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This paper investigates how eat-in spaces in convenience stores were used as third places by elderly people through 

on-site survey at the convenience store in Noborito, Tama-ku, Kawasaki City and interview survey of the supplier. 

Followings are the major conclusions: In terms of time they stay, non-excludability of ages and gender, frequency, 

purpose, community activities and subjectivity, it is confirmed that utilization of the eat-in space in the convenience 

store as s third place for elderly people; Supplier’s intention and user’s demand of the use of convenience store by 

elderly people are matched in terms of business opportunity, shopping, restroom and nearby facilities; By comparing 

other third places for elderly people, such as “community cafe”, we find differences in the characteristics of those third 

places in terms of allowableness of place.  
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1.はじめに 

1.1研究の背景と目的  

日本の高齢化率は2014年10月1日時点で26.0％であり，65

歳以上の高齢者人口は約3300万人となっている．しかしながら，

国全体で要支援・要介護認定を受けている高齢者は約600万人

であることを鑑みると，約8割は自立的な生活が地域において

可能な「身体的には元気な」高齢者であるとも捉えられる．し

かし現実にはその8割の高齢者がみな地域へ出歩いていき，心

身ともに健康な生活を送っている訳ではない．山本（2003）が

述べるように，非精神病性の引きこもりや外出したがらない「社

会的，精神的に元気でない」高齢者も多いのが現実である．こ

の問題を解消するために外出機会を多くさせることが必要であ

り，そのための一方策として高齢者が自宅以外で気軽に訪れる

ことのできる場所を創出することは有用であると考えられてい

る（樋野ら（2014））． 

高齢者が気軽に訪れる場所のひとつとして，地域社会の中で

高齢者の居場所になっているといわれるコミュニティカフェが

あげられる．しかしながら，コミュニティカフェは利用者の大

半が固定メンバーでまだまだ気軽に立ち寄れる雰囲気ではない

といった問題点も指摘されている（大分大学福祉科学研究セン

ター（2011））． 

その一方で，コンビニエンスストア（以下「コンビニ」と記

す．）の重要性は高齢者にとって様々な点で増してきている．

興野ら（2014）はフードデザートに関する研究において，「コ

ンビニは食品の種類が豊富で，近年は生鮮品の取り扱いの拡充，

高齢者向け商品の充実，宅配サービスの開始など，買物弱者を

重要な顧客とした戦略を行っている」とコンビニが高齢者等の

買物弱者にとって重要性を増してきていることを指摘している．

コンビニは、コミュニティカフェ，生きがいデイサービス，地

域の医療介護連携拠点の事例である暮らしの保健室など他の高

齢者の居場所と比較して数が多いことも特徴である．店舗数の

密度の高さは最寄りの店舗への近さを反映する．近年利用客の

ニーズを汲んだ形でイートインを設置するコンビニ （以下「イ

ートインコンビニ」と記す）も増えつつあるが，近さの観点か

ら考えると，主に徒歩で買物行動を行う高齢者とイートインコ

ンビニの相性はよいと考えられる． 

本研究はイートインコンビニが高齢者の居場所として役割を

担い得るのかを利用側，供給側の双方向から調査し把握するこ

と,イートインコンビニと他の高齢者の居場所を比較検討しそ

の特性を明らかにすることの2点を目的とする． 

1.2 既存研究 

高齢者の地域における居場所についての既存研究は少なくな

い．共通する課題として以下の3点が挙げられる．第一に，居

場所の気軽さの必要性が挙げられる．牧野ら（1999）は「気の

向いた時に利用できる場が求められている」とし，朴ら（2012）

は「現状の居場所に加えて日常的にもっと気軽に集える場を求

めている」と述べている．第二に，居場所の数・選択肢の多さ，

近くにあることの必要性が挙げられる．牧野ら（1999）は「身

近な共用空間が町内に不足している．」とし，三浦ら（2009）

は「地域の中に高齢者の居場所を点在させることが望ましい．

高齢者にとって通い易く身近な居場所を作っていくべきであ

る．」とし，朴ら（2012）は「家からの近接性が，高齢者にと

っての居場所を構築する上で重要な要素と考えられる．」と述

べ，樋野ら（2014）も「徒歩あるいは自転車で行く居場所を持

つ人の利用頻度が高いことから，身近に居場所のあることが求

められる．」と述べている．また，松本（2013）も「特にこれ

から高齢者人口が増える大都市周辺の郊外では，地域に重層的

に居場所を構築することが求められる．」としており，居場所
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図 1：対象地周辺地図 

