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簡易営業型農家レストランのネットワーク化における
課題に関する考察

[報文]

建*幸*・谷口加藤

Research about Farm Restaurant with Simple Management and Rural 
Networking 

Koh Kato. Ken Taniguchi 

Social concern about the food safety has been gradually increasing. In such a 

situation， farm restaurants of rural areas are becoming popular and attracting people 

who want to have fresh farm products and enjoy their healing benefits. However， there 

have been some failure cases of farm restaurant that are not running well and are 

having di任icultiesof sustainability. 

In this study， we focus巴don a farmers' restaurant “Nohohon" of Onoe town in 

Hirakawa city， Aomori prefecture that adopted a cost effective management. We 

researched the way of resolving the problems， and the possibility of region-based 

developments. 

Summary of results obtained in this study is as follows. 

1) A simple management method creates the possibility of opening new farm 

restaurants and finding talents. 

2) As a result of the questionnaire survey， we found that the city administration sti1l 

lacks c1ear guidelines to determine responsibility :when food troubles occur in the farm 
restaurant. 

3) The establishment of regional cooperation and networks is misunderstood as the 

centralization of information and is often due to qualified officials. However， even the 

decentralized organization gets in contact each other and this regional level cooperation 

is the first step towards the establishment of regional cooperation and network. 

simple management. 地域活性化

農村情報 rural information. 地

[キーワード]

農家レストラン farm restaurant. 簡易営業型

regional revitalization. 伝統食 traditional food. 

産地消 produce locally， consume locally 
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1.はじめに

