
経済産業省
商務流通グループ流通政策課

※今回取り上げた事業は東日本大震災前の2011年3月段階でアンケートにより地方自治体の予算案を調
査したものです。 震災等の影響により、予算の組み替えや執行停止が行われている可能性があります。
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地方公共団体における買物弱者支援関連制度一覧　　(北海道経済産業局管内）

自治体名称 支援事業の名称
平成２３年度
予算（千円）

区分 概要　（買物弱者対策支援事業としての活用イメージ）
担当課室の名称
・連絡先（電話）

雄武町 移動販売推進事業 2,450 補助金
商店の無くなった地域へ、車両を使って定期的に巡回し移
動販売を開設するにあたっての運営費等の補助。

雄武町産業振興課商工観光係
（電話０１５８－８４－２１２１）

雄武町商工会
（電話０１５８－８４－３１４１）

芦別市

・買い物弱者対策として既存の事業者
がミニスーパー開設等の事業拡張に
係る設備等資金融資（芦別市中小企
業融資条例によるもの）

中小企業者
等設備資金
等保証料補
給金
39,888

融資
本市において、事業を営む中小企業者等が、事業を拡張
し、商店がなくなった周辺集落で行うミニスーパー事業等の
設備資金や事業開始後の運営資金の融資

商工観光課商工観光係
（電話：0124-22-2111）

乙部町
緊急雇用創出推進事業　（地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
による活性化事業）

3,242 委託

車を持たない老人家庭等から買い物の依頼を受け、受託者
が代わりに商品等を購入して配達を行う。
※あくまでも町外への消費流出や地元商店の活性化を目的
とした１業務であり、メインではない。

水産商工課商工労働係
（０１３９－６２－２３１１）

更別村 上更別地区活性化事業助成金 2,016 助成金
地区協議会が運営する地域協働店舗運営事業を安定させ
るため経営改善指導員の配置に係る経費（ランニングコス
ト）に助成金を交付している。

企画政策課
0155-52-2114

江差町 中心市街地買い物バス巡回事業 1,838
補助金
(運営委

託）

町内スーパーが閉店したことにより他店舗への移動手段を
もたない買い物客の生活利便性確保のため無料買い物パ
スを運行。（平成21年度末から開始）
実施については、予算全額を江差商工会への補助事業（バ
ス運行委託、周知宣伝）。
運行内容：週３日（平日）１日１便
運行期間：４月～翌年３月末

産業振興課商工労働係
電話0139-52-6716

札幌市
商店街再生事業（安心できる商店街
サポート事業）

4,000
買い物弱者支援の位置づけではないが、地域の高齢者等
にとって買い物しやすい環境づくりを進めるなど、商店街の
活性化に向けた取組に対し支援する。

経済局産業振興部
産業振興課商業振興係

（011-211-2372）

士幌町 こまわりのきく「べんりや」事業 1,800 委託
　高齢者宅への御用聞き・宅配支援

（国の緊急雇用創出推進事業として士幌町商工会に委託）

産業振興課
産業振興グループ

０１５６４－５－５２１３

北海道



置戸町
商業活性化事業補助
（買い物弱者対策研究事業）

250
平成２２年度から商工会において研究事業実施
～事例視察・講演会開催・委員会設置
H23事業費600千円

置戸町産業振興課
商工観光係

0157-52-3313

標茶町
緊急雇用創出推進事業「地域商業活
性化事業」（委託先→標茶町商工会）

10,583 委託

　
　買物に困る高齢者等も増加しており、住民の買物機能の
維持を図るため買物困難地域の高齢者世帯に対する「出前
商店街」事業実施

企画財政課　商工労働係
（015-485-2111)

内線251

標津町 移動販売及び宅配事業
 3,745 商工会と商店が共同で取り組む商品移動販売
標津町役場商工観光課
（０１５３－８２－２１３１）

足寄町 商工振興対策事業補助金 150 補助金
　商工会が実施する、商店街を利用したくてもできない住民
の方に対し、どのようなサービス提供ができるか調査する事
業に補助するもの。（イニシャルコスト）

経済課林業商工観光室
（0156-25-2141）

北海道



　

自治体名称 支援事業の名称
平成２３年度
予算（千円）

区分 概要　（買物弱者対策支援事業としての活用イメージ）
担当課室の名称
・連絡先（電話）

青森県
商店街等における買い物利便性向上
モデル事業

5,393
①セミナー開催
②モデル事業（イニシャル・ランニングコスト）

商工労働部経営支援課
（０１７－７３４－９３７３）

弘前市 買い物利便性向上対策事業 6,000 補助金
①買い物利便性向上対策実態調査委託事業
②買い物利便性向上対策モデル事業支援補助（ランニン
グ・イニシャルコスト）

商工労政課商業振興係
（０１７２－３５－１１３５）

岩手県 遠野市
中心市街地活性化センター
買い物弱者バス運行事業

1,620
バス運行支援
３回/月×１２ヶ月×45,000円/回

遠野市産業振興部
産業振興課

0198-62-2111（内線）122

多賀城市
公共交通ネットワーク構築事業（多賀
城市外出支援事業）

330

地元企業（自動車学校）の生徒送迎用車両を用いた運賃無
料のバス。市側の金銭的負担はゼロで運行してきた。利用
者累計が延べ１万人に達する地域密着バスに発展したこと
から、これまで以上の利便性向上を図るため、バス停留所
を整備する。

市長公室行政経営担当
（内線２１４）

登米市 登米市地域社会活動活性化事業 14,400
過疎地域の地元商店会が、買い物弱者を対象に御用聞き
を行い、各商店の商品を配達する事業への支援

産業経済部商工観光課

社会を担う高齢者支援システム構築
事業
（はつらつ高齢者輝きアクションプログ
ラム推進事業）

1,016

高齢者の社会貢献活動などの社会参加を促進する手法や
社会参加の前提となる生活基盤の形成支援のためのシス
テムの確立を図る。
○事業内容
・市町村の意向を踏まえ対象地域を設定する（都市部、山間
部等）。
・市町村との協働により推進委員会を設置し、地域の実態
やニーズを把握しながら、次の支援システムづくりなどに取
り組む。
○検討テーマ
・高齢者の生活基盤形成支援システム
  高齢者を対象に、買い物支援サービスや安否確認、各種
施設への送迎などの総合的な生活基盤形成支援サービス
の提供システム。
※　２３年度当初予算上は、システムの検討を進める費用
が中心であり、運用を開始し継続する経費は未計上。

企画振興部総合政策課
企画・分権推進班
電話018-860-1216

地方公共団体における買物弱者支援関連制度一覧　　　(東北経済産業局管内）

青森県

宮城県

秋田県

秋田県



成熟型社会対応サービス産業支援事
業

4,180 補助金

今後成長が見込まれるサービスや、中山間地等に居住する
高齢者等の生活向上を目的とした商業・サービス事業を公
募し、採択事業に対して支援する。
○対　象：(ｱ)健康・福祉、安全・安心、環境分野等のサービ
ス事業
　　　　　　 (ｲ)高齢者等の地域生活利便性向上のための商
業サービス事業
○補助率：１／２以内
○限度額：１，０００千円

産業労働部商業貿易課
サービス産業班

電話018-860-2245

にかほ市 商工会出前商店街事業補助金 100 補助金

商工会が、中山間地域の高齢者等交通弱者の生活を便利
にし、暮らしを豊かにする「福祉商業」の重要性を認識し、そ
の一環として各地域に出向き、買物不便・過疎の解消のた
め、为に日常生活用品を中心に、販売等の事業展開を図
る。
＜市内6箇所、にかほ出前商店街振興会31会員＞

産業建設部商工課
（0184-38-4304）

大館市

大館市まちづくり団体事業費補助金

【まちづくり団体事業費補助金】
市民団体が自为的に行う活力と魅力あるまち
づくり活動を支援し、市民参加によるまちづくり
を推進することを目的

200 補助金

○まちづくり団体補助金の申請を受けた事業に対する補助

平成22年度に、大館北秋商工会商業部会が実施している
「扇田地区バス回数券サービス事業に対して補助をしてい
ます。
【補助金額　200,000円】

扇田地区の商店街において、バスを利用して買い物に来た
方に回数券　(100円)を配布する。

（商業振興担当部門）
産業部商工観光課

0186-43-7071

（当該補助金の担当部
署）

総務部企画調整課
0186-43-7027

山形県 山形県 中小商業新サービス創出支援事業 23,833 補助金

商店街・共同店舗組合等における御用聞きや宅配サービス
事業の実証実験事業として人件費を支援（H21年度からH23
年度までの３ヵ年事業）
　<ふるさと雇用再生特別基金事業>

商業・まちづくり振興課
０２３－６３０－２３６５

福島県 大玉村 大玉村高齢者等外出支援事業 －

買い物弱者支援というよりも交通弱者への支援の意味合い
が大きい。また対象となる方は自力歩行困難な高齢者や障
がい者の方への支援であり、これらの方への外出支援を職
員がボランティアとして行うもの。

企画財政課
企画商工観光係

（０２４３－４８－３１３１）

秋田県

秋田県



 

　

自治体名称 支援事業の名称
平成２３年度
予算（千円）

区分 概要　（買物弱者対策支援事業としての活用イメージ）
担当課室の名称
・連絡先（電話）

栃木市
ふるさと雇用再生買い物代行サービ
ス事業

3,362 委託費

高齢者、障害者及び子育て中の方たちに、市内の小売店の
商品を届けるサービス。このサービスの付加サービスとして、
希望があれば、配達時に簡易な家事の手伝いをしたり、一人
暮らしの高齢者の話し相手になり、健康状態の確認をしてい
る。事業実施者は直営ではなく、商工会から独立したまちづく
り株式会社に委託している。市内小売店以外の大型スーパー
の参入も考慮中。

栃木市大平総合支所
産業振興課

０２８２－４３－９２１２

宇都宮市 生活交通確保対策 29,634 補助金
スーパーや病院など日常生活に必要な施設へ運行する地域
が運営为体となった乗合タクシーの運行経費に対する支援

交通政策課
０２８－６３２－２１３２

中心市街地商業活性化支援事業

13,700

(買い物弱者
対策5,000）

補助金

中心市街地における商業活性化を図るために商店街団体等
が実施する環境施設整備、空き店舗活用、賑わい創出、買い
物弱者支援等の社会的課題対応事業に対し市町村とともに
補助（初期経費のみ）。
商店街等が行う買い物弱者支援等の地域連携に係る事業
（調査、実証実験、事業広報等）に対し市町村とともに補助（初
期経費のみ）。

