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東京都板橋区高島平地域における買い物環境の課題とその改善策の検討
Problems of grocery shopping and countermeasures in Takashimadaira area in Itabashi ward, Tokyo
関口 達也*・樋野 公宏**
Tatsuya SEKIGUCHI*･Kimihiro HINO**
This study aims to extract the problems of grocery shopping and consider effective measures in a residential area
located at fringe of Tokyo 23 wards. A questionnaire survey was conducted at Takashimadaira area in Itabashi ward,
which contained large housing complexes and detached houses. We analyzed respondents’ shopping behavior,
satisfaction with the stores and effects of countermeasures. The results showed respondents in housing complexes
districts had fewer problems because even elderly people could reach to enough stores in quality by walk or bicycles.
By contrast, respondents in detached housing districts dissatisfied with the accessibility due to lack of stores in the
districts. To counter this problem, we found that living near children could alleviate difficulties, even though other
services did not have significant effect. The results suggested that these shopping support services were only
complementary ones and it was better to secure the access to grocery stores that kept enough quality of items.
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1 はじめに

進んだ大型住宅団地を含む，高島平地域を対象とする．この地域

近年，都内の縁辺部や都心郊外において高度経済成長期に集中

では，地域全体，特に団地住民の高齢化が進み，住民の買い物の

的に開発が進んだ地域では，人口減少や高齢化などに伴い様々な

問題が顕在化し始めている．当該地域を対象とし，食料品の買い

問題が発生している．特に，開発当時に住民が一斉に入居し，そ

物環境の課題を研究したものには，集合住宅部のみを扱った岩間

の後の住民の入れ替わりが起こりにくい地域では，高齢化が深刻

ら(2010)7)がある．また，高松ら(2009) 8)は高島平団地に居住する高

である．加齢に伴う移動能力の低下により顕在化しやすい地域の

齢者の食生活の実態把握の一環として，買い物頻度や住民が利用

問題の一つに日常の買い物があり，特に食料品の買い物に問題を

する店舗種別についても調査を行っている．しかし，高島平地域

有することは食生活や健康への悪影響にも繋がりうる 1), 2)．

は団地を含む地域全域が新興的に開発された地域であり，後述の

このように買い物に困難を抱える人々が各地域で増加する現象

ように地区ごとの多様性が存在する．また，近年では地域の再活

は「買い物弱者問題」として，社会的な注目も高い．近年の日本

性化を目指し，地域全体を対象とした先進的かつ中長期的な視点

における買い物弱者の事例や研究報告は，問題が早期に顕在化し

でのまちづくりも進んでいる．これらのことや，分析結果の他地

3)，商業の空洞化が進む地方都市中心

域への適用を考慮すれば，団地以外の地区も対象として地域の課

た過疎の山村部に留まらず

部 4), 5)や都心郊外部での計画的住宅団地 2)においてもみられる．特

題を明らかにすることは重要であるといえる．

に都心郊外部での計画的住宅団地では，住民の高齢化や団地開発

以上を踏まえ本稿では，高島平地域の複数の地区を選定して行

時に計画的に配置された店舗の撤退，近隣に店舗が立地しにくい

ったアンケート調査の解析から，都心沿辺部における住宅地地域

計画方針などにより，住民が容易に移動できる範囲に十分な店舗

の住民の買い物行動や意識の現状把握と課題の抽出を行う．さら

が存在しないことが問題の発生要因となっている．

に，そこで明らかになった地域の課題について，買い物補助施策

一方で，都心沿辺部において計画的に開発された住宅地でも買

による問題の改善可能性を検討することを目的とする．得られた

い物弱者問題の存在が予想される．都心沿辺部の住宅地は，郊外

知見は，今後の対象地域の買い物しやすいまちづくりの促進や，

部にくらべ，都心への公共交通でのアクセス性・利便性の良さを

他の後進事例における問題の防止・早期解決のために有用である．

特徴としている．そのような地域では，日常の移動手段としての
自動車の分担率が比較的低く，高齢になっても自動車を使い続け

2 研究の方法

る人々は郊外部や地方都市と比べて少ない．そのため，加齢によ

2-1 対象地域の概要と分析単位

る移動能力の低下が人々の移動に及ぼす影響は，都心沿辺部の地

対象地域は板橋区の高島平地域（高島平 1～9 丁目）である．荒

域の方がむしろ大きく，近隣に十分な店舗が確保されていない場

川の後背湿地であったため，地域内の高低差は非常に少ない．地

合に，より問題が深刻化しやすい可能性がある．しかし，都心沿

域には 2・3 丁目の大部分にかけて大規模集合住宅である高島平

辺部における買い物弱者の問題を扱う研究は限られる 6), 7), 8)．

団地が存在する．2 丁目は主に賃貸集合住宅，3 丁目には分譲集
合住宅が広がる．また，東部の 9 丁目の西台団地は人口地盤上に

本稿では東京の都心沿辺部に位置し，高度経済成長期に開発が
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ある特徴的な構造を持ち，団地外に出るために階段やスロープな