現在，地域の農産物や伝統食などに対する関心

の高まりをうけ， ["農家レストラン」に大きな注

目が集まっている。直売所や道の駅などに併設さ

れたものや個人での経営など，様々な形での農家

レストランが展開されているが，思うような成果

を出すことのできない庖舗もみられる。また，活

動に関心は持ちつつも，時間的な制約や資金等の

問題から，開業や参加のチャンスをつかめない人

もいる。

昨今，農山漁村では，地産地消運動や食育など，

地域の「食」への関心を地域の活性化のきっかけ

に活用しようとする動きが活発に行われている

が，地域活性化のための活動の多くは，観光客な

ど， ["外からの効果」に期待する傾向が強い。

本研究では，青森県平川市尾上地区の簡易営業

型農家レストランを事例に，簡易営業型農家レス

トランの開設・運営方式や，ネットワーク化によ

る施設運用について考察し，その利点や普及課題

を検討することで， ["外からの効果」だけではな

い地域住民への効果について考察する。

2.農家レストランとは

「農家レストラン」とは，都市農山漁村交流活

性化機構(まちむら交流機構)によれば， ["農家

自ら又は農家との密接な連携の下で，その農家が

生産した食材又は地域の食材を使って調理・提供

している当該地域に立地するレストランJ1) とさ

れている。しかしながら，実際には，“農家が経

営しているレストランヘ“農村にあるレストラ

ン¥“農家から直接取り寄せた素材を使っている

レストラン"など，その名称は経営者の判断に任

せられている O また，一般的な食堂が“農家レス

トラン"としているケースや，実質的には農家レ

ストランでありながら，“農家レストラン"とい

う呼称を使っていないケースなど，一口に「農家

レストランjといっても非常に唆味で広い意味を

持っている。

このような中，経営規模やメンバーの事'情に即

した経営方式で，地元産の素材を使って伝統的な

料理を提供しているのが，青森県平川市尾上地区

の農家レストラン「のほほんJである。

農家レストラン「のほほん」は， ["①農家が自

ら生産した食材，および，地元産の食材を調理し，

客に提供する」という一般的な農家レストランの

特徴を「②地域の既存施設などを借用し，コスト

を抑える」という，簡易的な営業方式の採用によ

り実現している。さらに， ["③参加農家の農作業

の予定をもとに，無理をしない範囲で限定的に行

うjことで，運営者の負担を軽減し， ["④来訪者

だけでなく，地元住民も集えるコミュニケーショ

ンの場を提供し，参加農家自身もその場に参加す

る」ことで，地域との連携を深めている。

上記①②にもとづいた“地域の食堂"のような

例はいくつか見られるが，これをベースにしつつ，

③④を実現しているのが「のほほん」の特色であ

り，本研究では，これを「簡易営業型農家レスト

ランjと定義する。

3.農家レストラン「のほほんJの概要

農家主婦グループが運営する農家レストラン

「のほほんjは，活動地域内の食堂の定休日に庖

舗を借用し，月 1回ペースで営業する農家レスト

ランで，行政機関や企業などの直接的な支援を受

けずに「簡易営業型Jの経営を展開している。

一般的なグリーン・ツーリズム活動が，“地域

の外"からの「来訪者をもてなす」ことに主眼を

置いているのに対し，本事例は“地域の中"で，

地域住民が「経営に参加するだけでなく，自らも

客として楽しむ」ことのできる地域活性化策とし

て注目される。

(1) 開業の動機

農家レストラン「のほほん」は，国の指定公園

「盛美園」に隣接する，地域の交流施設ロマン館

(写真1)内のレストランで， 2006年2月にス

タートしている。

開業の動機は，施設内での野菜の直売コーナー

の開設にある。開設当初の直売コ}ナーの野菜は，

規格が均一で、はない不揃いのものが多く，売り上
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写真1 農家レストラン「のほほんJが営業する
地域の交流施設

げに結びっていなかったが，当時のレストラン 写真2 地元産野菜を使った「ヘルシーランチJ
オーナーが，味のよい地元産野菜に着目し，野菜

を出庖していた農家女性らに“レストラン定休日

限定の農家レストラン"の開業を提案したことが

きっかけである O この提案に応える形で 7名の

農家女性がグループ「のほほん」の名称で，農家

レストランをスタートさせている。

(2) 運営する主婦グループの構成

一般に，地域レベルでの活動では，個人のつな

がりや居住区域，行政主体などといった枠組みが

活動の母体となるケースが多い。しかしながら，

fのほほんJの場合には，個人的なつながりのな

かった 7名の主婦が集まって活動がスタートして

いる点が，特徴的といえる。そのため，構成メン

バーは，年齢層のi幅も広いほか，子育て中の農家

主婦や，老後を楽しむ女性，地元の女性議員など，

職業もバラエティーに富んでいる。

活動の基本は合議制で，月に 1度の営業日前日

に集まり，各メンバーが提供できる食材をもとに

翌日のメニューを検討している O いずれのメン

バーも，農家レストランでの直接的な収入よりも，

自ら育てた食材で、作った料理を地域の人に提供す

ることに喜びを感じており，農家レストランの運

営が“生き甲斐(喜び)"になっている点が興味

深い。一般に，農家レストランの運営などグリー

ン・ツーリズム活動は，観光産業として位置づけ

られることも多い。しかし，活動を通じて地域住

民に活力をもたらす効果に，もっと注目する必要

がある。

写真3 毛筆で書いた絵手紙ランチマットを
お客さんに紹介

指導を行うレストランオーナー側と応募した地域

の農家主婦との間で，きわめて高い信頼関係を構

築することから活動がスタートさせた点が特般的

である。聞き取り調査によれば，女性グル}プ側

は，自らの農産物を販売するだけでなく，それら

を調理して，地域の文化伝承の一環として郷土;jq.

理を来訪者に提供できることがメリットと考えて

いることが明らかとなった。一方，味のよい地元

産農産物の安定供給ができること，地産地消によ

る地域貢献ができていることが，オーナー側のメ

リットといえる。

また，地産地j障を実践する郷土料理の提供は

(写真 2)，地域をPRする外部への情報発信効果

だけでなく，娯楽の場の少ない地方の街内に人が

集える場を作り出し地域内の活性化効果をもたら

していると考えられる。なお，写真 3に示した，

(3) 地産地消と地域貢献の両立 主婦グループの 1人が毛筆で書いた絵手紙のラン

「のほほんjの運営方式は，施設を提供し調理 チマットなども，地域文化の発信につながってい
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るといえるO

