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はじめに 
 
 
 近年、人口減少や少子高齢化、中山間地での過疎化等社会情勢の大きな変化に伴
い、商業施設や公共交通機関、医療・福祉施設等の日常生活に不可欠な「生活インフ
ラ」の利用に不便な地域が増えつつあり、買い物弱者に代表されるような地域課題が
発生しております。このような中、地方自治体等行政機関だけで地域課題に応えるこ
とには限界があるため、地域課題の解決のために行われている「コミュニティビジネス
(以下「ＣＢ」)」が注目を集めています。 
 
 ＣＢは、「地域の課題を地域住民が主体的に、ビジネスの手法を用いて解決する取り
組み」と捉えられ、ＣＢ事業者に対しては、創業機会の創出、地域の雇用拡大、地域コ
ミュニティの再生と行政の手の届かない分野での地域経済活性化の担い手として、大
きな期待が寄せられています。 
 
 2014年12月、政府は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定しました。同戦略におい
て、基本的な考えでは、「地域の特性に即して地域課題を解決する」と掲げ、また、政
策５原則では、自立性、将来性、地域性、直接性、結果重視が掲げられています。こ
のうち、自立性では、国の支援がなくとも地域・地方の事業が継続する状態を目指し、
これに資するような具体的な工夫がなされていることを要するとされており、ＣＢの手
法が今こそ求められています。 
  
 今般５冊目となる｢コミュニティビジネス事例集2015」は、副題を「健康・高齢者生活支
援サービスに関する先進事例」として、地方創生に向けて、健康・高齢者生活支援サ
ービス分野に焦点を当て、地域自立型買い物弱者対策支援事業等の施策活用事例
などを調査し、その活動や存在が地域に与える効果や、類似する地域課題を抱える
他の地域へのヒントとなるポイントなどを取りまとめました。 
 
 各地域において健康・高齢者生活支援サービス分野のＣＢに携わられる方々、それ
をサポートされる方々に、是非とも、本事例集をご活用いただきたいと思います。 
 結びとして、事例集の作成にご協力いただきました皆様に心から感謝申し上げます。 
 
 
                           2015年3月 
                             関東経済産業局 
                             コミュニティビジネス推進チーム 
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いばらきコープ生活協同組合 コープ水戸店 

～買い物の楽しさも提供する 
   移動店舗「ふれあい便」～ 

移動店舗担当課長 
大高さん 

地域課題と事業を始めたきっかけ 
＜地域課題＞ 
大型店の撤退による、中心市街地の商店の空洞化。 
 
＜きっかけ＞ 
市や商工会議所からの要望があったこと。 

企業概要 
●所在地    茨城県水戸市元吉田町1048－1   
●設立年    1971年 
●TEL      029-246-1421 
●URL            http://ibaraki.coopnet.or.jp/ 
●事業内容  店舗事業、コープデリ宅配事業 
●実施地域  茨城県水戸市・茨城町・城里町 
              牛久市・龍ヶ崎市・土浦市 

補助金活用内容 
〈利用した補助金〉 
平成22年度地域商業活性化補助金(買物弱者対策支援事業) 
を活用。 
 
〈補助対象〉 
車両の改造費用 

 買物弱者対策事業 

事例．１ 

ふれあい便 買物に集まる地域の方々 
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●中心市街地の買い物困難地域を救う 
 
 いばらきコープでは、水戸市と牛久市の買い物困難地域において、
移動販売を行っている。これまで多くの方が買物で利用してきた大
型店の撤退により、中心市街地において買物をする場の空洞化が
広がってしまった。元々、共同購入の仕組みを持っていたいばらき
コープは、市や商工会議所からの推薦もあり、平成22年に「買物弱
者対策支援事業」に採択され、移動販売をスタートさせた。 
 移動販売で回るエリアについては、生鮮品販売店舗や高齢者人
口などから買物が困難な人々が多く住む地域を視覚化したフードデ
ザートマップを作成し、一つの指標として決めているがやってみない
とわからない部分も多いという。 
 大高氏は、「移動販売事業は経営的には厳しいが、年々少しずつ
売上げも伸びてきており、今後も客数の増加と客単価を上げていき
たい。利用客の要望にフィットした品揃えや新しい販売ポイントの開
拓などを進めていけば持続可能な事業として展望できる」という。 

 
 
●「あの商品はないの？」から定番商品へ 
 
 牛久では32の行政区があり、区長の協力を得られており、区長や
地域包括センターから、買い物に困っている方の情報を得ている。
また、牛久市では毎月19日を食育の日として、「ふれあい便」と共に
栄養士や保健師が行政区に訪問する。「忙しい朝にも簡単に作れる
お手軽な野菜料理」の試食会や、健康教室といったイベントを開催
しており、その日の売上げ増加にもつながっている。 
 いばらきコープの移動販売車には生鮮食品を中心に約400品目の
商品があり、売れ筋商品としてはコロッケやてんぷらなどのお惣菜、
冬はレトルトのおでん、夏場はアイスが売れている。お米など、重い
物やかさばるものなども移動販売で買われる方が多い。夏のうなぎ
や年末のおせちの他、恵方巻きなどは注文を受けて販売する。利用
客の１０％ほどが注文を受けての販売であり、この割合を高めてい
きたいという。「あの商品はないの？」と聞かれたら、次の日から必
ず置いておくという。誰かが欲しいと言えば、他の人もほしいと思っ
ているかもしれないからだ。「しじみの味噌汁」は御用聞きから定番
になった商品という。 
 大高氏は「補助金や助成金に頼りすぎてはいけない。まだまだ移
動販売をしていることを知らない人も多い為、行政は広報などで支
援してほしい。高齢化は益々進んでいき、需要は高まっていく。」と
話してくれた。 

車内には、利用客の要望に応
じた商品が並んでいる。 

多くの方が買物に訪れる。 

市と連携して行う健康教室や利用客が集まって行う試食交流会等の
イベントで集客率が向上 
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商品補充用の車両 

取組の 
 ポイント！ 



株式会社フレッセイ 

～移動型スーパー｢フレッシー便｣～ 

地域課題と事業を始めたきっかけ 
＜地域課題＞ 
高齢化が進み、独り身のお年寄りも多く住むエリアがあり、買い物に行くのに苦労している。 
＜きっかけ＞ 
以前から買物弱者支援を検討していたところ、デイサービスを営む会社から、買い物がリハビリ
にも良いのではないかと提案を受けたことがきっかけ。 

