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にいがた在来作物研究会



にいがた在来作物研究会とは

にいがた在来作物研究会では、在来作物とは
長年にわたり新潟県内で栽培され、現在も栽
培され利用されている、または種苗が保存さ
れていて、品種特有の特性・特質を維持して
いる野菜、果樹、花き、そば、豆類を「新潟
県の在来作物」としている。

有志７人が集まり2017年10月に発足させた

にいがた在来作物研究会での在来作物の定義



具体的には
１ 口述、伝承であっても1964年(昭和30

年代末)以前から新潟県内で栽培されて
いるか、種苗が保存されていることが示
されている

２ 当該作物は、原則として新潟県内で生
産や種苗が維持保存されており、元来の
特性・特質を維持しており、固定種で
あって、一代交配種(Ｆ１品種)ではない
もの

３ 当該品種名に、新潟県にゆかりのある
地名や人名などがつけられているもの



４ 食用ぎくなど変異しやすい作物では、
元来の種苗が1964年(昭和30年代)以前
から存在していたもの

５ やまぶどう等自生種では、採取した後、
選抜を加え、栽培種として定着している
もの

６ かつて新潟県内に存在していた作物の
なかで、1964年(昭和30年代末)以前か
ら新潟県外で定着したもの



故 瀬古龍雄氏
（元新潟県園芸試験場
参事・野菜課長、元鉄
道友の会理事、元新潟

支部 支部長）
新潟県の在来野菜が、
相当数、明らかになっ
ているのは、氏が先見
の明で現職中から調査
と種子の保存を行って
おられたためである。

新潟県の在来野菜存在は瀬古氏の功績



新潟県のナスの作付けは日
本一と言われているが・・

１ 新潟県のナスの生産
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新潟県のナスの作付面積（農林省）

大正末期 平成21年 令和元年
作付面積 作付面積 作付面積
1,617ha         684ha    533ha

（1,63１町）
全国順位 全国順位 全国順位

１位 １位 １位

・新潟県は今も昔も作付面積は全国1位
・大正末期の作付け面積は現在の３倍



栽培面積は1位、でも収穫量と出荷量は低い

　　夏秋ナスでの新潟県の地位（2019年）

全国 全国
順位 順位

533 7,580 1位 5,920 182,000 8

収　穫　量

新潟県 全  国 新潟県 全  国

栽  培  面  積

（単位：ha、ｔ）

全国
順位

2,490 126,500 14

出　　荷　　量

新潟県 全  国



これはナスの自家消費が多い＝売らない
で自分たちで食べてしまうため、県外に
出ないと言われている（エダマメと同
じ）

理由１：小さいサイズで収穫する → 贅沢
な食べ方をしている → 収量が少ない

本当のところは・・・・



浅漬け用は一口サイズ
と大きさにこだわる

農家がこだわる十全の浅漬
け用のサイズは40gくらい

久保なすの浅漬け
用のサイズは長さ
５cm、20gくらい



理由２：気候

ハウスで栽培しないので、強風による被害果が多
発、上物がとれない。収穫期が集中し、価格が安
くなる→ ナスはお金が取れない作物の一つ・・・

労力と経費を掛けて栽培しない＝雪のため、雪
害、低温、日照不足でハウス栽培が困難
→ 露地栽培が主体、夏場に生産が集中

雪が降るため、ナスの収穫が遅い、期間が短い
→ 収量が少い。収穫の早い他県産の裾物とぶ
つかり、価格が低く押さえられ、良い品も安い。



理由３： 市場外流通が多い

生産統計の数量が把握されない流通があ
り、相当な数量になるとされている

市（いち、市日）： 六斎市（ろくさいいち）＝
一六の市（いちろくのいち １、６の付く日に
開催）、五十の市（ごとうのいち ５、１０の
付く日に）、二七の市（にしちのいち ２、７
の付く日に） などの定期市 → 市では在
来品種をはじめ、多くのナス品種が販売



