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本研究は 

無人販売による商品販売を通して 

地域の経済を豊かにし 

SDGs 達成に向け取組んだ研究です 
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Ⅰ はじめに 

 

１ 研究にあたって 

私たちの研究は、昨年度、「商品開発」の授業で取り上げられたあるニュースから

スタートした。そのニュースは、『無人の古本屋さん、５年間で盗難ゼロ』というタ

イトルで、24 時間営業の古本屋なのに店員がいない状態で営業をしている。その

ニュースを聞いて、本当に盗難がないのか疑問に思った。そして、この無人の古本

屋による販売について授業で取り上げられたとき、他の場所でも実際にやってみた

ら成立するかという問いかけがあった。授業を受けているメンバーのうち、盗難な

どの心配があるという意見が半数以上あった。この古本屋のシステムは工夫がされ

ているが、やはり、この店だけが例外で、実際には難しいだろうという意見である。

しかし、記事の中に「善意によって成り立っている」とあった。私たちはこの「善

意」という言葉に注目し、本当に盗難がないのなら本だけではなく、他の商品でも

できるのではないか。そして、このことが、社会の様々な課題も解決できるのでは

ないかと考えた。」 

また、最近 SDGs に関する取組みを目にするようになった。今年７月に開催され

た湘南ひらつか七夕まつりの期間中に同時に開催された「たからいち」において、

平塚青年会議所が「プラスチックフリー」、「リサイクルボックス」、「竹炭販売・バ

ンブーアート作成体験」を通して、SDGs 推進に取組んでいた。本校もこの「たか

らいち」で飲食の販売をおこなったが、商品を提供する容器などでプラスチックを

使わないことで、SDGs を意識することができた。そして、もっとこの取組みを広

げることの大切さも感じた。 

そこで、無人販売の新しいビジネスモデルを模索する中で、これからのビジネス

において、SDGs の取組みを含めたものにする必要があると考えた。SDGs には、

いくつかのゴールがあるが、特に、SDGs の目標 8 にある「包摂的かつ持続可能な

経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇

用(ディーセント・ワーク)を促進する」ことにつながる研究を行った。 

＊たからいち …地元の飲食店等が地域の商品を提供し飲食ができる市場。また、

飲食店以外にも、地域の魅力を堪能できる体験ブースなどもあ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
七夕まつりでの SDGs 取組ブース 七夕まつりでの本校出店ブース 
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２ 授業で取り上げられた記事の概略 

東京の三鷹駅近くに、普段は店員が１人もいない「無人の古本屋さん」がある。

開店してから 5 年間、本は盗まれることなく順調に売れている。 

商店街の中にある店は、店の名前は書いていない。中には店員もいないが、500

冊ほどの本が並べられた棚があるだけの古書店である。 

月に 150 冊から 200 冊ほどの本が売れているが、本の購入は全て、通称「ガチ

ャガチャ」＝カプセルトイの小型販売機で支払う仕組みになっている。置いてある

古本には値段を表すシールが貼ってあり、その金額分のカプセルを買って、中に入

っているビニール袋に本を入れて持ち帰る仕組みである。 

平日は会社員として働いているオーナーの中西さんは、このようなお店をつくる

ことになったいきさつを「かなり多くの冊数がたまってしまった本を処分するのに、

本屋をやってみたいと思ったのが始まり」と語る。そして、「サラリーマンを続け

つつ本屋を成立させるために無人でやるしかなかった。」 

中西さんが店を訪れるのは週に２回ほどで、いずれも 15 分ほど、店の片付けを

する程度。書店での万引被害が社会問題となる中、この店ではオープン以来、本は

盗まれていないということ。中西さんは「本好きしか入らないため、盗難がないの

では」と話し、この店の仕組みも「善意で成り立っている」と、客を信頼している。

中西さんは「店内に木箱を置いていたら、お客さんが本を入れてくれるようになっ

て『この本を使ってください』と寄付してくれる」と話す。 

店では主に客が寄付した本を売っていて、時には、励ましの手紙や地方からのお

土産が送られてくることもあるという。中西さんは「有人の店舗でも、店主とお客

さんのコミュニケーションはあまりないと思う。無人なんですけど、人の交流は普

通の実店舗よりあるのかも」と語り、このような直接対面しない“無人ならでは”

のコミュニケーションが店の良さだと感じている。（※1） 

  

３ 研究における無人販売とは 

    無人販売とは、Weblio 辞書の流通用語辞典によると、「販売員の代わりに自動販

売機などを使って、商品やサービスを販売すること。販売する側から見れば、人件

費の節減だけでなく、営業時間や営業場所の制約が少なくなって営業機会が増える

などのメリットがある。また、利用する側から見ても、待ち時間が少なく、気軽に

利用できるなどの便利さも備えている。」（※２）とあるが、私たちの研究対象の

無人販売は、自動販売機やコインロッカーのような機械による商品販売のことでは

なく、野菜等の無人直売所のように、店番の人がいないお店であり、お金を支払っ

て商品受け取ったりサービスを提供されるのではなく、商品を手にしてから代金を

支払うことを対象としている。 
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Ⅱ 仮説 

 

 １ 仮説 

    本研究の仮説は、「無人販売においても代金は確実に回収され、出店による損失は

なく利益があり、その仕組みを活用して地域経済を豊かにする」である。つまり、

無人販売が成立すれば、人出不足の解消、販路拡大、商店街など賑わいの創出が生

まれ、地域の経済の循環率が増えるというものである。 

 

