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１ 地域流通機能再生事業委託業務の目的 

 
 地域の商業を取り巻く環境は、人口の減少や高齢化の進行とともに、消費者ニ

ーズやライフスタイルの多様化といった社会経済環境の変化とともに売上が減

少するなど厳しい状況が続いており、こうした状況と相まって、商業者に商品を

供給してきた地域の卸売業の再編、廃業も進んでいる状況にある。 

また、近年、地域流通課題として、極めて短期間のうちに仕入環境が変化して

仕入先及び品揃え確保に困窮し、実際の販売活動に大きな影響を受けている商業

者も出てきている。 

 地域の商業は、地域経済やまちづくりの中核としての役割に加えて、日々の生

活に必要な商品の販売やサービスの提供を通じて、地域住民の暮らしと密接に関

わり、その生活基盤を支える重要な役割を果たしてきているが、地域商業の縮小

は地域の生活基盤やコミュニティにも影響を与えていくこととなる。 

こうした中、昨年度、当村を含む南十勝地域の物流調査事業を実施し、実態調

査の中で専門家の助言等受けながら現状や課題の整理等を実施してきた。 

 実態調査においては、問屋の倒産・廃業と仕入れ条件の悪化により多くの小売 

店の仕入れが困難になっている、宅配サービスを行っている小売店では個別配達

は負担が大きく年齢などから将来自店での配達に不安をかかえている、店のない

地域（少ない地域を含む）で車での移動販売が一部行われているが、実施サイク

ルや対象地域などの点で問題を抱えている、といった物流課題が浮き彫りにされ

るとともに、その解決に向けて、商業者が連携した共同仕入、個別に宅配をして

いる事業者の共同化、商業者が共同した移動店舗の開設といった対応方向も検討

されており、こうしたことを踏まえて、今回当地域では、地域流通対策として「移

動店舗設置事業」を中心に、その付帯業務としての「共同仕入事業」及び「共同

宅配事業」の実証実験を実施することとし、地域関係者による検討会を開催する

とともに、実証実験の実施内容や取組結果の検証、課題整理、今後の事業展開な

ど、検討等の過程をとりまとめ、持続可能な流通システムの構築に向けた方向性

を見い出すこととした。 

 

 

写真／移動店舗が

入る村の温泉施設 
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２ 更別村の地域環境の現状 

（１）人口の概況 

  １）人口の推移 

・昭和２２（１９４７）年に開村。 

人口は昭和３４（１９５９）年の６，０５５人をピークに、その後、人口の都

市部への流出等が進み、 

平成２（１９９０）年 ３，４３３人 

平成７（１９９５）年 ３，３５０人 

平成１２（２０００）年 ３，２９１人（約４５％の減少）と過疎化が進む。 

（国勢調査より） 

・平成１２年以降は更別村による定住化対策等により若干増加傾向にあり、諸施

策の効果もあり一転持ち直しを見せているなど減少の傾向は底を打ったよう

に推測されるが、過疎化など居住・商業環境の悪化の懸念は否めない中で、第

５期更別村総合計画では、平成２９（２０１７）年の人口を３，３００人と推

計している。 

     

   



 

 - 6 -

２）人口の構成と高齢化の状況 
・年齢別人口構成は、下記グラフのとおりであるが、村の高齢化率（６５歳以

上）は、２６．８％（平成２２年国勢調査より）を占め、年々その割合は増

加傾向を示しており、北海道合計の 24.7％、十勝総合振興局合計の 25.0％

（共に平成 17 年値）より高齢化が進んでいる。 

・このような状況の中で、村は「日本一美しく豊かな村を目指して」高齢者支

援事業を行なっている（下記、支援の一部）。 

「移送サービス事業」（平成 20 年 7 月 24 日 訓令第 11 号） 

     ・移送用車輌等で利用者の居宅と村内の医療機関等との間を送迎。 

「高齢者等生活支援事業」 

     ・配食サービス事業  

・軽度生活援助事業  

・自立生活を支援するための軽易な日常生活上の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

３）地域別の人口の特徴 
   ・市街区と市街区外では人口の分布に差があり、概ね６割が市街地区に居住し

ている。特に高齢化の進行に伴い、市街地区での単身の高齢者も増加してき

ていると思われる。 
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（２）地域商業環境の概況 

  １）小売事業所の状況 

   ・商業統計によると更別村の小売事業所は、平成 11 年から 19 年にかけて 33

から 30 事業所 90.9％へと減少している。一方、販売額では 98.7％となって

いる。 

・同じ期間に飲食料品事業所の販売額では 83.5％と大きく減少している。 

毎日の暮らしの食に関連が強い食料品の分野の減少が大きい状況にある。 

 

  ２）卸売業の状況 

   ・卸売業は広域のため南十勝全体でみると、事業所数では平成 11 年に比べて 

19 年には 75.4％と減少し、販売額ではさらに 52.5％と大きく減少 

している。 

・長い間地元に密着していた生鮮や食品扱いの複数の卸問屋が経営の破綻等 

で無くなっている。小売事業所は仕入先が近くに無くなり、また、業務用の

配達などのサービスが受けられなくなり仕入に困難をきたしている状況が

ある。 

行政区名 世帯数 人口
旭区 21 90
平和区 20 84
勢雄区 47 157
北更別区 32 106
更別区 53 174
更南区 23 77
昭和区 24 100
南更別区 21 90
更別東区 34 128
東栄区 19 82
香川区 24 103
更生区 16 54
上更別南区 29 108
協和区 19 65

農村部 1418
柏町 69 182
中央町 44 92
本町 96 206
新栄町 134 209
花園町 112 221
緑町 100 273
若葉町 94 215
錦町 64 127
曙町 135 354
上更別区 44 94

市街地 1973
合計 1274 3391

平成２２年国勢調査地方集計表

1418人、

42%1973人、

58%

農村部 市街地
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 ３ 事業概要 

更別村市街地では、宅地分譲や公共施設整備の郊外化により、中心商店街から 

離れた場所に生活基盤が立地するようになった。近年高齢化の進行に伴い、住居

地から容易に買い物に行くことができないなど、高齢者を中心に買い物弱者が増

加傾向にあるとともに、中心商店街における売上も減少の一途にある。 

こうした状況がもたらす「無店舗地域の解消」といった住民要望への対応とと

もに「村内における商業機能の維持」といった地域課題解決に向けた取組みの一

環として、移動店舗の設置による住民の消費生活の向上とこれを拠点(ハブ)とし

た、地域の商業者が連携した共同受注（過去、各商業者の独自経営戦略上、共同

事業としての取組みは困難との側面を秘めていた。）、販売事業等に取組むこと

とし、それら一連の取組みについての実証実験を実施し、地域生活者のニーズの

把握、事業化に向けた分析、検証を行うものである。 

 今回の取組みキーワードは「共同（協働）」であり、多くの商業者や、卸売業 

者の他、ボランティア、町内会、ＮＰＯ等の地域コミュニティ関係者とも連携し 

ながら、また専門家である実務経験者の指導助言を受けながら、検討会で議論を 

重ねるととともに、実証実験を実施し、今後の取組みに向けて検討等を行った。 

業務遂行に当たっては、実施体制として次のとおり組織編成し、人員を配置し

て地域課題解決に向けて取り組んだ。 

 

 

   
 

 

 

 

写真／更別村の商店街 
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　　●実施体制

[統括]　・松原　法彰(事務局長） 【新規雇用者】
【業務実施責任者】

・及川　末雄（指導課長） ・流通業務担当
[業務補佐] ・畠山　渉（指導課主事）

○検討委員会 ○実務経験者（専門家）

【組織名称】 【専門家】
・どんぐり村の街あかり会議 ㈱北菜経営研究所
【組織構成】 　代表取締役　佐々木　伸

【支援内容】
・実証実験への指導・助言

・実証実験の開始に向けた検討

・報告書作成時の助言等

○実証実験運営組織

【運営組織名称】
・どんぐり村の街あかり隊（任意組織）
【店舗名称】
・街なか移動店舗「いどばた」
【店舗等の運営】
・「街あかり会議」委員の中からリーダー他若干名のメンバーにより構成し、行う
【実証実験】
・移動店舗設置事業、共同仕入事業、共同宅配事業、各種サービス事業

・結果分析、検証等の実施、
今後の事業化に向けた検討等
へ助言・指導・ノウハウの提供・実証実験結果の分析、検証、

今後の事業化に向けた検討

《事務局》

○更別村商工会（事業者）

・利用者住民、商業者、商工会、
町内会、ＮＰＯ、ボランティア・シル
バー組織

   
 

    

　　●事業概要

○移動店舗設置事業

・商業者が共同して移動店舗を開設。複数の商業者が商品を持ち寄り販売
・店舗名：街なか移動店舗「いどばた」
・場所：老人福祉センターロビー
・開設日時：火・金・土（週３日間）、１１～１６時
・開設日：平成２３年１１月４日～平成２４年２月２１日
・延総開設：４３日間
・参加商業者：１３社
・販売商品：食料品、飲料品、日用品など平均800～900点

○共同仕入事業 ○共同宅配事業

・複数の商業者が連携して実施。
移動店舗店頭、電話、ＦＡＸで受付。
宅配商品の配達を共同化。
・参加商業者：10社
・宅配商品：食料品、日用品等
・宅配実績：50件、183点（延11日）

・卸売業者（卸売市場）と商業者が連携して
実施。複数の商業者の仕入商品をとりまと
めて共同仕入。移動店舗、共同宅配、各個
店で販売
・参加商業者：１１社
・卸売市場からの共同仕入：4品目（計4回）
・卸売業者からの共同仕入：13品目（計4回）
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４ 検討委員会及び実証実験運営組織 

（１） 検討委員会 

検討委員会は、実証実験の実施体制や実施方法を検討するため設置したもので、

商工会役員、商業者代表、卸売市場、専門的な知識を有する実務経験者のほか、 
地域住民との協働という観点から、町内会、ボランティア・シルバー組織、NPO
との連携や協力も必要であることから、これら地域コミュニティ関係者を構成員

として加え民間関係者で構成した。 
 

１）名 称    検討委員会「どんぐり村の街あかり会議」 

２）委員会構成   
№ 氏   名 所   属   等 備  考 

1 髙 木 修 一 商工会副会長            委員長 

2 山 内 俊 男 商工会副会長            副委員長 

3 三ツ山  忠 ㈱さらべつ産業振興公社    副委員長 

4 増 田 和 人 商工会商業地域振興対策委員会委員長  

5 真 鍋 清 正 商工会商業部会長  

6 山 田 信 幸 商業者[㈲山田商店 社長]  

7 船 木 静 枝 商業者[㈲フナキ薬房 社長]  

8 太 田 雄 基 商業者[㈱ヤマジョウ 取締役統括部長]  

9 高 橋 利 夫 曙町町内会、シルバーサークル代表  

10 神 原 清 子 若葉町町内会  

11 林  八重子 錦町町内会  

12 鈴 木 輝 子 ボランティア組織(すずらんボランティア代表)  

13 広 瀬 孝 志 特定非営利活動法人どんぐり村サラリ 理事長  

14 佐々木敬裕 帯広地方卸売市場㈱ 関連センター事業部長  

15 佐々木  伸 実務経験者(札幌市・㈱北菜経営研究所)  

1 松 原 法 彰 事務局(村商工会事務局長)  

2 及 川 末 雄 〃 (  〃   指導課長・業務実施責任者)  

3 畠 山  渉 〃 (  〃   主事)  

4 茂松真由美 〃 (  〃   嘱託員・流通業務担当)  
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３）開催状況 
① 第１回委員会 

 ・日時  平成２３年１０月２５日(火) 19:00～20:25 

・場所  老人保健福祉センター 集会室 

・議案 

 

 

 

 

 

・会議の経過 

    はじめに髙木検討委員会委員長、山内・三ツ山副委員長の就任及び各委員を、 

また、これまでの経緯、事業の概要・運営全般について説明し確認した。 

委員として、実務経験者から札幌市の㈱北菜経営研究所 佐々木伸氏を、本 

事業に携わる商工会嘱託員 茂松真由美を委嘱した旨報告した。 

本事業は、移動店舗の他、共同仕入・宅配事業運営を行うこととし、店舗プ 

レオープンは 11 月 4 日、本オープン 5日(土)と決定した。 

実務経験者の佐々木氏からは、本事業に対し参考として道内各地の事例紹介 

があり、特に共同仕入・宅配の進め方についてアドバイスを受けた。 

 

    

 

 

 

 

