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課題の概要 

田川市からの課題 

 

 

 
買い物弱者支援対策 

安否確認ができるもの 

低コストであること 

学生らしい斬新なアイディア 
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田川市について 

• 人口：49,816人（平成26年11月1日現在） 

• 面積：54.52㎢ 

• 炭都 田川市 

• 炭坑節発祥の地 

• 川渡り神幸祭（福岡県指定無形民俗文化財） 

• 山本作兵衛 「炭坑記録画・記録文書」（ユネスコ 世界記憶遺産登録） 

引用:田川市ホームページ    
http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/citygaiyou/page_142.html?pg=1 
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買い物弱者について 

買い物弱者とは 

 

食料品や日用品などの生活必需品の
買い物が困難である人 

1. 人口の減少などによる地域のスーパーや飲食店の減少 

2. 自動車を所持している世帯の増加や利用者の減少による公共

交通手段の減少や廃止 

3. 高齢者の体力的な問題、独居高齢者の増加 

 

買い物弱者の原因として… 

引用:総務省 統計局(2010年9月19日) 

 

引用：経済産業省 買い物弱者対策支援について 
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田川市の買い物弱者ついて 

• 平成24年の要介護者数 

• 約6400人 

条件→75歳以上世帯で要介護度3以上の条件 

• 買い物弱者数 

• 約1800人 

条件→上記6400人の内、食料品を販売している店舗の半径500m圏に 

     全く入らない人の数 

 

※田川市商工観光課では店舗の半径500m圏外の人については買い物 

  が困難であると仮定している 

※市で条件を仮定し、抽出したデータになる 
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田川市での構想 

 

 

買い物に困っている方の買い物代行サービス 

 (熊本県人吉市の事例を参考) 

 

 

買い物支援センターの具体的内容は構想中 

買い物支援センター事業の業務システム案や 

ポータルWebサイトがあれば 

事業の後押しをすることができるのでは？ 

買い物支援センター 

田川市でも案が挙がる 
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目的 

買い物支援センター事業を想定し 

業務システムおよびポータルサイトを構築する 

田川市において 
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これまでの取り組み(中間発表以降) 

I. 企画書、業務フロー、仕様書の作成 9月上旬～下旬 

II. プロトタイプの作成 9月上旬～ 

III. 人吉市買い物支援センター訪問 10月27日（火） 

IV. プロトタイプの機能見直し 11月上旬～ 

V. 田川市でのシステムを提案 11月25日（火） 

 

仕様書
作成

最終調整
ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ
構築

システム
デザイン

最終発表

企画書
業務フ

ロー　作成

発表資料
作成

人吉市
買い物支援
ｾﾝﾀｰ訪問

下旬 上旬 中旬 下旬

中間発表 田川訪問

9月 10月 11月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬
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事例調査 

熊本県人吉市 買い物支援センター 

訪問調査を 

行いました 
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熊本県 人吉市について 

熊本県の南部、宮崎や鹿児島と隣接 

• 人口 ３４,４２２人 

• 面積 ２１０．４８k㎡ 

• 人吉温泉 

• 青井阿蘇神社（国宝指定） 

• ウンスンカルタ（熊本県重要無形民俗文化財） 
 

 

人吉市 

引用 人吉市ホームページ
http://www.city.hitoyoshi.lg.jp/q/aview/4/116.html 
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事例調査 

 

 

熊本県人吉市 買い物支援センター 

概要 

 買い物支援員は2名、登録者は89名 

 1週間に1度、担当の支援センター員が利用者宅に訪問 

 商品の注文は訪問した際、もしくは電話やFAXで受付 

 配達が無くても自宅に訪問を行うなどの、「見守り支援」とちょっとした
困りごとに対応する「御用聞き」を行っている 
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事例調査 

 

 

熊本県人吉市 買い物支援センター 

概要 

 提携商店は地域の商店のみ（大型店などとは提携していない） 

 1回の利用につき、限度額の設定（5000円まで） 

 情報の入力はAccess（ Microsoft Office）を利用 

 市役所と利用者情報の共有は基本的になし 

 介護などのサービスを受けている方も多数登録 

 

2014/12/2 13 



事例調査 

 

•買い物支援センターの利用について 

•商品を直接見て買い物を行いたいなど、買い物に行くこと
が難しくても支援センターを利用しない方もいる 

• 買い物支援センターの認知度 

 

 

遠方に住む家族の方にその日の利用者の様子を送れるとよい
のではないか 

 

 

現状 

頂いたコメント 

家族が安否確認できる機能 

熊本県人吉市 買い物支援センター 
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業務アプリケーション 

• 人吉市買い物支援センターを参考に業務案の再考 

• 支援センター員は2名と想定し、電話受付、商品の配達、 

アプリケーションに注文された商品の登録、買い物弱者の近況情報の
登録を行う 

• 御用聞きやお手伝いを行ったことの記録をシステムに入力し、買い物弱
者の家族や市役所に通知が行くことで買い物弱者の安否を確認できる 

• 開発にはGoogleAppEngineを利用し、セキュリティの面から、ユーザー
のアプリケーションへのログインはGoogleの認証システムを使用する 

市役所の要望である買い物弱者の 

安否確認が行える業務アプリケーション 
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買い物支援ポータルWebサイト 