 ２ 仮説から導き出した地域経済を豊かにするビジネスモデル 

    無人販売が成立することにより考えられるビジネスモデルは次の４つである。な

お、このビジネスモデルの前提として、「平塚市の地域経済に何らかの影響があるも

のとする」、「ただ利益をあげるのではなく、社会的に意義のあるモデルとする」の

２つの条件を設定した。また、今回の研究においては、無人販売に関して、善意で

成り立っているので、大きく利益を出すことが難しいと考える。そこで、短期的で

はなく長期的または間接的な視点でビジネスモデルの成功を導こうとした。 

【考えられるビジネスモデル】 

    ①市役所などの公共スペースまたはイベント会場において、社会福祉施設生産 

商品、または地元企業商品、観光土産品を設置し販売する 

②学校や小さな事業所等のオフィスに無人販売ボックスを設置し販売する 

③起業のための情報収集や試作品などの販売のため、また、企業のＰＲのために、

空き店舗等を活用し、その中の商品陳列スペースをレンタルする 

④近くに店舗がない過疎地域に住んでいる人を対象に、商品を定期的に設置し 

販売する 

このうち、①～③について可能性を検討し、④については、平塚市内で交通の便

が特に不便で買い物が行けないほどの地域はないため、今回の研究対象からは外し

た。（ただし、④については研究対象から外したものの、検証後の課題解決において、

対象として検討する必要がでてきた。） 

 

３ 仮説の根拠 

   この仮説の根拠は、アンケート調 

査とインターネット上の記事から判 

断した。 

    無人販売について、どのぐらいの 

人が利用しているかアンケート調査 

（30 代～50 代の男女、アンケー 

ト数 70）を実施した結果、59％の人 

が利用していることがわかった。 

 

 

よく利用する

6%

ときどき利用する

53%

利用しない

41%

無人販売の利用状況
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また、利用していない人の理由を聞いたところ、「近所にない」、「すぐ売切れる」

など無人販売があれば利用すると思われる理由が多くあり、これらの理由の人を利

用する人に含めると約 96％を占めていることから、無人販売のニーズはあると判

断できる。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平塚市内での無人販売の設置状況を調べた結果、平塚駅から本校までの範囲（住

宅地で畑などはない）では、一か所だけ無人販売所があった。ここは普通の一軒家

で週に１回程度、数点の野菜を置いている。しかし、平塚の北西部は田畑が多くあ

り、無人販売所はよく見かける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、市街地には田畑もあり、いくつかの無人販売所は見られる。 

 

 

     

出典：国土地理院ウェブサイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校 

JR 平塚駅 

 

直線約 2.5Km 

住宅地にある無人販売 

20人

3人

3人

1人

1人

1人

近所にない

すぐ売切れる

車が停められない

スーパーで買う

種類が少ない

お釣りに困る

利用していない人の理由

本校から北北東約３㎞付近の地形 

よく利用する

6%

ときどき利用する

53%

利用したい

37%

無人販のニーズ

本校 
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次に、インターネット上の記事を探した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

   以上のことから、無人販売に関する仮説を設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スイスでは、人の誠実さを前提とした無人販売所が何年も続いており、農家は

ファーマーズマーケットに出品するよりも、無人販売所という手段を選ぶ。日

本やアメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、ノルウェーといった国において無

人販売所は珍しくないが、世界的に見ると非常に特異だ。（※３） 

アメリカ全土で行なわれた無人販売所のゲリラ社会実験を、アメリカの老舗オ

ーガニック飲料会社が実施している。この社会実験は、彼ら自身の信念をきっ

かけに、「人々は考えているよりもずっと正直なのでは？」と考え、それを証

明するため、NY やシリコンバレー、ハリウッドなど主要 30 都市 50 カ所に、

無人販売所を設置。冷たいドリンクのそばに、「ただいま”正直さ”を計測し

ている」と書かれ、参加したい人は、1 本 1 ドルで購入できる。およそ 1,000

人もの人々が参加した結果は、93％の人々が正直だったという。（※４） 
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Ⅲ 企画と実践 

 

 １ 検証のためのおもな活動 

私たちが設定した仮説を検証するため、次のような活動を計画した。 

    ①無人販売の実施 

      学校内、学校以外の敷地で販売し売上状況や商品ロス等を検証する。 

②アンケート調査 

無人販売の利用状況について、利用する人が多いと思われる 30 代～50 代ぐ

らいの人を対象にアンケート調査を実施する。（利用の有無、購入のきっかけ、

販売品目等について調査） 

私たちが設置した無人販売で商品を購入した人にアンケートを実施する。 

③今後の方向性の検討 

無人販売の実施結果及びアンケート結果より、今後の方向性やビジネスモデ

ルを提案し、社会の課題の解決につながるか検討する。 

④専門家からの意見聴取 

ビジネスモデルについて、関係する専門家の方から意見を聴取する。 

聴取者）平塚市産業振興部産業振興部 

        社会福祉法人進和学園サンメッセしんわ 

⑤専門家の意見をもとに課題の整理 

    ビジネスモデルに対する実施の可否及び意見等をまとめる。 

  ⑥仮説検証後の課題解決 

    課題解決のための活動方針について検討する。 

  

２ 無人販売の実施 

無人販売における商品ロスを調べるため、４回の販売を実施した。なお、ここで

の商品ロスは、並べた商品（在庫）から発生する棚卸減耗損のことを指し、計算間

違いや盗難等が発生するか検証した。 

 

