
すんきの生産振興とブランド化推進
活動期間：平成28年度～平成30年度

○木曽普及センターでは農業振興と伝統食の継承のため、無塩の乳酸発酵
食品「すんき」の生産拡大を、平成の初めから推進。

○すんきは健康食品として評価が高まり需要が増えたが、かぶ菜の生産が
不足したため、かぶ菜の生産を増やすリレー出荷や加工販売を強化。

○すんき品質に影響を与えず、増収できる栽培指針作成。今まで栽培がな
かった南部で振興し、栽培者増加。加工業者と生産者のマッチングで契約
出荷量が増加。利用が少なかったかぶの「乾燥赤かぶ」を商品化。

具体的な成果 普及指導員の活動

普及指導員だからできたこと

■かぶ菜生産量の向上（3.8ｔ→6.2ｔ）
■生産者が増加（9名→12名）
■加工業者とのマッチング定着
■未利用だったカブで新商品を開発
■カブ出荷量が増加（0.9ｔ→2.0ｔ）
■すんきに適した茎葉糖度を解明

■収量が向上し品質維持できる、かぶ菜
栽培マニュアル作成

平成28年～29年
■すんきの乳酸菌発酵の温度、酸度、茎葉

内糖度等の調査を提案、実施。
平成28年～30年
■普及指導員の提案により各種かぶ菜栽

培試験を実施、30年に栽培指針を改訂。
■12月原料供給を可能にするためにリレー

出荷を提案、現地検討会などで推進。
■加工業者と栽培者のマッチングを主催、

直接契約を締結できる農業者も。
平成29～30年
■普及センターが加工業者に「乾燥赤かぶ」

の商品化を提案、商品化された。

１．栽培から加工販売までの技術や情
報を持つ普及指導員だから、生産
全体を俯瞰して改善に寄与できた。

２．普及指導員の知識は本から得たも
のではなく、現場から収集した知識
なので、提案した時、農業者の理解
や反応を得やすい。

長野県
【重点プロジェクト計画】
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別紙（詳細資料） 
長野県 

すんきの生産振興とブランド化推進 
 
活動期間：平成 28～30 年度 
 
１．取組の背景 
木曽は日本の原風景といえる地域で、先人の知恵と工夫を生かした暮らしが

今も息づいている。 
 この木曽地域で 300 年間受け継がれてきた「すんき」は、塩が貴重であった頃

の知恵から生まれた加工食品で、伝統野菜である木曽の赤かぶ（以下かぶ菜と表

記）の茎葉部分を塩を使わずに乳酸発酵させた冬の保存食である。普及センター

では平成６年度からすんき研究会を組織しすんきコンクールの開催支援等を行

い、地域の伝統食の継承・振興に力を入れてきた。 
近年全国ネットのテレビ放映で紹介され健康に良いと全国的に認知されるよ

うになり観光ビジネスとの連携にも期待が高まっている。さらに平成 29 年には

地理的表示(GI)制度に登録され、認知度がますます向上し実需者からは原料の赤

かぶ増産と安定供給及びすんき品質の安定化が求められるようになってきた。 
 そこで、すんき需要増に応えるための原料増産体制を構築し、すんき品質の向

上を図り農家所得向上に寄与するための活動を行った。 
２．活動内容（詳細） 
（１）信州伝統野菜赤かぶの生産振興 
 ア すんきに適したかぶ菜の生産確立 
   かぶ菜は木曽中北部で個々の経験を基に栽培され、収量・品質が安定しな