さらにこの地域では，食料品の買い物補助サービスとして移動

どでの上下移動が必要になる．また，西部の 4・5 丁目には戸建住

販売車「とくし丸」が運行されている．地域周辺の既存店舗が

宅地が広がる．3 章以降の分析では地域をそれぞれ地域構造や住

運営主体となり注１），移動販売車に自店舗の商品を車載し地域内で

民特性が互いにやや異なる 1)高島平団地（2・3 丁目）
，2)戸建住

販売している．高島平地域では，現在は高島平 3～5 丁目と 9 丁

宅地区（4・5 丁目）
，3)西台団地（9 丁目）の 3 地区に分ける．

目内の複数地点が商品の販売地点となっている．

この地域は 1960～70 年代にかけて計画的に整備された新興住

2-2 アンケート調査の概要

宅地であり，
住民の高齢化が進行している
（2016 年時点で30.7%，

調査では地域に居住する世帯を対象に，ポスティングによる配

住民基本台帳より）
．一方で，若者から高齢者まで多世代が共生す

布，郵送による回収方式でアンケートを実施し，最終的に 950 件

る地域となるべく，2015 年に板橋区は地域の将来像や整備計画

の回答を得た（回収率 22.9%）
．調査実施時期は 2018 年 11 月であ

を示した「高島平地域グランドデザイン」を策定した．さらにそ

る．調査票の配布範囲は，高島平団地の 2 丁目ではランダムに選

の計画の実現に向け，2016 年に官・民・学が連携しまちづくりを

んだ住棟の全住戸，3 丁目では第二住宅の全住戸と第 3 住宅から

推進する組織として，アーバンデザインセンター高島平

ランダムに選んだ住棟の全住戸，4・5 丁目の全ての戸建住宅，9

(UDCTak)が設立された．団地のみならず，地域全体の在り方を

丁目の都営住宅の全住戸とした（図 1）
．回答者は世帯主または配

見据えた中長期的なまちづくりのための先進的な取り組みが始

偶者である．
調査では，回答者の基本属性，食料品の買い物に関する質問と

まっている．

して 1）最もよく利用する店舗（利用店舗）
，2）移動手段や 3）買
い物の際に重視する項目（11 項目）
，利用店舗のその満足度（5 段

表 1：回答者の基本属性
性別

男性 401 ／ 女性 533

階評価，重視項目と同じ 11 項目と総合満足度）
，4）買い物に感じ

年齢

65 歳未満 288 ／ 65-74 歳 245 ／ 75 歳以上 408
単身 259 ／ 2 人 418 ／ 3 人以上 270
2 丁目 173 ／ 3 丁目 304 ／ 4 丁目 107 ／
5 丁目 173 ／9 丁目 151

ービスや移動販売）の利用状況を訊いた注２）．その他，受診や居場
所の状況，食料品の摂取に関する状況などについても質問した．

自動車の保有

保有 361 ／ なし 318

回答者の基本属性を表 1 に示す．

自転車の保有

保有 625 ／ なし 162
同居 239 ／ 同地域内 114 ／ 同一区内 95 ／
東京都内 155 ／ 東京都外 138 ／ 該当世帯なし 150

世帯人員
居住町丁目

子世帯の
居住地

る不自由（4 段階評価）
，5）買い物を補助するサービス（宅配サ

3 地区ごとの購買行動の特徴
まず，対象地域における店舗選択や移動手段の特徴をみる．図

※950 件に満たない分は無効回答

2には地域内で回答者に利用される店舗の分
布と地区ごとの利用者数を，図 3 には地区ご
との買い物の際の移動手段を示した．
まず，地域全体では徒歩と自転車で買い物
を行う回答者が多く，全体の約 8 割を占める．
一方で自動車の利用者は 15％と他の都心郊
外の住宅団地と比較しても低い注３）．
また，全地区に共通して高島平駅近くの店
舗 A の利用が多い．利用者の合計は 325 人
と地域全体の 3 割以上を占める．この店舗で
は 2・3 丁目の団地居住者に加え，4・5 丁目
の戸建住宅地区からの利用者も多い．店舗 A
に隣接する店舗 B は次いで利用者数が多い．