産業経済部商政課
027-226-3342

商業活性化支援事業 4,800 補助金

商店街の商業活性化を図るために商店街団体等が実施する
環境施設整備、空き店舗活用、賑わい創出、買い物弱者支援
等の社会課題対応事業に対し市町村とともに補助。（初期経
費のみ）

産業経済部商政課
027-226-3342

地域支え合い体制づくり事業(介護支
援体制緊急整備等臨時特例交付金）

400,000 補助金
一人暮らし高齢者などの社会的弱者が、地域で安心した生活
を送ることができるよう、地域における日常的な支え合い活動
の体制づくりを行う市町村等を支援する。

介護高齢課
027-226-2576

買い物弱者対策セミナー 700 研修
買い物弱者支援に関する先行取り組み事例や国・館の支援
制度を紹介するセミナーを開催し、関係者の意識啓発を図る。

産業経済部商政課
027-226-3342

2,600 備品費 直売所設置に伴うテナント等の備品購入

333 消耗品 事業宣伝用消耗品、チラシ印刷代

経済部商工労働課
商工振興係

０２７０－２４－５１１１
まちなか直売所設置事業伊勢崎市

地方公共団体における買物弱者支援関連制度一覧　　　(関東経済産業局管内）

栃木県

群馬県

群馬県



まちなかにぎわい創出事業(生鮮三品
出店事業）

28,901 委託金
スーパーや食料品店がなくなった中心市街地において行うミ
ニスーパー事業の運営等委託

配達・御用聞き事業
H23実績に
対する助成

助成金
市の中心部にある「かごめ通り商店街」が、「かごめ六斎市」を
中心に行っている、野菜等の配達、御用聞き事業への支援

中之条町 高齢者等買い物支援事業 1,926
高齢者や障害者等交通弱者に対しての生活支援策として、買
い物を手助けするサービスを実施する。買物バスの運行と、
外出困難者を対象とした宅配サービスの実施

町民生活課福祉チーム
０２７９－７５－８８１８

桐生市 中心市街地商業活性化事業 補助金
商店街が実施する買い物弱者対策の立ち上げを支援（補助
率県1/3、市1/3）

産業経済部産業振興課
０２７７－４６－1111

(代表）

水戸市 商店街躍進事業 14,100 補助金
商店街団体が行う高齢者や障害者のための宅配事業への支
援

産業経済部商工課
029－224－1111

内線５１０

美浦村 デマンドタクシー運行事業 12,600 乗合タクシーを自治体が運行、買い物や通院に利用 福祉介護課

地域支え合いの仕組み推進事業 37,089 補助金
元気な高齢者が援助の必要な高齢者等の生活支援を行い、
その謝礼を地域商品券jで受け取る「地域支え合いの仕組み」
の実施を支援する。

福祉部福祉政策課(地域
支え合い推進担当）

内線（３２２３）

にぎあい商店街づくり支援事業 17,426 補助金
商店街が行うビジネスチャンスの拡大を目指した事業（移動商
店街や出張販売）に対し、地域と連携して支援する。

産業労働部商業支援課
（商業振興担当）

内線（３７６１）

さいたま市 シルバー元気応援ショップ 6,021
65歳以上の高齢者が市に登録された協賛店舗等でシルバー
カードを提示した場合に割引等の得点が受けられる優待制度

高齢福祉課
０４８－８２９－１２５９

所沢市 商店街振興対策事業補助金 47,000 補助金 商店街が共同で取り組む共同宅配事業への支援
商工労政課

０４－２９９８－９１５５

三郷市 サポート商品券事業費補助金 500 補助金
商工会が実施するボランテイアに対し、買い物代行等を依頼
し、謝礼としてサポート商品券を渡す「ちょこっとねこの手サ
ポート商品券」事業への支援

産業振興課商工労政課
０４８－９３０－７７２１

八潮市
八潮市商工会事業「まごころサービス
便」

2,000 補助金
八潮市商工会宅配サービス「まごころサービス便」チラシ、ポ
スター印刷等

商工観光課
０４８－９９６－２１１１

内線２０２

経済部商工課
０２７６－７２－４１１１

館林市

茨城県

埼玉県

埼玉県

群馬県



買い物支援事業 19 委託
買い物が困難な高齢者に対し、日常生活上必要なものを宅配
する（委託先：生活協同組合ドウコープ）。

日常生活サポート事業 1,483 委託
一人暮らしで日常生活に不安がある高齢者に対し、掃除炊
事，洗濯、買い物等の家事援助や見守り等のヘルパーを派遣
する。社会的孤立感の解消、生活支援を行う。

地域と連携した商業活性化事業 35,000 補助金
商店街が行う買い物弱者対策を対象とした共同宅配・移動販
売など（単独事業者は対象外）

経営支援課
商業・大型店室

０４３－２２３－２８２４

創業資金 融資 創業のための融資（対象は中小起業者のみ）
経営支援課
金融支援室

０４３－２２３－２７０７

買い物弱者対策モデル実証事業【緊
急雇用創出事業】

20,000 委託
買い物弱者支援の事業モデルを公募し、委託事業として実
施、その採算性等を検証する。(H23年度単年度事業）

経営支援課
商業・大型店室

０４３－２２３－２８２４

浦安市 買い物支援サービス事業 －
高齢者などの日常における買い物支援のあり方の検討及び
市内商業者との連携による公共施設での出張販売サービス
の試行的実施

商工観光課・
高齢者支援課

市原市 特色ある商店街づくり事業 6,000 補助金
商店会等が商店街の商業機能強化のために取り組む宅配事
業等の様〄な事業への包括的な支援

商業観光課
０４３６－２３－９７５５

生活管理指導員派遣事業 825 委託
特定高齢者に対するホームヘルパー派遣。生活必需品の買
い物にも利用可。原則自己負担あり。

福祉タクシー(高齢者） 749 助成金
要介護3以上の方は年50枚のタクシー利用券交付。1回あたり
料金の2分の１(上限千円）を助成。

福祉タクシー(障害者） 2,939 助成金
重度の障害者の方へ年５０枚のタクシー利用券を交付。１回
あたり料金の２分の１（上限千円）を助成

社会福祉課
０４７６－４２－５１１１

内線２５８

子育てヘルプサービス事業 945 委託
妊産婦や児童の保護者にホームヘルパーを派遣。買い物を
含めた育児や家事の支援をする。原則自己負担あり。

子育て支援課
０４７６－４２－５１１１

内線２４４

大多喜町外出支援サービス事業 13,560 委託費
町が業者委託し、在宅の高齢者及び障害者に対して外出支
援を行う。

介護福祉課
０４７６－４２－５１１１

内線２７１

印西市

企画商工観光課
０４７０－８２－２１１１

内線７０２
大多喜町

千葉県

千葉県

いきいき推進課
０４８－９８２－５１１８

吉川市

埼玉県



大多喜町福祉タクシー事業 184 助成金
町が高齢者及び重度心身障害者を利用する、福祉タクシーの
料金の一部を助成することにより支援を行う。

企画商工観光課
０４７０－８２－２１１１

内線７０２
大多喜町

千葉県



船橋市 商店街空き店舗対策事業 1,360 補助金
商店街内の空き店舗を活用して、商店街の活性化につながる
等の事業を行う団体に対して、建物賃借料・改装費の合算額
の１／３以内（上限１００万円）を補助。

商工振興課　商業班
０４７－４３６－２４７３

高齢者配食サービス 17,778 業務委託
一人暮らしの高齢者及び高齢者世帯又は日中独居の高齢者
に対し、定期的に食事を配送する。

高齢者福祉課
０３－３９８１－１８３７

福祉タクシー事業 126,874 業務委託
特定等級以上の心身障害者への外出支援として、タクシー券
を配布する。

リフト付福祉ハイヤー 5,439 業務委託
車椅子使用者及び寝たきり状態の心身障害者の外出支援と
してハンデイキャブの運行を社会福祉協議会に委託。

自動車燃料費助成 11,746 助成金
特定等級以上の心身障害者が利用する自動車などの燃料費
の一部を助成し、生活の利便性を向上を図る。

豊島区振興事業費補助金
(活性化事業）

9,000 補助金
商店街等が顧客の利便性や集客力の向上を図るために実施
する事業（宅配事業等）に対して支援。ただし、継続性のある
事業内容の場合でも初年度のみが補助対象。

生活産業課商店街振興
係
　０３－５９９２－７０１７

江戸川区 モデル商店街支援事業 5,000 補助金
配達サービス事業を商店会が実施する場合、初期コストにつ
いては東京都の制度を合わせ３分の２補助。人件費、保険料
は３年間に限り２分の１補助。

産業振興課商工勤労係
０３－５６６２－０５２３

国分寺市 商業振興プラン推進事業(宅配事業） 100 補助金
市内の「出前・配達・出張サービス」を行う事業所を商工会が
募集し「ぶんじ宅配」店として登録する。それをチラシ、ＨＰ等で
市民にＰＲし、利便性の向上を図っている。

市民生活部経済課
経済振興係

０４２－３２５－０１１１
内線３９３

買い物弱者実態調査 2,388 委託
市内の買い物弱者の現状把握を行うため、６５歳以上の高齢
者を対象にアンケート調査を実施する。

らくらくお買い物支援モデル事業 5,549 補助金
実態調査を踏まえ、市内商工会から１団体を選定し、宅配
サービスのモデル事業を実施する。

東久留米市 商店街サポート事業 17,285 人的支援
買い物弱者対策を含む商店街が为体となる事業実施の際に
人的支援を行う。(緊急雇用創出特別基金事業）

市民部産業振興課
０４２－４７０－７７４３

狛江市 商店宅配事業 400 補助金
配達を実施する市内事業者を商工会が幅広く募集し、広告に
掲載し、新聞折り込みを実施する。年２回実施

地域活性課
０３－３４３０－１１１１

まちづくり部産業振興課
０４２－５８５－１１１１

内線３４２１
日野市

東京都

千葉県

中央保健福祉センター
０３－３９８１－１９６３豊島区



神奈川県 地域商業まちづくり総合支援事業 44,800 補助金
地域の買い物弱者に向けて商品を届ける宅配事業、おみせを
移動する出張事業、買い物に行けない人を商店街へ連れてく
る送迎事業等のシステムを構築する。

