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⽇付：

Ⅰ．事業概要

Ⅱ．課題・事業設計の振返り

Ⅲ．今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。

①受益者 ②課題

⾼齢者 外出困難

中間⽀援
者

その他

中間⽀援
者

その他

買い物困難者約
15名に買い物代
⾏
サービスが⾏わ
れている

15名
各⼈×6回=合計
90回

・6名
・36回

ポスティングやケアマネ経由の紹介に
より、6回分つづりを6名に配布するこ
とにつながった。利⽤に⾄るケースは
独居⽼⼈が多く、単なる買い物代⾏
サービスとしての期待だけではなく、
話し相⼿等の副次的な期待があること
も感じられた。

買い物代⾏⽀援
者の発掘

１５名

買い物代⾏チ
ケット取扱店・
協⼒
企業団体の開拓

5団体 5団体

重点エリアは１
名
（その他エリ
ア、錦町⾃治会
の会員：2名、営
利法⼈：2団体、
個⼈：5⼈、法⼈
4件、個⼈3件問
い合わせあり）

地域完結型の買い物⽀援モデルを作る
という意味では、重点エリアでの展開
ができなかったこともあり難しかっ
た。

Tottori Mama's、フルール合同会社、
株式会社G Space、合同会社 遠藤全快
堂、奥出雲直販
の5団体との協⼒体制を構築できた。

事業対象地域: ⿃取県
事業対象者: ⾼齢者、⽀援が必要な障がい者、妊婦やその家族

⑤⽬標値・⽬標状
態

⑥結果

事業実施概要

買い物困難者へのサービス提供とともに、⽣活に⾝近な買い物を⼊⼝に、感染症の流⾏下にあっても機能する地域で⽀え合う介護の
考えに基づいた持続する運営モデルづくりを⽬指した。福祉関係者やポスティングを通じた利⽤申込みがあり、買い物代⾏サービス
を届けることができたが、運営モデルに関しては、⾏政、⾃治会等と対話を重ねたが「介護保険の運⽤が前提であり、保険外事業者
を応援できない」「無償であるべき」という考えが根深く、⾃治会と協働し「地域で⽀え合う介護」へ向けた具体的な連携の⼀⼿を
⾒出すことはできなかった。
⼀⽅、イベントを通じ約100名の⾏政・⽀援機関担当者と関わりを持つことができ、南部町内での仮説検証やケアマネジャー経由で
の利⽤者紹介に繋がった。まだまだ介護保険を中⼼としたサービス提供の考えに偏っていることは否めないが、⾼齢者を中⼼に添え
た介護サービスを考える、その基盤となる関係構築をすることができた。持続可能なモデル構築においてはサービス提供価格と受益
者負担の考え⽅が最⼤の障壁であり、無償あるいは無償に近いボランティアによる運営体制でなければ、地域と連携した仕組みの構
築は困難だと感じている。

課題設定、事業設計に関する振り返

り

計画時は、介護保険に依存する状態では財政逼迫すること、介護保険だけでは⾼齢者の多様なニーズを満たせないことから、⽣活に
⾝近な買い物から⾃費負担により他⼈が介⼊することで、介護保険・保険外を含めた包括的な地域ケアの仕組みを作れないかと考え
ていた。市町村の福祉・まちづくり・中⼭間地担当、⾃治会、公⺠館、社会福祉協議会等様々な主体と協議を⾏ったが、⾼齢化の進
展により介護保険が限界を迎える認識については共通していたが、いざ⽬の前の協⼒となると、費⽤負担に関する考えが折り合わず
具体的な⼀⼿を⾒出すことはできなかった。南部町内で地域包括⽀援センターや医療機関へもアプローチしたが、社協が⽣活⽀援全
般を300円/時間で提供しており、介護・⾏政関係者からは「料⾦が⾼い」という声が強く、介護保険サービスが始まって20年以上、
200-300円の⾃⼰負担でヘルパーが⾄れり尽くせりの環境が整ってしまえば、⺠間の買物代⾏サービスの参⼊障壁は⾮常に⾼いと感
じている。採算度外視の⾮営利事業と位置づけるか、⾏政補助を得ながら運営するモデル、あるいは⾏政、地域スーパー等と連携し
たモデルなど別の⽅策の検討が必要だと考える。

