
「何故、都市に買い物弱者が
発生するのか」

愛知大学 國崎ゼミ 倉橋大樹 野村拓史

2018年12月8日 名古屋市立大学



テーマ選択の背景

・小規模店舗が大幅に減少しているという背景

・少子高齢化の進行、これは買い物弱者問題に対し

どのように影響するのか



報告の目的

都市部における買い物弱者の発生原因を検討

（１）愛知県内の市区町村における飲食料品店舗数の変化

（２）中川区内の店舗立地の構造変化



買い物弱者の定義

経済産業省買い物弱者マニュアル（平成27年度）によると…

「流通機能や交通網の弱体化とともに、食料品等の
日常の買い物が困難な状況に置かれている人々」

を指す



買い物弱者の発生地域について

「やはり地方（農村部）で顕著であるのか？」

…愛知県内市区町村による検討

「買い物弱者は都市部でも発生しているのか？」

…中川区内による検討



発生要因

①人口構成

・個人商店の減少←後継者不足

・自営業者・家族従業者の減少

2007年（861万人）
↓

2017年（679万人）



発生要因 ②-1 店舗形態の変化ｰ人口ｰ

平成27年度 店舗数 人口(人）

豊橋市 685 374,765

岡崎市 572 381,051

一宮市 500 380,868

瀬戸市 184 129,046

半田市 210 116,908

春日井市 338 306,508

豊川市 344 182,436

17年度 店舗数 人口

豊橋市 1,056 372,479

岡崎市 1,001 363,807

一宮市 825 371,687

瀬戸市 330 131,925

半田市 330 115,845

春日井市 629 295,802

豊川市 527 181,444

7年度 店舗数 人口

豊橋市 1,369 352,982

岡崎市 1,291 331,767

一宮市 1,127 353,949

瀬戸市 470 129,393

半田市 398 106,452

春日井市 834 277,589

豊川市 693 175,209

☆人口の変化と比べて、店舗数は減少している



発生要因
②-3 店舗形態の変化ー平均売り場面積ー
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☆店舗数の大幅な減少
☆売り場面積の増加