の選択肢が多いことが望ましい，ということを前提とした課題

を述べている．第三に，居場所の多種多様な年代の利用，初め

ての人の使いやすさ，民間経営等による閉鎖性の排除の必要性

等が挙げられる．張ら（2005）は「若年層の利用が少ないため，

今後は若年層の利用の開拓を図る必要がある．」「常連の利用

者以外の人や初めての人でも利用しやすい雰囲気づくりを図る

ことで，新たな利用者を開拓する必要がある．」とし，尾崎ら

（2009）は「多数の人間が訪れる場所であり，かつ自由に振る

舞える空間必要であるということが明らかになった．」として

いる．松本（2013）は「居場所では，利用者の固定化や閉鎖的

で排他的になることを避けなければならない1」とし，樋野ら

（2014）は「各地区に公共，民間含めた幅広い選択肢があるこ

とが望まれる．」「居場所となり得る民間施設の誘導も必要で

ある．」とし，牧野ら（1999）も「集会所や公民館のような今

ある活動の場だけでは不十分である」と述べている． 

以上の既存研究の課題を踏まえ，本研究では上述の3つの課

題を解決するものとして「気軽である」「数・選択肢が多い」

「閉鎖的でない」という要素をもつと考えられるイートインコ

ンビニを対象とする．  

 

2調査概要 

2.1コンビニでの利用実態調査 《利用側調査》 

イートインコンビニが高齢者の居場所として役割を担い得る

のかを調査することを目的とし，イートインでの利用実態調査

を2015/11/30 6:30～9:30，12/2 9:00～13:00，12/3 13:00～16:00，

12/7 13:00～16:00，12/14 7:30～13:00に行った． 調査対象地は

川崎市登戸にあるセブンイレブン川崎登戸駅前店を選定した．

選定理由は，近くに病院・バス停があるため，病院の行き帰り

や病院・バスの待ち時間に立ち寄りやすく，高齢者が集まりや

すい場所であると推察できることから，高齢者の居場所として

の利用を調査する本研究の目的に沿っていると考えられるため

である． 

店舗の間取りの概略図を図 2に，店舗の基本情報を表1に示

す．入口から入って左手にイートインスペースがあり，席は 6

席ある．特徴的な点としては，奥に洋式のお手洗いが2つあり，

ともにフィッティングボード，手すりがついていること等が挙

げられる．尚，近隣の店舗でたばこが販売されているため，た

ばこ小売販売業許可が法律上おりず，対象店舗では煙草は販売

していない．また，対象店舗はセブンイレブンの標準的な店舗

と比較して店舗面積が広いため，イートインを設置しやすい． 

1）利用者全員の利用用途・時間調査 

11月30日6:30～9:00を除く4回にわたり，使用開始時間，

使用終了時刻，性別，年代，子連れかどうか，職種（観察者の

判断），一緒に利用している人の有無と人数，利用目的，その

他特徴の9点に関して観察調査を行った．調査に関してはセブ

ンイレブン社の協力のもと，できる限り利用者に影響を与えな

い様に配慮して，名刺を首に下げつつ店内を巡回し，観察調査

により判断できるもののみを記録した．観察調査にあたっては，

利用者の属性・行動に着目してオープンスペースにおける観察

調査を行った既存研究 （吉田ら2003）の手法を参考にした． 

2）利用している高齢者へのインタビュー調査 

5回にわたり1）の調査項目に加え，利用しにくい点，他に利

用する休憩場所，利用頻度，自由回答の4点に関してインタビ

ュー調査を行った．また 1）の項目に関しても観察調査だけで

は判断できない項目に関してはインタビュー調査を行った． 

 

 2.2コンビニ関係

者へのヒアリング調

査《供給側調査》 

2015年11月5日

に株式会社セブン＆

アイホールディング

ス本部にてイートイ

ンの高齢者利用につ

いてのヒアリング調

査を行った．イートイン

を供給する会社側の考え

を把握することを目的と

し，a）イートイン導入b）

高齢者とコンビニc）高

齢者とイートインd）特

定の地域・店舗のイート

インの4項目を中心にヒ

アリング調査を行った．

調査の基本情報を表2に

示す． 

 

