
保土ケ谷区 生活あんしんサポート事業　事業者一覧（20220718）

1 生活協同組合ユーコープ 2 福祉クラブ　生活協同組合 3 公益財団法人　横浜市シルバー人材センター

事業所所在地 横浜市中区桜木町1-1-8　日石横浜ビル22・23階 横浜市港北区新羽町868 横浜市港南区上大岡西１－6－1　オフィスタワー13階　

対象エリア

○　宅配サービス（おうちＣＯ-ＯＰ）：横浜市全域
◇　夕食宅配(マイシィ)：横浜市全域　※一部配達出来ない地区が
     あります

○　宅配サービス、家事介護サービス：港北区・神奈川区・保土ケ谷区・
     南区・緑区・青葉区・都筑区・栄区・金沢区・磯子区・港南区・戸塚区
◇　夕食の配食サービス：港北区、神奈川区、緑区、青葉区、栄区

○　緑区（中山地区）
○　保土ケ谷区（星川・川辺町地区）
○　南区（睦町地区）
○　神奈川区（白幡地区）
○　磯子区（洋光台地区）
○　港南区（上大岡西・上大岡東地区）

訪問回数
○　宅配サービス：月～金　週1回
◇　夕食宅配：週５回（月～金）または週３回(月～金）

○　宅配サービス1回／週
◇　配食サービス1～6回／週

○　サービス利用の申し込みがあった場合に随時訪問。概ね６５歳以上の
　　高齢者世帯を対象としたサービス。（申し込みはご利用の３日前まで）

対象品目

○　宅配サービス：食料品＋生活日用品等
◇　夕食宅配：（全て税込表示）
  にぎわいコース（7～8種のおかず：1食753円）
　おかずコース（6～7種のおかず：1食648円）
　きらくコース（5～6種のおかずとごはんのワンプレート：1食613円）
　ごはんセット（にぎわい・おかずコースに+ごはん（約180ｇ）：113円）
　サラダセット（にぎわい・おかず・きらくコースに+日替わりサラダ：128円）

○　食料品＋生活雑貨等配達
○　在宅支援サービス
　　　（家事介護、子育て、配食、移動、居宅介護支援、成年後見等）
○　生活支援サービス
　　　（庭木の手入れや布団打ち直し、理美容サービス、共済等）
○　施設（入居、デイ）サービス

○　買い置きのある電球の取り換え作業
○　日常のゴミだし
○　軽易な日常のお掃除
○　食料品/日常品の買い物代行
○　軽易な家具の移動、組み立て
○　お話相手

購入先
○　独自調達
◇　ユーコープが指定した生産委託先（学校給食・企業昼食などをてがけるメーカー）で生産

○　予約共同購入ほか ○　買い物代行の場合、近隣スーパー等で購入いたします。

注文

○　宅配サービス：配達日の1週間前　注文方法：注文書・ネット・電話
◇　夕食宅配：電話にて「月～金5日」「月～金3日」の週単位注文。
　　　　　　　　　ご利用開始後はお申し出がない限り毎週継続してお届け。
                申込内容変更は配達前週水曜日までにユーコープに連絡。

○　配達日の1週間前 ○　お電話にてお申し込みください。

料金

○おうちCO-OP（ご利用本体価格=税抜きで表示）

◇夕食宅配
　宅配無料

○　組合員出資金：1,000円/月
○　宅配サービス：配送料無料
○　家事介護サービス：1,320円/1時間
◇　配食サービス：972円/1食

○　30分以内の作業の場合500円
○　30分以上60分未満の作業の場合1,000円
○　60分以上の作業の場合1,571円～
　　（別途交通費が必要となる場合があります。）

