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中山間地で移動販売者が担いうる社会サービスニーズに係る検討

一長関市山古志地域住民へのアンケート調査を通じてー

A Study on Additional Social Service Needs for Community Round-trip Type Agent 

in Interrr ediate and Mountainous Area 

-Through a Questionnaire Survey for Lβcal People in Yamakoshi Village， Nagaoka -

土屋 哲* 投野王立す志本

Satoshi TSUCHIYA * Kazushi SANO * 

(機長岡技術科学大学環境・建設系)

(本Departmentof Civil and Environmental Engineering， Nagaoka University of T，巴chnology)

I 研究背景・目的

我が闘の地方集落では都市部より早いペースで少子高

齢化・人口減少が進行している。総務省の調査 1)による

と、平成 22年 4月時点で全国にはおよそ約 6万 5千の集

落があり、これは前田調査時(平成 18年)に比べて 93

減っている。なくなった集落の 7割は自然消滅である。

今後 10年以内に消滅する恐れがあると予測されている

集落の数は 439にのぼる。これと、いずれ消滅する恐れ

があるとみられる集落とを合わせると、全体の 4.5%に当

たる 2，705集落で今後消滅の恐れがあると示されている。

このような傾向が続けば、中山間地域等の過疎地域では

低密度・無住化区域の拡大にともなって、社会的サービ

スの提供や地域資源の管理、景観や伝統文化の保存伝承

など様々な簡で問題が生じてくる。このように、我が国

の地方集落は全体的に縮退傾向にあり、生活の質の低下

とともに競弱性が高まっていると言うことができ、我が

回全体が抱える近未来の問題が先取りされた形で顕在化

している。この状況に何ら手を打たず、時間の経過に身

をまかせているだけでは、生活の質の低下は避けられず、

地域の存続すら危うい。その一方で、現在、低下しつつ

あった過疎地域の生活の質を維持・向上するために地域

が自ら考え、自治体や企業と協力して社会サーピスを実

行する兆しが全霞各地で見え始めている。本研究では、

中山間地域の持続的な管理方葉に関して、長岡市山古忘

地域を事例に、同地域の一部の集落で実施されている移

動販売サービスに着目し、地域巡回型のサービスである

移動販売が、独活高齢者とのフェイス・トゥ・フェイス

コミュニケーションにも寄与するなど、本来の業務に付

加された形で安全・安心な地域社会の形成のための担い

手としてのこーズについて基礎的な検討を行うことを目

的とする。具体的には、各集落の家計状況やコミュニケ

ーションの状況をアンケート調査によって明らかにし、

おもに独居高齢者や高齢者夫婦世帯が現在の地域コミュ

ニティについてどのように感じているかを把握したうえ

で、移動販売のような巡回型サービスが、本来の業務自

的により住民のニーズを満たすと同時に、彼らとのコミ

ュニケーションによる安全・安心の祖い手となりうるこ

とを示す。特に、上記 2稜類のニーズは、独居高齢者や

高齢者夫婦世帯という共通項があることを仮説とする。

立 本研究の着眼点

過疎地域が抱える大きなリスクの一つは、おもに生活

弱者、特に独居高齢者や高齢者のみの世帯のケアをどう

していくかである。高齢者の安全・安心を確保しようと

する地域の取り組みは枚挙に暇がない。誰かが高齢者宅

を訪問し、声を掛けることによって、掛けた側は安苔確

認が出来、高齢者側は人と話すことで一人暮らしの孤独

感や不安が解消され、さらに場合によっては自分で行う

には困難な仕事を頼んでしてもらうといった仕組みが確

立されていることはすばらしい。ただし、 NPOやボラン

ティアのような組織が行うにしろ、行政が担当するにし

ろ、サービスの実施には費用が伴うため、工夫されたや

り方が求められる。例えば、鳥取県智頭町の fひまわり

システムJ2)では、地域を巡回して本来の業務を行う郵

担配達員が、巡回の機に乗じて独居老人の生活をサポー

トする仕組みとなっている点が注自に値する。こうした

巡回サービス主体は、郵便配達員の他にもコミュニティ

パス(の運転手)などを挙げることができょう。
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このような事例を参考に、人口減少・高齢化が進む新