商業流通課
045-210-5612

山北町 福祉タクシー運行事業 100
調査研究

費
ドアからドアのタクシー運行実現に向けた調査研究を行う。

福祉課
(参事兼町民課長）

０４６５－７５－３６４１

松田町 コスモス館(物産館）運営支援事業 5,902
人的支

援、助成・
補助金

スーパーが撤退してしまったため、地産地消の会による野菜
等の販売を支援し、買い物の利便性向上を図る。

環境経済課
0465-83-1228

まちなか出店促進事業 15,565
補助金

人的支援

「身の丈」にあった規模で運営を行う店舗の出店を促進するた
めに設置・運営に要する経費を補助する。負担割合：県１／
３、市町村１／３，事業为体１／３　補助上限額４００万円
上記の実施为体を支援するために、事業可能性調査及びアド
バイザー派遣を行う。

商業振興課
０２５－２８０－５２３７

買い物利便性向上モデル事業 16,500
補助金

調査研究

買い物利便性の低い中山間地域等で移動販売を行う事業者
に対し、モデル事業として必要な経費(人件費を除く）の一部を
補助する。
負担割合：県２／３　補助上限額：８００万円
上記補助事業を通じて得られた事業データに基づく効果、課
題及び対策について、調査研究を行う。

三条市 さんじょうご用聞き笑店街 2,500 負担金
パソコン、FAX、電話で注文をし買い物をする「商品宅配サー
ビス事業」に係る家賃、印刷費等運営費の支援

経済部商工課
０２５６－３４－５５１１

内線７３６

小千谷市 配食等サービス事業 11,751 委託費
弁当及び食料品・日用品の宅配及び移動販売事業（厚生労
働省：新潟県ふるさと雇用再生特別基金事業を活用）

商工観光課
０２５８－８３－３５１２

メルカート上越事業 13,683 事業委託
食料品等を積載した移動販売車で中山間地域を中心に定期
的に巡回販売(国のふるさと雇用再生特別交付金活用）

産業振興課
０２５－５２６－５１１１

内線１２７０

コミュニテイショップ本町いちば運営事業 10,188 事業委託
空き店舗を活用し、中心市街地で不足する生鮮食料品等を販
売するミニスーパーの運営（国のふるさと再生特別交付金活
用）

中心市街地活性推進室
０２５－５２６－５１１１

内線１８２６

本町まごころ便運営事業 10,180 事業委託
市全体よりも高齢化が進んでいる、中心市街地の住民を対象
として行う宅配サービス事業の運営（国のふるさと雇用再生特
別交付金活用）

中心市街地活性推進室
０２５－５２６－５１１１

内線１８２６

上越市

新潟県

新潟県

神奈川県



(仮称)買い物弱者と地域商業研究会
設置事業

62 施策検討

国の交付金が終了する上記事業の平成２４年度以降の継続
に向け、福祉サービス負荷の実現性などを関係機関都ともに
研究し、持続可能な事業展開を市域全体をカバーできる地域
商業等の活性化を探る。

産業振興課
０２５－５２６－５１１１

内線１２７０

上越市

新潟県



新潟市 商店街活性化ステップアップ事業 6,790 補助金

商店街団体が実施する買い物代行・宅配事業などの高齢化
等に対応するサービス事業への支援
※設備、システム整備費等の初期コストが対象
※買い物弱者対策に特化したものではなく、商店街団体が実
施する活性化事業の一つのメニューとして支援。

経済・国際部
商業振興課

０２５－２２６－１６３３

見附市
地域自治推進事業費(コミュニテイワゴ
ン関係分）

1,665 交付金
市が１０人乗りワゴン車を購入し、地域に無償（整備費用含
む）で貸与し、ガソリン代並びに定期運行経費の一部費用を
負担する。

まちづくり課地域自治推
進係(中央公民館内）
０２５８－６２－１０５８

韮崎市
商店街賑わい創出事業(緊急雇用対
策事業）

9,600 委託費

市内中心市街地内コンビニ跡地におけるミニスーパー経営と
雇用支援
国：緊急雇用創出事業交付金
県：山梨県緊急雇用創出事業臨時特性基金

商工観光課
０５５１－２２－１１１１

内線２１５

甲州市 デマンドバス実証運行事業 41,514 補助金
塩山地域を運行している循環バスに代わる利便性を考慮した
デマンドバスを実証運行する。

市民生活課市民生活担
当

０５５３－３２－５０６８

長野県 高齢買い物弱者支援モデル事業 3,222 委託
県内３地区で買い物環境改善のためのモデル事業の実証を
委託して実施。

商工労働部産業政策課
０２６－２３５－７１９４

まちおこし事業 4,065 補助金
商店街などが自らの活性化を目的として行う事業への補助
金。買い物弱者対策として行う、商店街の事業への補助が可
能。上限２００千円

商店街活性化選択集中事業 5,700 補助金

地域商店街活性化法の認定を受けた商店街などが行う認定
事業に対する補助金。認定事業の中に、買い物弱者対策事
業が含まれていれば、補助が可能。金額は補助対象事業費
の１／６。

上田市 中心市街地再生支援事業 9,578 補助金

お買い物補助事業
(共同宅配）事業参加店舗の商品を掲載した季刊発行のカタロ
グ及びインターネットを活用し一括発注・配送を行う。宅配頻
度は徐〄に増やし最終的に週４～５回を目指す。
(移動市）特にお買い物が不便な地域の公共施設を利用して、
商店街の移動市を開催する。中心市街地のＰＲと共同宅配の
利用拡大を図りつつ、買い物の楽しさを提供し、月１回、エリア
毎に１日２回程度開催する。
地域のイベント請負事業、为催団体会議研究事業を実施。

丸子地域自治センター
産業観光課商工観光係
０２６８－４２－１０４７

諏訪市
駅前緊急買い物サポートタクシー運行
事業

5,996 借上料
駅前の生鮮食料品取扱店の撤退を受け、駅前と生鮮食料品
取扱店を結ぶ送迎タクシーを運行（１日４往復）

企画調整課
０２６６－５２－４１４１

内線３２１

山梨県

佐久市
商工振興課

０２６７－６２－３２６５

長野県

新潟県



商業活動強化事業 500 助成金
共同で行う販売促進活動に対する支援(事業費の１／２、５００
千円上限）

経済部産業振興課
０２６－２７５－１０５０

高齢者外出支援事業(外出支援事業
サービス事業）

406 補助金 社会福祉協議会の車を貸し出し、経費の４割を補助。
健康福祉部介護保険課
０２６－２７５－０００４

千曲市

長野県



上松町 買い物難民支援事業 832 人件費
駅前の中核商店が閉店となったことによる、買い物難民につ
いて、臨時職員を雇用し、商工会等の関係機関と検討する。
新たな商品の受注・発注の企画など。

産業観光課観光係
０２６４－５２－１１３３

静岡県 地域商業パワーアップ事業 16,000 補助金
無店舗地区への店舗の設置、移動販売車両の整備、無店舗
地区から既存店舗への交通手段の提供等(市町を通じた助
成）

地域産業課
商業まちづくり室

０５４－２２１－２５２１

裾野市 商店街活性化対策事業 152 補助金
商店街活性化に関する取り組みを幅広く補助する事業。空き
店舗を活用したフリーマーケットや買い物難民が多く存在する
地域での青空市(生鮮産品等販売）への補助実績あり。

産業建設部商工観光室
０５５－９９５－１８５７

shoukou@city.susono.shiz
uoka.jp

静岡市 商店街トータルサポート事業補助金 2,950 補助金
商店街振興を目的に宅配事業等を行う商店街に対して補助
金を交付する事業

商業・まちなか活性化担
当

０５４－３５４－２３０６

藤枝市 買い物しやすい商業環境づくり事業 1,600 事務経費

買い物弱者の実態を調査するとともに、買い物弱者対策に取
り組む事業者の把握を行い、事業者紹介を含めたパンフレット
を作成。買い物困難地域等を中心に情報発信し、買い物環境
の向上につなげていく。【緊急雇用創出事業を活用】

商業観光課
０５４－６４３－３１１１

東伊豆町 地域宅配システム試行事業 6,500 交付金 宅配、移動販売、買い物代行事業、高齢者安否確認
観光商工課

０５５７－９５－６３０１

静岡県

長野県



 

　

　 自治体名称 支援事業の名称
平成２３年度
予算（千円）

区分 概要　（買物弱者対策支援事業としての活用イメージ）
担当課室の名称
・連絡先（電話）

買い物サービス支援モデル事業 1,000 補助金
複数事業者の連携により実施する買い物弱者対策事業の
スタートアップ（創業・事業拡大）の初期コストに対してモデ
ル的に支援するもの。＊補助対象はイニシャルコスト

商業まちづくり課
商業活性化係

TEL：076-444-3253

宅配サービスモデル事業 9,800 交付金

日常の買い物に不便をきたしている高齢者世帯、子育て世
帯、共働き世帯等を対象に、共同店舗の商品を宅配する
サービスをモデル的に実施する。＊ふるさと雇用再生交付
金事業、＊対象はイニシャルコスト、ランニングコスト両方

商業まちづくり課
商業活性化係

TEL：076-444-3253

地域総合福祉推進事業（ふれあいコ
ミュニティ・ケアネット２１事業）

57,500 補助金

福祉課題を抱える要援護者及び家族に対して、身近な地域
において、住民自らによる効果的な保健・医療・福祉の一体
的なサービスを提供する（地域の支えあい活動支援の一環
として買い物代行）＊補助対象はランニングコスト

厚生企画課
地域福祉・保護係

TEL：076-444-3１９７

中山間地域チャレンジ支援事業 2,000 補助金

中山間地域において、集落のみならず地域内外の企業や
団体等と連携した地域活性化活動への支援を通じて、地域
の活力を引き出し、集落の維持・活性化を図る。
＊対象はランニングコスト

農村振興課
商業活性化係

TEL：076-444-9011

中山間地移動販売支援試行事業 2,641 　補助金

富山市八尾地域の中山間地を巡回し、食料品や日用品等
の移動販売を行う事業者に対し、販売用車両を無償で貸与
するとともに、燃料費や人件費を補助することにより、市民
が安心して住み続ける環境づくりと地域のコミュニティづくり
を図る

