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生活環境づくり支援事業【はじめに】

【本事例集について】

○ 茨城県では、急激な人口減少や少子高齢化が進む中、安心して暮らせる生

活環境づくりを推進するため、H29(2017)年度から「生活環境づくり支援

事業」を実施してきた。

〇 本事例集は、これまで市町村等が実施した事業について、事業実施における

課題や課題に対する取組、事業実績及び成果などを取りまとめたものなので、

今後同様の取組を検討・実施するにあたり、是非参考として頂きたい。

【生活環境づくり支援事業とは】

○ 茨城県では、Ｈ28(2016)年度に、人口減少率や高齢化率の高い地域を対象

に、公共交通や買物環境、金融サービス等の実態に関する「生活環境等実態

調査」を実施。その調査結果を踏まえ、Ｈ29(2017)年度から、国の「地方

創生推進交付金」を活用し、買物支援等の生活支援サービスの維持・確保に

取り組む市町村を支援する「生活環境づくり支援事業」を開始したもの。

〇 本事業は、地域における生活支援サービスの取組支援において一定の役割を

果たしたため、R3(2021)年度をもって事業を終了とする。
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生活環境づくり支援事業【概要】

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の拠点店舗 

近くに店をつくる 

家まで商品を届ける 

移動販売 買物代行 
宅配・見守り 

家から出かけやすくする 

買物不便地域 

買物場所の設置 
（出張販売所，ミニスーパー等） 

移動手段の提供 
（買物ツアー等） 

＜買物支援＞

＜見守りサービス等＞

事業イメージ

急激な人口減少や少子高齢化が進む中、買物支援等の生活支援サービスの維持・確保
に取り組む市町村等を支援し、安心して暮らせる生活環境づくりを推進する。

事業目的

＜対象事業＞
①仕組みづくり支援
生活支援サービス実施に係る調査、検討・調整等
補助率：１０／１０、補助額：上限1,000千円

②買物不便地区等への買物支援
・複数地区への移動販売、買物代行サービス等
・出張販売所、ミニスーパー等の設置
・福祉バス等を活用した買物ツアー等の実施
補助率：県１／２、市町村１／２、補助額：上限5,000千円

③郵便局、宅配事業者等と連携した見守りサービス等への支援
補助率：県１／２、市町村１／２、補助額：上限5,000千円

④その他先進的な取組への支援
（例）生活支援サービスへのＩＣＴ活用、貨客混載等
補助率：県１／２、市町村１／２、補助額：上限5,000千円

⑤広域生活支援サービス事業者による買物支援と見守りサービス
等を合わせたモデル事業
補助率：県１／２、事業者１／２、補助額：上限5,000千円

＜補助要件等＞
・補助期間：３年間（ただし、ハード整備等は単年）
・他の補助金等の交付を受ける事業は対象外

事業概要
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⑤民間事業者による買物支援と見守りサービス等を合わせたモデル事業
（R1(2019)年度～）
・補助率(限度額)：県１/２、事業者１/２(500万円)、補助期間：最長３年

④その他先進的な取組への支援（例：ＩＣＴ活用、貨客混載等）
・補助率(限度額)：県１/２、市町村１/２(500万円)、補助期間：最長３年

③民間事業者と連携した見守りサービス等への支援
・補助率(限度額)：県１/２、市町村１/２(500万円)、補助期間：最長３年

②買物支援（移動販売、買物代行、ミニスーパー設置等）
・補助率(限度額)：県１/２、市町村１/２(500万円)、補助期間：最長３年

①仕組みづくり支援（調査、検討・調整等）
・補助率(限度額)：県10/10(100万円）、補助期間：１年

生活環境づくり支援事業【概要】
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【事業概要】
●H29(2017)年度～R1(2019)年度 ※地方創生推進交付金を活用し実施

●R2(2020)年度～R3(2021)年度 ※県単独事業として実施
事業開始から３年以内の継続事業（上記②、③、⑤（④は継続事業なし））
を支援。



生活環境づくり支援事業【仕組みづくり支援】

◆「仕組みづくり支援事業」を活用した市町村における主な効果
・地域住民に対し買物支援に関する調査を行い、その結果をもとに買物支援事業が
新規実施され、また既存事業が改善された。

・高齢者及び高齢者の見守り事業所職員に対しアンケートを実施し、アンケートの回答を
もとに見守りに関する既存事業が改善された。

仕組みづくり支援（補助率：１０／１０、補助額：上限1,000千円）
生活支援サービス実施に係る調査、検討・調整等

県補助内容

買物支援
事業

仕組みづくり支援

市町村が地域住民や民間事業者等と
連携しながら取り組む買物支援等の
仕組みづくりに係る調査、検討・調
整等に要する経費を支援

見守り
事業

その他の生活
支援サービス

事業

調査、検討・調整等の結果、生活支援サービスを開始

事業イメージ

事業効果
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◆県補助年度：H29(2017)年度

◆内容
・調査対象：75歳以上が一人以上いる世帯（1,800世帯）
・回収数 ：854（回収率：47.4%）うち有効回答数851
・調査方法：郵送による無記名アンケート調査
・実施期間：H29.12.4～H30.1.31
・設問構成：回答者属性、買物に関する現状（買物のための