潟県の中山間地域でも同様のサービスが成り立たないか

検討する。重要な点は、設が声掛け・見回りを行うかと

いうことになる。郵便配達員、市の職員、ボランティア

などがその役を担いうる。本研究では、移動販売サービ

スでiil:品を運ぶ入が独居老人とのコミュニケーションの

役割を担うと想定する。山古志地域には種苧原と虫亀の

こつの集落にしか商!苫がないということや、民間路線パ

ス廃止に伴い、高齢者の買い物に支障が出ることが予測

できるということから、移動販売サービスへの一定の需

要はあると考えられる。しかし、移動制約のない人は長

関や小千谷の市街地で翼い物を済ませるであろうから、

移動販売サービス自体がピジネスとして安定したもので

あるとは言い難い。そこで、移動販売サーピスで商品を

運ぶ人が独居老人への芦かけの役を担うことによって、

移動販売サーピスに商品を運ぶこと以外の役割を付加し、

地域の生活の質を維持・向上するための一種のコミュニ

ケーション基盤として機能させることができるものと考

える。実際、移動販売サ)ピスの展開は全国的に見られ、

本研究の対象地が属する新潟県でも上越地域をはじめと

する山間部などに事例があるめ。また、長岡市小田地域

ではAコープパスが周辺集落住民の買い物を支えるよう

な仕組みもある九したがって、本研究の仮説を証明す

ることで、これらの地域へのモデルにもなり得る点に研

究意義を見出すことができる。

直 山古志地域を対象としたアンケート調査

1 地域の特徴

研究対象である山古志地域は、平成 17年に長岡市に併

合する以前には山古志村として長く存在し、種苧原(た

ねすはら)、虫亀(むしがめ)、池谷(いけたに)、楢木(な

らのき)、竹沢(たけざわ)、間内平(まないひら)、菖藷

(しょうぶ)、山中(やまなか)、油夫(ゆぶ)、桂谷(か

つらや)、梶金(かじがね)、大久保(おおくぽ)、木篭(こ

ごも)、小松倉(こまつくら)という 14の集落から成る。

平成 17年現在の地域人口は 1，960人であり、過疎地域自

立促進特別措置法第33条第2項の規定に照らし合わせる

と、過疎地域とみなされる。国立社会保障・人口問題研

究所の将来人口推計に基づくデータでは、山古志の人口

は年々減少しており、平成 12(2000)年から平成 42(2030)

年までの 30年間に半減してしまう恐れとあるが、その後

の中越地震による全村避難や豪雪を受けて、一部の世帯

は山を降りたまま帰村せず、人口減少のスピードは上記

予測を上田り、半減では済まない勢いとなっている。

山古志地域内には、平成 16年の中越地震発生前までは
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民間路線パスが通り、長岡市街や小千谷市街と結ばれて