①検討委員会委員の確認について             

②事業の概要について           

③街なか移動店舗「いどばた」の運営全般について 

④意見交換 

写真／第１回検討委員会の様子。中から左に、実務

経験者/佐々木氏、赤津会長、髙木検討委員長 
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・出席者 

高木修一・三ツ山忠・増田和人・山田信幸・船木静枝・太田雄基・神原清子・ 
林八重子・鈴木輝子・廣瀬孝志・佐々木伸・松原法彰・及川末雄・畠山渉・ 
茂松真由美 
 

② 第２回委員会 

 ・日時  平成２３年１１月２４日(木) 14:00～15:00 

・場所  老人保健福祉センター 集会室 

・議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・会議の経過 

 店舗開店後、様々な課題が浮上、特に出店者からは商品搬出入の省力化、お 

客からは店内通路拡張と商品展示の低設置化が出され、改善対応することと 

した。 

オリジナル製品の開発は、市場との共同仕入を前提として商品展開すること 

とした。 

イベントは諸団体と連動模索、営業時間延長は出店者と要調整とした。 

実務経験者の佐々木氏からは、売上など販売実績データの分析(客単価はコ 

ンビニを若干下回る程度)講評、市場との個性ある商品提案、関連サービス 

(宅配など)の重点取組みについて示唆があった。 

・出席者 

高木修一・三ツ山忠・山田信幸・船木静枝・髙橋利夫・神原清子・広瀬孝志・ 
佐々木伸・松原法彰・及川末雄・畠山渉・茂松真由美 

 

③ 第３回委員会 

 ・日時  平成２４年１月２６日(木) 14:00～15:00 

・場所  更別村商工会館 2 階小会議室 

① オープンから９日目までの経過報告について 
② 売上・消費動向報告について      
③ 新規提案案件について  
・店舗什器の見直し 

・「いどばた」オリジナルパッケージ開発 

・「いどばた」オリジナル食料品開発のご提案 

・イベント展開のご提案 

・閉店時間 

④意見交換 
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・議案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

・会議の経過 

 移動店舗発注のオリジナルメニューは、独自パッケージ寿司弁当。 

共同仕入は、市場から「みかん」を扱い、仕入運賃は無料の旨報告。 

「うまいもんフェア」は、事業告知のためスイーツをメーンにイベント実施、 

アンケートも行った旨、また、サロン「いどばた」も喫茶コーナーとして社 

会福祉協議会との連動設置している旨報告。 

共同仕入商品として市場から「伊予柑・デコポン」、広尾町の卸売業者から 

は「魚=干物」を調達することとした。 

営業時間延長は、既に金曜日１日実施した旨、今後は１月 27 日、2月は運営 

会議で相談し実施予定とした。 

実務経験者の佐々木氏からは、移動店舗は、お客のわくわく感を募らせ、サ 

ロン運営、うまいものフェアとで活気が出ている。 

共同仕入や宅配は不便をサービス向上へと変える要素がある。 

今後、実験店舗運営に当たっては、リーダーの養成と公的支援が必要との認 

識を示した。 

・出席者 

高木修一・三ツ山忠・山田信幸・船木静枝・太田雄基・神原清子・林八重子・ 
佐々木伸・松原法彰・及川末雄・畠山渉・茂松真由美 
 

④ 第４回委員会 

 ・日時  平成２４年２月２１日(火) 19:00～20:25 

・場所  老人保健福祉センター 集会室 

・議案 

 

 

 

① 街なか移動店舗「いどばた」オープンからこれまでの売上報

告について 

② オリジナルメニュー販売報告について 

③ 共同仕入報告について 

④ 南とかち夢街道うまいもんフェア報告について 

⑤ 来場者アンケート報告、継続について 

⑥ 関連団体との連動について 

⑦ 今後の共同仕入について 

⑧ お届けサービスについて 

⑨ 今後の実証実験店舗の運営について 

⑩ 報告書作成について  

①これまでの実績報告について 

②今後の移動店舗、共同仕入、共同宅配事業について 

③実証実験事業「報告書」について 

④その他 
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・会議の経過 

 事務局から「報告書(中間草案)」を基に報告説明。直前までの売上データや 

出店者アンケート結果についても報告した。実務経験者の佐々木氏からは、 

売上実績は悪くはなく冷蔵設備が充実していればもっと伸びたと推測する。 

お客には好評であったし、商業者側としてはニーズの掘り起こしができたは 

ず。 

共同仕入は「旬のもの・特産品」を取扱うことで共同宅配の手掛かりができ 

た。今後の運営は、税務面で有利な「ＬＬＰ=有限責任事業組合」または既 

設の「ＮＰＯ」が有力で、早急に検討を始めるべきとの提案があった。 

他の出席委員から、消費者の立場としては、暖かい場所で買い物ができて、

みんな喜んでくれた、出店者からは課題を検証して早急に共同事業を再開で

きるよう取り組んでいくことで意見が一致した。 

報告書は、今後事務局サイドで完成させ、検討委員らに後日配布することで 

了承を得た。 

・出席者 

赤津寛一郎(商工会長)・高木修一・増田和人・真鍋清正・山田信幸・ 
船木静枝・太田雄基・神原清子・林八重子・広瀬孝志・佐々木伸・松原法彰・ 
及川末雄・畠山渉・茂松真由美 

（２）実証実験運営組織 

１）名 称    運営会議「どんぐり村の街あかり隊」 
２）出店者構成  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎代表 三ツ山 忠              ＊掲載は、店番号順 
 

№ 氏名 事業所名 業種 取扱い商品 

1 若園 栄一 一般社団法人オアシス 小売業 食品スーパー 

2 片岡 俊治 ㈲片岡商店 小売業 米穀 

3 三ツ山 忠 ㈱さらべつ産業振興公社 小売業 道の駅 

4 野矢 譲司 さらべつチーズ工房㈲ 製造業 チーズ製造 

5 赤津 寛一郎 衣料のなかの 小売業 衣料品 

6 今井 良幸 お菓子のニシヤマ 小売業 製菓 

7 船木 静枝 ㈲フナキ薬房 小売業 日用、医薬品 

8 真鍋 清正 真鍋精肉店 小売業 精肉 

9 太田 智範 ㈱ヤマジョウ 小売業 酒、飲料、家電 

10 山田 信幸 ㈲山田商店 小売業 食品スーパー 

11 吉田 美佐子 パン舎 小売業 パン 

12 太田 綱基 心身術整体 和顔 ｻｰﾋﾞｽ業 整体術 

13 砂田 正好 ㈱大樹協同商事 小売業 食品スーパー 
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３）開催状況 
① 第１回会議 

 ・日時  平成２３年１０月２５日(火) 20:30～21:50 

・場所  老人保健福祉センター 集会室 

・議案 

 

 

 

・会議の経過 

 出店希望者から出店確定、出店者代表として運営会議代表、三ツ山忠(さら 

べつ産業振興公社)を決めた。 

事務局から事業全般の方法、条件、諸手続き説明、オープンまでのタイムテ 

ーブルも承認された。 

出店者のうち食品スーパー系 3店の出店は週単位交代制、その他は常時出店 

とした。 

共同仕入事業は、帯広卸売市場と交渉済、仲買人価格で取引可能であること 

や諸条件を報告した。 

宅配事業は、宅配条件・可能商品、宅配日程など確認した。 

実務経験者の佐々木氏からは、各地の移動販売・店舗の事例や運営方法、共 

同仕入については、取扱い可能な商品情報、宅配はトドックの営業実態の説 

明があり取組み方について、また、各出店者の商品搬出入、移動店舗のレジ 

管理方法を、宅配事業では合理的な配達方法(村内周回バス、ボランティア 

の活用など)についてアドバイスを受けた。 

・出席者 

お菓子のニシヤマ・㈱ヤマジョウ・㈲山田商店・㈲フナキ薬房・ 
衣料のなかの・さらべつチーズ工房㈲・㈱さらべつ産業振興公社・ 
㈱大樹協同商事・パン舎・佐々木伸・松原法彰・及川末雄・畠山渉・ 
茂松真由美 
 
② 第２回会議 

 ・日時  平成２３年１０月２７日(火) 14:00～15:10 

・場所  村商工会館 ２階小会議室 

・議案 

 

 

 

 

 

①出店者の確認について             
②街なか移動店舗「いどばた」の出店調整、運営全般について

③意見交換 

①販売品目について             

②「いどばた」出店番号について           

③出店ローテーションについて 

④納品売上伝票と精算処理について 

⑤配達について 

⑥意見交換 
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・会議の経過 

 事務局から、店舗など運営方法について、第 1回に続き再度説明、確認。 

各出店番号付与、年末年始までの出店ローテーション表確認。 

出店各店から店舗什器の借用募集願い。 

店舗設置場所(村公共施設)の使用方法、保健所の許認可取得方、スタンプ・ 

商品券の取扱い協議。 

・出席者  

㈱さらべつ産業振興公社・お菓子のニシヤマ・㈱ヤマジョウ・㈲山田商店 
及川末雄・茂松真由美 
 
③ 第３回会議 

 ・日時  平成２３年１１月２４日(木) 15:00～16:00 

・場所  老人保健福祉センター 集会室 

・議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・会議の経過 

 事務局からオープンから直前までの売上などデータ報告。 

実務経験者の佐々木氏からは、現時点での購買動向の分析として客単価(平 

均 717 円)は、コンビニを若干下回る程度と評価、今後の重点取組みとして、 

消費頻度の高い商品・こだわり一品(共同仕入を通じ)・販促イベント・関連 

サービス取扱い(共同受注・宅配など)を行い「いどばた」の個性づくりを行う 

べきとの指摘があった。 

新規提案案件については、店舗什器の見直しは、高齢者層への配慮と出店者 

の陳列など省力化のため実施することとし、その他事項は要検討課題とした。 

・出席者   

㈱さらべつ産業振興公社・お菓子のニシヤマ・㈲フナキ薬房・㈱ヤマジョウ・ 
㈲山田商店・佐々木伸・松原法彰・及川末雄・畠山渉・茂松真由美 

 

 

① オープンから９日目までの経過報告について 
② 売上・消費動向報告について      
③ 新規提案案件について  
・店舗什器の見直し 

・「いどばた」オリジナルパッケージ開発 

・「いどばた」オリジナル食料品開発のご提案 

・イベント展開のご提案 

・閉店時間 

④ 意見交換 
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④ 第４回会議 

 ・日時  平成２４年１月１１日(水) 14:00～15:00 

・場所  村商工会館 2 階小会議室  

・議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・会議の経過 

 事務局から売上報告、11 月 264 千円・12 月 342 千円(外、共同仕入分 70 千 

円)、その他取次も別途あった旨、共同仕入は、帯広卸売市場からみかんの 

取引があった旨報告。 

来場者アンケート(次回 2月も予定)は、地元高校生徒により実施済み、近く 

て便利・商品が揃っているなどの他、続けてほしいとの声もあり、ロビー交 

流サロンは 12 月 6 日から連動開催中の旨報告。 

フェアは 1月 20・27 日開催、営業時間延長もこれに合わせて試み実施を決 

定した。 

・出席者 

髙木修一(検討委員長)・㈱さらべつ産業振興公社・お菓子のニシヤマ・ 
㈲フナキ薬房・㈲山田商店・衣料のなかの・一般社団法人オアシス・ 
松原法彰・及川末雄・畠山渉・茂松真由美 
 

⑤ 第５回会議 

 ・日時  平成２４年２月２１日(火) 19:00～20:25 

・場所  老人保健福祉センター 集会室 

・議案、会議の経過 

      前述の第 4回検討委委員会記載のとおり 

・出席者 

㈱さらべつ産業振興公社・お菓子のニシヤマ・㈲フナキ薬房・㈲山田商店・ 
真鍋精肉店・㈱ヤマジョウ・パン舎・衣料のなかの・一般社団法人オアシス・ 
佐々木伸・松原法彰・及川末雄・畠山渉・茂松真由美 

 

① 11～12 月分売上報告について 
② オリジナルメニュー販売報告について      
③ 共同仕入報告について  
④ 来場者アンケート報告について 
⑤ 関連団体との連動についての報告 
⑥ 今後の共同仕入について 
⑦ １月、２月のセール、フェア開催について 
⑧ 宅配について 
⑨ アンケート調査について 
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５ 移動店舗設置事業の実証実験 

(１) 検証ポイント 

中心市街地と住民の居住地の分離が進む中、来街者が減少、高齢化の進行とと

もにその回復が難しい状況にあることから、商店街が共同しての新たな業態開発

としての居住区域内での移動店舗の運営に向けた実証実験を行った。この実証実

験では、複数の商業者が商品を持ち寄り、一つの拠点で販売する場合に生じる商

品の重複への対応、商品管理、顧客層に合わせた販売方法の開発、運営手法の検

討など、共同事業としてのメリット、デメリットを抽出し、その解決方法を探る

ことで将来的な事業化の実現を目指すものである。 

 