④指標 ⑦考察
③今回の事業実施で達成される状態
（アウトプット）

事業完了報告書 （実⾏団体）

事業名: 買い物困難者を救う持続可能な買物代⾏事業
資⾦分配団体名: 中国5県休眠預⾦等活⽤コンソーシアム
実⾏団体名: N.K.Cナーシングコアコーポレーション合同会社
実施時期: 2020年12⽉〜2021年11⽉

2022年1⽉31⽇

地域住⺠や⾃治組織と協働した買い物⽀
援事業展開のためのニーズ把握や地域と
の関係構築ができており、感染症等流⾏
下でも有効に機能しうる近所完結型かつ
“地域で⽀え合う介護”の考えに基づいた
持続可能な運営モデルの基盤づくりがで
きている。



その他
相談先の
不⾜

中間⽀援
者

連携の不
⾜

Ⅳ．アウトカム（事業実施以降に⽬標とする状況）*

Ⅴ．活動

計画通り

［⾃治体］
⽶⼦市公⺠連携「いっしょにやらいや」 3回、⽶⼦市福祉保健部 1回、⿃取県庁 地域づくり推
進部 1回、⿃取県庁 令和新時代創造本部 1回
［公⺠館］
義⽅公⺠館(⽶⼦市社会福祉協議会を通じて)、就将公⺠館1回・⺠⽣委員向けのアンケート調
査、就将公⺠館 講演会7⽉開催予定、福⽶東公⺠館 提案相談 2回、啓成公⺠館 提案相談 2回
［⾃治会］
錦町⾃治会 講演会開催
［その他］
島根⼤学 宮本 恭⼦教授（地域保健医療に精通）、奥岩 浩基 ⽶⼦市市議会議員 、伊藤ひろえ
⽶⼦市市議会議員、⽶⼦市社会福祉協議会 3回

事業実施以降に目標とする状況

１０１名

介護をする家族
との知識共有や
連携を
意図したオンラ
インイベント

6回
計90⼈

コロナ禍により、遠距離介護者をはじ
めとして家族が介護に介⼊することの
難しさが増している。加えて、⾝近に
介護相談ができる相⼿が不在である場
合が多いこと、他者の事例を聞く機会
が少ないことからオンラインセミナー
の開催ニーズは⾼い。参加者からは
「肩の荷が降りた」「⾃分が頑張らな
いとダメだと思っていた」「他者に頼
ることを考えたい」という声があが
り、「介護は家族がすべき」という固
定観念を揺さぶる機会になったと考え
る。

介護従事者や買
い物代⾏関係者
との知識共有や
連携を意図した
イベント

6回
計10⼈

１０５名

⿃取県内の各地（2〜3エリア）において、地域内の協⼒団体（⺠間企業、⾃治会など）と連携し、述べ９０⼈（１５⼈×６回）へ買
い物代⾏の機会を提供することで介護保険内と介護保険外を組み合わせ選択的介護を広め、⾼齢者の多様なニーズに応えるととも
に、現役世代の⼦どもたちが介護に不安なく⽣活できる状態。

