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はじめに
少子高齢化による人口減少社会の到来、地域社会のつながりの希薄化と社会的孤
立の状況が進む中、従来の隣近所や家族による送迎が困難となっています。
このような状況の中で、交通弱者の外出が困難となり、社会参加の機会がなく
なっています。また、バスドライバーの人手不足による不採算路線の減便や、昨今
の高齢者による交通事故の多発を受けての免許返納の動きも交通弱者の外出困難の
問題に拍車をかけています。
このため、県では、交通不便地域において、「暮らしの足」がなく移動手段に
困っている人々（高齢者、障がい者、小さな子どもを抱えたご家族など）が病院や
買い物などに外出できるように、令和元年度から県内５市10地区において外出支援
の取組みをモデル事業として支援してまいりました。
５市10地区の取組みは、人口や地形、体制など、それぞれが地域の特性を踏まえ
ながら、地域住民が主体となり、行政と連携しながら運行や備品・財源調達、連絡
調整などを行っています。
このたび、県内各地で地域の支え合いによる移動サービスが推進されるよう、
５市10地区の取組みを事例集として取りまとめました。
この事例集が、外出支援に関心のある地域の方々や各市町村の担当者様にとって
移動サービスの立ち上げや継続に困ったときなどに解決の一助となり、外出支援の
取組みに寄与することを願っております。
県では、「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念を広め、地域の支え合いによ
り、笑いあふれる地域共生社会の実現を目指し、引き続き取組みを進めてまいりま
す。
令和３年12月 神奈川県福祉子どもみらい局共生推進本部室
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平塚市
０１

⾃家⽤⾞による買い物・通院等の移送⽀援
（須賀新⽥シニアクラブ）

できることからコツコツと
須賀新⽥地区は平塚市の⼀部ですが、JR
平塚駅周辺や北部住宅地や農業地域、北⻄
部丘陵地とは相模川を隔てた“⾶び地”で
あり、隣接地は茅ヶ崎市になります。昭和
50年頃から農地が徐々に宅地化され、現在
288世帯611⼈が暮らす住宅地となり、その
うちの約1/8が70歳以上の⾼齢者です。
最寄りのバス停までは約1kmあり、いわ
ゆる「交通の空⽩地帯」となっています。
にも関わらず地区内に商店はなく、⾷料品
や⽇⽤品でさえも１km先のスーパーに出か
けなければなりません。
近年⾼齢化が進み、地域からはサロンの
開催やコミュニティバス運⾏の要望もあり、
地域でそれらの課題を解決するために「介
護予防と⽇常⽣活⽀援事業」を法的な拠り
所として平成30年に地域⾃治会とは独⽴し
た「須賀新⽥シニアクラブ」を設⽴しまし
た。現在の活動内容は移送⽀援を主体とし
てサロン、ゲートボールやウォーキングの
開催を行っています。
移送⽀援については買い物（往復）、通
院（往路のみ）を⾏なっています。買い物
は週1回の定例⽇に乗り合いで既定の近隣
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スーパーや、別のスーパーへの要望にも応
じています。
通院は事前の予約制で、JR茅ヶ崎駅から
平塚市⻄部の平塚市⺠病院までの範囲で往
路のみで対応しています。
直近の⽉平均配⾞は、買い物が延べ６台、
通院が延べ８台となっていますが特に通院
に関しては予約が増加する傾向にあります。
昨年から続くコロナ禍の中、ひとたび活
動を休⽌してしまうと再開するために多く
の障害が⽴ちはだかってしまうと考え、⼿
指消毒、⾞内の消毒、マスクの着⽤、社内
換気などの感染防止策をして休むことなく
活動を続けてきました。私たちのクラブの
理念、「⼈と⼈のつながりの中、⼈に親切
にする喜びと親切を受ける幸せにより⽀え
合う地域社会
を⽬指す」の
もとに活動を
続けています。

【平塚市】
●基本情報
項目

内容

地区名

須賀新⽥地区

実施主体

須賀新⽥シニアクラブ

開始時期

平成30年（2018年）12⽉

利用対象者

須賀新⽥シニアクラブ会員で65歳以上の移送⽀援登録者

利用者数

4世帯6名（60歳〜90歳代）、うち⼥性4名

車両台数

⾃家⽤⾞（軽⾃動⾞：4台）

⾃動⾞保険等

⾞両所有者の負担（万⼀の事故時には保険料の次年度以降の
保険料割増分を平塚市が負担する制度を利⽤）
乗⾞時以外の利⽤者についてはボランティア保険に加⼊

運転者数／主な運転者層

4名（60歳〜70歳代の平塚市の安全運転講習会修了者）

送迎に係る利用者負担

ガソリン代相当

予算規模

約２０万円

今後の課題

・買い物、通院、選挙投票、災害時避難等以外にもニーズはある
が、安全を第⼀としてどこまで拡充するかを検討中
・数年後の運転者の確保

●利用者と支援関係スタッフの声

K さん（利⽤者・90歳代⼥性）
私は週1回の買い物と⽉1〜2回の通院に利⽤しています。
このクラブに感謝しています。

Y さん（利⽤者・70歳代⼥性）
⾝体が不⾃由なので、家の内外も杖なしでは⽣活できません。
買い物、通院等で皆さまに助けてもらっています。

藤嶋 さん（須賀新⽥シニアクラブ会⻑）
運転者の皆さんへの感謝と利⽤者の笑顔に幸せを感じます。
この活動が各地区で実施されることを祈念いたします。

住吉 さん（移送⽀援リーダー・⾃治会⻑）
⾞がないと買物にも通院にも不便な⽴地の中で⾃転⾞も徒歩も困難な
⾼齢者の移送⽀援を⾏っています。

川野 さん（移送⽀援者）
主婦である私は移送⽀援中、料理の話をしたり、⼀緒に買物をしています。
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平塚市
０２