   ○第１回目 

無人販売における商品ロスを調べるため、無人販売所を設置し本校校内で実験

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時：7 月 8 日（月） 14：00～16：30 

設置場所：本校内（職員玄関付近） 

販売品目：きゅうり１袋（3 本 100 円） 

売上状況：きゅうり 22 袋（2,200 円分） 

入金額計：2,200 円 
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【分析結果】 

設置場所が本校校内としたため、購入者は、本校に関係する職員（一部就職関

係の来客あったが、購入したかは不明）であるため、常識的に盗難はなく、金銭

の間違いもなかったと考えられる。 

なお、商品のきゅうりは、前日の「七夕祭り」に出店した鉄板プロジェクトの

ジャージャー麵で使う予定のきゅうりが余ったので、それを販売した。ＰＯＰに

はきゅうりの産地を明示した。また、余った食材を使用するという点で有効活用

できた。 

  

○第２回目 

校内から校外に販売所を移し、学校関係者ではなく一般の人が購入できる場所

で実験した。なお、雨のため、商品の数は少なくした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分析結果】 

商品の種類を増やして、売り上げを確認した。かなり強い雨が降ったりやん

だりの状況であり、途中激しい雨の時は、販売所には屋根がないため商品を引

き上げた。その後、小雨の状況が続いたが、商品が雨に濡れない並べ方をする

ことで、継続して販売した。雨の中でも購入する人はいることがわかった。定

期的に代金の回収、売り上げ状況を確認していたが、偶然商品を見ていた年配

の女性から、「オーガニックとは何か」と聞かれた。商品の説明、ポップの重要

性を感じた。また、どのような商品なのか、その理由をはっきりした方がいい

と感じた。 

 

 

 

 

日  時：7 月 16 日（火） 7：00～16：30  

設置場所：本校正門付近 商業高校前バス停付近の通り沿い 歩道あり 

販売品目：オーガニックバナナ１袋（3 本 100 円） 

     カルビージャガイモ１袋（3 個 100 円） 

     オーガニック玉ねぎ１袋（3 個 200 円） 

＊オーガニック玉ねぎは雨のため、14：00 から販売 

売上状況： 

7：00～ 8：00 オーガニックバナナ 1 袋（100 円）  100 円入金 

8：00～ 9：00 雨のため撤去 

9：00～10：00 売り上げなし（ 0 円） 

10：00～12：00 オーガニックバナナ２袋（200 円）  200 円入金 

12：00～14：00 オーガニックバナナ１袋（100 円）  100 円入金 

14：00～16：30 カルビージャガイモ１袋（100 円）  100 円入金 

入金額計：500 円 
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○第３回目 

前日に引き続き、校外の販売所で一般の人を対象に実験した。なお、天気は曇

りであったため商品の種類をさらに増やして実験した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分析結果】 

天候もよかったので商品の種類を増やして販売した。また、野菜だけではな

く、健康食品、お菓子も置いてみたが、購入する人がいた。ただし、入金額が

マイナス 100 円であった。考えられることとして、玉ねぎだけが 200 円と値

段が違っていたので100円と勘違いしたか。複数購入した人の計算間違いか。

商品を持っていてしまったか。いろいろと予想されるが、理由は不明である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時：7 月 17 日（水） 7：00～16：30  

設置場所：本校正門付近 商業高校前バス停付近の通り沿い 歩道あり 

販売品目：カルビージャガイモ１袋（3 個 100 円） 

     オーガニック玉ねぎ１袋（3 個 200 円） 

     一六穀米１袋（２本 100 円） 

 芋ケンピ１袋（60ｇ100 円） 

 ベビービートルート１袋（４個 250 円） 

売上状況： 

 7：00～10：00 売上なし 

10：00～12：00 カルビーじゃがいも ４袋４00 円    

オーガニック玉ねぎ １袋 200 円  

一六穀米 ５袋 500 円 

芋ケンピ ２袋２00 円        １,200 円入金 

12：00～14：30 カルビーじゃがいも 1 袋 100 円 

オーガニック玉ねぎ 2 袋 400 円  

一六穀米 1 袋 100 円 

芋ケンピ ２袋２00 円    800 円入金 

14：30～16：30  芋ケンピ 1 袋 100 円        100 円入金 

入金額計：2,100 円 

校外に設置した無人販売所 通りの交通量は多い 
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○第４回目 

野菜以外の商品が売れるのか、また、商品の金額を一律にし、本数も自由にし

て実験した。 

 

 

 

 

 

 

 

【分析結果】 

前回の結果を受け、花だけを売ってみた。また、1 本 50 円とし、商品の価

格の間違いをなくした。結果的に間違いはなかった。 

販売に際してかなり暑くなり、商品に対する影響が気になった。 

 

    合計 4 回の無人販売を実施したが、商品の種類、金額、天候等いろいろな条件の

違いがあったものの、商品ロスが予想より少なかった。また、野菜以外の商品でも

売れることもわかった。 

 

３ アンケート調査 

無人販売を活用したビジネスモデルの確立のため、無人販売を利用したことのあ

る人（30 代～50 代の男女、41 人）に、その理由を聞いたところ、「安い」、「新

鮮」という理由が多かった。 

また、購入したものは、野菜がほとんどで、花や生活雑貨を購入した人もいた。

ほとんどの人が野菜を購入していることから、一般的な農家の直売所を利用してい

る人であると想定できる。なお、私たちが販売した商品にお菓子や健康食品もあっ

たが、それらも売れたので、置かれている商品は野菜以外でも販売できると考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20人