企業概要 
●所在地    群馬県前橋市力丸町491-1        
●設立年    1950年  
●TEL            027-265-3111 
●URL            http://www.fressay.co.jp/company/ 
●事業内容  スーパーマーケット 
●従業員数  4,504名（内正社員725名） 
            ※平成26年3月31日現在 

●実施地域  群馬県前橋市 

補助金活用内容 
〈利用した補助金〉 
平成24年度補正予算 地域自立型買い物弱者対策支援事業を活用。 
 
〈補助対象〉 
車両購入費用、車両改造費用 

営業企画部 移動販売担当マネジャー 
加藤さん 

 買物弱者対策事業 

事例．２ 

商品を多く積めるため、色々と選んで買える。 
フレッシー便のぼり 
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●デイサービスの協力依頼から 

 

  群馬県を中心にスーパーを展開する株式会社フレッセイは、近

隣のデイサービスから、買い物をすることがリハビリに良いのでデ

イサービスの利用者の方が買い物をできるように協力してほしいと

の要請を受けた。フレッセイは地域のお客様のパートナーとして幸

福で健康的な暮らしの発展に貢献するという経営理念を掲げており

デイサービスへの移動販売を行うことを決めたという経緯がある。

このデイサービスとの協働事業である1号車が平成24年4月に稼働

すると、群馬県及び各団体等から派遣要望が数多く来るようになっ

た。その後、買い物弱者対策支援事業費補助金を活用して移動販

売車2号車を、地元採用した嘱託社員で運用している。 

 

 

●強みは自治体の協力と販売データ分析 

 

   事業を継続する為の工夫を聞いたところ、次の2点を答えてくれ

た。1点目が、地域自治体との協力体制の構築。まず、現地自治会

への説明会を実施し、賛同が得られれば、派遣する場所を決定す

る。移動販売の意義を理解してもらい賛同してもらうことで、移動販

売での買い物利用者が増えるよう回覧をまわしてもらったり、自治

会の方が一緒に立ち会ってくれたりと、助かる部分は多いという。

移動販売で伺うことで地域住民のコミュニケーションの場となり、高

齢者の安否確認の場にもなっている。2点目が、販売データを活用

した活動。要請を受けたエリアの高齢化の状況や独身の割合など

を調べた上で訪問箇所の選定、品揃えに活かしていく。売れ筋商

品としては、生鮮品が売れており、中でも旬の果物がよく売れると

いう。秋には、秋刀魚もよく売れている。販売箇所、購入者数が限

られる移動販売において、顧客ニーズの吸い上げによる受給ギャ

ップの解消は、売上げに直結し、客単価を大きく左右するとのこと

だ。 

 地域自治会の協力によるコミュニケーションの場の創造と 
 顧客ニーズの吸い上げによる受給ギャップの解消 

フレッセイの移動販売車 
フレッシー便 

買物の様子 

要望があれば、個別に対応する。 
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取組の 
 ポイント！ 



神流町商工会 

～ミニスーパー｢よってけや｣～ 

地域課題と事業を始めたきっかけ 
＜地域課題＞ 
近隣に買い物をするスーパーがない。 
 
＜きっかけ＞ 
もともとあった商店が閉店してしまい、その地域の方が買い物に行くところがなく困ってしまった
為、ミニスーパーを作った。  

商工会概要 
●所在地    群馬県多野郡神流町大字万場78-2      
●設立年    2004年 
●TEL      0274-57-2414  
●URL      http://www.kannamachi.jp/~kanna-s/ 
●実施地域  群馬県多野郡神流町 

補助金活用内容 
＜利用した補助金＞ 
平成24年度補正予算 地域自立型買い物弱者対策支援事業を活用。 
 
〈補助対象〉 
店舗の改装費用 
車両購入費用 

 買物弱者対策事業 

事例．３ 
か ん な  ま ち 
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ミニスーパー「よってけや」 買物の様子 

従業員のお二人 



●無店舗地域にミニスーパーをオープン 

 

 群馬県多野郡神流町では、深刻な高齢化と過疎化が進んでい

る。地元の商店主が高齢となるに伴い、徐々にお店が閉店して

いった。この地域にあった唯一の商店が閉店してしまい、生活必

需品を販売する店がなくなってしまったことから、その対策として

始めたのが、神流町商工会が運営するミニスーパー「よってけや」

だ。近所に買い物をするところがなくなってしまった地域住民から

の声で、神流町商工会が神流町役場の協力のもとスタートさせた。

買い物弱者対策支援事業の採択を受け、店舗の改装と宅配用の

車両を購入した。お店で働く従業員の人件費については、町が負

担している。店舗では、飲料水やパン、インスタント食品などの他

に生活雑貨などの販売を行っている。店内には休憩スペースもあ

り、地域住民の交流の場にもなっている。近隣には、一人で住ん

でいるため、話をしたがっている人が多く、喜ばれているという。 

 

 

●宅配弁当など福祉的要素も含めた事業展開 

 

 「よってけや」で販売している商品は、協力してくれる町内の商店

との委託販売である。商工会が運営しているため、既存商店への

配慮が必要であり、町指定のゴミ袋など特定の商品については近

隣で取り扱っている商店があるため、販売しないようにしている。

お総菜についても、当初は検討したが、近隣に加工施設がないた

め販売していない。過疎化による人口減少に加え、町内の商店と

の共存などを考えると、採算性では厳しい状況下にあると言わざ

るを得ないが、地域に必要とされる事業であることから、町と協力

して事業を継続していきたいという。「よってけや」では、お弁当の

配達も行っており、通常のお弁当が500円、ご飯なしが400円と

なっている。高齢者には、町から200円程度の補助が出る。お弁

当の配達が、高齢者の見守りにもなっており、福祉的要素も強い。

当店では、宅配の受付業務も行なっており、この地域で担う役割

は大きくなってきている。 

 町と商工会がタッグを組んで、地域にお店のある安心感を提供 

飲料水やパンの他、生活雑
貨などが売られている。 

  

6 

休憩スペースが、交流の場と
なる。 

「よってけや」は地域に必要と 
されている。 

取組の 
 ポイント！ 

         

           



みなかみ町商工会 

～温泉施設を活用した 
  ミニスーパー「入恋横丁」～ 

みなかみ町商工会 
振興課 課長 林さん  

地域課題と事業を始めたきっかけ 
〈地域課題〉 
高齢化・人口減少等の要因から地域の小売店が次々と閉店し、身近な買物に不便を感じて
いる「買い物難民」と呼ばれる人々が年々増えていること。 
 
