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Ⅰ．事業概要

Ⅱ．進捗報告の概要

Ⅲ.活動実績 

3/6回、 101/90⼈
ダブルケアや遠距離介護という難しい介護状況を乗り切るポイントを発信したところ、「介護負担を
抱え込みすぎない」「まずは相談する」と家族だけではなく地域社会資源を頼りながら介護に向かお
うとするコメントが多数⾒られた。

9/90回 （内重点エリア内 0回）

9/15名 （内重点エリア内 0名）
錦町⾃治会の会員：2名、営利法⼈：2団体、個⼈：5⼈
（その他、法⼈4件、個⼈3件問い合わせあり）

0/5団体・買い物代⾏チケット取扱店・協⼒企業団体
の開拓（5団体）

【２】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。

・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、90⼈）

進捗状況
アウトプット（今回の事業実施で達成される

状態 ）
【１】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。

・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⼈×6回=合計90回）

・買い物代⾏⽀援者の発掘（15名）

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

進捗報告書 （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: 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
事業対象地域: ⿃取県

事業概要

“家族に頼る”から“地域で⽀え合う介護”への意識改⾰に向けて、コロナ禍により困難に直⾯している⾼齢者に対して助成期間中のみ通常定価の半額
で買い物代⾏サービスを提供。ニーズ把握や地域との関係構築をはかり、持続可能な運営モデルを⿃取県内各地へ広げる取り組みを展開する。買い
物代⾏や受診付添をはじめとした介護保険外サービスを活⽤した“介護の⽅法”をwebやイベント等を通じて発信することで利⽤促進を図るととも
に、⾼齢者の不安軽減や⽣活の改善、更に⼦どもたちが仕事を辞めること無く経済を⽀え続けることができる社会の実現を⽬指す。

総括

１．市役所職員、公⺠館館⻑、⾃治会へ連携の打診を続けてきたが、連携につながる⼀⼿を⾒出すことができなかった。
２．情報難⺠である住⺠もいるかと考えるが、「買い物代⾏＝低額もしくは無料」という意識が依然として強くある。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定額で運営するモデルとするか、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。



・利⽤モニター、アンケー
ト調査の実施

0%

・調査アンケートの集計、
報告書の作成

0%

（５）評価

・買い物代⾏サービスの地
域担い⼿の確保

9/15名
（内重点エリア内0名）

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

・買い物代⾏サービスの試
験的提供

9/90回
（内重点エリア内０回）

（３）機資材調達
・Webサイト 100%

（４）実施

①ヒアリング、基礎調査

・重点エリア地域組織との
仕組みづくり

0%

③＃１試験販売調査（重点
エリア選定のためのパイ
ロット販売）

100% 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

エ その他 100% 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

オ 重点的実施地域選定の
ために実施予定の調査

0% ・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

②マーケティング視点から
の基礎調査

100% ・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

・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、10⼈）

ア ⾃治体 100%

5/6回、 150/10⼈
医療福祉法⼈職員、地域包括職員、薬局薬剤師、⼩規模多機能、居宅介護、⾦融機関、議員、県庁職
員、学⽣と医療福祉領域に関わらず幅広い参加者が集まった。

【１】に対応した活動
（１）調査研修

活動 進捗状況 概要

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

イ 公⺠館 100% 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

ウ ⾃治会 100% 錦町⾃治会
講演会開催



④「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

100% 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）

⑤義⽅湊⼭包括⽀援セン
ター 講習

100% 参加者：5⼈
⽇時：2021年9⽉3⽇ （⾦）
講師：神⼾ 貴⼦

・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

③『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』

100% 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）

①講習『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』

100% 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）

②講習『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』

100% 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）

③講習『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』

100% 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）

①啓成地区在宅福祉員会・
⺠⽣児童委員会 合同研修
会

100% 参加者：40⼈
⽇時：2021年2⽉8⽇ (⽇) 10:30 - 11:30
講師：神⼾ 貴⼦

・ご家族、介護従事者向け
イベントの企画、講師選
定、スケジュールの作成

100% イベント案内を別紙添付

（３）実施

（１）調査研修 100% セミナーのテーマ設定のため、⽶⼦市の社会福祉協議会、ケアマネージャー等の県内福祉関
係者や、本体業務顧客層の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。

（２）計画⽴案

【２】に対応した活動

・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

②講習『“遠距離介護”なら
ではの、幸せな介護の形』

100% 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）



Ⅳ. 事業実施後（1年以降）に⽬標とする状態への所感（中間時点）

Ⅴ．インプット

Ⅵ. 事業上の課題

・webを通じた情報発信
（メディア運営、webサイ
ト改修、Youtubeへの掲
載）

50% ・各イベントのpeatixページ作成
・各イベントのレポート記事作成（1/6件）
https://my-nurse.jp/blogs/kaigo-double-care/

⑥就将公⺠館 講演研修会 未実施 参加者：未定
⽇時：2021年10⽉5⽇ (⽕)
講師：神⼾ 貴⼦

合計 \1,066,660 \475,910 \1,542,570 \880,633 57%

補⾜説明

事業実施上顕在化したリスク/阻害要因とその対応

・県庁、社協、⽶⼦市調査課「いっしょにやらいや」、福祉保健部、国会・県議・市議等と協議しながら実施を図っているが、連携体制の構築に苦
戦。
→地域巻き込み型を⾒据えながらも、当初は町内会・⺠⽣委員などに広報協⼒をお願いするにとどめ、制度フレームワークは実⾏団体でやることも
考えている。
→中部など⽶⼦以外で実現可能であれば探索範囲を広げることも検討
・⽇本財団×⿃取県 先⾏3町村以外の⾃治体に需要があるか協議
・⿅野、まちづくり協議会＆商店街組合
・琴浦、商⼯会・⼜はその他⼈材について豊富ではあるので、コンタクト先としては複数考えられる。
・３＃１試験販売調査を実施するも４件の購⼊にとどまった。エリアを絞りポスティングを実施したが、次回以降は対象者開拓の⽅法を含めた再考
が必要なため、コミュニティを通じて展開を⾏うなど検討。

