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［報文］

「地産地消」における原材料調達と地域農業との接点
一静岡県浜松市NPO法人夢未来くんまを事例として

津野久美＊・大江徹男＊＊

Procurement of Raw Materials for Locally Produced Agricultural Products 
for Local Consumption and its Relationship with Local Agriculture 

-A Case Study of Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture-

Kumi SAWANO* Tetsuo OE** 

Concerning the medium-scale and small-scale businesses that are aiming for the revitalization 
of agricultural communities, including the so-called “agricultural business diversification and 
integration" and businesses set up by rural women, this paper reveals the coordinated collaboration 
in surrounding agricultural communities by elucidating local production of agricultural products to 
be consumed locally and by clari今ingthe raw-material procurement system in business that adds 
significant value to agricul旬ralproducts, such as processing. The most distinctive feature of the 
procurem巴nts回 tegyof Yumemirai Kumma is their efforts to give local agricultural products 
preference in their procurement. A second featt汀eis a layered procurement network of agricul旬ral
products. A third feature is仕1atthe commercial functions in the surrounding areas play an important 
role in stabilizing the procurement of agricultural products from remote areas. 

［キーワード］
調達 procurement, 農産加工 agriculturalproduct processing, 農村女性 ruralwomen, 

スモールビジネス small business, 地産地消 local production for local consumption 

1 .課題設定

農村の活性化策として近年注目されているのが

6次産業化の推進である。実際に，様々な事業（農

産加工，直売，農家レストラン等）が立ち上がっ

ている。本論で分析対象とする農村女性起業もそ

の一例で， 6次産業の重要な担い手になっている。

経済的な面からみた 6次産業の第一の目的は，

加工事業やサービス事業の起業とその継続的な運

営である。地域の資源に付加価値を付与し，加工

やサービス部門において雇用を創出することであ

る。第二に，地域内の関連産業，特に第一次産業

との有機的な連闘を構築し，経済的な波及効果を

誘発することである。第三に，波及効果等から発

生した所得や利益を地域内の消費や投資として循

環させることである。第二と第三の目的はいわゆ

る「地産地消」，「地域内再投資」である。

＊（独）日本学術振興会特別研究員 PD 林明治大学

しかしながら， 6次産業化の具体的な形成プロ

セスについて，これまでの研究において必ずしも

十分に検討されてきたわけではない。やや図式的

に，農産物の生産を起点に，加工，販売の過程が

フードシステム論でいう川上から川下に順に構築

されることを想定しているケースが多い。しかし，

事業形成の起点となるのは付加価値を付与できる

加工等の商品開発，製造，販売部門やサービス部

門であり，川下の部門が事業全体の軸となるとい

う前提で、の事業モデ、ノレの構築が重要で、ある。

このようなアプローチにおいて，「6次産業」と

「地産」が完全に一致しないケースが発生する。 6

次産業が展開されている中山間地域では，地元地

域産の農産物だけでは生産できる農産物の種類や

数量において限界があり，加工・サービス部門の

調達ニーズに対応できないケースが発生する。「地

産」の農産物を生かした地域特有の商品あるいは
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料理を提供するとしても，継続的に提供するため

