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The purpose of this paper is to clarify spatial characteristics and usage situations of mobile catering services by a local group of 

shops. 

As a result, the spatial characteristics of mobile catering services by the local group of shops are the unique shopping environment 

made by the participating shops. These characteristics allow customers to use the shops easily. We found the customers took 

various actions; not only purchasing merchandise but also browsing around, talking with shop staffs, and remembering the old 

Omuta town where they spent their lives. 
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１．はじめに 

（１）目的 

前報（その１）※１では、自立的・継続的な活動が

行えている等の理由から、活動の経過や組織概要に

注目し、福岡県大牟田市で行われている「よかもん

商店街」による出張商店街の取り組みについて報告

した。しかし、その中では、当日どのような形で出

張商店街が行われているのかは、述べていない。 

 そこで、本研究の目的を、よかもん商店街による

高齢者施設での出張商店街の空間特性と利用実態

の一例として、2016 年９月 30 日に高齢者施設で実

施された出張商店街の状況を報告することとする。 

（２）出張商店街の会場と開催状況 

高齢者施設（図１）は、大牟田市北部に位置する。

施設周辺１km圏内にスーパーはないが、コンビニエ

ンスストアが１店舗ある※２。また、2014 年現在、

外部からの訪問販売サービスは受け入れておらず、

入所者が買い物に行くようなサービスも行われて

いない。なお、同施設には約100名が入所している。 

高齢者施設では、よかもん商店街による出張商店

街が 2013 年度から継続的に実施されており、その

数は、他の施設と比べても多い（計 13回）。ここで

の出張商店街は、高齢者施設と併設される病院の玄

関前のピロティで開放された場所（写真１）で、施

設周辺の住民に開いて、正午を挟む３時間（10：00

～13：00）行われている。 

（３）調査概要（表１） 

調査は、その日、出張商店街が行われた全ての時

間で行った。調査としては、①利用者の行動観察調

査、②ビデオによる映像記録、③実測調査を行った。 

 

２．空間特性 

（１）基本方針 

出張商店街の会場は、高齢者施設の利用者（以下、

施設利用者）にとっての利便性や安全性の確保を優

先することが、基本方針とされている。例えば、店

舗のレイアウトでは、車いすの人がすれ違えるくら

いの通路幅が確保されていることや、商品を選びや

すくするために取扱商品が似た店舗同士を近くに

配置されている。これらの他に、商品陳列の仕方等

の工夫がなされている。 

よかもん商店街では、発足から３年間、出張商店

街実施の前には会合を必ず開き、当日の段取りや店

舗の配置等の確認が行われていた（計 33回）。この

会合の積み重ねによりメンバー間でのイメージの

共有ができるようになり、利用者にとって安全で利

用しやすい環境をつくりだせるようになった。 

図１ 高齢者施設の立地状況 

表１ 調査概要 

調査場所

調査日時

天候

調査手法 行動観察調査 ビデオによる映像記録 実測調査

調査対象 利用者 利用者、各店舗 各店舗

調査項目

・属性：年齢、性別、同
行者、移動支援
・利用実態：動線、行
為、滞在時間

・行動観察調査による
データの補助
・各店舗の利用者への
行為

・店舗の商品台など
の設置場所
・商品台などの寸法

備考

・行動に影響を与えな
いように注意する

・ビデオを３台設置（設
置の際は、通行の邪魔
にならないようにする）

・カメラ撮影による実
測

高齢者施設玄関前（車寄せ）

小雨のち曇り

2016年9月30日（10：00～13：00）
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（２）実施までの準備 

 会場での店舗配置は、よかもん商店街会長

が高齢者施設から事前に貰った図面を参考

にして計画される。その後、出張商店街の開

催１週間前に、同会会長が、店舗配置が示さ

れた資料を参加店舗に配布する。この時点で

は、各参加店舗の占有面積は同じである。開

催日は、参加店舗が各自で自家用車に商品等

を積み、会場へ運び、出張商店街の開始 30

分前くらいから会場に商品台や商品等を設

置する。その際、前述のとおり、高齢者の利

用しやすさを第一に考え、店舗同士で占有す

るスペースの調整を行う。場合によっては、

計画されていた配置と変わることもある。 

 今回の出張商店街の実施風景を写真２に、

参加店舗の取扱商品について表２に示す。 

ここで当日の会場レイアウト（図２）を見

ると、通路幅は一部を除き、車いすがすれ違

える程度確保されている。また、商品の陳列

（図３）では車いすを使用する施設利用者で 図２ 出張商店街がつくりだす空間の平面図 

写真１ 玄関前広場（通常） 

写真２ 出張商店街の実施風景 

表２ 各店舗の取扱商品とサービス 

図３ A-A’断面図と各店舗の商品陳列 

店舗No. 取扱商品 備考 

店舗a 化粧品 無料エステ

店舗b 婦人服（上着、下着、靴下）
店舗c 婦人服（上着）

店舗d
婦人服、紳士服、ハンカチ、
帽子、バッグ

店舗e 和菓子 試食サービス
店舗f 珈琲豆、コーヒー
店舗g 和菓子、洋菓子 試食サービス
店舗h 乾物
店舗i パン

店舗j
お好み焼き、焼きそば、
野菜、おにぎり

店舗k
メガネ、サングラス、
メガネケース

メガネ洗い、メガ
ネ修理（簡易）

店舗l 花
店舗m 惣菜

図４ 開催時間中に行われた利用者の使いやすさへの配慮（商品台の調整） 
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も見えるように、商品をのせる台の高さを低くする