3利用側調査結果 

3.1利用時間・性別・年齢 

対象店舗のイートインの利用時間・性別・年齢を調査した．

全体と高齢者2のコンビニの利用時間の割合を図3に示す． 

高齢者は平均21.2分，全体の平均は12.4分，と利用の仕方に

差があることが判明した．利用時間の分布も全体利用者は11～

15分が最も多いのに対し，高齢者は 16～20分と差があった．

高齢者は全体利用者と比べ滞在する場所としての性格が強くな

る傾向があると推察される．また，数分間だけ滞在する，買物

店舗名称 セブンイレブン川崎登戸駅前店

店舗住所 神奈川県川崎市多摩区登戸3375-1

駅からの距離と時間
登戸駅から約200m（徒歩約3分）

向ヶ丘遊園駅から約650m(徒歩約10分)

対象地域の用途地域 商業地域

イートインの席数 6席

立地の特徴

・同じビルの2階に歯科医院、整形外科

・店舗の目の前にバス停

・道路を挟んで都市銀行の支店に隣接

店舗面積

売場部分：248㎡/イートイン：11㎡

※セブンイレブン一般店舗は売り場面積：165㎡/

イートイン6.6㎡

正式名称 株式会社セブン&アイ・ホールディングス

調査日時 2015/11/5 9:15 ～10:30

場所 株式会社セブン&アイ・ホールディングス本部

取締役執行役員 ＣＳＲ統括部 シニアオフィサー

執行役員 企画室ストアイノオベーションプロジェクト

執行役員　建築設備本部長

オペレーション本部 オペレーション情報部 総括マネージャー

建設設備本部 建設開発部 開発担当マネージャー

面会者

表1：店舗基本情報 

店舗名称 セブンイレブン川崎登戸駅前店 

店舗住所 神奈川県川崎市多摩区登戸3375-1 

駅からの距離と時間 
登戸駅から約200m（徒歩約3分） 

向ヶ丘遊園駅から約650m(徒歩約10分) 

対象地域の用途地域 商業地域 

イートインの席数 6席 

立地の特徴 

・同じビルの2階に歯科医院、整形外科 

・店舗の目の前にバス停 

・道路を挟んで都市銀行の支店に隣接 

店舗面積 

売場部分：248㎡/イートイン：11 ㎡ 

※セブンイレブン一般店舗は売り場面積：165 ㎡/イート

イン6.6㎡ 

 

表2：ヒアリング基本情報 

図 2：店内図 
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の間大きな荷物をちょっと置いておく，買物後少し荷物を整理