図 1：アンケートの配布対象

これらの 2 店舗の利用者数の合計は 2・3 丁
目の回答者の 7 割を超えており注４），図 3 と
合わせて考えると，団地居住者の多くは，こ
れらの 2 店舗を徒歩・もしくは自転車により
利用していると考えられる．高島平地域にお
いて自転車が買い物に利用される割合は，9
丁目を除く全ての地区で高い．この地域の平
坦な地形や団地居住者の自動車保有率の低
さや，店舗 A～C には十分な駐車スペースが
不足しており，自動車での利用がしづらいこ
と注５）などが影響していると考えられる．
図 2：地区別の店舗利用状況
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一方，9 丁目の約 6 割の回答者は西台駅近くの店舗 C を利用し

にするようになったり，公共交通利用者にとっては定時制や乗

ており，徒歩での利用者が多いと考えられる．9 丁目では他地区

り継ぎのしやすさが重要となるためと考えられる．一方，商品

に比べて自転車の保有・利用率ともに低いためか（表 2）
，徒歩で

の「品揃え」
，
「価格」に関してはいずれの交通手段でも重視さ

利用可能な範囲にある店舗への依存性が高い．逆に，4・5 丁目で

れる割合は高いが，徒歩と自転車・自動車では多少の差が見ら

は自動車を保有している世帯が他地区よりも多く，地域外や区外

れ，徒歩利用者でやや低い．これは，徒歩のように移動可能な

の店舗を含む多様な店舗選択がなされていた．

範囲が狭くなりやすい手段を利用する場合はまず店舗までの距
離を優先し，移動に余裕が出ると，商品の質も重視するように

さらに，表 2 と図 3 より回答者の年齢と買い物の際の移動手段
の関係を見ると，特に後期高齢者の回答者の割合が高い地区ほど，

なることを示唆していると考えられる．

自転車や自動車の保有率が低い．特に自動車は買い物への利用率

4-2 移動手段ごとにみた利用店舗の満足度

も後期高齢者の多さに応じて低くなっており，既存研究の結果と

次に，回答者が実際に利用している店舗の満足度評価に着目す

も整合する．ただし 4・5 丁目の自動車保有率の高さや，9 丁目の

る．地域の買い物の課題の抽出・対策立案に向けて，店舗選択を

自転車保有率の低さが顕著であることから，年齢以外にも地区の

大きく左右する移動手段ごとの評価をみることがまず重要であ

構造や住まいの種類・暮らし向きなどの社会経済属性の違いなど，

る．そこで図 5 には，回答者の利用する移動手段ごとに，各項目

他の要因も関係があると考えられる．また，各店舗の利用者に占

に不満を有する回答者の割合（以下，不満率）をまとめた．

める後期高齢者の割合を集計すると，店舗 A は 54.0%，店舗 C は

ここでは，先にみた重視割合が高く，不満率も特徴的である項
目を中心にみる．まず，店舗までの距離は徒歩利用者の約 7 割が

61.4%と回答者全体の比率(43.4%)を上回っていた．
特に高齢者のための買い物環境の整備においては，自動車に乗

重視をしていたが，移動手段別の不満率は徒歩が最も低い．一般

れなくなっても不自由なく買い物を出来ることが重要と言える．

的には徒歩は移動範囲が狭く不満を感じ始める距離も短い移動

高島平地域の現状では上記の 2 店舗が地域内にあることで，その

手段であるが，徒歩で買い物に行く人が多い 2・3 丁目や 9 丁目で

ような状況が満たされており，店舗周辺に居住する高齢の住民の

は徒歩圏内に店舗が立地しているため，不満が発生しにくかった

日々の買い物を支えていると考えられる．
4 利用店舗の満足度
買い物弱者の問題の根本的要因となる買い物への不満や不便と
いった要素は，人々の主観的評価に基づき顕在化する．そのため，
地域の買い物の問題を適切に評価するうえでは，各自の買い物に
おいて，その様な不満や不便の有無を把握することが重要である．
例えば，店舗までの客観的な移動距離は短くとも，利用者の多く
がその店舗への到達に不満や不便を感じていれば，それは解決す
べき問題といえる．また，不満なく到達可能な範囲店舗があって
も，そこで扱われる食料品が十分なものと評価されていなければ，

