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支援内容 

食料品へのアクセス環境の改善をお考えの地域住民、
流通事業者、商店街関係者、自治体職員等 

食料品アクセスマップ 

食料品アクセスマップ 

ご利用方法 詳しくは、以下のURLをご参照ください。 
また、URLをご覧になれない方は、下記にお問い合わせ
ください。 

都道府県ごとに生鮮食料品店までの距離が500ｍ以上で
自動車を持たない人口の割合を地図上で表した「食料
品アクセスマップ」を紹介しています。 

【お問い合わせ先】 
農林水産省 農林水産政策研究所 TEL：03-6737-9012 

食料品へのアクセス状況に関する現状を知りたい 

都道府県ごとに生鮮食料品店へのアクセスが困難な人
口の割合を示した地図をご覧になれます。 

対象となる方 

各都道府県の市区町村界を背景として、2分の1地
域メッシュごとに「生鮮品販売店舗までの距離が
500m以上の人口割合」を5色で塗り分けています。
例えば、オレンジ色のメッシュでは、生鮮品販売
店舗までの距離が500m以上の人口割合は80%以上
と推定され、多くの住民に取って買い物が困難で
あると考えられます。 

：http://cse.primaff.affrc.go.jp/katsuyat/ 
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【補助率】 ：定額(10／10相当) 

【採択要件】：(1)地域住民や食品小売業者等への調査
を実施すること 

(2)市町村等の地方公共団体と緊密に連
携すること 

 

支援内容 

食料品へのアクセス環境の改善をお考えの流通事業者、
社会福祉事業者、NPO法人等 

要件等 

食料品アクセス環境改善対策事業 

ご利用方法 詳細については、下記にお問い合わせください。 

地域の関係者が市町村等と連携して企画検討会を設置
し、当該地域の実態に応じた改善策を検討するために
必要となる経費について支援します。 
 
【対象経費】 
・企画検討会の委員等への謝金・旅費 
・地域住民等のニーズを把握するための調査費 
・その他改善策の検討に必要な経費 

【お問い合わせ先】 
農林水産省 食料産業局 食品小売サービス課 TEL：03-3502-5741 

  地域における食料品等の買い物環境を改善したい 

地域の関係者が連携して、当該地域の実態に応じた改
善策を検討する取組を支援します。 

実施主体 

２ 
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「買い物弱者応援マニュアル」、「農山漁村の買物支
援マニュアル」はそれぞれ以下のURLからダウンロード
いただけます。また、URLをご覧になれない方は、下記
にお問い合わせください。 

対象となる方 

支援内容 

食料品等の買い物環境の改善をお考えの地域住民、流
通事業者、商店街関係者、自治体職員等 

（１）買い物弱者応援マニュアル 
（２）農山漁村の買物支援マニュアル 

ご利用方法 

(1) 買い物弱者応援マニュアル 
各地で行われている24の取組を３つの類型ごとに

紹介するとともに、住民、事業者、行政が力を合わ
せてサービスを続けていくための７つの工夫を紹介
しています。 

(2) 農山漁村の買物支援マニュアル 
農山漁村を中心とした地域住民と企業・行政が協

働で買物支援に取り組むため、買物支援の体制作り
のポイントや方法、具体的に進めるためのステップ
等を紹介しています。 

【お問い合わせ先】 
(1) 経済産業省 商務流通保安グループ 流通政策課 TEL：03-3501-1708 
(2) (公財)流通経済研究所 買い物弱者支援担当  TEL：03-5213-4532 

地域における買い物環境を改善したいが、何か
ら始めればよいか分からない 

食料品等の買い物環境の改善に向け、支援事業を立ち
上げ、続けていくために工夫すべきポイント等を分り
やすく紹介しています。 

：
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/manyuaruver2.pdf  

：http://www.kaimono-shien.com/download/index.html 

３ 
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｢地方公共団体における買い物弱者支援関連制度一覧｣、
｢食料品の買い物における不便や苦労を解消するための先
進事例」はそれぞれ以下のURLからダウンロードいただけ
ます。また、URLをご覧になれない方は、下記にお問い合
わせください。 

