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　「デリ＆ビュッフェくるるん」は、町中心部の「道の駅お
おき」の敷地内にある。この道の駅構想が浮上したのは
平成 21 年。「循環のまちづくり」を推進する大木町で、
平成 18 年、生ごみ・浄化槽汚泥・し尿などを原料とする
バイオガスプラントが稼働したのがきっかけだった。同プラ
ントに農産物直売所やレストランのある道の駅を併設するこ
とで、従来は廃棄物として扱われてきた有機物が分解さ
れてエネルギーと有機質肥料になり、農産物に形を変えて
地域の食卓に並ぶ資源循環システムの発信拠点として整

地域の女性に呼びかけ、みそづくりなどを手掛ける「ラディッ
シュの会」を主宰する。最年少の松岡絵美さん（39）は、
両親がキノコ農家。農業には熱い思いがあっても、飲食
業は全く未経験だった。松藤さんは「農業者は単に農産
物を作っているのではなく、その向こうにある土や水や地
球を借りて、地域の人々の暮らし方、伝統・文化・教育ま
で全部とつながって生業としてきた。そのことを伝え、食と
農をつなぐ場をつくりたいと思った」と当時を振り返る。
　従来の考え方なら“ごみ処理場”と受け止められかね
ない施設に隣接するレストラン建設には賛否両論あった。
しかし、「ふだんの生活の中では農産物の生産現場や農
業の価値になかなか思い至らない。有機物の循環が見え

備する計画が具体化した。
　一般公募されたレストランの運営委託に手を挙げ、経
営計画を採択されたのが、女性 3人で設立した株式会社
ビストロくるるんだ。代表取締役の松藤富士子さん（60）は、
シメジ・アスパラを生産する農事組合法人モア・ハウスの
理事。専務の中島陽子さん（67）は養豚・アスパラ農家で、

るこの場所だからこそ、やる意義がある」（松藤さん）と
踏み切った。

　オープンまでの数カ月間、福岡市の農家レストランで皿
洗いから仕入れ先、店の運営ノウハウまでを学んだ。開
店当初は、30～ 40 代女性をターゲットに、「自分にちょっ
とご褒美」感覚で訪れてもらえるように、ランチビュッフェ
の価格は、1350円（現在 1500 円）と農村部としては高
めに設定した。だが、いざ蓋を開けてみると、若い世代
だけでなく高齢者のリピーター客も増え、平日を含め約 120
席の客席が満席という、行列のできる人気店に成長した。
以後 9年間、毎日満席での営業が続き、年間販売額は
1億円台（税込）を維持している。
　人気の最大の理由は、地場産にこだわった食材と料理
のクオリティの高さだ。農産物だけでなく、みそ・酢・しょう
ゆなど調味料も地元産という料理が毎日約 40 種類並ぶ。
季節ごとの旬の農産物を主役としたメニュー構成は、地域
ならではの家庭料理を基本に、スタッフ全員で考える。
　定期的に開催するメニュー試作会や試食会は、食べ
方を提案する場として一般消費者にも開放。各自が考案・
調理したオリジナルレシピを試食し、投票の結果、1位になっ

役員もスタッフも全員女性で運営

農家と協働でレストランから
農の魅力を発信

「循環のまちづくり」から
資源循環システムの発信拠点

　福岡県大木町の「デリ＆ビュッフェくるるん」は、地場
産率約 80%を誇る地産地消型レストラン。毎日40種類
の料理をビュッフェ形式で提供する他、食育活動を通じて
農業の役割や価値、地域の食文化を子どもたちに伝える
など、農業と地域の魅力の発信拠点になっている。運営
会社、株式会社ビストロくるるんの役員3人、従業員13
人は全員女性で、女性が働きやすい環境も実現している。

福岡県大木町

代表取締役 松藤 富士子さん

まつふじ ふじこ

株式会社 ビストロくるるん

「畑の事情が見える料理」で
消費者の心をつかむ

【大木町の循環のまちづくりと
デリ＆ビュッフェくるるんの位置づけ】

生ごみの分別
（家庭・学校給食など）

発信拠点としての
おおき循環センター「くるるん」
●バイオマスセンター（メタン発酵施設）
●道の駅おおき
ＪＡ農産物直売所「くるるん夢市場」
デリ＆ビュフェくるるん
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【年間販売額推移】
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地場産農産物を使った料理の数々