する，といった使い方もされていることから，気軽に出入りで

きる場となっている． 

利用者の性別・年齢を表3に示す．性別・年齢に関しては，

男性と女性で特に利用に関する差が特に見られたのは 20 代で

あった．高齢者の利用に男女で差はほとんど見られなかった．

調査対象店舗のイートインは 50 歳以上の方は男女関係なく滞

在できる場所となっていることが推察される． 

3.2利用用途・目的 

複数回答で利用者の利用用途・目的を調査した．全体・高齢

者の利用用途・目的を図4に示す．全体，高齢者ともに飲み物

の利用用途が最も多い結果となった．また，全体と比較した際

に高齢者に特徴的なこととして以下の3点が挙げられる． 

a）イートインでの昼食が少ない：利用目的の1つを昼食とす

る割合は，全体では3位となっているが，高齢者のみでは6位

（その他除く）となっている．高齢者は昼食をあまりイートイ

ンでとらないという実態が判明した．この結果は，NHK 国民

生活調査（2015）3において，昼食がとられている 12～13時台

に高齢者は特に在宅の割合が高くなり，高齢者は昼食を家でと

る方が多い，という結果とも一致する． 

b）トイレの利用が多い：利用目的の1つをトイレの利用とす

る割合は，全体では4位となっているが，高齢者のみでは2位

となっている．調査対象店舗のトイレは洋式のお手洗いが２つ

あり，トイレが気軽に快適に利用されている実態が判明した．

この結果は，有賀ら（2012）が指摘している「高齢者は外出時

に公衆トイレが少ないと感じる」という課題が当イートインに

おいて解決されることを示唆している． 

c）バス待ち・病院待ち関連での利用が多い：利用用途・目的

の1つをバス待ち・病院待ち・病院後の立ち寄り等での利用と

する割合は，全体では8.2％だが，高齢者は43.1％となった．当

コンビニの 2F にある整形外科のリハビリの前後に利用される

方も多く，午前中に整形外科に行きお昼を少しイートインで食

べて午後は福祉センターへバスで行くといった使われ方や、病

院後に奥さんとの待ち合わせに利用している男性もいた。 

更に，自由回答で得られた結果も併せて以下に考察を行う．

駅やバスから近いためその待ち時間に利用しやすい，といった

コンビニの立地に起因する利用や，ATMやコピー機の利用の

ついでにといったコンビニの設備に起因する利用，買物場所の

ひとつとしてコンビニを利用し，買物後に少々コーヒーを飲ん

で休憩する4，といった買物に起因する利用が見受けられた．こ

の結果はコンビニが高齢者等にとって重要性を増してきている，

という1.1で述べた興野ら（2014）の指摘とも一致する．また，

散歩の目的地のひとつとしてイートインを利用している例も見

受けられ，イートインは外出促進にもつながり得る場であるこ

とが確認された． 

3.3利用しにくさの考察 

イートインを利用している高齢者に利用しにくい理由を尋ね

た（複数回答）．その人数を表4に示す．何らかの利用しにく

さを感じている人はアンケートに回答していただいた高齢者

49人中22人と半分以下となった5．利用しにくい理由として一

番大きいのは，席が空いていないという理由である．しかしな

がら，強いて言えばたまに席が空いていない，などという意見

や，席が空いていない時はお店の人がパイプいすを持ってきて

くれるためあまり問題ではない，との意見もあり，店舗で工夫

を凝らし手いる様子が伺え，それほど深刻な問題とはなってい

ないことも推察された． 

この結果をふまえ，実際にどれほど混雑しているかに関して

分析を行った．6 席全て埋まっている時間帯はどの程度あるの

か，2015/12/14 7:30～13:00に関しての利用時間調査6をもとに集

表 6：他に利用 

する休憩施設 
居場所 人数

チェーン喫茶店 27

個人喫茶店 0

ファストフード店 4

フードコート 1

他のコンビニ 1

公園 0

駅周辺のベンチ 1

その他 2

N=49

男 女 総計

0～9歳 5 1 6

10代 1 0 1

20代 18 4 22

30代 22 23 45

40代 19 13 32

50代 13 12 25

60代 11 13 24

70歳以上 7 6 13

総計 96 72 168

表3：性別・年齢 

図 4：利用用途・目的 

理由 人数

値段高い 0

人に見られる 0

長時間いられない 0

不潔 0

利用の仕方わからず 1

必要性感じない 1

大人数で利用不可 2

居心地良くない 3

まずい 3

席空いていない 12

その他 4

不満なし 27

表4：利用しにくい理由 

頻度 ％

週5回以上 14.6

週に3,4回 22.9

週に1,2回 29.2

月に2,3回 20.8

月1回程度 2.1

月1回未満 10.4

N=48

表 7：利用頻度 

図 3：使用されている席数（時系列） 

図 3：利用時間 

使用されて

いる席数

時間に占める

割合（％）

0 15.5