考察等

買い物代⾏の費⽤負担について⾃治会や⾃治体と前提齟齬があり、まちづくりや福祉の担当者は、将来を⾒据えると介護⼈材の担い
⼿不⾜や介護保険制度が限界を迎える可能性について認識しつつも、現⾏制度下の対応に⼿⼀杯であるため、具体的な対話・連携を
進めることができなかった。⾼齢者を⽀えるボランティア主体の活動は多くあるが、その担い⼿は定年を迎えた60代以降の⽅が多
い。少⼦化の状況では現在の30,40代が同じ年代となったときにボランティアで運営ができるとも考え難く、「親の介護」について
若者の介護意識調査では、⼤半が施設介護を希望しているが、⼀⽅で介護保険や地域包括⽀援センター等介護資源に関する情報不⾜
が明らかになった。
⼀⽅で若者は地域に関わる中で学ぶ事に関する意欲は⾼く、⾼齢者を⽀える持続可能なサービス提供・地域づくりに向けては、若者
の地域・介護への参画に促すような働きかけと、より⽣活や予防に近い領域から地域・⾼齢者と関係を築いていく、ボトムアップな
取り組みが求められるのではないかと考える。

活動

ワークショップ・イベントの開催により
⾏政・事業者・潜在的利⽤者等との緩や
かなコンタクト形成を図り、これを基盤
とした事後的な取組の基礎的⼈間関係の
構築や知識の共有を図ることができてい
る。 従事者向けのイベントでは、介護職

員、ケアマネ、包括、⾃治体職員、看
護師、保健師など、⾼齢者と関わる多
様な⽴場からの参加があった。将来予
測をもとに地域で求められる介護サー
ビスやその提供体制（⾃治体、⺠間、
制度制度外）を考える機会の重要性を
再認識した。
また、事業⾒直し過程で、本取組を通
じてできた繋がりを活⽤することがで
きた。

【１】買い物代⾏サービスの提供及
び普及・仕組みづくり
（１）調査研修
①ヒアリング、基礎調査

進捗 概要



ダブルケアの実践に学ぶ、介護を⼀⼈で抱え込まないコツ
参加者：18⼈
⽇時：2021年4⽉4⽇ (⽇) 14:00 - 15:30
講師：室津瞳（こだまの集い）

令和時代の「⾼齢者介護」 遠距離介護を可能にする地域ケアの仕組み
参加者：45⼈
⽇時：2021年5⽉22⽇ (⼟) 14:00 - 15:30
講師：鍋⼭祥⼦（⼭⼝⼤学）

“遠距離介護”ならではの、幸せな介護の形
参加者：33⼈
⽇時：2021年6⽉9⽇ (⽔) 20:00 - 21:30
講師：川内潤（NPO法⼈となりのかいご）

介護をする「家族」を⽀える年間５００名以上の介護相談の現場から
参加者：28⼈
⽇時：2021年6⽉19⽇ (⼟) 14:00 - 15:30
講師：川内潤（NPO法⼈となりのかいご）

「家族」を中⼼とした介護のための、ケアマネジャーとの連携
参加者：32⼈
⽇時：2021年7⽉10⽇ (⼟) 14:00 - 15:30
講師：⽯⽥良⼤（⿃取県介護⽀援専⾨員連絡協議会）

親の“もしも”に備える 元気なうちに考えたい、お⾦と法律のコト
参加者：50⼈
⽇時：2021年7⽉27⽇ (⽕) 20:00 - 21:30
講師：東向勲（ひがしむき⾏政書⼠事務所）

計画通り

（８）実施

計画通り
イベント案内を別紙添付

（５）評価
・調査アンケートの集計、報告書の
作成

遅延あり

【２】介護は社会で⽀え合うという
啓もう活動のためのイベント開催、
広報活動
（６）調査研修

計画通り

セミナーのテーマ設定のため、県内の福祉関係者や遠距離介護を⾏うご家族へニーズ調査を実施し
た。特に以下の点について
・コロナ禍において帰省したくても帰省できず、通常家族が対応する病院付き添いや⾒守りができな
い家族が増えている。遠距離介護の家族へどのようなケアやサービス紹介が可能か？
・⾝内のいない単⾝⾼齢者に対して、終活を⾒据え財産管理や後⾒⼈等の制度はどのように案内する
べきか？知識も無いので情報を知りたい。
・⾼齢化社会における地域ケアシステム構築に向けて現状や背景を改めて知りたい
・介護に加え育児など複数のケアを抱える家族に対する⽀援を考えたい
といった、今まさに課題として直⾯していることを学びたいという声が聞かれた。

