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ニケーションを通じて、健康で快適な暮らしを共に構築
するまち」と定義し，以下の分析を行う．

1. 序論
(1) 研究意義・目的
昭和 30 年代以降，高度経済成長を受けて農山村地域
では人口減少とともに村落の自治機能が低下し，教育
や医療，防災など地域における基礎的な生活条件の確
保に支障をきたすようになり，産業の担い手不足など
により地域の生活機能が低下しつつある１）．一方で，
平成 18 年に農林水産省が実施した限界集落代表者に対
する定住意向調査結果２）では，集落に「住み続けるつ
もりである」という回答が 75％を占め，集落を出るつ
もりだと回答した者は 2 割に満たない．
以上のように，集落での生活環境は厳しくなってい
るものの，集落での生活を維持したいと考える住民が
多いことから，今後は個々の集落においてコミュニテ
ィを単位とした「積極的な撤退」３）を視野に入れなが
らも，よりよい地域社会の構築に向け，住民自身が相
互に支えあう仕組みが求められものと考えられる．
本稿で取り上げる京都市右京区京北黒田地区は，大
都市域にあるが，かつては林業主体の地域であり過疎
集落という様相を呈している．しかしながら，2000 年
に住民自らが日用品の購入が可能な商店「㈲おーらい
黒田屋」を設立し，行政支援に依存することなく自立
的に地域社会の構築に取り組んでいる．
本稿では，地域住民が自ら設立・運営している㈲お
ーらい黒田屋（以下，黒田屋と略す）に焦点を当て，
地元商店が過疎地において安寧な地域社会の構築に果
たす役割を明らかにすることを目的とする．なお，本
稿での「安寧な地域社会」の定義は(2)を参照いただき
たい．

2. 研究対象地及び調査対象施設
(1) 研究対象地の概要
京都市右京区京北黒田地区は京北地域内を流れる上
桂川の最上流に位置し，人口329人，世帯数144世帯
（2010年国勢調査）という京北地域の中でも比較的人口
規模の小さな地区である．地区は，1955年に周辺町村
（周山町，細野村，宇津村，山国村，弓削村）と合併し
京北町となった後，1995年（平成17年）に京都市右京区
に編入合併された（図-1）．
地区は6つの集落で構成されており，黒田郵便局や黒
田駐在所，旧黒田小学校（現 研修センター）が立地す
る宮集落を中心に，灰屋集落，上黒田集落，下黒田集落，
芹生集落，片波集落から構成される（図-2）．
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図-1 黒田地区位置図５）

(2) 安寧な地域社会とは
京都大学安寧の都市ユニットがまとめた「安寧の都
市論」４）では、安寧な都市を「まちづくりと健康づく
り，及びこれらを融合した視点を横軸にとり，都市アメ
ニティとクライシスマネジメントの取組みを縦軸にして，
健康で快適に暮らし，活動を続けることができるまち」
と定義している．
また，安寧の都市の実現には「住民をはじめ地域に
関係する人たちが，コミュニケーションを通じて地域の
進むべき方向性を決定し，豊かなコミュニティを実現す
る必要がある」としている．
そこで、本稿では「地域住民や地域関係者がコミュ
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図-2 黒田地区内集落位置図

(2) 調査対象施設の概要６）
黒田屋は宮集落に位置し，東側に喫茶コーナー，西
側に商店を有する（図-3）．設立日は 2000 年 7 月 16 日
であり，JA の広域合併に伴い廃止された支所で開業さ
れた．もともと，JA 黒田支所は地元が土地を提供して
設立されたという経緯があることから，JA 廃止の意向
を受け住民が商店の維持を町（当時，京北町）に要望し，
町が商店を買取り，自治会に提供した．
設立にあたっては，黒田自治会の地元住民 41 名の会
員が出資し，現在はこの中の役員 10 名７）によって運営
されている．
扱う商品は，日用品や菓子，調味料，衣類などの他，
地元農作物や加工商品，林産物や木工品などの特産品で
ある（写真-2）．また，地元食材を使った高齢者のため
の給食事業や生活支援事業（後述），片波自然観察コー
スの管理（府委託）や片波川源流域ガイドウォークの実
施など，商業により地区高齢者を支えるとともに，地元
資源を活用したエコツーリズムや地域活性化に向けた取
組みも実施している．
その他，地区住民によるバンド演奏や琴演奏が行わ
れる音楽イベントや，地区住民が育てた野菜販売のイベ
ント等，年に数回イベントも開催するなど，地域のにぎ
わいづくりや顔の見える関係づくりにも力を入れている．
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図-3 黒田屋構成及び周辺図

3. 調査対象施設に対する調査手法及びその結果
(1) 調査実施概要
黒田屋が安寧な地域社会の構築に果たす役割を明ら
かにするため，黒田屋の前田芳子代表に対し，黒田屋の
取組み内容や運営工夫を中心としたヒアリング調査を実
施した．調査日程及び内容を以下に挙げる．

