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[報文]

ドイツにおける農家民宿の最新状況(1 ) 
一一バイエルンナト!ならぴにパーヂン・ピュルテンベルグ州での配票調査から一一

光1専ネ

The Latest Situation of Farm Guesthouses in Germany (1) 
一-Bayern and Baden-Wurtemberg一一

Mitsuhiro Yamazaki 

Thisr巴portdetails the results of a questionnaire同typesurvey of ‘farm guesthousぜop-

erators in Germany in January 2001. The survey was targeted at farm guesthouse opera-

tors published in the DLG guidebook (the German Agricultural Society in Frankfurt). The 

respondents were from the areas of Bay巴rnand Baden-Wurtemberg. Of the 1，000 question-

naires mailed out， a total of 332 respons巴swere collected. 

Inter巴stingly，the results revealed that th巴operationof farm guesthouses is dearly 

ranked as a subsidiary business for German farmers. Although these farmers ar己stillsub悶

sidized at present， the amount invested in these facilities is rising in accordance with the 

increase in guest demands. 

[キーワード]

「農家で休綴を」事業 Uraub auf dem Bauernhof，農家民宿 farm guesthouse，農家の副

業 side job of farming families，バイエルン州 Bayern，パーデンピュルテンベルグ州

Baden-Wurtemberg 

はじめに

本稿は， 2001年 l月に農家民宿経営者に対して

行った郵送による配票調査結果である。対象とし

たのはドイツ南部のバイエルンナト!ならびにパーデ

ン・ピュルテンベルグ州において農家民宿を営

み， ドイツ農業協会(DL G)発行の民宿カタロ

グに紹介されている農家民宿経営者である。調査

方法は郵送留置とした。配布数は1000サンプル，

有効自答数は322サンプルであった。なお， DLG 

は農家民宿の普及と品質管理を行っており，上記

カタログに掲載されている民宿は，施設内容やサ

*秋田県立大学短期大学部

…ピス内容において一定の基準をクリアしたもの

である。

配票調査の対象として上記2州を選んだ、のは農

家が行っている民宿数が最も多く，古くから農家

民宿経営が盛んな歴史があること，さらに近年で

は民宿経営に新たな溜品特性を持たせるなど先行

的な役割を果たしていることによるものである。

調査の目的は，次の点に集約できる。筆者はこ

れまで十数屈にわたってドイツ各地の農家民宿や

関連団体を訪問し，聞き取り調査を行ったが，統

計的な実態の把握が常に不十分であった。例え

ば，農家民宿への補助制度は現在でも継続されて

いるのか，その金額は果たしていかほどなのか，

また，民宿経営による農家への社会的経済的効果
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はどのようなものであるのか，など個別事例は聞

き取りできても， ドイツでの全体像については把

握しきれなかった。

今回の調査においても全国統計的なデータの把

握は出来なかったが， ドイツ閣内でも最も農家民

宿の盛んな地域であるバイエルン州とパーデン・

ピュルテンベルグ州において，かねてから疑問に

思っていた点のいくつかを解消することが出来

た。本稿では概要の紹介にとどまるが， ドイツ南

部における農家民宿のおおよその実態は報告でき

るものと思う。

本稿は 2屈に分けての投稿となるが，今号では

主として，民宿の開業時期，民宿の経営実態民宿

開業への行政支援の現状について紹介し，次号で

は，自家農業と民宿経営の関係，畏宿経営の成果

と地域への影響， ドイツ南部における民宿市場の

変化と今後の課題について述べる。

なお，調査票のドイツ諾への翻訳にあたっては

富)11久美子氏(パイロイト大学研究生)ならびに

マーチン・ハイル博士 (aid:食糧農業省普及情報

サービス協会)のご協力を得た。調査票の郵送実

務および返信調査票における手書き文字の解読に

あたっては，フッセン在住のヴイルフリード・ラ

イタ一夫妻のご協力を得た。心から感謝を申し上

げたい。

ドイツにおける農家民宿の最新状況(1)