〈きっかけ〉 
買い物弱者対策として、みなかみ町商工会が元気な地域社会の創造の為、立ち上がったこ
と。 

企業概要 
●所在地    群馬県利根郡みなかみ町月夜野1744-1 
            利根沼田広域観光センター２Ｆ      
●設立年    2006年 
●電話番号  0278-62-1155 
●URL     http://www.minakami.or.jp/ 
●職員数     13名 ※2015年3月現在 

●実施地域  群馬県利根郡みなかみ町 

補助金活用内容 
〈利用した補助金〉 
平成22年度地域商業活性化事業(買物弱者対策支援事業)を活用。 
 
〈補助対象〉 
内装･設備工事、車両購入等 

 買物弱者対策事業 

事例．４ 

入恋横町がある温泉施設「遊神館」 衣料品も良く売れる商品の一つ 

い り こ い よ こ ち ょ う 
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●温泉施設で買物ができる「入恋横町」 

 

 みなかみ町では、地域の高齢者を中心に買い物弱者が増えてい
る。その対策として、みなかみ町商工会では、町営日帰り温泉施
設「遊神館」内に、生鮮食料品をはじめ、衣料品や生活雑貨などの
日用品を販売する店「入恋横丁」を運営している。地元・入須川と
恋越両区の頭文字から「入恋（いりこい）横丁」と命名した。温泉施
設の広いスペースを利用して、生涯学習等の取り組みや利用者の
年齢層に合わせたイベントなども行っており、高齢者同士のコミュ
ニティの場にもなっている。 

 

 

●温泉、おしゃべり、お買物をパッケージで 

 

 高齢者同士の交流に繋がる様々なイベントを行ってきた効果が
出ており、来場者数は増えてきている。施設までの交通手段を持
たないお年寄りや、他地域の買い物弱者に対応するため、毎週水
曜日と金曜日には、ワゴン車での送迎も行っている。送迎は、公民
館や集会場などを中心に、町内２８カ所を回る。自力で買物に出る
ことが困難な高齢者にとって、便利なサービスである。温泉に入り、
おしゃべりを楽しんだ後は、入恋横町で買物をしてから送迎バスに
乗って帰ってもらう。買い物だけではないプラスαの楽しみも提供
している。入恋横町では、生鮮品や加工品の他、地元の産品であ
るタラの芽やふきのとう、秋には栗、りんご、米、キノコなどが売れ
る。雑貨や衣料品なども売れているという。高齢者のつどいの場で 

あり、楽しみにもなっている。 
 林氏は、「事業継続に必要な事として、横の連携が重要。町、商
工会、社会福祉協議会などの連携により、この事業を継続させる
ことができる」という。 

  

 

●新たな取り組み 

  

 みなかみ町商工会では、入恋横町とは別に｢福祉サポート事業｣
という高齢者支援事業を行っている。福祉サポート事業は、高齢者
や障害を持つ方、小さな子どもを持つ方の世帯を対象に玄関先の
除雪や身の回りの家事等を行い、そのお礼を商工会が発行する
共通商品券で行う。利用者もサポーターも登録が必要であるが、
まだまだ活用数が少ない。今後は、利用者、サポーター共に増や
していきたいという。 

  

  

地元の産品が並ぶ。 

店内には加工品なども並
ぶ。 

多くの商品が並べられている。 

町営温泉施設に買物横町を開設、複合的なお楽しみを提供 
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取組の 
 ポイント！ 

         

         

         



みやのかわ商店街振興組合 

～出張商店街｢楽楽屋｣～ 

地域課題と事業を始めたきっかけ 
＜地域課題＞ 
介護施設の方など、自ら買い物に行けない人たちがいる。 
 
＜きっかけ＞ 
介護施設の職員から、「ものを見たり、選んだりするのが買い物の楽しさ。それをどうにかできな
いか」と相談をうけたのがきっかけ。 

企業概要 
●所在地    埼玉県秩父市宮側町18-2 
●設立年    1990年 
●TEL      0494-24-8856 
●URL            http://www.miyanokawa.com/ 
●会員数        107名 
●実施地域  埼玉県秩父市 

補助金活用内容 
〈利用した補助金〉 
平成24年度補正予算 地域自立型買い物弱者対策支援事業を活用。 
 
〈補助対象〉 
車両の購入･改造費用 

 買物弱者対策事業 

事例．５ 

楽楽屋の移動販売車は、中から 
商品棚を引き出せる。 

9 

手にとって買物ができる楽しみを 
提供している。 

理事長の小泉さん(右から2人目)と 
専務理事の安田さん(右から3人目)  



●商店街での買物の楽しさをお届け 

  

  みやのかわ商店街では、以前から買い物代行サービスを行って

いた。高齢者や体の不自由な方のために、電話で注文を受けて希

望の商品を配達するという地域住民に寄り添ったサービスである。

しかし、電話での注文が難しいと感じている人がいることや、配達サ

ービスでは買物の楽しさを味わえないといった声があることが分か

った。そのような買物をすることに課題を感じている人たちの役に立

ちたい、買物の楽しさを味わってもらいたいという思いから、福祉施

設等に商品を持って行き、現地で販売を行う「出張商店街 楽楽屋」

を始めた。この取り組みは、利用者に買物を楽しんでもらうことで喜

ばれると共に、商店街が「商売」「買物」の原点に気づき、商店街は

地域の役に立たなければいけないと、改めて考えるきっかけとなっ

た。 

 

 

●施設にいながら、便利にお買物 

 

 出張商店街「楽楽屋」は、衣料品や日用品、雑貨、飲料や菓子な

ど、商店街から6～7店舗分の商品を選び、ワゴン車に積み込み、高

齢者施設等へ運ぶ。施設にいながら便利に買物をしてもらいたいと

いう発想から、平成18年6月から開始したこの事業は、市内10カ所

以上の施設でおこなわれている。販売時間は1時間程度で、商品を

自分の目で見て買えるため利用者に大変喜ばれている。今後は介

護施設だけでなく山間地域への移動販売エリアを拡大していく考え 

もあるという。 

 みやのかわ商店街では、出張商店街「楽楽屋」以外にも様々な事

業を行っており、そういった事業を繰り返し行ってきたことで商店街

への来街者が戻ってきているという。理事長の小泉氏は、「出張商

店街で買物をしてもらうことで、お年寄りが元気になる。将来的な街

のビジョンを持ち、小さな成功を沢山持つことで継続して活性化でき

る。」と話す。  

商店街の強みを活かし、 
各種商品が並ぶ。 

福祉施設に商品を持って行き 
現地で販売する。 

  

お年寄りへ買物の楽しみをお届けすることにより、 
     商店街の活性化にも繋げている 
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取組の 
 ポイント! 