いたが、地震後に運休状態となり、平成四年 12月に廃

止となった。その後はコミュニティパスを経てクローパ

ーパスと呼ばれるサービスが提供されているが、将来に

ついては不透明な部分もあり、そうでなくとも、今後特

に高齢者α中には、実い物や通院に伴う移動に大きな制

約がかかる人も出てくると予想、される。また、平成 16

年 10月に発生した中越地震によって各集落は大きな被

害を受け、多くの住民が仮設住宅での生活を余儀なくさ

れた。地震を機に都市部へ移動した人もいることから、

今後、集落の住民どうしの近所付き合いや集落の活力に

影響が出てくる可能性もある。

2 移動販売サーピスの実態

山古志地域の一部の集落で行われている移動販売サー

ピスの概要を知るために、種苧原集落にある JA越後な

がおか山古志支届にヒアリングを行った(平成 20年夏)。

ヒアリングによると、中越地震発生前までは JA山古志

支庖が単独で信舗販売を行っていたが、地震後にこれを

廃止し、現在ではある民間企業と協力して移動販売を行

っている。その方法は、まず食材メニュー表を各家庭に

配布し、注文を受けた家庭には週一回毎週水曜日に届け

るというものであり、現在、種苧原集落で約 20軒、竹沢

集落で約 15軒の利用がある。集落の人口は減少している

が、サーピスは現状維持で続けていく予定とのことであ

る。

JA以外にも、小千谷市から山古志に来て、個人で聖子菜

や肉などの食料品、牛乳・惣菜などを販売している業者

が2社あり、週に 2回、それぞれ日をずらして個々の自

宅まで運んでいる。

また、食料ばかりでなく、冬季の生活に欠かせないの

が灯油である。これは、毎日長岡や栃尾など各方面から

タンクローリーで運んできて各家庭に配達する。各家庭

には 490リットル入るホームタンクがあり、毎月およそ

200リットルの灯油を消費することも判った。ガソリン、

軽油は JA山古志支店に備蓄している。

3 アンケート調査

(l)概要

山古志地域 14集落を対象に、住民の日常の家計消費状

況や移動販売サーピスの利用、現状のコミュニケーショ

ン状況を調査するためにアンケート調査を実施した。そ

の概要を表 1に示す。



表 1 アンケート調査の概要

Table 1 The Outline of Questionnaire Survey 

調査実施臼

調査対象

配布方法

回収方法

調査項昆

(大羽目)

回収率

平成 19 年 12 月 5 日 ~13 尽

山古志地域全域

各世帯の郵便受けに投函

ボスティング方式

①個人・役帯属性

②家計状況・日常の寅い物

③地域のコミュニケーション

162/357 = 45.4% 

表2 集落部調査禁回収状況および独居高齢者世帯数

Table 2 The Number of Single-Aged-Person Household in the 

R巴spondedSurvey Slip 

集落名 配布数 回収数 回収率
独居

高齢者

種苧原 105 56 53.3 13 

虫魚 76 41 53.9 8 

?t主谷 10 5 50.0 2 

機木 1 1 100.0 O 

竹沢 52 25 48.1 5 

間内平 19 12 63.2 6 

菖蒲 5 3 60.0 ヲ

山中 7 4 57.1 O 

治夫 4 ウ 50.0 。
校谷 19 3 15.8 1 

梶金 9 3 33.3 ウ

大久保 3 O 0.0 。
木字表 7 ウ 28.6 O 

小松念 9 4 44.4 1 

(仮設) 31 制駒句"

然記入 1 

ぷロ泳三ロきt 357 162 45.4 40 

m表中の(仮設)とは、平成 16年に発生した中高韮地後にともない山古志I也級外に

設けられた仮設住宅に拶り住んだ世帯への波布を窓1*する。 I回収に係る綴が然記

入なのは、郵送による隊収のために調主主然倒収後には悶答世tfffの居it!i毒性がfuii喜

名でしか判別できず、仮設住宅街iilltl詰からの鴎答は 14m認のいずれかにカウン

トされているためである@したがって、集落ごとの閲収率は疋綴ではなく、あく

まで目安として狸解されたい。

(2)回答者属性と独居高齢者

表 2は、集落別調査察回収状況および独居高齢者世帯

数をまとめたものである。ここで、独居高齢者とは、 65

歳以上で一人暮らしの人とする。表 2より、田答数の多

い種苧原、虫亀集濯では独居高齢者数も多くなっている

ことが判る。地域全体では、回答のあった 162世帯のう

ち40世帯が独居高齢者であった。

(3) 現在の消費・買い物に関して

山古志地域の家計の消費状況を見ると、全国の家計消

費額を大きく下回る。平成 18年家計消費状況調査による

と、全国の高齢者夫婦世帯の平均支出が約 28万円(/月)