19人

6人

5人

2人

1人

2人

安い

新鮮

近くにある

偶然見た

手軽

地産にこだわる

その他

利用する人の理由

日  時：7 月 24 日（水） 11：30～15：30 

設置場所：本校正門付近 商業高校前バス停付近の通り沿い 歩道あり 

販売品目：ひまわり(ミニ)、ミニバラ 1 本 50 円 

売上状況：ひまわり ７本×50 円 350 円 

バラ   ４本×50 円 200 円  

入金額計：550 円 

40人

1人

1人

2人

1人

野菜

果物

花

菓子

生活雑貨

無人販売で購入したもの
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そこで、無人販売で売ってほしいものについて聞いたところ（アンケート数 70）、

無人販売＝野菜無人直売所というイメージがあるせいか、野菜や果物が多かった。 

しかし、半数以上の人から、タオル、乾物など、いろいろな商品の要望があり、こ

のような商品を販売することで、新たな商機があると判断できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無人販売に対するニーズはあり、利用したことのない人も、見かければ購入する

ことはわかった。そこで、小売店以外で人が集まる場所として、公共スペースやオ

フィスに設置してみたらどうか検討するため、そのような場所でどのような商品が

売ってもらいたいか聞いてみた。（アンケート数 70） 

消費者のニーズは多様であり、そのニーズに合うようなものを販売すれば売れる

だろう。しかし、ニーズがある商品を売るのではなく、売る側の考えや信念のよう

なものを示し、その考え方にあった人が商品を購入するという方法もある。 

私たちが設置した無人販売所で購入した人（10 人:ずっと見ていることができな

かったので、購入したことがわかった人のみ）に、この場所で買おうと思ったきっ

かけを聞いたところ、「偶然目に留まったから」が５人、「安いから」が５人であっ

た。このうち９人は「ほとんど利用している」が、１人は「普段利用していなかっ

た」。利用していない理由は、近くにないからで、このことから無人販売があれば利

用するというニーズはあると思われる。 

34人

14

6

4

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

野菜

果物

花

お菓子

パン

たまご

野菜セット

惣菜

飲料

地域の物

手作り小物

タオル

乾物

衣類

冷凍食品

ゴミ袋

氷

店に出回らない野菜

地域のアイス

ジャム

使わなくなった玩具

使わなくなった家具

手芸品

無人販売で売ってほしいもの

13人

7

6

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

お菓子

野菜

パン

食品

惣菜

果物

アクセサリー小物

傘

冷凍食品

コーヒー

お土産

肉類

マスク

カイロ

飲み物

ふりかけ

つい買ってしまうもの

地域の名産品

調理済み野菜

ジャム

冷蔵飲み物

公共施設やオフィスで

売ってもらいたいもの
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４ 実験とアンケート調査から導き出したビジネスモデル 

私たちは、無人販売での実験とアンケート調査より次の３つのビジネスモデルが

できるのではないかと考えた。なお、このビジネスモデルは、SDGs の目標に近づ

けられるようにした。 

    ①市役所などの公共スペースまたはイベント会場において、社会福祉施設生産商

品、地元企業や小売店の商品や観光土産品の販売を行う 

例えば、平塚には宿泊施設があるが、平塚のお土産をまとめて売っていると

ころがない。宿泊する人はお土産を買いに駅ビルに行き、平塚以外のチェーン

店の神奈川の商品を買っている。平塚市観光協会内にお土産を売っているが、

宿泊施設からは少し離れていて場所が分かりにくい。そこで、ホテルのロビー

や商店街の空き店舗を有効利用するという方法である。 

また、社会福祉施設で生産されたものを販売する場所が少ないというのを聞

いた。一般の店舗では置いてもらうスペースもなく、出張販売をすれば施設の

人が販売するので人員が足らない。そこで、市の施設等で無人販売することで、

商品の認知もしてもらえ、人手がかからず利益率も高くなる。 

    ②学校や小さな事業所等のオフィスに無人販売ボックスを設置する 

      これはオフィスグリコの野菜版のようなものである。オフィスグリコでは同

じメーカーの同じ商品になってしまう。アンケート調査から、オフィスには

様々なものを置いてほしいという要望がある。そこで、オフィスにはそのスペ

ースを確保してもらい、売りたい商品を置かせてもらう。 

例えば、地元の野菜のおかずや果物をランチやおやつで食べてもらうよう小

分けにして置いたり、地元の無添加・無化調の食材を使用したお惣菜なども置

かせてもらう。このような「置きっぱなしサービス」を導入すると大きな手間

はかからず、新鮮な野菜や果物、体に優しい惣菜を提供することができる。そ

して、野菜以外の小物も置くことでより便利なものになる。 

③空き店舗等の活用として、商品陳列のスペースをレンタルし、無人販売店舗と

して売りたい商品、売ってみたい商品を販売することで起業の可能性やＰＲ効

果をねらう 

      商店街や一般の通り沿いでも、後継者不足の問題で空き店舗が増えている。

しかし、その場所は立地的には人通りもあり、目につく場所であるので、無人

販売としては好条件である。 

また、商品販売では、農産物以外にも、地域には自分の作った作品を販売し

たい人、起業のため試しに商品を販売したい人、不用になったものを販売した

い人などもいる。他にも、活動を広めたい人や個人経営でイベントなどに出店

できないが商品をＰＲしたい人もいる。そういう人を対象に空き店舗のスペー

スを月額でレンタルしてチャンスを広げる。 

例えば、空き店舗側は１区画（1.8ｍ幅）で 5,000 円/月とし、10 区間でも

50,000 円のレンタル料収入が見込める。店舗は無人だが、このように商品を

出してみたい人は、様子が気になるので顔を出す機会があり、商品ロスの割合

が低くなる。また、売上状況を判断し、次への対策を検討できる材料となる。 



13 

 