楽楽屋のぼり 



～移動型スーパー｢まごころ便｣～ 

地域課題と事業を始めたきっかけ 
＜地域課題＞ 
山間地域の高齢化が進み、長い距離の買い物に出かけるのが困難な高齢者が増加している。 
 
＜きっかけ＞ 
買い物に出かけるのが困難な高齢者のニーズに応えるため、移動販売をスタートさせた。 

企業概要 
●所在地    千葉県夷隅郡大多喜町大多喜61-1         
●設立年    1988年  
●TEL      0470-82-6001 
●URL     http://www.s-leo.com/ 
●事業内容  スーパーマーケット、 コンビニエンスストア 
●従業員     545名(内正社員100名) 
●実施地域  千葉県夷隅郡大多喜町 

補助金活用内容 
〈利用した補助金〉 
平成24年度補正予算 地域自立型買い物弱者対策支援事業を活用。 
 
〈補助対象〉 
車両の購入及び改造費用 

宍倉株式会社 

 管理部長 川﨑さん 

 買物弱者対策事業 

事例．６ 

買い物の様子 移動販売車まごころ便 

し し く ら 
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 かゆいところに手が届くアイデアとコミュニケーションを大切にし、 
 お客様と名前で呼び合える関係を築くことが重要 

●スーパーの強みを最大限に利用  
 
 宍倉は、スーパーやコンビニを運営している傍ら、千葉県大多喜
町での移動販売を行っている。「買い物弱者対策支援事業」として、
移動販売車両の購入と改造の一部を補助金で賄った。宍倉では、
移動販売車両に1.2ｔ車を採用していて、このエリアを回るのであれ
ば、1.2ｔサイズがベストだという。移動販売を始めた当初は、管理部
長自ら販売を行い、色々なことが見えてきたという。車に積んでいた
ものと、お客様の欲しがっている商品とのアンマッチが起きていたの
だ。例えば、バナナ一つとってみても品質の良い物を選ぶ人もいれ
ば、価格が安いものを選ぶ人もいる。また、量のニーズというものも
あり、高齢者は量の多いお総菜などは買わず、一人分のものがよく
売れるということも分かったという。こういったお客の声に細かく対応
できるのも、スーパーをしている宍倉の持ち味と言える。 
 移動販売を実際に行う人の雇用形態については、パートとして2名
雇用。週5日を2名で対応している状況だ。販売エリアについては、
月曜から金曜まで毎日別々のエリアを回っている。離れているところ
で30km程あり、そこまで行くのに時間にして40分程度。1日の走行距
離は70～80kmにのぼる。販売車両の停留所は、神社、公民館、
ゲートボール場など。必然的に高齢者が家から歩いて行けるところ
となる。個人宅にも要望があれば軒先まで伺う。個人宅は効率が悪
いように感じるが、単価も上がり、近所の方を呼んでいただけ、なお
かつ不要な日はお客の方から連絡をいただけるため、むしろ個人宅
のほうが売上げが良いという。 

 
 
●お客様と名前で呼び合える関係づくり 
 
 売れ筋商品については、野菜、果物、お総菜がよく売れている。次
いで、揚げ物、煮魚、焼き魚、いなり寿司や巻き寿司など。にぎり寿
司と刺身についてはロスが出ないよう、注文を受けた分だけ持って
行くという徹底ぶりである。 
 事業を継続するのに必要なこととして、お客様とのコミュニケーショ
ンをあげた。お客様の名前を覚えて名前で呼び合える関係が理想と
いう。 
 また、事業の難しさについて経営層に理解してもらうことも重要で、
宍倉では、最初に社長を乗せて一緒に活動した。そうすることで、現
場の大変さも理解され、組織内でも動きやすくなった。宍倉が行う移
動販売事業は黒字化を続けており、他のエリアでの事業化も検討し
ている。移動販売事業の好事例と言える。 

広いスペースでは、商品を下に
並べて販売する。 

移動販売車には冷蔵庫もあり、
商品が充実している。 

野菜や果物、お総菜が
良く売れる。 
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 ポイント！ 



京王電鉄株式会社 

～お買物の“ほっと”サービス～ 

地域課題と事業を始めたきっかけ 
＜地域課題＞ 
多摩ニュータウンエリアの初期入居地域で高齢化が進行。また、居住エリアが勾配の急な坂等
で囲まれているという地域特性。近隣商店の減少。 
＜きっかけ＞ 
駅前に『京王ほっとネットワーク』という店舗を構え、来店したお客様へのサービスを提供してい
たが、「お客様宅までこちらから出向いていく」という発想から移動販売を行うことになった。 

企業概要 
●所在地    東京都多摩市関戸１-9-１        
●設立年    1948年  
●TEL            042-337-3044 
●URL            http://www.keio.co.jp/index.html 
●事業内容  鉄道事業／土地、建物の賃貸業・販売業等 
●従業員数  2,385名 
●実施地域  東京都多摩市、八王子市 

補助金活用内容 
〈利用した補助金〉 
平成24年度補正予算 地域自立型買い物弱者対策支援事業費を活用。 
 
〈補助対象〉 
車両購入費用、車両改造費用、広報費等 

 買物弱者対策事業 

事例．７ 
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移動販売車が来ると停留所に 
買物客が集まってくる。 

移動販売車両 

総合企画本部 
沿線価値創造部 

企画担当課長 芦川さん 



●「お買物の“ほっと”サービス」 

 

 京王電鉄では、沿線に住んでいる鉄道利用客の様々なニーズ

に応え、子育て世代が暮らしやすく、高齢者が生き生きと暮らせ 

る街づくりに取り組んでいる。 

 その取り組みの一つとして、「京王ほっとネットワーク」があり、

暮らしに役立つ生活サポートサービスを提供している。浴室、キッ

チンのリフォームや害虫駆除など幅広く対応する「住まいの“ほっ

と”サービス」をはじめ、「家事の“ほっと”サービス」、「安心の“ほ

っと”サービス」、移動販売を含めた「お買物の“ほっと”サービス」 

がある。 

 東京都多摩市にある多摩ニュータウンは閑静な住宅街である

が、居住エリアが勾配の急な坂で囲まれているという特徴があり

近隣商店の減少などを背景に、日常の買物をすることが不便で

あると感じている方が増加してきた。多摩ニュータウンエリアの中

でも、特に初期入居地域では高齢化が進行しており、買い物弱者

の増加に拍車をかけている。そのような中で、京王電鉄は多摩市

と平成25年8月に、高齢者や子育て世代への支援などで協力す

ることを目的として、「地域発展の推進に関する包括連携協定」を

締結し、その第一弾として「買い物弱者対策支援事業費補助金」

を活用し、多摩ニュータウン地域で移動販売を開始した。 

 