（７）計画⽴案
・ご家族、介護従事者向けイベント
の企画、講師選定、スケジュールの

遅延あり
利⽤者さんに対して利⽤を希望したニーズ、実際に利⽤してみた所感をヒアリング。

（４）実施
・買い物代⾏サービスの地域担い⼿
の確保

遅延あり

0（重点エリア）
（その他エリア 錦町⾃治会の会員：2名、営利法⼈：2団体、個⼈：5⼈、法⼈4件、個⼈3件問い合わ
せあり）

（４）実施
・買い物代⾏サービスの試験的提供 遅延あり

2件の利⽤

（５）評価
・利⽤モニター、アンケート調査の
実施

（１）調査研修
①ヒアリング、基礎調査
重点的実施地域選定のために実施予
定の調査

遅延あり

・⽇本財団×⿃取県連携事業を⾏う市町村
・南部町、⿅野町、琴浦町、商⼯会、その他地域活動団体など

（１）調査研修
②マーケティング視点からの基礎調
査

計画通り

（１）調査研修
③試験販売調査（重点エリア選定の
ためのパイロット販売）

計画通り

4件の利⽤。
複数の⾃治体、⾃治会関係者へのヒアリングを参考に、⽶⼦市内の特定エリアを重点提供エリアとし
て選定したが、ポスティング・説明会を通じ該当者が⾒つからず、市外を含めたエリア選定を再度を
検討・実施中。

（２）計画⽴案
・重点エリア地域組織との仕組みづ
くり

遅延あり

（３）機資材調達
・Webサイト

計画通り

・買い物代⾏ユーザーヒアリング調査
・⼈⼝分布分析
・ニーズ調査のためのポスティング活動



Ⅵ．想定外のアウトカム、活動、波及効果など

Ⅶ．事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動

Ⅷ. 他団体との連携

（９）
⿃取県内の若者の介護に関する意識
調査

計画通り

「家族が介護すべき」が当たり前であれば数年後の介護はどうなるか。家族を前提にした仕組みでは
なく、介護保険/保険外を含めた地域包括ケアの仕組みを考える必要があることの裏付けとするべく若
者の介護観を明らかにすること、⼤学⽣をはじめとした若者や⼤学等との連携関係先を増やすことを
⽬的に、若者の介護に関する意識調査を実施した。328件の回答があり、うち10代30名、20代128名。
10−20代あわせ158名からの回答があった。

ダブルケアの実践に学ぶ、介護を⼀⼈で抱え込まないコツ
参加者：18⼈
⽇時：2021年4⽉4⽇ (⽇) 14:00 - 15:30
講師：室津瞳（こだまの集い）

令和時代の「⾼齢者介護」 遠距離介護を可能にする地域ケアの仕組み
参加者：45⼈
⽇時：2021年5⽉22⽇ (⼟) 14:00 - 15:30
講師：鍋⼭祥⼦（⼭⼝⼤学）

“遠距離介護”ならではの、幸せな介護の形
参加者：33⼈
⽇時：2021年6⽉9⽇ (⽔) 20:00 - 21:30
講師：川内潤（NPO法⼈となりのかいご）

介護をする「家族」を⽀える年間５００名以上の介護相談の現場から
参加者：28⼈
⽇時：2021年6⽉19⽇ (⼟) 14:00 - 15:30
講師：川内潤（NPO法⼈となりのかいご）

「家族」を中⼼とした介護のための、ケアマネジャーとの連携
参加者：32⼈
⽇時：2021年7⽉10⽇ (⼟) 14:00 - 15:30
講師：⽯⽥良⼤（⿃取県介護⽀援専⾨員連絡協議会）

親の“もしも”に備える 元気なうちに考えたい、お⾦と法律のコト
参加者：50⼈
⽇時：2021年7⽉27⽇ (⽕) 20:00 - 21:30
講師：東向勲（ひがしむき⾏政書⼠事務所）