八尾総合行政ｾﾝﾀｰ
総務振興課

TEL：076-454-3112

地域住民・NPO等非商業者と商業者とで構成する団体を設
立し、買い物代行サービス事業を開始する初期費用の5割
を補助する。

＊対象経費（ランニングコスト除き、団体として購入する場合）

消耗品費、広告費、車両を含む備品購入費等

市民生活部
男女参画・ボランテイア課

076-443-2051富山県

富山県

地域生活応援団設立支援事業

富山市

地方公共団体における買物弱者支援関連制度一覧　　　(中部経済産業局管内）

1,020 補助金



生活支援型ホームヘルプサービス事
業

4,300 人的支援
65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみ世帯に対し
日常生活上の、必要な家事支援を行う。
（ホームヘルパーによる支援）

高齢介護課
0766-20-1334

地域バス運行事業 4,500 委託費
交通不便地域において、NPO等が为体となって運行する地
域バス（過疎地有償運行）の運行を支援する。
【ふるさと雇用再生基金事業】

地域安全課
0766-20-1139

中心市街地賑わい創出開業等支援事
業

13,158 補助金

中心市街地にて生鮮３品を含む新規店舗の開業に対して初
期費用および２年間の家賃を補助する。(事業者の申請の
都度、予算化する。なお、生鮮３品については申請実績無
し。)

商業観光課
0766-20-1289

魚津市
銀座ワイワイもちより市への運営費用
の支援

200 助成金

　中山間地域で野菜販売を展開している「松倉もちより市」
が週2回、「銀座商店街」で開催され、買い物弱者対策と商
店街の活性化を図る。(事業費の1/3助成(限度額200千円））

産業建設部商工観光課
市街地活性化室
(0765-23-1380）

南栃市 そくさいネット買物代行等調査委託 500 委託費
そくさいネットふれｉＴＶ整備事業で整備した端末等を利用し
た高齢者や山間地域を中心とした買い物代行等の支援体
制について、調査を行うための委託費

企画情報課
0763-23-2032

・商店の過尐地域での意向調査

・モデル店舗の設置支援

・モデル店舗の運営（人的支援）支援

※緊急雇用基金活用

石川県 商業活性化推進基金事業

貸付金2,000
百万円

運用益(見
込)30百万円

程度

補助金
商店街等が、地域生活の再生を目的として、買い物弱者対
策など地域課題に対応して取り組む事業への支援

経営支援課
076-225-1521

金沢市 善隣館活動推進事業非補助 400 補助金
善隣館为体で地域住民の参画による高齢者等の買い物外
出支援活動に対して補助。善隣館のデイサービス車両を空
いた時間に利用し、週１回スーパーへ送迎する。

福s総務課
076-220-2278

人的支援アドバイザーによる支援事業（仮称） アドバイザーによる商店街の活性化に向けた指導
産業振興課

0767-53-8565
0

石川県

高岡市

簡易店舗設置モデル事業

富山県

七尾市

交付金3,374朝日町 産業部産業課



ひとり暮らしで非課税世帯のみ対象。 介護長寿課

町社会福祉協議会のヘルパーを派遣し、買い物を支援。 076-227-6066

①ショピングモールへのコミュニティバ
ス停留場及び設備設置事業

補助金
平成22年度地域商業活性化補助事業で町はバス停看板等
を整備したが、23年度はコミュニティバスを迂回する諸経費
を補助。

②高齢者宅等への御用聞き宅配サー
ビス

上記補助金申請では不採択事業。但し、町の工業団地内の
空工場を利用して営業を展開し、看板設置や進入路（町道）
の管理など間接的な経費が発生。

岐阜県
買い物弱者等の地域住民の生活利便
性向上事業

30,000 委託
緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し、買い物弱者等
の生活利便性を向上させる事業をプロポーザル(企画提案）
により実施。

商工労働部商業流通課
流通・サービス担当

058-272-1111(内3145）

恵那市 軽度生活支援事業 1,770 人的支援
支援が必要な高齢者にヘルパーを派遣し、身の回りの世話
をする。必要なものがあれば買い物も行う。

高齢福祉課
0573-26-2111

可児市
桜ケ丘ハイツまちづくり協議会
移動支援部会

974
(22年度予

算）

物的・人
的支援

市のまちづくり計画に基づき、原則介護を要しない高齢者を
対象に、市内又は隣接市に買い物や病院等への移動を支
援。

まちづくり推進課
0574-62-1111(内2104)

岐阜県
瑞浪市

地域公共交通対策事業 685 補助金
地域のまちづくり組織がタクシー会社と契約し、地域とスー
パーや病院など市街地の拠点を結ぶ地域間デマンド交通事
業に対する補助。（買物弱者に限定した支援ではない）

商工課0572-68-2111
内線469岐阜県

商工観光課

人的支援

補助金つるぎふれあい巡回バス運営補助金

乗合タクシー維持補助金及び同育成
補助金

補助金

1,394

白山市 6,000

　平成８年に設立したつるぎ街づくり（株）が中心となり、鶴
来地域の核としてオープンした共同店舗及びコミュニティー
施設を巡回するバスを運行してきている。
　市は、バスのランニングコストを補助し、鶴来地域の買い
物弱者への交通対策を図っている。

石川県

ひとり暮らし高齢者等生活支援事業

志賀町

野〄市町

　路線バスが廃止となった地域（勅使・東谷口、橋立・金明）
で、地域の運行協議会が運行している乗合タクシーの、運
行欠損の3/4と、同協議会の利用促進に向けた頑張り（利用
率）に応じた育成補助金を交付し、制度の維持・充実を支援
していくもの。

加賀市 4,324
　　総務部交通対策室
　　　　0761-72-7831

産業部商工課
担当：藤

076-274-9542



地域商業活性化調査研究事業 300 補助金
地域の商業者が採るべき道を浮き彫りにする事業で、買物
サービスの構築を含む。

商工課
0575-67-1808

データ放送を活用した買物
支援サービスの実証実験

¥0 実証実験
デジタル自为放送のデータ放送を使い、双方向による商品
情報の配信と注文を行う実証実験

情報課
0575-67-1121

ポニーカー委託事業 1,872 委託
　高齢者の方が、自宅から目的地まで移動できるよう指定
範囲地区内の送迎を行うことで、買い物等の外出を支援

河合振興事務所
0577-65-2380

高齢者生活支援施設補助事業 3,000 補助金
　小売店がない地域において空き店舗を活用して、買物弱
者の買い物拠点を存続させる企業に対して補助金を交付

高齢介護課
0577-73-7469

愛知県
三河の山里宅配サービス実証実験事
業(緊急雇用創出事業基金）

15,987 補助金
地元商店の商品を地元住民への移動販売、支度への配達
事業への支援

地域政策課山村振興室

一宮市 商工団体等事業費補助金
35826

（内21,804)
補助金

商店街振興組合等がミニスーパー事業、共同宅配事業、御
用聞きを行い、商品を配達する事業を実施する場合、事業
費の25%を補助。

経済部経済振興課
商工労政Ｇ

(0586-28-9130）

商業者が行う、地域課題を解決するソフト事業を支援

安城市

対象課題＝買い物弱者支援、尐子高齢化、安全・安心、環
境配慮、地域資源活用

飛騨市

福祉部地域福祉課
福祉サービス担当

0569-21-3111

商業観光課
0565-34-6642

岐阜県

愛知県 地域農業振興事業（まちなか産直市） 350

半田市

　豊田市 ソーシャルビジネス支援事業 10,000

半田市高齢者配食サービス事業

補助金

交付金7,899

ひとり暮らしの高齢者世帯等で病弱等により、調理・買物を
行うことが困難で、低栄養状態の改善が必要と認められる
方に配食サービス(月～土)実施する。
※国からの交付金が財源

郡上市

補助金
高齢者率の高い中心市街地で農村生活アドバイザーが月
に１回産直市を行い、その運営費に対して補助をしている。

農務課農政係
℡(0566）71-2233

高齢者給食サービス事業 39,268 助成金
調理が困難な一人暮らし高齢者等を対象に、安城市が行う
給食サービス事業を給食事業者に委託し、１食あたり300円
（利用者負担は300円または450円）の助成をしている。

社会福祉課高齢福祉係
℡(0566）71-2223

障害者福祉タクシー料金助成事業 14,000 助成金
障害者の外出支援を目的として、タクシー乗車１回の利用
料金に対して580円～3,000円の助成を行っている。

障害福祉課障害福祉係
℡(0566）71-2225



北設楽郡
設楽町

がんばれ商店街したら事業 200 補助金
商店が無くなった小規模集落への出張販売事業費の補助。
商店街と一小売店が共同で取り組む宅配事業費の補助。

設楽町役場産業課
商工観光担当
056-62-0511

地域・集落の再生・活性化事業 24,000 補助金
過疎等条件不利地域の市町が実施する地域・集落の再生
する事業を支援する。

　　　地域づくり支援室
　　　059－224-2420

地域流通機能の維持・確保事業費 5,055

人的支援

補助金

商業者と地域との連携事業が実施しやすくするためのコー
デイネーターを派遣し、市町の協力を得ながら連携事業の
実現に向けた検討協議会の設置を促進する。(報償費240千
円、旅費48千円）
検討協議会の取り組みに対して、社会実験的な事業の実施
に必要不可欠な初期的投資に係る部分(拠点施設の設備整
備、移動販売車両の改造費、買い物ツアー設計費用など）
について市町に補助金を交付する。（県1/2、予算額3,000千
円）

商工振興室
059-224-2451

県のふるさと雇用再生特別交付金事業を活用する。

（県のふるさと雇用再生特別交付金事業を活用）

熊野市農業振興課

0597-89-4111(482)

2,025

熊野市

安城市

過疎地域店舗再生事業

②直売所を運営している団体への補助金及び負担金（411
千円）＊指導員報償費、使用料・賃貸料、補助金・負担金

ＪＡ三重南紀の支店が撤退する市内過疎地域において住民
等が店舗運営を実施する場合、費用の1/2（最大150万）を
補助する。　※助成対象費用はイニシャルコスト

三重県

商店街等配達事業

愛知県

補助金6,000

補助金

障害者の外出支援を目的として、外出に要するヘルパー費
用の９割を助成している。

障害福祉課障害給付係
℡(0566）71-2225

自動車を運転されない高齢者等の買物をサポートするた
め、身近な買い物環境である商店街等で配達事業を行う。

小型貨物自動車(軽トラ)で団地や店舗空白地域で移動販売
を行う。

8,914 委託料

三重県

地域生活支援事業（移動支援事業） 37,000 助成金

桑名市

桑名市役所　農林水産課
0594-25-1156

鳥羽市 農業振興産地地消促進事業

①農産物の増産に向け、農業指導員を配置し、農産物直売
の推進を図る(1,614千円）

農水商工課
0599-25-1156

桑名市役所　商工課
0594-24-1199

移動販売事業 20,360 委託料



 