であるのに対し、本アンケート問答結果の高齢者世帯(独

も含む)は平均 9.5万円(/月)であった。これは、

米や野菜などの自給率が高いことや、年金暮らしの高齢

者泣帯など収入が比較的少ないことが考えられる。ただ

し、支出に関する質問は回答率が低く、有効回答数は 77、

うち高齢者位帯(独居・夫婦合計)のものは 37であった。

ばらつきも大きく、最大値 20(万円)、最小値 2.5(万円)

であった。

図 1は、 5つにカテゴライズされた品類の主な購入場

所についての匝答である。この園から、どの品目でも長

岡市復で購入する人が最も多く、次いで小千谷市、魚沼

市の}II震に続き、山古志内の階居や訪問販売を利用してい

る人は少ないことが判る。地域外の購入場所は、回答者

の住む集落の位置からの距離、あるいは職場所在地の影

(人)80 

怯 162
70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
長関ttid管 小千谷市 魚招(Ij 出古志内 訪問飯舟 通IJ飯舟 その他

間 l 品目種類別購入先地域

Figure 1 Areas of Purchasing Each of Five Item Categories 

(人)120 

ト1=162

100 

間 2 買い物に対するおもな交通手段

Figure 2 Means of Transportation for Shopping 
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響と考えられる。

国 2は買い物時の交通手段の利用についての結果であ

る。山古志地域に住む人にとって、買い物に自家用車は

なくてはならないものであることが判る。生鮮食料品を

購入するのにパスを利用すると回答した人の年齢分布は、

2/3が高齢者であり、自答者のやはり 2/3が自動牢運転免

許を保持していない人であった。

山古志では冬の積雪量が多いので、冬季の積雪で翼い

物行動がどのように変化するかを把握するために、冬季

期間の買い物についても上と同様に「主な購入場所」や

「主な交通手段J、「購入頻度j について尋ねた。その結

果、すべての項目とも積雪がない時期と大きな差異は見

られなかったものの、自由記述による回答には、積雪時

の不便として「自動車運転が困難J、「除雪により歩行者

のスペースが雪で覆われ歩きにくい」、「外出が億劫にな

るJなどがあり、冬期の積雪は高齢者や自動車免許を持

たない人にとって不便であり、場合によっては孤独死の

危険性も作りだしうることが窺える。

(4) 移動販売サービスに関して

「もし、新しい移動販売サーピスがあったらこのサービ

スが便利だと感じて利用するようになるか」の開いに対

しては、「利用したい j との肯定的な回答が 68';'，る

(=102/150) と多数を占めた。現在の JAで行われてい

る移動販売サービスを利用している住民が山古志地域全

体で約 35名おり、サービスが果たす役割は小さくないと

判断できる。

移動販売サーピス利用への態度を、いくつかの属性か

らながめてみる。図 3-1および悶 3-2は、サーピス利用

の問いにそれぞれ肯定的、否定的な回答をした人の役帯

人数と集藷の関係を示したものである。ここで、種苧原

および虫亀集落には雑貨農のような商胞があることに注

意されたい。ニつのグラフを比較すると、「はしりと答え

た人は全ての集落において 1人や 2人の少数世帯が多い

額向にあり、種苧原、虫亀、竹沢、間内平以外の集落で

は一人暮らしの方は全てが移動販売サーピスを利用した

いと回答していることが判る。つまり、世帯人数が少な

いと移動販売サーピスの利用率は高まり、近所に商屈が

ない集落や、世帯数の少ない集落の方がその傾向は顕著

に表れるといえる。利用意向が高齢者(独居高齢者、高

齢者のみの世帯)に多いことが図 4から読み取れる。自

ら移動することが必ずしも容易でない高齢者世帯にとっ

ては、買い物は困難な仕事であり、自宅まで届けてくれ

(t性格〕

20一一戸一一一 持=102

7人

函 3-1 移動販売サービスに肯定的な世帯の属性

Figure 3-1 Attribute of Households Showing Positive Answer for 

Peddling Service 

(t量格)