計画通り

（８）実施

NPO法⼈ライセンスワーク（遠距離介護⽀援
協会）

介護をする家族や⽀援者向けの企画運営の際に、介護従事者の会員を抱える協会を通じた広報発信を実施した。

公⽴⿃取環境⼤学
若者向けの介護意識調査実施に際し、同⼤学の佐藤彩⼦先⽣にアンケート設計や分析にご助⾔いただくとともに、同⼤学
の学⽣へ広報協⼒いただく。

Tottori Mama's、フルール合同会社、株式会
社G Space、合同会社 遠藤全快堂、奥出雲直
販

各団体の顧客や周辺の中へのチケット販売について協⼒いただく。ヒアリング時には連携先企業顧客内にニーズのある⽅
はいるとの⾒⽴てがあったが、期間内において直接的な販売へはつながらなかった。

NPO法⼈学⽣⼈材バンク ⾃治体や関係機関との折衝、若者向けの介護意識調査実施に際し、若者向けの広報連携。

想定外のアウトカム、活動、波及効

果など

課題を取り巻く変化

連携先

⽶⼦市社会福祉協議会

社協としても、地域内の買い物困難者の把握および⽀援に課題を抱えており同サービスの必要性について共感いただき、
⽶⼦市内における重点エリアの選定相談や公⺠館、⺠⽣委員向けの提案・説明会の開催調整へ協⼒いただく。しかしなが
らボランティア事業者もいる中、有償/有料でのサービスに積極的に加担できないという事情で、説明・勉強会の機会は提
供・創出いただけたが、社協⾃らの積極的な広報周知の協⼒を取り付けることはできなかった。

⿃取県内では新規コロナウイルス感染者数は０⼈/⽇である⽇が増えており、コロナ禍による「買い物困難」という状態は次第に薄
まってきていると感じる。当事業で買い物代⾏を提供した利⽤者に関しては独居が多く、チケット利⽤後も継続的に買い物ニーズは
⽣まれることが予想される。介護度の進展をゆるやかにするためにも、買い物代⾏サービスの提供のみならず、介護予防的観点によ
る関わりや介護が必要になった際に孤⽴せずに地域の介護資源へ繋ぐような関わりにも需要があると考えられる。

10年、20年先を⾒据えた持続可能な地域内における介護施策については、⾏政、⺠間企業との対話を継続していきたい。本事業の経
験を踏まえると、買い物代⾏サービスの提供やそれを起点とした⾏政連携は時間を要することが想定されることから、介護予防・介
護相談の観点からアプローチするなど関わる⽷⼝は継続的に探っていきたい。

実施内容・結果

本事業における想定外の波及効果として、次の３つ
１）担い⼿として関わりたいという声
買い物代⾏ニーズ調査において⾃治会ヒアリングやポスティング等を実施した中のうち「担い⼿として関わりたい」という声があ
がった（個⼈10⼈、法⼈6団体）定年退職後に地域と関わりたいというサポーター側のニーズや、地域に根ざす企業として課題解決
に微⼒ながら貢献したい、という個⼈・企業の掘り起こしをすることができた。
２）買い物代⾏以外の介護サービス、相談対応における展開の可能性
買い物代⾏において直接的な連携を⾃治体と構築することができなかったが、介護施策に関する意⾒交換を多く実施することができ
た。その中で、市町村においてはフレイル対策など介護予防の観点から早期に地域住⺠と繋がり、運動健康習慣づくりや介護が必要
になったときに速やかに地域の介護資源へ繋ぐことができるような仕組みを構築したいというニーズを聞くことができた。CATVを
活⽤した介護予防事業について地元企業・⾃治体からのヒアリングがあり、具体的な動きはまだ⾒えないが⾃治体側の意向を深く知
ることができた機会となった。