　

自治体名称 支援事業の名称
平成２３年度
予算（千円）

　 概要　（買物弱者対策支援事業としての活用イメージ）
担当課室の名称
・連絡先（電話）

福井県
集落移動販売システム

整備モデル事業
2,928 委託

（雇用基金）

買い物先が困難な中山間地域の高齢化が進んだ集落に移
動販売を行う事業者に対し、従事する新規雇用１人分の人
件費をモデル的に支援

ふるさと地域振興課
０７７６－２０－０７４７

越前市
元気な商業者グループ支援事業補助

金
5,000 補助金

市内商業者が地域資源を活用し、市内小売商業活性化を
けん引する先進的・意欲的な取り組みをしているグループに
対して補助
※買物弱者支援に特化していない
※補助対象経費
①講師、研究員等外部専門家の謝金、旅費
②商品開発費
③会議費、会場借料、報告書作成費、資料作成費、通信運
搬費集計分析費、広告宣伝費、消耗品費、　機器借上料、
借損料、雑役務　等の事業経費
④委託費

商工政策課
０７７８－２２－３０４７

移送サービス事業（高齢者） 1,236 ―
なごみ保健課地域包括

支援センター

　　　　　〃　　　　　（障害者） 240 ― （高齢者）0770-77-2770

給食サービス事業（高齢者） 1,665 ―
買い物等が困難なひとり暮らし高齢者等に給食サービスを
行うことにより、健康の増進と孤独感の解消を図る。

（障害者）0770-77-1155

広域的な活動拠点整備事業 100,000 補助金
ＮＰＯ等による見守りや暮らしへの支援などを行う活動の立
ち上げの初度経費に対して助成する。（介護基盤緊急整備
等臨時特例交付金）

健康福祉政策課
０７７－５２８－３５１２

にぎわいのまちづくり総合支援事業費
補助金

24,200 補助金

商店街組織と地域活動団体等が連携し、商店街という場所
や機能を活用して、地産地消や自転車利用拡大、空き店舗
対策の取り組みなど、地域の課題を解決するとともに、商店
街等のにぎわいを創出する事業に対して補助する。

商業振興課
０７７－５２８－３７３１

商店街いきいき再生事業 28,600 委託

商店街の活性化のために設置した空き店舗等を活用した農
産物販売所等に職員を置き、今後の自为的な施設運営に
つなげ、施設の有効活用を図ることにより、商店街の活性化
につなげるため、委託するもの。（緊急雇用創出事業臨時特
例基金）

商業振興課
０７７－５２８－３７３１

地方公共団体における買物弱者支援関連制度一覧　　(近畿経済産業局管内）

ひとり暮らしや高齢者世帯、障害者等で、公共交通機関の
利用が困難な方への買い物などの外出手段の確保

滋賀県

滋賀県

おおい町

福井県



生活交通セーフティネット事業費補助
金（交通不便地デマンド交通運行費補
助）

15,100 補助金

地域の生活交通を確保するため、従来の補助制度では対
象とならない交通不便地を対象としたデマンド運行型のコ
ミュニティバス等の運行事業を行う市町に対する支援。
※　現行制度（県単独補助事業）では、バス事業者が撤退し
た路線バスの代替としてのコミュニティバスの運行費を対象
にしているため、公共交通の利用が困難な交通不便地を対
象とした新規路線は補助対象外となっている。

交通政策課
０７７－５２８－３６８１

生活交通セーフティネット事業費補助
金（地域自为事業）

10,000 補助金

地域住民の日〄の暮らしに欠かすことのできない、生活交
通の維持・確保に関して、市町や地域コミュニティで構成さ
れる協議会や業界団体等が自ら取り組む自为的な事業の
提案を募集し、モデル事業について、その実勢経費を支援。
（事業例）
・　デマンド交通運行社会実験（本格運行に向けた評価調査
を伴うもの）
・　運転免許証の自为返納高齢者に対する特典付与(※）に
よる公共交通利用促進事業
（※　商業施設における買い物ポイント、宅配サービスの割
引、バス料金の割引など）

交通政策課
０７７－５２８－３６８１

日野町 地域支え合い体制づくり事業
2,000

概算   6月又
は9月補正予定

補助金

商工会などと協力して、食料品などの宅配サービスや移動
販売サービスを行う事業に対して支援する。
初期経費に対する支援として、立ち上げに必要な用品購入
に対する補助金、配送・販売用自動車の貸与、組織化のた
めに要する費用の助成を行う。

介護支援課
０７４８－５２－６５０１

里の地域見守り事業 5,000 委託
生活の困難な過疎高齢集落への社協、NPO等による買い
物代行や送迎支援等

農村振興課
０７５－４１４－４９０６

里の地域活力再生事業 23,000 補助
過疎高齢地域の住民組織が自为的に実施する買い物弱者
支援事業への補助

農村振興課
０７５－４１４－４９０６

高齢者日常生活支援事業 10,000 補助
ＮＰＯ、社協等が実施している日常生活支援サービスを利用
する低所得高齢者に対する助成

福祉・援護課
０７５－４１４－４５５１

滋賀県

滋賀県

京都府

京都府



高齢者買い物サポート事業 5,000 補助
商店街等が実施する宅配サービスや移動販売に対する補
助

貿易・商業課
０７５－４１４－４８３６

京都市
市内「買い物弱者」実態調査及び社会
実験

50,000
流通シス
テムの構
築

「買い物弱者」が日常生活で役立つ情報や求めているサー
ビス等の実態調査を実施し，具体的な買い物難度やニーズ
等の把握に努める。また市内にモデル地区の設定を行い，
民間事業者と連携してITを活用することにより，自宅に居な
がら商品の注文や受け渡しが可能となるような新たな流通
システムを構築する。
※厚生労働省の緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活
用。

産業観光局商工部
商業振興課

０７５－２２２－３３４０

福知山市 外出支援助成事業 20,475
助成金（利
用者に対
して）

下肢等の障害により、公共交通機関の利用が困難で、か
つ、家族による送迎ができない在宅高齢者に対して、タク
シーや福祉有償運送事業所で使える助成券を支給する。
　行き先は医療機関、公共機関、福祉施設、買い物

　　　　高齢者福祉課
　０７７３－２４－７０７３

南丹市 商店街活性化事業 25,000 委託料
市内の商店街活性化事業を公募し、提案された事業を市の
事業として委託する。
買物弱者支援も対応可能。

商工観光課
０７７１－６８－００５０

大阪府 該当なし ―
平成２３年度から、現行の商業振興施策を活用し、小売事
業者が取り組む事業への支援を検討中

商工労働部商業振興室
商業支援課商業振興Ｇ
０６－６９４４－９１８６

堺市
買物弱者対策ビジネス  モデル構築
事業

3,000 負担金

買い物弱者対策の持続的なビジネスモデルを構築するた
め、市、堺商工会議所、商業団体等で構成する実行委員会
を組織化し、中百舌鳥駅前通商店街振興組合が実施する
移動販売事業などをビジネスモデルとして成立すべく支援を
行う。

産業振興局
　商工労働部商業流通課
　０７２－２２８－８８１４

茨木市商工業振興事業－商い魅力
アップ支援事業

1,000 補助金
スーパーと商店街が共同で取り組む共同宅配事業への支
援

茨木市活力アップ支援事業－商店街
魅力向上事業

4,000 補助金
スーパーと商店街が共同で取り組む共同宅配事業の拠点
への支援

八尾市 商業まちづくり推進事業 500 委託料

本事業は、商店街・小売市場が、商業活性化を推進するた
めにまちづくりを意識して取組む事業について、提案公募型
のモデル事業として委託するものである。公募内容は、空き
店舗活用（予算150万円）とその他（予算50万円）となってお
り、その他枞には買物弱者対策についての事業が含まれ
る。採択された場合は、その運営費用等を委託料として支
払う。

経済環境部 産業政策課
商業振興係
０７２－９２４－９３５６

茨木市
大阪府

京都府

京都府

　　　　　産業環境部
　　　　　商工労政課
　　０７２－６２０－１６２０



地域商業活性化アドバイザー 726 人的支援
上記事業、その他枞で買物弱者対策にかかる事業が採択
された場合、八尾市地域商業活性化アドバイザーによる派
遣指導を受けることになる。

商店街等にぎわい創出事業 1,400 負担金

本事業は、駅周辺などの商業集積地のにぎわい創出を図る
ため、商業者の団体組織による共同経済事業や地域貢献
活動を促進することを目的としており、平成22年度において
は八尾市小売市場連合会による「12月限定　無料サービス
ラクラク配達隊（宅配サービス）」が試験的に実施された。平
成23年度においても、同様の事業や、その他の買物弱者対
策事業に対し支援を行う可能性がある。

地域商業活性化事業 4,723 補助金

本事業は、地域住民の需要に応じたソフト事業に対し年間
50万円を上限として補助金を交付することで、住民福祉の
向上に寄与するとともに、商店街の活性化を図ることを目的
として実施している。補助対象事業には尐子高齢化対応事
業などが含まれており、商業団体から申請があった場合に
は買物弱者対策への支援も考えられる。

四条畷市
商店街環境美化推進委託業務（緊急
雇用創出基金事業）

4,967 委託料
商店街を訪れた買物弱者に対して、担当人員が駐輪・駐車
場まで買物品の運搬を支援（委託事業の一部）

市民生活部
産業労働観光課

（０７２－８７７－２１２１）

兵庫県
商店街活性化事業　（先導的活性化
事業）

4,000 補助金

地域に根ざした団体や市町と連携し、先導的な複数の取組
を行う商店街等に対して支援を行う。
【補助金額】　補助率１／２、補助上限2,000千円（最長３年
間）

産業労働部産業振興局
　経営商業課

０７８－３６２－３３２６

神戸市 地域力アップ事業　（既存事業） 5,413 補助金

地域力アップに貢献する活動を通じて、商店街・小売市場の
活性化を図る先進的な取り組み(8つのテーマ）に対し、その
初期段階での活動を支援することにより、継続的な取り組み
につなげていく。
〈テーマ〉
①安全安心な商店街・市場づくり
②高齢者・障害者にやさしい商店街・市場づくり
③子どもにやさしい商店街・市場づくり
④環境にやさしい商店街・市場づくり
⑤地域・歴史にちなんだ商店街・市場づくり
⑥芸術・文化をいかした商店街・市場づくり
⑦デザインに配慮した商店街・市場づくり
⑧大学・学生との連携による商店街・市場づくり
※商店街・小売市場がこれらのテーマに沿って、買い物弱
者対策支援事業を実施する場合、活動開始から3年以内で
補助を実施（補助率2/3　補助限度額50万円）