新津駅前の一六の市 左隅にはナスが売られている



長岡市
五十の市



ふり売り： 農家の主婦などが野菜や果
物、切り花などを、昔はリヤカー、その後
は軽トラックに乗せて個人の家を一軒
一軒回り、販売していた。
売り手と買い手と間に対話があるので、
ナスの特性を説明でき、消費者の品種
選びに大いに役立ってきた。市日の前
の日に売り歩く。
最近は振り売りの数が、めっきり少な

くなった。



直売所： 近年、個人経営、農協、民
間でも多数開設され、多くの青果物が
販売されている

→ ここでも在来品種も含め、色々
なナス品種が大量量に販売されている

直売コーナー： スーパーマーケットなど
でも地場産コーナーが設けられ、在来
品種も含め、多種のナス品種が販売さ
れてきている



か
が
や
き
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民間経営の直売所

新潟市北区 農産物直売所 わくわく広場

新潟市南区
アグリパークの直売所

にいがた村



新潟市西区 JA新潟みらい
ファーマーズ・マーケットいっぺこ～と

新潟市秋葉区 JA新津さつき ベジらンドにいつ



南魚沼市 ＪＡ魚沼みなみ あぐりぱーく八色

JA越後ながおか とれたて新鮮市「なじら～て」関原店



直売コーナー：
スーパーマーケット
の地場産コーナー。
多種類のナスが販
売されている（ウオ
ロク長岡店）

市場には出さない
方々が直接地元
産ナスを搬入。



Ⅱ 新潟県のナスの今昔



１ 新潟県でのナス栽培の記述

・1700年代中期に大根、蕪、芋類の栽培、蒲
原地方で薩摩芋の栽培、長岡の大島、才津で
早出し茄子、かた瓜、中魚沼で葱、キュウリ栽
培の記録がある（新潟県史）
・明治後期から農業の試験研究機関で、ナス
の栽培と育種の研究
「農事試験成績報告」に記載：新潟県農事試
験場（現農業総合研究所、長岡市）では1903
～1911年（明治36～44）にナスの品種比較
試験等を実施。



【日本の品種】早生蔓細千成、
丸形千成、早生山茄子、中生
山茄子、晩生山茄子、晩生丸
茄子、在来種、津田長茄子、
高木長茄子、巾着、札幌千成、
山梨茄子、山城茄子、芹川茄
子、大芹川、京都大長、三島
茄子、南部長茄子、博多茄子



佐渡郡立農事試験場（現農業総合研究所佐渡農
業技術センター）の「明治四十四年（1911）事業功
程」 ：ナスの品種比較試験の記録



○新潟県農事試験場園芸部（その後、園芸
試験場、現園芸研究センター）では1927年
（昭和２、京ヶ瀬村）からナスの品種比較試験
や新品種育成を実施
＜育種された品種＞
●魚沼巾着茄子改良２号（昭和10）
●越後丸茄子 1935年（昭和10）
●新交１～６号1936年（昭和11） 一代交
配育種で育成、当時では画期的な育種法
●初姿 1951年（昭和26） 一代交配種
●交配魚沼 1953年（昭和28）一代交配種
●越の丸 1975年（昭和50） 一代交配種



【 越の丸 】

瀬古龍雄・小田切
１９７５年育成



「 越の丸 」の両親

母親品種 巾着
（新潟県在来品種、県保存）

父親品種 横田丸
(福島県会津在来種）



新潟県でナスの品種が明確に
なるのは明治時代後期で、ナス
の多様化と言えるのは、この時
期と言えるのではないだろうか



Ⅲ 新潟県の在来品種

新潟県の在来品種は多様



新潟県で来歴のはっきりしている一番古いナス品種
南魚沼郡城内村下原新田（旧六日町、現南魚沼
市）の篤農家の栗田忠七氏が1887年（明治20）に
導入した和歌山の早生ナスと在来の巾着の自然交
雑から、固定化し育成した。1897年（明治30)出稼
ぎに行った群馬県富士見村の舟津家の当主（農林
省農事試験場の技師）に優秀性が認められ、本格
普及へと発展していった。
1912年（明治45）に採種組合が結成され、全国に
種子が販売され、その名が知られた。
現在、南魚沼市で生産。南雲家で種子を維持保存