約40種類の料理が並ぶビュッフェ

福岡県南西部に位置し、人口は
約1万4000人。福岡市・久留米
市の通勤圏である一方、イチゴ、ア
スパラ、キノコ類など県内有数の販
売額を誇る農業地帯。「みどりゆた
かで、おしゃれな農村づくり」を目
指している。2008 年には生ごみな

福岡県大木町

福岡県

どバイオマス資源を軸に、食と農をつなぎ循環型社会の確立を目指す「もっ
たいない宣言（ゼロ・ウエイスト宣言）」を公表した。
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たメニュー考案者には賞金も出す。こうして蓄積されたレ
シピは9年間で約 1000に及ぶ。その中から、「ころころエ
リンギ」や「旬のアスパラ1本揚げ」など、地域の特産
品を生かした人気メニュー、野菜の切れ端や皮を活用した
「もったいないかき揚げ」などユニークな一品も誕生した。
　また、子どもたちの要望を受け、食材を自分でトッピング
して焼くことができる小型のピザ窯を導入。さらに、顧客
のニーズに応え、レシピブックも制作・販売した。食材の
農産物はJA福岡大城が運営する隣の農産物直売所で
手軽に購入できる。道の駅内の施設連携で、家庭での
地産地消の推進に一役買っている。

　「若いお客さまが、『これまで食事は、お腹を満たせば
それでいいと思っていたけれど、子どもにおっぱいをあげ
るとき、この子の命は私の食べもので支えていると気付き、
意識が変わった』と言っていた。この店がそんな気付きの
場になってくれたらうれしい」（松藤さん）

　店内の壁には、食材を供給する生産者の写真パネル
が飾られ、料理にも食材の生産者の名前を表示している。
出荷生産者とは直接取引で年間契約が基本だ。規格外
品やＢ品も買い取って無駄なく使いきり、生産者の所得向
上につなげている。また、消費者の反応や要望などの情
報は、生産者にもフィードバックし共有する。使用する食
材は「町内＞筑後地域＞福岡県＞国産」の優先順位で
調達しているが、町内産が約 80％、冬季はほぼ 100％に
達する。
　道の駅の周囲には、観光イチゴ園「ラ・フレーズ」や「く

るるんトマトファーム」など、新規就農者や若手農業者が
経営する施設園芸農園の他、新規就農者を支援する「農
業塾」の圃場（ほじょう）もある。もともと水田主体だった
同町が、野菜づくりの振興と人材育成を視野に始めたもの
だ。また町内には、JA全農と西日本鉄道（西鉄）の共
同出資で設立した㈱ＮＪアグリサポートが、イチゴでの新規
就農研修施設を開設しており、研修後、町内で新規就農
したイチゴ生産者は50 人を超える。

　レストランは、店を訪れる消費者と農業者が直接交流す
る上でも格好の立地条件にある。道の駅として、すでに
収穫体験や農業体験などに取り組んでいるが、松藤さんは
「今後はお客さまを農家の方たちや畑にもっと近づけるよう
な取り組みを考えていきたい」と新たな挑戦にも意欲的だ。

　店内で発生した食物残さや廃油などは、毎日、隣接す
るバイオガスプラントに搬入され、再びエネルギーと有機
質肥料に分解され再利用される。この循環システムを広く
理解してもらうことが、レストラン運営の目的の一つだけに、
開店当初から食育活動に力を入れている。
　毎年、町内 3小学校の6年生全員を無料でランチバイ
キングに招待し、「環境と循環」「食と農の大切さ」につ
いて授業を実施している。学校側も、この食育授業をカリ
キュラムの一環に位置づけており、9年間で約 1500 人の

児童が授業を受けた。現在、レストランのスタッフとしてア
ルバイトに来る高校生たちも、小学生のときに食育授業を
受け、関心を持った女性たちだ。
　一方で、地域の年配者を招いて、昔ながらの伝統食
や行事食の作り方を伝授してもらう料理教室を開催するな
ど、次世代に地域の食文化をつなぐ活動も行っている。
松藤さんは「何の努力もしなければ、地域の郷土料理や
伝統的な食文化は、やがて消えていくかもしれない。まず
は農業者が守り伝え、食に関わる者の使命として広めて
行くことが重要」と前を向く。

　8年前からは、高齢者世帯への配食サービス事業も受
託している。週末を除く週 5日、カロリーや栄養成分、塩
分などに配慮した弁当を約 20 食調理。町のシルバー人
材センターが宅配し、安否確認も行う。中島専務は「レス
トランの店内でも顔なじみになり、体調は悪くないかなど、
ちょっとした会話をするのを楽しみに来てくださる方がいる。
料理だけでなく、私たちとの会話の中で心の栄養もとって
いただけるように気を付けています」と気を配る。