ふれあいサロンへの送迎サービス
（⼟屋地区サロン送迎部会）

⼟屋地域の移動⽀援を「無償で提供」
平塚市⼟屋地区は、東⻄に向かって伸びる丘
陵に挟まれた⾕間にある⾥⼭です。春秋の季節
には、⼟屋地区⼀帯を望む⼩⾼い⼭々からの景
⾊は⽊々が⼩波を打っているように⾒えて格別
な味わいがあります。当地区もこの数年、少
⼦⾼齢化が進み、若者の流出や⾼齢者世帯も増
えており、65歳以上の世帯が⼈⼝の４割を占めて
おり、地域の⾼齢化が進む中で⾞や⾃転⾞等で
の移動が困難になったり、地区内にある⼤学施
設の移転に伴うバス路線の減少などが懸念され
ています。
そこで「ふれあいサロン」と呼ばれる地区サ
ロンへの参加者減少など地域の活性が衰えよう
としている今、様々な課題を解決するために地
域内の⾃治会で話し合いを重ね、平成30年に乗
合交通アンケート調査を実施しました。このア
ンケート調査の結果、「公⺠館等への交通⼿段
があればふれあいサロンにももっと参加した
い」等の声を踏まえ、地区社協や公⺠館等が主
催するサロン活動への送迎という課題をまず解
決することから、地域の移送⽀援を盛り上げて
いこうということで、移動⽀援者で構成された
⼟屋地区サロン送迎部会が発⾜しました。
また⼟屋地区も新しい社会に向けて変⾰に取
り組んでいく必要があります。特に⾼齢化が進
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み独居世帯が増加している地域で今やらなけれ
ばならないことは買い物⽀援や通院の問題など
数多くあり、⾼齢者が安⼼して⽣活できるよう
に努⼒を重ねていかなければなりませんが、ま
ずはハードルの低い「⾃宅からふれあいサロン
への送迎」という点に絞って活動を開始するこ
とになりました。活動を開始するにあたって地
区内にある「つちや社会福祉会」の協⼒で、運
営する施設から⾃動⾞保険やガソリン代を含め
て無償で⾞両を貸与できることになり、ボラン
ティアドライバーの協⼒もあって令和２年11⽉
から活動を開始しました。
しかし令和２年から続く新型コロナの感染拡
⼤が⽌まらず、ふれあいサロンの活動⾃体が⼀
時中⽌に追い込まれてしまい、その後の送迎活
動も今のところ中断せざるを得ない状況に追い
込まれています。
また住⺠の⽣活や働き⽅も⼤きく変化し始め
ました。今なお続く感染拡⼤の影響を受け様々
な不⾃由を余儀なくされています。そんな中で
もまずは「移動する」という壁を少しでも低く
することで、普段の⽣活やコミュニケーション
を活発にしていくことが⾼齢者の介護予防など
に繋げることが出来ると信じて活動しています。

【平塚市】
●基本情報
項目

内容

地区名

⼟屋地区

実施主体

⼟屋地区サロン送迎部会

開始時期

令和2年（2020年）11⽉

利用対象者

⼟屋地区に居住し、地区社協や公⺠館等の⾏事に参加する⼈

利用者数

7名（新型コロナ感染拡⼤でサロンの中⽌が続いている）

車両台数

（福）つちや社会福祉会所有の⾞両１台

自動車保険等

保険料、ガソリン代は（福）つちや社会福祉会の負担

運転者数／主な運転者層

3名（70歳代の平塚市の安全運転講習会修了者）

送迎に係る利用者負担

無償

予算規模

なし

今後の課題

・今後、利⽤者は増加予定ですが新型コロナ禍で引きこもり者が多く⾒ら
れます。こんな状況を早く解決することが⼤切だと思います。
・継続的に運転者を確保していくことが課題です。

●支援関係スタッフの声

⼩清⽔ さん（⼟屋地区サロン送迎部会・会⻑）
ふれあいサロンの活動で他のメンバーと楽しそうに談笑している姿を⾒る
この活動を始めて良かったと思います。

綾部 さん（移送⽀援リーダー・ドライバー）
地区内の⼤学施設が移転したあとのバスの減便が予想され、
より⼀層危機感を強めています。

⾼津 さん（移送⽀援者・ドライバー）
ほんの短い距離でも坂道の多い⾥⼭の⼟屋地区では⾼齢者の移動には
苦労が多いのだなと痛感しています。

みんなで和むひと時

土屋ざる菊園に移動
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平塚市
０３

買い物と通院の⽀援
（⼟屋地区⼤庶⼦分⾃治会）

公共交通機関の撤退から地域を守れ
平塚市の⼟屋地区は北⻄部の丘陵地帯にある
⼭⾥の雰囲気を残した平塚市の中でものどかな
地域です。地域がら農業に従事する⽅も多いの
ですが、市境を越えて⼩⽥急線の秦野駅⽅⾯に
もバス路線があり、都会的な平塚の良さと秦野
周辺の豊かな⾃然の両⽅が感じられる地域です。
⼟屋地区には現在、神奈川⼤学のひらつかキャンパ
スがありますが、令和５年までに横浜などに移転
する計画が発表されています。湘南ひらつかキャン
パスは平成元年（1989年）にこの地に開設されま
した。現在も約1500名の学⽣が在籍しておりその
３分の１は平塚市内に在住しています。また職
員や学⽣の通勤・通学の⾜としてバス路線が整
備され、JR平塚駅や⼩⽥急秦野駅の路線は１時間
に３～４本のバスが運⾏されています。
湘南ひらつかキャンパスができる以前には１
時間に１本もなかった地域を⾛るバスがキャン
パスの整備とともに急激に整ったという経緯が
あります。今後のキャンパスの移転に伴ってこ
れらのバス路線も減便や廃⽌される懸念もあり、
通勤・通学はもとより地区内には商店やクリ
ニックもほとんどないことから買い物や通院な
どの⽇常⽣活が危ぶまれる⼼配があります。
そこで地域の⾃治会が中⼼となって買い物や
通院の移送⽀援を⾏えないかという議論が湧き
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起こりました。⼀⽅で⾼齢者の介護予防のため
に地区で⾏われている「ふれあいサロン」への
送迎もやって欲しいという意⾒もありました。
地域内に限定された移送⽀援であれば公共交通
機関との競合もなく問題ないように思えました
が、地域の外の駅周辺の市街地や他市への買い
物⽀援となるとさまざまな問題が出てきました。
まず移送⽀援に使う⾞両の問題があります。
⾃家⽤⾞を使っても燃料代や⾃動⾞保険料をど
うするのか、万⼀の事故の際の補償をどうする
のかなどもその⼀つです。しかし「悩んでいる
ばかりでは何も解決しない」と⽅針を転換し、
サロン送迎プロジェクトと買い物・通院⽀援プ
ロジェクトに分け、それぞれのプロジェクトで
最低限のルールを決めて試⾏運転を始めること
にしました。
⾏き先は利⽤者から要望の多かった市内の
スーパー２軒と峠を越えた隣接⾃治体にある
スーパーに決め、通院については利⽤者によっ
てクリニックが異なるため移送⽀援の予約の際
に指定してもらい往路のみの利⽤としました。
数ヶ⽉の試⾏運転ののち、令和３年の４⽉から
は正式運⽤に切り替えて運⽤を続けています。
何事も初めてみなければわからないことが多い
と痛感させられた１年になりました。