には原材料となる農産物の種類や数量，価格にお

いて安定的な調達が必要不可欠で、ある。

また，品揃えという観点、から考えると，地域性

に限定されない一般的な商品の提供も一定程度求

められるであろう。「地産」に限定した場合，中山

間地域では安定的な調達が困難になることが考え

られる。柏も，地域農産加工事業の原料調達の課

題として，高齢化の進行している地域では原料生

産の量，質，持続性に問題が生じる場合があると

指摘し，その解決策として前期高齢者を中心とし

た地域農業の継続性を図る施策の必要性を指摘し

ている（柏， 2002:194）。しかし，高齢化・過疎化の

進む地域ではその方法も容易ではない。

先行研究では，自己完結型を「地産j の前提条

件としてきたが，自己完結型に加えて地元地域産

農産物の調達を優先しつつ，調達対象地域に周辺

地域や遠隔地域を取り入れるいわば複合型も「地

産jの研究対象に組み込むことで，研究の対象地

域を広げることができる。原材料調達が完全な自

己完結型でない場合でも，起業して雇用を創出し，

付加価値を地元地域に還元できるのであれば，評

価されるべきであろう。

また，複合型を採用することで，自己完結型の

成立が困難と予想、される地域の実践的な事例が評

価の対象となる。中山間地域の多くが，柏（柏，

2002:194-195）が指摘するような高齢化の進行によ

って原料生産の量，質，持続性に問題が生じてい

る地域であるだけに，複合型を導入することで，

「地産地消」についてより一般的に論じることが

可能になる。

以上のような課題に関する先行研究は極めて少

ない。例えば，新しい地域産業の形成プロセスを

分析した小林が，「市場をみて「売れる商品づくりJ

に走るモノづくりではなく，自らの地域資源を見

直して，無理のない範囲での地域資源の利用から，

地域産業のビジョンづくりがおこなわれている」

（小林， 2011:160）と述べているように，あくまでも

地域資源に固執し，加工労働は自家消費の延長線

上を想定した素朴なモデ、ルが現在で、も主流である。

また，村山は，農村でのコミュニティビジネス，

あるいは，ソーシャルビジネスにおけるポイント

のlっとして，新たな商品開発による地域経済循

環の創出を挙げ，本論で分析の対象とする NPO

法人「夢未来くんま」と株式会社「小川の庄」の

比較分析を試みている（村山， 2009）。分析結果と

して，「小川｜村で、はビジネス展開が雇用拡大と地域

での原材料調達＝農業振興につながり，広く村民

の所得増大に波及・循環している。・・・・（中略）・・．

これに対して熊地区では，原材料の地区外依存に

みられるようにビジネス展開の地域経済循環効果

は小さい。」（村山， 2009:175）と指摘しているが，

やはり自己完結型を前提として議論している。本

来であれば，その前提について理論的な検討が求

められるが，その点についての言及はない。また，

原材料調達や地域経済循環効果に関する実証的な

分析結果についても述べられていない。

農村女性起業の分野においても，原料調達の方

法，地域農業との接点について解明したものは皆

無である。地産地消に関する研究領域では，「地産」

が「地元の農家の参加」ということが指摘されて

いる程度である。漬物加工に関する原料調達につ

いて，清水er青水， 1997）が研究しているが，その

分析対象は，加工業者で，本論が対象とする農村

活性化のための事業ではない。

そこで，本論では， 6次産業や女性起業等の農

村活性化を目指す中小規模の事業活動において，

加工などの高付加価値事業を展開する際の原材料

調達の仕組みを明らかにする。その上で，地産地

消における「地産」の実態を解明し，周辺の農業

地域との調達に関する有機的な連携の実態を解明

する。具体的には，地元産農産物だけではなく，

周辺地域の農産物をどのような方法や選択のもと

で安定的な原料調達を実現させているのかを分析

し， 6次産業化，特に農産加工における原料調達

の特徴を解明する。その際，柏（柏， 2002:194開 195)

が指摘した原料の量，質，調達の持続性といった

課題にどのように対応しているのかにも着目する。

このように「地産Jと原材料調達の関係について

実証的に分析することで，「地産地消」や「6次産

業化」研究を深化させることができる。

分析対象は，静岡県浜松市にある特定非営利活

動法人夢未来くんま（以下， NPO法人くんまと略）

である。本事例は生活改善実行グループをベース

に活動を開始し，約 20年以上農産加工に取り組み，

農村女性起業の典型的な事例といえる。また，2009
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年度の農林水産省の農産物地産地消等実態調査で