本実証実験においては、次の項目について検証を行った。 

       検証項目：地区の購買力 

実施体制及び実施方法 

商業者と地域、村行政の連携体制 

(２) 実証実験の実施内容 

１）店舗の概要 

    ア 名 称   街なか移動店舗「いどばた」 

    イ 運営組織  「どんぐり村の街あかり隊」（任意組織） 

ウ 設置場所  

・ 場所   更別村老人保健福祉センター（福祉の里温泉）ロビー 

・ 選定理由 移動店舗設置場所は、次のとおり村の公共施設である医療・ 

福祉（温泉付）エリアや無店舗地区等を考慮して選定した。 

－村内中心商店街から約 800ｍからの距離に位置しており、川を隔て 

た無店舗地区にある。 

－この地区には、診療所やお年寄りのケア施設のほか、お年寄りの支 

援ハウスやシルバーハウスが集合している。 

－交通面では、定期路線バスのバス停があり、村営送迎バスの循環コ 

―ス内に立地している。 

－温泉施設があり、１日当たりの入館者が１５７名(平成 22 年度)程で 

周辺定住者（更別村曙町～３５４人）を含め安定した顧客が見込め

る。 

エ 開設日時と営業時間 

・ 開設日時  毎週火・金・土曜日(週３日間)  
午前１１時～午後４時(開設時間 ５時間) 
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         －プレオープン～平成２３年１１月４日(金) 
         －最終開設日～平成２４年２月２１日(火) 
         －延べ総開設～４３日間 

・ 選定理由  開設日は、移動店舗の設置場所がセンターのロビーで、店

舗を開設する度に各商業者が営業開始前と終了後に商品

の搬出入を行う必要があり個人事業者にとっては負担に

なるため、その負担軽減を考慮した結果、週３日間とした。

曜日はセンターの「生き生き健康クラブ」等公的事業が

火・金曜日に多く来館者が多いこと。土曜日は休日で村外

からも利用者を見込め、出店する商業者は金曜日の翌日も

開設できると生鮮品のロスを抑制できることから、火・

金・土曜日とした。また時間は高齢者が上記クラブ等で来

館した際利用できることを中心に考え、電気代の経費節減

も考慮して、１１～１６時に設定した。 
     オ 販売員     新規流通業務担当者を雇用、その他出店する商業者、ボラ 
            ンティア人材 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真・左／温泉入口ﾛﾋﾞｰ

の行事案内に「いどばた

営業中」の表示 

写真・右／レジ周りと流

通業務担当者 
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  ２） 品揃えと店舗設備 

ア 商品品揃えと出店者 

   ・出店者構成は、食品スーパー３店をメーンに異業種９店、その他サービス

業が１店の１３店が参加している。 
      

出 店 者 名 販 売 商 品 

一般社団法人オアシス 食料品 

㈲片岡商店 米穀 

㈱さらべつ産業振興公社 特産品 

さらべつチーズ工房㈲ チーズ 

衣料のなかの 衣料品 

お菓子のニシヤマ 製菓 

㈲フナキ薬房 日用品、医薬品 

真鍋精肉店 精肉 

㈱ヤマジョウ 酒、飲料品、家電 

㈲山田商店 食料品 

パン舎 パン 

心身術整体 整体（サービス業） 

㈱大樹協同商事 食料品 

 

・利用者への商品品揃えを充実させるため、保健所の許認可について次のと

おり申請、取得した。 

 

○帯広保健所の食品衛生法による許可 

登録業種名 認可番号 
業種許認可 

番号 
登録日 有効期限 

食品販売業 第 23-53 号 - H23 年 11 月 4 日 H30 年 4月 1日 

食肉販売業 
十保生       

第 4-306 号指令 

食衛(食肉)  

第 23-29 号

H23 年 11 月 4 日 H30 年 4月 1日 

魚介類販売業
十保生       

第 4-306 号指令 

食衛(魚販)  

第 23-21 号

H23 年 11 月 4 日 H30 年 4月 1日 

乳類販売業 
十保生       

第 4-306 号指令 

食衛(乳販)  

第 23-37 号

H23 年 11 月 4 日 H30 年 4月 1日 
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イ 店舗設備・什器 
・店舗は、公共施設のロビーラウンジのオープンスペースを借用して運 
営しており、店内配置は次のとおり。 
ただし、開設当初の配置は、来場者の多くが手押し車や車椅子を利用して

いる高齢者であり、棚の高い位置の展示商品は目が届かず、客層から見て

適正でなかったため、第二次で高齢者対策として、通路拡張と商品の低設

置化に設定変更した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真／冷凍庫を完備、

肉・魚も取り揃え! 

写真／陳列棚はﾊﾟﾚｯﾄを使用、2段に。
お年寄り目線で低めに配置。 
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●第一次の店内配置設計（開店時） 

 
                  

 

 

 

 

 

 

当初のレイアウトは、通常の商店、スーパ

ーと同様に商品の種類ごとに展示台や棚

を設置して陳列。陳列棚は最上段で１７０

㎝の高さにあるが、主たる利用者である高

齢者の目線は１４０㎝程度の高さが限界

であり、棚の高い位置の展示商品は、手や

目が届かないという問題点が生じた。 写真／車椅子を利用しての高齢者 
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●第二次の店内配置設計（１１月 9日から配置入替） 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

③ 商品補充・陳列と販売体制 

ア 商品補充・陳列 

 

 

 

・商品在庫は、店舗立地が公共のオープンスペースにあり、在庫保管スペー

スの確保や閉店後の商品管理といった問題があることから、管理各出店が

出店日ごとに搬出入を繰り返すシステムを取らざるを得なかった。  

 

 

手押し車や車椅子を利用し

ている高齢者対策として通

路を９０センチに拡張。冷蔵

棚、冷凍ケース、レジ横棚は

現状のままとし、その他の展

示台は撤去。新たにパレット

を使い、通路に面した側を低

めにして商品の低設置化を

行った結果、お年寄り目線で

の買物が可能になった 
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＜販売体制のフロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜納品・棚卸の流れ＞ 

⇒ 商品は全て各出店者にて値付け済み（シール・スタンプ）で搬入。 

⇒ 搬入時、販売展示の際に、商品点数と単価を記載した納品売上伝票 

に記入、出店者・販売要員両者が納品検品印に捺印の上、販売要員に 

引渡し。 

⇒ 搬出時、棚卸の際に、商品在庫を確認・検品。納品売上伝票に記載後、 

出店者・販売要員両者が在庫検品、捺印の上、店舗要員に引き渡し。   

＊納品数から在庫数を控除したものが売上数（納品数－在庫数＝ 

売上） 

⇒ 商工会管理の出納により、納品売上伝票にて商品単価を元に集計。 

所定手続き後、精算。 

 

イ 販売 

＜販売の流れ＞ 

⇒ 開店前レジチェック 

・つり銭残 

・消耗品（レジロール）等の残量確認および発注 

⇒ 開店中レジ登録 

・出店店舗別レジ登録（部門処理） 

・レシート・領収証はレジスタープリントアウトに担当者が捺印（印 

紙含） 

・どんぐりスタンプ発行・クーポン券、各種商品券利用対応 

        ＊諸経費は、商工会事業費から負担 

＊取次の場合は請求書扱い可 

 

出店者 A 
値付け済み 
商品搬入・搬出 

出店者 B 
値付け済み 
商品搬入・搬出 

出店者 C 
値付け済み 
商品搬入・搬出

出店者 D 
値付け済み 
商品搬入・搬出

出店者 E 
値付け済み 
商品搬入・搬出

更別村老人保健福祉センター（福祉の里温泉）ロビー特設 
街なか移動店舗「いどばた」 
毎週火・金・土曜日（週３日間） 

午前１１：００～午後４：００（５時間稼働） 

各出店者にて開店時間前搬入・閉店後搬出
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⇒ 閉店後レジチェック 

・集計表に売上を記入 

・銭残高確後、集計表に記入 

・レジショート、オーバーを集計表に記入 

・各出店者別の納品売上伝票から売上を算出し集計表に記入（精算手 

続き） 

 

ウ 告知 

 ・チラシ印刷、折り込み 

年月日 内容 新聞折込 ﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ＋余部

H23.11. 1(火) 「いどばた」開店告知 1,200 枚 200 枚＋100 枚 

11. 9(水) 宅配事業開始告知 － 200 枚 

H24. 1. 7(土) 宅配事業の告知 1,200 枚 200 枚＋100 枚 

   1.18(水) 「南とかち夢街道・うま

いもんフェア」告知 

1,200 枚 200 枚＋100 枚 

2.16(木) 「ありがとうフェア」告知 1,200 枚 200 枚＋100 枚 

 

・ポスター印刷、掲出 

年月日 内容 掲出場所 枚数 

H23.10.27(木) 店舗「いどばた」開店 福祉の里温泉他 15 枚 

11. 9(水) 宅配事業開始告知 福祉の里温泉他 15 枚 

H24. 1. 6(金) 宅配事業の告知 福祉の里温泉他 15 枚 

   1.18(水) 「南とかち夢街道・うま
いもんフェア」告知 

福祉の里温泉他 15 枚 

2.15(水) 「ありがとうフェア」告知 福祉の里温泉他 15 枚 

 

・パブリシティー 

○北海道新聞、十勝毎日新聞に記事掲載、広報さらべつに採り上げられた。 

 
３） 実証実験の実施結果 
①売上実績   

    ア 月別実績の推移 
    ・各月の売上状況は次のとおりであり、総売上高 178万円、2,080人の買上

利用があった。 
    ・売上については後述の採算性の検証において詳細を分析するが、大勢とし

ては買上品目では、菓子・パンが首位、次いで加工品・果物・野菜・乳製

品が多くなっている。つまり、日常の食料品にニーズが集中しているのが

分かる。 
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月別 
開設 

日数 
売上高 

平均 

売上高 
買上客数

平均 

客数 
客単価 

H23 年 11 月 12 日 264,249 円 22,021円 408 人 34 人 648 円

12 月 12 日 342,354 円 28,530円 466 人 39 人 735 円

H24 年 1 月 10 日 375,466 円 37,547円 556 人 56 人 675 円

2 月 9 日 476,447 円 52,939円 650 人 72 人 733 円

出店者分計 43 日 1,458,516 円 33,919円 2,080 人 48 人 701 円

共同仕入分計  328,200 円  

合計  1,786,716 円  
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    ・曜日別では、火・金曜日が売上が高く、土曜日は低調であった。金曜日は、

「生き生き健康クラブ」等施設の利用客が多いため、売上につながってい

る。一方土曜日は、施設の公的事業が実施されていないため入館者が少な

いこと、金曜日に買い物した高齢者は翌日来ないこと、また休日で見込ん

だ周辺市町村等の村外利用者も少なかったことから、売上が伸びなかった。

利用者の年齢構成では、６０才以上特に７０才以上の利用が多い。その他

の年齢層では４０～６０才の温泉利用者や施設職員等の利用がある。購入

実績では、高齢者の方が若年層より衝動買いがあるため単価が高い状況。

品目ごとの売上点数、金額は次のとおり。 
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   ② フェア・セールの実施 
    ○ 「南十勝うまいもんフェア、掘り出し市」 

・移動店舗のチラシによる村内告知に際し、ＰＲ効果や話題性により認知度

を高めるため開催。移動店舗の時間延長と合わせて、目玉企画として実施。 
お菓子以外の商品にも目を向けさせる結果となり、購入額が増し、売上は

今までの最高値となった。 
    ・日 時  平成２４年１月２０日(金) 午前１１時～午後７時 

(８時間稼働) 
    ・内 容  南十勝４町村のスイーツ販売 
           －パティスリーウエダ(広尾町) 
           －パティスリー・ナオヤ・ヒロセ(大樹町) 
           －しま菓子舗(幕別町忠類) 
           －お菓子のニシヤマ(更別村) 
          各店の掘り出し市 
 

○ 「ありがとうフェア」 
    ・日 時  平成２４年２月２１日(火) 午前１１時～午後４時 
    ・内 容  幕別町忠類、更別村のスイーツ販売 
          広尾町の海産物 
          「いどばた」参加店の掘り出し市 

 
③ 共同催事の実施 
○ ロビー交流サロン「いどばた」（社会福祉協議会運営） 
・社会福祉協議会が移動店舗と連動した取組として平成２３年１２月６日

（火）から移動店舗開設日に開催。当サロンは、ロビー利用者の中でも、

特に高齢者、子供、子育て世代の積極的な交流を支援することを目的とす

る。サロン利用料１日１００円を支払えばコーヒー、紅茶、緑茶、菓子な

どの提供と、未就学児向けの玩具、折り紙、お絵かき道具が利用可。障害

をもつ子供達との交流も積極的に実施。 
移動店舗は来場者へサロン活動を案内、またサロンで提供される飲食物は

移動店舗で購入。移動店舗の利用が増えるとともに交流の輪が広がった。 
 ・主 催  障害のある子を持つ母親たち３人の会 
 ・日 時  毎週火・金曜日 午前１１時～午後４時 
 ・内 容  喫茶と子供の遊び場としての交流の場提供 
 ・利用料  一人１００円 
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③ 出店事業者の事業結果（12 店のアンケート調査から・複数回答あり） 