表-1 ヒアリング調査実施概要(1)
平成24年
9月1日（2）

（同年）
12月8日

・黒田地区での生活利便性
・黒田屋設立経緯
・事業内容及び運営手法
・いきいきふれあいサロンの取組み内容
・顧客の年齢層や居住地の特徴
等
・黒田屋運営にあたっての工夫
・コミュニケーション頻度や機会の提供状況
・市や社会福祉協議会との関係性
・顧客の移動手段
等

(2) 調査結果
安寧な地域社会の構築に果たす黒田屋の役割に関す
る調査結果として，二点挙げる．
一点目は，生活支援事業（「田舎の便利屋」事業）
開始のプロセスにみられる地元商店の役割である．生活
支援事業は，家具の移動や家電修理，田畑への施肥など
の要望に対して，黒田屋が地区内の事業者を斡旋する事
業である．
この特徴は，遠慮から他者へ生活支援の依頼を躊躇
する高齢者の声を地区住民の一人である店員が直接聞き，
黒田屋役員と会員が地区内全体の課題として解決策を検
討し，金銭を介する生活支援事業として成立させたとい
う点である．ここから，黒田屋が黒田住民の生活相談窓
口として存在していることが推察される．
二点目は，高齢者のコミュニケーションにみられる
黒田屋の役割である．筆者が黒田屋を訪問した際，商店
で菓子を購入し，喫茶コーナーで交流をはかる高齢者グ
ループが確認できた（写真-3）．彼女らは度々黒田屋に
集まり，交流をしているとのことである．前田代表によ
ると，毎日黒田屋に来ては少量の日用品を購入し店番と
雑談をして帰る高齢者もいるとのことであり，一部の高
齢者にとって，黒田屋がコミュニケーションの場として
機能していることが推察される．

写真-1 黒田屋

写真-3 黒田屋で交流する高齢者
写真-2 商店店内
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以上のように，黒田屋は地元住民が経営する商店で
あるため，顔の見える関係が構築されており，店番と顧
客である高齢者の間で生活に対する課題の共有が図られ
る．また，黒田屋も顧客である高齢者とのコミュニケー
ションを通じて事業を検討し，相互に支えあう仕組みを
構築していることが明らかとなった．

生鮮食品は，「宅配や購買車」での購入が 50.0％と
最も多く，次いで「周山地区やその周辺」が 40.4％で
ある．菓子などの乾物や調味料など，その他の飲食料品
では，「周山地区やその周辺」が 41.3％，次いで「お
ーらい黒田屋」が 37.0%である．生活雑貨では，｢おー
らい黒田屋｣が 49.0%と最も多く，次いで「周山地区や
その周辺」が 38.8%である．衣類は「京都市街地」が
44.4.%と最も多く，次いで「周山地区やその周辺」が
31.1%である．
ここから，「生鮮食品」においては黒田屋を利用す
る高齢者は少ない(5）ものの，「その他の飲食料品」で
は 37.0%が，また「生活雑貨」では 49.0%の方が利用し
ていることが明らかとなった．また，利用頻度をみると，
生活雑貨やその他飲食料品など，「日用品の購入」を目
的に月 1 回以上来店する人は回答者の 75.0%おり，黒田
屋が地区の高齢者の買い物を支援していることが明らか
となった．

4. 高齢者に対するアンケート調査及びその結果
(1) 高齢者に対する悉皆アンケート調査
地区内での買い物事情やコミュニケーション頻度，
黒田屋の利用状況等を把握するため，地区高齢者に対す
るアンケート調査を実施した．
調査対象者は自治会名簿から抽出した 65 歳以上の高
齢者（123 名）とし，自治会を通じて対象者居住世帯に
全戸配布した（3）．実施期間は 2012 年 12 月 8 日から 22
日までの 15 日間とし，黒田屋に設置した専用ボックス
で回収した．また，いきいきふれあいサロン参加者には
サロン実施日にアンケート記入を依頼し，その場で回収
した．
回答者の基本属性を 表-2 に示す．

(II) 黒田屋利用目的及びその頻度

表-2 回答者の属性
回答者数
性別
居住地（4）
年齢
世帯構成

123 票中 63 票（回答率 51.2%）
男性 39.7%，女性 54.0%

(無回答 6.3%)

上黒田集落 17.5%，下黒田集落 7.9%,
宮集落 73.0%
（無回答 1.6%）
65〜69 歳 15.9%，70〜79 歳 36.5%，80 歳〜89 歳
33.3%，それ以上 6.3%
（無回答 0.0%）
65 歳以上のみの世帯 38.1%,
65 歳以上の親とその子のみの世帯 25.4%,
3 世代世帯 19.0%
（無回答 17.5%）
図-5 黒田屋の目的別来店頻度

(2) 調査結果
全 17 設問のうち，本稿では本論に関わる設問のみを
抽出し，結果を考察した．

月に 1 回以上，黒田屋を利用する者の割合は「日用品
の購入」が 75.0%，「喫茶コーナー」が 37.8%，「ふれ
あいサロン」が 51.1%，「友人との交流」が 62.5%であ
った．
ここから回答者の半数以上が，月に一度は「日用品
の購入」だけでなく「友人との交流」を目的に来店して
いることが明らかとなった．（図-5）．