は，「その他の法人」が地場農産物の仕入れ金額で

最も多い。村山（村山， 2009）では地域外からの調

達が多いことを根拠にやや否定的な評価を受けて

いるが，後述するように，実際には山間地農業を

最大限に有効活用しながら，周辺地域や遠隔地の

農産物を効果的に取り入れており，その調達戦略

は本論の分析対象として最適である。なお。分析

に必要なデータについては， 2010年 9月に NPO

法人くんまで実施した聞き取り調査から入手した

I）。その後も補足的な現地調査を実施しており，

必要に応じてそれらの結果も用いる。

2. NPO法人夢未来くんまの概要

( 1 ）活動の経緯

1985年に，住民や行政等が公民館に集い，熊地

区の活性化について話し合う「明日の熊を語る会」

が開催され，それまで生活改善実行グループ活動

を通じて味噌加工やそぼなどに取り組んできた女

性たちが，味噌やそばで地域を活性化したいと地

域の人々に訴えた。これが認められ， 1986年には，

地域活性化のための加工場建設が具体化した。同

年秋には，「熊地区活性化推進協議会」（以下，協

議会と略）が全戸 306戸加入で結成された。

1987年には，「くんま水車の里」（農産加工）の

加工場が建設され，男性 l名を含む 31名で農産加

工事業が開始した。 1988年には，「かあさんの店」

（そば処兼直売所）のオープンが続き，活動が順

調に展開し， 1989年に農林水産祭の「豊かなむら

づくり部門」で農林水産大臣賞・天皇杯を受賞し

た。その後，法人化の議論が組織内で始まり，協

議会を発展的に解消する形式で， 2000年に「NPO

法人夢未来くんまJが設立された。

C 2) NPO法人くんまの組織体制と地域との関わ

NPO 法人くんまの組織図を図 1に示した。水車

部は，農産加工「水車の里」，そば処「かあさんの

店」，直売・物産館「ぶらつと」の運営を担ってお

り， NPO法人くんまの営利事業部門である。水車

部では， 2010年 9月時点で 24名の女性たちが活

動に従事していた。売上は 7,000万円程度である

(2009年度）。

「地産地消」における原材料調達と地域農業との接点

NPO法人くんまと地域との接点は， 22名（23

集落）の NPO法人の地区協力員である。地区協

力員の多くは，各地区の組長が務めている。 NPO

法人くんまの地区協力員の活動には， NPO法人く

んまの年会費の徴収，後述する「くうちゃん通信」

の回覧，年 l回行われる大寒謝祭とし、う村おこし

のイベントでの交通整理等がある。 NPO法人くん

まの会員は 520名（2010年 10月時点）で，熊地区の

成人のほぼすべてが加入している。

図1NPO法人夢未来くんまの組織図

出所： NPO法人夢未来くんまのパンフレット

( 3）水車部の活動内容と提供される商品構成

農産加工を担う「水車の里」は， NPO法人くん

まの中で最も早くから始まった活動である。加工

品の内容は，そば，味噌，こんにゃく，五平餅，

漬物，まんじゅうなどの菓子類等がある 2）。

表 lに，加工品の内容と加工・製造頻度について

まとめた。そばは l年中（毎日），味噌は l～3月

（毎日），こんにゃくはこんにゃく芋をそのまま加

工するため 10～5月，五平餅は土日祝日とイベン

ト時，漬物は 10種類程度あるが，それぞれ在庫が

なくなり次第製造する。菓子は， 1年中（火，金，

土，日・祝日）製造している。

そば処「かあさんの店」では，水車の里で製造

されるそばを調理，提供している。主なメニュー

は，天ぷらそば，おろしそばなどである。天ぷら

の野菜やまいたけ，小鉢には熊産の野菜を積極的

に利用している。直売所「ぶらつと」では，水車

表 1 主な加工品の売上高と加工頻度（2009年度）

部門

主1孟
茎王一一一
五ム与主i
墜堕
重畳一
五主主主

呈よ亘
飽盟E互E
飽盆皇互E
組旦立互E
飽旦E互E
血盟互白
血!IQ互E

加工する時期
1年中（毎日）
1年中（火・金・土・日・祝日）
10～5月
1～3月（毎日）
在庫がなくなり次第
1年中（土・日・祝日）

出所：現地調査及ひ、担当者の提供資料より
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の里で作られた加工品，地元野菜，きのこ（椎茸，