N=48 

18平一一

14同 f

12戸

8C~ 

6〆

図3-2 移動販売サービスに否定的な世帯の属性

Figure 3.2 Attribute of Households Showing Negative Answer for 

Peddling Service 

(世帯} N=102 

世帯人敏 7人

る移動販売サービスを大変便利に感じていると考えられ、 間4 移動販売サービスに肯定的な世帯の高齢者数

その必要性は高いと思われる。逆に、 I投手詩人数が多けれ Figure 4 The Number of Aged Persons in Households S伯h悶。側wi泊n

ば若年麗の家族がいることを意味するため、そのような Posit副i“剥tive刊eA加nsw、we釘rf，加o町rPed耐dlinロingService 
世帯ではあまり移動販売サービスを必要としていない。
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しかし、山古志地域においては 1人世帯と 2人世帯が約

7割をδめており、この事実からも移動販売サービスの

序在は錨僅あるものだと考えられる。

次に、移動員反売サ}ピスで配達することが可能である

と考えられる商品を生鮮食料品、一般食料品、衣料品、

医薬品、日用雑貨の 5項自に分け、それぞれの高品到着

まで待てる期間を尋ねた。この結果を図 5に示す。罰 5

から、生鮮食料品と一般食料品は比較的待てる期間が短

い意見が多く、配達するのに 1週間以上かかつてしまう

と南品としての魅力が大きく下がってしまう(欲しいも

のについて気が変わってしまう)と考えられる。それに

対して、衣料品、医薬品は 1か月以上待てるという回答

が最も多く、移動販売サーピスとして要求されている水

準がそれほど高くないものと考察できる。この質問につ

いても自答者属性でクロス集計を行ったところ、高齢者

ほど、待ち時間が長くなっても自宅まで届けてくれるサ

ーどスを必要としている人が多いことが明らかとなった。

生鮮食料品

一般食料品

衣料品

産薬品

日用後賞

B百 20弘 岨私 的弘 001も 1∞百

i主)品目ごと由合計
lま等しくない

図5 品類ごとの配達に許容できる日数

Figure 5 Accept昌bleWaiting Time for Peddling Service 

(5)地域のコミュニケーション

ここでは、住民が自分たちの生活する地域のコミュニ

ケーション状況について把握する。臨 6中に記される各

項目について、当てはまるものを匝答してもらい(複数

回答可)、まとめたグラフである。このグラフから、「家

族とよく話すム「地元や集落の人と会って話をするj、

f時々出かけては知人と話をするJなどの回答が多く、

地域全体としては上手くコミュニケーションがとれてい

ると考察できる。しかし、「話し相手がいない・極端に少

ないj に回答した方がいることも注目すべき点である。

話し相手がいないということは、日常生活が孤独になっ

ている恐れがあるからである。そこで、その人たちの属

性を調べたが、高齢者という点を除けば、特徴といえる

ほどのデータの偏りは見られなかった。

認し掴手がいない・様端に少ないと;