(I) 買い物場所と黒田屋利用状況

5. 考察
以上より，黒田屋は一部の地区高齢者にとって物品
を購入する場のみならず，店員や友人とのコミュニケー
ションの場や，日常生活での不安や課題を相談する場と
して機能していることが明らかとなった．
つまり，京北黒田地区のような過疎集落においては，
地元商店での「買い物」という行為自体が，「物資調

図-4 買い物場所（品目別）
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達」だけでなく，「外出機会」や「コミュニケーション
機会」ともなると言える．
このような地元商店は，高齢者の 不安 3K と言わ
れる①経済的な不安②健康に対する不安③孤独に対する
不安を和らげる効果があると期待できる．
また，これら地元商店の機能は個人の繋がりや顔の
見える地元商店であるからこそ担えたと考えられ，大規
模な商業施設では難しいと考えられる．
安寧な地域社会の構築には，住民同士のコミュニケ
ーションが不可欠であることから，厳しい住環境におい
て日常的に誰もがコミュニケーションをとることのでき
る地元商店が果たす役割は大きいと捉えられる．
また，行政が，高齢者に交流を促す福祉施設を新し
く整備し，運営するよりも，黒田屋のような地元商店に
役割を委ねる方が地域に根差した取組みができ，地元の
資源を活用できるため経費も抑えられるだろう．
更に，住民は買い物を目的とするため，当人の好む
時間での自発的な交流が可能である点で，来訪者の自由
な選択に委ねられていると言える．
こうした黒田屋の生活支援事業や物品販売事業が，
多少の金銭の介入を通して地区住民の日常生活をサポー
トし，住民同士のコミュニケーションを支えていること
が明らかとなった．

り設立された経緯があることから，住民自身が利用する
意識が高いと推察される.このように，住民自身による
設立を促すことで，より自分ごととして地域を捉え，商
店を活用した地域内協力がスムーズにおこなわれる可能
性があると考えられる．
今後は，過疎地における地元商店の果たす役割のよ
り精緻な分析と水平展開についての知見の獲得，また都
市部における小規模商店が果たす役割と期待される効果
を検証し，安寧な地域社会の構築に向けたコミュニティ
拠点としての可能性を模索することが期待される．
補注
(1)

その他，平成24年6月16日に店内視察，同年8月4日及び10
月28日に黒田屋でのイベントにて高齢者の参加状況や交
流の様子を観察した．

(2)

黒田屋に集まっていた高齢者（80 代）6 名への黒田地区
での生活に関するヒアリングも兼ねる．

(3)

集落ごと自治会を通じて，通常の自治会配布物と合わせ
て配布した．片波集落は上黒田集落と合同で配布した
（計 36 名）．また，灰屋集落は 65 歳以上の高齢者が 7
名いるが，入院等で集落に居住していない者（4 名）と
100 歳超える者（1 名）を除く 2 名に，黒田屋で配布した．
なお，芹生集落は対象者がいない為，配布していない．

(4)

上黒田集落（片波と合計 36 票中 11 票），下黒田集落（31 票中 5

6. 結論

票），宮集落（54票中46票），不明（1票）の回答を得た．黒田

本稿では，㈲おーらい黒田屋を事例に，地元商店が
安寧な地域社会の構築に果たす役割を，ヒアリング調査
やアンケート調査を通して，明らかにした．
黒田屋に見られるように，地元商店は住民と顔の見
える関係性が構築されており，物品購入の場だけでなく
コミュニケーションの場として機能していることが明ら
かとなった．また，黒田屋のように運営側が工夫するこ
とにより，住民の生活相談の場としての機能や課題解決
の場としての機能も果たし得ることが明らかとなった．
これらの機能は，既存の住民間の関係性の上で成り
立つものであり，地域資源も活用できるため，新たな福
祉施設の建設による高齢者の交流の場の構築よりも安価
で効果も高くなることが期待できる．
今後はこのような地元商店を安寧な地域社会の拠点
として見直し，円滑な事業運営ができるよう行政や外部
者が相談役としてサポートしていくことが求められる．
また，本稿では住民のつながりが強い過疎集落を対
象に言及したが，住民同士の連帯感が希薄な都市部の高
齢者においても経済的不安や健康不安，孤独に対する不
安は共通の課題と考えられる．そのため，都市部におい
ても，気軽に立ち寄りコミュニケーションをとることの
可能な小規模商店がコミュニケーション拠点となりうる
可能性もある．
本稿で取り上げた黒田屋の場合は，住民の出資によ

屋への徒歩移動が難しいと考えられる灰屋集落（2 票），片波集
落（上黒田集落と合計 36 票）からの回答は得られなかった．
（図-2参照）
(5)

黒田屋では，生鮮食品の取り扱いは地元産の農作物のみである．
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