サービス内容

○宅配サービス （生協の宅配おうちＣＯ-ＯＰ）
   毎日使う食材からかさばるトイレットペーパーなどの日用品まで、毎週決まった曜日に玄
関先までお届けする生協の宅配サービス
   （大人用のおむつ等、介護用品も品揃えあり）
◇コープの夕食宅配「Ｍａｉｃｉ（マイシィ）」
　週５日(月～金）、もしくは週３日（月～金）、当日作った手作りの夕食をお
　届けします。コープの品質基準を満たした食材を使用し、カロリー、
  塩分、栄養バランスは管理栄養士が監修しています。

＊横浜市生活支援サービス高齢者見守り協働事業への協定事業者として、   両サービスと
も、宅配時の「地域見守り活動」の取り組みに協力しています。 ご希望の方には、緊急連絡
先のご登録と、緊急時公的機関への連絡に 同意をいただき、必要な場合にコープより連絡
を行います。

○   在宅福祉支援システムの一つとして、宅配による共同購入を行っています。
　    配達の際には組合員のニーズをキャッチし、様々なサービスに繋げていくこ
   とや安否確認を行っています。
　    「地域のたすけあい」の中で、その他、家事介護、配食、移動サービスや、
   デイサービス、成年後見制度、庭木の手入れや布団打ち直し、理美容サービス
   等も利用できます。

○  今回、横浜市生活支援サービス高齢者見守り協働事業としては、
   宅配サービス、家事介護サービス、配食サービスでの訪問時に「見守り」を
   行っていきます。

○  組合員同士の助け合いを目的としているため、組合員として加入して頂きます。

○　買い置きのある電球の取り換え作業
○　日常のゴミだし
○　軽易な日常のお掃除
○　食料品/日常品の買い物代行
○　軽易な家具の移動、組み立て
○　お話相手

※その他軽易な作業についてご相談の上、対応させていただきま
す。
※その他、メニュー以外のご依頼については、通常の福祉・家事援
助サービス（横浜市内全域対象）でのご利用をしていただけます。

申　込　・
問合せ先

宅配サービス：電話　０１２０（１２３）５８１
＜受付時間　月～金：9：00～20：00　土9：00～17：00＞
 　　夕食宅配：電話　０１２０（３５１）４５０
＜受付時間　月～金：10：00～20：00　土10：00～17：00＞
http://www.ucoop.or.jp

電話：045-547-1400
FAX：045-547-1414

電話：045-847-1800
URL　http://www.yokohamacity-silvercenter.or.jp/

法人の事業

○　食料品・雑貨品の宅配事業おうちＣＯ-ＯＰ(神奈川県全域）

◇　コープの夕食宅配「Ｍaici(マイシィ）」

○　予約共同購入による戸別宅配業務

○　地域ネットワークによる家事介護、子育て支援、食事提供、
   外出支援、居宅介護支援サービス、成年後見制度　等

○　デイサービス、入居型施設　等

　概ね60歳以上の健康で意欲のある高齢者に対し、臨時的かつ 短
期的又は軽易な仕事を提供することで、活力ある地域社会づくりに
貢献しています。
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4 株式会社　レインボー横浜 5 神奈川県指定特定非営利活動法人　たすけあいあさひ 6 特定非営利活動法人　愛コープ

横浜市旭区鶴ヶ峰1-54-3アドバンス203 横浜市旭区四季美台28-1
横浜市港北区新横浜3-13-6　新横浜葉山第3ビル603 (港北事業所）
横浜市保土ケ谷区仏向町249-1　グリーンハウス2-101号（保土ケ谷事業所）