魚沼巾着（うおぬまきんちゃく）



形はやや下ぶくれの丸形で、良く整い、浅い巾着形も
見られる。煮物・焼物など加熱調理やナス漬け、味噌
漬けなど加工用に用いられている。



白十全、本十全とも呼
ばれる。1928年(昭和
３）に十全村（現五泉
市）の人がタキイ種苗か
ら大阪の古い形の泉州
水茄子を購入。そこから
臼井村（現新潟市南区）
赤渋に導入され、十全
と呼ばれ、県内に普及。
日陰や高温期には色が
薄くなる。

十全（じゅうぜん）



十全の縦断面

切った十全をぎゅっと握ると水がし
たたり落ちる。水分豊富で、皮も肉
質も軟かく、浅漬けでおいしい。



梨茄子（なしなす）

梨茄子は２種類ある。
最初は1938年に白根の十
全の苗を長岡市中島の圡田
真十郎氏が中島に導入。種
を地域に分譲し、普及。多
汁で、甘く梨のようにおいし
いことから「梨茄子」と名付
けられた。次に、1944年果
皮が濃い泉州水茄子系統を
高橋種苗店が導入（導入元
不明） 。これが広く普及し、
十全系梨茄子を駆逐した。



黒系梨茄子は長岡市以外の地域にも広く普及し
た。（三条市、加茂市、魚沼市（深雪なす）、
南魚沼市、新潟・下越地方）

従来の十全タイプは圡
田家、新潟県農業総合
研究所園芸研究セン
ターが保存。

圡田真十郎氏のお孫さ
ん、七代目圡田重兵衛
氏は「本当の梨なす」
の名称で栽培出荷、保
存している。

本当の梨なす



深雪なす
（みゆきなす）

現魚沼市（旧北
魚沼郡藪神村）

普及員の舟越昭夫氏
が長岡から梨茄子の
種を藪神村に持ち込
み、普及させたのが
最初。形と揃いが良
い、優良な系統が今
も栽培・販売。保存さ
れている。



黒十全

三条市の江原種苗店
が昭和30年代当初に
黒系梨茄子を黒十全
と称して普及させた
もの。果皮の着色が
良いので十全を駆逐。

その後、県内種苗会
社が育成した一代交
配種「新潟黒十全」
にとって変わられた。



島見（島見丸）
しまみ（まる）

戦前、木崎村島見（現新
潟市北区島見）で栽培さ
れた。県で種の保存だけ
だったが、新潟市が復活
に動き、市内の数名で栽
培、保存。やや長めの丸
ナス。収量は多い。果皮
色が濃い。果肉が緻密で
硬く、煮崩れしにくいので
加熱調理（煮物、焼物、
揚げ物）、加工に向く



新潟市（現新潟市東区）一日
市の産で大形地区、阿賀野
川河畔で栽培されていた。赤
紫色と色が薄い。色の濃い色
品種に比べ、煮物やすまし汁
の汁を汚さないということで
喜ばれた。少数の方々により
栽培・保存。
生育は晩生系、果肉が緻密
で硬く、煮崩れしにくいので加
熱調理、加工用に向く。

一日市
ひといち



果実の色が
黒紫と濃い

果実の色が
黒紫と濃い

果実の色が
黒くない
（赤紫）

果皮色の違い



白根市笠巻（現南区）
で栽培された。今は
種子保存のみ。
果皮色は良くなく、つ
やなし果になりやすい。
大きく、果肉がしまり、
重いが、収量が少な
い。煮崩れしにくいの
で加熱調理に向く。