(4 ) 簡易営業型農家レストランの可能性と課題

1 ) rのほほん」方式の利点

「のほほん」方式による簡易営業型農家レスト

ランの特色とメリットとして，以下の点が考えら

れる。

①初期投資が小さい

新たに農家レストランを開業しようとする場

合，庖舗の新築や自宅の増改築が必要となる。し

かし， rのほほん」方式では，既存施設の空き室

を利用することで庖舗の新改築が不要となり，小

さな投資で農家レストランの起業を可能にし，公

設，民営の中間的なスタイルでの運営を可能にす

る。

②既存施設の有効活用につながる

地域の既存庖舗や道の駅，直売所，そのほかの

公共施設内の食堂を地域の農家等に開放すること

で，地域施設の有効利用につながるほか，その施

設自体への集客につながる。

③許認可の課題を容易にクリアできる

既に諸種の許認可を取得している庖舗が協力す

ることで，新たな営業や開業にあたって必要な消

防，保健所等の許認可が不要となり，新規開業の

手続きが簡略化できる。

④人材発掘のチャンスが生まれる

限られた回数の限定営業であるため，本業の農

業をやりながら営業に参加することが可能で，

様々な特色をもった人材を掘り起こすことができ

る。また，農家レストランなどの活動に関心が

あっても，r家事や農作業が忙しく毎日は難しいJ，
「開業資金が十分で、はない」などの問題を抱える

農家の主婦などに起業のチャンスを提供できる。

2) rのほほん」方式の課題

一方で， rのほほんJ方式の課題として，以下

の点が挙げられる。

①大きな収益を上げるのが難しい

営業日を限定しているため，単独の庖舗で大き

な収益を望むのは難しい。また，飛び込みの客や

観光客に，必ずしも十分な対応ができない課題が

ある。この課題を解決するには，複数庖舗での連

携などネットワークを構築し，情報共有する必要

がある。上述のように， rのほほん」の場合は，

“生き甲斐"といった精神的な充実感が先行して

いるが，活動が継続していくためにも，最低限度

の収益確保は不可欠である。

②事故発生時の責任の所在が明確でない

食中毒など食品事故が発生した場合の責任の所

在やリスク対策の面で，どの範囲でだれが責任を

とるのか，などの課題がある。昨今は，公共施設

の民営化や，指定管理者制度を導入する例が増加

している。そのため，事故発生時に，施設管理者

と一時借用した農家レストランとの聞で十分な調

整が行われていなければ， トラブルにつながりか

ねない側面を持っている。

③指定管理者制度のもたらす課題

昨今，行政のスリム化は，市町村レベルでも避

けることはできない課題となっている。その中で，

公共施設の民営化や第 3セクター化，指定管理者

制度の導入が各地で進んで、いる。「のほほん」が

運営されている施設「ロマン館」も2008年 4月よ

り，平川市の所管から指定管理者の管理へと移管

された。その過程で， rのほほん」開業当初から

運営を支援してきたレストランのオ}ナーが，

「ロマン館」から去ることとなり， rのほほん」の

営業は数ヶ月休止することとなった。その間，主

婦グループでは，再開に向けた様々な活動や，指

定管理者，新たなレストラン経営者との信頼関係

の構築を行わざるを得なかった。

行政の効率化，スリム化は重要な事項ではある

ものの，その結果として，地域で自発的に立ち上

がった地元の活力となる活動に水を差されたこと

は，地域住民の活力を生むことが目的の“地域活

性化"の観点からすれば，好ましい事態とはいえ

ない。

3) r第3の方法」としての可能性

農家レストランを含めた地域のグリーン・ツー

リズム活動は， r行政機関が主導し，公共機関の

営業として行われるもの」と「民間の個人やグ

ループが主導し，個人やボランテイアで営業を行

うもの」に大別できる。しかし，個人・グループ

レベルで行うには，開業にあたって，諸手続など

時間や労力等の負担のほか，金銭面での制約など，

具体化のハードルは高い。

この点， rのほほん」の簡易営業型は，公的な

施設を共用する一方，運営は個人・グループの活
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動であり，公営と民営が共存する運営スタイルで