【平塚市】
●基本情報
項目

内容

地区名

⼟屋地区

実施主体

⼤庶⼦分⾃治会

開始時期

令和3年（2021年）7⽉

利用対象者

⼤庶⼦分⾃治会に加⼊している⼈

利用者数

7名

車両台数

（福）つちや社会福祉会所有の⾞両2台

自動車保険等

保険料、ガソリン代は（福）つちや社会福祉会の負担

運転者数／主な運転者層

5名（60歳から70歳代の平塚市の安全運転講習会修了者）

送迎に係る利用者負担

無償

予算規模

なし

今後の課題

・今後、継続的に運転者を確保していくことが⼤きな課題です。

●利用者・支援関係スタッフの声
利⽤者A さん
本数の少ないバス便を乗り継ぎ医院まで行っていたが、外出⽀援をしていた
だきありがたい。特に⾬の⽇は苦労しているので助かっています。

利⽤者B さん
⾃宅から、通院している医院まで送っていただけるのでとても助かっています。

利⽤者C さん
コロナ禍で、1⼈で家にこもり誰ともお話をしない時間が多い中、定期的に
地域の⼈に送迎を通じてお話ができるのが楽しみで感謝しています。

瀬川健治 さん（ドライバー・⼤庶⼦分⾃治会⻑）
利⽤者の⽅が、⼟屋に住んでいてよかったと思われるように外出⽀援を
続けていきたい。また、⼟屋の他の⾃治会でも始動されることを望みたい。

内海正男 さん（ドライバー・中庶⼦分⾃治会⻑）
⽉1、2回の送迎を⾏っています。
⾃治会の⼈と会話ができることが楽しみです。

⽊村幸利 さん（ドライバー・下庶⼦分⾃治会⻑）
送迎をして、利⽤者から息⼦や孫に気兼ねなく利⽤できるのがうれしい
との声を聞けてうれしく思っています。
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平塚市
０4

買い物と通院の⽀援
（旭南地区）

広範囲な地域では住民の問題意識もさまざま
旭南地区は、平塚市の西部に広がる11自治会か
らなる広範囲な地区で、団地や集合分譲住宅で
構成される自治会が６自治会含まれ、約8,000世
帯18,000人ほどが居住する住宅地といった特徴が
あります。また、南に湘南平を含む高麗山を含ん
でいて、自然に恵まれた里山の風情もあります。
県道やバス通りの沿線には、スーパーや商店
街もあり、その近辺の住民は日常生活にあまり
不便を感じていないようですが、団地を初めと
して市内他地域に先んじた高齢化が進んでおり、
バス通りから離れたところでは多くの交通弱者
が潜在していると考えられます。
そこで、地区の現状を明らかにするため地区
自治会の協力を得て、令和元年12月に７自治会、
令和２年10月に２自治会の5,535世帯に外出支援
にかんするアンケート調査を実施し48％にあたる
2,651世帯から回答を得ることが出来ました。こ
の結果から、各自治会の年齢構成は様々であり、
商店街から離れた山下・高根地区では20代の子育
て世帯が多いが「移動に不便を感じている」と
の回答が多い一方、比較的商店街や幹線道路に
近い高村地区では、高齢者が多く「外出に不便
を感じている」回答が多い、などの特徴が読み
取れました。
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不便を感じている主な内容としては、買い物
や通院が多く、高齢者に限らず子育て世帯から
の回答が多かったのが印象的でした。またアン
ケート後の令和３年春のバスダイヤ改定で2割ほ
どの減便がありました、これにより今後、更な
る影響が出るのではと懸念しています。
また、外出支援に対して其々の自治会により
温度差が大きく、実施に向けて前向きな自治会
がある一方で、アンケート調査の実施に「まだ
必要ない」とする自治会があったことも事実で
す。そこですべての自治会を纏めて進めるより
も、必要性を強く感じている地区から、小さく
始めていく方向に転換し、「運転ボランティア
をしても良い」という回答が多かった2地域を対
象として、令和３年５月に外出支援活動ボラン
ティア募集のチラシを配布しましたが、アン
ケートでは約1割の人が回答した結果に反して想
定外に応募者が集まらなかったため、改めて今
後の対応を考えています。
また、車両については地区内の福祉施設から
無償で借りられる話がありますが、ボランティ
アの不足がネックになっており具体的な話につ
ながっておらず、停滞しています。今後も外出
支援の実現と地域の課題解決に向けて話し合い
を続けてまいります。

【平塚市】
アンケート結果について
1.自治会別の回答数
自治会名

出縄

万田

万田貝塚

高村西

高村東

高根

上山下

下山下

山下団地

合計

会員世帯数

950

1024

166

750

124

238

550

1,100

633

5,535

回答数

226

750

103

377

68

131

277

478

231

2,651

回答率

23.8％

73.2％

62.0％

50.3％

54.8％

55.0％

50.4％

43.5％

38.5％

47.9%

解答率（関心度）は万田・万田貝塚・高根…の順でした。
回答数の少ない高根・万田貝塚の率が高いのは、自地域の問題として外出支援に対して
関心を持っている人が比較的に多いと考えられます。
2.現在の移動手段に不便を感じていますか？
自治会名