対象となる方 

支援内容 

食料品等の買い物環境の改善をお考えの地域住民、流通
事業者、商店街関係者、自治体職員等 

（１）地方公共団体における買い物弱者支援関連制度一覧 
（２）食料品の買い物における不便や苦労を解消するための

先進事例 

ご利用方法 

(1)地方公共団体における買い物弱者支援関連制度一覧 
全国の地方公共団体で実施している買い物弱者支援

に関連する制度を一覧にしてまとめています。 
(2) 食料品の買い物における不便や苦労を解消するため

の先進事例 
各地の先進事例を「店舗販売｣「食品宅配｣「移動販

売」｢共食・会食」の4つの類型ごとに取組上の工夫等
を交えて紹介しています。 

【お問い合わせ先】 
(1) 経済産業省 商務流通保安グループ 流通政策課 TEL：03-3501-1708 
(2) 農林水産省 食料産業局 食品小売サービス課   TEL：03-3502-5741 

食料品等の買い物環境の改善に役立つ地方公共
団体の支援制度や各地の取組事例を知りたい 

全国の地方公共団体の支援制度や各地の取組事例を分
りやすく紹介しています。 

： 
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/tihoukanrenjigyou25.pdf  

：
http://www.maff.go.jp/primaff/meeting/gaiyo/seika_hokoku/2011/pdf/akusesu_zirei_sec.pdf 
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【実施期間】：上限２年 

【補助率】：集落連携推進対策 

         定額 上限800万円／地区 

 

 

            施設等整備対策 １／２等 

 

 

実施主体 

支援内容 

地域協議会、農業法人、NPO等 

要件等 

都市農村共生・対流総合対策交付金 

ご利用方法 詳細については、下記にお問い合わせください。 

(1)空き家や廃校等を活用した農産物加工・販売等を行
う拠点施設を整備することにより、住みよい環境づ
くりに向けた取組を支援します。 

(2)農産物の庭先集荷、加工・販売や併せて行う配食サ
－ビス・見守りなどの取組を通じて、地域活性化や
暮らしの安心の活動に必要な集落連合体による体制
の整備や自立的活動を後押しします。 

【お問い合わせ先】 
農林水産省 農村振興局 都市農村交流課  TEL：03-3502-5946 

食料品等の買い物環境の改善に向け、地域で共
同で利用する施設等を導入したい 

集落が市町村、NPO等多様な主体と連携する集落連合
体による地域の活動を支援します。 

中山間地域等の小規模・高齢化集落
を含む地区 上限900万円／地区 

上限2,000万円／地区 等 
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【補助率】： 

(1)２／３ 上限５億円 

(2)２／３ 上限５億円 

(3)２／３((1)、(2)と併せて実施) 

２／３((3)のみ(法認定(※)有り))  

１／２((3)のみ(法認定(※)無し)) 
(※)商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の

促進に関する法律、中心市街地の活性化に関する法律 

 

実施主体 

支援内容 

商店街等とまちづくり会社、NPO法人等との連携体等 

要件等 

地域商業自立促進事業 

ご利用方法 詳細については、下記にお問い合わせください。 

(1)地域住民が集える交流スペースの整備等、地域コ
ミュニティ形成に資する取組を支援します。 

(2)空き店舗への店舗誘致、商店街での創業・起業や商
店街のスリム化等の新陳代謝を図る取組を支援しま
す。 

(3)アンテナショップの設置等、商店街の魅力創造に向
けた取組を支援します。 

【お問い合わせ先】 
中小企業庁 商業課 TEL：03-3501-1929 
最寄りの経済産業局 

地域の食料品等を活用した消費活動拠点を商店街
に整備し、地域コミュニティ機能を強化したい 

商店街組織と民間事業者が連携して、地域住民のニー
ズに合った地域コミュニティの形成に資する取組や商
店街の新陳代謝・魅力創造に向けた取組を支援します。 
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【補助率】：２／３  