ある。したがって，グリーン・ツーリズム活動に

関心はあっても機会に恵まれなかった人へのチャ

ンスの提供や，本格的な事業化の前に，地域の人

に体験してもらい活動への参加意欲を向上させる

など，農家レストランの運営に限らず，地域資源

の本格的な事業化の準備や起業支援のための「第

3の方法jとして注目される。

また，農家レストランの運営に携わることで，

活動メンバーに生き甲斐を提供すると同時に，地

域住民にとっても，このような活動が地域内で行

われていることは効果が多い。都市部の主婦層な

どは，“おしゃれなカフェでお茶をする¥“月に

1度，高級ホテルのランチバイキングを楽しむ"

といったことを楽しみにしているケースが見られ

るが，農山漁村部では，そのような娯楽がきわめ

て乏しい。聞き取り調査によれば，この地域の女

性達の中には，月に l回の「のほほん」をこのよ

うな場として捉え，楽しみにしている住民も多く

見られた。

地域住民にとって，グリーン・ツーリズム活動

は，“地域の外からの来訪者をもてなす"という，

経営(運営)参加型に主眼が置かれることが多い

が，本事例のような“地域の中で地域住民自体が

お客として楽しむこともできるグリーン・ツーリ

ズム活動"も必要と思われる。

ι アンケート調査

「のほほん」方式による“簡易営業型農家レス

トラン"の広域展開の可能性と課題を検証するこ

とと，各地域における農家レストランの実態を把

握することを目的に，行政機関を対象としたアン

ケート調査を実施した。

(1) アンケート実施概要

北東北 3県の各市町村(青森40岩手35秋田25: 

計100市町村)のグリーン・ツーリズム担当者を

対象とした。アンケートは， 2008年11 月 ~12月に

かけ，郵送方式により実施した。

(2) アンケート内容

アンケートの主な質問事項を以下に示す。

問 l 地域の現状:地域において，既に「農家レ

ストラン」およびそれに類するものがあるか

問 2 Iのほほん」の運営方式について:簡易営

業型農家レストランへの関心の度合いとその理

由

間3 簡易営業型農家レストランに必要な人材と

施設:経営の母体となる農家の主婦グループや

農家の人に開放できる厨房のあるレストランと

して使用可能な施設があるか否か

問4 簡易営業型農家レストラン展開について:

