！