Ⅸ．インプット ※事業完了⽉の⽉次収⽀管理簿の⾦額を⼊⼒ください。（精算⾦額と⼀致させる必要はありません）

Ⅺ. ガバナンス・コンプライアンス実績

✓

①規程類※の整備実績
※規程類：定款・規程及び準ずる⽂書類(指針・ガイドライン等を
含む)

状況

②ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

はい

1. 社員総会、評議員会、理事会は、規程類の定める通りに開
催されていますか。

事業費 直接事業費
管理的経費

合計

補⾜説明

執⾏率計画額 実績額
1,548,500 1,527,849 98.7%

31,320 99.4%
98.7%

内容

31,500
1,580,000

4.コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を
設置していましたか。

はい

5.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・
実施しましたか。

はい

6.報告年度の会計監査はどのように実施しましたか。
（実施予定の場合含む）（複数選択可）

外部監査
内部監査

実施予定はない

4.変更があった規程類に関して資⾦分配団体に報告しました
か。

変更はなかった

3.広報制作物、購⼊物等でシンボルマークの活⽤⽅法（事例）

4.報告書等

はい

2. 利益相反防⽌のための⾃⼰申告を定期的に⾏っています
か。

はい

3.関連する規程類や資⾦提供契約の定めどおり情報公開を
⾏っていますか。

1.事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しま
したか。

完了

2.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開始時と⽐較し
て、整備状況がどのように改善されたかを記載してくださ
い。

全て公開した
3.整備が完了した規程類を⾃団体のwebサイト上で広く⼀般
公開していますか。

1,559,169

・Webサイト
・チラシ

Ⅹ. 広報実績 

内容広報内容

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

2.広報制作物等 当該事業費を使って製作したもの

⽇本海新聞 2021年2⽉20⽇ https://my-nurse.jp/blogs/nihonkaisinbun/
NHK 2021年1⽉25⽇
ダラズFM 3回広報



Ⅻ. その他

⾃由記述

はい8.内部通報制度は整備されていますか。

買い物代⾏をはじめ地域の⾼齢者を⽀えるサービスはボランティア運営により盛んに⾏われているが、5年、10年先のことを考えると持続的に運営できるかが懸念として
ある。また若者の介護意識調査において、若者の多くが在宅より施設介護を望んでおり、地域・家族だけで介護を⽀える難しさが明らかとなった。地⽅⾏政とも、介護
の担い⼿不⾜や現在のままの介護保険サービスの提供では限界がある点については、認識を共有できている。そこで⾃費地域循環モデルの買い物代⾏サービスを検討し
たが、本事業では費⽤負担の考え⽅が相互に折り合わず、具体的な連携を前に進めることができなかった。そこで本事業による仮説検証を踏まえ、今後当社として、ま
た⾃治体に求めることをそれぞれ記載する。

■弊社（介護サービス提供事業者）として取り組めること
遠距離介護や少⼦⾼齢化の進展に伴い、家族に介護を頼ることは難しさを増している。介護保険外サービスの需要は少しずつ⾼まっており、今後は介護保険×介護保険
外サービスを組み合わせ、⾼齢者の多様なニーズに応える「選択的介護」や介護予防を促す関わりが求められています。まだまだ地⽅⾏政や既存の介護福祉機関等が同
様の認識を持ち、何かしらの打ち⼿を⾏っている地域は少ないため、私たちは本事業で開催したイベントを通じて形成できたネットワークを活かし、今後求められる介
護の形に関する調査提⾔や⾃治体向けの働きかけを⾏っていく。また、地域で住まう⼀⼈ひとりが抱える課題に対して、包括的に⽀援することを⽬指した「重層的⽀援
体制」は、多様な関係者との連携が⽋かせないことや⼈材育成が課題となり⼗分な広がりを⾒せていません。私たちは⼀⼈ひとりの⾼齢者の悩みや希望を中⼼に添え、
買い物、病院受診、看取りに⾄るまで様々な⾏政や⺠間の機関と連携し⽀援にあたっています。その実践知を還元することで、地域の介護体制の基盤強化に貢献した
い。