５ マイクロマーケットと SDGs を意識 

   私たちの考えたビジネスモデルは、すべて地元の企業や店舗が主体になっている。

これは、地域のために何ができるかを考えた結果による。 

平塚市産業振興計画 2024 素案によると、平塚市の付加価値額（GDP）は

7,244 億円、１人当たりの付加価値額は 627 万円であり、全国平均を下回ってい

る。また、支出についても域外での消費や設備投資が見られるため、市内での経済

循環率は 84.2%となっている。（※5） 

無人販売で、地元の人や企業、社会福祉施設が生産した商品を販売することで、

マイクロマーケットが成立し、消費者にとっても企業にとっても無駄のない経済活

動に繋がると考えた。現在、コンビニ業界ではマイクロマーケットへ本格的に参入

している。大手企業が注目している中で、地元の企業こそ以前から小さい商圏で商

売をしている。そこで、できるだけ地元の企業や店舗にお金が入る仕組みを考えて

みた。 

 

【平塚市内の経済循環】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：RESAS－地域経済分析システム） 

 

平成 28 年(2016 年)10 月に大型商業施設「ららぽーと湘南平塚」ができた。 

平塚市中心市街地活性化調整協議会の「ららぽーと湘南平塚」開業の影響に関す

るアンケート調査報告書 概要版（平成 29 年 1 月調査）によると、調査地区全体

として、「事業への影響」は様々な面から受けていると推察される。特に、駅ビル「ラ

スカ内」、大型商業施設「オリンピック内」は、大きくマイナス影響を受けている。

「中心街地区」でも、人の行き来が減少する傾向から、少なからずマイナス影響が

ある。「近隣地区」では、人の行き来の増加も見受けられ、マイナス影響は少ないが、

自動車、自転車の通行量増加による危険面での影響が見られる。としている。（※６） 
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【平塚駅付近】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際に駅周辺の人通りが変わった。地域の人にとっては、ショッピングとして便

利であるが、その中にテナントとして入っている市内の企業は２店舗であり、らら

ぽーとでの買い物の多くは市外の企業や大規模チェーン店の売上になる。 

私たちが考えたビジネスモデルは、地元の人や企業、社会福祉施設が扱う商品な

のでマイクロマーケットが成立し、消費者にとっても企業にとっても無駄のない経

済活動に繋がる。数字上すぐに大きく変わることはないが意識の問題と考えている。 

しかし、すべての商品が地域内で賄うことはできないので、地域の人が、地域の

ものを買う機会を増やすことはできると思う。 

このことは、SDGsの目標の８「包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々

の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)

を促進する」の中の、8.3 「生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベ

ーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアク

セス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。」と 8.5「 2030 年ま

でに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働

きがいのある人間らしい仕事、ならびに同一労働同一賃金を達成する。」のゴールに

向かっていると考える。 

 

 ６ 専門家からのアドバイス 

    私たちのビジネスモデルについて、専門家の方にアドバイスをいただくことにし

た。 

○平塚市産業振興部振興部の方 

   質問）平塚市役所の広場で無人販売をすることは可能か。また、私たちのビジネス

モデルついてどう思うか。 

   回答）ニーズがつかめないが、実現は可能である。 

ららぽーと 

ラスカ オリンピック 

中心街地区 

近隣地区 
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      現在「ありがとう」という団体があり、実施している。基本的には販売員が

ついている。体験することも勉強の一部になるため。 

      課題として、お金と品物の管理。市役所にはいろいろな人がいる。 

販売に関しては、市役所であっても 

国の機関が関係しているので、地場 

産の PR に対してもルールがあり、 

平塚市単独では許可がないとできな 

い。また、コンビニも入っているの 

で、競合するものがあると難しい。 

そして、売り上げの目的が公益性が 

ないと難しい。 

ただし、社会実験として検討の余地 

がある。 

      別の場所として、公民館もあるが教育委員会の管轄である。 

 このビジネスモデルの発想はいい。人件費がかからないところもいい。 

      また、観光地でも可能ではないか。平塚市は有名な観光スポットがないが、

現在、シェアサイクルの普及に力を入れている。また、バラや花菜ガーデン

などを利用した観光と組み合わせることもできるのではないか。 

   結論）盗難のリスクを心配された。特に公共の場であるため、実際に盗難があった

場合、かなり問題が残ると判断した。ただし、ビジネスモデルとしての活動

にする際の理解を示していただき、社会実験として行う場合、何らかの方法

で協力していただけることになった。 

  

○社会福祉法人進和学園サンメッセしんわの方 

質問）福祉施設の商品は販売する機会が少な 

いと聞いているがどうなのか。 

  回答）サンメッセでは市役所、地域の老人ホー

ム、ベルマーレのフードパーク、デパー

トの催事など、意欲的にかなり多くの

場所で販売している。家族会の方々が

広めてくれる（家族会は学校でいう

PTA のようなもの）。ただし、他の福祉

施設では販売する機会は少ないのが現状。 

  質問）商品を無人で販売することの課題や意見についてどう思うか。 

回答）食品の販売だと、保存方法・設備に課題がある。野菜など、余って捨てるより

はマシだと考えられるものであれば、盗難があってもあまり影響はないと考え

るが、サンメッセの場合、売れた分については従業員の給料になるので頻繁に

盗まれると困る。また、陶器なども多少高価なものも盗まれると損失が大きい。 

課題は盗難と品質管理。また、大都市よりも地域のほうが無人販売は成立する

のではないか。地域との信頼がテーマになるのでは。 
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質問）地域の商品を地域の人が購入することにつながるか。 