1 .民宿の開業

(1) 開業の時期

ドイツにおける民宿の商業は一般的には 1960

年代から，と言われることが多い。今聞の諦査で

も1970年以前の開業との問答が阿州とも 16-17%

見られた。回答者の中には 1930年代からの開業

とのコメントもある。しかしながら，民宿開業時

期としては自答者の大半が 1970年以降と答えて

いる。これはドイツには巡礼者向けの簡易宿所な

どの歴史をもっ古くからの民宿と， 1970年代から

本格化した行政の支援を受けて始めた農家民宿及

び 1990年以降の新規開業の三つの画期があるこ

とがうかがわれる O

(2) 客室のスタイル

客室のスタイルは，ベッドと朝食だけ提供する

B&ち (Bedand Breakfast)方式の小規模なガス

トツインマー(貸し室)と，寝室，居間，キッチ

ン，ノfス・トイレなどカτセットになったフェリエ

ン・ヴォーヌング(貸しアパート形式)およびフ

ェリエン・ハウス(休暇用ロッジ)なと苧に分かれ

る。図 2でもわかるように，近年になるにつれ，

フェリエン・ヴォーヌングが主流を占めているこ

とが明らかである。背景には，保養先でも白分の

家にいるような広くて快適な客室を求める利用者
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リエンヴォーヌング

全体 57.4 298 

1970年以前 37.8 45 

1970-79年 47.1 85 

1980-89年 60. 0 50 

1990年以降 93 

(単位:%) 

国2 客室のスタイル

表 1 客用ベッド数の変化
(単位:ベッド)

客室のスタイル i 創業時 | 現在

全体

バイエルンチ1'1

パーデン・ピュル
テンベルグ州

1.フェリエン・ヴオーヌング

2.B&B(朝食のみ提供)

3.子供用ベッド

4.その他

7.81 

8.24 

2.06 

2.38 

12.38 

8.69 

1.92 

6.63 

(単位:%) 

N 

313 

214 

99 

函 3 民宿農家の農業

の要求水準の高まりがあり，この点については経

営者農家のコメントが多くみられた。

(3) 客室規模の変化

客室のスタイルの変化とともに，客用ベッド数

自体が増えつつある。 B&Bの貸し室自体は一戸

の農家民宿当たり平均8ベッド強で大きな変化は

ないが，フェリエン・ヴォーヌングは創業時の平

均ベッド数7.81から現在では 12.38ベッドへと二

倍近く増えている。ちなみに， ドイツの場合 8

ベッドまでは農家の副業として専門的宿泊施設で

はないとの観点から，宿泊業者としての許可は届

け出のみで済むとされているが，徐々に貸しアパ

ートスタイルなど大規模化した宿泊専門的施設へ
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と近づく傾向がうかがえる。

(4) 毘稽経営者の農業経営

ドイツでは一般に音産農家の半分は民宿業を営

んでいると言われているが，今回の調査でも，民

宿を経営している農家は，畜産農家と牧草地経営

農家が最も多く，それぞ、れ5割を超えていること

が確認された。次いで，畑作経営が3割と続く。

バイエルンナ1'1でもパーデン・ビュルテンベルグナトl

でもほぼ同様であるが，後者では養豚，果樹栽培

(ワイン用ぶどう，サクランボ?など)，馬の錦育な

ど多様な農業が行われているのが特徴である。

民宿開業の年代と農業経営の関係を見ると，三

全体

官ii!霊

産者産量

畑作経営

牧草地

その他

ドイツにおける農家民宿の最新状況(1)

つのタイプが観祭される。第ーのタイプは， 1970 

年代以前からの開業で，畜産農家ならびに牧草地

経営農家が多く見られる。第二のタイプは1970年

代に入ってからで酪農農家からの参加が目立つ。

そして，第三のタイプは最近の 1990年代以降で

あり，この時期になると畑作経営農家の参入が多

くなっている。特に，第二期は当時の連邦食料農

林省が民宿経営に力を入れた時期であり，優良な

民宿の格付けなどを進めた DLGの民宿支援活動

が活発化した待期でもある。第三期は農村観光事

態の市場への期待が大きくなり，農家も新たな第

二の軸足としての民宿経営に関心が広がった結果

といえる。

N 

294 

159 

60 

83 

159 

130 

(単位:%)
図4 経営類型別渓宿開業時期

全体

1970年以前

1970-79年

198日目的年

1990年以降

図5 開業時の情報収集先
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(5) 開業時の棺談機関

農家が民権を開業する際に，相談した相手先は

全体としては DLG(ドイツ農業協会)や農業相談

事務所が多い。当初は DLGによるインフォメー

ションが多数を占めていたが，近年では日本の農

業改良普及センターに当たる農業相談事務所の割

合が高くなっている。これは EU(欧州連合)で

進めているリーダ一事業 (LEADERPROJECT) 