「のほほん方式」の簡易営業型農家レストラン

を展開するうえで，必要と思われる事項や課題

問5 公共施設の利用・管理に関する問題につい

て:公共施設を利用して，簡易営業型レストラ

ンを営業する場合の指定管理者制度との兼ね合

し、

問6 簡易営業型農家レストランのネットワーク

化の可能性と課題:簡易営業型農家レストラン

をベースとする人的交流や既存施設の有効利用

を，グリーン・ツーリズム活動団体と連携して

展開する可能性と課題

(3) アンケート結果

以下の図表は，著者らによるアンケート調査の

結果をもとに作成したものである。

1 )回答率

表 1のように，北東北 3県の73%の市町村より

回答を得た。中でも，青森県の各市町村からは 8

割を超える回答を得た。

表 1 アンケー卜回答件数と回答率

配布市町村数回答市町村数回答率

青森 40 33 83% 

秋田 25 15 60% 

岩手 35 22 63% 

3県合計 100 73 73% 

県名無回答3

2 )市町村における農家レストランの存在の有無

各市町村における，農家(漁家)レストランの

有無について質問した(図1)。図中の数字は，

農家レストランの存在する市町村の“実数"を示

-57-
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青森

秋田

岩手

3県

合計

。 10 20 30 40 

図 1 地域における農家レストランの軒数

している。

同一地域に複数のレストランが存在する場合は

lつとしてカウントした。また，ここでいう「農

家レストランjとは，各市町村担当者の判断に任

せており，厳密な定義に基づくものではない。

“なし"がもっとも多く 3県で40市町村が該

当する。そのうち，青森県が23市町村を占め，農

家レストランの普及があまり進んでいない。“民

営"の農家レストランについては，各県とも約10

市町村に見られるが，“公営"のものは，ほとん

ど見られない。

3) rのほほん」の営業方式への関心

既存施設を利用し，月に 1回だけ限定的に営業

する「のほほん」の経営方式(簡易営業型農家レ

ストランの運営)について質問した結果が図 2で

ある。

青森

秋田

岩手

3県
平均

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

図 2 rのほほんJの運営方式への関心度合い

3県とも，約 7割程度が“大いに関心があるヘ

“ある程度関心がある"としており， rのほほん」

の経営方式に興味を示した市町村は多いといえ

る。

個別の意見として， r既存の施設を利用して経

費と手聞を削減する発想がおもしろい(岩手)j， 

「最小限の初期投資で実験的に取り組むことがで

きる(青森)j， r初期投資が少なくて済み，今ま

での農業を続けながら営業に参加できることは，

活動をスタートしやすく，良いと思う(秋田)j

という肯定的な意見のほか， r興味深いが，衛生

上の問題発生時の責任の所在が不明確。施設管理

者によほどの理解がないと難しい(秋田)j， r事
故等が発生した場合を考えると責任の所在を含め

問題点があり，実施することが難しいと思う。施

設を貸してくれた方に迷惑をかける心配がある

(岩手)jなど，食中毒など食品事故発生時の責任

の所在の不明確さを指摘する否定的な意見もみら

れた。

4 )簡易営業型農家レストラン展開の可能性

「のほほんjのような簡易営業型の農家レスト

ランの運営に対応しうる施設と，活動グループが，

地域内に存在するかについて，表2と表3に示し

ている。

表2 rのほほん」方式に対応可能な施設数
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表3 「のほほん」方式に対応可能なグループ数

3県
青森 宇え回 岩手合計

ある 25 14 3 8 

ない 11 4 6 

わからない 34 14 11 9 

無回答3

a)施設について

北東北 3県において， 23 (青森10 秋田 4 岩

手 9)の市町村において， rのほほん」のような

簡易的な営業方式の農家レストランに対応しうる
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既存施設があるとの回答を得た。このうち，青森

県では10市町村が該当施設“あり"としており，

新規の農家レストランの開設にあたっての 1つの

方策として， Iのほほんjのような運営方式の採

用は有効だと考えられる。

b)活動グループ

25の主婦グループ(青森14 秋田 3 岩手 8) 

が， Iのほほん」のような農家レストランの運営

方式に参画し得るとの回答が得られた。 2)で示

したように，青森では23市町村において，農家レ

ストランが“ない"としており，この14のグルー

プの連携が図られれば，新たな農家レストランの

運営方式のモデルとなり得る。

5) IのほほんJ方式の課題について

「のほほん」の運営方式の課題について質問し

た結果を図 3に示している。「地域の人(農家)

-
%
 

吋
J
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n
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2 
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6 
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15 
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図3 Iのほほん」の方式の課題

1)地域の人(農家)の参加意欲

2 )施設を貸してくれる庖舗の有無

3 )仕組み、考え方に対する理解

4)相互の連携と情報のネットワーク化

5 )グリーン・ツーリズム活動団体との述携

6 )利益を上げる仕組みの具体的方法の構築

7)行政との連携

8 )既存の類似施設との競合

9 )食中毒対策

10)事故防止などのリスク対策

11)事故が生起した場合の責任の所在

12)指定管理者との契約条件

13)指定管理者と地域の人(農家)との信頼関係

14)集客力の有無

15)その他

の参加意欲」が92%ともっとも多く，次いで「施

設を貸してくれる庖舗の有無」が78%と，地域住

民の参加意欲と利用可能な施設の有無に関心が集

まっている。

全体的な回答傾向と課題を整理すると，大きく

4つにまとめることができる。

①施設と参加者

4 )で述べたように，“利用可能な既存施設"