い。またすんきの品質と原料となるかぶ菜の生育状態との関連性も不明な

点が多い。     
そこで、すんき品質に適したかぶ菜の栽培について検討することにした。 

さらにすんきの原料となるかぶ菜の茎葉以外の部分「かぶ」での活用を研究

し、栽培者の所得向上を図った。 
イ すんき用かぶ菜の増産体制推進 

原料のかぶ菜主産地は木曽中北部の寒冷地で 11月末が出荷限界である。

一方、すんきの製造期間は漬けこみから出荷まで約 1 週間と短いので、12

月初旬以降は製造施設が空いてくる。そこで今まで栽培事例がない温暖な

木曽南部（南木曽町・大桑村）でかぶ菜を栽培し、12 月に出荷できれば既

存の施設規模ですんきの増産が可能となる。実需者からの増産要望に応え

るため、平成 25年に木曽南部地区で普及センターが現地試験したところ、

12 月出荷が可能であることがわかり、以降２年間調査研究を続けて知見を

蓄積し、平成 28 年度から重点課題として木曽郡内で 11 月～12 月までのリ

レー栽培の体制を構築することとした。 

 

図１リレー栽培の構築 
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（２）農産加工所でのすんき生産安定 

   すんきの品質維持は環境や条件の影響を受けると言われているが、その

要因については解明できていない。そこで環境や条件等の検討・調査を行

い、品質維持の要因解明を行うことにした。 

３．具体的な成果（詳細） 
（１）信州伝統野菜赤かぶの生産振興 
ア すんきに適したかぶ菜の生産確立 

すんきの品質に影響を及ぼすと考えられる原料のかぶ茎葉中の糖度含量

について栽培条件（播種時期、肥料投下量）を変えて現地調査したところ、

施肥量を増やした栽培方法でも糖含量に影響がないことが確認できたので

原料の増収を目的に栽培マニュアルを改訂し栽培者の所得向上を図った。 
イ すんき用かぶ菜の増産体制推進 
(ｱ)新規栽培者の確保 

木曽南部地区での栽培を推進し主産地の木曽中北部から南部までのリレ

ー出荷体制を確立するため、南部地区での栽培者を募った。町村へ協力を依

頼し夏野菜の後作利用による冬季間の

収入確保、遊休荒廃地利活用が可能で

あると、募集チラシ等で栽培を

呼びかけ町村農業委員会等で

ＰＲに努めた。 
   また、平成 28 年度からＪＡ

と協議し定年退職者等を対象とした農業を学ぶ講座「農業入門講座」の中に

赤かぶ栽培コースを設けて、新規栽培者の確保を図った。それらの活動の結

果、栽培者は増加している。 
(ｲ)実需者と栽培者とのマッチング 

   播種前の５月に実需者（すんき加工業者）へ 12月以降のかぶ菜の需要量 

の聞き取りを行った。その結果から栽培面積を設定し、実需者と栽培希望者 

のマッチングに取り組み、概ね需要量に見合った栽培面積を確保することが 

できた。 

また、６月には町村担当者や栽培希望者・実需者を参集して情報交換を行 

い、さらにミニ商談会やマッチングできた栽培希望者と実需者で、個別現地

商談を実施した。そこで詳細な出荷条件等の取り決めを行い、その場で普及

センターを含めた３者で書面にて確認を行った。 

こうしたマッチングを進めた結果、自主的に実需者と契約を結ぶ意欲的

な栽培者が出てきている。 

H26 H27 H28 H29 H30

栽培者(者） 5 9 9 11 12

う ち入門講座参加者 － － 3 2 1

表１木曽南部地区栽培者の推移 

H26 H27 H28 H29 H30

希望実需者数（ 者） 4 6 6 6 6

実需者希望数量（ t） 3 7 8 9 9

目標単収（ ㎏/a） 100 150 150 150 150

必要面積(a) 34 46 53 61 60

実栽培面積(a) 32 47 46 65 46

表２マッチング結果 

図２個別現地商談会状況 
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(ｳ)栽培技術の普及 
木曽南部ではかぶ菜の栽培実績がなく、専門技術員や試験場から助言を得 

て現地実証ほを設けて地域にあった栽培方法の確立に向けて調査を行った。 
  その結果をもとに暫定的な栽培マニュアルを作成し、その後は栽培技術の 
 高位安定化に向け毎年実証ほを設けてデータを取り、栽培マニュアルの改訂 
を行っている。 
また、生育期間に実需者や町村担当者を交えて現地検討会を開催し、収穫前 