外出の有無、買物の際の同伴者、よく買う品物、
買物をする場所・時間帯等）、買物をする際の課題と必要な支援策

◆成果・現在の取組状況
平成29年度中に「買い物お助け隊」を結成し、平成30年度から中心市街地へ高齢者を移送し
買い物を支援する取組を開始した。
※買物支援事業⇒P.14参照

◆結果
・回答者の約半数が、「自動車運転免許持っていない」又は「1年以内に返納予定」。
・買物の際の移動手段は自動車が多いが、地域によっては自転車や徒歩で移動。
・大型店舗での買い物が多いが、地元商店街の利用者も一定割合存在。
・買物時の困りごとは「買いたい品物を売っている店が近くにないこと」が最多。
・必要な支援は「買い物に行きたいお店への移送支援（送迎サービス）」が最多。

生活環境づくり支援事業【仕組みづくり支援】

下妻市
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◆成果・現在の取組状況
買物が困難な高齢者への買い物支援として以下の事業を実施した。
⇒令和2年10月よりシルバー人材センター、NPO、社会福祉協議会等と連携して高齢者買物
代行サービス事業を開始。

⇒令和2年10月に民間企業（㈱カスミ）と包括連携協定を締結し、令和3年1月より
移動スーパーの運行を開始。（市内110地点）

⇒商品配達等の買物支援を通じて高齢者や要支援者の見守り活動をおこなう店舗（買物支援
協力店）を募集し、店舗情報をまとめた市民向け情報誌を全戸配布予定。（令和4年4月）

◆結果
・買物環境改善に必要な内容や、日常生活全般に関する状況は、世代や世帯構成の違い
だけでなく、住居近くに店舗が立地しているかどうかで地域差があることが分かった。
⇒「常総市高齢者プラン」で設定した6つの日常生活圏域単位で対策の検討が必要。

・買物時の困りごととして、「店舗が近くにない」「公共交通が不便」「家族等の協力が
必要」といった回答が多い。
⇒企業や事業所との連携だけでなく、庁内の公共交通担当、都市計画担当、商工担当、
シルバー人材センター、NPO、社会福祉協議会等との連携も必要。

◆県補助年度：H30(2018)年度
◆内容
・調査対象：75歳以上がいる世帯(1,700世帯）
・回収数 ：1,091（回収率：64.1%）うち有効回答数1,074
・調査方法：郵送による無記名アンケート調査
・実施期間：H30.9.21～H30.10.20
・設問構成：回答者属性、買物に関する現状、日常生活全般に

関する現状、住みやすさ

生活環境づくり支援事業【仕組みづくり支援】

常総市
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◆成果・現在の取組状況

・令和元年度から「周辺市街地まちづくり勉強会」の参加メンバーを中心に、地域づくりの
取組を行う組織として８つの「周辺市街地活性化協議会」が設立された。

・令和元年度から「周辺市街地活性化協議会」において、「周辺市街地まちづくり勉強会」で
出された地域課題の解決や地域活性化のアイデア等を実行に移す取組が進められている。

◆結果

・地域の基礎情報や課題等を「市街地カルテ」として作成、市HPに公開した。
・「市街地カルテ」を基に、各市街地において、何が必要か・何をすべきか等について、
住民達が自発的にアイデアを出し合える場として、「周辺市街地まちづくり勉強会」を
設置・開催。

◆県補助年度：H29(2017)年度

◆内容
・合併以前、旧町村の生活の中心として発展した既成市街地
（周辺市街地８地区）において、現地調査等で得られた情報を
GISで一元的に整理した「市街地カルテ」を作成

・カルテ項目：基本属性、空家の状況、公共公益施設等の状況、
公共交通や買物環境等の生活環境に対して感じている課題等の
状況、各種地域資源の状況

生活環境づくり支援事業【仕組みづくり支援】

つくば市
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◆成果・現在の取組状況
R２年度：「筑西市高齢者見守りネットワーク事業」実施要綱の見直しを実施。
R３年度：認知症等で行方不明となるおそれのある高齢者等の情報を事前登録し、行方不明時に