回答）近所の無人販売をみても結構地域の人が購入していると思うので、つながって

いると思う。無人販売は近所の人用に置いてあることが多い。 

質問）空き店舗で無人販売を考えているが商品を提供してもらえるか。 

回答）システムにもよる。空調などがしっかりしていれば基本的には何でも提供でき

る。ただし、同じ進和学園内でもサンメッセで作っているものとそうでないも

のとで部署が違う関係で少し面倒なところがある。サンメッセは、基本は買い

取ってもらったものを販売してもらっているが、委託販売となると返品の問題

も出てくる。買い取りで販売なら、盗難があってもサンメッセには影響がない。

委託販売なら数量限定という形にすればいいかもしれない。 

質問）空き店舗のスペースの一部を貸し出すビジネスについて成立すると思うか。 

回答）場所がどこかによって、家賃等が違ってくると思うので、行政などに地域のた

めという部分を PR し、家賃の補助等を受ければ可能性があるのではないか。 

結論）一般的に福祉施設での販売機会は少ないことが分かった。ただし、施設の規模

や物理的な問題、意欲の問題もあるようだ。この意欲の問題も含め、こちらか

らアプローチすれば、商品の提供はしてもらえると判断した。 

また、盗難の心配が大きく、対象の商品が、何らかの状況により余剰で廃棄し

なくてはいけないもの。金額的に高額ではないものに限られる。ただし、人件

費のことを考えるとメリットはある。 

無人販売自体はマイクロマーケットを対象にしていることを考えると地域に 

貢献できている。 

  商品の出品に関しては、家賃の問題があるが、関心は示してもらえた。全体的

には、かなり協力的であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジネスモデル実施予定の空き店舗 レンタルとして提供する１区間の広さ 
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７ アドバイス後の計画・実践 

専門家からアドバイスを受け、実店舗での無人販売実験のため計画をたてた。 

①店舗探し 

 平塚市内で、空き店舗を借りられるところを探した。条件は次のとおりである。 

  

 

 

 

     このような条件の場所を探したところ、一軒空き店舗が見つかった。その場所

は、平塚駅から約 2ｋｍの場所で、平塚市に隣接する伊勢原市、秦野市の両方面

に分かれる交差点付近で車の往来は多い。しかも歩道があり歩行者にも目につき

やすい場所である。店の広さは約 20 ㎡。閉店してから２年ぐらいで、簡単に整

理すればすぐにでも開業できる場所である。 

   ②仕入れ商品 

次に仕入れ商品を集めることにした。しかし、商品アイテムを、店の広さに対

して多く集めることが難しかった。また、レンタルスペースとのバランスが難し

いことも分かった。特に、商品盗難のリスクに対する明確な対策がないこともあ

り、商品確保の厳しさを感じた。 

そこで、この盗難リスクに対する対策と、ただ商品を販売するだけではなく人手

をかけないこと。そしてＳＤＧｓを達成できる内容、商品を提供してもらえるよう

な仕組みを詳細に作ることが大切だと感じ再検討することにした。 

 

 ８ ビジネスモデルの再検討 

ゼロから新しいビジネスモデルを考えるのではなく、店舗は借りることが可能な

ので、この店舗を生かし盗難の心配を解消できるビジネスモデルを検討した。そこ

で、再検討したのが次の無人販売プロジェクトである。 

①プロジェクトの内容 

地域で生産された野菜や福祉施設の商品を仕入れて、地域で人が集まるような

場所（公共施設やオフィス等）に商品を置かせてもらい無人で販売するマッチン

グサービスである。具体的には、無人販売拠点を中心にして、味は変わらず見た

目上で市場に出せない野菜や福祉施設で生産されている商品を仕入れる。それら

を選別・組み合わせて、普段、買い物に行く時間があまりない人や買い物に行く

ことが困難な人に対して、公共施設やオフィス等に設置された無人販売商品を購

入する。また、シニア層の場合、デイケアなどに通っている人やスポーツクラブ

などアクティブに活動できる人など商品の種類を選別するというものである。（な

お、デイケアなどの場合、通う人はお金を持参しないことがわかったので、改め

て方法を検討した。) 

これは宅配サービスなどと似ているが、宅配サービスは個人の家に届けるのが

基本である。しかし、私たちの考えたサービスは施設等に届けるので、配達にか

かる手間と時間、人手を抑えることができる。また、地域で食べられるのに廃棄

・店舗前はできるだけ人通りが多いこと 

・本校から近いこと 

・店舗に適度な広さと改装の必要がないこと 
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されてしまうものや販路拡大ができない福祉施設の商品を販売することで、地域

の商品を地域に届けることができ、当初考えていたマイクロマーケットが成立し、

ＳＤＧｓのターゲットに結びつけられる。また、販売における人件費を極力抑え

ることで、商品に見合う価格設定ができる。 

②ターゲット 

○商品を提供してくれる側は、地域で商品価値があるのに廃棄されてしまう商品

を抱えている農家等、販路を拡大したいと考えている福祉施設等、起業のため

に売れ行き状況を確認したい人等。 

○商品を購入してくれる側は、普段買い物する時間があまりとれないフルタイム

で働いている人、一人暮らしなどで、買い物に行く手段がなかったり、頻繁に

買い物をすることができないシニア層、プールやフィットネスなどアクティブ

に活動できるシニア層など。 

③課題 

○無人店舗販売拠点、商品設置販売施設における商品管理及び盗難リスクや商品

ロスが心配される 

→無人店舗で販売拠点をつくるが、ここは、運営スタッフが商品仕分け等をし

ていることや、人通りのあるところを拠点としているので、商品ロスの心配

は解消される。 

実験より無人販売での金額の間違い（ロス）は 100 円のマイナスであり、

商品ロスは 1.9％である。私たちの試算では、アルバイトを１人雇うより小

規模の店舗では商品ロスの方が小さいので、盗難の心配は考えなくてもいい。 

  【試算】 

 