 

●当日無料お届けサービスで便利に利用 

 

 京王電鉄の移動販売車は2ｔトラックで、冷蔵庫と冷凍庫を備え

ており、約300品目の商品を載せている。商品提供はグループの

京王ストアで実施している。移動販売車両は、レジを車外に設置

できる仕様になっており、車内の買物スペースを広くする工夫が

なされている。また、車に入る際の安全にも配慮されており、出入

口のステップに手すりや滑り止めが設けてある。また、商品をご

自宅まで持っていく『当日無料お届けサービス』を行っており、高

齢者や小さな子供づれのお母さんにはうれしいサービスだ。 お客

がどのような商品を取り扱って欲しいと考えているか、読み取れ

るようにコミュニケーションを大切にしている。また、買い物を楽し

んでもらえるよう、毎回、季節に合わせた新しい商品を提供できる

よう心がけているとのことだ。そうしたきめ細やかなサービスが、

喜ばれている秘訣だろう。 
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買った物を届けてくれる「当日無料お届けサービス」 

取組の 
 ポイント！ 

出入口のステップに手すりや 
滑り止めが設けられている。 

移動販売車の中は、約300品目の 
商品が載せられている。 

販売エリア 



合同会社うらだ 

～地域の生活を支えるミニスーパー 
「ふれあい浦田」～ 

代表経営社員 
飯塚さん  

地域課題と事業を始めたきっかけ 
＜地域課題＞ 
地域のスーパーの撤退により生鮮食品を買える場所がなくってしまったこと。 
 
＜きっかけ＞ 
地域のスーパーの撤退を受け、地域住民が何とかしようと立ち上がったこと。 

企業概要 
●所在地    新潟県十日町市浦田976-4   
●設立年    2010年 
●TEL      025-596-2822 
●事業内容  スーパーマーケット 
●従業員数  4名 
●実施地域  新潟県十日町市浦田地区、室野地区 

補助金活用内容 
〈利用した補助金〉 
平成22年度地域商業活性化事業(買物弱者対策支援事業)を活用。 
 
〈補助対象〉 
車両購入費、改造費、店舗内装、設備 

 買物弱者対策事業 

事例．８ 
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雪の日も多くのお客様を
乗せる送迎用のバス 

店内は、多くの商品が並ぶ。 



●地域住民が自らの手でスーパーを開設 
 
 浦田地区は、新潟県十日町市にある雪深い地域である。平成22年
10月に、浦田地区にあったAコープが撤退してしまい、生鮮食品が買

えるお店がなくなってしまった。女性たちからは 「生鮮食品が買える

店がないと生活できない。何とかして欲しい。」という強い声が上がっ

たことから、地域で資金を募り、住民自らが運営する合同会社「うら

だ」を設立。平成23年3月にミニスーパー「ふれあい浦田」をオープン 

した。 

 Aコープを運営していたJAから十日町市に店舗施設が寄付され、

市にその施設を改装してもらった上で借り受けた。「買物弱者対策支

援事業」にも採択され店舗の内装、送迎バスの購入と改造費用にあ

てた。130世帯ある近隣住民からの出資金もあり、立ち上げの際の費

用を捻出した。また、人員としてAコープ時代に店員として働いていた

経験豊富な人材2名を採用した。 

 

 
●お茶の間広場でのコミュニケーションで元気に 
 
 ふれあい浦田は月曜日から土曜日まで営業しており、土曜日には
送迎バスが浦田地区と隣の室野地区を運行している。土曜日は特

売日に設定されており、売上げの向上に繋がっている。買い物をした

後に、ふれあい浦田の一角にある「お茶の間広場」で話をするのが、

お店に来た人たちの楽しみとなっている。飯塚氏は「週に一回バスで

買物に行き、みんなで集まってコミュニケーションを図るということが

活力になっている。コミュニケーションを図りたいという要望を叶えて

あげたい」と話す。バスで買い物に来る人たちは、まとめ買いをする

ので帰りに持って帰れないほど買い込むこともあるという。そんなとき

は、送迎の際に運転手が荷物を家まで運んであげている。 

 売れ筋商品については、惣菜などの食品の他、酒や野菜。注文販

売では、年越しそばなどの季節限定のものが売れ筋という。特徴とし

ては、お盆や正月に売上げが大幅に増加する。地域がら盆と正月は

おいしいものを食べたり、お酒を飲むなどの慣習が根付いているとい

う。 

 今後の展開としては、売上げを伸ばしていくため、地域の特産品な

どの注文販売に力を入れていくほか、施設に温泉を引いて、温泉に

入りに来てもらうことを計画している。事業継続のポイントについて聞

くと、「色々なことを複合的に行っていくことが大事。リーダーが楽しく

やらないといけない。難しいことを頑張るというのは楽しい。」と話して

くれた。 

  

お総菜などの食品も売ら
れている。 

お茶の間広場で話をすることが、楽
しみとなっている。 

特売日「鮮魚の日」には、多くの
魚介類が並ぶ。 

週一回の送迎バスとお茶の間広場での集まりがみんなの活力に、 
また、送迎バスが運行する土曜日を特売日に設定し、売上アップ 
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取組の 
 ポイント！ 



有限会社黒姫フードストア 

～山間部の買い物弱者を救う移動販売～ 

移動販売担当 
恩田さん 

地域課題と事業を始めたきっかけ 
＜地域課題＞ 
中小規模スーパーの減少で買い物をするのに不便なエリアができてしまった。また、買い物
の為の移動に苦労する高齢者が増えたこと。 
 
＜きっかけ＞ 
地域の商店が閉店したことにより、買い物をするところがない地域ができてしまった。そう
いった地域に商品を届けようと思ったことがきっかけ。  

企業概要 
●所在地   新潟県糸魚川市大町1-4-23         
●設立年   1996年 
●TEL     025-552-0651 
●事業内容  スーパーマーケット、飲食店 
●従業員数  5名(内正社員1名) 
●実施地域  新潟県糸魚川市 

補助金活用内容 
＜利用した補助金＞ 
平成24年度補正予算 地域自立型買い物弱者対策支援事業を活用。 
 
＜補助対象＞ 
販売車両の購入 

 買物弱者対策事業 

事例．９ 

17 
個人の家の前まで
訪問する。 

移動販売車両 



●山間部の個人宅までお届け 

 