市から協力機関へ情報を発信して情報提供を呼び掛ける「筑西市高齢者等SOSネット
ワーク事業」体制を整備した。

◆結果

（①高齢者アンケート結果）
・「隣近所・世代間の交流が少ないこと」が地域の課題であり、「地域住民が互いに支えあい
助け合う関係が必要」と考えている人が多い。

・見守り・支えあいには民生委員等の家庭訪問の取組が必要との回答が最も多かった。
（②市内事業所・民生委員等アンケート結果）
・緊急時連絡先・連絡方法が不明、見守り活動の体制が整っていないとの回答が多い。
・携帯電話に徘徊高齢者の情報提供を呼び掛けるシステムがあった場合、登録するとの回答が
半数以上。

◆県補助年度：H30(2018)年度

◆内容
・調査対象：①65歳以上の高齢者（1,500人）、

②市内事業所、民生委員等
（高齢者の見守りの実施者1,500人）

・回収数 ：1,084（回収率：56.1%）
・調査方法：郵送による無記名アンケート調査
・実施期間：H30.8.1～H30.8.31
・設問構成：回答者属性、日常生活の状況、地域との関わり合い、市の取組について等

生活環境づくり支援事業【仕組みづくり支援】

筑西市
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◆結果
・生活する上で不便に感じていることとして医療・公共交通・買物環境との回答が多数。
・市バス等の公共交通の運行について、新設される病院や商業施設を巡回する運行ルートへの
見直しを求める声や、利用者ニーズを踏まえた運行改善を求める声が多数。

・デマンドタクシーの効率的運行による維持・継続が必要との意見が多数。
・市バス・デマンドタクシー運行において、より分かりやすい情報発信が求められている。

◆県補助年度：H29(2017)年度

◆内容
・調査対象：高校生又は65歳以上の高齢者を含む世帯を

無作為抽出（3,000世帯）
・回収数 ：1,169（回収率：39.0%）
・調査方法：郵送による無記名アンケート調査
・実施期間：H29.12.6～H29.12.31
・設問構成：回答者属性、交通手段、買物・病院・金融機関・公共交通機関の利用状況等
・現況データ及びアンケート結果から、買物等日常生活に課題を抱えていることが想定される

3地区（全11地区）の区長等にヒアリングを実施

◆成果・現在の取組状況

・市バスの運行ルートを見直し、平成30年10月から新設のさくらがわ地域医療センターや
商業施設を経由することとした。

・平成30年度に公共交通パンフレットを作成し、よりわかりやすい情報発信を実施。
・平成30年度に利用者ニーズを把握するため公共交通利用者に複数回アンケートを実施。
・高齢者や障害のある方などの移動を確保するため、デマンドタクシー運行を継続支援。

生活環境づくり支援事業【仕組みづくり支援】

桜川市
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◆結果
・アンケート結果による買物弱者※割合は15.1％（該当者割合2割超が市内11地区中6地区）
・買物弱者該当者の移動販売車利用意向は54.7%、バス等による送迎サービス利用意向は

50.0%、宅配サービス利用意向は46.3%
※買物弱者定義（以下のすべての項目に該当）
①運転免許所持だが運転しないようにしている又は免許不所持
②買物での移動手段が徒歩・自転車・バイク以外
③買物での移動所要時間が徒歩11分以上
④買物で不便を感じている

◆県補助年度：H30(2018)年度
◆内容
・調査対象：70歳以上がいる世帯（3,073世帯）
・回収数 ：1,990（回収率：64.8％）
・調査方法：郵送による無記名アンケート調査
・実施期間：H30.10.11～H30.10.31
・設問構成：回答者属性、買物に関する状況、買物をする際の

課題と必要な支援策等
※庁内各課（産業経済課・みらいまちづくり課・介護福祉課等）や福祉団体等の意見を
取り入れアンケートを作成。

◆成果・現在の取組状況
・令和2年度から、市単独予算により高齢者等への買物支援事業（令和2年1月に包括連携協定を
締結した㈱カスミへの業務委託による移動スーパー）を実施開始。
※買物支援事業⇒P.19参照

生活環境づくり支援事業【仕組みづくり支援】

つくばみらい市

10



◆成果・現在の取組状況
・令和元年度から、「高齢者福祉タクシー利用料金助成事業」の利用促進を図るために内容を
見直した。
①料金助成額：初乗り料金→1,500円へ拡充
②タクシー登録事業者数：5か所→35か所以上に増
⇒高齢者福祉タクシー利用料金助成事業利用申請件数

H30:318件→R1:476件(49.6%増)、R1:476件→R2:543件(40.7%増)
タクシー利用料助成券利用枚数

H30:1,591枚→R1:3,158枚(98.5%増) R1:3,158枚→R2:4,230枚(34.0%増)
・令和元年12月中旬からデマンドタクシーの運行を開始。