 

 

 

 

 

○仕入商品の提供及び設置販売場所の提供をしてもらえるか。また、購入者がい

るか。 

     → 購入者はある程度見込まれる。また、平塚市産業間連携ネットワークを活

用し周知・拡大する。平塚市産業間連携ネットワークとは、平塚市産業振

興部が事務局となり、産業の活性化を図るため、市内事業者同士の連携を

応援する産業間連携ネットワークで、これは、事業者同士が連携を図り、

「新商品の開発」、「新事業の創出」、「販路拡大」等を行う際、事業者に対

し様々な支援をしてくれる制度である。平塚市内の 68 の事業者及び団体

等があり、本校もこの会員になっている。そのため、セミナーに参加でき

たりビジネスパートナーのマッチングの機会を得られるので、これを活用

できる。 

    

 1 日のアルバイト代 7,864 円   ＞   商品ロス 1.9％  

神奈川県の最低賃金 983 円       1 日の売上 

（令和元年 5 月１日現在）           413,890 円以下の場合 

1 日 8 時間で計算             
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④収支 

1 年目の損益の見込みを検討し、次の通り試算した。 

 金額 内訳 

売上高 2,560 万円 ・商品による売上 2,500 万円 

施設数(20)×売上(5,000 円)×営業日数(250 日)  

・スペースレンタル料 60 万円 

5,000 円/月×10 件×12 か月 

売上原価 1,750 万円 売上金額の 70％ 

経費 560 万円 ・人件費 400 万円 

最低賃金 1,000 円×８時間×250 日×２人 

・家賃 84 万円 

空き店舗家賃 7 万円/月 

・広告宣伝費６万円 

チラポスター等 5,000 円/月 

・その他 70 万円 

電気自動車維持費 70 万円 

利益 250 万円  

 

１年目では、250 万円の利益が見込まれる。その後、無人販売施設数を増やす

ことで、利益を増やすことができる。 

また、地域の現状に関する新聞記事もある。平塚市内を中心に１１店舗を展開

するスーパーでは、軽トラックの巡回による移動スーパー事業に乗り出している。

高齢者ら買い物困難者のための試みである。 

事業の背景にあるのは高齢化で、平塚市によると、2018 年１月現在の人口は

約２５万７６００人で、そのうち６５歳以上は約６万９９００人。１０年前から

２万人以上増えているという。 

同社は配送サービスやインターネット販売・配送に力を入れてきたが、高齢者

層にはハードルが高く、同店近隣の約１２０世帯から移動販売の要望が寄せられ

ていた。「今は大丈夫だが、将来はお世話になりたい」と潜在的な需要を感じさせ

る声もあった。（※７） 

     この記事により、私たちが思っているより、買い物に苦労している人などが多

いことも予測できた。 

 

９ 専門家からのアドバイス② 

    再検討したビジネスモデルについて、専門家の方にアドバイスをいただくことに

した。 

○ SDGs 公認ファシリテータで平塚商工会議所青年部理事の方 
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SDGs の取り組みとしては、認められるも

のであった。特に、食べられるけど、捨てら

れてしまう野菜の活用は、いいアイデアと

なった。 

ビジネスモデルとしては、ビジネスとし

て大きな利益を上げ、その利益の使い道に

ついて、少し抵抗感を持たれた。 

 

 

10 今後の予定 

再検討したビジネスモデルについては、まずはＰＲ活動、特にＳＤＧｓにして周

知することが必要だと考えた。 

朝日新聞社による、ＳＤＧｓがどれだけ広まっているか、東京・神奈川に住む

3000 人を対象として調査（SDGs 認知度調査 第 4 回報告 2019 年 2 月 14、

15 日実施）によると、「SDGs という言葉を聞いたことがあるか」という質問に「あ

る」と答えた人は 19％だった。（※８） 

ちなみに、本校の生徒 37 人に、「SDGs という言葉を聞いたことがあるか」とい

う質問に「ある」と答えた人は４人の約 11％で、調査よりは低くまだ認知されて

いるとは言えない状況である。しかし、知っている人のきっかけを聞いたところ、

七夕まつりのイベントで知ったという人が 2 人いた。そのため、まず、SDGs に対

する周知活動は重要だと考える。そして、その周知を通してビジネスモデルが理解

してもらえると考えた。 

そこで、次のイベント等で私たちのビジネスモデルとＳＤＧｓの取組を周知する

ことを計画した。 

   【周知活動】 

10 月 平塚商工会議所女性会主催「街の魅力を伝える」 

SDGs 及びビジネスモデルの提案発表 

10 月 神奈川県知事との対話の広場 

    意見交換 

11 月 平塚商工会議所青年部主催「ヒラツカノミライヲタイケンスルイチニチ」 

SDGs 及びビジネスモデルの展示・提案発表 
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Ⅳ おわりに 

 