や“活動しうる主婦グループ"が，数は多くはな

いものの 3県に存在していることが明らかと

なった。これらのグループの存在が生かせるよう，

グループにチャンスと実体験の機会を提供するこ

とで，事業化に向けた起業の芽を育てることにつ

ながると考えられる。

②集客と利益

「のほほん」の方式は，簡易ではあるが，限定

的な営業方式であるため，農家レストランによる

直接的なa収益は少ない。この点を不安視する回答

が58%に上った。しかし， Iのほほん」の方式は，

地域住民にチャンスを提供することで，地域の活

力を作りだし， I本格的な事業化，個人での起業

などの芽を育てる場」と捉える方が的確で、ある。

この場合にも，同様な考えにもとづいた簡易営業

型農家レストランが相互に連携することで，単独

では無理で、も，広域的に収益を上げる仕組みをつ

くることは可能と思われる。

③事故発生時の責任

施設を借用するため，食中毒などの事故が発生

した場合，貸した側にもその責任が及ぶ危険性が

ある。「のほほんjの場合も，貸し主との聞の，

個人的な信頼関係をベースにしている部分があ

り，非常時の対応について不明確な部分が多い。

結果をみると，“食中毒対策"47%，“リスク対策"

51%，“責任の所在"56%と，この点を不安に思

う回答が多くなった。個別意見でも，この点を指

摘している市町村が多く見られ， I事故が発生し

た場合を考えると責任の所在を含め問題点があ

り，施設を貸してくれた方に迷惑をかける心配が

ある(岩手)J， I安全対策，責任関係など双方に

相当の信頼がなければ実現できない(青森)Jと

いった意見が寄せられ，今後，検討すべき課題と

いえる。

④行政側の関心の低さ
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“グリーン・ツーリズム活動団体との連携"

13%，“行政との連携..14%と，農家レストラン

の運営において不可欠な，“地域的連携“行政

機関との連携"に関する項目の割合がきわめて低

い。行政サイドでは， 1のほほん」のような農家

レストランの運営は，“民間で行うこと"という

意識があるのではないかと思われる。

6 )指定管理者制度との関連

前述したように， 1のほほんJの運営の中で，

居舗を借用している施設の指定管理者制度への移

管の中で，一旦営業が休止した。このような，公

共施設の指定管理者制度への移管と農家レストラ

ン運営支援における課題に関し質問した結果が図

4である。

70% 

図4 農家レストラン運営における指定管理者制度
の課題の有無

“課題あり..11%，“なし..15%となったが，

70%が“わからない"と回答した。多くの場合，

市町村において，農家レストランなどグリ}ン・

ツーリズム活動を扱う部署と指定管理制度を扱う

部署が異なっており， 1担当外でわからない」と

いう回答が大多数を占めた。制度自体への認知度

と，機関内での部署ごとの連携が，必ずしも十分

に行われていないと推察される。

行政のスリム化のため，民間に任せられる部分

を指定管理者制度に移管することは，非常に重要

な施策である。一方で，グリ}ン・ツーリズム活

動など，地域的な活動が，行政の効率化の影響を

受けることは，望ましいことではなく，今後，検

討すべき課題といえる。

また，その一方で， 1既に指定管理している施

設で，新たに簡易営業型の農家レストランを行う

場合，協定書にない運営を行うことになり，協議

が必要と思われる。また，緊急時対策，防犯，防

災対策，リスク分担等について，指定管理者との

十分な事前検討が必要である(青森)Jという，

具体的な意見も見受けられた。

7)簡易営業型農家レストランの広域的ネット

ワーク化

個別には，月 1固などの限定的な営業形態で

あっても，それを図 5のような方式で広域的に連

携させることで，顧客のニーズに答える可能性が

ある。この点について，意見を求めた。

車修 d 
図5 簡易営業型農家レストランネットワーク

資料:著者ら作成。

記述内容は，大きく分けて，①理想、は良いが，

現実面でのネットワーク(連携)化が難しい②直

接的な利益は少ないかもしれないが，地域の活力

を作り出すきっかけになる，という 2つの意見に

集約された。

両者の違いは，ネットワークの構築や広域連携

にあたって，情報・人・モノを 11カ所に集中さ

せる」方が効率的なのか， 1分散したまま」で管

理する方が効率的なのかという部分における考え

方の差と思われるO

a) 1集中型」の広域連携ネットワ}クの発想

各地の農家レストランの情報を 1カ所に集約

し，中心となる運営組織を設立し，広域連携を図

るのがこの考え方である。人や情報を 1カ所にす

べてを集約することで，効率化が図られる反面，

システム(組織)作りや，統一規格化(意見集約)