舞茸），ヤマノイモなどの青果物，天竜杉を加工し

た木工品，熊地区の高齢者が製作した民芸品，障

がい者福祉施設の作業の一環で制作した天竜杉の

割り箸などが販売されている。

3. 農産加工の原料調達の類型化

水車の里における原料調達に関してまとめた表

2を見ると，いずれの農産物も国産品を調達して

おり，しかもその中には一定の調達の基本原則が

定められている。最初に，熊産の農産物が優先的

に調達されている。担当者によれば地元の農産物

を優先的に調達する理由として，地元農業への貢

献という理念だけでなく，地元熊産の農産物の品

質が高く（香りが良い，味が良い等），他社商品と

の差別化をしていくことが可能になるという。つ

まり，加工食品を製造し，かあさんの店に原材料

を提供する上での現実的な判断をしている。

熊産の農産物の調達が難しい場合には，周辺地

域からの調達を優先する。同心円を描くように，

浜松市内産，袋井市，あるいは歴史的・文化的に

縁の深い愛知県三河エリアから調達している。周

辺地域から調達する場合でも，取引相手はほぼ固

定されている。継続的な取引関係を維持しながら

調達しており，卸売市場のようなスポット市場で

の調達は見受けられない。

さらに，周辺地域からの調達も困難な場合に，

県外を含めた遠隔地にまで調達範囲を広げている。

その場合でも，取引相手は遠隔地の業者ではなく，

周辺地域の業者に委託している。その意味では，

遠隔地からの調達は明らかに周辺地域からの調達

の延長線上にあり，周辺地域の商業機能（特に T

商事）に依存しているのである。

具体的な調達ルートとして以下の 6つのパター

ンがあることが指摘できる。以下にそのパターン

と具体的な商品を示す。

表2 水車の里における原料調達のルートとその割合（2009～2010年）

材料 ｜ 用途 ｜ 調達先 ｜ 
1〕全量地元から調達
キュウリ ｜ 漬物 ｜熊産100
シソの葉（赤） ｜ 漬物 ｜熊産100
シマウリ ｜ 漬物 ｜熊産100
キクイモ ｜金山寺、漬物｜熊産100
こんにゃく羊 ｜こんにゃく｜熊産90、設楽町産 CJA)10 
なす ｜ 金山寺 ｜熊産90、浜松市産 Cl商店） 10 
②地元産を優先し、周辺地域からの調達で補完
ごぼう ｜ 金山寺 ｜熊度90、浜松市産（JA直売所） 10 
にんじん ｜ 金山寺 ｜浜松市産 CJA直売所） 60、熊産40
ふき ｜ 漬物 ｜浜松市産（農家） 70、熊産30
生萎 ｜ 漬物 ｜熊産70、浜松市産（生活改善実行グループ員） 30 
3主に県内、県外から調達し、地元産で補完

備考

水車の里で栽培

通童藍童盟2
重量豊童100

そば ｜ そぱ ｜北海道産 CT商事） 50、袋井市産（T氏） 45、熊産5 ｜通常は北海道産を多く購入
④県外からの調達が主で、地元産で補完
米 ｜ 五平餅 ｜千葉県産・愛知県産 CT商事） 90、熊産10
⑤全量の周辺地域から調達
米 ｜ 味噌

大亘 ｜ 味噌
小梅 ｜ 漬物
大根 ｜ 漬物
大根切干 ｜ 漬物
⑥全量県外から調達

袋井市産（生活改善実行グループ員） 100 
袋井市産（生活改善実行グループ員） 100 
浜松市産（農家） 100 
浜松市産（生活改善実行グループ員） 100 
湖西市産（農家） 100 

もち米 ｜ もち ｜佐賀県産（T商事） 100 
小豆 ｜ 菓子 ｜北海道産 CT商事） 100 
小麦 ｜ そば ｜国産（T商事） 100 
小麦 ｜ 金山寺 ｜国産 CT商事） 100 