図 3：地区ごとの買い物の際の移動手段

それも問題点となりうる．そこで，本章では人々の買い物に対す
る主観的評価に着目し，買い物の困難や不自由と関連が深い注６）
各自の利用店舗に対する満足度を用いて分析を行う．
4-1 店舗選択の際の重視項目
店舗への不満は，人々が買い物において重要と考える項目への
評価がその店舗では満たされない場合に顕在化しやすいと考え
られる．ここでは，人々の利用可能な手段（移動可能な範囲）に
より，そもそも重要視する項目が異なってくると考え，移動手段
ごとの違いに着目をした．図 4 には主要な移動手段ごとに，店舗
選択の際に各項目を重視する割合をまとめた．
まず移動手段によらず重視される割合が高いのが，店舗までの

*** : p<.0.01, ** : p<. 0.05, * : p<.0.1（項目ごとに𝜒 2 検定）

図 4：移動手段ごとの各項目の重視度合い

「距離」と店舗の「信頼感」やそこで扱われる商品の「品揃
え」
，
「品質」
，
「価格」であった．移動手段ごとの差をみると，

表 2：地区ごとの高齢者の割合と移動手段の保有率

自力での移動の負担の多い徒歩と自転車では，自動車や

2・3 丁目

公共交通の利用者に比べて距離がより重視されている．
また，交通利便性は移動手段による評価のばらつきが大

4・5 丁目

9 丁目

割合(%)

N

割合(%)

N

割合(%)

N

73.5 (45.6)

471

55.0 (33.9)

313

86.0(56.0)

150

きい．これは自転車や自動車の利用者では移動速度の速

高齢者(後期高齢者)

い車両を利用するため，交通量や道路構造などをより気

自動車保有

39.3

326

81.5

259

13.2

92

自転車保有

79.6

402

90.9

275

49.1

106

- 51 -

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.18, 2019 年 5 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.18, May, 2019