には実需者にほ場の状況を見てもらいすんき製造の参考となっている。作期 
終了後には、反省検討会を開催して課題と対応等の話し合いをし、さらに現地 
実証調査のデータから経営指標を作成し、栽培農家の所得向上を示しながら

栽培者の意欲向上を図っている。 
栽培マニュアルの精度は向上しているが、天候の影響を強く受けて収量の 

年次変動が大きくなっており、今後は異常気象等に強いかぶ菜づくりについ

て検討していく必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ｴ) 栽培者の所得向上 
かぶ菜の茎葉がすんきの原料となるが、単価が低いことが課題である。茎

葉以外の地下部のかぶは利用が限定され販路は多くない状況である。 
そこで、加工業者に地下部のかぶを利用した商品を提案したところ、「乾

燥赤かぶ」という商品が開発された。このことから、すんき原料としての茎

葉とこれまで利用が進まなかったカブの販路が拡大し、栽培者の所得向上

の可能性が大きくなった。 
さらに平成 28 年度から赤か

ぶ利用促進を図る目的で赤かぶ

利用コンクールを開催し、「乾燥

赤かぶ」使った料理の実演等行

いＰＲに努めている。その結果、

南部で生産されたかぶ菜のカブ

出荷量は増加している。 
（２）農産加工所でのすんき生産安定 

品質の安定したすんきづくりを支援するため、品質向上に係る要因の調

査を行った。木曽町地域資源研究所等に協力依頼して、Ｈ28 年度には製造

容器内温度、室内温度、ｐＨ及び有機酸含量を測定したが、室内温度変化の

すんき製造容器内温度への影響は見られなかった。 

  H28 H29 H30 

カブ収量(推定)

（t） 
2.6  4.0  6.2  

うちカブ出荷量(t) 0.9  0.8  2.0  
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図３すんき用かぶ菜の栽培面積と収量の推移

表３すんき用かぶ菜のカブ利用率 
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そこで、Ｈ29 年度にはすんきの味が安定しないと言われている 10 月下旬

と一般的な栽培時期である 11 月下旬に乳酸発酵状況等を調査した結果、漬

けこみ時期では容器内温度に差がなく、原料の茎葉中の糖度含量の影響が

大きいという結果になった。 
平成 30 年度には、かぶ菜の収穫時期と糖度の関係について調査を行った。

木曽南部地域での調査では、11 月下旬になると、茎葉糖度が４以上となり

12 月中旬の出荷時期では５以上となった。その茎葉（開田蕪）を使用して

すんきを製造したところ、おいしいすんきができてｐＨは 3.7 であった。 
 

４．農家等からの評価・コメント（木曽町 野口氏） 
主産地の生産者が減少していることや気候に影響しやすい時期に栽培しな

けらばならないことを考えると、入門講座等で新規栽培者の育成や新たな栽

培地である南部地区からのリレー栽培によって、時期をずらしてすんきの生

産ができ、増産意欲の向上につながっている。 
これからはさらにすんきの周知を図り販売量を拡大することで、安定した

原料生産が可能になるように関係者一丸となって努力していきたい。 
 
５．普及指導員のコメント 

（木曽農業改良普及センター 地域係長 田中敬志） 
当初は、農家と実需者の意思疎通不足で不信感を払しょくするのに腐心し

たが、３年目には多くの実需者と栽培開始した農家とのマッチングが実を結

び、お互い直接連絡を取り合えるようになった。 
 
６．現状・今後の展開等 

新しい栽培地と実需者とのマッチングについては、当事者間で行う意識が

醸成できた。さらに、しっかりした出荷契約を締結できるように促したい。 
また、原料生産時期がタイトで天候の影響を受けやすいので、安定した生

産ができるように栽培技術向上を図る必要がある。 
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