ア 良かった点            

     ○共通の良かった点  

      ・お年寄りのニーズが分かった          9/15 

・新たな売上が取れた              4/15 

      ・思った以上売れた               5/13 

      ・工夫次第でもっと売れる            5/13 

      ・今回の条件下としては、うまくいった      4/14 

○各事業者の声 

  ・地域買物弱者対策の支援としては良かったと思う 

・周辺人口から見て、まずまずの売上だと思います。それだけ期待も大 

きいと思います 

 

イ 問題点 

     ○共通の問題点  

      ・日に 2回の(商品搬出入)作業は正直大変だった  7/14 

      ・現状の設備では無理で、店舗施設(資金も含め)をどう整えるか 6/16 

      ・運営母体は誰が担うか             4/16 

写真／交流サロンは毎回大

人気！  
コーヒーを飲みながらの「井

戸端会議」には花が咲いてい

ました… 
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・出店者としてどこまで負担できるか       4/16 

 

○各事業者の声 

 ・売上はレジにより各商店毎管理されているので、商品の確認検品は必 

  要ない。 

・生鮮、日配の売り場面積が不十分。 

・事業ベースとしては難しい。 

 

ウ 今後、移動店舗を再開するとしたら、参加の可否 

・条件が合えば参加する              11/12 

・参加する                     1/12 

 

④ 利用者の声と要望 

    ア 利用者満足度と不満・要望  

     ＜店頭アンケート調査＞ 

・実施日、実施者 

      ○平成 23 年１２月１５日(木)・１８日(日) 

         実施～更別農業高校 生活福祉コース生徒 

          ○平成 24 年１月２４日(火)・２月３日(金) 

             実施～ロビー交流サロン「いどばた」 

    ・配 布  ４７名 

    ・回 収  ４５名 

    ・回答者  年齢～３０代  ３名  ４０代  ４名 

             ５０代  １名  ６０代  ４名 

             ７０代 １４名  ８０代 １４名 

             ９０代  ３名  不明   ２名   

          性別～男性 ５名  女性 ３８名  不明 ２名 

          家族構成～単身 ２０名  同居 １７名 不明 ８名 

 

・アンケートからの声 

〇日頃不便に思っていること 

     －外出そのものが不便 

     －村内で買うと高い 

     －日曜日に開いているお店が少ない 

     －村の施設でゆっくり出来る所がない 

     －雪が降ると外出出来ない 

     －冬場は車を運転しないので買い物が億劫になる 

     －足が弱くなってきたので近い店に行くのも大変 
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     －お金が無いから行けない 

     －対面でお買い物を出来る所がない 

   －喫茶店がなくのんびりお喋りする場がない 

     －週１回 ACOOP で注文配達して貰っている 

      

○「いどばたの」良いところ 

     －近いから買い物が便利 

     －良いとこだらけ 

     －近い 

     －きれい 

     －安い 

     －ちょっと出かけて買えるところ 

     －全てが最高 

     －近くて良い 

     －何でも買えるところ 

     －やってもらっている所が嬉しい 

     －市街にわざわざ行かなくて良い 

     －ちゃんと揃っているところ 

     －自分で食べたいものが選べるので良い 

     －品揃えが豊富で嬉しい 

     －サークルついでに買えるところ 

     －お店一軒一軒回られないので助かります 

     －更別の特産品が集まっているところ 

     －サロンもあってお茶が飲めて良い 

     －パン舎のパンが火曜日に買えるので嬉しい 

     －近くなので重たいものも買えるところ 

     －珍しいものが買えるところ 

     －ちょっとしたものが間に合う 

     －のんびり出来て美味しいお茶やお買い物が出来る 

 

     ○「いどばた」の悪いところ 

     －近くて便利だが間に合わないことがある 

     －椅子を持っていくので少し狭い 

     －前にあったものがなかったり…補助的な位置になる 

     －衣類のサイズが限られている 

     －品数が限られているのが残念 
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     ○「いどばた」への要望 

     －週１回で良い 

     －家まで届けてほしい 

     －必要なものを多くして欲しい 

     －車で売り回って欲しい 

     －このままずっと続けて欲しい 

     －「すもも」のパンを置いて欲しい      

 －お酒を置いて欲しい 

     －夏なら自転車に乗れるけど冬はバスしかない 

     －辞めるなら最初からやらなければいいのに。続けて欲しい 

     －お店があったら利用すると思う 

     －もったいない。ずっとやって欲しい 

     －パン、おやつ、牛乳は続けて欲しい 

     －温泉周辺の人々は便利になったと思う。他地域にも出張販売が 

      あると良いと思う 

     －期待しています 

 

イ 地域での声から [店頭での接客印象]  

・施設内勤務者などから、昼食の弁当がありがたい 

・公共のバス停と村営無料バスがあるので便利 

・診療所、デイサービスなどの利用者には場所が良い 

・付近の居住者(特に高齢者)からは、近くて便利、冬はとても助かる 

     ○「いどばた」の認知度が高まってきており、相応の地域ニーズの 

存在が確認できる。 

 

（３）実施結果の検証 

  １）地区の購買力 
   ・平成 22年国勢調査から今回の移動店舗設置場所(更別村曙町)の地域人口 

は 354人である。(注)曙町は無店舗地区で、特に要対策地域。 
・一方、総務省の平成 22年度家計調査(北海道分・2人以上世帯から抜粋) 
から一人あたりの支出金額(住居・家具・自動車関係など除外)を算出した 
ところ、345千円と算出された。これに地区人口を積算すると 1億 2,200 
万円の購買力が計算される。                    

     ・実証実験実施中の商店街の売上への影響については、商業者からは特に 
影響があったとの声はなく、移動店舗の実施により潜在的な購買力が表面

化したと考えられる。 
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●地区における潜在購買力の推計

年額(世帯) 年額(一人当たり) 曙町 若葉町(曙町隣接)

　穀類 78,708 27,424 9,708,234 5,896,244

　魚介類 90,805 31,639 11,200,338 6,802,465

　肉類 66,729 23,251 8,230,685 4,998,862

　乳卵類 33,387 11,633 4,118,118 2,501,117

　野菜・海藻 97,520 33,979 12,028,599 7,305,505

果物 38,172 13,300 4,708,323 2,859,575

油脂・調味料 36,143 12,593 4,458,056 2,707,577

菓子類 75,840 26,425 9,354,481 5,681,394

調理食品 73,900 25,749 9,115,192 5,536,063

飲料 50,154 17,475 6,186,243 3,757,181

酒類 47,365 16,503 5,842,233 3,548,249

家事雑貨 20,706 7,215 2,553,980 1,551,146

家事用消耗品 29,559 10,299 3,645,953 2,214,350

被服及び履物 130,748 45,557 16,127,105 9,794,711

医薬品 29,732 10,360 3,667,292 2,227,310

健康保持用摂取品 14,173 4,938 1,748,168 1,061,740

文房具 5,416 1,887 668,036 405,728

理美容用品 48,739 16,982 6,011,709 3,651,179

たばこ 23,022 8,022 2,839,647 1,724,645

990,818

一人当たり合計 345,233 345,233

地区人口(人) 354 215

122,212,394 74,225,042

　　＊商品分類及び年額(世帯)は、総務省・平成22年家計調査/北海道分・2人以上世帯から抜粋

商品分類

地区潜在購買額推計

世帯当たり消費合計

 
 
２）実施体制及び実施方法 

 ① 実施体制 
  ・検討委員会は、実証実験の実施体制や実施方法を検討するため設置した

もので、商工会役員、商業者代表、卸売市場、専門的な知識を有する実

務経験者を構成員とした他、町内会、ボランティア組織、NPOとの連
携や協力も必要であることから、これら地域コミュニティ関係者を構成

員として加えて構成。行政機関とは実務面での連携協調を図った。 
今後、実証実験の結果を参考として事業化する場合、今回のような検討

委員会組織を設置してまで検討を行うことは考えられないが、事業化後

に、より良い店舗運営づくりを目指すため、例えば消費者を参集して懇

談会を開催し、客観的な意見を伺うような場を作ることも必要である。 
・運営組織（任意組織）は、移動店舗出店者である商業者等により構成。

移動店舗設置事業と併せて共同仕入事業と共同宅配事業とを一体的に

実施することとしたため、移動店舗の外、後述する共同仕入や共同宅配
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事業も運営し上記検討委員会及び運営組織の事務局を商工会に置いた。 
     ・店頭には販売員として、新規雇用の流通担当者（事務局）の１名体制を

基本とした。しかし、店頭繁忙時は対応が難しくなることから、積極的

な販売体制、宅配等の各種サービス事業を併せて展開するには常態２人

態勢が望ましいものの採算性の点で難がある。     

・多くの業種の商業者側の協力体制により商品のアイテム数が整うことに

より店舗の魅力アップとなり、消費者、利用者に対して、購買意欲を高

めることができることから、今後引き続き実施する場合には、多くの地

域商業者の参加と、連携・協力が必要である。 

・利用者の声を総合すると「近くて便利」「取りあえずの物は揃う」「お茶

が飲める」などミニコンビニ要素の他、特に交流サロンの場を求めてお

り、付加価値サービスとして、今回、移動店舗開催日に「ロビー交流サ

ロンいどばた」を地元の主婦グループが併催、交流の輪が広がった。こ

のような協働の取組みとの連携も重要である。 
 

② 実施方法 
   ・今回の移動店舗における販売方法は、週 3日間各日 5時間の営業であっ

たが、実際に行ったところ顧客層・商品ニーズ・曜日ごとの入館推移・

お客様の期待すること等が情報収集できた。 

・特に曜日については、火、金、土曜日に実施したが、休館日翌日の火曜

日と施設利用者の多い金曜日に利用が多く、土曜日は意外に少ないこと

や、商品ニーズでは、菓子・パン等食料品のニーズが高いことを把握で

きた。 

・今回の実証実験では、商業者 12 店の入店があり平均して 800～900 点の

商品を取扱いした結果、商品構成上良好な条件を整備でき、来店者から

は、概ね満足とは言わないまでも「何でも揃っている」との声が聞かれ

た。今後実施する場合、幅広い業種の商業者の参加と、それによる多様

な商品構成が重要であることを確認できた。 
     ・販売は、現品のみならず移動店舗「いどばた」への取り寄せ、小売店へ 

の取次ぎ・紹介、予約注文、お届けサービス（宅配）などを実施したが 
特に共同仕入した旬の果物や南十勝産水産物を予約注文により店舗宅 
配で販売したところ消費者に大変好評で、移動店舗や宅配事業の売上に 
繋がったことから、移動店舗・宅配事業と共同仕入の一体的な取組みの 
重要性を認識した。 

     ・レジ精算は、今回開設期間が短期で、設備負担を最小限にするとの意 
向から、出店条件は売上金帰属を各商業者としたため、取扱い商品につ

いて毎度検品し、ポスレジなしで出店者と商品分類のみで管理した。こ

の方法では管理上煩雑となったことから改善が必要である。 
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     ・店内での商品情報や欠品発生は、販売員を通じて速やかに各出店者に伝 
え対応することが必要である。 

     ・販売員は、来店する高齢者と直ぐ顔馴染みになり、親(母)子のような繋 
がり、想いで応接することが多く、店に来てお話しできるところとして 
定着してきた。高齢の利用者と販売員とのふれあい等の大切さも大きな 
付加価値の一つとして認識するところとなった。  

 
３）採算性 

   ①販売実績 
    ア 月別・アイテム別販売実績 

・売上高１，７８６，７１６円で、開催日数４３日間であることから、1

日当たりの売上額は４１，５５２円となった。 

・また月別の１日当たり売上額の推移は増加傾向にあり、１１月～１月は

２～４万円台であるが、２月は約７万５千円となり大幅に増加した。 
・月別の推移が増加傾向となった要因としては、事業の実施当初に行って

いた新聞折込みチラシを１月に入って復活したことや、共同仕入商品と

して２月から干魚を導入したこと、最終開設日のありがとうフェアの売

上が貢献したものと考えられる。 
・次にアイテム別の売上状況では、菓子やパンが多くこの２品目で全体の

約３割を占め、次いで加工品、干魚、果物、衣服類、乳製品の順となっ

ており、移動店舗の主な利用者である高齢者は、生活必需品の中でも 
食料品のニーズが高いことが伺える。特に、村内で従前は取扱いの少な

かった干魚のニーズが２月の売上のみで上位に入っており、利用者にと

って魅力的な品揃えがいかに重要かを物語っている結果となった。 

    