1 20.0

2 28.5

3 20.6

4 8.5

5 5.2

6 1.8

表5：使用されてい 

る席数（時間割合） 
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使用開

始時刻

使用終

了時刻

利用

時間
性別 年代 頻度

A 6:26 7:40 1:14 女性 80 週に1,2回

B 6:30 7:40 1:10 女性 80 週に3,4回

C 7:00 7:40 0:40 女性 70 週5回以上

D 7:15 7:45 0:30 男性 70 週5回以上

表 8：3.6節対象者の基本属性 

昼食 軽食
飲み

物

本雑

誌

散歩

休憩
談笑

バス

病院

トイ

レ
なし

その

他

A × × ○ × × ○ ○ ○ × ×

B × ○ ○ × × ○ ○ ○ × ×

C × × ○ × × ○ ○ ○ × ×

D × × ○ × × ○ ○ ○ × ×

表 9：3.6節対象者の利用目的 

人
発言

No.
発言内容

1 週２回の通院時に利用。

2 朝診察前にお茶（ペットボトルお茶）

3 診察後に買い物（まとめ買い２千円程度）して帰る。

4 それ以外はコンビニ使わない。

5 病院のリハビリでなかよくなった友達と一緒に利用。

6 たいてい自分が一番朝早く来る（６時過ぎなど）

7 トイレをちょっと掃除したりもする。

8 コーヒーのサーバーの使い方がわからない人に教えたりしている。

1 病院の行きかえりと友人との談笑に利用。

2 足が不自由なため、イートインのいすではなく座れるカートを利用。

A

B

表 10：3.6節対象者の自由回答 

計した．調査対象時に6席中何席使われているかを利用時間調

査の結果から1分ごとにまとめたものを図5に示す．11時すぎ

から12時にかけて比較的すいていること，その後12時半ごろ

が比較的混んでいること等がわかる．使われている席数ごとに，

7:30～13:00 のうち何％の時間を占めているかまとめ直したも

のを表に示す．全席が埋まっているのは約 2％の時間帯のみで

あり，8割以上の確率で半分の 3席は空席がある状態だという

ことが判明した．調査対象店舗が仮にセブンイレブンの標準規

格の4席であった場合，15％ほどの時間は満員となってしまう

という結果にはなるため，4 席の標準規格の店舗場合，実際に

利用者がどのように利用し，不満を抱くかどうかに関しては別

途検討の余地がある． 

3.4他に利用する休憩施設 

イートインを利用している高齢者に調査対象のイートイン以

外でよく休憩する場所を尋ねた（複数回答）．その人数を表6

に示す．他に利用する場所してはチェーンの喫茶店が大半を占

める結果となった．このコンビニの近くには，チェーンの喫茶

店のドトールやチェーンのパン屋のHOKUOが駅に隣接する

形であり，それらを利用している実態が判明した．尚，HOKUO

はパン屋であるがイートインも可能な店舗であることを考慮す

ると，イートインコンビニを利用する層と利用層がある程度重

複するのは妥当な結果といえるであろう． チェーンの喫茶店を

利用する方は多い結果となったが，混んでいて利用しにくいと

の声もあった．調査対象店舗では喫煙できないため，喫煙の際

は駅近くのドトールを利用するという意見があった． 

また，利用者に個人経営の喫茶店を利用している人は一人も

いないことも判明した．このことから，この地域では、個人経

営の喫茶店を居場所として好む層とイートインを居場所として

好む層が異なることが推察される．尚、この地域の個人経営の

喫茶店3店のブレンドコーヒー1杯の値段は400～500円とイー

トインと比較して高い7ことも関連していると考えられる。 

調査対象店舗のコンビニ以外のコンビニのイートインに関し

ては，近くのファミリーマートにも設置されており利用するこ

とはあるが，席が2席しかなく利用しにくい，という意見があ

った．調査対象店舗が仮に2席しかなかった場合，座れない人

が多く出てきてしまい利用しにくい場所となってしまうことが

表からも推察できる． 

3.5利用頻度 

イートインを利用している高齢者に利用頻度を尋ねた．その

割合を表7に示す．高齢者は週に１回以上利用している層が全

体の3分の2以上であることが判明した．この結果は週単位で

の生活リズムのなかに当イートインコンビニの利用が含まれて

いることを意味し，高齢者の日常的な居場所のひとつとして当

イートインコンビニが認識されていることを示唆する．また，

繰り返し来店しているということから，ある程度当イートイン

を好んでいる，もしくは馴染んでいる状態が推察できる．よく

使っているので店員とは顔見知りといった感じである，という

声も聞かれた．  

3.6 コミュニティ醸成，主体性が見られた事例 

本節で分析の対象とする対象者の基本的な属性を表8に示し，

利用目的を表9に示す．○が利用していた用途である．対象の

4名の平均利用時間は53分と平均より長く，来る頻度も平均と