出所：水車の里の代表者への聞き取り調査及びNPO法人くんま提供資料より作成

注：調達先内にある数字は重量ベースでの調達の割合（%）を示している。

28-

以前はJAから購入



①全量地元から調達

熊産のみで調達できる農産物には，キュウリ，

シソの葉（赤），シマウリ，キクイモなどである。

なすやこんにゃく芋は調達時点では不作のため他

産地から購入したが通常は熊地区で調達する。こ

れらの農産物は熊地区で以前から作られており，

比較的簡単に栽培できるものが多い。なすやキュ

ウリは農家に朝採りを依頼するため新鮮さを，こ

んにゃくは他産地に比べて熊産のものが腐りにく

い点を評価している。キクイモは，今後主力商品

にしたいと考えており，加工所の近隣の農地でメ

ンバー達が栽培しながら，商品開発を進めている。

②地元産を優先し，周辺地域からの調達で補完

このパターンに該当するのが，ごぼう，にんじ

ん，ふき，生美である。特に，ごぼうは金山寺に

欠かせないもので，担当者によると「熊産のごぼ

うは香りが良いので熊産をなるべく使いたい」と

いう。また，にんじんやふきは熊産の香りを，生

美は熊産の味と食感の良さを評価していることか

ら，熊産を優先的に調達したいと考えている。こ

れらの商品は販売額の多い加工品（金山寺等）に使

用しており，他社商品との差別化を図る上で不可

欠な農産物と担当者は考えている。そのため，熊

地区の農家に栽培依頼をして生産を奨励している。

その効果もあり水車の里への納入が増えていると

いう。なお，生萎については，水車の里の農産加

工品において欠かせないものであるため，他産地

から仕入れる場合でも品種を重視している。

③主に県内，県外から調達し，地元産で補完

このパターンに該当するのが，そばである。地

元産の生産量はごくわずかであり，今後も生産量

が増加すると考えにくいことから，多くを県内外，

特に北海道から調達している。担当者によれば北

海道産は均一な品質であり，石抜きがしであるた

め，加工しやすいという。県内のそばの調達は，

「かあさんの店j の常連客で，袋井市でそば生産

を開始し，その後そば屋を開業した人物（T氏）か

ら購入している。通常は，北海道産を優先して仕

入れているが，調査時点で、は北海道産が不作だ、っ

たため，例年以上に袋井市から調達していた。

④県外からの調達が主で，地元産で補完

このパターンに該当するのが五平餅用の米であ

る。五平餅は米を潰して加工することから風味等

「地産地消」における原材料調達と地域農業との接点

についてこだわりがなく，品質に関する特段の指

示はしていない。購入価格については中程度のも

のを依頼し，後述する T商事から購入する。

⑤全量周辺地域から調達

このパターンに該当するのが味噌用の米と大豆，

漬物用の小梅，大根などである。味噌用の米と大

豆，漬物用の大根は，生活改善実行グループの活

動を通じて仕入れるようになった。小梅や大根の

調達先は，浜松市内の中でも NPOくんま（天竜区）

に近い浜北区などである。

⑤全量県外から調達

このパターンに該当するのがもち米，小豆で、あ

る。もち米はもち製造に適していると T商事から

勧められた品種を調達している。小豆については

味や加工のしやすさから北海道産を指定して調達

している。

以上が調達のパターンである。次に，熊（地元）

産，県内産，県外産農産物の具体的な調達方法に

ついて分析する。

4. 農産加工の原料調達方法

( 1 ）熊（地元）産農産物の調達方法

熊産の農産物の調達に関する取り決めについて

みると，品種や規格についてはほとんど取り決め

がないことがわかる（表 3）。ただし，加工原料と

して重要な生美やシソについては，品種等に関し

て取り決めがある。数量についても特に取り決め

はないが，生産者の希望出荷数量が仕入れ予定数

量を上回った場合でも，超過分を購入しているこ

とから，熊産の農産物を積極的に購入しようとし

ていることは明らかである。

次に，熊地区における調達方法についてである

が，調達担当者は農産物を供給できる農家をほぼ

把握している。そこで，調達時期になると調達担

当者は農家に電話で発注したり，周知徹底を図る

ため「くうちゃん通信」（会員向けの定期刊行物）

で調達予定の農産物を告知したり，寄合で出荷を

呼び掛けたりしている。さらに，熊産の農産物を

積極的に仕入れるために，農家に栽培を依頼した

り，生産を呼び掛けたりしている。栽培を依頼し

ている農産物は，ごぼう，にんじん，木炭，干し

椎茸，ふきのとう，よもぎ，わらび，柚子，笥，
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表3 熊（地元）産農産物の調達に関する取り決め（2009～2010年）