発生要因

②-4 店舗形態の変化ｰ図ｰ

個人商店 大型スーパー

×
大型スーパーが個人商店を圧迫



発生要因 ②-5 店舗形態の変化ｰまとめｰ

・店舗数が大幅に減少（20年間に2分の1まで）
→人口が増加した場合でも同じ

・平均売り場面積の増加（2倍以上になった地域も存在）

→個人商店の衰退と大型スーパーの台頭



発生要因 ③都市化ｰ人口流動ｰ

平成27年度 人口(人）

名古屋市千種区 164,696

名古屋市東区 78,043

名古屋市 北区 163,579

設楽町 5,074

東栄町 3,446

豊根村 1,135

17年度 人口

千種区 153,118

東区 68,485

北区 166,441

設楽町 6,306

東栄町 4,347

豊根村 1,517

7年度 人口

千種区 148,847

東区 66,096

北区 171,582

設楽町 7,599

東栄町 5,124

豊根村 1,722

都市部 人口増
地方部 人口減



発生要因

③都市化

人口増加による都市部の発展

地方部の衰退 例：公共交通機関の縮小

☆人口減少 街の衰退 店舗数減少



愛知県内の市町村における店舗数決定要因

・飲食料品店舗数と人口および高齢化率の関係
→回帰分析により観察

・人口当たり店舗数の構造変化の有無を検証



愛知県内における分析手法

分析手法：回帰分析

平成27年度、平成17年度、平成７年度の市区町村別データを使用

Y（被説明変数）＝飲食料品店舗数

X１（説明変数）＝人口

X２（説明変数）＝高齢化率 とする

Y（店舗数）＝A1＊Ｘ１（人口）＋A2＊X２（高齢化率）＋切片

上記を基に回帰分析



愛知県内における回帰分析（重回帰）

愛知県における店舗
密度

平成27年
度

P値の有意
度

切片
（t値）

-7.971

（-0.211）

人口
（t値）

1.401 ＊＊＊

（16.143）

高齢化率
（t値）

0.88

（0.659）

サンプル数 68

R2 0.808

愛知県における店舗
密度

平成17年
度

P値の有意
度

切片
（t値）

-47.994

（-1.098）

人口
（t値）

2.434 ＊＊＊

（18.437）

高齢化率
（t値）

3.977 ＊＊

（2.052）

サンプル数 68

R2 0.841

愛知県における店舗密度

平成7年度
P値の有意

度

切片
（t値）

-99.452 ＊

（-1.986）

人口
（t値）

3.524 ＊＊＊

（19.453）

高齢化率
（t値）

9.192 ＊＊＊

（2.995）

サンプル数 68

R2 0.853



愛知県内における回帰分析（重回帰）

平成7年度 Y=3.524＊X1+9.192＊X2-99.452

平成17年度 Y=2.434＊X1+3.977＊X2-47.004

平成27年度 Y=１.401＊X1+0.88＊X2-7.971

傾きの減少、切片の増加→ 構造が変化している



愛知県内市町村における回帰分析（人口による単回帰）

y = 1.3843x + 15.629
R² = 0.8068

y = 2.3581x + 34.168
R² = 0.8313

y = 3.3844x + 33.972
R² = 0.8329

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

(100) 0 100 200 300 400 500

店
舗
数

人口(千）

店舗数(H27-7)

27年度店舗数 17年度店舗数 7年度店舗数



回帰分析（人口による単回帰）の解釈

・人口にはそれほど変化は見られない

・店舗数が全体的に下にシフトしている

→傾き（人口あたりの店舗数）が緩やかになっている

店舗密度（人口あたりの店舗数）が減少している



愛知県内市町村における回帰分析（高齢化率による単回帰）

y = -5.3116x + 297.44
R² = 0.0502
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R² = 0.0095
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回帰分析（高齢化率による単回帰）の解釈

・高齢化率が大きく上昇している（右方にシフトしている）

・対照的に、店舗数は減少している

高齢化率の上昇が店舗数の減少を促している



愛知県内の推定結果の解釈

・店舗密度の減少（人口当たりの店舗数）

・小規模店舗の減少（大規模店舗への変遷）

→低人口地域に買い物弱者が発生している可能性大



中川区で分析を行う理由

・面積が大きい

・新興地区や旧市街地区など、バラエティに富んでいる

・都市部で買い物弱者発生の有無を検証

・小学校区ごとの特性を分析



中川区における分析手法

愛知県の場合と同じく

・飲食料品店舗数と人口および高齢化率の関係を求める

→回帰分析により観察

・人口当たり店舗数の構造変化の有無を検証



中川区における分析手法（２）

回帰分析を行うも、

店舗数は平成17年度のデータのみ

そこで、27年度の店舗数を理論値を用いて考察

（構造は17年度のものを用いる）



中川区についてｰ実値ｰ

平成27年度 売り場面積（㎡） 店舗数
平均売り場
面積（㎡）

中川区 42,423 284 149.3768

27-17平均売り場面積変化率 27-17店舗数変化率

70% -51%

平成17年度 売り場面積（㎡） 店舗数
平均売り場
面積（㎡）

中川区 51,128 583 87.69811



中川区における回帰分析

分析手法：回帰分析

中川区における平成17年度の学区別データを使用

Y（被説明変数）＝飲食料品店舗数

X１（説明変数）＝人口

X２（説明変数）＝高齢化率 とする

Y（店舗数）＝A1＊X1（人口）＋A2＊X２（高齢化率）＋切片



中川区における回帰分析
中川区おける店舗密度

平成17年度 P値の優位度

切片
（t値）

-47.352 ***

（-5.414）

人口
（t値）

0.002 ***

（6.101）

高齢化率
（t値）

250.681 ***

（6.541）

サンプル数 23

R2 0.757

Y=0.002＊X1+250.681＊X2-47.352



中川区についてｰ理論値を用いてｰ

・平成27年度の店舗数データの欠如

←17年度の構造を用い、理論値を算出

・前項の回帰式を使用

Y=0.002＊X1+250.681＊X2-47.352

X1に人口、X2に高齢化率の実値（平成27年度）を代入

Y=34.89+42.74+33.41…これら全23学区を合計

中川区（2015）の理論値は830.22



実値と理論値の比較

平成17年度 店舗数

中川区 583

平成27年度
店舗数
（実値）

中川区 284

平成27年度
店舗数
（理論値）

中川区 830



中川区の分析結果

・平成27年度の店舗数（実値）が、同年の理論値よりも下回る結果

…平成17年度の構造のままであれば、店舗数は増加しているはず

人口及び、高齢化率の変化が実際の店舗数に大きく影響



まとめ

愛知県内および中川区内の分析により

・地方部だけでなく、都市部でも街の空洞化が発生している

・今後、高齢化に伴い、

一人あたりの傾き（店舗密度）がさらに低下（減少）する

→買い物弱者問題はより深刻に



解決策（経済産業省より引用）

・店舗数の増加←自営業者が営みやすい環境作り

（例：補助金や助成金による援助）

・移動販売者・宅配・買い物代行の普及

・交通網の強化←コミュニティバス・市内循環バスなど

（例：東海市のらんらんバス）

・コミュニティの形成←会食や配食サービスの利用

・物流の改善・効率化
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