　○ 月別・アイテム別販売実績             （単位：点、円）

区分 品目 米 野菜 果物 肉 魚 麺類

点数 3 75 108 46 2 22

金額 2,605 8,848 34,684 9,646 1,030 3,729

点数 2 106 92 60 0 26

金額 960 16,007 29,013 9,884 0 4,522

点数 5 143 108 50 1 26

金額 4,565 23,195 37,465 8,126 198 4,708

点数 5 183 155 106 2 29

金額 1,565 27,264 45,356 17,372 774 4,981

点数 15 507 463 262 5 103

金額 9,695 75,314 146,518 45,028 2,002 17,940

１１月

１２月

１月

２月

合計
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区分 加工品類 乳製品 飲料 パン 米飯類 菓子 調味料類

92 76 12 260 6 271 9

23,688 18,628 4,562 35,378 1,115 52,770 2,217

137 91 17 415 38 265 9

35,815 22,121 6,190 55,748 11,648 49,149 1,720

166 104 46 517 50 418 12

36,403 22,280 8,820 74,022 15,000 70,533 3,200

225 146 50 647 66 496 7

53,087 34,613 6,920 90,422 19,260 89,736 1,878

620 417 125 1,839 160 1,450 37

148,993 97,642 26,492 255,570 47,023 262,188 9,015

１１月

１２月

１月

２月

合計
 

   

区分 洗剤類 医薬 日用品 文房具 衣服類 服飾品類 取次

15 9 30 7 20 36 3

4,535 5,226 11,190 818 23,778 19,802 14,319

6 5 55 13 23 32 8

1,993 5,028 22,052 3,741 40,319 26,059 5,934

26 9 65 14 7 17 5

10,111 4,591 24,894 1,796 18,460 6,555 4,143

6 9 74 10 23 2 4

1,807 8,085 24,809 1,587 44,460 1,155 13,900

53 32 224 44 73 87 20

18,446 22,930 82,945 7,942 127,017 53,571 38,296

１２月

１１月

１月

２月

合計
 

   

区分 玉子 柑橘 菓子 干魚 合計
売上表の
合計値

1日平均
売上高

256 1,102

60,542 264,249

2 16 0 0 265,637 1,418

385 54,000 0 0 114,771 396,354

3 9 226 0 452,481 2,027

544 36,350 38,900 0 154,051 450,716

7 15 0 297 1,790,226 2,564

1,316 53,500 0 145,450 297,578 675,397

12 40 226 297 2,508,600 7,111

2,245 143,850 38,900 145,450 626,942 1,786,716

１１月

１２月

２月

合計

※取次金額は未加算、「柑橘・菓子・干魚」は共同仕入

22,021

33,030

45,072

75,044

41,552

１月

 
 

    イ 客単価 

・売上高１，７８６，７１６円で、買上客数が２，０８０人となったこと

から、客単価は８５９円となった。 

・また月別の推移では、平均客数は増加傾向にあり、客単価も１月で若干

減少したものの、２月は千円を超える結果となった。 

・２月には高単価の柑橘系の箱売りが好調であったことが影響したものと

考えられる。 
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　○ 月別・客単価実績 　　　  　（単位：日、円、人）

区分 営業日数 売上高 買上客数 平均客数 客単価

11月 12 264,249 408 34 647.7

12月 12 396,354 466 39 850.5

1月 10 450,716 556 56 810.6

2月 9 675,397 650 72 1,039.1

計 43 1,786,716 2,080 48 859.0  
 
   ②採算性の検証 

・取扱２４品種毎の祖利益（各品種により２０～３０％の間、個別の祖利益率

は各参加店の特定がされるため秘匿した）と売上総額との比較から実証実験

における平均祖利益率を２３．１２％と算出、期間中の祖利益は４１３千円

であった。 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月

店舗用消耗品代 29,790 0 26,410 1,040 0 2,340

事務用品代 3,748 0 3,748 0 0 0

チラシ印刷代 72,250 16,800 4,300 6,000 25,200 19,950

ポスター印刷代 5,250 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050

チラシ折込料 24,672 6,168 0 0 12,336 6,168

電話料 24,000 3,000 6,000 6,000 0 9,000

電気料 9,611 0 2,117 2,648 2,803 2,043

店舗設置場所使用料 25,648 0 6,549 7,094 7,094 4,911

冷蔵庫・冷凍庫・レジ、レンタル料 206,000 0 51,500 51,500 51,500 51,500

諸経費（送金手数料、コピー等） 19,780 8,355 3,610 0 4,665 3,150

合　計 420,749 35,373 105,284 75,332 104,648 100,112

　　　　（単位：円）

実　績　内　訳 実績額
月　別　内　訳

　※１０月は準備期間、店舗造作等に係る初期費用は含めていない

　○ 期間中の運営直接経費内訳　　　　

 
 

・また、実験期間中の運営直接経費は４２０，７４９円であり、これを営業日

数（４３日間）で単純計算すると、１日当たり９，７８５円となり、この運

営直接経費をまかなうためには、単純計算で１日あたり４２，３２３円の売

上が損益分岐の目安となると考えられるが、さらに人件費が必要であり仮に 

１時間当たり７０５円（北海道地区最低賃金額を参照）、１日８時間就労と

しても５，６４０円の加算となり、これをまかなうために必要な損益分岐と

なる売上の目安は１日当たり６６，７１８円以上となることがわかる。 
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・同程度の売上を上げるためには、平均買上客数を７８人程度見込めることが

必要となる。（購買客層から飛躍的な買上客単価の増加は見込めないと思わ

れる） 
   ・今回の実験では火・金・土の週３日間の開設であったが、それぞれの曜日別

の平均売上は、火曜日が４５，０６３円、金曜日が５２，６２３円、土曜日

が２６，７１７円と、月曜が施設（老人保健福祉センター）休館日にあたっ

ていたことから、翌日の火曜日と館内行事が行われる金曜日が比較的売上が

良い状況にあり、実際のビジネスモデルの構築に向けては、店舗設置場所及

びその周辺環境における集客状況を確認の上、営業日や営業時間の設定を行

うことが不可欠である。 
・これまでの検証により、販売拠点を設けての事業化に向けては、一定程度の

顧客集積が必要ではあるが、一定の地域において取扱いの少ない商品を導入

することで潜在需要を掘り起こすことの可能性も確認された。 
さらに商業者のみによる直営方式ではなく、地域の住民組織や社会福祉分野、

行政機関との連携による協働方式での運営ならば、より小規模な顧客集積で

もある程度の運営が見込めることも確認された。 
 今後は地域の実態に応じた運営手法をいかに編み出していくかが最も重要

であると思われる。       

    
４）今後の事業展開に向けた課題等 
・採算性の面からは、今回の実験結果では１日の平均買上客数４８人、客単価

８５９円では直接経費をまかなうのが精一杯で、人件費までをカバーできな

かったという結果に至っており、実際の事業化に向けては、単純な商業ベー

スだけでなく、今回併設したロビー交流サロンの団体やＮＰＯ、お年寄りグ

ループ等コミュニティ・グループとの協働による運用や町内会組織による運

営をサポートするいわゆるコミュニティビジネスとしての形態での展開も

 ＜直接運営時の損益分岐＞   

 １日当たり売上高目安   

                 66,718 円  ＜人件費を考慮しない損益分岐＞
  

    1 日当たり売上高目安 

                         42,323 円 
  

人件費      
＠705×8h=5,640円 

     

運営直接経費         

       9,785円      
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検討の余地があることから、地域商業者、地域コミュニティ関係者等による

自主的な取組みの推進とともに、村商工会の強いリーダーシップや、村行政

との連携・支援のもと、体制づくりを進めることが必要である。 

・また設置場所としては初期投資の軽減やスペースの借上料金の点から、公共

的施設での開設の可否が大きな要素と考えられ、今回の実験においても、福

祉の里温泉ロビーが一番の適所として、利用者周辺から評価を得るとともに、

経費面においても圧倒的に有利であり、今後は公共設備の占有使用について

村行政側との協議を進めていくことが必要との結論に至っている。 

・なお、今回の移動店舗の実証実験が終盤に入った頃、特に高齢者の女性から

閉店を惜しむ声が続出。彼女らは店に立ち寄り「商品を手に取り」買い物を

楽しみ、旧知の友と「語り」、時には「仲間との再会」があったりと、高齢

者からの継続への要望が高く、ある程度の利用見込みも想定されることから、

当村商工会としては、今回の実証実験から得られた消費者ニーズなどの各種

データ等を参考にし、運営組織や人件費、設備費等の必要経費等、継続可能

な運営のあり方について、来年度事業の中で本格的運用が果たせるよう商業

者、関係団体、村行政と連携を進めながら解決策を模索していくこととして

いる。 

 
６ 共同仕入事業の実証実験 

（１）検証ポイント 

近年当地域に営業や配達を行ってきた卸売業者の撤退や廃業が増加し、小売店

の仕入環境が悪化していることから、円滑な仕入れを図るための検討方策の検証

として、卸売業者と商業者が連携した共同仕入事業の実証実験を行った。 

      共同仕入は、帯広地方卸売市場㈱食品関連総合センターと、広尾町の水産物卸

売業者ファミリーふせの協力を得て実施し、卸売市場と水産物卸売業者との２事

例の実証実験を実施することができた。 

      この実証実験では、複数の商業者の仕入商品をとりまとめて共同仕入すること

で、実施体制や卸売業者と商業者との連携体制などについて検証することによ

り、地域流通円滑化の方策として「共同仕入」の実現を目指すものである。 

      本実証実験においては、次の項目について検証を行った。 

       検証項目：実施体制 

卸売業者（卸売市場・地方の卸売業者）と商業者の連携体制 

実施方法 

（２）卸売市場と商業者が連携した共同仕入 

 １）実証実験の実施内容 
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 ・共同仕入を行う卸売業者は、新鮮な青果物や水産物が仕入でき、またその

他加工食品、日用品等の品揃えが豊富であることなどから、帯広地方卸売市

場㈱食品関連総合センターとした。（同センターは、市場と取引している仲

買人以外の小売業者や食材を扱う事業者などが仕入できるよう、開設された

ものである。） 

        卸売市場 ：帯広地方卸売市場㈱食品関連総合センター 

      参加商業者：１１社(最大) 

○ 実施年月日及び仕入商品等一覧表 

実施年月日（曜） 仕入商品名及び数量 参加商業者 

平成23年12月23日(金) みかん  ２１箱 ６社 

平成24年 1月27日(金) 伊予柑   ８箱 

デコポン  ４箱   計12箱 

１１社 

 2月 3日(金) デコポン  ３箱 １１社 

2月10日(金) デコポン  ７箱 

伊予柑   ５箱 

土佐文旦  ２箱 

みかん   ２箱  計16箱 

１１社 

 

延べ４日 計 - 

 

○ 共同仕入事業の実証実験のフロー 食品関連総合センター＝市場センター 

商品・数量の決定 

（各商業者） 

  

→ 
市場センターに

発注（事務局）

  

→ 

市場センターが 

受注 

（市場センター） 

  

→

 

受注商品の  

小分け 

（市場センター） 

  

→ 更別に配送 

（市場センター）

  

→ 

  商品受取り 

  (いどばた)  

   販 売  

（各商業者･いどばた）

  

 

２） 実証実験の実施結果 

① 実施体制 

     ・共同仕入事業の実証実験の実施に際しては、検討委員会で、実施体制や実施

方法について検討を行うとともに、運営会議で具体的な内容を検討し、その

結果次のとおり実施することとした。 

 

   ＜共同仕入・共同販売方法＞ 

   ・移動店舗出店者の中から共同仕入の参加者を募集 
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   ・共同仕入参加者から、共同仕入商品の希望商品募集、一括発注 

   ・移動店舗もしくは自店で販売 

・共同仕入商品代は、納品から３日以内回収とし資金預りはない 

   ・売上金から発生する収益は、共同仕入参加者に分配  

 

       ○ 共同仕入実施方法（フロー） 

共同仕入参加者 
    

共同仕入 

 

販 売 

（移動店舗・ 

いどばた） 

（自店） 

 

  → 共同仕入費用 
 

  →  出店者Ａ  

  

  出店者Ｂ  

   ← 売上金分配 ← 

 出店者Ｃ   

 

 

② 卸売市場と商業者の連携体制 

   ・共同仕入にあたっては、卸売市場と商業者の連携体制づくりが重要であるこ

とから、卸売市場に検討委員会の構成員として参加出席を要請した。 

   ・また商業者等関係者が卸売市場を訪問し事前打合せを実施するとともに、現

地視察を行って市場に対する理解を深めた。 

      ・卸売市場との打合せの結果、食品関連総合センターの配送ルートの利用、配 

送に際しての商品の小分け、少量の発注も可能、商品情報の提供等について、 

協力を得られることとなった。 

 

③ 実施方法  

      ア 仕入商品 

        ・運営組織事務局（商工会）が、各商業者の仕入希望商品を聴取。毎週金曜

日の市場食品関連総合センターの配送ルートを利用(無料)するため、毎週

水曜日までに仕入商品と数量をとりまとめる。 

 