　「食と農の架け橋」としてスタートしたレストランは、次第
に、地域コミュニティの核としても、さまざまな機能を担い
始めている。もう一つのビストロくるるんの特徴が、役員を
含めた女性たちによる「働き方改革」だ。厨房は午前 8
時から午後 5時まで、ホール担当は勤務時間を自由に設
定できるようにしている。
　スタッフの8割は創業当初から働いているが、レストラン
専業で生計を立てている人も、年金プラスアルファの収入
を望む人もいる。柔軟な勤務体系を組み、それぞれの事
情に適した働き方が可能となるよう工夫している。これは、
役員のひとりで店長を務める松岡さんが、開店後に結婚、
出産、育児を経験したことで、女性のライフステージの変
化に応じて働ける環境の重要性に気付いたのが理由だ。
　今後は、子育て世代も働ける場づくりとして、加工品開
発と物販の可能性を模索中だ。松藤さんは「いずれはスタッ
フが男性と半々になってもいい。女性だけということに、こ
だわりはありません。ただ、まずは女性 100％で、女性が
働きやすい環境を整えたい」と抱負を語る。

大杉 立 委員長

審査講評

　大木町の資源循環型のまちづくりの一環として道の駅の中
に建設された農家レストラン。女性だけで経営しており、「農業
の価値と役割を伝えるレストラン」という理念のもと、売上高約
1億円、経常利益約500万円を上げている。
　評価された第1点は、ぶれない経営方針である。「食と農を
つなぐ確かな架け橋となる」「循環のまちづくり」「お客・地域に
喜ばれ、自分自身が幸せになる」という３つの指標を掲げ、10
年近く変わらず取り組んでいる。特に、「食と農をつなぐ確かな
架け橋となる」取り組みとして、使用する野菜の8割は隣接する
直売所へ出荷している地元農家との契約で仕入れたり、レスト
ラン内に農家の写真を飾ったりしている。毎日提供する40種類
の料理はおいしく丁寧に作られ、子ども連れからお年寄りまで
幅広く受け入れられている。また、小学生をランチに招待し「食
と農の大切さ」などのテーマで食育活動も行っている。
　第2点は、女性がのびのびと働ける農家レストランであるこ
とだ。役員3名、従業員13名はすべて女性。役員は社長を中心
に専務、店長がそれぞれの役割を主体的に担い、良いチーム
ワークを発揮している。夏、冬、決算時の３回のボーナス、年
１回の旅行など従業員のやる気を引き出す取り組みも実施。
女性ならではの客への細かい気遣い、客との気さくなコミュニ
ケーションなどが好評だ。
　このようなビストロくるるんの取り組みは、しっかりした理念
と実践に基づく「食の架け橋」の優れた事例として高く評価で
きる。

おおき循環センターのバイオガスプラント

店内の壁に飾られた生産者パネル

レストランに隣接するＪＡ農産物直売所

コミュニティの核として機能
女性ならではの働き方も模索

食育活動で資源循環の意味と
食文化・農業の価値を伝える

地域の農業者と連携
食と農の架け橋に

【デリ＆ビュッフェくるるんの指標】

●命を育てる農業の大切さを理解した上で、農家の人たち
の汗や思いを受け止め、料理に込めて提供する。
●生産地や生産者の情報を、正しくわかりやすくお客様に
伝え、お客様からの要望や課題をすばやく産地へ伝える
役割を担う。

●店舗以外でも、学校給食や交流活動を通して、畑と食
卓の距離を近づける。

食と農をつなぐ確かな架け橋となる1

●使い捨ての資材などを極力使わないための工夫
●食材を、残さとして極力出さないための工夫
●使えるものは繰り返し使い、ごみをひとつでも少なくする
ための工夫
●お客様にも賛同・協力していただくための、丁寧な説明

自然・環境に感謝して、
循環のまちづくりに率先して取り組む
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●本当の豊かさを味わっていただく。（料理・空間・時間）
●町の自慢となるような、誇りの持てる店づくりを目指す。
●誰かに必要とされる喜び、役に立つという充実感を大切
にする。
●仲間として相手の立場で考え、助け合い、課題を共有
する。
●家族に感謝して、仕事も家庭も大切にする。

お客様に満足して頂き地域の皆さんに喜んで頂き、
自分自身が幸せになる

3

子どもたちに人気のピザコーナー