出縄

万田

万田貝塚

高村西

高村東

高根

上山下

下山下

山下団地

合計

不便を感じている

56

141

34

71

21

21

35

98

53

530

不便を感じていな
い・未回答他
不便を感じている
比率

170

622

69

307

47

112

246

380

181

2,134

24.8%

18.5%

33.0%

18.8%

30.9%

15.8%

12.5%

20.5%

22.6%

19.9%

●基本情報
項目

内容

地区名

旭南地区

実施主体

旭南地区協議体

開始時期

令和元年（2019年）12⽉

利用対象者

検討中

利用者数

検討中

車両台数

検討中

自動車保険等

検討中

運転者数／主な運転者層

（平塚市の安全運転講習会修了者の予定）

送迎に係る利用者負担

検討中

予算規模

検討中

今後の課題

・いかに地域のボランティアの協力を得ていくかが課題です。

●利用者・支援関係スタッフの声
須藤 さん（旭南地区協議体代表）
今の課題は、ボランティアの確保です。これまでは旭南地区全域の公平性を考
えて進めてきましたが、今後は地域を絞って出来るところから始めて実績を作り、
徐々に活動の幅を広げて行こうと考えています。
島 さん（旭南地区協議体事務長）
ボランティアの応募がなかったのは、具体的なイメージがわかなかったからだと
思います。そこで、地域を限定して、更に具体的なニーズを掘り起こして支援計
画を作成し、それに基づき地域自治会と協力し、ボランティアを募って行くよう
な活動を試してみたいと考えているところです。早く一つでも成功事例を作りた
いと思います。
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小田原市
０１

片浦地区おでかけサポート

地域の輪・地域の力で、高齢者の外出をサポート
片浦地区は小田原市の西部に位置し、海
と山に囲まれた自然豊かな地域です。おお
よそ住民の２人に１人が高齢者という市内
で最も高齢化率の高い地域であり、高齢に
よる運転免許証の自主返納や公共交通機関
の減便等から、以前より高齢者の移動手段
の確保が課題となっていました。
そこで自治会や民生委員、地域住民の有
志など地域の各種団体で構成されている片
浦地区まちづくり委員会が、平成29年と31
年に地域住民を対象にアンケートを実施し
たところ、家族等に外出を頼める人がいな
い方や近い将来、移動に困る方が多数いる
ことが分かりました。一方でアンケートの
結果から外出支援の取組に協力できる人が
いることも分かりました。
その後も検討を重ね、アンケートで協力
できると回答した方からボランティア運転
員を募り、まずは地域のイベント（夏祭り
や地区体育行事）の送迎から始め、令和２
年１月27日から、地域内の高齢者等の外出
（買い物）支援を行う「おでかけサポー
ト」がスタートしました。
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おでかけサポートは、事前登録制となっ
ています。登録完了後、利用者は実施日の
３日前までにコーディネーターに連絡を行
い、コーディネーターが配車シフトを組み
立て、ボランティア運転員に実施日の運行
内容について連絡します。
おでかけサポートの実施日は、年末年始
と祝日を除く毎週月曜日の午前中で、利用
者の自宅付近から近隣のスーパーまで送迎
します。買い物終了後は、利用者の自宅付
近までお送りし、終了となります。１回あ
たりの利用者数は12～15名程度です。利用
者からは、皆で楽しく買い物ができるほか、
利用者同士の交流も図れ、毎週の利用が待
ち遠しいなどの声があり、大変好評な取組
となっています。
運行に係る経費やボランティア運転員の
確保など、課題はありますが、片浦地区ま
ちづくり委員会では、今後も地域の皆様と
協力し、持続可能な活動となるよう取り組
んでまいります。

【小田原市】
●基本情報
項目

内容

地区名

片浦地区

実施主体

片浦地区まちづくり委員会

開始時期

令和２年（2020年）１月

利用対象者

片浦地区在住の方

利用者数

登録者数31名 １回あたり12～15名程度

車両台数

ボランティア運転員所有の車両６台、社会福祉法人から貸与を
受けた車両２台

運転者数／主な運転者層

７名／40代前半～70代前半

送迎に係る利用者負担

ガソリン代実費分

予算規模

令和３年度 814,020円

今後の課題

・ボランティア運転員の確保
・運行に係る予算の確保

片浦地区まちづくり委員会
委員長 鈴木 裕章 さん
様々な課題はありますが、おでかけサポートは
地域の方の移動手段の一つで、なくてはならな
い取組になっています。一つ一つの課題を解決
し、活動を継続してまいります。

コーディネーター兼ボランティア運転員
松本 勝蔵 さん
おでかけサポートは、外に出るきっかけ
となり、健康増進にも繋がる取組です。
今後もお互いさまの精神をもって活動を
してまいります。

ボランティア運転員
山本 俊一 さん
地域のお役に立てることはもちろんのこと、地
域の方と交流もでき、とても楽しく活動をして
います。これからも地域に貢献ができるよう活
動を続けてまいります。

利用者 Ｓさん
毎週、地域の皆さんと楽しくお買い物を
しています。運転員の方は送迎だけでな
く、重い荷物を持ってくれたりしてとて
も助かっています。
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茅ヶ崎市
０１

湘南地区「おでかけワゴン」事業

～くらしの足を地域で支える～地域住民が主体！市民自治の取組
湘南地区は、市内の最南西部に位置し、海や
豊かな自然環境が残された、「湘南」という名
にふさわしいイメージの地区です。
湘南地区では、路線バスやコミュニティバス
の通っているエリアが限られているため、日常
の買い物や病院への通院などで困っている住民
がたくさんいます。
今後、高齢化に伴う運転免許の返納に伴い、
近い将来、車の運転や自転車移動が困難になる
と地域住民から不安の声があがっていました。
路線バスなどの公共交通による交通整備を望む
声もありますが、事業の採算性や財政状況など
様々な課題がありすぐに解決することが困難な
状況です。
そこで、「自分たちのできることからはじめ
よう」と、湘南地区まちぢから協議会が中心と
なって、企業・事業者やNPO法人と連携を図りな
がら、乗用車を使った自主運行の仕組みを構築
し、「おでかけワゴン」の取組をはじめました。
おでかけワゴンとは、神奈川県の「共生社会
仕組みづくり外出支援モデル事業」を活用した
もので、湘南地域の交通空白地における公共交
通手段を補完する新しい移動手段として、住民
がお互い支え合いながら「外出支援」を行う取
組です。
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運行当初は、毎月30名程度だった利用者が、
直近の令和３年８月には、138名まで増えていま
す。地域に無くてはならない事業として認識さ
れ始めています。
現在は、利用者の利用率向上と新型コロナ感
染拡大防止の観点による乗車定員の制限による
影響を受け、事前予約制として、定員を減員し
た暫定運用を行っています。
定期的に打ち合わせを行い、コロナの対応や、
よりよいサービスの実現に向けてどのようにす
ればいいのかスタッフで話し合っています。
今後も地域に必要とされる事業を継続してい
きたいです。
右肩上がりに利用者
が増えています。