などからの補助金制度の変更があり，住民の相談

相手としての農業相談事務所での情報入手が必要

となってきたためであろう。なお，農業相談事務

所は各州の主要都市に拠点をもち，州政府からの

派遣者が，農業経営，農業技術，農村環境計画，

全体

1970年以前

1970ω79年

198か89年

1990年以降

「農家で休暇をJ事業などの担当に分かれて，農家

の相談に応じている。

2.民宿の経営実態

ドイツにある農家民宿は笑のところはっきりし

た統計がないo 1997年度の農業白書では 1万9千

軒とされている。しかしながら，旧東ドイツが統

合された現在では農家民宿の育成が図られている

ためにもっと多いと思われる。ちなみに 2001年

発行のDLG民宿カタログにはバイエルンナ1'1では

630軒，パーデン・ビュルテンベルグ州では 299

302 

42 

86 

53 

97 

(単位:%) 
国 6 農業所得に占める民宿売上高割合

全体

1970年以前

1970-79年

1980-89年

1990年以降

閤 7 売上高割合への満足度

32 

(単位:%) 
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48 

87 

56 

99 



ドイツにおける農家民宿の最新状況(1)

表 2 民積経営の中心的担い手

全体

フェリヱンヴォー
ヌング

B&B 

荷者の併殺

その他

民宿経営の担い手 バイエルン州

回答者数(人) 200 

夫 4.0 

主婦 88.5 

夫の母 5.0 

吉良 0.5 

その他 2.0 

(単位:%) 

ノ1一e晶一フj'一a命 」ン/ . 

ビュルテン

ベルグ州

90 

5.6 

91.1 

3.3 

309 

162 

27 

96 

(単位:%)
閤8 農家民宿で出される手作り食品

車干が掲載されている。

(1) 農業所得に占める民宿売上高

農業経営に占める民宿の売上高割合はバイエル

ン州では68.3%が5割未満と屈答しており，パー

デン・ピュルテンベルグナHではさらに高く 80.4%

にのぼっている。つまり観光資源に恵まれている

バイエルン州では，農家民宿の売り上げが農家所

得の半分近くまで迫っている農家が多いが，観光

資源菌ではやや劣る後者では 2割ほどにとどまっ

ていることが反映されている。

%と両者でほぼ 5割に達している。「普通j との

囲答も 5割前後と安定している上，開業年次の新

!日に関係なく，ある程度高い満足度が維持されて

いることは注目される。

(3) 民宿経営の担い手

農家民宿の経営主は 89.3%が「主婦」との回答

であった。この傾向はナ1'1別でも開業時期別でもほ

とんど変わらない。ちなみに「夫」との回答はわ

ずかに4.5%にとどまっており，農家民宿営業の担

い手は農家の主婦であることが明白である。ま

た，経営者の年代は45-59歳が5割近く， 30“44歳

(2) 売上高への満足度 が続いている。

しかしながら，注目すべきはこの売上高割合を

民宿経営者がおおむね満足している点であろう。 (4) 民宿で錦脊している小動物

「非常に満足jが 16.5%，rまあまあ満足Jが 32.6 ドイツの農家民宿では滞在客向けアトラクショ
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ンとして小動物の鈎育が勧められている。ウサギ

や馬，ポニーなどとのふれ合いが滞在客を和ま

せ，子供たちの情操教育に貢献する上，豪華ホテ

jレでも出来ない農家独自の地域資源であるとの認

識が存在する。飼育小動物のバリエーションは多

様である O

全体

バイエルン州

パーデン・ビュル
テンベルグ州

全体

バイエルン的

パーデン・ピュル
テンベルグ州

表 3 公的補助金，利子軽減・減免制度の実施時期

(単{立:%) 