◆結果
・買物状況として、町外を含む店舗での商品購入状況や免許返納を考えていない人が約8割を
占める等、車での移動を前提とした回答が多数。
⇒将来車の運転が困難になった場合にも生活が維持できる施策の検討・充実が課題。

・高齢者の移動支援として実施している「高齢者福祉タクシー利用料金助成事業」について、
約3割の人にしか知られていなかった。
⇒「高齢者福祉タクシー利用料金助成事業」の利用促進を図る必要あり。

◆県補助年度：H30(2018)年度

◆内容
・調査対象：70歳以上のみ世帯（500世帯）
・回収数 ：306（回収率：61.2%）
・調査方法：郵送による無記名アンケート調査
・実施期間：H30.11.1～H30.11.30
・設問構成：回答者属性、買物状況、買物支援サービス、町政情報入手手段、高齢者福祉

タクシー利用料金助成事業について、運転免許返納について

生活環境づくり支援事業【仕組みづくり支援】

茨城町
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◆成果・現在の取組状況

令和2年10月から、買物・通院・預貯金の出し入れ等の日常生活に係る移動支援として、
デマンドタクシーの運行を新たに開始。

◆結果
・地域住民代表者ヒアリングから、買物環境の整備のみならず、通院・預貯金の出し入れ、
さらには、周辺市町村への移動支援といったニーズが高いことが分かった。

・買物支援関連事業者ヒアリング及び町内事業者アンケートから、町内の買物環境に対し
必要性は感じていながらも、町内への新規店舗出店や移動販売の実施は困難との状況が
見られた。
※理由：移動販売の拠点となる店舗がない・利用者の確保が困難（ニーズが不明瞭）、

事業としての採算性が低い、従業員の確保が困難等

◆県補助年度：R1(2019)年度

◆内容
・調査対象：①地域住民代表者（民生委員、区長等）

②買物支援関連事業者（いばらきコープ、カスミ）
③町内事業者（21事業者）

・調査方法：ヒアリング調査（①・②）、郵送によるアンケート調査（③）
・郵送アンケート回収数：10（回収率：47.6%）
・実施期間：R1.10.30～R2.2.28
・質問項目：地域の状況、買物の状況、公共交通機関利用状況、通院・金融機関利用状況、

生活環境面の困りごと、地域コミュニティの状況、効果的な情報伝達手段等

生活環境づくり支援事業【仕組みづくり支援】

八千代町
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生活環境づくり支援事業【買物支援】

◆ 各市町村の事業担当課も様々⇒課題解決に向けては、様々な視点から方策をとることが可能
（例：公共交通施策、商店会振興施策、高齢福祉施策、まちづくり施策 など）
⇒事業実施の際は、庁内関係部署との連携を十分に図り、情報共有を行う必要あり

買物不便地区等への買物支援（補助率：県１／２、市町村１／２、補助額：上限5,000千円）
・複数地区への移動販売、買物代行サービス等
・出張販売所、ミニスーパー等の設置
・福祉バス等を活用した買物ツアー等の実施

県補助内容

実施時のポイント

事業効果

取組区分 具体例

県支援終了後も継続 北茨城市、取手市（買物支援）、大子町（見守り支援）、日立市（先進的取組）

市町村の取組

大洗町（社協への委託による買物ツアー）、五霞町（社協への委託による移動支援）、
阿見町（カスミへの委託による移動販売）、桜川市（商業施設や病院等を周遊するバス
の運行）、茨城町（デマンドタクシー開始）、笠間市（民間事業者への委託による移動

販売）など

民間の事業 とくし丸、いばらきコープ、ＪＡ常陸、カスミ など

社会福祉協議会の取組 石岡市社会福祉協議会、小美玉市社会福祉協議会 など

◆ 生活環境づくり支援事業の活用が契機となり、市町村により買物支援等の取組が実施・継続
されているほか、同種の取組が、福祉施策など市町村の独自事業や、民間事業者により実施
されるなど、地域における生活支援サービスの維持・確保が図られてきている。
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◆課題及び課題に対する取組
・高齢者の送迎・手荷物運搬事業について、より多くの高齢者の方に利用していただくため、
事業の周知を行った。

・新型コロナウイルス感染症の影響で思うように活動ができないなか、利用者への配慮や隊員が
安全に活動できるよう、新たに活動内容を模索する必要がある。

◆県補助年度：H30(2018)～R2(2020)年度

◆事業名 買い物お助け隊事業
◆内容
・「しもつま買い物お助け隊」を結成し、65歳以上の一人暮らしの
高齢者や75歳以上の高齢世帯など買い物に支障を来す方を対象に、
買物を支援する取組を実施

・実施内容：出前商店街の開催及び送迎・手荷物運搬（H30）
商店への月1回送迎・手荷物運搬（R1）
新型コロナウイルス感染症の影響により、
お助け隊員が利用者と市内協力店の架け橋となり
買物代行サービスを実施（R2）