比べて多い群である．4名は全員顔見知りの状況であり，病院

が開店する前に思い思いの時間に自由に来た後，みなで会話を

愉しんだりしてコーヒーを飲みつつ，病院の開店を待つ．病院

が受付を開始する少し前に店を後にし，同ビル2Fにある病院

に行くといった具合である． 4名の中には，カートをおして利

用している方，杖を利用している方，等身体的に何かしらの不

自由さを抱えている方もいた．4名うち2名の発言を整理して

表10に示す． 

A-5，B-1から，病院のリハビリで知り合ったコミュニティが

調査対象店舗で育まれている様子が読み取れる．調査対象店舗

のイートインは，國上ら（2011）や松本（2013）が述べている

ような居場所の機能である「交流・情報交換などの機会と場を

提供する」ことも担っていることが判明した．A-3から，調査

対象店舗がイートインの居場所としての機能だけでなく買物場

所としても有効に利用されていることが読み取れる．A-7，A-8

より，利用者でありながら運営者の側の性格を若干ながら有し

ていることが判明した．このことは，運営主体の観点から居場

所の定義を述べ，運営主体に関して「地域住民の主体的な運営」

を居場所の要件としている小松ら（2007）の要件を満たすとい

える．小松らは，地域住民が主体的に運営している場所を調査

対象場所として居場所の研究を行った．一方，本研究の居場所

の対象は「住民の主体的な運営を本来意図した場所」ではない．

しかしながら，「もともと住民の主体的な運営を意図した居場

所ではなくとも，何らかの形で主体的に運営に関わろうとする

住民の存在」が確認されたのは興味深い点である．本研究に見

られた「主体的にかかわろうとする利用者」は店員とのコミュ

ニケーションが多く見られたのが特徴的である． 

公共施設などの非営利施設と違い，営利施設のコンビニは主

体的に利用者が関わるのは難しい．しかしながら，工夫や条件

次第で主体的にかかわ

ろうとする利用者が出

てくることが本調査で

判明した．調査対象地

のコンビニでも，例え

ばセブンイレブンや

ローソンが推し進め

ているシニアの雇用

が進めば，高齢の利

用者にとって

さらに主体的

に関わりやす

いような雰囲

気となること

も考えられる． 
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4供給側調査結果 

供給側調査の主要なものを以下にまとめる．a）イートイン導

入：イートインは『近くて便利』という社の理念に基づき，新

規オープン店舗の約7～8割に設置し，現在全店舗の約15％に

導入している．設置できる店舗に関しては設置していく方針で

ある．b）高齢者とコンビニ：社会インフラとして「近い」とい

う相性の良さを生かして様々なサービスを供給している．生鮮

食品の販売拡大，福祉のまちづくりに向けた店内トイレの工夫

にも取り組んでいる．c）高齢者とイートイン：今後更に高齢化

が進み，客層・売上に占める高齢者の割合が必然的に高くなる

のであれば，イートインは「ご高齢のお客様にとっても安心安

全」「会社にとってもビジネスのチャンス」という領域になり

得るのではないか．d）特定の地域・店舗のイートイン：標準規

格で画一的に出店するだけでなく，地域ごとの特徴を活かして

イートインの設置が進められている．対象店舗の2階には病院

があり，病院の開店待ちなどで高齢者に利用されることを想定

している． 

利用側調査と供給側調査の結果により判明した，利用者の需

要と供給側の意図の比較を表11に示す．ビジネス，買物，トイ

レ，近隣施設のそれぞれの項目において，供給側と需要側の需

給の合致度が高いことが読み取れる． 

 

 

5他の居場所との比較 

本研究では，高齢者の地域における既存研究で指摘された問

題点を解決する可能性のある場としてイートインコンビニをと

りあげ，実態を調査した．滞在時間の長さ，性別の非排除性，

習慣的利用，利用用途，コミュニティ醸成，主体性，等の点で

居場所としての利用実態が把握された． 

本調査をふまえ，イートインコンビニ，コミィニティカフェ，

暮らしの保健室，生きがい対応型デイサービス事業の4つの高

齢者の居場所の特性比較を表128に示す．比較にあたっては「場

の許容性」（橘ほか，1997）の概念を参考にしつつ，田中ら（2009）

の既存研究も参考にし，時間の規定性9，行為の自由度/サービ

ス・プログラムの提供，利用者の種類/流動性/予約の有無，交流

関係・親密性10，アクセス性，高齢者への対応性，目的性，運

営主体の9つの観点11,12から整理した．場の許容性とは「人の居

方や人との関わり方に対する自由度の幅を規定する（中略）相

対的な性質」である．イートインコンビニは場の許容性が高い

地域の居場所であることが読み取れる．超高齢社会においては，

高齢者の多様な好みに合わせて多様な居場所が必要であり，居

場所の選択肢の1つとしてイートインコンビニは機能するとい

える． 

 