    イ 発注方法 

        ・運営組織事務局が、市場食品関連総合センターに、配送日の前日である木

曜日午前中までにＦＡＸで発注。 

 

    ウ  商品仕分 

        ・市場食品関連総合センターは受注後、配送に際して商品の小分けを実施。 

 

    エ  配送方法 

        ・配送コストの削減のため、市場食品関連総合センターの毎週金曜日の帯広 
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広尾間配送ルートを利用。市場から更別の移動店舗に配送。個店は移動店 

舗で商品受領。 

・センターの配送車は通常貨物車であるが、今回は酷寒時季と重なったため

センターの配慮により保冷車での対応があり、鮮度の高い商品が納入され

た。 

    オ  販売方法 

        ・共同仕入商品は、主に金曜日と土曜日に実施する移動店舗及び各自の店舗

で販売するとともに、移動店舗の予約注文販売及び宅配商品として販売。 

特に１～２月の移動店舗では、デコポンや伊予柑を季節の目玉商品として

販売、消費者から好評を得た。 

 

３）実施結果の検証 

   ① 実施体制 

   ・共同仕入事業は、移動店舗や共同宅配と一体的な取り組み実施としたため、

移動店舗運営組織体制により実施した。 

   ・移動店舗との一体的な取り組みにより、共同仕入商品の各商業者のとりま

とめや卸売市場への発注は、移動店舗の販売員でもある流通担当者（事務

局）が、移動店舗を開設していない水曜日と木曜日に対応したが、今後移

動店舗の常設化の検討により、対応できない場合も考えられる。 

・また今後共同仕入事業の取組み推進の強化を図るため、移動店舗設置事業

等の運営組織とは別の運営組織を立ち上げて、共同仕入事業の単独実施も

考えられるが、旬の青果物など共同仕入商品を移動店舗や宅配事業で販売

し、各共同事業の連携による売上向上等波及効果が見込まれることや、人

的体制や必要経費の効率化など運営面を考慮すると、現状としては、引き

続き移動店舗や共同宅配事業と一体的に取組み実施する体制が、今後の運

営組織として適している。 

 

② 卸売市場と商業者の連携体制 
   ・今回の卸売市場と地域商業者が連携した共同仕入事業は、地元十勝地域の卸

売市場と地域商業者との結びつきを深める取組みとしても位置づけられる

ことから、連携体制づくりが重要である。 

   ・しかし現状として当市場から仕入している地域商業者は非常に少なく、地元

の市場でありながらその理解も不足しているため、卸売市場と商業者との連

携方策の検討が必要となった。 

   ・商業者側からは卸売市場から特に旬のものを求めており、その他市場が有す

る豊富な品揃え商品の情報提供も求めている。このため今回は、市場と商業

者との間の商品情報等調整は、運営組織事務局が対応したが、今後事業を実

施する場合には、的確な商品情報の提供など連携調整機能を果たすことがで
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きる、運営組織体制やスタッフが必要である。 

・市場側としても今回地域商業者との取組の協力・支援のため、配送ルートの

利用、小ロットの仕入れ、いつでも共同仕入の注文対応可等、連携体制づく

りに向けての対応があったが、今後更に共同仕入の取組推進を図るために

は、商業者が常時求めている季節や旬の商品など魅力ある商品をきめ細かく

情報提供することが必要である。 

・今後事業化の際には、新たな運営組織による実施が想定されるが、引き続き

卸売市場と連携した共同仕入の取組推進のため、消費者ニーズや旬の商品等

の情報交換や、日頃から様々な機会を利用して市場との交流を図る中で結び

つきを深めることが必要である。 

         

   ③ 実施方法 

   ア  仕入商品 

      ・各商業者の連携により共同仕入事業を開始するに当たっては、各商店におけ

る販売商品との兼ね合いや、商品の仕入価格の問題等から、どのような商品

を共同仕入れしたらよいのかが、大きな検討のポイントとなった。 

   ・検討を重ねた結果、市場から新鮮な青果物等を仕入れできる優位性を生かす

とともに、商業者側としては、旬のもの・季節的なもので消費者ニーズの高

い魅力的な商品の仕入れ重視が、共同仕入商品として最も適しているとの結

論に達した。特にこれら共同仕入商品は、移動店舗や宅配事業での予約販売

を実施した結果、売上増の波及効果として結果も出ていることから、共同仕

入の最もメリットある商品決定方法と考えられる。 

   ・今回の実証実験では、時期的に消費者ニーズの高いみかん等柑橘系４種類の

商品を共同仕入商品として決定したが、小ロットによる多種類の商品仕入れ

も可能であったものの調整に時間がかかったため実施できず、移動店舗や特

に各個店の品揃えの充実までには至らなかったため、今後市場との共同仕入

を推進するためには、市場からの的確な商品情報の提供と各商店の仕入希望

商品を速やかに連絡調整できる、体制づくりが必要である。 

 

   イ 発注方法 

      ・市場食品関連総合センターとの打合せにより、ＦＡＸによる発注方法とした 

が、両者の発注業務処理が軽易に実施できること、また発注に要する経費な 

どを勘案すると、現状としてはＦＡＸが最も適した方法と思われる。 

 

   ウ 商品仕分 

      ・配送に際しての商品の小分けは、市場食品関連総合センターの協力により実

施となっていたが、今回の仕入商品では実績がなく、結果を検証することは

できなかった。 
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   エ  配送方法     

      ・市場食品関連総合センターの配送ルート活用により、配送コストが不要とな

り、各個店の仕入と比較して配送コストの削減が図られるため、商業者にと

ってメリットが大きい方法である。 

・センターの配送車は通常の貨物車であるため、今後温度管理を要する商品を

市場から共同仕入を行う場合は、別な配送方法の検討が必要となり別運送業

者を利用すると配送コストも要することとなるが、現状としては、配送日が

毎週金曜日に限られるものの、センターを使ったメリットある配送ルートの

活用を前提とした中での実施が効果的・効率的と考える。 

 

   オ  販売方法 

   ・今回の共同仕入事業は、移動店舗や共同宅配と一体的に取り組みを実施し

た。従って共同仕入商品の販売方法は、各個店でも販売したが中心となっ

た方法は、移動店舗や宅配での販売、特に予約販売である。 

・今回の実証実験の結果からも、今後事業化を検討する際には、予約販売を

重視すべきと考えられる。その理由としては、共同仕入の発注量の読みが

難しいという状況の中で、あらかじめ目玉商品として消費者にＰＲし、移

動店舗や宅配の予約販売とすることで、ある程度必要量が把握でき、販売

量的にも保管場所的にも無駄のない仕入れが可能となることや、消費者に

とっても魅力ある商品を確実に購入できることから、商業者にとっても消

費者にとっても最もメリットある方法と考えられる。 

 

     カ 採算性 

   ・共同仕入に関しての経費は、今回通信費、事務消耗品費など事務経費を除 

いて殆ど支出はなかった。実際仕入代金決済の送金手数料のみ軽微であり、

物量が少なかったこともあり分析のレベルに達しなかった。 

・運送費は、更別までの配送を市場食品関連総合センターの無料定期ルートを 

活用し、各個店での販売する商品は、商業者が配送先の移動店舗へ引取りと

したため、運営主体としてのコストは、掛からなかった。 

・全体としては、実際運用する場合、通信費・消耗品費・給料賃金・車輌関係 

費・支払手数料などが必要であると考えられるが、今回商工会が担った運営

組織事務局の設置が事業化に向けての必須条件になると思われ（とりまとめ

役が不在では実際の身動きができない）、当該事務局をどのように運営する

かによってコスト面で大きな違いが出てくるとともに、商業者による当該経

費の分担をどのように課していくかが最大の課題といえる。 
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（３）地方の卸売業者と商業者が連携した共同仕入     

  １）実証実験の実施内容 

        共同仕入を行う卸売業者は、十勝港を擁する広尾町で新鮮な海産物を取り扱

っており多様な鮮魚等の取引を行うことができること、広尾町商工会から紹介

を受けたこと、物流も毎日広尾帯広間を広尾町の便利屋が営業しており必要な

商品は随時確保でき、コストにおいても１回当たりは共同で行うことで高負担

とはならないで実施できることから、下記卸売業者とした。 

       卸売業者 ：広尾町 ファミリーふせ 

     参加商業者：１１社 

○ 実施年月日及び仕入商品等一覧表 

実施年月日（曜） 仕入商品名及び数量 参加商業者 

H24. 2. 3(金) たら        １枚 
宗八       １１枚 
なめたカレイ    １袋 
八角       １３袋 
さんまみりん干し ４１枚 
ほっけ       ６枚 
にしん       ８枚 
鮭とば       ４袋      計 85点 

１１社 

2. 4(土) 赤魚        １枚 

ほっけ       ５枚 

つぼだい     １５枚      計21点 

１１社 

2.11(土) たら        １枚 

宗八        ５袋 

なめたカレイ    ５袋 

あかカレイ     １枚 

八角       １０袋 

さんまみりん干し ３６枚 

シマほっけ     ７枚 

真ほっけ      ６枚 

にしん       ５枚      計76点 

１１社 

2.21(火) たら       １３枚 

宗八       ２２袋 

なめたカレイ   １３袋 

あかカレイ     １枚 

八角       １２袋 

さんまみりん干し ８１枚 

シマほっけ    ３３枚 

にしん      １６枚   

つぼだい     １１枚      計202点 

１１社 

延べ４日 計        384点 - 
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       ○ 共同仕入事業の実証実験のフロー 

商品・数量の決定 

（各商業者） 

 

→ 
ファミリーふせ 

に発注（事務局）

  

→

ファミリーふせ 

が受注 

（ファミリーふせ）

 

→

 

受注商品の小分け 

（ファミリーふせ） 

 

 → 更別に配送 

（ファミリーふせ）

 

→

 商品受取り 

(いどばた) 

  販売   

（各商業者･いどばた） 

  

 

 ２） 実証実験の実施結果 

  ① 実施体制 

     ・共同仕入事業の実証実験の実施に際しては、検討委員会で、実施体制や実施

方法について検討を行うとともに、運営会議で具体的な内容を検討し、その

結果卸売市場との共同仕入と同様の方法で実施することとした。 

   ・また、既に卸売市場との共同仕入を実施していたことから、新たな業者との

実施に際しても円滑に実施できた。 

 

   ＜共同仕入・共同販売方法＞   ＊帯広地方卸売市場の場合と同じ 

    

     ○共同仕入実施方法（フロー図） ＊帯広地方卸売市場の場合と同じ 

 

 ② 地方の卸売業者と商業者の連携体制 

   ・共同仕入にあたっては、卸売業者と商業者更には運営組織（事務局商工会）

との連携体制づくりが重要であることから、南十勝商工会の広域連携を有効

に活用し当会と広尾町商工会、卸売業者の三者が綿密に打ち合わせ実施信用

を築いてきた。 

   ・卸売業者との打合せの結果、配送に際しての商品の小分け、少量の発注も可

能、納品ルートは毎日運行している便利屋を利用 (着払い) すること、仕入

代金の清算は掛、商品情報は随時提供等について協力を得られることとなっ

た。 

 

  ③ 実施方法 

     ア 仕入商品 

      ・運営組織事務局が、各商業者の仕入希望商品を聴取。毎週水曜日に仕入商品

と数量をとりまとめ。 

 

   イ 発注方法 

      ・運営組織事務局は、ファミリーふせに、配送日(金曜日)の前々日である水曜 
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日１７時までにＦＡＸで発注。 

 

   ウ 商品仕分 

      ・ファミリーふせは受注後、配送に際して、商品の小分けを実施。 

 

   エ 配送方法 

      ・配送はコストの削減のため、配送日の朝、広尾帯広間を営業ルートとしてい

る便利屋を利用。荷受け場所は更別の移動店舗。個店は移動店舗で商品受領。 

 

   オ 販売方法            

    ・共同仕入商品は、主に金曜日と土曜日に実施する移動店舗及び各自の店舗で 

販売するとともに、移動店舗の予約注文販売及び宅配商品として販売。 

特に２月の移動店舗では、予約を含め目玉商品として集中販売、消費者から

は鮮度や型が良かった等の声があり好評を得た。 

 

 ３） 実施結果の検証 

  ① 実施体制 

      ・前述した卸売市場と連携した共同仕入と同様、移動店舗や共同宅配事業と一

体的な取り組み実施としたため、移動店舗運営組織体制により実施した。 

・地方の卸売業者と商業者が連携した共同仕入の実施体制に関しての検証は、

前述した卸売市場との共同仕入と同様の内容である。 

 