◆結果・成果
・出前商店街の開催や市内店舗への送迎、買物代行サービスなど様々な
支援を通して、買い物に支障を来している65歳以上の高齢者を支援
することができた。

・利用数：H30延べ35件、R1延べ68件、R2延べ２件

生活環境づくり支援事業【買物支援】

下妻市
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◆課題及び課題に対する取組

・収益性の確保が課題であるが、利用者からの要望等及び集客状況を鑑み、販売箇所について3か月毎

に見直し、販売拠点の入れ替えを実施。また、ルート以外地域者への受注配送も実施している。

・利用者は減少傾向にあるが、市の広報誌や高齢福祉課のパンフレットに掲載し、周知に努めている。

生活環境づくり支援事業【買物支援】

◆県補助年度：H29(2017)～R1(2019)年度

◆事業名 北茨城市行商サービス事業
◆内容
・75歳以上の高齢者が市内平均よりも多く居住する、市の
中心部や商業地から離れた地域を中心に、日用品や生鮮食品の
移動販売を実施。

・実施方法：北茨城市商工会へ業務委託
・実施内容：週3回（月・水・金）
・販売箇所：6地区17地点（R3.12月末時点）

◆結果・成果

・高齢者のみの世帯の方々にとって、外出する機会と近所の方とのコミュニケーションを図る機会が
増えた。

・外出が困難な方に対しては戸別配送を実施し、併せて見守りも行った。
・販売員が高齢者などの異常に気づき、市へ連絡することで早急な対応策を講ずることができた。
・利用数：H29延べ5,491件、H30延べ5,335件、R1延べ4,635件
※県補助金終了後（R2年度以降）も、市単独予算により事業を継続し、引き続き高齢者等の支援を
実施している。