6今後の課題 

a) 高齢者をみまもる拠点としてのコンビニのあり方の検討 

認知症高齢者や一人暮らしの虚弱高齢者であってもできる限

り住み慣れた地域で生活を持続できるような地域包括ケアシス

テム構築が急務であり，各種企業・商業施設の参加が重要な状

況である．地域のコンビニが地域包括ケアの重要な資源となり

得ると考えられる．そのためコンビニと自治体・地域の関連機

関が協働して地域高齢者を支える仕組みをつくる必要がある．

大阪府では，コンビニ店長を認知症サポーターとして育成する

取り組みなどもおこなわれており，高齢者をみまもる拠点とし

て，イートインの更なる活用に関しても検討の余地がある． 

b）イートインと都市計画の制度上の問題 

都市計画上本研究の問題は，第1種低層住居専用地域でのコ

ンビニを含む店舗等の運営制限，第2種低層住居専用地域で，

店舗の床面積が150㎡に制限されイートインスペースを確保し

にくいことと関連する．実際に調査した多摩区登戸の店舗では，

商業地域であったため，248㎡と床面積の大きな店舗が運営で

きており，イートインスペースを広く設置することに成功して

いた．しかしながら，第2種低層住居専用地域ではこのような

時間の規定性
行為の自由度/
サービス・プログ

ラムの提供

利用者の種類/
流動性/予約の

有無

参加者の交流関係・親
密性

アクセス性（選択
肢の数の多さ）

イートインコンビニ
随時（一部定時）

（営業時間は365日）

自由度は高（各自自

由に行動）

多種多様/参加者は

固定客もそうでない

客もいる/予約不要

基本的には利用者間の交

流はなし[タイプ2]．ただし

店員と親しく交流する人や

[タイプ4]，顔なじみでのグ

ループ利用[タイプ3]もあり

高（コンビニは全国

に約5000店舗．セブ

ンイレブンは全店舗

中約15％にイートイ

ン導入）

従来はやや低，ただし調

査対象店舗は高齢者対

応トイレ充実など対応しつ

つある

買物という目的を作

りやすい
民間会社

コミュニティカフェ
随時/定時

（営業は月21日以上

が約半数）

自由度は高（各自自

由に行動）/プログラ

ム提供も施設により

あり

高齢者ばかりが多い

店舗も/参加者が固

定的な店舗も/原則

予約不要

スタッフや利用者との交流

は比較的多い.[タイプ3，4]

（全体の6割以上を「なじみ

の利用者」（スタッフや他の

利用者と顔見知り）とする

割合は61.0％）

地域によっては低

（全国に約500店舗）

店舗により異なる（バリア

フリー対応の店舗もあれ

ば，階段でしか行けない

店舗など未対応の店舗も

存在）

やや作りにくい

（プログラム次第で

作りやすさは変動）

NPOもしくは個人

（運営主体は

NPO37.7％，個人

29.6％，任意団体

20.1％）

暮らしの保健室
（新宿区戸山ハイ

ツ）

随時/定時

（営業は平日）

自由度は高（各自自

由に行動）/プログラ

ム提供も時間により

あり（毎週木曜日の

食事など）

高齢者が中心/参加

者は固定的なことが

多/原則予約不要

スタッフや利用者との交流

は比較的多い.[タイプ3，4]

類似施設は全国に

作られつつあるもの

の，現状は特殊例

高（バリアフリー対応，か

つ医療・介護従事者が滞

在．薬飲み合わせ，がん

患者の相談など広く相談

も受付）

木曜日の食事，等プ

ログラムがある際は

作りやすいが，ない

とやや作りにくい

（株）ケアーズ 白十

字訪問介護ステー

ション

NPO法人 白十字在

宅ボランティアの会

生きがい対応型デ
イサービス

基本的には定期
自由度は低/決めら

れたプログラムが多

高齢者のみ/参加者

は固定的なことが多

/事前予約必要な場

合も多

利用者間は閉じて親密な

交流が多[タイプ１]