ものと考えられる．

そもトイレが存在せず上の階での利用が必要になるためだと考

一方で，自転車・自動車・公共交通は，4・5 丁目の居住者も多

えられる．また，徒歩や公共交通での移動では，店舗に行くまで

く利用する移動手段である．4・5 丁目の回答者は相対的に店舗ま

の移動時間が自転車や自動車に比べて相対的に長くなりやすく，

での距離が長いため，距離の不満率は徒歩に比べると高い．特に

店舗までの移動途中でトイレが利用できることも重要である．高

自動車では，距離のみならず安全性や交通利便性といった項目の

島平地域の公衆トイレは駅や公園内に複数設置されているが，買

不満率も群を抜いて高いが，これは自動車を利用可能な場合，か

い物の途中で気軽に寄りやすい立地・環境であるとは言い難く，

えって移動可能な範囲が広がることに起因していると考えられ

特に 3~5 丁目や 9 丁目にはそもそもの数自体が少ない．これらの

る．移動範囲が広いと，地区外・地域外の店舗も選択対象となる．

ことも人々のトイレの不満に繋がっていると考えられる．既存の

その中に商品に関して高い満足が提供される店舗があれば，距離

調査 9)によれば，高齢者の外出時の障害として「トイレが少ない・

や到達までの安全性・交通利便性に不満を感じるとしてもその店

使いにくい」は歩道の段差や傾斜，公共交通機関の利用しづらさ

舗を利用する人も現れる．特にこの地域では，地域の中心にある

などの移動環境に関する障害に次いで多く挙げられている．高齢

店舗 A や B が自動車で利用しにくいことから，商品に対して十

化が進む地域において，快適な買い物環境を整備するうえでは，

分な満足を得るために自動車で買い物に行こうとすると，必然的

店舗内やその移動経路において買い物途中に気軽に利用できる

に戸建住宅地区から遠い店舗（最寄りでも 9 丁目）を選ばざるを

ようにトイレの整備を進めることの重要性が示唆される．

得なくなる．自動車で買い物が可能であってもが距離に対する不

個別の地区に着目すると，4・5 丁目において，距離・安全性・

満の解決になっていない点は，こうした地域の店舗立地の特徴に

交通利便性といった店舗へのアクセスに関する不満が群を抜い

起因した問題といえる．

て高い．また，それに対応するように当該地区での不自由割合も

また，商品の品揃え・品質については，徒歩利用者でやや不満

高い．ここから，この地区の人々が感じる食料品の入手の不自由

が多い．これは，距離を重視し，徒歩で到達可能な範囲という制

は，店舗へのアクセス性の悪さと関係があることが伺える．先に

約の中で店舗選択を行うために，商品質の面では満足な店舗選択

述べた様に，この地区では自動車利用者にも距離に不満を感じつ

ができない人が多くなりやすいためだと考えられる．しかし，徒

つ買い物をする人が多い．一方で，4・5 丁目で距離に不満を感じ

歩で買い物をする人は自動車や自転車に乗らなくなった高齢者

る徒歩・自転車の利用者も一定数存在し，これらの移動手段にお

に多いため，この課題の解決は現状のままでは難しい．例えば，

いても前述の自動車とは別の要因に基づく不満が発生している

公共交通を利用しやすい環境を整えたり，移送サービスを導入す

と言える．実際に，徒歩や自転車で利用がなされている店舗 A や

るなどの方策により人々の移動範囲を広げ，選択の対象となりう

店舗 B までは，戸建地区から約 750m～1500m の距離があり，本

る店舗を増やすことは対応策として考えられる．ただし，駅前の

来であれば自動車でのアクセスが望まれる距離になる．しかし，

店舗で商品の評価に対する満足が得られない場合には，より遠方

店舗に駐車場もないため難しく，これらの店舗を利用しようと思

の店舗の利用が必要になる．その場合には，前述のような距離に
対する不満が発生しかねないことには注意を要する．各自が店舗
選択の際に重視する項目と，店舗選択の結果の各項目に対する不
満の有無，また，各項目に対する不満がいかなる弊害を引き起こ
しうるのかという事を十分に把握した上で，必要な措置を検討し
ていく必要があるだろう．
4-3 地区ごとにみた利用店舗の満足度
さらに，高島平地域では居住者属性や買い物環境が各地区で異
なる．そこで，地区ごとの評価にも着目し，共通点や違いを把握
する．図 6 には地区ごとにみた利用店舗に対する項目ごとの不満

*** : p<.0.01, ** : p<. 0.05, * : p<.0.1（項目ごとに𝜒 2 検定）

率と，さらに買い物に不自由を感じる回答者の割合（不自由割合）

図 5：移動手段ごとにみた各項目の不満率

をあわせて示した．
まず，重視される割合は低かったものの，トイレの使いやすさ
に関する不満はどの地区でも高い．また，前掲の図 5 をみるとこ
のトイレに関する不満は自動車利用者のみ低く，それ以外の手段
で不満率が高い．これは，徒歩や自転車の利用者が多く利用する
地区内の店舗のトイレの整備環境が影響していると考えられる．
2・5 丁目の人々が多く利用する店舗 A・B には店舗内にトイレが
存在しない．両店舗を繋ぐ建物内の通路に小さなトイレがあるの
みで，買い物途中に気軽に利用できないことが評価に表れたと考
えられる．9 丁目でも不満が多いのは，店舗 C で食料品を販売し
ている階（1 階・地下 1 階）には両性別用のトイレのみか，そも

*** : p<.0.01, ** : p<. 0.05, * : p<.0.1（項目ごとに𝜒 2 検定）

図 6：地区ごとにみた各項目の不満と食料品入手の不自由
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うと徒歩や自転車を使う必要がある．そのため，戸建住宅地区に