材料名
購入開始 ①品種に関する ②規格に関する ③価格を決定する際 ④－ 1購入する予定 ④－ 2購入する予定

備考
時期 取り決め 取り決め に参考にするもの の量を下回った場合 の量を上回った場合

生の』んにゃく芋
二んにゃく 1987年 x 。 JAの相場、傷の有無 JAから購入 購入する を使用するため、

冬のみ加工。
他からは購入せず、

生蓑 1987年 。 × 市況、洗浄の有無 熊地区に再度呼ぴか 購入する
ける

他からは購入しな

なす 1987年 × x 傷の有無、腐敗の程
I商店から購入

い。納品が多すぎる へ告はとらずに
度、重さ、種の有無 場合には購入しない 持ってくること。

こともある。

キュウリ 2006年 × × 
低品質あるいは種の 他からは購入せず熊

他からは購入しない
主力商品ではない

あるものは購入せず 産のみで対応 ため
今後主力商品にし

キヴイモ 2010年 × 〉〈
水車の星で栽培して 他からは購入せず熊

他からは購入しない
たいため、水車の

いるため特になし 患のみで対応 里でも栽培し始め
た。
小梅としょうがと

シソ 1987年 。 。 洗浄の有無
他からは購入せず熊

購入する
の兼ね合いがあ

産のみで対応 栽る培。水車の里でも
し始めた。

購入する。他の商品
米（五平餅） 1987年 × x 古米は安価で購入 T商事から購入 に利用することもあ

る。

ふき 1987年 x × × 
熊及び近隣の農家に

購入する
塩蔵。 3日聞かけ

連絡をして購入 て煮る。

そrt 1988年 x × × T産商者事かとら袋購井入市の生 購入する

ごぼう 1988年 x 〉〈 x JA直売所で購入 購入する
熊地区に栽培依頼
をしている

にんじん 1988年 × x × JA直売所で購入 購入する ｜熊を地し区に栽培依頼
ている

出所水車の里の代表者への聞き取り調査及びNPO法人くんま提供資料より作成

注・表中のOはある，×はないことを意味する。

シソ，なす等であるが，前述の通り，ごぼうやに

んじん，シソなどは栽培を依頼したことで熊地区

から水車の里への納入量が増加しているという。

このように，地区の生産者には様々な方法を駆使

して情報が提供され，生産が奨励されている。

納入方法は，農家が木曜日（定休日）と土曜，

日曜以外の曜日に直接加工所に運び込む仕組みと

なっている。不良品は除外したうえで，仕入れが

確定した農産物のみを計量する。代金に関しては，

仕入れ伝票に記入し，各農家の銀行口座に月末に

支払うという形態を採用している。

価格については， NPO法人くんまが決定権を有

している。例年， NPO法人くんまの買い取り価格

は，現在の市況を参考にしながら，傷の有無や洗

浄の有無などによって設定されている。このよう

な決定方式は，農産加工の作業を簡素化にするた

めの対応である。また水車の里と直売所ぶらつと

に同一品種の農産物を納める場合は，ぶらつとで

の販売価格より水車の里の買い上げ価格を低く設

定している。これは，水車の里の場合には，ビニ

ール袋等での納入や土付きでも納入できるように
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していることによる。担当者によれば，「『商品』

にするには気が引けるが，士付きでも良いとなれ

ば出荷する農家が多いため」の対応も兼ねている。

この点からも，熊産の農産物を積極的に購入しよ

うとする姿勢がうかがわれる。

さらに，水車の里では，従来シマウリの加工を

行っていなかったが，地元農家が豊作により，水

車の里に加工を依頼・出荷したことによって，商

品化している（2011年）。調達担当者は，「20kg前

後の量がまとまってあれば，（加工して）商品にな

る」と述べており，地元農家の生産意欲が向上す

れば，新たな商品開発にも繋がる可能性が十分に

ある。また， 7.K車部で，キクイモの栽培に取り組

み，今後の主力商品を開発しようと試みている。

農産物だけではなく，林産物も積極的に利用し

ている。例えば，五平餅に利用している杉の木や

木炭は熊産のものである。五平餅は，水車の里の

加工品の中でも売り上げが最も多いものであるこ

とから，林業振興にも寄与していることがうかが

われる。現状としては全国の動向と同様に，熊地

区の農家も高齢化が進んでいることから，熊地区
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表4 県内産農産物の調達に関する取り決め（2009～2010年）