笠巻（笠巻くろ）
かさまき（かさまきくろ）



長岡市

晩生種で果皮が硬く、果肉は緻密で硬く、果重
が重い。煮なす、ふかしなすなど加熱調理、加工
に向く。明治40年代に、長岡市中島の小川文四
郎氏が南蒲原郡田上村（現田上町）保明新田か
ら嫁をもらい、種子の分譲を受けたとされる。同
地区から市内に普及した。

中島巾着

扁平で果実
にしわのあ
る巾着形が
本来の特徴



長岡市内では
果実にしわのあ
る巾着型が失わ
れている系統も
流通している

中島の圡田重兵衛氏が維持
保存している生粋の中島巾着



新潟のナスの色は
紫黒色だけではない



昭和の初め（1930年ころ
か）から栽培されているが、
来歴は不明。当初は「しろな
す」と呼ばれた。2007年に
呼称を一般公募し、越後白
なすと命名。草姿は茎が細く、
コンパクト。茎、葉、ヘタにと
げが強く発生する。果実は白
く、果皮が硬く、皮を剥いて
利用する。果肉は甘く、加熱
するととろける肉質となる。

越後白なす 現新潟市西蒲区（旧巻町）



茎葉、へたが緑
色で、紫色の発
色はない

花色は薄紫色

蕾は細長く、果房はダブルで果数が多い



阿賀野市
旧笹神村大室

笹神なす（しろなす）

昭和初期から栽培され、
以前はしろなす、白鳥な
すと呼ばれていた。2016
年にプロジェクトで「笹神
なす」として売り出してい
る。晩生の丸～楕円型の
ナスである。草勢は強く、
果肉は良く締まり、煮崩
れしにくく、加熱調理、加
工に適する。



花弁の色は紫
がやや薄く、へ
たは薄紫色に
発色する

葉は緑色。葉柄、茎にはアン
トシアンの薄紫が発色する



アントシアンの発生がない
ので、葉、茎、果実も緑色

来歴不明だが、戦前より栽培があったとされる長めの
丸ナスで、皮が柔らかく、アクが少なく甘みがあり、肉
質がよい、生食用、加工にも向く

緑なす 柏崎市



果実の先端が鉛筆のようにとがって
いることからこの名が付いたとされ、
戦前に白根市（現新潟市南区）笠巻
に始め導入されたとされるが、塩俵
地区に導入されたので塩俵なすと呼
ばれたとの説もある。
ルーツは宮崎市の佐土原なすである。
夏場に果色が悪くなるが、皮、肉が
軟らかく、 小さく収穫して浅漬けに、
大きくして焼きなすや炒め物、てんぷ
らなど加熱調理に用いられる。

鉛 筆 新潟市



ＪＡ新潟市の説明では、1961年（昭
和36年）に豊栄市笹山（現新潟市北
区）の農家川崎敏夫氏が白根市の鉛
筆を導入して、焼きなす専用種として
選抜したされる。
生育特性は鉛筆とほぼ同等。大型で、
大きいものは400ｇ、長さ30cmにもな
る。種は門外不出で、自家採種のた
め、形状が各戸若干差がある。
焼きなす以外に炒め物、鉄板焼き、て
んぷらなど和洋中料理に利用できる。

ヤキナス 新潟市



左からヤキナス、鉛筆、佐土原

新潟の
ヤキナス

宮崎市内の
佐土原なす
（椎葉原図）

形、色ほぼ
同じ両品種



鉛筆ナス（佐土原系）の仲間は県
内の他の地域にも残っている！



鷲ノ木鉛筆（鉛筆、木場なす）

戦前に現新潟市南区（旧

白根市）塩俵地区に導入

され、その後鷲ノ木地区で

品田家により選抜維持さ

れた鉛筆系ナス。現在も鷲

ノ木や西区木場で栽培さ

ている。草姿や葉形、花、

生育状態は鉛筆とまったく

同じだが、形が細長く選抜

され、固定した品種である。

新潟市



鷲ノ木鉛筆の収穫サイズ 右 浅漬け用のサイズ



久保なす

豊浦町（現新発田市）久
保で栽培されていた品種。
鉛筆、やきなすと同様、果
実の先端が鉛筆のように
尖っている。栽培特性・果
実は調査では、ほぼ同じで
ある。小さく収穫し、浅漬
けで利用。