買い物弱者の問題や買い物支援センターの活動を知ってもらう 

買い物弱者や買い物支援センターのことを理解  

してもらい買い物弱者支援に繋がることを目指す 
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買い物支援ポータルサイト 

• 買い物弱者とはどういったひと
のことを指すのか？ 

• 買い物弱者増加の原因とは？ 

• 買い物弱者の支援対策はどう
いったものがあるのか 

買い物弱者について 

一般の方々に買い物弱者のことや 

買い物弱者の増加の問題について理解を深めてもらう 
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買い物支援ポータルサイト 

買い物支援センターについて 

• 買い物支援センターとはどう
いった業務を行うのか 

• 買い物支援センターについて、
利用するには特別なことが必
要なのか 

など人吉の買い物支援センターを
参考に記載 

 

利用を考えている方や事業の計画をされている方に 

買い物支援センターの活動を知ってもらう 
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支援センター 業務の流れ 

① 買い物支援員が買い物弱者からの注文を受け、注文内容をシステムへ入力する 

② 配達日の朝、注文された商品の仕入れを行う 

③ 買い物支援員が支援センターに戻り、商品をそれぞれの利用者に分けて梱包する 

④ 買い物弱者宅へ配達、商品と代金を引き換える 

⑤ 配達の際、次回の注文や利用者の様子などをメモする 

⑥ また要望があれば簡単なお手伝いを行う 

※配達終了後、買い物支援センターに戻り、次回の注文内容と近況情報をシステムへ入力する 

※お金は買い物弱者から商品と引き換えでもらった分を買い物支援員が提携商店に 

  配達終了後に支払う 
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買い物支援センター 買い物弱者 

提携商店 

電話注文 商品の仕入れ 

支援センターに戻り梱包 商品の配達 
システムへ入力 

1 2 

3 4 5 6 
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業務アプリケーション活用イメージ 

買い物支援センター 

訪問 

業務アプリケーション 

離れて暮らす
家族 

メール
などの
通知 

買い物弱者の近況
がわかる 

市役所職員 

近況
閲覧 

買い物弱者の安否
の確認 

買い物弱者 

業務の中で訪問時の 

体調や近況を 

アプリケーションに入力 
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業務アプリケーション活用イメージ 

元気ないのか… 
父さん心配だなぁ 

遠く離れた家族との交流促進に！ 

遊びに来たよ 
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Google App Engine について 

 

 

• GoogleAppEngine（GAE） 
• Googleのインフラ上で、 

作成したアプリケーションを公開できるPaaS 

• GAEの特徴 
• サーバ・ネットワーク・保守・セキュリティの 

コストが削減 

• サーバアクセスが増加しても自動スケーリングによって 

パフォーマンスを維持できる 

• サーバのデータを他のサーバで複製して同期して 

いるため、サーバダウンに陥る確率が低く 

可用性に優れる 

 

クラウドアプリケーションなので 

どの端末からでも利用可能 

  

    

  
Application 

DataStore 

App Engine 

browser 

Google社が提供する商用クラウドの 

Google App Engine(GAE)を利用 
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開発環境 

• GAE/Python API 

• NDB Datastore API 

• Blobstore 

• Memcache 

• Mail 

• Users 

 

• Webアプリケーションフレームワーク 

• Webapp2 

 

• テンプレートエンジン 

• Jinja2 Armin Ronacher（http://jinja.pocoo.org/docs/dev/） 
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アプリケーションの機能 
機能種類 機能名 

プロフィール機能 

被支援者のプロフィール 

買い物弱者の家族プロフィール 

買い物支援員のプロフィール 

市役所職員のプロフィール 

注文登録機能 

注文番号での一括登録 

注文内容の変更・修正 

注文の詳細入力 

安否確認機能 

買い物弱者の近況入力 

近況情報を買い物弱者の家族にメール送信 

市役所職員の買い物弱者の近況確認 

管理機能 

商品リストの更新 

ユーザーの新規追加・変更 

削除ではなくリストから見えなくする 
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アプリケーションの操作説明 

ユーザーごとの機能 

安否の確認方法 

更新通知・家族の近況入力 
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ユーザーごとの機能 

• ログイン 

GoogleのIDでログイン 

買い物支援センター 

市役所職員 

買い物弱者の家族 ログイン後それぞれのトップページへ遷移 
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機能（１）買い物弱者の家族 
買い物弱者の家族
トップページ 