中学校区に1つある

地域も

（土浦市の事例）

高（コミュニティ活動だけ

でなく健康指導など介護

予防に積極的な取り組み

もあり，ただし土浦市は介

助を必要としないことが参

加条件）

プログラム次第で作

りやすさは変動

地域団体やNPO

（土浦市の場合，自

治体が整備費、運営

費を補助）

　　　　　　　　　指標

　居場所

場の許容性
高齢者への対応性

（福祉・介護施設とし
ての機能性等含む）

運営主体目的性

場の
許容性

大 やや大 やや小 小

需要 供給

ビジネス
イートインは高齢者の3分の2以上リピーター

（週1度以上利用）（3.5）（⇒安定的売上に）

ビジネスの機会としてイートイン導入意向あり

（4 a) c)）

買物 買物場所のひとつとして利用（3.2） 生鮮食品の充実（4 b)）

トイレ トイレは高齢者の利用用途2位（3.2 b)） トイレの高機能化（4 b)）

近隣施設 近隣施設の使用前後に利用（3.2 c)） 近隣施設の待ち時間狙い（4 d)）

表11：利用者の需要と供給側の意図の比較 

表12：居場所特性比較 

- 60 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.15, 2016 年 5 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.15, May, 2016 

 

  

 

広いイートインを設置することは困難であり，第1種低層住居

専用地域ではそもそもコンビニを運営できない．地域のなかに

イートインという高齢者の居場所を確保するという観点，高齢

者の買物難民対策の観点からは用途地域の柔軟な運用が求めら

れている．13  
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補注 

                                                                 
1 但し松本は「一定の顔見知り関係を保ちつつ，地域住民に対しては

常に開かれている必要がある」とも述べている． 
2 調査において60代以上であると外見で判断された方と定義する．以

降，高齢者と書いた場合断りなくこの定義を用いる． 
3 NHK国民生活調査（2015）によると，60歳代，70歳以上の高齢者

の12～13時の在宅率が，他の日中の時間と比較して高くなっていること

が判明している（2016/5/29閲覧）

http://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/20160217_4.pdf 
4主な利用の仕方としてはコンビニで多くのものをまとめ買いする人

と別の店で買物後足りないものを買い足す人の2種類の人がいる結果と

なった． 
5 調査対象店舗が直営店であることから管理者の目が行き届いている

ことも本結果に影響していると考えられる． 
6 欠損値の影響を小さくするため，欠損値が最も少ない日時で分析． 
7 登戸駅から直線距離500m圏内の喫茶店を「食べログ」

http://tabelog.com/ で検索して5店を抽出．そのうちブレンドコーヒーの

値段が判明した3店の価格帯．（2016/5/29閲覧） 
8 表中におけるコミュニティカフェのデータは大分大学福祉科学研究

センター（2011）より，暮らしの保健室に関するデータは暮らしの保健

室のwebサイトより，生きがい対応型サービスのデータは樋野（2016）

より引用． 
9 時間の規定性に関しては橘ら（1999）が以下のように定義している．

随時：いつでも参加可能かつ，時間をきめずに参加可能，定時：いつで

も自分の気が向いた時に参加できる場，定時：基本的には随時だが特定

の時間に行くことで特定の人と関わりを持てる場，定期：定期的に決ま

った時間が設定されて行われる場，臨時：時間の決定に自分も関わった

うえである特定の日時だけに行われる場． 
10 参加者の交流関係・親密性を橘ら（1999）の社会的関係の許容性の

概念から整理すると，タイプ1：お互いを知る集まりの場の中で密度の

高い関係が要求される集まり，タイプ2：他人同士の集まりで個人個人

はバラバラの存在，タイプ3：他人ばかりの中で個人的に親しい人が集

まっている状態，タイプ4：私と他人をつなぐ媒介者がいるため，その

媒介者により選択的に関係を持つことのできる状態 となる．関係性の広

がりの観点から見ると，タイプ1は場の許容性が低く，タイプ4は場の

許容性が高いといえる． 
11 前半の6つの指標は橘ら（1999）が使用した指標を，一部表現を改

変，統合して用いた．後半3つの指標は，既存研究で問題となっている

事柄のうち，高齢者の居場所を考える上で必要だが，場の許容性の概念

にそぐいにくい指標として本研究で独自に取り上げ用いたものである．  
12 9つの指標は，1.2節で取り上げた3つの課題を含む概念である．気

軽さは時間の規定性と行為の自由度，数・選択肢の多さはアクセス性，

閉鎖性のなさは利用者の種類と参加者の交流関係とそれぞれ関連する． 
13 2016/5/29時点において，政府は第1種低層住居専用地域でコンビニ

エンスストアの出店を条件付きで許可するよう，規制を緩和する方針を

固めた.（読売新聞 2016/5/29） 
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