
都道府県
市区町村

問1 市町村の中に生活に支障が生じている地域はありますか。

問2 問1で「支障が生じている地域がある」と答えた方にお尋ねします。
それは、どのような地域ですか。（複数選択）

問3 問1で「支障が生じている地域がある」と答えた方にお尋ねします。
そうした地域へ行政として何らかの支援を行っていますか。

問4 市町村の中に、「暮らしを支える活動」に取り組む組織はありますか。
ある場合、ご存じの範囲内でその組織数を教えて下さい。

（組織数） 組織

「暮らしを支える活動」に取り組む組織に関する　実態把握　アンケート

○○市
○○県

　高齢化と人口減少、さらに地方財政の悪化が進む中、地域によっては民間企
業や行政による「暮らしを支えるサービス」の提供が困難になり、そこでの生
活に支障が生じる状況が想定されます。
　一方、自治活動としては、従来から実施されていた旅行や運動会などの親睦
行事、地域の祭の運営や冠婚葬祭の手伝いなどの相互扶助による伝統的な活動
から一歩踏み出し、地域の住民が中心となって、コミュニティバスの運行や、
弁当配達・給配食サービス、買い物支援（配達・地域商店運営・移動販売な
ど）をはじめとした生活支援サービスや、高齢者への声かけ・見守り、高齢者
交流サービスなどの高齢者福祉サービスなどの「暮らしを支える活動」に取り
組む組織を立ち上げ、運営している事例が各地で見受けられるようになりまし
た。
　総務省と農林水産省では、こうした「暮らしを支える活動」についてのニー
ズ、実際の取組内容やその他取組む組織の形態などの実態調査を行い、今後の
施策の検討を行っていくこととしています。
　ついては、業務多忙の折申し訳ありませんが、以下のアンケートの回答にご
協力をお願いします。