 黒姫フードストアは新潟県糸魚川市で、果物や野菜、お総菜など

を中心に扱うスーパーである。糸魚川市では、郊外の大型スーパー

の台頭や少子化などの理由により、地域の商店が閉店するなど、買

い物困難地域が増えている。黒姫フードストアの樋口マネージャー

の親が住む地域でも、商店が閉鎖してしまい、買い物をするところが

なくなってしまった。食品を届けていたが、他の方も困っているだろう 

と商品を届ける販売ルートを作ろうと思ったという。 

 黒姫フードストアが行っている移動販売は1日30件程度で、個人の

家の前まで訪問し販売している。訪問先に近所の方が来ることもあ

るという。移動販売での買物を楽しみにしている住民の方からは感

謝の言葉と共に、今後も継続してほしいという声が上がる。グループ

ゼネラルマネージャーの樋口氏は、この地域での移動販売は移動

距離も長く、経営としては厳しいと本事業の難しさを語る一方で、「始

めたら簡単には辞められない」と使命感を口にする。 

 

 

●徹底した効率化による利益の確保を目指す 

 

 移動販売を行う社員は、他の仕事と移動販売を兼務することで、

効率化につなげている。販売エリアは広がっており売上げは増えて

いるものの、同時に販売時間の延長やガソリン代が増えるなどコス

トも上がるという。1日100㎞程度の距離を走るというが、山を登って

いくルートも多く、ガソリンの消費量は他の地域より多いだろう。こう

いった難しい条件の中、移動販売で利益を上げていく工夫として、既

に行っている他の業務との組み合わせによる人件費の分散の他、

移動販売と他のサービスとの組み合わせや効率のよいルートを組 

み込むことが必要ではないかという。 

 樋口氏は、「利益を求めるだけではできない。ある種のボランティ

ア精神が必要。」と話す。 

他のサービスとの組み合わせや効率のよいルートを組み込む工夫と、 
利益だけを求めないある種のボランティア精神 

  

高齢者の見守りも
行っている。 

買物の様子 

買物の様子 
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取組の 
 ポイント！ 



ながの農業協同組合 

～高齢者安否確認と買物弱者解消 
  移動販売「やまなみ1号、2号」～ 

地域課題と事業を始めたきっかけ 
＜地域課題＞ 
高齢化や人口の減少により、採算ベースにのらない店舗を閉鎖せざるをえなくなった。その
結果、地域に買い物をする場が無くってしまったこと。 
 
＜きっかけ＞ 
農協が経営する店舗を閉鎖したこと。店舗を閉鎖する変わりに、周辺の方々に移動販売でカ
バーしようと考えたこと。 

企業概要 
●所在地   長野県長野市大字中御所字岡田131-14       

●設立年       1992年 
●TEL     026-224-0550 
●URL     http://www.ja-nagano.iijan.or.jp/ 
●組合員数  32,694人 
●職員数    652名 
●実施地域  長野県長野市、小川村 

補助金活用内容 
＜利用した補助金＞ 
平成24年度補正予算 地域自立型買い物弱者対策支援事業を活用。 
 
＜補助対象＞ 
移動販売車 

 買物弱者対策事業 

事例．１０ 
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カラフルなデザイン
が目をひく 

買物の様子 

経済部 部長 
牧さん 



●組合員の要望から 

 

 ながの農協は、長野市及び小川村の中山間地域で移動販売事業
を行っている。ながの農協はＡコープというスーパーを運営してきた
が、地域人口の減少から採算ベースにのらない店舗を閉鎖しつつ
ある。以前は30店舗ほど経営してきた店舗数は減り、直営店はなく
なった。撤退する際に、組合員から店舗の代わりに移動販売を行っ
てほしいという要望があったことから移動販売を開始した。 

 

 

●夏場の猛暑と冬場の雪の影響が売上げを左右する 

 

 当初は想定したよりも売上げが少なく、現在も経営としては厳しい
状況というが、少しずつ売上げは上がってきている。お客は、若い人
が少ないのでどうしても単価が上がらない。気候の問題もある。雨
が降ると買物客が少なかったり、 夏場の猛暑と冬場の雪の影響も
売上げを左右する。標高が高く雪が多いので、雪かきをしないと停
められない場所もあるほどだ。 

 それでも移動販売をやってほしいという声は多く、当初よりもコース
を追加している。農協としては、今よりも移動販売車を増やしたいと
も考えている。ただ、移動販売は、荷物を積む拠点から距離がある
と野菜などが傷みやすいという問題もあり、拠点をどこに置くかが課
題という。 

 以前は、マイクロバスで移動販売をしていたが、大きすぎた為、現
在は１.5ｔ車で冷蔵冷凍庫を装備した「やまなみ1号」と軽トラックに冷
蔵、冷凍庫を積載した「やまなみ2号」の2台で運営している。売上げ
は大きく変わらず軽自動車の方がよく売れることもある。山間地域で
あるため、軽車両でしか入りにくい道も多い。この地域では交通事
情や燃料、車の保険などを考えると軽自動車が適しているようだ。 

 

 

●高齢者の見守り活動 

  

 ながの農協の移動販売事業は、買い物弱者対策だけでなく、社会
との繋がりの維持や安否確認など福祉的な要素も視野に入れた取
組として、長野市と高齢者見守りに関する協定書を締結し、高齢者
の見守り活動も実施している。ながの農協は、地域に密着したＪＡを
目指し、移動販売車の運行により、福祉事業との連携を目指してい
る。 

  

 移動販売車 
「やまなみ2号」 

買い物弱者対策だけでなく、高齢者の安否確認など 
地域貢献の取り組み 
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「やまなみ１号」 
冬場は雪の影響がある。 

楽しそうに会話しながらの買物 

取組の 
 ポイント！ 



一般社団法人地域活性化・健康事業コンソーシアム 

～長岡市多世代健康まちづくりプロジェクト 

タニタカフェ～ 

店舗マネージャー 桐生さん 

地域課題と事業を始めたきっかけ 
＜地域課題＞ 
人口減少、少子高齢化が進み、市民の健康増進と市街地の活性化が課題となっている。 
 
＜きっかけ＞ 
一般社団法人地域活性化・健康事業コンソーシアムと長岡市の健康を軸とした地域活性化を
行うという考え方が近かったこと。 

企業概要 
●所在地    東京都港区浜松町1-10-11         
●設立年    2014年 
●TEL      03-5733-2606 
●事業内容  健康情報を発信するカフェ事業 
          中心市街地をエリアとした健康普及事業 
          健康に関するイベント・情報発信事業 
●実施地域  新潟県長岡市 