移動の問題を抱えやすい高齢者ばかりの居住地区にならないよ

おいて存在する，自動車で遠方の店舗を利用できないために徒歩

うにすることも重要であろう．

や自転車で店舗 A・B を利用せざるを得ない人たちは，距離に不
満を抱きながらもこれらの店舗を利用していると考えられる．

5 買い物支援方策の利用と買い物の問題の有無

移動手段別の自動車利用者に関する検討の結果と合わせれば，

前章までに，
店舗選択の状況や利用店舗の満足度評価に基づき，

戸建地区の住民は主要な移動手段のいずれにおいても距離に関

地域の買い物の課題を抽出した．本章では，食料品の入手の不自

する不満を抱えやすいといえる．この戸建住宅地区周辺では，一

由や困難の改善に向けて，既存の買い物支援方策の利用状況と買

帯的に第一種低層住居専用地域が広がっているため，店舗 A・B

い物に関する問題の有無の関連性について検討する．地区ごとの

に類する豊富な食料品を扱いつつ，十分な駐車スペースも同時に

買い物行動特性が異なることもあり，今回は既に顕在化している

確保された店舗は地区内や近傍には立地することが難しい．この

4・5 丁目の戸建住宅地区の課題に着目する．ここでは，買い物支

点は地域の買い物に関する大きな課題であり，次章で分析する補

援方策として，一般的にも全国各地で多く利用されているサービ

完的な買い物の機会の提供や移動手段の提供により，各自の不満

スで，
この地域でも実際に行われている食料品の1)宅配サービス，

の要因に合わせた方策を検討する必要があるといえよう．

2)移動販売を取り上げ，さらに既存研究 10)でも買い物の困難を軽

一方で，9 丁目では世帯での自転車や自動車の保有率は他地区

減する効果が指摘されている 3)子世代の近居（高島平地域内での

よりも低いが，徒歩での到達が十分容易な範囲に店舗へのアクセ

近況を対象，同居は除く）に着目して分析を行う．

スや商品の評価も比較的高い店舗があるため，不自由割合はあま

5-1 支援方策の利用状況と買い物の不自由

り高くない．ここから，現状ではこの地区では，食料品の入手に

まず，他地区を含めた当該地区の各方策の利用や近居の状況を

大きな不自由はないと言える．ただし，この地区の回答者の店舗

表 3 にまとめた．いずれの地区も宅配サービスの利用が多く，4・

選択状況や周辺の店舗分布を踏まえると，やや注意が必要である．

5 丁目は利用率が高い注７）．

この地区では，高齢化率の高さや，独特の団地の立地構造などの

次に，これらの方策の利用状況と問題の有無の関連性をみるた

ためか自転車や自動車の保有率は他地区よりも低い．すると徒歩

め，各方策の利用や近居の有無による食料品の入手の不自由割合

で買い物をする住民が多くなるが，この地区の徒歩での買い物は

の差に着目した（図 7）
．

店舗 C に依存している．そのため，店舗 C が閉店した場合には，

宅配・移動販売の利用の有無と食料品の入手の不自由の間に有

徒歩で不満なく到達可能な範囲で十分に食料品の買い物が行え

意な関連は確認できず，子世帯が地域内に近居している場合のみ，

なくなる可能性がある．その時に，高齢者を始めとした移動能力

有意に不自由割合が低いという結果が得られた（5%有意，𝜒 2 検

の低い人々の買い物が困難にならないように，他の支援方策につ

定）
．有意な関連の見られなかった 2 つの方策についてはどちら

いて将来的な検討を進めておくことは重要であろう．また，地区

も，店舗までの移動の負担を軽減することで食料品の入手の不自

や団地の人口構成の持続可能性を含めて考えるならば，段階的に

由を軽減するという当初の仮説は成り立たなかった．ただし，図

若い世代が積極的に入居しやすい仕組みを整えていき，団地住民

7 の解釈には注意を要する．近居については既存研究でも指摘さ

の世代間混合を図ることで，地区としての活性化を図るとともに，

れている様に，近居している子世帯が買い物をサポートすること
で，親世代の買い物の不自由の軽減につながっていると考えられ
る．一方で，有意な関連の見られなかった 2 方策については方策
の利用ありの群の方が不自由割合が高い．しかし，これは施策の
利用によりかえって不自由が生じているのではなく，店舗による
買い物において食料品の入手に不自由を感じている回答者がこ
れらの施策を利用する傾向が強いと考える方が自然である．これ
と，各サービスは利用時間帯に在宅していなければならないとい
う制約や，宅配は不自由のない人でも利用が多いこと，移動販売
は全体の利用者が少なかったことなどの理由も合わさり，これら
の方策の利用の有無により明確な差が見られなかったものと考

*** : p<.0.01, ** : p<. 0.05, * : p<.0.1（方策ごとに𝜒 2 検定）

えられる．
5-2 支援方策の利用状況と買い物頻度

図 7：買い物支援策の利用・子の近居の有無と買い物の不自由

これらの方策の利用は，一方で買い物頻度にも影響を与えてい
表 3：地区ごとの買い物支援策の利用率と近居割合
2・3 丁目
割合(%)
宅配
移動販売

4・5 丁目
N

割合(%)

N

る可能性がある．もしこれらの方策の利用により，店舗へ赴いて

9 丁目
割合(%)

買い物を行う頻度が減少していれば，当該地区における住民の買
い物の負担を改善できている可能性がある．

N

34.4

416

40.9

286

25.0

116

そこで，これらのサービスの利用や，子世帯の地域内の近居の

3.1

404

3.1

288

7.4

121

有無が買い物頻度に与える影響を検討した．具体的には，各方策

14.4

443

11.1

305

11.9

135

の利用や近居の有無により回答者を群に分け，群ごとに自世帯で

近居
（同居除く）
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店舗まで週 4 回以上買い物に行く回答者の割合を比較した．宅配