購入開 ①品種に関す ②規格に関す ③熊産との価 ④数量に関す
⑤一 1購入す ⑤－ 2購入す

材料名 契約先 下る予回定の量を る予定のた量場を 備考
始時期 る取り決め る取り決め 格の比較 る取り決め

った場合 上回つ 合

不足分は購入
豊作の時、追

低品質のもの
生菱 浜松市 2006年 O × 高い 。 しない（高価 は減量する取

になるため）
加購入する

り決めがある

値段に応じて
大根 浜松市 1998年× x 安い 。 購入店舗を使 契約量のみ

い分ける。

小梅 浜松市 2000年× 。 熊産は購入し 0 I商店で購入
追加購入する シソの集荷具

ていない 場合もある 合に応じて。

米（味噌） 袋井市 1988年 x × 安い 。 T商事から購入 契約量のみ

大豆 袋井市 1988年 x 。 安い 。 T商事から購入 契約量のみ

そば 袋井市 1989年× × 安い 。 T商事から北海
契約量のみ

北海道産そぱ
道産を購入 の不作による

相手側が収穫 追加購入する
売れ行きに波

ふき 浜松市 1989年 O × 同じ × できた分全て （塩蔵可能な
購入 ため）

がある

大根切干 湖西市
1992年

× 安い 。 漬物用の大根
契約量のみ頃 × を利用

出所水車の里の代表者への聞き取り調査及びNPO法人くんま提供資料より作成

注表中のOはある，×はないことを意味する。

の生産能力は現状維持，低下していくと考えられ

る。そのため，周辺地域と連携しながら効率よく

農産物を調達していくこ主が今後一層重要になる

であろう。

(2）県内農産物の調達方法

県内産農産物の調達に関する契約の内容をみる

と，県内の農家から直接購入する場合は，契約に

よる取引となる（表4）。実際には契約内容につい

ては毎年口頭で取り決めされており，正式な契約

書は取り交わしてはいない。あくまでも信頼関係

に基づく取引であるといえる。調達に関して，品

種を優先して調達している農産物がある。例えば

生美がそれに該当する。生美は， NPO法人くんま

の加工品においては非常に重要な品目であるため，

品種を限定し，加工品に合うものを購入している。

県内産の農産物を仕入れる際の価格決定権は，

取引相手先（調達先）にある。価格自体は，熊産

と比較すると安いものが多いが水車の里にとって

契約が必ずしも優位で、はない場合もある。しかし

量的に安定した調達が可能で、あることや加工のし

やすさから，比較的長期間同じ農家から購入して

いる。仮に新たな調達先を検討するにしても情報

が不足しているため，調達先を安易に変更するこ

とはできない状況にある。

数量については，ほとんどの農産物で契約の中

に取り決めがある。いずれの農産物の場合も，不

作等によって契約で決められている予定仕入れ数

量を下回っても， NPO法人くんまが違約金の支払

いを求めることはないとし寸。仮に，予定仕入れ

数量以下の場合には， T商事や I商店などから不

足分を購入するという。

調達先の県内（主に浜松市内産）の農家の高齢

化が深刻な問題となっているため，調達担当者ら

が県の職員などへの相談やこれまでのネットワー

クを活用して，新たな調達先を探している。具体

的には，浜松市内のI商店が候補にあがっている。

同商店は，すでに農業参入を果たしていることも

あり， NPO法人くんまは農産物の調達を依頼しよ

うと計画している。

その他に，現在直売所ぶらつとに天竜杉の割り

ばしを納入している障がい者向けの福祉施設との

連携も検討中である。この福祉施設とは，これま

で体験受け入れなどの実績がある。このように，

新たな調達先については，浜松市内を優先的に開

拓し，不足すると予想される農産物の新たな調達

を検討じている。

( 3）県外からの調達方法

水車の里の加工用農産物の安定的な調達を支え
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ているのが卸売業者T商事である。同社は，創業