翔の会から
借りている車両。

【茅ヶ崎市】
●基本情報
項目

内容

地区名

湘南地区

実施主体

湘南地区まちぢから協議会

開始時期

令和２年４月（令和２年２月よりプレ運行）

利用対象者

湘南地区の住民

利用者数

合計１１５０人

車両台数

１台

運転者数／主な運転者層

１３人／６０－７０歳

送迎に係る利用者負担

１回１００円（実費相当分ガソリン代）

予算規模

１，３３０，０００円

今後の課題

・車両台数の不足（現在は有志の私用車を併走）
・自走化（県の補助金がなくなった後の財源確保）

運行管理者
渡邉 又雄さん
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、ワゴンを中止
することは簡単。だけども、生活に必要な買い物や通院のため
に外出しなければならない人がいます。ありがとうの声を励み
に頑張れています。

利用者の声
主人の歩行が難し
いが、二人一緒で
乗車出来て、外出
の機会が出来た、
好きな買い物がで
きて良かった。

実行委員会で課題解決の
打ち合わせをしています

地域向けの説明会
も行いました

湘南地区まちぢから協議会後藤会長をはじめ運行スタッフの皆さん
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秦野市
０１

送迎ボランティア“おたすけ隊”

高齢者の「足に困った」をたすけたい！
秦野市大根地区は起伏が多く、鉄道が最
も低いところを通っており、主なスーパー
マーケットやドラッグストア、クリニック
は駅の周辺にあるため、帰り道は荷物を
持ってかなりの高低差を登っていかなけれ
ばなりません。さらに、地区の高齢化率は
市の平均を上回り、一人暮らしや高齢者の
みの世帯が増加していることから、高齢者
の移動が課題となっています。
その中で、このような地域の課題を何と
かしたいという共通の思いを持つ、市の
「地域支え合い型認定ドライバー養成研
修」修了者が集まり、半年以上かけて実施
要綱を練り上げ、この団体を立ち上げまし
た。
利用できるのは、大根地区に住む高齢者
及び障がい者で、身体的な問題等で公共交
通機関を利用することが難しい人です。た
だし、介助の必要がなく、自分で買い物や
通院ができる人としています。
利用は事前登録制ですが、登録前に地域
の地域包括支援センターを通し、ドライ
バーと一緒に面接を行います。これは支援
センターに支援が必要な高齢者の情報が集
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まっているためですが、支援センターと連
携することで利用者の状態が変化した際に
次の支援につなぐことができるほか、タク
シー代わりの利用を防ぐ目的もあります。
送迎は買い物又は通院で、通院の場合は
原則送りのみとしています。顔なじみのド
ライバーが買い物や通院など希望に合わせ
て送迎してくれるため、利用者からは大変
好評です。
通院を送りのみとしているのは、ドライ
バーの待機時間をなくし、負担を軽減する
ためで、診察時間が決まっている場合は帰
りも送るなど、臨機応変な対応をしていま
す。
現在は、ドライバー１人あたり週約２回
の送迎を実施しています。なかなか外に出
る機会がない利用者にドライバーから声を
かけて買い物に誘い、普段は行くことのな
い店に行くことができた等大変喜ばれてい
ます。
今後、活動の継続と増える利用者に対し
て、担い手となるドライバーをいかに増や
していくかが課題となっています。

【秦野市】
●基本情報
項目

内容

地区名

大根地区

実施主体

送迎ボランティア“おたすけ隊”

開始時期

令和2年2月

利用対象者

大根在住の高齢者及び障がい者

利用者数

36人

車両台数

7台（ボランティアのマイカー）

運転者数／主な運転者層

7人／60歳代後半～70歳代

送迎に係る利用者負担

1回100円（燃料代として）、その他駐車場代等実費

予算規模

約50,000円

今後の課題

・ボランティア会員（後継者）をどう増やすか
・利用者の増加とボランティアの負担感のバランス

おたすけ隊代表 安部さん
買い物が終わり喜ぶ笑顔。遠くの病院で
診察を受けほっとする笑顔。我々を動か
しているのは、地域高齢者の喜ぶ姿と感
謝の言葉、そして隊員の真心です。

利用者 Ｍさん
本当に助かっています。自分もかつてボ
ランティアをやっていたのでこのような
活動はとても大変なことであると思いま
す。ぜひ継続していただきたいです。

利用者 Ｙさん、Ｍさん
感謝しかありません。以前は荷物を背負って
坂を上っていましたが、車で家の前まで送っ
てもらえるので重いものも買えるようになり、
とても助かっています。
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秦野市
０２

菩提買物支援隊

いつまでも住みやすいまちのために地域の力を結集！
秦野市北地区は丹沢の山間からふもとに
かけて広がっており、そのうち支援の対象
としている菩提地区（４自治会）は山側に
位置し、広い区域を有しています。バス停
から距離のある家が多く、遠いところでは
40分以上かけて歩いていく必要があります。
地区内に個人商店のほかに店がなく、買い
物先や通院には自家用車が主な交通手段に
なっていますが、一人暮らしや高齢者のみ
の世帯も増えており、高齢者の移動は菩提
地区全体の課題です。
その中で、令和２年４月に地域の実態を
把握するためのアンケート調査を行い、そ
の結果を元に菩提地区自治会連合会を中心
とした地域の有志による検討会を立ち上げ
ました。
このアンケートは無記名で、現在の困り
感などを聞きましたが、検討会で協議を重
ね、令和３年５月により具体的に移動支援
の利用希望等を聞く２回目のアンケートを
記名式で実施しました。アンケートでは
「利用したい人」と「支援できる人」を募
り、令和３年７月から買い物への送迎を行
う試験運行を開始しました。
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運行方法は、近隣の社会福祉法人から車
両を借り受け、検討会の有志メンバーで運
転と添乗を行い、利用者を自宅まで迎えに
行く方法としました。家が点在しており、
任意の集合場所まで行くことが難しいこと
から、個別に家を訪問する形にしました。
行先は４kmほど離れたスーパーマーケット
で、ドラッグストアやホームセンター等も
入った複合施設になっています。
利用者は、玄関まで送迎してもらえるた
め、重いものやかさばるものなどを気兼ね
なく買うことができ、大変喜ばれています。
ボランティアも同じ自治会内で顔見知りで
あるため、安心感があり、毎週会うことで
地域での見守りにもつながっています。
今後は、本運行に向け協議を継続してい
くとともに、菩提地区内の別の自治会内で
も同様の形態による運行を検討していきま
す。また、１回目のアンケートでは、「今
は困っていないが近い将来困る」と答えた
人が35％おり、将来的なニーズにどう対応
していくか、またその担い手をどう確保す
るかが課題です。