 １ 仮説の検証 

仮説に対して検証した。数字上は、無人販売での金額の間違い（ロス）は 100

円のマイナスであった。ただし、実際にパーセントで示すと 1.9％になる。無人販

売自体は可能であると判断できる。 

なお、今後の実験として、販売機会、販売場所、販売品目、販売個数を増やし、

もう少し継続していく必要がある。 

また、ビジネスモデルについては、興味を持ってもらえたが、盗難という心配な

部分があり、その不安の解消がなされていない。今後新しく空き店舗は借りられ、

無人販売店はできることになったので、実験を続けたい。また、商品確保において

も課題が残った。 

その点で、新たなビジネスモデルを考えたが、広く理解してもらうことができる

かは今のところ不明である。（今後の活動で判断したい） 

 

 ２ 課題 

    無人販売は、盗難も多いともいわれている。今回の聴き取り調査についても盗難

のリスクが一番のネックとなった。盗難の対策についてはビデオカメラを設置する

店舗もあるようだ。また、キャッシュレス決済にして、金額の間違いを防ぐことが

できる。キャッシュレス決済であれば商品ごとの金額も細かく設定できる。ただし、

初期費用や決済手数料等もかかるのがデメリットである。 

    また、空き店舗を活用する方法では、利用者をどのように集めるか。運用上のル

ールを徹底することが必要である。また、空き店舗による実験では、かなり長期間

での販売実験が必要である。また、その際の税金の問題もあり、かなりのハードル

が高い。そして SDGs をより強く意識したビジネスモデルを考えた。今後は、その

周知をするが、その効果を見極め、今後の活動を検証したい。 

 

３ 感想 

    私たちは、昨年度１つの記事からこの研究を進めた。無人販売の可能性について 

は盗難があるから難しいのではないかと思った。しかし、実際にはあまり心配する

ほどでもなかった。そして記事にもあった「善意」で成り立っていること。このこ

との大切さを実感した。 

    無人販売の実験中、売り上げ状況の確認をするとき、「売れていてほしい」、「金額

はあっているか」と何度も思った。そして、金額があっていたときはすごく安心し

た。 

SDGs の取り組みは自分のことだけを考えていたら、絶対にゴールにはたどり着

かない。すべての人が世界の課題について理解することが大切である。そういう意

味では、善意の商売が成り立たなければ、達成できないだろう。 

私たちのビジネスモデルでは、盗難という課題に対し多くの人が心配しているが、

それを跳ね返すような仕組みを今後も考えていきたい。 
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    私たちの学校は、来年度平塚農業高校と統廃合して、新たに平塚農商高校になる。

そこで、農業高校の野菜を仕入れて販売することも計画し交渉した。しかし、農業

高校も生産したものを自分たちで販売をしているので、それを邪魔してしまうかた

ちになる。現在６次産業化が進められていて、生産者が直接販売を行っていること

を考えると当然である。そこで、改めて、商業の役割、新しい商業流通のモデルを

考える必要があると思った。その点において、SDGs という世界的なゴールを改め

て考えたビジネスモデルが必要だと感じた。 
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資料 

 

１ 本校について 

    本校の創立は昭和 37 年（1962 年）で、今年で 57 周年を迎える。特色は、全

員が主役、高校時代に様々な活動に取り組む仕掛けが授業を中心に用意されており、

３年間で実学（ビジネス）を身に付ける。また、地域の学校として、地域との協働、

教育資源の相互提供、人材の地産地消を目指している。具体的には、チャレンジ委

員の地域協働、ぷちひらつか、商品開発、地域団体・小中高専大と連携した取組み

が盛んにおこなわれている。特に、７月には、平塚市の

最大イベントである七夕まつりが開催され、本校から

も七夕飾りを作成したり、飲食や商品販売など出店を

している。さらに、専門性の追求として、基礎的な学習

を実習活動で定着させるための仕掛けが数多く用意さ

れている。また、頑張った証しとしての資格、直接的に

仕事に役立つ資格の２種類の資格取得ができ、進学後、

公認会計士や税理士になり、社会貢献できるプログラ

ムが構築されている。 

 

２ 平塚市について 

   本校のある平塚市は、東京から南西方向に約 60km、神奈川県のほぼ中央、相模

平野の南部に位置し、約 4.8km の海岸線から西北に広がる扇形で、相模川と金目

川の下流域に発達した平野と、それを取り囲む台地と丘陵から形成されている。北

側には丹沢・大山山麓が控え、西側には富士・箱根連山を遠望できる四季温和な気

候に恵まれたまちである。 

江戸時代に東海道五十三次の宿場町として栄え、明治２０年に鉄道（現在のＪＲ

東海道線）が開通すると、平塚駅を中心に発展してきた。第二次世界大戦で大きな

被害を受けたが、戦後、焦土のなかから再び復興へと力強く歩み始め、都市施設や

市街地の整備が進み、商工業の成長とともに住宅地としても発展し、現在に至って

いる。 

平塚は、高い生産力を持った工業と農・漁業、そして商業がバランスよく調和し

ているまちで、工業では、化学工業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業など

の工場が立地していて、特に、自動車関連の工業地域としての特色をもっている。

また、農業では、県下でトップクラスの生産高を誇る米や、全国屈指の生産高のバ

ラ（平塚の特産品）のほか、野菜などがオールラウンドに生産されている。また、

漁業も相模湾を中心とする近海の魚介類の高い収穫高があり、新鮮な海の幸が身近

に楽しめる。そして、商業では、JR 平塚駅周辺の中心商店街をはじめとして、市

内各地区に商店街が形成され、買い物の場として利用されている。なお、中心商店

街は、毎年７月に開催される「湘南ひらつか七夕まつり」のメイン会場となる。 

（※ http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/shokai/page-c_00377.html 平塚市ＨＰ） 

 

作成した七夕飾り 