析を行った．その結果，特に戸建住宅地区においては地区内に十

サービスでは利用あり群で 39.3％，利用なし群で 51.2％，移動販

分な食料品を揃えている店舗が存在せず，他地区の店舗まで 1 ㎞

売では利用あり群で 42.9％，利用なし群で 47.0％と，いずれもサ

前後の長い距離を移動しなければならないことが店舗へのアク

ービスを利用している群の方が買い物に頻繁に出かける回答者

セス性に関する不満として顕在化していた．また，その不満は当

の割合が低かった．もちろん，買い物頻度が減ることと不自由の

該地区の住民の食料品の入手に対する不自由と密接に関連して

軽減との間の関連性については本稿では検討をしておらず，一概

いた．特に店舗までの距離は多くの回答者が重視している項目で

には結論付けることはできないものの，これらのサービスを利用

あり，その距離に対する不満が発生しやすい環境が食料品の入手

することで，遠方への買い物に高頻度で行かねばらない場合の苦

の不自由に繋がったと考えられる．一方で，対象地域では各地区

労は軽減できる可能性が示唆される．

で共通してトイレの使いやすさに対する不満も特に多かったが，

また，子世帯の近居による買い物頻度の比較では，子世帯の居

こちらは回答者にあまり重視されておらず，直接的な不自由につ

住地を 1）同居，2）地域内近居，3）それ以外の 3 群に分けて，

ながっているとは言えなかった．これらを踏まえると，人々が買

群ごとに同様の検討を行った注８）．その結果，同居群では週 4 回以

い物の際に重視する項目における不満を有することが，食料品の

上買い物に行く回答者の割合は 45.5％，
地域内近居群では 73.5％，

入手の不自由に密接に関わっているといえる．当該地域のように，

それ以外では 45.0%と近居のある場合のみ，自世帯で店舗に赴い

多くの人に重視されていながらも，地域において不満の多い項目

て買い物を行う頻度が顕著に高かった．近居による買い物頻度の

がある場合，その観点からの問題解決を優先的に行うことが重要

増加は，他の 2 つの方策に見られる関連性とは逆の傾向である．

といえる．

これは，近居群では不自由割合が有意に低いことを考えると，回

また，9 丁目の住民の買い物は，団地から徒歩圏内にある店舗

答者自身が近居している家族に自動車などで買い物に連れて行

に大きく依存していた．現状では当該店舗の評価も比較的高いた

ってもらっている結果が反映された可能性がある．そして，自力

め，問題としては顕在化していないものの，地域内でも高齢化率

で地区内を長い距離移動しなければならないことに対する移動

が高く，周辺に代替可能な店舗も存在しないことを考えると，当

面の不自由が改善されていると考えるのが自然であろう．

該店舗の撤退が今後起きた場合，新たな問題となることが懸念さ
れる．

前節の検討の結果も踏まえると，4・5 丁目の人々の不自由は遠
方の店舗を利用しようとする上で生じている店舗へのアクセス

そして，抽出されたこれらの課題のうち，現状顕在化している

の不満との関連が示唆されていた．あえて遠方の店舗を選択する

戸建住宅地区の店舗へのアクセスに起因すると考えられる食料

主な背景には，十分な質（品揃えや価格，品質等）の食料品を得

品の不自由に着目し，既存の方策や子世代との近居がその不自由

るという目的があると考えられる．現在の店舗利用状況では商品

の解決・改善や買い物頻度に与える影響について検討した．する

質の不満はあまり顕在化していないものの，距離の不満の解決と

と，宅配サービスや移動販売などの方策は，食料品の入手に不自

商品質の満足の維持が同時に改善可能な方策でないとこれらの

由を有している人々に利用される傾向があり，利用者の買い物頻

人々の不自由の問題は改善されない可能性がある．

度を減少させるが根本的な不自由を解消するまでには至ってい

これに基づくと，宅配サービスや移動販売の利用者では不自由

ないことが示された．一方，子世代との近居は子世代に買い物に

割合が低くならない理由として，これらの方策はあくまで補完的

連れて行ってもらうことで，不自由を軽減している可能性が示さ

手段としての位置づけであり，店舗までのアクセス性に関する問

れた．食料品の入手の不自由を買い物環境の整備により改善する

題には寄与するものの，商品の質の面では実際に利用されている

うえでは，十分な商品を利用できる実店舗をアクセスに対する不

店舗での買い物を代替するには至っていないことが考えられる．

満なく利用できる環境を作っていくことが重要であると言える．