【秦野市】
●基本情報
項目

内容

地区名

北地区

実施主体

菩提地区自治会連合会

開始時期

令和3年11月4日

利用対象者

菩提地区在住の高齢者

利用者数

3名（試行時点）

車両台数

1台（社会福祉法人三者が持ち回りで提供）

運転者数／主な運転者層

4人／60歳代～70歳代 ほか添乗員6人あり。

送迎に係る利用者負担

なし

予算規模

約40,000円

今後の課題

・継続していくための担い手の確保
・買い物以外のニーズへの対応

菩提地区自治会連合会
ボランティアの皆さん
地域で困っている人がいて、自治会で何とかしたいと思っ
て準備を進めてきました。継続する事業にできるよう、少
しずつ活動範囲を広げていきたいと思います。

利用者の皆さん
重いものも買えて助かります。
車の中でのおしゃべりも楽しいです。

（活動の様子）
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綾瀬市
０１

吉岡買い物支援プロジェクト

笑顔で買い物 元気よく
＜地区の概要＞
吉岡は綾瀬市の南西に位置し、細長い面
積で南北に３km、東西に２kmと市内でも大
きい面積を有しており、農地や工場が多い
地区です。
＜事業背景＞
井戸端会議（生活支援体制整備のための
話し合いの場）で、交通の便が悪い、高齢
者の免許返納者が増える等課題が挙がった。
そこで、生活に直結する買い物が不便であ
る所に目をつけて、買い物の足を確保しよ
うと、プロジェクトを設立しました。
＜事業経過＞
平成31年３月から４回の試験運行を重ね、
令和元年10月15日から本格運行を開始、吉
岡にある社会福祉法人唐池学園理事長にも
プロジェクトに参画していただき、２台の
ワゴン車の貸与と、運転手の協力をいただ
き活動しています。（ガソリン代、自動車
保険も協力）
コロナ対策として、上述のワゴン車２台に
加え２台の個人の車を借用し運行して利用
者に喜んでいただいています。
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＜仕組みと課題＞
現在は吉岡の一部の地区（５・６区）のみ
を対象にしていますが、今後は、吉岡の他
地区の方も参加募集をし、拡大に努めてま
いります。課題は、運転ボランティア不足
です。現在の利用者は20名・運転ボラン
ティアは、７名です。内、現役２名は、土
曜日にお願いしています。月間３回火曜日
を主体に運行し、隔月で最終土曜日も運行
しています。利用者には地域の交流も含め
毎回楽しんで参加していただいています。
※実績
（令和元年10月～令和２年３月）
運行日数17日、利用者数290人、延べ使用
車両34台
（令和２年４月～令和３年３月）
新型コロナ緊急事態宣言発令により13回実
施断念、運行日数23日、利用者数334人、
延べ使用車両68台
（令和３年４月～令和３年９月）
新型コロナ緊急事態宣言発令により６回実
施断念、運行日数12日、利用者数134人、
延べ使用車両38台

【綾瀬市】
●基本情報
項目

内容

地区名

吉岡地区

実施主体

綾瀬市吉岡地区社会福祉協議会

開始時期

令和元年10月15日

利用対象者

地域にお住まいの方で、高齢や障がいにより、買い物等に不便
を感じている方

利用者数

20名

車両台数

唐池学園（福祉施設）２台 個人２台 合計４台

運転者数／主な運転者層

７名(ボランティア/65～76歳 現役50代２名含む)

送迎に係る利用者負担

なし（利用者の寄付）

予算規模

年間38万円（令和４年度計画）

今後の課題

・対象地域の拡大（現在は、５・６区のみ）
・運転ボランティアの補充 若手60代の発掘

吉岡地区社協（吉岡買い物支援プロジェクト）
代表 加藤 功 さん
コロナで密にならないように車を増やし
対応しています。安心して、安全にゆっ
くりと買い物ができるよう心掛けていま
す。皆さんが買い物の日を待ちわび楽し
みにしています。

利用者 Ｔさん
早朝より買い物ツアーの車中で、ご近
所さんとおしゃべりが始まり、楽しみ
ができました。重い荷物を乗せたり、
玄関まで運んでくださったり、運転の
方には感謝しております。
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綾瀬市
02

寺尾南地区社協（サロン「なごみ」）

住み良い街づくり、住んで良かった街づくり
＜地区の概要＞
寺尾南は令和３年３月に開通した綾瀬ス
マートインターチェンジの近くに位置し、
谷あいになっており坂の多い地域です。
＜事業背景＞
平成26年３月、寺尾南地区社協では、高
齢者が気軽に立ちよりお話し合いができる
場、また、閉じこもり防止を目的としてボ
ランティアセンタ－サロン「なごみ」を開
所しました。なお、施設利用者の車による
送迎は、行っておりません。
この結果、サロン「なごみ」迄、自宅か
ら距離のある方々の利用者が少なく、利用
者の地域格差を生じています。
＜事業経過（今後の抱負）＞
サロン「なごみ」施設利用者の地域格差
の改善を図る為、令和元年11月より外出移
動支援活動に取り組みました。
寺尾南地区内とサロン「なごみ」を結ぶ
試行運行を過去２回実施しましたが、令和
２年３月から新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、サロン「なごみ」が閉所とな
り、活動を休止しました。
サロン「なごみ」再開にあたり、第３回
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試行運行を令和３年８月半ばに予定してい
ましたが、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため延期し、非常事態宣言解除後に、
地域内とサロン「なごみ」を更に買い物客
に利用頂き、地域に貢献する方向で計画し
ています。
令和３年12月迄に試行運行を１～２回実
施、試行運行データを活用し、本格運行を
令和４年１月実施方向で検討しています。
本格運行の活性化を図る為、プロジェク
トチ－ムの発足。また、若年運転手の確保
が今後の課題です。
＜仕組み＞
プロジェクトチームを発足し、事業を展
開していきます。