新発田市



浅漬け用はこ
のサイズ長さ
５cmくらい

久保なすの青果



旧神林村牧目地区

（現村上市）で栽培。

戦前より栽培されて

いるとされ、葉の形、

生育、花形、果形、品

質など鉛筆に類似。

地元では小さく収穫し、

浅漬けに利用している

が、大きくしても利用で

きる。

牧目なす
まきのめなす 村上市



牧目ナスの葉鉛筆ナスの葉

収穫期後半の牧目ナスの果実切断面 先が尖ってくる



戦前に旧東頸城郡
大島村（現上越市
大島区）に最初導入
され、その後郡内、
上越市内に広がっ
ている。
当初「えんぴつ」と呼
ばれていたが、下越
の鉛筆と区別するた
め、この名称にした。
早生ではないが、強
健で秋まで収穫が
可能である。

上越市



新潟の鉛筆とは異なり、草姿は立性、樹高が高く、
果形がラグビーボール型と短形で、皮、肉がやや
硬い。加熱調理で軟らかくなり、油との相性が良
い。辛子漬けなど加工用にも向く。

雨よけ栽培



Ⅳ 新潟県内のナス栽培地



新潟市北区 内砂丘地

トンネル栽培
による早出し



新潟市北区（内砂丘地）
高英樹氏のナス畑

(在来品種)島見

トンネル栽培による保温
で早期収穫をはかる
かん水設備が整っている



田んぼの中のナス畑 新潟市江南区曽野木

(Ｆ１品種)新潟黒十全



長岡市 中島菜園
圡田重兵衛氏と信濃
川河川敷のナス畑

(在来品種)

中島巾着
梨茄子



十日町市 山間地のナス畑

(Ｆ１品種)

梵天丸



上越市浦川原区
エー・エフ グリーン

相澤誠一氏とナスハウス

(在来品種)
上越丸
えんぴつ



Ⅴ 新潟県のナスの利用



漬ける：塩漬け（一夜漬け＝浅漬け、長期漬
け）、味噌漬け、辛子漬け

煮る：煮物（煮付け）、雑炊

蒸す、茹でる：ふかしなす、茹でなすのひたし

焼く：焼きなす、鴫焼き

揚げる：素揚げ、揚げ出し、天ぷら

炒める：なす炒め、味噌炒め、なす味噌

汁の実：味噌汁、鯨汁

昔からの多様なナスの食べ方



久保なす

漬け物

十全

梨茄子魚沼巾着



中島巾着
の雑炊

煮 る

魚沼巾着の煮浸し

越
の
丸
の
煮
付
け

ナスの雑炊は民謡
に歌われている



越後白なすの蒸しなす

十全のゆでなす中島巾着のふかしなす

ゆでる、蒸す



揚げる

笹神なすの素揚げ
なすの天ぷら

素揚げ島見のひき肉あんかけ



◎在来品種は食味、食感にそれぞれ個性
があり、新潟県人はこれを使いこなしている

たとえば、
・一夜漬け用には皮も肉も軟らかい品種＝
十全、梨茄子系、鉛筆系品種
・味噌漬け用には肉のしまりの良い丸ナス
・煮物、ふかしなすには一日市、巾着系など
肉崩れせず、歯ごたえのある丸ナス
・焼きなす用には中がとろりと軟らかくなる
鉛筆系品種