等の工夫が各店舗で行われていた。食品を扱う店舗

では、高齢者でも食べやすいように、食品の量や食

感を調整する等の工夫もなされていた。 

（３）開催時間に行われた利用者への配慮 

出張商店街の開催されている間にも、利用者の使

いやすさに配慮し、以下のようなきめ細かな対応が

なされている。 

まず、商品台の位置や高さの調整についてである。

図４に開始時と変化後のそれぞれの平面と立面の

状態を示す。この図の中の【事例１】では、商品台

の位置が手前に移動されている。これは、開始後、

約 30 分で、利用者や通行人が増加し、車いすを使

用する高齢者同士のすれ違いが困難になっている

ことに、店舗 kの店舗スタッフが気付き、通路の幅

を確保するために自主的に商品台を移動したから

である。同様に【事例２】では、商品台の高さが低

くなっている。これは、開始から約 1時間後、利用

者の人数が落ち着いたことで、店舗スタッフ同士の

会話が始まり、その会話の中で「商品台の高さが高

すぎるのではないか」と指摘されたからである。商

品台の高さが 1050mm から一番低い部分で 500 ㎜と

低くなったため、車いすを使用する高齢者にも商品

が見えるようになった。 

次に、利用者へのサポートについてである。これ

については、お金を払うことが困難な人に対して、

店舗スタッフが、お金を数える等の協力する姿が見

られた。また、人で混雑している際、車いすを使用

する高齢者に対して、車いすを押す姿が見られた。

これらの他にも、送迎車を待つ高齢者に対しては店

舗スタッフが椅子を差し出している姿や、払い時に

利用者を待たせないように隣の店舗が手伝ってい

る姿も見られた。 

 