【綾瀬市】
●基本情報
項目

内容

地区名

寺尾南地区

実施主体

綾瀬市寺尾南地区社会福祉協議会

開始時期

令和元年11月

利用対象者

サロン「なごみ」利用者及び買い物客

利用者数

30名

車両台数

１台（当面福祉施設車両を借用）

運転者数／主な運転者層

５名／寺尾南地区在住者

送迎に係る利用者負担

原則無料・・寺尾南地区社協経費で賄う。

予算規模

年間40万円（令和４年度計画）

今後の課題

送迎車の若年運転手不足及び送迎車の添乗員の確保
地域内各団体との外出移動支援プロジェクトチ－ムの発足

寺尾南地区 社協
会長 中山惠之 さん
サロン「なごみ」利用者さんの地域格差
の改善に取り組みます。

利用者 Ｍさん
地区社協の紹介で活動を知りました。
買い物便の実現を願っています。

活動支援者
長崎 さん
利用者さんから、ありがとうの声に励ま
されました。

利用者 Ｋさん
送迎車があれば、今後、なごみに行ける
のが楽しみです。
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綾瀬市
03

綾西 みんなの足プロジェクト

元気高齢者のまち「綾西」を創る“綾西みんなの足”
・地区の概要
綾瀬市も、昭和30年代の高度経済成長や
首都圏への人口集中の流れの中で、昭和40
年代以降、工場の進出や宅地造成により人
口が著しく増加しました。
綾西地区は、昭和40年代に相鉄によって
宅地造成され、一部にはアパート等の集合
住宅もありますが、大半は戸建てからなる、
農地や森林のない住宅地のみの地域です。
山林を宅地造成したため、坂が多く住宅は
碁盤の目のように建てられています。
・事業背景
綾西地区は、令和３年２月１日現在65歳
以上の高齢化率は41％（綾瀬市全体は、
27.3％）で、1.5倍の高齢化率の高い地区
になっています。
綾西地区は、元気な高齢者の多い地区だ
と言われていましたが、要介護認定率は、
14.9％で、市全体とほぼ変わらない状況と
なっており、高齢者への外出支援等が求め
られています。
・事業経過
平成29年11月から、外出支援事業のため
の学習会、見学会等を実施しました。
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平成30年度は、買い物や公園等への外出
支援の試験運行を５回実施しましたが、年
度の後半は新型コロナ感染拡大に伴い活動
は休止しました。令和２年６月から活動を
再開しました。
令和２年度においては、グリーンスロー
モビリティ（以下グリスロ）についての現
地見学会や試験運行を実施しました。
令和３年度においては、新型コロナのワ
クチン集団接種会場への送迎、地元の商店
街で開催されるバザール大市のお帰りの足
支援事業を実施しています。
10月からは、国土交通省国土政策総合技
術研究所が行う、モビリティ実証実験に協
力し、綾西地区へのグリスロ導入について
検討しています。

【綾瀬市】
●基本情報
項目

内容

地区名

綾西地区

実施主体

綾西みんなの足(会員数13名)

開始時期

平成30年

利用対象者

綾瀬市綾西地域の高齢者

利用者数

150名（モデル事業開始からの延べ人数）

車両台数

所有台数ゼロ（綾瀬市の公用車貸出制度を利用）

運転者数／主な運転者層

６名/60～70歳代

送迎に係る利用者負担

無料

予算規模

年間50万円（令和４年度計画）

今後の課題

・継続運行に向けて事業費の確保
・潜在利用者・潜在ニーズの発掘

利用者 Ｋさん
買い物でお米や飲料水を買っても自宅ま
で送っていただけるのでとても重宝して
います。これからも続けて欲しいです。

綾西みんなの足プロジェクト
代表 川島 実 さん
高齢者が日頃、通院・買い物等の足
に苦労しながら、それぞれ工夫しなが
ら生活をしている事が実感することが
出来ました。
本事業の実施により、感謝の言葉を聞
けたことは、大いに励みになりました。

利用者 Ｓさん
新型コロナワクチンの集団接種会場まで、
２回往復していただきました。接種会場
までの移動手段がなく困っていたところ
町内会の回覧で、「みんなの足」を知り
ました。とても助かりました。
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道路運送法と移動サービスの関係
（１） 道路運送法上の取扱い
道路運送法では、運賃収受の有無や対象者、地域特性等によって適用する制度
が異なります。住民主体の移動サービスは、道路運送法に基づいて整理すると、
下記の図のようになります。※概略は下の図のとおり。
（２）自家用有償旅客運送（道路運送法第79条に基づく登録）
自家用有償旅客運送は、バス、タクシーだけでは高齢者の生活を支える十分な
輸送が提供されない地域において、住民等の日常生活における移動手段を確保す
るため、国土交通大臣の登録を受けた市町村やNPO 等が自家用車
（白ナンバー）を用いて有償で運送する仕組みです。
乗合バス相当、又はタクシー上限運賃の１/２程度を目安に運送の対価を受け
取ることが可能です。市町村又はNPO 法人等が運送主体となる「交通空白地有
償運送」、「福祉有償運送」があります。
市町村が行う「交通空白地有償運送」は、直接実施又は交通事業者に運行委託
されるケースが多く、社会福祉協議会やNPO法人、まちづくり協議会等に委託す
るケースもあります。
同じく市町村が行う「福祉有償運送」は、社会福祉協議会へ委託されている
ケースが多くなっています。
（３）道路運送法における許可又は登録を要しない運送
地域や地区ごとの移動ニーズに対応するために、ボランティアが地域の助け合
い活動の一環で行う移動サービスも広がりを見せています。有償の運送に当たら
ない移動サービスについて、国土交通省から次頁のような通達が出されています
（平成18年、30年、令和２年一部改正）。
許可（福祉輸送事業限定許可等を含む）
あり

運
賃
収
受

登録（自家用有償旅客運送）
タ
ク
シ
ー
の
２
分
の
１
目
安

交通空白地有償運送（市町村又はＮＰＯ法人が実施）

福祉有償運送（市町村又はＮＰＯ法人が実施）

なし

許可・登録不要
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「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」
（国自旅 第338号 平成30年３月30日、
一部改正 国自旅 第328号 令和２年３月31日）より引用
（略）…それぞれの事例に即して個別に総合的な判断を行うことが必要であるが、
主として、ボランティア活動における送迎行為等を念頭におきながら、許可又は
登録が不要な場合の考え方及びこれに該当すると思われるケースの例を示せば、
次のとおりである。
（１）サービスの提供を受けた者（以下「利用者」という）からの給付が、
「好意に対する任意の謝礼」と認められる場合
（２）利用者からの給付が、金銭的な価値の換算が困難な財物や流通性の乏しい
財物などによりなされる場合
（３）当該運送行為が行われない場合には発生しないことが明らかな費用
（同種の運送を行った場合には、運送目的、運送主体を問わず発生する
費用に限る。）であって、客観的、一義的に金銭的な水準を特定できるもの
（ガソリン代、道路通行料及び駐車場料金）を負担する場合
（４）市町村が公費で負担するなど利用者は対価を負担しておらず、反対給付が
特定されない場合など