◎新潟は丸ナスの食文化がある。
丸ナスは煮物など加熱調理に多く利用さ
れるほか、漬物原料として重宝であった。
丸ナスは漬けたときの復元力が長ナスより
高く、製品の歩留まりが良いため、加工適
性が評価されている。ナスの皮が硬くなる
９月のナスは加工原料として重宝された。
丸ナスの塩漬け、味噌漬けは、忙しいとき
の米のおかずとして手軽に食べることがで
きるため、一年中利用されていた。
丸ナスの在来品種が多いのも頷ける。



新潟大学農学部の学生考案ナス料理

島見のひき肉
はさみ揚げ

島見のなすベー
コン巻串揚げ

一日市の丸
ごとピザ焼

現在は、ナスは従来の料理方法から新し
い料理が次々に紹介されている。
新たなナスの食文化の展開と考える。



越後白なすのボン
ゴレ（新潟在作研

鍋田伸介氏）

越後白なすとホタテの
マリネ（料理研究家

清野朱美氏）

プロも、アマも創作料理

一日市のハッセル
バック（大学生）



仏事への利用

ナスとキュウリは昔から新
潟にとって重要な夏野菜

お盆に刻んだナスと
キュウリを蓮の葉の上
に盛り付け、供えする

法華宗（三条市）



法華宗 陣門流 総本山 長久山 本成寺（三条市）



新潟県民にとってナスは、作る生
産者の情熱と利用する消費者の個
性がひかる、今も、昔も欠かすこと
のできない重要な野菜なのである。



2021年7月17日（土曜）開催

第1回 ＮＩＩＧＡＴＡ ナスサミット

Ⅵ ナス産地の取り組み



ナスサミットの開催のねらい

学校とのつながり － 子供達に地元の
ナスを知ってもらう、食農教育の推進

ナスのおいしさを伝える － 消費者にナ
ス料理を提供、ナスの魅力発信

ナス産地と流通販売とのつながり －
バイヤー・市場との連携強化、販売促進

県内ナス産地と消費者とのつながり
－ 県産ナスの認知度向上



会場の「上越あるるん村」はＪＡえちご上越が運営
する食と農のテ－マパ－ク（上越市大道福原）

鮮魚売り場
「あるるんの海」

レストラン、加工直売所
「あるるんの杜」

農産物直売所
「あるるん畑」

レストラン

港食堂



NIIGATA ナスサミットの立役者
久保田事務局長 相澤実行委員長 信田シェフ



特産ナスを使用した土日２日間の特
別ランチ「贅沢ナスプレート」の提供

新潟県内産ナス品種の展示と即売会

上越市内の小学生が育てた在来ナス
栽培のコンテスト

リモートによる新潟県内ナス産地を結
んだプレゼンテーション

内容



ナス品種の展示と即売会場の状景

農産物直売所は「あるるん畑」の入り口前に設置



県産ナスの即売状況



展示された県内各地のナス

上越市の
上越丸えんぴつ

上越市の
越の丸なす

上越地方

糸魚川市の
越の丸茄子



展示された県内各地のナス

十日町市の

梵天丸魚沼市の深雪なす

魚沼地方



中越地方
長岡市

展示された県内各地のナス

中島巾着

巾着

本当の梨なす

はるか梨なす

梨茄子



展示された県内各地のナス

新潟市の島見（丸）

下越地方

阿賀野市の笹神なす

新潟市の十全



下越地方

新発田市の久保なす

新潟市のヤキナス

展示された県内各地のナス

新潟市の鉛筆なす

村上市の
牧目なす

浅漬け用小さ
いサイズが展示



小学校ナス栽培コンテスト
栽培部門 ナス果実の展示

栽培部門は浦川原小学校が最優秀賞を受賞



小学校ナス栽培コンテスト
パネル部門の展示

栽培部門は直江津小学校が最優秀賞を受賞



表
彰
風