上限１.５億円(※)下限５０万円  
(※)特段の事情がある場合、特に必要と認められた

案件については２億円まで拡大可 

【採択要件】 

・当該地域の行政機関等の要請に基づくこと 

・商店街等の安全・安心への評価に関する定量的な指
標が改善されること 

・商店街全体における歩行者通行量が改善すること    
等 

実施主体 

支援内容 

商店街等とまちづくり会社、NPO法人等との連携体等 

要件等 

商店街まちづくり事業 

ご利用方法 詳細については、下記にお問い合わせください。 

地域住民の安心・安全な生活環境を守るため、 
(1)新たな施設・設備等の建設・改修又は取得等に要す

る経費を支援します。 
(2)空き店舗等の活用に伴う建物の改造や内装工事等に

要する経費を支援します。 
(3)移動販売や宅配に必要な車両の購入や改造に要する

経費を支援します。 

【お問い合わせ先】 
中小企業庁 商業課 TEL：03-3501-1929 
商店街まちづくり事業事務局 TEL：03-5551-9291 

食料品等の買い物環境の改善に向け、新たな店
舗の設置や移動販売事業等に取り組みたい 

商店街組織等を対象に、買い物環境の改善を含めた、
地域住民の安心・安全な生活環境を守るための施設・
設備の整備等を支援します。 

７ 
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詳しくは、以下のURLをご参照ください。また、URLを
ご覧になれない方は、下記にお問い合わせください。 

対象となる方 

支援内容 

地域の公共交通の確保・維持をお考えの自治体職員、
交通事業者等 

「地域公共交通支援センター」ホームページ 

ご利用方法 

(1) 公共交通活性化事例の紹介 
「人口」「高齢化率」「財政力指数」「交通モー

ド」等ごとに全国各地で行われている取組を検索す
ることが可能です。 

 
(2) 支援制度等の紹介 

生活交通の存続が危機に瀕している地域等におい
て、ニーズを踏まえたバス交通、デマンド交通等の
確保・維持に向けた取組等を支援する事業やバリア
フリー化を支援する取組等について紹介しています。 

【お問い合わせ先】 
国土交通省 総合政策局 公共交通政策部 TEL：03-5253-8274 

地域の公共交通の確保・維持に向けた取組や支
援制度等に関する情報を知りたい 

全国各地の先進事例について、最新の情報を一元的に
発信するとともに、国の支援制度等についても詳しく
紹介しています。 

：http://koutsu-shien-center.jp/ 

８ 
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詳細については、下記にお問い合わせください。 

 

対象となる方 

支援内容 

一般乗合旅客自動車運送事業者等 

地域公共交通確保維持改善事業 

ご利用方法 

(1) 地域間幹線系統 
(2) 地域内フィーダー系統 

赤字が見込まれるなど一定の要件を満たす系統で
あって、生活交通ネットワーク計画(※)に位置づけら
れたものについて支援します。 

【お問い合わせ先】 
(１) 国土交通省 自動車局 旅客課 TEL：03-5253-8568 
(２) 国土交通省 総合政策局 公共交通政策部 交通支援課 TEL：03-5253-8987 

バスや乗合タクシーの運行等、地域の公共交通
の確保・維持に取り組みたい 

地域のニーズを踏まえた最適な交通手段を確保・維持
するため、地域の関係者の議論を経た計画等に基づく
幹線バスや乗合タクシー等の運行を支援します。 

９ 
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【補助率】 ：事前算定による予測収支差の１／２ 

【補助要件】： 

(1)複数市町村にまたがる系統であること 

一日当たりの計画運行回数が３回以上のものである
こと 等  

(2)幹線バス交通ネットワーク等へのアクセス機能を有
するものであること 

新たに運行を開始するものであること 等 

（※）生活交通ネットワーク計画:地域の協議会の議論を経て策定される補助対象ネットワーク
交通等に関する計画 

要件等 



「集落地域の大きな安心と希望をつなぐ『小さな拠
点』づくりガイドブック」は以下のURLからダウンロー
ドいただけます。また、URLをご覧になれない方は、以
下にお問い合わせください。 