北茨城市
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◆結果・成果

・買物が困難な地域に居住する市民に対し移動販売車による食料品や日用雑貨品等の販売が

行われるようになり、買物環境の向上を図ることができた。

・買い物補助員を配置誘導することにより、高齢者への買物介助等きめ細やかな対応が可能となり、

健康状態、安否の把握等に繋がる効果があった。

・利用数:H29延べ13,000件、H30延べ12,726件、R1延べ12,637件

※県補助金終了後（R2年度以降）も、市単独予算により事業を継続し、引き続き高齢者等の支援を

実施している。

◆課題及び課題に対する取組

・高齢化の進行に伴い販売地域によっては利用者が減少傾向にある。また、買物が困難な地域の

拡大が見込まれるため、利用率向上による事業の安定運営と、地域住民の要望に応えた販路先の

拡大が図れるよう、事業者と地域住民との調整に努めている。

◆県補助年度：H29(2017)～R1(2019)年度

◆事業名 買い物弱者支援事業補助金交付事業

◆内容

・買物が困難な状況に置かれた市民を対象に移動販売を行う事業者に

対し、移動販売に要する人件費（買い物補助員）の一部を補助

（取手市買い物弱者支援事業補助金交付要綱に基づき補助）

・実施方法：移動販売を行う事業者（㈱カスミ）への補助

・実施内容：週5日（月～金）

・販売箇所：20地区25地点（R3.12月末時点）

生活環境づくり支援事業【買物支援】

取手市
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◆結果・成果

・買物環境の向上が図られるとともに、地域住民が声を掛け合い一緒に

買物に行く等、高齢者が外出するきっかけづくりや交流、見守りの場

となっている。

・利用数：R1延べ3,096件（運行開始：令和2年2月）

R2延べ16,959件

R3延べ14,193件（R3.12月末時点）

◆課題及び課題に対する取組

・より多くの販売拠点を回ってほしいという地域住民からの要望を踏まえ、令和3年1月から

移動販売車を1台増車したほか、随時運行ルートの見直しを行い、買物環境の向上を図っている。

◆県補助年度：R1(2019)～R3(2021)年度

◆事業名 高齢者買物支援実証事業

◆内容

・行政区長へ協力依頼を行い、買物や公共交通の利便性が低く、

要望のあった行政区へ移動スーパーによる販売を実施。

・実施方法：(株)カスミへ業務委託

・実施内容：週６日 (月～土）※3コースを週各2回×２台

37行政区65箇所(R3.12月時点）

生活環境づくり支援事業【買物支援】

阿見町
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◆結果・成果

・高齢者等が商品を見て選ぶ楽しみを感じている。

・遠くの商店から品物を運ぶ負担を軽減している。

・住民同士が誘い合わせをして移動販売を利用する傾向がある

ため、高齢者等の見守り機能や外出のきっかけ作りとなって

いる。

・利用数：R1延べ548件（運行開始：令和2年1月）

R2延べ2,895件

R3延べ2,102件（R3.12月末時点）

◆課題及び課題に対する取組

・開始当初は、車両に冷蔵、冷凍機能がなく、肉・魚等の取扱いがなかったが、令和2年8月から、

冷蔵・冷凍機能を有する車両を導入し、取扱品目を充実させた。

・地元住民からの要望や食料品店の撤退情報等をもとに、販売拠点の見直し、調整を随時行っている。

◆県補助年度：R1(2019)～R3(2021)年度

◆事業名 高齢者等買い物弱者移動販売事業

◆内容

・外出する際の移動手段を確保できず、買物が困難に

なっている方に対し、移動販売を実施

・実施方法：水郷つくば農業協同組合へ業務委託

・実施内容：週2回（毎週火・木）※4コースを2週に1回

・販売箇所：22地区33地点（R3.12月時点)

生活環境づくり支援事業【買物支援】

利根町
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生活環境づくり支援事業【買物支援】

【つくばみらい市】
■内容
・移動手段の確保が難しい高齢者等のために食料品等の
移動販売を実施

・実施方法：㈱カスミへ業務委託
・実施内容：週6日（月～土）※6コースを週各1回

市内61地点（R3.12月時点)
※市とカスミは令和2年1月に高齢者支援等を含んだ
「社会福祉みらい貢献活動に係る包括連携協定」を締結

【㈱とくし丸】
代表取締役社長：新宮歩（オイシックス・ラ・大地㈱執行役員）
本社：徳島市南内町1丁目65-1 リバーフロント南内町3F

■内容
・スーパーとの提携による移動販売事業を実施。
・スーパーの店頭価格に「＋10円」上乗せし、利益について
販売パートナー（個人事業主）とスーパーで分配。

・営業車は販売パートナーが購入、返品ロスはスーパーが受け入れる。
・県内運行状況（R3.11月時点）
㈱セイブ：7台、㈱セイミヤ：10台、㈱イトーヨーカ堂：1台

市町村独自の取組例

民間事業者の事業例
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生活環境づくり支援事業【買物支援】

【石岡市社会福祉協議会】※社協独自事業として実施

■内容
<在宅福祉サービス事業>
・高齢者等に対し、生活必需品等の買物、通院送迎などを
含む在宅福祉サービスを有償で提供。

・社会福祉協議会に事前登録している生活サポーターが
各サービスを実施。

<買物支援事業>
・地域を限定し、70歳以上で車の運転が困難な方に対して、自宅とスーパー等（１箇所）間の
無料送迎を実施している。

・毎月第1・3水曜、第2・4火曜10時～13時(送迎時間含む)、運転手はボランティア。

【小美玉市社会福祉協議会】※社協独自事業として実施

■内容＜生きがい外出サポート事業（お買い物バスツアー）＞
・日頃買物に困っている高齢者に対する買物支援。
・自宅又は自宅付近まで送迎。
・市内を３地区に分けて各地区１回/月、計３回実施
・毎回15名募集(コロナ禍では10名に制限）
・運転手、職員が乗車。必要に応じてボランティアも同乗。
バスツアープランナー（職員）が行程を作成。

・社協直営のレストラン「ランチ＆カフェ木もれ陽」でツアーランチを提供。

社会福祉協議会の取組例①

社会福祉協議会の取組例②
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生活環境づくり支援事業【見守り支援】

郵便局、宅配事業者等と連携した見守りサービス等への支援
（補助率：県１／２、市町村１／２、補助額：上限5,000千円）

生活環境づくり支援事業による支援が終了した後も、独自に事業を継続する市町村もあり、
引き続きサービスの提供が図られている。

県補助内容

事業スキーム

■日本郵便㈱が実施する
・「みまもり訪問サービス」
・「みまもりでんわサービス」
について、市町村と日本郵便㈱
が委託契約を締結し実施

■利用者は個人負担なしで
各サービスを利用可能
※サービス料を市町村が負担

■市町村は、各みまもりサービスの
結果についてメールで報告を受け
高齢者の見守りに繋げている。

事業効果

【みまもり訪問サービス】 【みまもりでんわサービス】

21



◆課題及び課題に対する取組

・市民への周知が大きな課題となっている。親族が市外・県外に居住しているケースも多く、
その関係者にどのような形で周知していくかが課題。

・広報誌だけでなく、より身近にいる民生委員やケアマネージャー、地域包括支援センターの力を
借り周知を図っていく。

◆県補助年度：R1(2019)年度～R3(2021)年度

◆事業名 高齢者みまもり訪問サービス事業

◆内容

・在宅の高齢者のみ世帯及び親族等が安心して日常生活を送る

ことができるよう、訪問による定期的な見守りを行うとともに、

その結果を親族等に報告する

・実施方法：日本郵便㈱へ業務委託

・対象者 ：75歳以上の高齢者のみ世帯の希望者

・実施内容：郵便局員が月1回自宅訪問

（みまもり訪問サービス）

◆結果・成果
・みまもりサービスの実施により、高齢者の状況をスムーズに把握することができ、利用者に異変等が
あった際には、高齢者の家族、行政、ケアマネージャー、民生委員、地域包括支援センターが
連携して対応することができた。