  ② 卸売業者と商業者の連携体制 

   ・卸売市場と連携した果物の共同仕入実施を契機として、次の共同仕入商品を

検討した結果、魚を選定。広尾産の水産物について共同仕入を実施としたた

め、広尾町商工会を通じて卸売業者の紹介を受け共同仕入を開始した。 

   ・このため地元の商工会を通じた卸売業者との共同仕入であることから、南十

勝の２つの地域が連携した取り組みとしても位置づけられ、更別村商工会と

広尾町商工会との広域交流体制が既に構築されている中から、当該地域の卸

売業者との連携・協力に発展した取り組みであり、今回の取り組みに際して 

        も連携体制の構築が容易であった。 

・このため今後共同仕入の推進を図るため、新たな仕入ルートを開拓すること

とし、例えば魚のニーズが高いため、太平洋と魚種が違うオホーツクや日本

海の水産物を共同仕入する場合、日頃連携関係がないとしても当該地域商工

会を通じて最適な卸売業者の紹介を受け、当該地域の卸売業者と連携・協力

が図られるよう、商工会を窓口とした共同仕入の地域間連携の実施が必要と

考えられる。 
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  ③ 実施方法 

   ア  仕入商品 

   ・卸売市場と連携した共同仕入の実施を契機として、共同仕入商品の検討を行

った中で、地元産の水産物の消費者ニーズが高いとして決定した、 

・卸売市場との共同仕入で前述しているとおり、商業者側としては、旬のもの・

季節的なもので魅力的な商品が共同仕入商品として最も適していると結論

づけた。実際移動店舗や宅配事業での予約販売も好調で売上増の波及効果も

あることから、共同仕入の最もメリットある商品決定方法と考えられる。 

・こうした考え方のもと、今回の実証実験では、シーズン物の宗八をはじめ、

更別ではあまり店頭に並んでいない、八角・さんまみりん干し等を共同仕入

商品としたが、今後当該卸売業者との共同仕入を推進するためには、卸売業

者からは商品入荷や製造状況の情報提供や、商業者からは移動店舗や宅配で

の消費者の反応等の情報交換を行っていくことが必要である。 

 

   イ 発注方法 

      ・ファミリーふせとの打合せにより、ＦＡＸによる発注方法としたが、発注量

の状況や発注に要する経費、またその受発注業務に係る対応者などを勘案す

ると、現状としてはＦＡＸが最も適した方法と思われる。 

   ・なお、今後新たな仕入れルートとして開拓した卸売業者と、当地域の運営組

織のＩＴ機器の整備状況等によっては、インターネットによる受発注システ

ムの導入も考えられる。 

 

   ウ  商品仕分 

      ・配送に際しての商品の小分けは可能であったが、今回は、発注量が少ないた

め実施はなく、結果を検証することはできなかった。 

 

   エ 配送方法 

      ・共同仕入商品は、広尾帯広間を営業ルートとしている便利屋を利用したが、 

各個店の仕入と比較して、共同化により配送コストが軽減されることから、

商業者にとってのメリットが大きい。 

・また、卸売業者が更別への到着日前日に干物にした魚が届けられることで、

鮮度の高い商品を入荷でき、予約販売等で購入する消費者にとってもメリッ

トが大きい。 

   ・今後の事業化の検討に際して広尾からの配送に関しては、各商業者の輸送

コストの負担も共同化により軽減されることから、現状の配送方法での対

応を基本とした検討を進めていく。 
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   オ  販売方法 

   ・地方の卸売業者と商業者が連携した共同仕入の販売方法に関しての検証は、

前述した卸売市場との共同仕入と同様の内容である。 

   ・魅力ある商品を移動店舗であらかじめ利用者にＰＲして予約を受け付け、共

同仕入を行い、移動店舗や宅配で販売という方法に、共同仕入と移動店舗や

宅配事業との一体的な取組の重要性を認識する。 

 

カ 採算性 

・地方の卸売業者と商業者が連携した共同仕入の採算性に関しての検証は、

前述した卸売市場との共同仕入と同様の内容である。 

・運送費は、更別までの配送を広尾-帯広間の便利屋を利用したため、卸売市

場との取組み事例と違って、運営主体として配送コストを要したが、１１社

共同で負担となるため、売上原価への大きな上乗せとはならなかった。地方

の卸売業者との採算性を考える場合、運送費などのコストを軽視できない

が、それよりもより良い商品(旬のもの、地方の特産品)をいかに見出すかに

掛かっており、卸売市場の場合と同様に運営組織化と経費分担が事業化に向

けての大きな課題といえる。 

 

（４）今後の事業展開に向けた課題等   

１）実施体制 
    ・継続的に取り組みの実施が可能となる運営主体を検討し、安定的な実施体 

制の構築が必要である。 

・共同仕入事業だけでは人的や経費等の面で運営体制を構築することは難し

いことから、移動店舗事業や共同宅配事業と一体的に実施することを踏ま

えて、運営組織の検討が必要である。 

・実施体制や運営主体の強化を図るためには、今回の実証実験と同様、地域

商業者の多数参加と連携・協力による体制づくりが必要であるとともに、 

         卸売業者の協力・支援が重要であるので、継続的に取組実施が可能となる

よう、卸売業者と商業者との連携体制づくりが必要であり、特に、豊富な

品揃え商品の中から、特に魅力的な商品を見いだし、商業者に情報提供し

ていく仕組みが必要。         

        ・今回の実証実験で得られた卸売業者との協力関係を維持しつつ、更に共同

仕入の取組展開を図るための具体的な方策としては、商業者側からは消費

者ニーズの情報提供を図るとともに、卸売市場等卸売業者側からは、商品

を直接見て仕入れできない商業者のため、きめ細かな商品情報の提供が必

要である。 
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２）実施方法 

 ・共同仕入した旬のものや特産品が消費者に好評で、移動店舗や宅配事業の

売上増に繋がることから、今回実証実験として実施した卸売業者等との連

携体制を維持しつつ、他の卸売業者との共同仕入も検討し、新たな仕入れ

ルートの開拓が重要である。 

        ・卸売市場と連携した共同仕入について、今回の実証実験では各回１種から 

数種類の商品を比較的大量に仕入する方法で実施したが、少量での発注も 

可能であり、卸売業者の廃業等により商業者の仕入が困難となった商品の

仕入対策等として、少量多品種の共同仕入の検討が必要である。 

・共同仕入を実施した場合、新たな仕入ルートの確保による仕入の円滑化及

び品揃えの充実、卸売業者の廃業等により仕入ができなくなった商品の仕

入が可能、少量での注文も可能でありロット条件がない、市場の配送ルー

ト利用により輸送コストの削減など、メリットは大きい。 

・しかしながら、他店との品揃えが同じになる、地域内他店との共同仕入の

抵抗感、商品を直接見て仕入できない、仕入価格のメリットが余りないと

いう意見もあった。 
・このような状況の中で実証実験を実施した結果、共同仕入は、仕入の円滑

化や品揃えの充実といった地域流通の円滑化を図るだけではなく、旬や特

産品の仕入により、今回同一の運営組織により実施した移動店舗や宅配事

業の販売活性化にも繋がることが明らかとなった。 
このため今後は、移動店舗や宅配の売上増を目指して旬や特産品の共同仕

入を重点に実施するとともに、各個店の品揃えの充実等を図るため、仕入

商品により連携可能な商業者を調整して少量多品種の共同仕入を実施し、 
 事業展開を図ることが必要である。 

・市場以外の卸売事業者と連携した共同仕入について、今回の実証実験では、

消費者ニーズが高い南十勝産水産物を、広尾町の卸売業者から共同仕入し

たが、今後も地域の消費者にとって魅力ある商品を発掘し、十勝管内以外

の卸売事業者との共同仕入も視野に入れ、新たな仕入ルートの確保や品揃

えの充実を図り、地域流通の円滑化を図ることが必要である。         

・仕入商品の配送方法について、コストの削減、低減を図るため、卸売市場

の定期配送ルートの利用の他に、運送業者との連携など、コスト負担の少

ない配送方法の検討が必要である。 
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３）まとめ 

・商業者において共同仕入に対して様々な意見がある中、考え方や利害等を乗

り越えて、卸売市場など卸売業者と商業者が連携して共同仕入の実証実験を

実施できたことから、今後は、今回参加した商業者を中心とした地域関係者

により、実施体制や採算性、卸売業者との連携体制等の課題を踏まえながら、

引き続き検討を進めていくことが必要である。 

・今後共同仕入事業の実施に当たっては、消費者ニーズの高い商品の仕入れと

移動店舗や宅配事業の予約販売のシステムづくりにより相乗効果が見込め

ることや、効率的な運営組織など体制や経費の面からも、移動店舗事業及び

共同宅配事業と一体的に実施することが必要である。 

   ・今回の実証実験で問題点として浮上した「小さな地域での取扱商品の商業者

間競合」は、例えば、運営母体が各商業者にマッチした希望商品を取りまと

め、複数の卸売業者と連携して共同取引をすることにより、多品種商品を扱

うことができ事務費などのコストを抑えることができる。 

 

 ７ 共同宅配事業の実証実験              

（１）検証ポイント 

      近年当地域では高齢化や過疎化の進展などから、高齢者を初めとした消費者に

宅配のニーズが増加しており、商業者では配達の合理化などが必要であることか

ら、効率的な宅配事業を図るための検討方策の検証として、商業者が連携した共

同宅配事業の実証実験を行った。 

      この実証実験では、複数の商業者が共同して宅配事業を行うことで、実施体制

や実施方法などについて検証することにより、効率的な宅配事業の実施方策とし

て「共同宅配」の実現を目指すものである。 

 

      本実証実験においては、次の項目について検証を行った。 

       検証項目：実施体制 

実施方法 

（２）商業者が連携した共同宅配 

  １）実証実験の実施内容 

          移動店舗出店者１３社のうち１０社が参加し、共同宅配の実証実験として 

実施。 

      参加商業者： １０社 

          宅配対象商品：食料品、飲料品、日用品 

          実施期間：  平成２３年１１月４日～平成２４年２月２１日 
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      ○ 実施年月日及び宅配商品等一覧表 

実施年月日（曜） 宅配商品名及び数量 件数 受付方法 

H23.11.22(火) 米 ５キロ       計１点 １ 店頭 

12.23(金) みかん         計９箱 ５ ＦＡＸ 

 H24. 1.10(火） 粉石けん        計10箱 １ 店頭 

1.27(金) デコポン・伊予柑    計10箱 １０ 電話 

1.27(金) スモモパン       計10点 １ 電話 

    1.31(火） 米 10キロ       計１点 １ 店頭 

    2. 3(金) 干魚          計30点 ６ ＦＡＸ 

    2. 3(金) デコポン        計1箱 １ 電話 

       2. 4(土) 干魚          計7点 ５ ＦＡＸ 

    2.10(金) ﾃﾞｺﾎﾟﾝ･伊予柑･土佐文旦  計6箱 ３ ＦＡＸ 

    2.11(土) 干魚          計27点 ５ ＦＡＸ 

2.17(金) 乳製品・惣菜・その他食品・衣料品  計37点 １ 店頭 

2.21(火) ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ 1箱・干魚   計34点 １０ 店頭・FAX

述べ11日 計 183点 ５０ - 

      

      ○共同宅配事業の実証実験のフロー 

商品・数量の注文 

（各消費者） 

  

→ 

 電話・ＦＡＸ等

受付 

（事務局） 

  

→
各商業者に連絡 

（事務局） 

  

→ 

 

宅配品の集約 

（商業者・事務局） 

  

→ 

翌日注文者に配送

=日・祭日除く= 

（商業者・事務局）

  

→
商品受取 

（各消費者） 

  

 

  ２） 実証実験の実施結果 

   ① 実施体制 

       ・共同宅配事業の実証実験の実施に際しては、検討委員会で、実施体制や実

施方法について検討を行うとともに、運営会議で具体的な内容を検討し、

その結果次のとおり実施することとした。 

    ・また、各商業者の連携協力については、宅配事業の実施には宅配コストが 

課題となるため、宅配商品の配達を各商業者と運営組織事務局が連携して

実施することとした。 

       ＜宅配サービス概要＞ 

      ・概ね６０歳以上の方を対象 

         ・「いどばた」店頭、電話・ＦＡＸで受付 
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      ・基本は翌日配達（日曜日・祝日を除く） *要望により当日可 

         ・配達料無料 

         ・商品代金は、配達時に現金で支払い 

 

  ② 実施方法 

      ア ＰＲ活動 

        ・平成２３年１１月４日の移動店舗プレオープン後、宅配事業を開始するた

め、１１月９日移動店舗周辺各家庭にポスティングによりチラシを配布、

約２００戸に周知した。また、ポスターも公共施設等に１５枚印刷し掲出

した。 

        ・宅配サービスの再周知のため、平成２４年１月７日新聞折り込みチラシに

より、村内全１，２００戸に周知。併せて運営組織事務局がパンフレット

を移動店舗周辺の約２００戸に配布（ＦＡＸ申込書添付）した。更に、ポ

スターも公共施設等に１５枚印刷し掲出した。 

        ・平成２４年１月１８日、「うまいもんフェア」等の告知チラシと併せて、

宅配サービス周知のため新聞折り込みチラシにより、村内全１，２００戸

に周知。併せて運営組織事務局が同チラシを移動店舗周辺の約２００戸に

配布した。更に、ポスターも公共施設等に１５枚印刷し掲出した。 

・この外、移動店舗販売員が高齢者の買物客に対して、重たい商品やボリュ 

ームの大きな商品に対しての宅配サービスの利用についてを個別に周知 

を図った。 

・平成２４年２月１６日、「ありがとうフェア」の告知チラシと併せて、 

宅配サービス及び事業終了告知を含め新聞折り込みチラシにより、村内全

１，２００戸に周知。併せて運営組織事務局が同チラシを移動店舗周辺の

約２００戸に配布した。更に、ポスターも公共施設等に１５枚印刷し掲出

した。 

 