実施時期 補助金
利子軽減
減免制度

回答者数(人) 103 55 

1970若手以前 4.9 3.6 

1970ゃ 1979年 33.0 27.3 

1980-1989年 20.4 25.5 

1990年以降 41.7 43.6 

争議助金がある

図 9 民宿開業への補助制度

利子補給・免除

図 10 公的補助の受け取り状況

34 

どちらもない
N 

212 

142 

70 

(単位:%)

229 

159 

70 

(単位:%) 



全体

バイエルン州

バーデン・ピュル
テンベルグ州

ドイツにおける農家民宿の最新状況(1)

110 

72 

38 

(単位:%) 
図 11 民宿カf受け取った公的補助金

(5) 民宿で提供する手作り食品

民宿ではしばしば手作り食品が滞在客に提供さ

れる。その種類は多様だが，今回の調査でも「提

供していないj との問答はわずかに 8.7%だけで

あった。手作り食品として提供されているのは自

家製造のミルク (58.3%)，ジャム (52.8%)が半

分以上の農家で，ハムやソーセージ，果物などが

3分の 1の農家で提供されている。ドイツ農家に

つきもののリキュール(シュナップス)もほぼ3

畿の農家で用意をしている。

3.民宿開業への行政支援

ドイツにおける農家民宿開業への行政支援はこ

れまで断片的に伝えられてはいたが，その全体像

はなかなか紹介されてはいない。今回は制度その

ものの把握は出来なかったが，実態として公的補

助制度の存続状況とこれまでの変遷について一部

を知ることが出来た。

(1) 公的補助制度の有無

農家民宿凋業時における公的な補助金と利子軽

減・減免措置について尋ねたが， r補助金があるj

との問答は57.1%と6割近い。「利子軽減・減免措

置があるjは35.8%にのぼった。 rどちらもな

との囲答は24.5%見られた。これまで民宿への補

助制度はうち切られたとの報告も見られたが，今

田の調査では今なおドイツでは継続されている。

ただ，補助金にはEU (欧州連合)，連邦，ナトi政府

とそれぞれのレベルがあり，今回はその区別を明

確にできなかったので，今後の課題としたい。

(2) 公的補助制度が実施された時期

上記のようにドイツでは現在でも民街開業持の

公的補助金も利子軽減・減免制度も続けられてい

る。これらの支援がなされた時期は両者とも 1970

年代初めから一般化し年々増加した。特に1990年

代に入ってからの実施が多いことは注目される。

この動きからは後述するように，利用客のニーズ

の上昇に伴つての施設改築費用などの増加に合わ

せた制度的対応と見られる。

(3) 公的補助金受け取り状況

これらの公的補効を受け取った民宿は全囲答者

322名のうち 229名 (71.1%)にのぼった。バイ

エルンナ1'1では「公的補効金受給者jは45.3%，r利
子補給・免除Jは25.2%と6割の民宿が公的補助

を受けている O パーデン・ピュルテンベルグ州で

は，前者はやや多く 55.7%，後者は22.9%にのぼ

っている。

(4) 受け取った補助金額

受け取っている公的補助金額は rl-3万マルク

(DM)Jが4割近いが， r5万 DM以上」受け取っ

た民宿も 3割に追っている。特に，パ千エルンナトl

では r5万 DM以上Jの高額補助金を受け取った

民宿が 38.9%にのぼっていることは注目される。
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これはバイエルンナけでは，後述するように次第に

民宿の高級化が進んでいることを物語ってもい

る。

激資金額への利子補填は受けている民宿数は，

補助金を受けた民宿のほぼ半分程度であるが， Iら

万DMJ2)、上Jになると 6割の民宿がなんらかの利

子補填を受けている。

これまで述べてきたように， ドイツにおいては

農家が副業として行っている農家民権の経営が

1970年以降定着してきたことが明らかとなった。

特に農業経営においては副業そのものが， I農業に

おける第二の軸足jとなっていることが今国のア

ンケート調査でも確認できた。さらに，すでに終

了していたかと思われていた農家の民宿開業には

今なお直接支援制度があることも確認できた。そ

の反面，設備投資額の上昇や民宿経営が部業段階

からより本格的な専業への動きも把握できた。次

号では，このような動きの中で， ドイツの農家民

宿経営がき当該農家ならびに地域社会にどのような

効果を与えていると評価されているか，そして諜

題は何か，について報告する。

(2002年9月19臼受理)
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