・利用数※：R1延べ21件、R2延べ25件
※各月の利用数の合計

生活環境づくり支援事業【見守り支援】

つくばみらい市
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◆課題及び課題に対する取組

高齢化率が高く、入院をすると、退院後は自宅へ戻らず、施設に入所してしまう利用者が多い等の
ため、利用者の減少が課題となっている。年に１度対象となる方へみまもりサービスの案内の送付や
事業に付加価値を付けるために、利用者向けの買い物サービス（配達）を開始し、利用の促進を
図っている。

◆県補助年度：H29(2017)～R1(2019)年度

◆事業名 大子町みまもりサービス事業

◆内容

・在宅の一人暮らし高齢者及び親族等が安心して日常生活を送る

ことができるよう、訪問又は電話による定期的な見守りを行うと

ともに、その結果を親族等に連絡する事業を実施

・実施方法：日本郵便㈱へ業務委託

・対象者 ：75歳以上の１人暮らし高齢者の希望者

・実施内容：①郵便局員が月1回自宅訪問（みまもり訪問サービス）

②1日1回電話（自動音声）（みまもりでんわサービス）

◆結果・成果

・みまもりサービスの実施により、高齢者の状況をスムーズに把握することができ、利用者に異変等が
あった際には、利用者の家族、行政、ケアマネージャー、民生委員、地域包括支援センターが
連携して対応することができた。

・利用数※：H29（訪問）延べ1,550件（電話）延べ147件
H30（訪問）延べ1,868件（電話）延べ164件
R1 （訪問）延べ2,028件（電話）延べ102件 ※各月の利用数の合計

生活環境づくり支援事業【見守り支援】

大子町
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◆課題及び課題に対する取組
コロナ禍でイベント制限もあった中、いばらきアマビエちゃん等を活用し、感染防止対策に取組み
ながら引き続き運営している。
高齢者の生活基盤づくりにつながる定期的な講座を行うとともに、リモートで楽しめるようなイベント
なども企画し、高齢者の交流の場づくり・買物支援を行っていく。

生活環境づくり支援事業【その他先進的な取組】

生活支援サービスへのＩＣＴ活用、貨客混載、買物支援サービス機能を有する高齢者の居場所づくり等

補助率：県１／２、市町村１／２、補助額：上限5,000千円

県補助内容

◆県補助年度：H29(2017)～R1(2019)年度

◆事業名 高齢者の居場所づくり事業

◆内容

・高齢者の居場所となるスペースを整備し、高齢者同士の交流による

生きがいづくりをはじめ、軽食の提供、簡易な買物場所の設置、

高齢者生活支援情報の提供、各種相談などを行い、高齢者の包括的な

生活支援サービスを実施

日立市
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◆結果・成果

・高齢者の居場所の提供、生活支援に関する取組、栄養相談、軽食の提供等の実施により高齢者の

包括的な生活支援サービスの充実が図られている。令和２年度から買物支援を拡充し、

元気caféくじはまを移動スーパー販売所とした。

・H29：元気cafeすけがわ、H30：元気cafeあゆかわ、R1 ：元気caféくじはまを整備。

・補助期間内実績（利用者数）

元気cafeすけがわ：H29延べ965人、H30延べ10,951人、R1延べ9,638人

元気cafeあゆかわ：H30延べ2,155人、R1延べ6,788人

元気cafeくじはま：R1延べ860人

生活環境づくり支援事業【その他先進的な取組】

日立市
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元気cafeすけがわ 元気cafeあゆかわ 元気caféくじはま

開所日 平成30年2月26日 平成30年11月27日 令和2年1月31日

場所 日立市旧企業局庁舎1階 日立市女性センター1階
日立市老人福祉センター
吹上荘1階

連携委託業者 一般社団法人ライフ・ケア・ひたち 日立市らぽーる協会 久慈町女性会



◆県補助年度：R1(2019)～R2(2020)年度

◆内容
日本郵便㈱が、大子町の「みまもり訪問サービス」
利用者を対象に連携した商品配送サービスを実施し、
高齢者の見守りと合わせて買物環境改善を図る取組
※R3(2021)年度は日本郵便㈱の自主事業として実施