産業振興局商業課
０７８－３２２－５３３６

兵庫県

大阪府

八尾市
経済環境部 産業政策課

商業振興係
０７２－９２４－９３５６



宍粟市 移動販売車補助事業 2,000 補助金

高齢者へ移動販売を行っている事業者の支援を通じ、食料
品・日用品等の供給にあわせた防犯・福祉を目的とする見
守り活動を行う。
【対象経費】　商品仕込み場所の改修費、移動販売のＰＲ経
費、移動販売車両の購入費、車両維持経費
【補助金額】　補助率１／２、補助上限200万円

産業部森林観光課
　観光振興室

０７９０－６３－３０６８

神河町 まちなか振興モデル事業　　計画策定 1,000 計画策定 未定
地域振興課

０７９０－３４－０９７１

佐用町 移動販売車購入補助事業 5,000 補助金
尐子高齢化の進む地域での移動販売を実施する町内事業
者に移動販売車の新規購入に対し補助を実施。詳細検討
中

商工観光課
０７９０－８２－０６７０

香美町 高齢者等商店支援対策事業 800 補助金
買物弱者への商品配達サービスの経費（ガソリン代）に対す
る補助金

産業部観光商工課
０７９６－３６－３３５５

和歌山県 商店街コミュニティ機能強化支援事業 9,000 補助金

商店街において、商店街振興組合やNPO団体等が御用聞
きを行い、商店街等の商品を配達する事業
事業費4,500千円×２／３（市町村１／３、県１／３）
上限3,000千円（県1,500千円）
人件費については、総事業費の２０％以内

商工振興課
　０７３－４４１－２７４２

和歌山市 コミュニティ機能強化支援事業 6,000 補助金
商店街の賑わい創出のため、社会課題に対応したコミュニ
ティ機能強化への取組みに対し支援

まちづくり局まちおこし部
  まちおこし部推進課
   ０７３（４３５）１２３３

紀美野町 買い物弱者支援対策 180 補助金
尐子高齢化や過疎化の影響により、買い物弱者が生まれて
いる、地域の活性化と安心して生活できる環境を確保する
ための対策を検討する。

産業課
０７３－４８９－５９０１

広川町 広川町買い物弱者支援事業 2,890
備品購入

費

町が移動販売車両を購入し、町内の食料品店に移動販売
を委託、対象世帯は、広地区の１１０世帯を想定、１週間に
１～２回買い物弱者宅附近で販売。

産業建設課
０７３７－６３－１１２２

和歌山県

兵庫県



 

　

自治体名称 支援事業の名称
平成２３年度
予算（千円）

区分 概要　（買物弱者対策支援事業としての活用イメージ）
担当課室の名称
・連絡先（電話）

地域中小卸売業活性化推進事業 12,136 委託

中小卸売業の機能強化や新たな事業展開を促進し、卸売
業の振興を図るため共同配送の試験事業に取り組む。協同
組合に実施委託

経済戦略課
０８５７－２０－３２２２

先進的モデル事業-ICT活用産業創出
事業

7,200 委託
今後成長が見込まれる雇用を創出する産業に重点的に支
援。(公募方式、1名以上雇用が条件）

鳥取市ソーシャルビジネス・コミュニテ
イビジネス支援事業

5,000 補助金 社会的課題にビジネスの手法を用いてとりくむ事業に支援

大山町 福祉タクシー事業 6,751 委託料
一般の交通機関の利用が困難な高齢者及び障害者を対象
として、利用者の居宅から目的地までのタクシー代金の3分
の2を月2回を限度としてタクシー会社に助成する。

福祉介護課
０８５９－５４－５２０７

江府町 高齢者買い物困難地域緊急支援事業 1,000 補助金

・町内事業所で移動販売事業を実施している事業所又は本
年度から実施するところ
・江府町と地域見守り協定の締結をしているところ
・運営経費（燃料費、車検、点検料等）の3分の１を補助

福祉保健課
０８５９－７５－６１１１

日野町 中山間地域「暮らしを守る」連携事業 400 補助金
中山間地域において地域住民の暮らしを支えている移動販
売事業者に対し、運営経費の一部を助成し、事業の安定、
充実を図る。(県1/4以内、町1/20以内補助）

企画政策課
０８５９－７２－０３３２

交通空白地域解消支援事業 20,000 補助金
最寄りのバス停等から概ね1km異常離れた集落を含む地域
に対策を講じる市町村に対して、立ち上がり経費の1/2を支
援

交通対策課
０８５２－２２－６５０８

地域貢献型集落営農ステップアップ事
業

16,200 補助金
集落営農組織が中心になって取り組む住民の生活支援活
動(買い物・通院等高齢者輸送サービス、宅配サービス、生
活環境維持等）

農業経営課
０８５２－２２－５８９４

中山間地域振興課
０８５７－２０－３１８４

経済戦略課
雇用創造推進室

０８５７－２０－３１３４

島根県

地方公共団体における買物弱者支援関連制度一覧　　(中国経済産業局管内）

鳥取県

島根県

鳥取市

中山間地域・地域コミュニテイビジネス
スタートアップ支援事業、
中山間地域コミュニテイビジネスモデ
ル支援事業

3,600 補助金

中山間地域又は中山間地域を対象として展開するコミュニ
テイビジネス(補助率3/5：県1/2　市1/10）
・スタートアップ支援事業　36万円限度
・モデル支援事業　360万円限度



地域商業再生支援緊急対策事業
（「地域商業構築モデル」区分）

中山間地域の買い物不便地域において、市町村関与の下
で行われる生活必需品等を提供する新たな取り組み又は既
存事業の拡大に対し補助。車両取得補助率1/2（上限500万
円）、運営費補助率10/10（上限100万円。事業対象範囲が
広範な場合上限200万円）

地域商業再生支援緊急対策事業
(「中山間地域商業対策」区分）

中山間地域の無店舗地域等への店舗配置、移動販売車整
備で地域商業構築モデルに該当しないものに対して補助。
補助率1/4(上限250万円）

買い物不便地域対策事業 20,000 委託
買い物不便地域において、移動販売、宅配事業、買い物交
通手段の提供などを行う人材の人件費、研修費、運営費を
基金に於いて負担する。

しまね流安心生活創造ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進
事業

300,000 補助金

NPO、自治会等が実施する高齢者等に対する買い物支援
事業の立ち上げにかかる費用を補助する。（国の介護支援
体制緊急整備等臨時特例交付金により実施する地域支え
合い体制づくり事業として支援）

地域福祉課
０８５２－２２－６８２２

松江市 買い物ビジネス参入支援事業 2,542 委託費
松江市の高齢者等を中心としてニーズ・課題を把握し、それ
ぞれの地域のニーズに合わせた「買い物支援制度」を研究
するとともに早期実現にむけ積極的に取り組むもの。

産業振興課企画振興係
０８５２－５５－５２０４

川本町 地産地消型宅配事業 4,680 委託料 買い物弱者に対する宅配事業(弁当、日配品など）
産業振興課

０８５５－７２－０６３６

倉敷市 パワーアップ商業振興事業 11,300 補助金
商店街団体等が行う、高齢者等の買い物弱者を対象にした
支援事業に対し、初期コストを補助

商工課
０８６－４２６－３４０５

勝央町 福祉バス運行事業 8,758 事業費
無料バス2台を定期に町内を走らせ、買い物、通院の手助
けをする。

産業建設部
０８６８－３８－３１１２

高齢者の利用しやすい移動交通手段
の開発促進、普及、安全な移動交通
環境整備

1,370
研究会運
営経費

研究会における高齢者の地域での移動支援の検討
高齢福祉課

０８２－５０４－２１４３

地域为体の乗合タクシー等導入支援 2,478 負担金

公共交通機関の利用が不便な地域において、地域が为体
となって、乗合タクシー等の新たな生活交通を確保しようと
する取り組みに対して、実験運行時の運行経費の一部を支
援する。(1年間を期限に運行収支の欠損額を市が負担）

都市交通部交通対策担
当

０８２－５０４－２６０４

島根県

補助金

中小企業課
０８５２－２２－５６５５

78,000

島根県

岡山県

広島市

広島県



広島市商売（あきない）知恵出し事業
補助

2,000 補助金

商店街の団体が、高齢化などの新たな時代の変化に対応し
た商店街の魅力づくり事業などに取り組む場合や、NPO等
の市民団体等が商店街の団体と協働して実施する商店街
活性化事業に対し、補助金を支給。

地域産業支援課
０８２－５０４－２６０４

公募提案型協働モデル事業 354 その他
より豊かな公共サービスを提供していくため、市民活動団体
から協働事業の提案を公募する。

NPO活動支援融資制度 15,000 融資
NPO活動の安定と発展を支援するため、団体運営や活動に
必要な運転資金及び設備資金を低利で融資する。

まちづくり活動支援基金推進事業 助成金
市民のまちづくり活動に対して、外郭団体に設置する公益
信託まちづくり活動支援基金を通じて助成を行う。

「住民に身近な地区別まちづくりビジョ
ン」推進費補助金

4,000 補助金
区が为体となり、地域課題の解決に向け、住民は中心と
なって行うまちづくり活動を募集、選考し、補助を行う。

庄原市
庄原市最寄り買い店舗改装支援補助
金

1,500 補助金
日常生活に必要な商品を提供している店舗の改装費に対し
て補助を行い、継続して最寄り店で買い物もできる仕組みを
維持する。

商工観光課商工振興係
０８２４－７３－１１７８

中山間地域重点プロジェクト推進事業
（夢プラン実現型）

15,000
地域住民で構成する団体(NPO等の法人含む）が共同して
実施する事業への支援。

中山間地域づくり推進室
０８３－９３３－２５４９

県民活動促進事業 80,000

国からの交付金j(新しい公共支援事業交付金）を財源として
基金を造成し、NPO等が行うモデル事業への支援を行うな
ど、NPO等が自立して県民活動を行うことができるよう環境
整備する。