買い物弱者の家族 

買い物弱者の家族 

のできること 

• 買い物弱者の 

プロフィールの変更 

• 買い物弱者の近況情報
の追加・閲覧 

• 買い物弱者の最新の 

注文情報の閲覧 
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機能（２）買い物支援員 

買い物支援センター 

買い物支援員のできること 

• すべてのユーザーの 

追加・編集 

• 注文の追加・編集 

• 商品リストの更新 

• 買い物弱者の近況情報
の追加・編集 

• 買い物弱者の家族への
近況情報のメール送信 

買い物支援員トップページ 
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機能（３）市役所職員 

市役所職員 

市役所職員のできること 

• 登録されている市役所
職員のプロフィール変更 

• 買い物弱者の一覧と 

プロフィールの閲覧 

• 買い物弱者の近況情報 

入力・編集 

• 買い物弱者の家族への
近況情報のメール送信 

• 買い物弱者の最新の 

注文情報の閲覧 

市役所職員トップページ 
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安否の確認方法  

買い物支援センター 市役所職員 

「被支援者の一覧」を選択する 
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一覧での安否確認 

買い物支援センター 市役所職員 

一覧の中から買い物弱者の 

名前を選択し、詳細ページに 

遷移する 
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最新の近況情報が一覧で 

表示される 



買い物弱者の詳細画面 

市役所職員 

家族 

買い物弱者の家族、市役所職員の
買い物弱者（被支援者）のページ 

買い物支援員のページとの違い 

・最新の注文情報を見ることが 

 できるが、追加はできない 買い物支援センター 

買い物支援員の買い物弱者 

（被支援者）のページ 
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詳細から近況の一覧へ 

家族 

市役所職員 

買い物支援センター 
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近況の最新2件が表示 

近況の一覧へ遷移 



安否の確認方法 

市役所職員 

買い物支援センター 

①近況を選択 

②詳細を入力 

③日付を入力 

④登録時に買い物弱者
の家族がメール送信を
希望していることが 

表示される 
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更新通知について 

家族 

利用者の家族にメールが届く！ 
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家族の近況入力 

買い物支援員、市役所職員
も確認できる 

市役所職員 買い物支援センター 

家族が近況を入力 
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アプリケーションの評価 

ポータルサイトの各ページについて 評価方法：5段階評価 

わかりやすい【５ ４ ３ ２ １】わかりにくい 

「買い物弱者について」のページ ３ 

「買い物支援センターについて」のページ ３ 

業務アプリケーションの各機能について 評価方法：5段階評価 

業務に使える【５ ４ ３ ２ １】業務に使えない 

注文情報登録機能 ４ 

近況情報登録機能 ４ 

近況情報を家族にメールで通知する機能 ４ 

プロフィール機能 ４ 
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11/25（火）に田川市役所を訪問し、業務アプリケーションと 

ポータルサイトのデモを行い、アンケートとコメントを頂いた 

総評 評価方法：5段階評価 

実用的である【５ ４ ３ ２ １】実用的ではない 

ポータルサイト総評 ３ 

アプリケーション総評 ４ 



アプリケーションの評価 

• 頂いたコメント 

• ポータルサイトについて 

• 組織が具体的になればもう少し画面構成が変わると思う 

• わかりやすく書かれているが、文字が多いので、見せ方に工夫が必要だと思う 

 

• 業務アプリケーションについて 

• 直接キーボードで入力する項目を極力減らしている点と、安否情報を家族に送信
できる点は良いと思う 

• Googleではなく独自のID・パスワードの方が良いのではないか 

• 近況の種類に関してはもう少し項目を増やした方がいいかと思う 

• 登録者の個人情報をネット上でやり取りできるのかが問題になると思う 

• 操作に関して、パソコンの操作が苦手な人が扱うことを考慮したものにしてほしい 
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今後の対応 

• ポータルサイトの見やすさの改善 

• 文字の量を調整し、イラストなどを挿入し分かりやすく興味を惹くような
内容に改善する 

• ポータルサイトを実際に見てもらい評価していただくため、サイト内に 
アンケートの入力フォームを設置する 

• 田川市より要望のあったアプリケーション 

の機能追加 

• 発注番号の自動生成機能 

• 注文者の情報の表示機能 

• 注文票や領収書の出力機能 

• 写真付きで近況情報を書き込める機能 

• 被支援者の五十音表示機能 など 

 

五十音表示イメージ 
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アプリケーション案 

2つのアプリケーション 

 

 

 

 

 

 

ローカルPC 

 

 

 

 

今後の対応 
• セキュリティ面でのアカウントの管理方法 

• 現在のシステムをローカルPCで使用する 

• アカウントを設定してあげればローカルPCでも使用可能 

• 家族が安否確認ができず、またメールの送信ができなくなる 

• セキュリティ強化の面でクラウドアプリケーションから 

ローカルPC＋クラウドアプリケーションへ 

• 名前や性別のみをクラウドに載せて、近況機能をクラウドアプリケーションにする 

• 注文などのシステムはローカルPCでのみ動くようにする 

 
現在のアプリケーション 

クラウド 

 

 

 

 

 
注文機能 

個人情報 

近況機能 

クラウド 

 

 

 

 

 

注文機能 
近況機能 

名前・性別
情報 

個人情報 
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まとめ 
業務アプリケーションとポータルサイトを作成するにあたり、企画の
立案や仕様書の作成、事例調査などを行った 

この活動を通して多くの人と出会い、様々な立場からの意見を交換
し地域の抱える課題について知ることができた 

今後は、実際に使ってもらえる業務アプリケーションになるように 
更に開発を進めたいと思う 
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