認し穏手はいるが，援金が少fJ.い

よく電蕗で認をする

時々出かけて揺人と認をする

揖覧車やデイサービスで人とよく認すと一

仕事先でよく人と認をする

携等移電話やメールで人と話す

近所白人と金ってよく額をする

寧臨とよく認す

その地

{人)
自 制伺 80 ∞ 12畑

図6 地域におけるコミュニケーション

Figure 6 Communication Matters in the Village 

山古志地域の全住民は、王子成 16年 10月に起こった新

潟県中越地震によって山古志からの避難を強いられた。

それによって、集落のコミュニティとしての機能は一時

停止した。平成四年 12月31日で仮設住宅に住む全ての

人が退去したがこの 3年の間で中越地震をきっかけに集

落の住民の地域とのかかわりは変化したと考えられる。

地震前後での地域とのかかわりの変化を尋ねたところ、

3つの傾向が見られた。 Iつは穏苧原、虫亀、竹沢、間内

平、梶金、木篭集落のように地震後、地域とのコミュニ

ケーションが増えたと感じた入も減ったと感じた入も混

在しているケースで、比較的世帯数の多い集落でこの傾

向が見られる。 2つ目は小松倉、桂谷、山中、高藷、橋

木集落のように地域とのコミュニケーションが増えたと

感じている人が多いケースである。この場合には地震を

きっかけにして地域の結束が強まり集蕗活動が良い方向

に進んでいると考えられるo 最後は池夫、池谷集落のよ

うに地域とのコミュニケーションが減ったと感じている

人が多いケースである。このケースは比較的他集落と離

れている世帯数の少ない集落に見られている。このよう

な集落に住む人々は今後、地域とのコミュニケーション

がさらに減り、孤立する危険性がある。

本調査を通じて、コミュニケーション不安の解消およ

び移動販売サービスによる生活のサポートという 2つの

交わりの部分に高齢者(とくに独居高齢者)が多いこと

が明らかとなり、当初の仮説が支持される結果となった。

これはある程度予想されることであるが、地域の高齢者

割合を考えると、また、近未来にわが国の地方のいたる

ところで起こりうる状況であることを考えると、重要な

結論であるといえる。
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本研究では、中山間地域において生活の質を持続的に

管理し、安全・安心な地域社会の形成のためのサービス

構築を目的として、山古志地域の一部で実施されている

移動販売サービスに着目し、商品配達員が地域を巡回し

ながら独居老人をケアする役割を担うことによって、上

記目的を達成しうる重要な主体になりうることを念頭に、

サーピス消費者である地域住民の立場から検討するため

に山古志地域住民を対象にアンケート調査を実施した。

調査から、住民の普段の経済活動や、移動販売サービス・

地域コミュニケーションについての住民の意識を把握し

た。その結果、移動販売サーピスが本来持つ、商業自的

のサービスという点は、多くの集落で移動販売サービス

を利用したいという意見が多く、事業的に十分かどうか

は開題もあるものの、しばらくは本来の商業自的でもサ

ービスが継続されるのではないかと考える。

また、アンケート調査の結果から山古志地域ですでに

孤立を感じている人がいること、地震後、地域とのコミ

ュニケーションをとる機会が少なくなったと感じている

人が少なくはないことから地域のつながりがさらに希薄

化する危険性があり、今後高齢化が進み、独居老人や高

齢者が携えることが予想されるため、移動販売サーピス

が全ての集落を巡回するようなサービスであれば、地域

の安全を守る見張り役としての機能を果たし、さらには

独活老人への声かけなど高齢者の心をケアするための一

助となるものと考えられる。もちろん、移動販売サーピ

スのみならず、行政(山古志支所)・郵便局や交番などの

公共サービス機関・支援組織・企業などが地域住民と連

携して質の高い地域社会形成のためのサービス供給主体

として機能するために、実践の場を通じてサービスの改

善を図っていくことが求められる。合わせて、このよう

な地域の取り組みを継続的に観察し評価することが、地

域研究にたずさわる者の課題であろう o 今後の課題とし

て、移動販売業者の実態調査など、サービス提供側に着

目した研究をすすめていきたい。
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Summary: Recent years， in local villages of our country called cJzu-sankan area (intermediate and mountainous area)， dec1ining 

birthrate and a growing population of elderly people progress faster than in urban areas， which has caused various kinds of problems 

such as provision of social servicesラ managementof local resources and isolation of elderly person living alone. On the other hand， 

sprouts can be seen in several places that social weIfare s巴rviceis executed in cooperation with local people， the municipality， other 

public service agencies， enterprises and intermediate support organization such as NPO. A questionnaire survey was conducted to 

households in the village. It came out primary needs to the peddling service in a certain level and some signs to communication 

shortage or isolation. In addition， it was made out that those two matters were c10sely correlated. Senior citizens， especially those 

who live alone， are in the intersection. 
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