補助金活用内容 
＜利用した補助金＞ 
平成26年度中心市街地再興戦略事業費補助金 
 
＜補助対象＞ 
店舗の改装、設備 

店舗内の様子 多世代健康づくりセミナーの様子 

 コミュニティ施設／健康増進事業 

事例．１１ 
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●市民の健康増進と中心市街地活性化の拠点 

 

 健康総合企業の「タニタ」や、「ｂｊリーグ(日本プロバスケットボール

リーグ)」などで組織する一般社団法人地域活性化・健康事業コンソ

ーシアムは、長岡市大手通に「タニタカフェ」をオープンした。長岡市

で取り組んでいる「多世代健康まちづくりプロジェクト」の一環で、市 

民の健康増進と中心市街地活性化の両面を期待されている。 

 タニタカフェは、ヘルシーメニューで有名な「タニタ食堂」の管理栄

養士が監修するヘルシーなスイーツやドリンクメニューを提供するほ

か、座席にはハンモックや足湯席を用意し、ゆったりとくつろぐことが

できる。無料の健康相談を受けることができ、週2回の健康セミナー

もある。 ５０～６０代の人は健康意識が高く、健康相談によく来てい

るという。また、同プロジェクトでは会員制の健康づくりコミュニティー

サービス「ながおかタニタ健康くらぶ」を展開しており、カフェがその

拠点施設としての役割を担っている。年会費を払い会員になれば会

員証になっている活動量計や市内のウェルネススポットに設置して

いる体組成計で計ったデータをインターネット上に記録できるほか、

その結果を基に管理栄養士から継続的な健康指導を受けられる。

地域のコミュニティーの場となっている一方で、近隣以外の方も足を

運んでくれているという。 

 

 

●ウオーキングポイント事業など多彩な仕掛け  

 

 雇用に関しては、商店街から紹介を受けながら、地元の方を中心

に採用。地元の飲食店に影響しないよう食堂ではなくカフェという形

態をとっている。逆に、市内の飲食店でタニタ食堂のメニューを1品

ずつ提供する「まちなかまるごとタニタ食堂」と呼ぶ仕組みを作った。

このタニタ食堂のメニューを提供するお店で食事をしたり、ウオーキ

ングの歩数によりポイントが付与される仕組みにもなっていて、楽し

みながら継続して健康づくりに取り組む仕組みが満載である。 

 事業継続に必要なこととして、「採算の構築と地元の人たちの協力

が重要」(同コンソーシアム)という。店舗の内装や設備といった初期

費用は、中心市街地再興戦略事業費補助金の他、長岡市の補助金

を活用することで賄うことができたが、運営については、採算の構築

が求められる。また、「地元の人たちの協力なくして事業は成功しな

い。今後も市と協力して事業を進めていきたい」(同コンソーシアム)と

話している。 

 ウオーキングポイント事業で、楽しみながら継続して健康づくりに 
 取り組む仕組 

取組の 
 ポイント！ 

火、金曜に実施している 
健康講座デーの様子 

健康データを計測できる 
ウェルネス・スポット 

タニタカフェのスタッフ 
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万代シテイ商工連合会商店街振興組合 

～健康的ライフスタイルを支援する 
 まちなか交流サロン アルク～ 

万代シテイＰＲキャラクター  
ばんにゃい 

地域課題と事業を始めたきっかけ 
＜地域課題＞ 
商店街を活性化させること。 
 
＜きっかけ＞ 
居心地の良い商業施設として憩いの場となるようなサロンを作ろうと思った。 

組合概要 
●所在地     新潟県新潟市中央区万代1-6-1  
                 新潟交通本社ビル内         
●設立年     1991年 
●TEL       025-246-6424 
●URL              http://www.bandaicity.com/ 
●組合員        57 人 
●実施地域    新潟県新潟市 

補助金活用内容 
〈利用した補助金〉 
地域商業自立促進事業費補助金を活用。 
 
〈補助対象〉 
店舗等賃借料等 

 コミュニティ施設／健康増進事業 

事例．１２ 
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まちなか交流施設「アルク」 
     室内の様子 

様々な健康増進イベントを 
行っている。 



●健康がキーワード 
 

 まちなか交流サロン「アルク」は、小さな子供からシニア世代まで、
誰でも利用できる無料の交流サロンだ。テーブルやソファを備えた

ゆっくりくつろげる休憩スペースの他、キッズスペースや授乳室など

もある。小さな子供連れが昼食の際に利用したり、土日は買い物で

来た人が休憩で利用したりしている。 

 まちなか交流サロンの事業を始めたきっかけとしては、まちなか交

流サロン「アルク」がある万代シテイのバスセンタービルにはフード

コートがなく、居心地の良い商業施設として憩いの場が必要ではな

いかということで、サロンを作ろうと思ったという。併せて、「アルク」で

運営している、健康的なライフスタイルを支援する事業については、

市がスマートウェルネスシティを推進していることが一つのきっかけ

という。 

 
 
●新潟市共通商品券と交換できる「アルクポイントサービス」 

 
 アルクでは様々な健康増進に関するイベントを行っているが健康
的なライフスタイルを支援する事業として、アルクを拠点とした「アル

クポイントサービス」を行っている。専用の歩数計を活用し、歩数に

応じてポイントがもらえる。また、アルクに来たり、健康支援飲食店

の利用でもポイントがもらえる。貯まったポイントは新潟市共通商品

券との交換やアルクでのイベント参加費に利用できる。歩数に応じ

てポイントが貯まり、楽しみながら健康になる仕組みである。 

 
 
●高齢者でも取り組みやすい健康増進イベント 

 
 健康増進に関するイベントについては、スポーツジムほど本格的
な運動ではなく、高齢者が取り組みやすい軽めの筋力体操やストレ

ッチ等を中心に行っている。1回のイベントで参加者は20名ほどで、

リピーターが多い。ただ、アルクがある場所は建物の中でも人通り

が少なく、まだまだアルクを知らない人も多いため、今後は認知度を

上げていくことが課題という。 

 アルクの取り組みは健康を増進し、医療費削減にも繋がっていく

取り組みである。運営している万代シテイ商工連合会商店街振興組

合は、会員の年会費やイベント参加費だけで運営していくのはハー

ドルが高いが、今後も事業を継続していきたいと話してくれた。 

  

アルクポイントシステムや様々な健康増進イベントで 
楽しみながら健康になる仕組み 
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健康支援飲食店の利用でも 
ポイントがもらえる。 