３．利用実態※３ 

（１）利用人数 

 店舗に滞在した人を利用者とし、全体を見通せる

施設入口付近でカウントした結果、出張商店街の利

用者数は 148人※４であった。内訳としては、施設利

用者の数は 43人、施設職員は 50人、周辺住民は 55

人である。今回の施設では、病院が併設されている

ため周辺住民の利用が多いが、このようなケースは

あまりない。なお、この利用人数には同行者の数も

含まれている※５。 

（２）行動観察調査の対象者について 

 調査では、無作為に抽出した 17 名について、利

用状況を細かく観察し、その結果を表３にまとめた。

同表では、立ち寄った店舗と購入の有無を示してお

り、購入を行った場合は、●がつく。対象者は、車

いすや杖等を使用しており、移動に関して制限があ

る。更に、利用者には同行者がいることが多く、ほ

とんどの場合、同行者に施設職員がついている。 

 なお、この出張商店街では、後払いや商品券によ

る支払は行われていない。ここでは、その場でお金

を払い、商品を購入するような仕組みで行っている。 

（３）利用者の滞在時間と立ち寄った店舗及び動線 

表３より、滞在時間は利用者によって差があり、

滞在時間は最も長いもので 15分 25秒、短いもので

38秒であった。 

 利用者が立ち寄った店舗について見ると、１店舗

だけにまわった利用者は少なく、複数の店舗をまわ

った利用者が多い。立ち寄った店舗の種類を見ると、

分類に偏りはなく、様々な店舗をまわる利用者が多

い。更に、利用者が歩いた軌跡をみると、立ち寄っ

たかどうかは関係なく、全ての店舗をまわる利用者

が７名いた。 

（４）利用者の行為 

出張商店街の利用者は、複数の店舗を回って、商

品を手に取り、店舗スタッフや同行者と会話をしな

がら商品を選ぶ行為を行っている。また、商品を購

入しなくても、店舗スタッフとの会話をすることや

商品を見て選ぶこと、試食すること等、様々な行為

を行っている。 

ここでは利用者２名（高齢者 D、高齢者 F）につ

いて利用状況を詳しく見る。まず、高齢者 D（図５）

は、病院側から入り、全ての店舗をまわって高齢者

施設内へ入った。この間、５店舗に立ち寄ったが、

商品の購入は行っていない。立ち寄った店舗では、

同行する施設職員や店舗スタッフと商品の会話を

しながら、商品を選ぶ行為、メガネを扱う店舗で商

品を試着し、和菓子を扱う店舗で試食を行う等の行

為を行っていた。次に、高齢者 F（図６）について

見ると、病院側から入り、ほぼ全ての店舗をまわり、

高齢者施設の送迎車に乗り込んだ。この間、４店舗

に立ち寄っており、店舗では商品を手に取り選ぶ行

為、店舗スタッフや施設職員との会話等の行為を行

っていた。会話の中では、「松屋（大牟田市中心地

区が賑わっていた頃にあった、同地区のシンボル）

がまだあった時に食べたお団子がおいしかったの

よ」という話も聞かれ、利用者が昔のまち（商店街）

のことを思い出すきっかけになっている。 

この他、表３の高齢者 Hでは、一度、立ち寄った

時には購入しなかった店舗にもう一度訪れ、商品を

購入する行為が見られた。つまり、購入するものは

決まっておらず、複数の店舗を回り、買いたい商品

を選択していた。他にも、高齢者 Bでも複数の店舗

を回り、最終的には同じ店舗で２度商品を購入して

いた。 
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４．おわりに 

 本報では、大牟田市の高齢者施設で行われている

出張商店街の空間特性と利用実態を調査した。その

結果、前者では、高齢者の利便性や安全性を優先す

る方針でつくられていることを明らかにした。また、

後者では、利用者は、商品を購入しに来ているだけ

ではなく、複数店舗に立ち寄りながら、商品を触り

ながら選ぶ人や、店舗スタッフと商品についての会

話をする人、昔のまちの事を思い出す人等、様々な

行動が行われていることを明らかにした。 

 このように、出張商店街は買い物ができない高齢

者に、商品を届けるだけでなく、楽しい時間を提供

することができているであろう。こういった可能性

を活かすために、出張商店街は、よかもん商店街の

ように、高齢者にとって利用しやすい環境をつくる

ことが重要である。 
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【補注】 
※１：参考文献１）に詳しい。 
※２：参考文献２）に詳しい。 

※３：今回の調査対象については、未確認だが、開催日だけでなく、後に、
来店する等により売り上げに繋がっていることがある。 
※４：高齢者施設を利用している、施設の送迎車を利用している高齢者を

施設利用者と判断している。今回の利用人数は、完全に店舗が配置される
10：00 以降の利用者の総人数となる。各店舗で準備が出来次第、それぞ
れ販売を開始しているため、実際は利用人数が若干増える。 

※５：施設利用者に同行する施設職員はカウントしていない。 
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図６ 高齢者Fの利用動線及び立ち寄った店舗での行為 

図５ 高齢者Dの利用動線及び立ち寄った店舗での行為 

表３ 対象者の利用状況 

注）●：商品購入を表す     ：再度店舗に訪れたしたことを表す 

人数 属性

店舗 衣料 乾物 花 惣菜

購入 ● ● ● ●

店舗 和菓子 飲食 惣菜 乾物 惣菜

購入 ● ● ●

店舗 化粧 和菓子 メガネ 飲食 花

購入

店舗 花 惣菜 飲食 メガネ 和菓子

購入

店舗 飲食 和菓子

購入 ●

店舗 飲食 乾物 衣料 和菓子

購入 ● ●

店舗 衣料 飲食

購入 ● ●

店舗 衣料 乾物 惣菜 飲食 惣菜 乾物

購入 ● ●

店舗 乾物 飲食 パン 和菓子

購入 ● ● ●

店舗 メガネ

購入 ●

店舗 衣料 和菓子 和菓子 飲食

購入 ● ●

店舗 衣料 和菓子 飲食 メガネ

購入

店舗 パン 飲食 惣菜

購入 ●

店舗 珈琲 和菓子 和菓子

購入 ●

店舗 化粧 衣料

購入

店舗 惣菜

購入 ●

店舗 メガネ

購入

車い
す

1 施設職員

女
車い
す

1 施設職員

車い
す

車い
す

車い
す

杖

1

なし

施設職員1杖

なし杖男

女 杖 1 施設職員

男 杖 1 施設職員

女
車い
す

1 家族

女
車い
す

1 施設職員

男 押車 1 施設職員

男

女
車い
す

1 施設職員

1分54秒

38秒

施設職員
高齢者

2
介護
あり

高齢者Q

15分25秒

13分4秒

10分19秒

9分9秒

8分38秒

8分11秒

6分50秒

6分41秒

6分37秒

5分27秒

4分20秒

4分5秒

3分31秒

3分30秒

2分29秒

高齢者L

高齢者M

高齢者N

高齢者O

高齢者P

高齢者G

高齢者H

高齢者I

高齢者J

高齢者K

高齢者A

高齢者B

高齢者C

高齢者D

高齢者E

高齢者F

女

女

女

男

女

女

女

女

滞在時間 立ち寄った店舗と購入の有無対象者

車い
す

なし

なし
車い
す

移動
支援

性
別

同行者

施設職員

なし

1 施設職員
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