この問題の解決のためには，十分な質の商品が提供できる実店舗

また，宅配サービスや移動販売によりその様な環境を代替する

に，アクセス面での不満を感じることなく到達できることが重要

ためには，本稿で扱った店舗に対する満足度評価等を指標に用い

である．近居している子世代のサポートにより買い物に連れて行

て，実店舗の評価と，それらの買い物支援方策に対する評価を比

ってもらうことは，実店舗の利用を促進するために，不自由割合

較し，買い物方策において十分な満足を利用者に提供しきれてい

に大きな差が出たものと考えられる．

ない点の改善を図ることが必要であろう．
今回の報告では，以上のことをクロス集計による分析を中心に

6 本稿のまとめと今後の課題

検討したが，実際には今回検討に含めなかった以外の要素（暮ら

本稿では，都心沿辺部の大型団地を含む住宅地域である高島平

し向きなどの個人属性や住まいや地区の構造特性など）も影響し

地域において，住民の買い物行動や意識の把握と課題の抽出を行

ている可能性がある．今後は，これらの知見を統計的検定や多変

った．さらに，その課題を改善しうる方策の利用状況と，実際の

量解析に基づき精緻化していきたい．

問題の有無の関連性についても検討を行った．
まず，
同一地域内であっても住民の個人属性の違いに起因して，
買い物行動（店舗や移動手段の選択傾向など）の特徴が地区ごと
に異なることが明らかになった．
さらに，人々の不満や不自由といった主観的評価に着目して分
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補注
(1) 運営主体となる地域の店舗は，株式会社とくし丸と契約を結び，ブラン
ドやノウハウの提供を受ける．株式会社とくし丸は，全国で同様の仕
組みでの移動販売車とくし丸の事業を行っている．
(2) 店舗名称と，所在地や支店名・周辺の目印などの補足情報を自由記述
してもらった．挙げられた店舗の情報と実際の店舗名称や位置を照合
し，一つに特定できた場合に各回答者の利用店舗として扱った．
店舗の総合満足度，細項目の満足度ともに「満足」
，
「ほぼ満足」
，
「ど
ちらともいえない」
，
「やや不満」
，
「不満」の5 段階評価からの択一形式
で質問し，分析では「やや不満」
，
「不満」の2 つの評価を「不満」とし
て集約した．食料品の入手の不自由に関しては「不自由はない」
，
「あま
り不自由はない」
，
「やや不自由である」
，
「不自由である」の4 段階から
の択一形式で質問をしており「やや不自由である」
，
「不自由である」の
2 種類の回答を「不自由がある」として集約した．
(3) 既存研究 2)における同様の調査の中で地域の条件が比較的類似してい
た，都心郊外部の町田市の住宅団地における38.6％よりもさらに低い．
(4) 店舗 A と店舗 B では利用者数に大きく差があるが，これは後段の満足
度評価において，店舗 A の方が高い評価であるためと考えられる．店
舗 A では，多くの人が重視する「距離」と店舗の「信頼感」
，商品の「品
揃え」
，
「品質」
，
「価格」への不満が全て低い．特に，食料品の買い物に
おいて重要な商品への評価は，隣接する店舗 B よりも全て不満率が低
い．また，9 丁目の回答者の多くが利用する店舗 C でも，距離に関す
る不満は見られず，商品に関する不満も概ね 1 割程度と比較的高い評
価を受けていた．これらより，人々が重視しやすいアクセス性と商品
に対する項目で高評価を両立する店舗は利用者が多いと推測される．
(5) 店舗 A と店舗 B は自動車の駐車場がなく，店舗 C も 67 台（データ出
典：店舗のウェブサイト）と少ない．
(6) 対象地域では総合満足度に「不満なし」のうち不自由を感じる回答者の
割合は12.9%に対し，総合満足度に「不満あり」の場合，そのうち不自
由を感じる回答者の割合は 51.9%と高く，店舗に不満がある場合には
食料品の入手に不自由を感じる可能性が高いと言える．
(7) 既存研究 2)によれば，他の地方都市はせいぜい10％未満であるのに対
し，
注釈(3)でも比較対象とした町田市においては約22％と高かったが，
高島平地域ではそれを上回る．
(8) 調査では，自世帯による買い物頻度を「あなた，または同居家族が店に
出かける」頻度として訊いており，子世代が同居している場合には，
「同
居家族」に該当する．この質問から得られる買い物頻度を用いて近居の
有無と買い物頻度との関係を適切に検証するために，近居をしていない
人々を，さらに子世代と同居しているか否かで区別した．
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