おむつ交換などに使える 
ベビールーム 

高齢者が取り組みやすい 
健康イベントの様子 

取組の 
 ポイント！ 



甲府商工会議所 

～三世代交流施設 銀座街の駅～ 

地域課題と事業を始めたきっかけ 
＜地域課題＞ 
中心市街地で、深刻な高齢化が進んでいること。 

 
＜きっかけ＞ 
商店街の空き店舗を活用して、地域住民のニーズに応じた事業を行おうと思ったこと。 

企業概要 
●所在地    山梨県甲府市相生2-2-17 
●設立年    1879年   
●TEL      055-233-2241 
●URL      http://www.kofucci.or.jp 
●実施地域   山梨県甲府市       

補助金活用内容 
〈利用した補助金〉 
地域商業自立促進事業費補助金を活用。 
 
〈補助対象〉 
店舗等賃借料、イベント経費等 

 
  

 

事例．１３ 
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銀座街の駅 

 コミュニティ施設／健康増進事業 

甲府商工会議所の渡井さん(右) 
と安心ギャラリーとハッピーキッズ
のお二人 

敬老の日イベント  
カラオケ大会の様子 



●多世代交流の場「銀座街の駅」 

 

 甲府市中心市街地では、深刻な高齢化が進んでいる。甲府商工
会議所は、甲府市の中心街地活性化事業として、高齢者が自由に
交流でき、子育て支援の機能を有した三世代交流施設｢銀座街の
駅｣を平成17年6月に設置した。 

 銀座街の駅は空き店舗を活用して開設した施設で、1階の「安心
ギャラリー」は高齢者を中心に家族連れや買物途中の方々が自由
に利用できる交流施設になっている。山梨県内の有志企業25社が
集まって設立した協同組合山梨安心サービスが委託を受けて運営
している。ガラス張りで明るく入りやすい店内は、障害者トイレの設
備、ゆっくりくつろげるテーブルや畳の間、大型スクリーンによるテレ
ビ放映も行っている。また常駐の相談員による介護相談や、パンフ
レットなどの介護情報を発信している。また、在宅で生活されている
高齢者のために自宅から無料で、様々な相談を電話一本で応じても
らえる「安心電話」も行っている。買物の待合せ、休憩や急なトイレ
等、とても便利なスペースとなっている。また、子供からお年寄りの
方まで様々なイベントを行うスペースとしても利用できる。 

 2階は子育て支援施設になっていて、「子育て支援団体ハッピー
キッズ」が委託を受けて運営している。ハッピーキッズには保育士が
常駐していて、中心街での買い物、映画鑑賞、食事などの際に、1時
間単位で子供を預かってくれる。利用料金は1時間800円で、育児相
談、授乳コーナー、ベビーカーが無料にて利用できる。孫との遊び
場としても利用できる。 

 

 

●商店街や他団体と連携したイベントも実施  

 

 例年、４月下旬には商店街に鯉のぼりを飾りつけ、５月のこどもの
日にちなんで泣き相撲・わんぱく相撲のイベントを山梨県相撲連盟
の協力の下実施している。９月は敬老のイベントとしてカラオケ大会
＆歌謡ショーを開催。この際、商店街では湯茶の接待や記念写真
の撮影等を実施している。 

 商店街内の施設なので商店街との連携は必要不可欠。今後は更
なる連携強化を目指す。 

 また、事業を継続していくには、安心して運営を任せられるパート
ナーと組むことが大切という。 
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鯉のぼり祭りの様子 

泣き相撲のイベント 

商工会議所、商店街、他団体が連携した各種イベントで、 
商店街の活性化にも繋げる 

敬老の日イベントでは、 
記念撮影してくれる。 

取組の 
 ポイント！ 



まとめ 
 
 

健康・高齢者生活支援サービスに関するＣＢの特徴 
 
 
 本事例集では、買い物弱者対策事業及びコミュニティ施設整備／健康増進事業の
事例を掲載しました。各事業の特徴について、次のとおり総括しました。 
 
（１）買い物弱者対策事業の特徴 

 高齢化や人口減少などの影響で、身近な場所から普段の買い物をする店が撤
退する地域が増えています。さらに、高齢のため、車を運転したり長距離を歩けな
い等、家から離れたお店に行くことができない買い物弱者と呼ばれる人々が多くな
っています。今後も、高齢化や人口減少が続いていくことが想定され、買い物弱者
対策事業が期待されています。 
 買い物困難地域と呼ばれる地域は、そもそもスーパーマーケット（以下「スーパー
」）などが不採算を理由に撤退したケースが多く、市場としては「儲からない」厳しい
地域と言えます。そのような地域でも、買い物弱者対策事業を行い、独自の工夫
により黒字化、若しくは採算ラインに乗せつつある事業者は存在します。この度、
調査した事業者をみるとスーパーもしくはスーパーと密接に連携している事業者が
多く見受けられました。スーパーは買い物弱者対策事業を行う上で、ノウハウ、経
営資源があり、廃棄ロスの問題などを事業開始当初からある程度クリアできてい
る点が特徴です。この点を考えると、スーパー以外の事業者が買い物弱者対策事
業を行う場合、スーパーや商店との密接な連携や廃棄ロスの問題をクリアすること
が、事業継続のポイントと言えるのかもしれません。 
 また、買い物弱者対策事業には、戦略的な事業として黒字化を目指しているケ
ースと、黒字化は難しいが地域のために役に立っているので継続しているケース、
補助を受けなければ事業としては困難な状態にあるが地域になくてはならない存
在として継続しているケースなどが見受けられました。このように、買い物弱者対
策は、それぞれの地域によって、また、それを行う事業者によって運営状況が大き
く異なるという傾向が見受けられました。 

 
（２）コミュニティ施設整備／健康増進事業の特徴 

 高齢者の交流の場づくりや健康づくりは、豊かな生活を望む高齢者、医療費や
介護費用の増加を望まない行政の双方に求められる取り組みです。かつては、地
域の人が集まって交流することは、ごく普通に行われてきましたが、現在では、地
域の人が集まる場や機会が減っています。高齢者が集うコミュニティ施設の整備
であったり、健康増進に関する事業によって、高齢者が生き生きと暮らすことがで
き、要介護となることの予防にも繋がることが期待できます。コミュニティに集まる
ようになったり、健康増進の取組みが効果を発揮するまでには時間を要しますが、
将来的には健康増進事業を進めている地域とそうでない地域の間には医療費、介
護費用に大きな差が出てくるだけでなく地域の活力にも影響してくるものと考えら
れます。 
 これからの地域社会を活力あるものにしていくには、高齢者が健康で生き生きと
生活を送ることが必要で、そのような生活が送れるように支援していくことが大切
です。行政と商店街、民間企業などが同じ方向を向き、それぞれが連携して事業
を進めていくことが今、求められています。  
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