県民生活課
０８３－９３３－２６１４

山口市 暮らしの潤い確保事業 500 交付金
为に過疎地域を対象に買い物をはじめ生活機能の確保に
つながる事業(日用品配送ネットワークの形成や交流の場を
創出）の初期投資について支援する。

中山間地域活性化推進
室０８３－９３４－２７７８

市民活動推進課
０８２－５０４－２１１３

広島市

広島県

山口県

山口県



 

　

自治体名称 支援事業の名称
平成２３年度
予算（千円）

区分 概要　（買物弱者対策支援事業としての活用イメージ）
担当課室の名称
・連絡先（電話）

がんばる市町村応援事業交付金のう
ち「過疎地域再生モデル事業」

　 交付金
過疎地域の再生に向け、過疎市町村が行う住民生活に身
近なソフト事業に対して、事業費の１／２を支援。（上限２００
万円）

地方为権推進課
088-621-2083

徳島県融資制度のうち「一般資金」※
※その他、利用可能資金もあるが、一
般的な資金を記載。

1億2千万円
（預託額）

融資

融資対象：県内に事業所を有する中小企業者又は組合で、
6ヶ月以上継続して同一事業を営む者
資金使途：設備資金、運転資金
融資金額：
１企業者　5,000万円以内 （運転資金は3,000万円）
１組合  6,500万円以内 （運転資金は4,500万円）

地域経済課
088-621-2318

三好市役所 三好市集落支援包括事業 3,500 補助金

店舗の閉鎖、交通手段が確保できない等の理由により日常
生活において身近な買物に不便を感じている市民に対し移
動販売、配達事業を行う事業者について補助を行う。
(1)移動販売、配達事業に供する自動車の車検代補助(車検
時に要する重量税、自賠責保険料及び車検代行料)
(2)移動販売、配達事業に供する為に新たに購入する自動
車の購入補助(本体車両価格の1/3　上限100万円)

企画財政部企画調整課
TEL　0883-72-7607
FAX　0883-72-7202

香川県
香川県商店街等活性化促進事業費補
助金

3,186 補助金
商店街団体等が実施する賑わい創造事業やまちづくり連携
支援事業（宅配や移動販売等の買い物弱者対策含む）に対
して、市町と連携して補助を行う。

商工労働部
経営支援課

小豆島町 お弁当・生活用品宅配事業 300
印刷製本
費

遠隔地や虚弱などの理由により、買い物に行くことが困難な
高齢者に対し、食料品やお弁当、日常生活用品を配達した
り、購入できるシステムづくりを行うため、先進地視察を行う
とともに、高齢者の自宅での生活を支援するため、宅配マッ
プを作成し、対象世帯に配布する。

保険事業課
電話：0879-82-7006

三木町 宅配店マップ事業 227
物的支援
（マップ作
成）

町内の、为に買い物弱者といわれる高齢者を対象に宅配を
行っていただける店舗等をとりまとめたものを、一覧のマッ
プにして配布した。

三木町
地域包括支援センター
電話：087-891-3321

愛媛県
買物弱者対策実証実験事業（緊急雇
用創出事業：厚生労働省）

8,852 委託

商店街にあった大型店の閉店により、日常の食料品に対す
るニーズに応じるため、食料品小売店舗を商店街振興組合
が開設するとともに、高齢者を対象とした宅配サービス等を
実施する。

経営支援課
089-912-2464

地方公共団体における買物弱者支援関連制度一覧　　（四国経済産業局管内）

徳島県

徳島県

香川県

愛媛県



伊方町役場 伊方町デマンド交通 30,099
支援サー
ビスの提
供

可能な限り利用者の目的地の戸口から戸口までの乗り合い
で公共機関のない地域の利便性の向上に努める。
　・運行区域は、町内全域とする。
　・運賃は一人利用１回につき、300円とする。
　・利用希望者の予約に基づき運行するもの。

総務課
危機管理交通管理係

高知県こうち商業振興支援事業費補
助金

22,000 補助金
・商工団体等が行う商業の活性化事業、商業機能の維持及
び地域生活者の利便性の確保を図る事業を支援する。
・商店街等の空き店舗への出店を支援する。

経営支援課
088-823-9679

地域の物流等支援事業 6,217 補助金
農産物等の集出荷等の物資の運搬と買物代行などの生活
関連サービスを複合化して行う市町村に対して、支援を行
う。

運輸政策課
088-823-9735

高知県中山間地域生活支援総合補助
金
・生活支援事業（生活物資の確保）

163,680千円
※）Ｈ23年2
月補正予
算、平成23

補助金

・地域の中で食料品等の日用生活用品を入手するためのソ
フト・ハード事業に取り組む市町村（間接補助）に対して、補
助金を交付する。

地域づくり支援課
088-823-9602

馬路村
あったかふれあいセンター事業
(高知県ふるさと雇用再生特別基金事
業)

80,880 補助金
・あったかふれあい事業の中での一環
・馬路村社会福祉協議会へ委託

健康福祉課
0887-44-2112

［委託金］
馬路村社会福祉協議会

0887-42-1020

芸西村
村内独居高齢者等の注文宅配システ
ム構築事業

2,103 補助金

独居高齢者等が増加しているなか、地場産品直販所「かっ
ぱ市」で販売している食料品のほか、村内商店で調達でき
る品〄の注文を受け宅配するシステムを構築し、実施して
いる。有限会社に委託。事業費に応じた委託料を支払い。
（高知県緊急雇用創出臨時特例基金事業費補助金←国の
緊急雇用創出事業臨時特例交付金）

企画振興課
0887-33-2114

黒潮町
地域の物流・生活関連サービス支援
事業
（庭先集荷事業）

8,957 補助金

農作物を出荷したくても運搬手段を欠くことから、それができ
ない方に代わり、各集落に出向き集荷して、町内の直販店
に出荷する「庭先集荷」システムを実施しているが、そのシ
ステムに「買物代行」や「一人暮らしへの見守り」の福祉施策
を組み合わせた事業を展開する事業者に補助を行う。

農業振興課
0880-43-1888

愛媛県

高知県

高知県



 

　

自治体名称 支援事業の名称
平成２３年度
予算(千円）

区分 概要　（買物弱者対策支援事業としての活用イメージ）
担当課室の名称
・連絡先（電話）

商工部中小企業振興課

092-643-3420

経済振興局地域商業課

092-711-4822

経済振興局地域商業課

092-711-4822

経済振興局産業振興部

創業・経営支援課

（092-441-1232）

市民公益活動推進課

092-711-4283

環境経済部

商工・企業立地課

0942-72-2111（内142）

地域振興課

092-332-2062

福祉高齢部福祉課

092-580-1851

商業観光課

0944-41-2750

自为運行バスモデル事業

大牟田市
業務委託
による実
証実験

福岡県

補助金5,000
買い物や通院などの移動手段がない地域において、当該コ
ミュニティが自为的に乗合車両を運行し、市が運行費や車
両購入費を補助する。（運行費：2,000　車両費：3,000）

本支援事業は総務省の「平成２３年度過疎地域等自立活性
化推進事業」として事業採択された場合に実施するもの

糸島市

大野城市

高齢化社会に対応した商店街づくり支
援事業

創業若しくは新事業として取り組む事業者等に対し、窓口で
の相談や専門家派遣による支援

高齢者移動支援事業 負担金

10,000

本市南地区において、６５歳以上の者に対して、地域のボラ
ンティアにより運行し、地域を回っている。

1,509

5,420

2,257

補助金

補助金

経営相談・診断助言事業 18,911 人的支援

補助金
商店街が为体となって実施する、活性化のためのソフト事業
全般に対して助成。

小郡市 コミュニティバス運行事業
マイクロバス

の運行

高齢者、障害者等の交通弱者の外出を支援するため、市内
を６ルートに分け、市域を網羅的に運行するコミュニティバス
事業を実施

希望する商店街毎に「空き店舗再生協議会」を設置。この協
議会の協議によって業種や空き店舗等を指定して新規出店
者を募集等し，これに応じて開業する事業者に対して賃借
料等の一部を助成。

ＮＰＯ法人が行う公益的な活動に助成。法人上の運営経費
は対象外。

福岡市商店街空き店舗等再生事業

ＮＰＯ活動推進補助金

13,500

福岡市

39,039

地方公共団体における買物弱者支援関連制度一覧　　(九州経済産業局管内）

　商店街等が日常の買物に支障を来している高齢者等を対
象に行う、移動商店街、宅配サービス等の取組に対し支援

8,265 補助金出向く商店街事業福岡県

福岡市商店街活力アップ支援事業



福祉課

9,950 障害者福祉係

0944-77-8514

福祉課

0946-24-8763

佐賀市 地域ｺﾐｭﾆﾃｨﾏｰﾄ支援事業 1,200 委託料 買い物弱者対策支援の方策検討のための経費
商業振興課

0952-40-7100

みやき町 福祉タクシー利用料金助成事業 2,127 助成金
町内に居住する重度心身障害者に対し、タクシー利用料金
の一部を助成する事により買い物等の移動手段を支援す
る。

民生部福祉課
0942-94-5724

地域生活拠点活性化モデル事業 6,337 人的支援 スーパー、直売所等から高齢農家世帯への配送支援 商工振興課

地域異分野物流相互サービス事業 6,617 人的支援 地域住民が必要とする生活物資等の運搬支援 0955-72-9141

宅配かしま（買い物宅配サービス） 2,372
中心商店街のうち加盟店の商品を、自宅などへ届ける宅配
サービス。（※県補助金・ふるさと雇用事業）

産業部商工観光課
0954-63-3412

地域公共交通活性化・再生総合事業 5,000
公共交通空白地域への乗合タクシーと、市街地循環バスの
試験的な運行。（※国庫補助事業）

総務部企画課
0954-63-2101

軽度生活援助事業 2,446
自立した生活の継続のため、軽易な日常生活の援助を行
う。
買い物代行サービスを含む。

市民部保険健康課
0954-63-2120

外出支援サービス事業 800
交通機関の尐ない遠隔地の居住者の外出の機会の確保や
社会参加を図るため、自宅から商店等への送迎を行う。

市民部保険健康課
0954-63-2120

安心生活創造事業 3,416

【調査】高齢者世帯等で日常生活に不安のある方を発見し、
その在宅生活を支援するため地域の見守りネットワークを
構築する。
【情報提供】市内商店の配達、出張サービスの状況を把握。
サービスの充実、食材・配食事業者のエリア拡大を促進す
る。