1960年で，浜松市内の企業である 3）。取引店舗数

は約 200で，主な取扱商品は砂糖，小麦粉，油類

等で 100種類ほどある。年商は2億 3千万円（2011

年度）である。水車の里のオープン当初， T商事が

天竜市（現浜松市天竜区）に店舗を構えていたこ

とが契機となり， NPO法人くんまはT商事からそ

ば粉，小豆，砂糖，小麦粉などを購入するように

なった。水車の里の注文に応じて取り寄せるもの

もあるという。なお， T商事で取り扱うそば粉の

中で水車の里が 20%を占めているという。

調達の方法であるが， NPO法人くんまの調達担

当者が在庫やイベントなどの状況を見ながら， T

商事の週 l回の取引先への配達に合わせ，電話で

T商事に発注している。注文された商品のうち，

価格に変動がある場合には，事前に連絡するとい

う。 NPO法人くんまにとって T商事から調達する

取引品目の中で最も重要なのはそば粉であり，北

海道産が指定されている。なお，北海道産が不作

の時には NPO法人くんまとその他の取引先と平

等に振り分けるようにしているとし、う。

T商事にとって，NPO法人くんまは，売上の 1%

程度に過ぎない取引先であるが，支払い（月末締

め翌月支払い）が滞りなく行われるため，信頼関

係が築かれていると評価し，取引関係を今後も維

持したいと考えている。

5. 結論

以下，分析結果を要約し， NPO法人くんまの調

達戦略の特徴と「地産」の意義について整理するo

NPO法人くんまの調達戦略の第一の特徴は，

NPO法人くんまが，熊（地元）産農産物を優先的

に調達しょ．うとしている点である。地元農家に積

極的に情報を提供したり，特定の農産物の生産を

依頼したりすることで生産を奨励し，地元の農業

振興に貢献している。具体的には，地区内で回覧

されている定期刊行物によって農産物の仕入れに

関する情報を発信し，生産者に出荷を促している。

価格面においても他産地よりも地元農家にとって

有利な条件で調達することで生産を促進している。

実際，県内の周辺地域及び県外産の価格と比較検

証すると，その差は明らかである。このように，

NPO法人くんまは，価格の面からも地元産農産物

を積極的に購入し，地域農業の振興に貢献しよう

としている。

さらに，洗浄され，傷の無い場合には，価格を

高く設定し，品質面での改善を促している。ただ

し，本事例のような農山村で過疎化の進む地域に

おいては，身近な場所に出荷先があるということ

が最も重要である。

地元産を優先的に利用する目的は，地域貢献だ

けではない。特定の農産物においては，地元熊地

区の農産物の香りや味が他産地と比べて良いなど，

純粋に品質面での優位性から地元産を優先的に調

達している。つまり，熊産の農産物を使用するこ

とで， NPO法人くんま独自の味を生み出すことが

可能となり，他社製品との差別化を図ることがで

きると担当者らは考えている。漬物や味噌につい

ては，前年度の売れ行きを見ながら製造計画を立

てるが，地元農家に対する生産促進策は原材料調

達を安定させるという経営上重要な戦略でもある。

第二の特徴は，農産物調達における有機的な連

携の存在である。地元熊産だけでなく，周辺地域

からの調達についてもネットワークを上手に利用

しながら調達している。 NPO法人くんまの活動の

場合，既存の商品だけではなく，収益を増加させ

るためには新たな商品開発が必要で、ある。そのた

めには，品種の指定など，「加工のしやすさ」と同

時に「売れる商品」を意識した原材料調達が不可

欠である。仮に，地元では原材料となる農産物を

調達できない場合には，不足する農産物を周辺地

域から安定的に調達することが求められる。その

際に，ネットワークは大きな効力を発揮する。

取引方法であるが，正式な書面での契約ではな

く口頭での取り決めで継続的に取引が行われてい

る。価格決定権については取引相手側が保有して

いるが，互いの信頼関係が醸成されており，価格

決定に関して NPOくんま側に不満はない。むしろ，

醸成された信頼関係が安定的な調達網の構築に寄

与している。

第三の特徴が，遠隔地から農産物を安定的に調

達する際に，周辺地域の商業機能が重要な役割を

果たしている点である。 NPO法人くんまでは，そ

ばが主力商品であるが，良質な北海道産のそば粉

を調達するためにはT商事は欠かすことのできな
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い取引相手先である。その他の取引品目について

も，熊産あるいは浜松市内では調達しにくい原材

料に関しては，遠隔地から T商事を経由して調達

している。 T商事との取引は純粋な商業ベースで、

あり， NPO法人くんまは民間企業の取引相手とし

て「企業」として対等に扱われている。これは，

NPO法人くんまの活動が起業から企業へと展開

している現れであり，対外的にも取り組みが評価

され，信用を得ている証拠であろう。

以上が NPO法人くんまの調達戦略の特徴であ

るが，この分析結果から「地産」の意味について

検討してみたい。これまで述べてきたように，NPO

法人くんまは地元熊産と浜松市内産農産物や県外

あるいは遠隔地の農産物を有機的に組み合わせな

がら農産加工に取り組んでいる。今回の事例では，

狭義の意味では，昭和の大合併前の市町村の範囲

が地産の範囲と捉えられるが，現状ではその範囲

のみで調達することは困難であるため，広義では

現在の市町村のエリアまでが主たる地産の範囲で

あると考えられる 4）。そして，地元熊産以外を使

用する場合には，浜松市内産，袋井市産など，隣

接するエリアに広げながら調達している。そのエ

リア内では調達が困難な原材料については遠隔地

から調達していた。

調達先も， NPO法人くんまが調達先となる農家

を探すだけではなく，生活改善実行グループの関

係， T商事など，様々なタイプの調達先と連携し

ている。このような多様な繋がりの構築によって，

農産加工事業が支えられ，展開してきたといえる。

それだけに，地産の地理的範囲の設定も重要であ

るが，地元と周辺地域をベースにした安定した農

産物調達の有機的連携の形成こそが「地産」の最

も重要な要件であると考えるべきではないだろう

か。

このような傾向は今後も継続すると考えられる。

NPO法人くんまは，商品開発部を立ち上げ，新商

品の開発に取り組んで、いる。地元熊産の農産物を

最大限利用しながら，売れる商品とは何かを考え

ながら，試行錯誤を繰り返しながら新商品の開発

に注力している。そのため，必要となる農産物の

「地産地消」における原材料調達と地域農業との接点

種類も増えると予想されるだけに，地元熊産の農

産物を最大限利用しながら，現在のネットワーク

を維持しつつ，新しい取引相手の開拓にも余念が

ない。浜松市内で農業参入した企業（I商店）な

どはその有力な候補である。

このような新商品の開発促進と調達戦略の深化

は今後の「地産地消Jあるいは 6次産業の展開を

考えるうえで重要な視点であり，引き続き分析，

検討を行う予定である。

注

1) 2010年 9月に当時水車の里のリーダーであった

TK氏にヒアリング調査を実施した。

2) 2011年から商品開発に関する部門を設け，農産

加工品の開発を行うようになっている。

3）以下では， 2012年 3月に T商事の役職者からヒ

アリング調査した結果を元に記述する。

4）明治の町村制で，熊村（現在の熊地区に重なる）

は誕生した。
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