■⾏政に求めること
ボランティアや⾏政補助を活⽤した買い物代⾏をはじめとしたサービスを提供するのであれば、担い⼿として若者世代が常に関わることができる仕組みづくりを求めた
い。担い⼿の顔ぶれは⾼齢化しているが、若者が関わり続ける仕組みがあれば事業の継続性も⽣まれる。また若者に視点を移すと、若者の介護意識調査では、介護保険
制度、既存サービスに関する認知・理解が低かった。介護への理解がないまま親の介護を迎えると、それまでに⼗分な準備をすることができず、望まない介護離職を招
くことにも繋がりかねない。若者が地域の⾼齢者・介護と関わることが、⾃分や家族の「将来への備え」にもつながる機会提供は、若者の将来を助ける意味を併せ持つ
と考える。そのため、若者世代が関わる仕組みづくりの検討と、また介護保険・介護保険外を併⽤したサービス提供のあり⽅について、継続的に話し合いを⾏っていき
たい。

■マーケティング調査について
事業実施にあたり改めて買い物代⾏事業のモデル検証を実施した。他社サービスのビジネスモデル、費⽤、提供エリアを分析し、特にタクシー会社による買い物代⾏が
増え始めた時期にあったが、タクシーの交通費・サービス料等と⽐べると当事業で提供する買い物代⾏サービスは費⽤としては安価であった。介護保険の買い物代⾏と
⽐べると約6倍の⾃⼰負担となるが、⾃治体や介護⽀援期間等の⽀援者側に対しては、約9割を税⾦で賄っているという、この「⾒えない負担」に⽬を向けるような説
明・提案資料の作成を⾏った。結果として、提案のロジックに関しては同意を⽰しつつも、⾼齢者の100％⾃費負担のサービスを⾃治体・⾃治会として応援する具体的連
携を引き出せなかった。買い物代⾏の実績を通じた利⽤者の声、また買い物を起点にどのように地域や⾼齢者と関わり、副次的な効果を⽣み出すのかという点を訴求
する必要があったかもしれない。

エリア選定においては中⼭間地を候補地として検討もしていたが、コロナ禍では近距離にスーパーがあったとしても外出リスクの観点で買い物を控える事があると考
え、⽶⼦市内において絞り込みを⾏った。テストマーケティングで利⽤者や⽀援側希望者からの問い合わせがあり⼀定の反響はあったものの、その数はふるわなかっ
た。ポスティング、公⺠館、⺠⽣委員、薬局等地元商店、ケアマネなど福祉担当者と複数チャネルからのアプローチを試みた結果、世帯を絞って確実に配布できるポス
ティングで反応が⾒られたが、地域に根ざす公⺠館や⺠⽣委員を通じては、どうしても費⽤負担においての賛同が得られず、波及効果は⽣まれなかった。ポスティング
により反応が得られ、いずれも独居世帯であった。そもそも社会的な繋がりが不⾜していると⾒受けられるため、確実に世帯に届くポスティングはアプローチとして有
効な⼿段だと検証できた。

地域内で循環するモデル構築に向けては具体的連携を得ることの難しさを感じたため、まずは基盤となる関係構築をすべくセミナー参加者を募るための情報発信（メル
マガ・Web掲載・外部媒体出稿・関係者を通じたPR）に⼒を⼊れた。また、社会全体で介護をするーーという気運を⾼めることで介護サービス事業者と地域や⾃治体と
の連携促進を図るため、アンケート調査の企画設計を実施した。当初計画を超えるセミナー参加者から、買い物代⾏利⽤者の紹介にもつながったことは収穫の⼀つであ
り、介護保険制度中⼼ではなく、⾼齢者を中⼼に添えたケアを考えたいという意欲の⾼い⽅々と関係を築けたことは、今後の地域ケアを考える上で基盤となる取り組み
であった。

7.本事業に対して、国や地⽅公共団体からの補助⾦・助成⾦
等を申請、または受領していますか。

いいえ