民間事業者による買物支援と見守りサービス等を合わせたモデル事業
補助率：県１／２、事業者１／２、補助額：上限5,000千円

生活環境づくり支援事業【民間事業者によるモデル事業】

県補助内容

日本郵便(株)が実施する「買物支援＋見守り支援」サービス（大子町で実施）
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◆課題及び課題に対する取組

事業開始当初は「ゆうパック」で注文商品を配送していたが、

利用者が配送料等を負担する必要があること等から、利用者数が低迷。
⇒みまもり訪問要員が、みまもり訪問時等に商品をお届けする方法へ
変更（R2.10～）し、利用者の利便性を高めた。

◆結果・成果
利用数：R1：延べ25件、R2：延べ60件※、R3：38件(R3.12月末時点)

※R2年9月まではゆうパックによる商品配送：33件
R2年10月～R3年3月は訪問要員による商品配送：27件



生活環境づくり支援事業【参考：生活環境等実態調査の結果】

【参考】生活環境等実態調査の結果概要（H28年度事業）

１ 調査趣旨

急激な人口減少や少子高齢化が進展する中で、日常生活の維持や利便性の

向上に向け、地域での日常生活を支える公共交通や買物環境、金融サービス

などの実態調査を行い、地域特性に応じた効果的な生活サービス等のあり方

を検討する。

２ 調査対象地域

人口減少率や高齢化率の高い次の地域とする。

・県北地域(日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町)

・稲敷地域(稲敷市、美浦村、河内町、利根町)
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生活環境づくり支援事業【参考：生活環境等実態調査の結果】

３ 調査方法
(1)生活環境等に関する現況調査

調査対象地域（10市町村）において、人口・世帯、土地利用等の基礎情報
とともに、買物、金融サービス、医療などの生活施設等の分布状況を整理。

(2)住民へのアンケート調査
現況調査から、徒歩圏（半径約800ｍ）にスーパー等の店舗がない地区の

住民を対象にアンケート調査を実施。5,000世帯に郵送：回答1,886世帯
（回答率38%）

(3)地域関係者等へのヒアリング
・住民アンケート調査を補完するために地域関係者（自治会長等）に
ヒアリング実施。

・生協や農協、物流事業者などにもヒアリングを実施し、現在の取組状況や
今後の事業展開等について調査。

(4)関係市町との検討会の設置
県と調査対象地域の市町との検討会を設置し、上記調査結果を基に、地域

特性に応じた日常生活の維持や利便性向上に資する効果的な対策を検討。
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生活環境づくり支援事業【参考：生活環境等実態調査の結果】

４ 主な結果
(1)家族が生活する上で不便に感じること

⇒「将来への不安」
①買物（47.0%）、②医療機関（44.1%）、③公共交通（35.1%）

(2)地域関係者等の主な意見等
・移動手段としては車利用が多く、また、高齢者のみの世帯が増加傾向に
あることから、「車が運転できない」、「身内が近くにいない世帯」への
生活支援が地域の課題となってきている。

・現在は、車が運転できるので大きな不便はないが、自分たちを支える若い
世代が少ないことから、5年、10年先の将来の生活への不安をもっている。

区分 １位 ２位 ３位

両地域全体
買物

（39.6%）
医療機関
（33.6%）

公共交通
（30.4%）

県北地域
買物

（42.5%）
医療機関
（33.0%）

特にない
（29.6%）

稲敷地域
公共交通
（42.1%）

医療機関
（34.5%）

買物
（31.3%）
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生活環境づくり支援事業【担当窓口一覧】

市町村等 担当課 電話番号

日立市 保健福祉部高齢福祉課 0294-22-3111(代表)

下妻市 経済部商工観光課 0296-43-2111(代表)

常総市 福祉部幸せ長寿課地域包括支援センター 0297-23-2930(直通)

北茨城市 市民福祉部高齢福祉課 0293-43-1111(代表)

取手市 まちづくり振興部産業振興課商工観光係 0297-74-2141(代表)

つくば市 都市計画部周辺市街地振興課 029-883-1111(代表)

筑西市 保健福祉部高齢福祉課 0296-22-0526(直通)

桜川市 建設部都市整備課 0296-58-5111(代表)

つくばみらい市 保健福祉部介護福祉課 0297-58-2111(代表)

茨城町 保健福祉部社会福祉課 029-240-7112(直通)

大子町 福祉課高齢介護担当 0295-72-1135(直通）

阿見町 保健福祉部高齢福祉課 029-888-1111(代表)

八千代町 企画財政部まちづくり推進課総合戦略室 0296-48-1111(代表)

利根町 福祉課高齢介護係 0297-68-2211(代表)

日本郵便（株）関東支社 経営管理部地方創生室 048-600-2020(直通)

茨城県 政策企画部地域振興課企画調整担当 029-301-2732(直通) 30