福 祉 部 福 祉 課
0952-73-8825

配食サービス
（食の自立支援）

9,612
66歳以上の高齢者で心身の障害や傷病などの理由により
食事の確保が困難な方（一人暮らしや高齢者のみの世帯）
の自宅に食事を届けるサービス

福 祉 部 福 祉 課
0952-73-8820

障害者に対し、タクシー利用料金の一部を助成することによ
り、経済的負担の軽減と社会生活の範囲の拡大を図り、
もって福祉の向上に資することを目的とする。

事業为体である町から委託を行い、委託先は利用者の必要
に応じて、食材の買い物など日常生活の支援を行う。
（御用聞きを行い、買い物・配達を行う。）

助成金15

鹿島市

唐津市

佐賀県

小城市

委託料

筑前町 軽度生活支援事業

福岡県

柳川市 柳川市福祉タクシー助成事業 助成金



家事支援サービス
（軽度生活支援）

12,726

介護保険の要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の
高齢者で、心身の状況から支援が必要な方（一人暮らしや
高齢者のみの世帯）にホームヘルパーが訪問して、掃除や
洗濯、買い物などの軽易な日常生活上の家事支援を行う
サービス。（週1～2回程度）

福 祉 部 福 祉 課
0952-73-8820

巡回バス実証運行事業
(地域公共交通活性化・再生総合事
業)

14,439

市民の交通手段の確保と外出支援を目的として、小城地
区、三日月地区、牛津地区を運行する巡回バスと市内の为
要な公共施設等を結ぶ広域循環バスを運行
※現在国庫補助を受けながら実証運行中

総 務 部 企 画 課
0952-63-8803

芦刈コミュニティタクシー実証運行事
業
(地域公共交通活性化・再生総合事
業)

1,913

巡回バスが運行していない芦刈南部地区においては、自宅
から公共施設等を結ぶ登録制のデマンド方式によるコミュニ
ティタクシーを運行
※現在国庫補助を受けながら実証運行中

総 務 部 企 画 課
0952-63-8803

廃止路線代替バス運行費補助
(小城・牛津線)

4,974
廃止となったバス路線を維持するために、乗合バス事業者
に運行依頼を行い、運行に要した費用から運賃収入を差し
引いた欠損額を佐賀県と小城市が補助している。

総 務 部 企 画 課
0952-63-8803

廃止路線代替バス運行費補助
（福富線)

3,886
廃止となったバス路線を維持するために、乗合バス事業者
に運行依頼を行い、運行に要した費用から運賃収入を差し
引いた欠損額を佐賀県と小城市、白石町が補助している。

総 務 部 企 画 課
0952-63-8803

生活交通路線維持費に係る補助金交
付

4,460

生活交通路線の国庫補助要件の一つである、経常収益が
経常費用の11/20以上という要件を満たさない路線に対し、
その路線の沿線上に存在する自治体が、救済措置として経
常収益とその補助額総額が11/20に相当する額に達するよ
う補助金を交付する。

総 務 部 企 画 課
0952-63-8803

商工観光課

0952-75-2117

まちづくり推進課

商工交通班

0959-53-1113

産業振興課

0956-82-5414

町民を対象（買い物弱者に限らない）に加盟店商品を電話
で注文を受け即日配達する。

　中心市街地から離れ、買い物等に不便をきたしている集
落に拠点を構え、新たに雇用する生活支援員が、集落住民
の要望を受けた商品の配達や安否確認・相談を行う。

平成２２年度事業として交付金を活用し、買い物弱者アン
ケートを実施し、２３年度に調査結果を参考に補正予算を組
み何らかの買い物弱者対策の事業を行うよう現在計画中

新上五島町

ふるさと雇用
再生特別基
金事業補助

金

地域生活支援システム構築事業

川棚町

多久市

まごころふれあい宅配便事業 600長崎県

7,940

補助金

佐賀県

小城市



長崎市 長崎市商業活性化支援事業補助金 0 補助金

商店街等が共同宅配事業を立ち上げる場合の事業費を支
援（補助率4/5、補助限度額3,000千円）
※　予算については、前年度に商店街等に対し要望調査を
行い、要望があった場合のみ計上している。平成23年度は
要望がなかったため予算計上していない。

商業振興課
（095-829-1150）

300,000
市町村や住民の自为的な地域づくりを後押しする支援事
業。　買物弱者問題への取組みも含めて幅広く支援。

　

補助金 　事業化の初期コストを支援。 地域振興課

委託事業
　住民等による事業化のプランづくりをコンサル等に委託す
る形で支援。

0906-333-2180

アドバイ
ザー派遣

　事業化に向けた地域の合意形成、事業内容の検討、事業
化後のフォローを専門家を派遣して支援。

商工振興金融課

096-333-2316

商工観光課

2,180 中心市街地対策室

0968-25-7223

住宅課

4,800 096-279-3111

商工観光課
0 0964-56-1111

申請があれば
補正予算対応

320,000 地域の様〄な为体が行う地域活性化に向けたチャレンジや 観光・地域振興局

（骨格予算） 事業化などの取組を支援する補助制度。 （097-506-2123）

旧町村部で宅配事業を行う商工会等に対し、市町村を通じ 商業･サービス業振興課

て事業経費の一部を３年間助成。 （097-506-3285）

住宅団地における朝市等の開催運営等の委託事業

委託費

補助金

補助金

商工会が実施する、高齢者の買い物しやすい環境づくりと
試験的に行う山間部からの買い物シャトルバスの運行への
支援

福祉タクシー料金助成事業 助成金

上天草市 補助金

産業振興課
（097-537-7025）

（ふるさと雇用再生特別交付金事業を活用しているため、委
託費の50％以上を新規に雇用した者の人件費で占める必
要あり）

大分市 21,230

1,849

高齢者や障害者の方が買い物等タクシーを利用した時、１
回につきタクシー券を使い、５００円を助成する。１，０００円
を超える場合２枚まで使える。

補助金

大分県

西原村

地域活性化総合補助金

地域商業維持支援事業

商店街が活性化支援策として、共同宅配事業に取り組む場
合は対象

　商店街の活性化を図るため、商店街などが行うソフトや
ハード事業に対して支援を行う市町村へ県が補助を行うも
の。買物弱者対策にも利用可能。

まちなかづくり推進事業補助金

地域づくり“夢チャレンジ”推進事業

長崎県

大分県 団地間産直交流モデル事業

熊本県

菊池市 まちなかづくり推進事業

熊本県

まちなかづくり推進事業 18,200 補助金



安心・安全暮らしサポート事業 1,970 委託事業
商工会議所が御用聞きを雇用し商店街等の商品を高齢者
を中心とした消費者に商品・サービス情報を提供。安否確認
等福祉的役割を担う。

観光商業課
(0979-22-1120）

高齢者宅配サービス事業 6,976 委託事業
高齢者や身障者等で交通手段のない人を対象に電話注文
を受け商品を配送。各地区公民館への移動販売を行い生
活の利便性の向上を図る。

耶馬溪支所・総務課
（0979-54-3111）

宮崎県

まちなか商業再生支援事業

※市町村への間接補助。買い物弱者
支援にも利用可。

１１，０００千
円

の内数

補助金

まちなか商業の再生のため、商業と「地域」「観光」等の多様
な为体との連携によるにぎわい創出の取組や、「高齢者」
「子育て」「買い物弱者」等の社会的課題に対応する商店街
等の取組を支援。
【具体例】
中山間地域において、独居高齢者宅を巡回し、安否確認や
御用聞き、移動販売等を実施する事業に活用。

商業支援課

0985-26-7102

都城市 コミュニティビジネス構築事業 900 補助金
●高齢者・交通弱者への「ご用聞き宅配事業」
●高齢者・交通弱者への住宅の点検修理を行う「高崎なん
でもや事業」

高崎総合支所
産業振興課

0986-62-1111

小林市役所須木庁舎

地域振興課
0984-48-3111

西都市商店街空店舗活用推進事業補
助金

6,843 補助金

（概要）
商店街の空店舗を活用し、その出店により商店街の機能充
実や賑わい創出に効果があると認められるものに対し、開
業資金や家賃の補助を行う。
（内容）
開業補助・・・開業に掛かった経費の２分の１。限度額50万
円。家賃補助・・・初めの１２月は月額家賃の１０分の８。限
度額８万円。１３月～２４月は月額家賃の２分の１。限度額５
万円。

商工観光課
0983-43-3222（直通）

西都市地域住民交流施設「ムラの駅」
建設事業補助金

2,000 補助金

（概要）
商店の無くなった地域（概ね半径１ｋｍ圏内に商店の無い地
域）において、地域住民が为体的に地域振興を図る上で、
地域の特産品販売や観光交流を行う施設を設置する場合
の補助を行う。なお、周辺に日用雑貨や食料品の店が無い
場合には、その販売も可能。
（内容）
補助率２分の１。限度額２００万円。

総合政策課
0983-43-0380（直通）

介護福祉課
099-286-2694

補助金

助成金

宅配サービス推進委託料①宅配サービス②買い物送迎（外
出支援）③軽微な住宅補修等④安否確認・見守りサービス

400,000（国交
付金による基

金を財源）

4,100

地域支え合い体制づくり事業

宮崎県

・ＮＰＯ等が御用聞きを行い，スーパー等の商品を配達する
事業への支援
・NPO、自治会等が自治体と協力して運行する買物支援運
送事業

鹿児島県

鹿児島県

ふるさと雇用再生特別基金事業（高齢
者等日常生活支援サービス事業）

中津市

西都市

委託料小林市

大分県



企業振興課
17,566 商業係

099-216-1322

商工振興課
(鹿児島県のふるさと雇用再生特別基金事業を活用） 0995-64-0912

※事業費の半分は人件費であることが要件。

委託料霧島地域小売業活性化事業 11,100

頑張る商店街支援事業鹿児島県 鹿児島市
商店街が商品宅配や買い物代行サービスなどを実施する
場合、本事業での助成が可能である。

新商品開発や尐量の惣菜配達、宅配共同化等販売促進等
への支援

霧島市

補助金