が難しい。このような方式で広域連携ネットワー

クの運営を行う場合には，行政機関など，ある程

度の強い権限を持った組織が，指導的な立場に
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たって進める必要があり， トップダウン型の色彩

が強い。そのため，中心組織をどのように設立す

るかが，このようなネットワークの大きな課題と

なる。

b) I分散型」の広域連携ネットワークの発想

ここでいうネットワーク化とは必ずしも， ICT 

を利用し農家レストラン等の情報を一本化するこ

とや，統ーした組織作りなどを意図するものでは

なく，個々が独自の運営をしつつも，例えば，

「今週，うちは営業していないが，近くのA町で

営業している農家レストランがある」などの小さ

な枠組みで情報を共有しつつ，口コミ的にでも，

相互に来訪者を紹介する関係の構築である。これ

は，最近， トレーサピリテイ情報の管理等で言わ

れる“OneStep Back， One Step Forward"と通

じるもので，一括して情報管理，組識化するので

はなく，モノや人の流れの一歩手前と一歩後に，

それぞれが分担し責任を持つという考え方であ

る。大きな負担を伴わず，小さな連携をベースに

したボトムアップ型の方式で，農村地域のネット

ワーク構築においては，最初の 1歩として有効な

考え方と思われる O

本研究で念頭に置いているのは， I分散型Jの

考え方であるが，今後，このような方式で，どの

ように安定的に収益を確保していくかについて，

長期的な視点から，地域活力の「芽を育てる」と

いう発想に立って，継続的に考えていく必要があ

る。

5 .まとめ

本研究では，青森県平川市尾上地区の農家レス

トラン「のほほん」の活動に着目し，農家レスト

ランの運営に関わる課題の分析と， Iのほほん」

で行っている簡易営業型の可能性について検討し

た。

(1) rのほほん」方式の可能性

農家レストランの運営など，グリ}ン・ツーリ

ズム活動は，行政機関が主導となって進められる

“公共事業"的なものと，地域で志をもった個人

やグループによる“起業"によるものが大半であ

る。これに対し， Iのほほん」の運営方式は，地

域の公共施設の空き時間を利用することで，運営

コストや許認可取得の煩雑さを低減するのに加

え，営業日を限定することで，本業である農業と

の両立を図るものである。直接的な収益性は小さ

いが，本格的な事業化や個人起業の芽をきわめて

少ない投資で作り出す可能性をもっており，新た

な農家レストランの展開方法として注目される。

(2) アンケート調査から見えた課題

北東北 3県の各市町村を対象としたアンケート

調査の結果から， Iのほほん」の方式で，農家レ

ストランの運営の可能性のある施設や，参加する

可能性のある主婦グループが各地に存在している

ことが分かった。また，その場合の課題として，

“食品衛生管理"や“事故発生時の対応"につい

て，市町村が不安に感じていることが分かった。

実際， Iのほほん」の事例でも，これらの対応策

について，暖昧な部分が残されていたが， 2009年

に入ってから，本調査の結果をもとに，既存庖舗

とは別に保健所に営業許可申請を行ったほか，独

自に保険への加入を行うなど，課題の解決に向け

た対応がなされている。また，行政の効率化に伴

う，公共施設への指定管理者制度の導入において，

この制度と地域レベルの活動の整合性をいかに確

保していくかが，今後の課題といえる。

(3) むすび

社会的な「食」への関心の高まりを受け，“新

鮮な農産物ぺ“田舎の味"の提供場所として，農、

家レストランに注目が集まっている。しかし，実

際に農家レストランを新規開業するには，解決す

べき課題も数多く，地域住民が“手軽に参加でき

る"とは言い難い。

直接的な収入，営業効果などの検討は，不可欠

な問題であるが，このような活動を“特別なもの"

として捉えるのではなく， Iのほほん」のような

簡易営業型レストランを展開することで，地域の

人が参加しやすい仕組みを作ることができる。さ

らに，単なる観光客のための施設としてではなく，

地域住民も集える“田舎のカフェ・レストラン"

として育てていく姿勢が，課題解決に向けた第 1

歩につながる。
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