回答後、組織の構成や取組内容につい
て、別紙へ記入をお願いします。

はいいいえ

ない

今後支障が生じそうな地域がある

支障が生じている地域がある

需要が少ないまたは減少し、民間が参入しづらい・民間がサービスを縮小した地域

行財政の合理化等の観点から行政サービスを縮小した地域

その他

地域交通、福祉等のサービスを担っている民間会社等への支援

コミュニティバスの運営など、サービスの代行

その他

支援している 支援を検討している 特段、支援の予定はない

実施または検討している支援内容（複数選択）



問5 問4で「はい」と答えた方にお尋ねします。
組織に対し、行政として何らかの支援を行っていますか。

問6 「暮らしを支える活動」に取り組む組織を、現在ない地域に立ち上げて
いく必要があると感じますか。

問7 問6で「今すぐ必要と感じる地域がある」と答えた方にお尋ねします。
それはどのような地域ですか。（複数選択）

問8 国へ期待する支援策はありますか。

問9 ここ５～６年の地域活動、移住者の動向について、教えて下さい。

（1）「暮らしを支える活動」以外の活動（相互扶助、清掃美化等）の状況を教え
て下さい。

（2）移住に関する問い合わせは増えていますか。

（3）移住者の傾向を教えて下さい。増加している場合、その年齢層を教えて下さい。

ご協力ありがとうございました。
引き続き、別紙の回答をお願いします。

必要性を感じない

今後必要と感じる

今すぐ必要と感じる地域がある

ない

ある

需要が少ないまたは減少し、民間が参入しづらい・民間がサービスを縮小した地域

行財政の合理化等の観点から行政サービスを縮小した地域

その他

活発になっている 現状維持 低調になっている

増加している 変化なし 減少している

変化なし

減少している

20～30代

40～50代

60歳以上

増加している

Ｕターン者

変化なし

減少している

20～30代

40～50代

60歳以上

増加している

Ｕターン者以外の移住者

設立支援 経常活動費支援

人的支援 活動施設の使用等の配慮

要望はあるが、支援は難しい

支援要望がない、分からない
支援している、支援を検討している

実施・検討している支援内容（複数選択）



別紙

「暮らしを支える活動」に取り組む組織が複数ある場合、ファイルをコピーして下さい。

都道府県 ○○県

市区町村 ○○市

問1 「暮らしを支える活動」に取り組んでいる組織名を教えて下さい。

問2 「暮らしを支える活動」に取り組む組織の活動範囲、立地条件を教えてください。

問3 「暮らしを支える活動」に取り組む組織が法人の場合、その法人格（NPO法人、

株式会社など）を教えてください。法人格を持っていない場合は、「任意団体」

としてください。

問4 「暮らしを支える活動」に取り組む組織の主な構成者（会員）を教えて下さい。

また、地域外の人材や組織の扱いを教えて下さい。

問5 主として組織の活動を担っている者（主たる労務の提供者）の人数、属性（地域

おこし協力隊員等の有無を含む）、年齢の主な傾向を教えて下さい。

「暮らしを支える活動」に取り組む組織に関する　実態把握　アンケート　個票

平成の合併前市町村 昭和の合併前市町村 大字（大字＝集落を含む）

集落（大字内に複数の集落がある場合） 不明

その他

活動範囲

1人 2～5人 6～10人

11～20人 21人以上 不明

人数

30代以下中心 40～50代中心 60代以上中心

特段の傾向なし 不明

年齢層

認可地縁団体 NPO法人 株式会社 任意団体

その他

組織の法人格

都市的地域 平地農業地域 中山間地域

立地条件

地域内部の人材 外部の人材 特段の傾向なし 不明

属性

地域おこし協力隊 ／ 集落支援員 がいる。活動の担い手の中に、

地域外の人材や組織は、

地域内の（ほぼ）全世帯（世帯単位） 地域の（ほぼ）全住民（個人単位）

地域内の有志

組織の構成者（会員）

地域内の諸組織、団体（集落含む）

その他

構成者（会員）になれる。地域外の人材、組織の扱い



問6 「暮らしを支える活動」に取り組む組織が実践している活動内容とサービスの料金

形態、主な利用者、対象者（地域の住民全員、高齢者など）を教えてください。

（有償かどうかの判断は、サービスに対する利用料、配達料、会費等がある（含ま

れる）かどうかによります。個別のサービスと直接結びつかない年会費、月会費は

組織運営一般に使用するものとして、この問では無償とします。）（複数選択）

分類 料金形態

総合

生活支援

関係

高齢者福祉

関係

子育て支援

関係

産業支援

関係

その他

問7 「暮らしを支える活動」に取り組む組織の主な収入源を3つ教えて下さい。

構成員からの会費

利用者からの利用料

基金の運用益、取り崩し

市町村からの補助金

国や都道府県からの補助金

その他の収益事業

その他

ご協力ありがとうございました。

利 用 者 、 対 象 者活 動 内 容

市町村役場の窓口代行

コミュニティバスの運行、その他外出支援

サービス

地域の住民全員

通勤・通学者

高齢者・交通弱者

その他

地域の住民全員

送迎サービス（学校、病院、その他高齢者

福祉施設など）

通勤・通学者

施設利用者・高齢者

その他

雪かき・雪下ろし 地域の住民全員

高齢世帯

その他

弁当配達・給配食サービス 高齢世帯

その他

買い物支援（配達、地域商店の運営、 地域の住民全員

高齢者・交通弱者

その他

声かけ、見守りサービス

高齢者交流サービス

高齢世帯

高齢独居世帯

高齢世帯

移動販売など）

庭木の剪定、その他庭の手入れ 地域の住民全員

高齢世帯

その他

保育サービス 子育て世帯

子育て世帯一時預かり

地域の全農家

農産物の庭先集荷

地域の高齢・特定農家

その他

その他

遊休農地の手入れ

地域の全農家

地域の高齢・特定農家

その他

有償

有償

有償

有償

有償

有償

有償

有償

有償

有償

有償

有償

有償

農林漁業

農林水産物加工

その他

事業内容（複数選択）

主な収入３位までを選んで、1～3の数字を記入。



（参考） 
「暮らしを支える活動」に取り組む組織に関する実態把握 アンケート 参考資料 

 
 
 
 
 
 
 
 
○ 地域住民が中心となって次のような活動を行っている組織を調査の対象とします。た

だし、公費による、または無償での活動のみを行っている組織は、調査の対象外です。 
 
総合的なもの 市町村役場の窓口代行 
生活支援関係 コミュニティバスの運行、送迎サービス、雪かき・雪下ろし、庭

の手入れ、弁当配達・給配食サービス、買い物支援（配達・地域

商店運営・移動販売など） 
高齢者福祉関係 声かけ・見守り、高齢者交流サービス* 
子育支援関係 保育サービス、一時預かり 
産業支援関係 農産物の庭先集荷、遊休農地の手入れ 

 
 

無償で、高齢者に見守り活動を行っている………………………………（無償での活動） 

市から業務を受託し窓口代行、行政相談を行っている…………………（公費による活動） 

農産物の庭先集荷の際に、声かけ活動（無料）を行っている…………（両方とも調査対象） 

 
注）次のような活動は、地域住民が中心となって行っていても、記載の必要はありません。 

相互扶助関係 地域の祭りの運営や冠婚葬祭の手伝い、募金協力 
清掃美化関係 地域の道路、水路、公園等の清掃美化、資源リサイクル活動等 
親睦活動関係 運動会、旅行、バザー等 
防災防犯関係 避難訓練、消火訓練、防犯、交通安全活動 
社会学習関係 地域史・民俗学習、伝統文化・食文化の学習・継承等の地域学習活動、

ICT 講座、料理研究会、創作展覧会等の文化活動 
生産活動関係  農業生産活動、直売、加工 
その他  これらの活動にかかる会合、寄合など 

 
また、以下の例は、今回「暮らしを支える活動」の調査の対象としません。 

1 主に都市部（人口集中地区）を対象としているもの 
2 一般の経済活動の一環として行われているもの 

 

アンケート 

に記入 
問４で、事例の有無、

組織数を記入 

  組 織 数 分

別 紙 個 票

に記入 

事例があれば、別紙個票へ 

・民間交通事業者による交通事業。
・生活協同組合、農業協同組合等による店舗運営、配達・移動販売等。 
・主として介護保険の適用を受ける事業を行っている事業者による介護事業等。 
・学校法人、医療法人、社会福祉法人等による事業（学校・保育所、病院、介護施設
等）やそれに付帯する送迎等。 

* 集会所等に集まり時間を共有することで、孤立化の防止やコミュニティ機能を維持向上。 

一組織、一ファイル 

組織数分ファイルをコピー