景

賞品は上
越丸えん
ぴつにち
なんで鉛
筆と来年
用に肥料
を２袋

実行委
員長よ
り表彰
状授与

たくさん
の子供達
と父兄が
集まった



特産ナスを食べる！！
六花の里で特別メニューの提供

土日２日、各３０
食限定で提供！

信田シェフが
プロデュース



ﾅｽとﾘﾝｺﾞの赤ﾜｲﾝｺﾝﾎﾟｰﾄ

肉味噌のせ蒸し茄子 甘酢漬けのせ浸しナス

チキンナスのﾊｰﾌﾞﾏﾘﾈ



新潟県内ナス産地を結んだリモー
トプレゼンテーション

参加産地は新潟県内５産地

あるるんの杜のレストラン「六花の里」
を会場に実施された



リモート会議 本会場 実行委員長挨拶から始まる



やきなす（JAのブランド名）： 新潟市北区 「Ｊ
Ａ新潟市木崎営農センター」から中継

やきなすの特徴はその大きさ。鉛筆なすから
の選抜だが、最も多く出る規格の２Ｌでは長さ
25cm、重さは300g。４Ｌサイズはビール瓶ほ
どもある。とろけるような食感が絶品である。
5月下旬～9月いっぱいまで出荷。なす部会
員６名で、その種は自家採種で門外不出。



窪田和也係長が顔より長いやきなすの紹介



梵天丸： 小千谷市桜町 「さつまいも農カ
フェきらら」より中継

露地栽培、従来小なす（東北地方）生産のと
ころ、大きめで出荷。7月中旬～10月上旬ま
で生産。生産者は２０名。県内、県外（関東圏
市場）へ出荷、四季彩館ベジぱーくで販売。

梵天丸生産組合の水品雅嗣さん、新谷梨恵
子さんが産地紹介



上越丸えんぴつ：上越市安塚区 上越丸えん
ぴつ研究会の「耕太郎農園の圃場」より中継

えんぴつなす、おくなす、筆なす、昔なすと呼
ばれた在来品種。会員は３人、ハウス雨よけ
栽培～露地栽培、７月上旬～１０月中旬まで
出荷。あるるん畑・浦川原物産館など直売所
に出荷。自家採種。



圃場から園主の高波耕太郎さんが紹介



越の丸茄子（JAひすいのブランド名）： 糸魚
川市寺町 「ＪＡひすい食彩館」から中継

栽培開始から40年を経過しており、徹底した
整枝剪定、厳格な選別により高品質な越の
丸を出荷。県内トップの産地。部会員１５名、
ハウス栽培で、早期収穫を目指す。出荷の主
体は東京で、高い評価を受けている。市内ひ
すい食彩館でも販売、ネット販売も手がける。



越の丸茄子部会長の橋立力さんが紹介



越の丸なす（JAえちご上越のブランド名）： リ
モート会場レストラン「六花の里」より中継

ハウス栽培44ａで、６月下旬～10月下旬まで
出荷。部会員9名で、平均年齢が40代後半
と他の産地より若く、若手とベテランが協力し
ている。会員の半数がクロマルハナバチを授
粉に使用し、省力化。天敵の導入など環境負
荷を減らした栽培を実施。



越の丸なす部会の中村和彦さんが紹介



今回のナスサミットは生産者が行政からの
財政支援を受けずに独自に行動・計画し、Ｊ
Ａなど関係機関の協力も得て運営を行った。
この結果、産地間連携のみならず、市場

流通との連携、消費者の関心の高さ、表彰
式に集まった元気な子供と父兄達の熱意が
会場を埋めた。大成功であったと言えよう。
なお、実行委員会は、より拡充した第２回

目のサミット開催に向け、すでに行動を開始
している。



在来品種も含め多種の
ナス品種は日本一のナス
畑、多様な流通ルートで、
消費者に届き、多くの調
理法で消費されている。
新潟県民にとってナスは
昔からなくてはならない
野菜である。今後も在来
品種を大切に保存し、県
外にも新潟のナスを宣伝、
提供して行くことが今後
の課題と考える。