＜道路運送法上の取扱い整理表＞

法律上の
呼称
運行主体

対象地域が交通空白地のみ

利用対象者が要介護者等のみ

法律上の明確な
位置付けなし

交通空白地有償運送

福祉有償運送

住民主体の移動
サービス

市町村又はＮＰＯ等

ナンバー
運転免許

住民ボランティ
ア・住民団体等

白ナンバー
１種免許でも可（要認定講習）
限定（要介護者等）
※会員登録が必要

対象者

地域住民・観光旅客・その他来訪者

不特定

利用者
負担

有償(路線を定めて行う場合は乗
合バス運賃が目安）

有償（タクシーの概ね１/２が目安）

ガソリン代実費等

概要と
典型例

・市町村又はＮＰＯ等による住民
の送迎サービス（相乗り・個別輸
送、路線・路線無し等）
・一般車両を使用（乗車定員11
人以上のバスや福祉車両も可）

・市区町村又はＮＰＯ等による要
介護者等の移動制約者の送迎
サービス
・福祉車両や一般車両を使用し、
基本は個別輸送

住民団体やボラン
ティア等による、
高齢者等の送迎
サービス（送迎の
対価としての利用
者からの金銭等
の受領は不可）
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外出支援事業創出までのプロセス例

ＳＴＥＰ１

ＳＴＥＰ２

ＳＴＥＰ３

ＳＴＥＰ４

ＳＴＥＰ５

ＳＴＥＰ６

ＳＴＥＰ７

ＳＴＥＰ８
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• 地域の現状やニーズの把握
• 地域資源の発見・調査
• 外出支援の必要性の検討
• 外出支援事業の計画設計
• 実施に向けた準備：講習会等
• 仕組み化と組織化
• 試行実施：課題抽出
• 本格実施：課題整理と対策

STEP1 地域の現状やニーズの把握
• アンケート調査等を元に地域の課題やニーズを把握する
• 地域の課題を認識し、どのような地域にしていきたいか、
外出に困っている人にどんな支援ができるかを話し合う
STEP2 地域資源の発見・調査
• 地域にある資源（人・物・場所・財源など）をリストアップする
• 繋がれそうなキーマンや企業・団体等を探す
STEP3 外出支援の必要性の検討
• STEP1の現状やニーズ、STEP2の地域資源をもとに
外出支援の必要性を考える
• 自分たちの地域で行う外出支援のイメージを考える
STEP4 外出支援事業の計画設計
• 中心メンバーを組織化し、今後の計画を立てる
• 各メンバーが自分にできることは何かを考える
• 関連する施策（交通サービスや福祉制度）や他地域の
情報を問合せや視察などにより得る
• STEP２の地域資源を活用しながら、事業の仕組みや必要なモノ・
条件を具体化する
• 必要に応じて行政等との調整を行う（道路運送法等の確認含む）
STEP5 実施に向けた準備：講習会等
• 運転者育成講習会、保険の勉強会、ルート確認など事業実施に向け
た準備を行う
STEP6 仕組み化と組織化
• STEP４で設計した計画を具体な仕組みに落とし込む
• 必要な資金、人、車両(保険含む)、拠点などを確保する
• 目的、対象者、活動頻度、利用の流れなどを決める
• 会則、利用者と支援する人の位置づけなど組織の形を整える
• 複数の主体が連携する場合は協定書等を取り交わす
STEP7 試行実施：課題抽出
• 利用したい人を募り、試行的に運行する
• 運転者や運行の管理者等、事業運営に協力する者を
募集・登録する
• 利用人数等の運行結果や事業収支等を管理する
また利用する人と運営する人、双方にアンケート等を行い、
事業の成果や課題を抽出する
STEP8 本格実施：課題整理と対策
• STEP7での試行実施結果を踏まえて課題を整理する
• 地域で話し合い、課題への対策を図りながら本格実施にうつる
※ 各STEPは前後したり、繰り返したりして進めていく
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共生社会仕組みづくり外出支援モデル事業
市

平塚市

地区

運行状況

目的

須賀
新田

週１回

買物

月５～８回程度

通院等

土屋

月２回程度

買物、通院等

土屋地区サロン送迎部会、
大庶子分自治会

旭南

（検討中）

－

旭南地区協議体

連絡先：平塚市福祉総務課
片浦
小田原市

茅ヶ崎市

秦野市

週１回(２便)

事業主体及び連絡先
須賀新田シニアクラブ

℡：0463-21-9848
買物

片浦地区まちづくり委員会

連絡先：小田原市市民部地域政策課
地域コミュニティ係

℡：0465-33-1389

湘南

湘南地区まちぢから協議会

週１回(４便)

買物、通院等

連絡先：茅ヶ崎市総務部市民自治推進課

℡：0467-82-1111

大根

月８回程度

買物、通院等

送迎ボランティア「お助け隊」

北

週１回(１便)

買物

菩提買物支援隊

連絡先：秦野市高齢介護課

綾瀬市

一覧

℡：0463-82-7394

吉岡

月３回程度

買物

吉岡地区社会福祉協議会

寺尾南

単発

サロン送迎等

寺尾南地区社会福祉協議会

綾西

単発

買物等

綾西みんなの足

連絡先：綾瀬市福祉総務課

℡：0467-70-5613

おわりに
令和元年度から５市10地区において外出支援モデル事業を実施し、上記一覧表の
とおり、各地区において外出に困りごとを感じている人々への支援のモデルを示すこ
とができました。
今後、県では、外出支援の取組みが県内各地に広がっていくよう、本事例集を始め
としたモデル事業の情報共有などにより、外出支援の横展開を進めてまいります。
本事例集の制作にあたり、御協力いただきましたモデル地区の皆様に御礼申し上げ
ますとともに、各地方公共団体にとって、本事例集が外出に困りごとを抱えている
人々の支援策を検討する際の一助として、御活用いただければ幸いです。
神奈川県福祉子どもみらい局共生推進本部室
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