   イ 注文受付 

        ・宅配商品の申込は、移動店舗店頭の他、運営組織事務局が電話かＦＡＸで

共同受注。ＦＡＸで受付した注文は、注文者に確認の連絡を行う。 

 

   ウ 宅配品の集約 

        ・注文受付後、運営組織事務局は、関係商業者に注文があった旨連絡。商業

者は商品の集約を行う。 

 

   エ 宅配方法 

        ・注文日の翌日（日曜日・祝日を除く）、注文者に配達。 

         配達は、各商業者のローテーション及び事務局により実施。 
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  ３） 実施結果の検証 

   ① 実施体制 

        ・移動店舗設置事業と一体的な取り組み実施としたため、移動店舗運営組織

体制により実施した。 

・移動店舗との一体的な取組みにより、宅配は、各商業者が共同して実施す

るとした他、移動店舗の販売員である流通担当者（事務局）も対応とした。

今後も移動店舗と宅配を一体的に実施するとした場合、移動店舗での高齢

な購買者への配達業務推進が必要と考えられる。 

・また、今後共同宅配事業を行う場合、宅配サービスの地域への浸透や、共

同仕入による旬・特産品の予約販売等を通じて、売上が伸びる可能性があ

るが、宅配事業だけでは人的等の面で運営体制を構築することは難しいこ

とから、移動店舗（共同店舗）と併せての実施体制づくりが必要である。 

 

   ② 実施方法 

       ア ＰＲ活動 

          ・宅配事業は、当初想定していた状況と違い、取組み開始直後から早期に

は実績が上がらない状況にあった。この結果は様々な要因によるものと

考えられるが、ＰＲが地域に浸透していなかったことも１つの要因とし

て考えられる。 

          ・今回の宅配事業の実施に際しては、移動店舗のオープン時を初回として、 

数度にわたり、村内全戸に新聞の折り込みチラシを配布した他、高齢者

宅が多い移動店舗周辺にも別途パンフレットを配布した。 

１１月から１月中旬にかけては早々に実績が上がらなかったが、上記Ｐ

Ｒ活動を積み重ねた効果や共同仕入商品の予約販売により、１月下旬か

ら２月下旬にかけて、実績が急激に伸びている。 

このため、宅配事業が宅配サービスを必要としている高齢者等に浸透す

るよう効果的なＰＲ活動を継続的に実施することが重要と考えられる。 

      

    イ 注文受付 

          ・宅配商品の申込は、電話かＦＡＸで受付とした。ＦＡＸで受付した場合 

は、注文者に確認の連絡を行うとしたため、特にトラブル等の問題はな 

かった。   

・しかし、本来は注文リストにより受付するか、ＩＴ機器により画面上で 

注文できるのが理想であるが、今回は実証実験期間が短く、顧客ニーズ 

に即応した商品情報提供がままならなかった。 

・配達対象は、高齢者だけでなく、子育て中のお母さんや一部移動手段 
（車）がない世帯にも配達希望がある事が分かった。 

     ・青果、乳製品など総合食料品店扱い品だけでなく、通常配達していない 
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製パン、衣料品など専門店扱い品目も、配達希望があることが分かった。 
     ・大型品（ポテトチップスケース単位）等容量の大きい商品を高齢者だけ 
      でない世帯にも配達を行い要望の存在が分かった。 

・生鮮の旬・特産品（みかん、広尾産干物）の事前注文（チラシ宣伝に 
より）があり、通常扱い品と一緒に配達を行った事例があった。旬・特

産品の注文により他の商品の購買と配達の要望が出たものと思われる。 
     ・宅配要望が高齢者のみでなく、子育て世帯や勤労世帯にも存在している 

ことが分かった。 
・スーパー型の店舗だけでなく専門業種店扱い品の宅配も要望が存在して 
いることが分かった。 

 
ウ 宅配品の集約 

        ・今回の実証実験では宅配の注文が少なかったため、当商業者が直接注文

者に配達するか、移動店舗に持参し店舗販売員（事務局）が配達を行っ

た。このため、注文を受けた複数の商業者の商品を、１商業者が集約し

て配達する事例はなく、結果の検証を行うことはできなかった。 

 

    エ 宅配方法 

・今回の実証実験では宅配の注文が比較的少なかったため、各商業者のロ

ーテーション及び店舗販売員である流通担当者（事務局）による配達体

制で対応できたが、注文が多くなった場合は、店舗販売員による配達は、

移動店舗での接客対応との兼ね合いがあり、各商業者の配達業務の負担

が大きくなることも想定される。 

      ・また、配達では移動店舗からの配達が多かったが、商業者からの配達（自

店扱い品）とボランテイアの配達（付き添いも含む）もあり、多様な配

達体制（移動店舗、各商業者、共同商業者、ボランティア）と方法（車

等の配達手段、時間、ボックス等の保管）について、方策を整理してお

く必要がある。 
・配達手段は基本的には車であるが、その配達時間は片道 10分以内がほ
とんどとなっており、移動店舗から割と近い車で１０分以内のエリアか

らのニーズが高いことが確認できた。 
また老人保健福祉センター内店舗ということもあり、一部人的手段（手

に持って）での配達対応も必要ということが分かった。 
・配達ではなかったが勤務就労者のお客様の勤務終了時間まで生鮮品など 
の一時保管の依頼があることも判明した。 

・生鮮品の場合は配達まで商品を冷凍庫（店舗）で保管して鮮度・品質を 
 保った。配達中は特別の冷温保管はしなかったが、夏期は保冷ボックス 
 等が必要と思われた。 
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カ 採算性 

・共同宅配に関しての経費は、今回移動店舗の運営と一体的に実施した

ことから、通信費、事務消耗品費など事務経費を除いて殆ど支出はな

かったこともあり分析のレベルに達しなかった。 

・共同店舗扱いの共同宅配であれば、専門業種店の配達も人的体制・コス 
ト的に可能であることが分かった。単独店のみでなく専門店と生鮮旬な 
ど共同仕入れ品の商品が合わされば配達商品の単価が多くなることが分 
かった。今回の実験においては、宅配１件あたりの買上額は３，４８３   

円となっており、移動店舗の客単価８５９円と比較すると約４倍となっ

ている。これは宅配商品が柑橘類の箱買いや米、粉石けんなどの重量物 
とともに、まとめ買いにより量が多く配達が必要となるケースが多く、

それに伴い売上金額も大きくなったものである。 
     ・全体としては、移動店舗事業と併せて実際運用する場合、通信費、配達

費、その他管理費などが必要であり、行政の支援とボランテイアの応

援・連携の取組み、商業者の共同組織と意欲的な取り組みがあれば、共

同宅配はある程度の可能性があると思われるが、採算面での根本的な解

決には至らないと考えられ、継続的な事業化に向けては単に付帯的サー

ビスとしてではなく、一部有料化の検討も必要である。 

（３）今後の事業展開に関する検討とまとめ 

１）実施体制 

・各個店における宅配サービスの現状は、専門業種店では買上が少なく配達

しておらず、実施している総合食料品店でも人的体制やコストに問題がで

ている。このため共同宅配の実施に際しても、継続的に取り組みの実施が

可能となる運営主体を検討し、安定的な実施体制の構築が必要である。 

・共同宅配事業だけでは人的や経費等の面で運営体制を構築することは難し

いことから、移動店舗事業と一体的に実施することを踏まえ、移動店舗の

運営組織検討の際に併せて検討が必要であり、さらに高齢者に対する福祉

的な視点から、地域の商業者の外に、福祉関係機関、地域や主婦、ボラン

ティア、町内会、ＮＰＯ等の地域コミュニティ関係者とも連携しながら、

共同宅配事業の適切な実施運営体制づくりや採算性のある取り組み実施

に向けて、検討を進めていく必要がある。 

 

２) 実施方法 

        ・今回の実証実験でのＰＲ方法は、新聞の折り込みチラシ及び移動店舗     

周辺でのパンフレット配布を中心に行った。当初宅配の実績が上がらなか

ったが、ＰＲ活動を積み重ねた結果等により取組み期間の後半になって実
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績が急激に伸びておりＰＲ活動は重要である。このため効果的で、また限

られた経費の中で効率的なＰＲ活動の方法について検討が必要である。 

・宅配商品の配達は、各商業者のローテーション及び事務局により実施し 

たが、宅配の注文が多くなった場合は、効率的な配達商品の集約、エリ 

アごとの仕分け、合理的な配達ルート等の検討、配達車両の運用と道路運

送法（車の営業許可）の取扱いをどうするかや、配達日の設定（利用者の

利便性を優先すると当日配達が理想的であるが、特定の日に限定すると、

お薦め品が多く買上げ単価が高くなる傾向もあると考えられる。） 
・今回の実証実験で当初宅配の注文が少なかった要因について、周辺環境を

含めた要因としては、米など既に宅配を実施している商店がある、消費者

は商品を見て買い物をしたい、買い物の量によって遠慮する、チラシの効

果が薄かった等が考えられる。この外大きな要因としては、大手スーパー 

が既に大きなマーケットシェアを押さえていることを念頭に置かなけれ

ばならない。 

次に、宅配事業のメリット・デメリットを上げる。 

 

   ＜宅配事業のメリット・デメリット＞ 

[利用者側] 

○メリット ×デメリット 

・体が不自由な人にとって、重いものは

助かる 

・忙しい人には、便利 

・適切な商品情報が得られる 

・必要なモノだけを選んで買える 

・時間がタイムリーではない。すぐに宅配

されない 

・商品を手に取って確認できない 

・買う商品が限定される 

[商業者側] 

○メリット ×デメリット 

・固定客になりうる（販路拡大） 

・新しい顧客の発掘につながる 

・お客様の顔が見えるようになり、信頼

関係ができやすくなる 

・人手がかかるため、コスト負担が大きい

・お店にお客様の来店頻度が下がる 

・衝動買いが減り、売上減少につながる 

 

・安定的に共同宅配事業を実施するためには、実績を増やすことが必要であ

るので、今後の対応としては、福祉関係者と連携し高齢者宅を訪問して宅

配サービスを個別にＰＲ実施、宅配利用者宅を定期訪問して商品情報提

供、ＦＡＸによるきめ細かな商品情報提供等の検討が必要である。 

       ・また実施方法では、配達時に御用聞き（セールス）を行ったり、宅配実績 
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の積み重ねにより、宅配ニーズの多い地区の把握と効率的な配達の実施等 

のため、宅配利用者リスト・マップの作成についても検討が必要と考えら 

れる。 

        ・この外、各商業者の連携体制については、配達業務の共同化が必要である 

     ので、配達に際して自店の商品情報の外、村内他店の商品情報も協調して 

提供していかなければならない。 

 

３） まとめ 

・今回、各商業者の考え方や利害等を乗り越えて、商業者が連携して共同宅配 

の実証実験を実施できたことから、今後は、今回参加した商業者を中心とし 

た地域関係者により、実施体制や採算性、実施方法の課題を踏まえながら、 

引き続き検討を進めていくことが必要である。 

・また、移動店舗で宅配受付や店舗来店者に対して宅配サービスのＰＲ活動を

行うこと、共同仕入による旬や特産品の宅配予約販売により売上増の可能性

があること、また体制や経費の面からも、移動店舗事業及び共同仕入事業と

一体的に実施することが必要である。 

・宅配事業（お届けサービス）は、日本全体が超高齢社会に突入した現在、 

過疎化による商店の撤退や廃業から無店舗地区が発生、「買い物難民」な 

る現象まで出てきており、当村においても他人ごとではなく生活基盤を地 

域でどう守っていくかの観点から緊急の取組みが必要である。 

・当村は、大きく分けて二つの市街地で形成され周辺に農村地域が広がって 

 いる。しかし中心の更別市街地区においても市街地の郊外化進展により商 

店街から１㎞ほどの距離にも住居が存在している。特に高齢者には、冬期 

間の買い物の足に不便を感じており、宅配需要は高く地域課題解消は急務 

であり、福祉的な観点も含め商業者及び商業者団体が中心となり、ＮＰＯ

組織や町内会など関係者との連携のもと地域官民挙げて取り組む必要があ

る。 
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