57%
管理的経費 \15,660 \15,660 \31,320 \16,100 51%

\864,533
事業費

直接事業費 \1,051,000 \460,250 \1,511,250
執⾏率

⾃由記述

2020年度 2021年度 合計 執⾏⾦額

①買い物代⾏サービスの提供及び普及・仕組みづくり
⾏政や公⺠館、⾃治会との連携の難しさにぶつかっており、モデルの再構築を含めた検討が必要だと考えている。⼀⽅で⿃取県庁、⽶⼦市、社会福
祉協議会、公⺠館、⾃治会に対して介護施策の問題意識を共有できたことは⼤きいと感じている。いかに持続可能な介護福祉、地域社会をつくるか
を建設的に話し合う⼟台になればと考える。
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
コロナ感染拡⼤に伴い、介護医療従事者の参加を期待した会であることからオンライン開催で実施することとした。県内のケアマネジャーをはじめ
保健師、介護福祉⼠、地域包括⽀援センター職員など福祉従事者の参加があったこと、何より本会を機に⿃取県介護⽀援専⾨員連絡協議会と連携出
来たことも今後の普及活動の⼤きな⽀えになると考える。普及啓発は継続的に取り組んでこそであるため、県内の従事者へ向けたメールニュース等
による情報配信や協議会を通じた発信を継続的に⾏っていきたい。

・継続的な接触や、事後的
な協⼒体制の構築の基礎と
なる⼈的ネットワーク構成
の可能性について評価する
⽅策について検討

（４）評価



Ⅶ. その他

有無

有

有

無

Ⅸ. ガバナンス・コンプライアンス実績

報告書等

2.  内部通報制度は整備されていますか。 はい

1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通り
に開催されていますか。

はい

ガバナンス・コンプライアンス体制 状況 内容

（4）次の⼀⼿として、すでにある程度の関係構築や⼈的コネクションのある南部町にて重点地域としての取組の可能性を探る。価格障壁が⾼いこ
とが利⽤につながらない実態等も考慮し、試験運⽤の情報収集や地域との関係構築に必要⼗分な利⽤者獲得が危ぶまれる場合は、利⽤者数や各利⽤
者数ごとの利⽤回数等のサービス提供回数にかかわるアウトプット数値の削減をしてでも500円程度の低価格で実施することを検討し、同地域内に
て活動の⾜跡を残すことを検討している。また、同活動にて形成したきっかけをもとに、【２】によって構築した⼈的ネットワークを活⽤した事業
可能性の模索なども検討したい。

Ⅷ. 広報実績 

広報内容 内容

メディア掲載（TV・ラジ
オ・新聞・雑誌・WEB
等）

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

広報制作物等
・Webサイト
・チラシ

⾃由記述

（１）市役所職員、公⺠館館⻑、⾃治会へ連携の打診を続けてきたが、利⽤料⾦の⾃⼰負担額を下げ、プロジェクトに関わるスタッフへの委託料は
無償であるべきだという考えが断固としてある。最寄りスーパーが⼀時閉店する義⽅地区にて⽶⼦市社会福祉協議会と連携し説明会を開催したもの
の、連携につながる⼀⼿を⾒出すことができなかった。
買物代⾏＝介護事業と思われがちであり、⾏政担当者からは、「住⺠から預かっている介護保険料で介護保険適⽤サービスを回す使命がある。介護
保険外サービス事業者の取り組みを応援しますと⾔えない。相談する先が違うのではないか。」と⾔うコメントもあった。買物代⾏時に事故に巻き
込まれた際の補償、事務職員の⼈件費などを考えると到底難しいものの、公的⽴場にいる⽅々に買い物代⾏サービスの持続継続性の観点での⼀定⾃
⼰負担モデルに、理解を得られていない状況である。
また社会福祉に熱⼼な市議や担当者から「⾃治会経由ではなく、まずは⾃費でも買い物代⾏を利⽤したい⼈がこれだけいると⽰すこと。現場の事実
があれば、⾏政や地域の印象も変わるのでは」との助⾔もあり、⾏政や公⺠館にPRし続けても効果が得られないと判断したことから、⾏政や地域経
由ではなく、住⺠に直接PRする⽅策を検討した。

（２）新聞広告で買物代⾏サービスのチラシを⾒た⼀般住⺠や営利団体からは、⼀緒に関わらせてほしいという問い合わせが複数件あり、買い物代
⾏チケットは4枚申込みがあった。
しかしながら、担い⼿側からは今現在チケットの販売枚数が少ないということと、不規則に発⽣する買い物代⾏⽀援のために待機しておくのは⾟い
ということで、契約を保留にしたり、お断りした経緯がある。
現時点で4枚の買い物代⾏チケット販売があったものの、⾃費負担による持続可能な買い物代⾏サービスの展開において、⾏政、地域関係者との連
携体制の構築が最も⾼いハードルであることが再確認できた。

（３）情報難⺠である住⺠もいるかと考えるが、「買い物代⾏＝低額もしくは無料」という意識が依然として強くある。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定額で運営するモデルとするか、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。