対象となる方 

支援内容 

集落地域における買い物環境等の改善をお考えの地域
住民、自治体職員、NPO法人 等 

集落地域の大きな安心と希望をつなぐ『小さな
拠点』づくりガイドブック 

ご利用方法 

【お問い合わせ先】 
国土交通省 国土政策局 総合計画課 TEL：03-5253-8365 

集落地域での買い物等の生活サービスの維持に
向けた持続可能な地域づくりの取組を知りたい 

「小さな拠点」づくりを通じて集落地域の再生に取り
組んでいる各地の事例を分りやすく紹介しています。 

：
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudokeikaku_tk3_000010.html 
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小学校区など、複数の集落が散在する地域において、
既存施設等を活用し、商店、診療所等の日常生活に不
可欠な施設・機能や地域活動を行う場を歩いて動ける
範囲に集めた「小さな拠点」を形成することより、持
続可能な地域づくりに取り組む各地の事例を分かりや
すく紹介しています。 



【過疎対策事業債の財源措置】 

充当率１００％ 

元利償還の７割を交付税措置 

支援内容 

市町村 

要件等 

過疎対策事業債(ソフト分) 

ご利用方法 

住民に身近な日用品の買い物支援、生活交通の確保、
集落の維持及び活性化等、住民の安全・安心な暮らし
の確保等に向けた取組を支援します。 
 

【事業例】 
移動販売事業 
商品宅配事業 
給食提供サービス事業 等 

【お問い合わせ先】 
総務省 自治行政局 過疎対策室 TEL：03-5253-5536 

過疎地域における日用品の確保や生活交通の確
保といった課題を解決したい 

日用品の買い物支援や生活交通の確保等、住民の安
全・安心な暮らしの確保に向けた取組を支援します。 

実施主体 

11 

13 

詳細は、各都道府県の過疎対策担当課にお問い合わせ
ください。 
事業例については、以下のURLをご参照ください。 

：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-
gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm 



【補助率】 ：(1)定額(10／10相当、10百万円限度) 

              (2)１／２ 
(※)他の国庫補助の対象となるものについては、当該補助金を

活用することはできません。 

支援内容 

(1) 地方公共団体 
(2) 地方公共団体、地域再生推進法人等 

要件等 

（１） 特定地域再生計画策定事業 
（２) 特定地域再生計画推進事業 

ご利用方法 詳しくは、以下のURLをご参照ください。 

(1) 地方公共団体が買物支援等の特定政策課題の解決
に向けた地域再生計画(※)を策定する際に必要とな
る調査等の経費について支援します。 

 

(※)地域再生計画：地域再生法に基づく法定計画 
 

(2) 地方公共団体等が地域再生計画に記載された特定
政策課題の解決に資する事業を実施する際に必要と
なる経費について支援します。 

【補助対象例】 
・空き店舗等の遊休施設の改修 等 

【お問い合わせ先】 
内閣府 地域活性化推進室 TEL：03-5510-2475 

高齢者の買い物支援や地域のコミュニティづく
り等、地域の再生に必要な課題を解決したい 

高齢化等が進む地域での生活環境や地域活力の維持・
向上等、地域の課題解決に向けた計画の策定や事業の
実施を支援します。 

実施主体 
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：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiikisaisei/ 



【補助率】：定額(10／10相当) 

対象となる方 

支援内容 

高齢者・障害者のほか、地域から孤立する可能性があ
り、見守りや買物支援が必要なすべての者・世帯 

要件等 

安心生活創造推進事業 

ご利用方法 詳細については、下記にお問い合わせください。 

(1) 基本事業 
・社会的な孤立者等の所在及びニーズの把握 
・買物支援等の生活支援サービスやサロン等の居場

所づくりの実施 
・地域福祉の調整役の配置 等 

(2) 選択事業(基本事業に上乗せして実施) 
・高齢・障害等を問わない福祉横断的な相談体制の

構築 
・多機能型・双方向型の包括的サービス拠点の設置 

等 

【お問い合わせ先】 
厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 TEL：03-3595-2615 

日常生活を円滑に営むための見守りや買い物支
援等の生活支援に取り組みたい 

地域における社会的孤立を防ぐため、住民参加による
地域づくりを通じて抜け漏れのない支援を実施します。 

都道府県・市区町村 実施主体 
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自家用 
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〒100-0985 東京都千代田区霞ヶ関1－2－1 
農林水産省食料産業局食品小売サービス課 

℡03-3502-5741 