○　旭区
○　保土ケ谷区
○　瀬谷区
○　泉区

○　旭区
○　瀬谷区
○　保土ケ谷区

○　港北区、神奈川区、鶴見区、都筑区、緑区（港北事業所）
○　保土ケ谷区、旭区、南区、西区（保土ケ谷事業所）

○　月曜日～土曜日 （基本）
○　サービス時間 9：00～17：00（基本）

○　月曜日～土曜日
○　8：00～18：00が基本

○　いつでも（サービス提供は午前９時から午後６時まで）
○　上記時間外はご相談

①　食品
②　生活雑貨
③　生活支援サービス
④　家事代行
⑤　病院等の付き添いなど

①高齢障害病気等の方の介護保険対象外の家事代行

②通常の公共交通機関利用困難な方の買物・通院・外出付き添い

①食料品
②生活雑貨
③生活支援サービス
④家事代行＝自費サービス
⑤生活相談
⑥お薬の受け渡し

○　近隣のスーパー、もしくはご指定しいただいても構いません。 ○　近隣スーパー等　ご相談させていただきます ○　近隣スーパーなど、ご指定を戴いた店舗。

○　お電話、FAXなどでご注文いただきます。
○　随時電話でお受けします。
○　ご相談後任意事業契約をさせていただき、ご希望をお聞きします。

○　お買い物はFAX、お電話などでご注文も戴けますが、
　　 基本は訪問し注文を戴きます。

①　お買い物代行　1,380円／初回30分　以後30分毎に1,060
円
②　お買い物同行　2,346円／初回30分　以後30分毎に1,802
円

＜年会費＞3300円
＜活動料金＞基本　一時間からお受けいたします
時間内料金　月～金　8：00～18：00　1936円/時間　以後15分単位
時間外　上記以外2,420円/時間
＜交通費＞　実費

〇　年間登録料2000円
　　 2800円／1時間（9時～18時）
　※1時間以上ご利用の方、以後15分毎の利用可、700円増／15分毎）
　※時間外：3000円／1時間、12/29-1/3：3400円／１時間
　※一度きりのご利用、大掃除などは別料金あり

①　お買い物代行
　　 近隣のスーパー等にて食料品、日用雑貨を購入して
　　お届けします。

②　お買い物同行
　　 ご本人様と資格を持ったヘルパーが付き添います。

介護保険でできないサービスを行って欲しいときに対応できれ
ばと思います。

①介護保険外となる家事代行や、見守りについて、承ります。
　　・　見守りが必要な高齢者の見守り介助いたします。
　　・　介護保険活動に続けて15分単位の活動実施いたします。
　　・　その他：衣類の補修、植木の水遣り、新聞・書類などの
　　　　代読、代筆等ご相談ください

②通院付き添いのほか、外出希望先(お墓参り、デパート、
　 理美容室等)に付き添い同行いたします。
　 車いす介助等、ご相談ください

◆高齢者の方々へのお手伝い
　　介護保険サービスを受けられない方に
　　☆掃除、洗濯、買い物、調理などの家事援助
　　☆通院、散歩などの外出時の付き添い
　　☆寝たきりの方の介護まで幅広くお手伝いします。

◆一般家庭の家事支援

◆育児支援
 　  小さなお子さんのいるご家庭で家族だけでは手が足りないとき、
　　 お気軽にご相談ください。
　　　（保育園、幼稚園の送迎、障がい児のお世話等）

電話 ： 045-520-8544
FAX ： 045-442-4203

電話：045-360-0131
FAX:：045-369-0622

Eメール：info@tasukeaiasahi.or.jp
URL：http://tasukeaiasahi.or.jp/

（港北事業所)　　　 電話：045-470-6441 　FAX：045-471-7172
（保土ケ谷事業所)　電話：045-336-0547　 FAX：045-332-1203

Eメール：  office@icoop-npo.or.jp
URL：　https://www.i-coop-npo.org/

(1)「介護保険法」に基づく訪問介護事業
(2)「介護保険法」に基づく第一号事業
(3)「障害者総合支援法」に基づく居宅介護事業、重度訪問介護事業
(4)「障害者総合支援法」に基づく移動支援事業
(5)「横浜市の委託事業」として産前産後ヘルパー派遣事業及び養育支援家庭訪問事業
(6) 助けあい事業（寝たきりの方の介護、通院・散歩などの付き添い、掃除・洗濯・ お買い
物・調理等の家事援助等に関する事業）

　○　（介護保険サービス事業）
　　　　　居宅介護支援　訪問介護　地域密着通所
　○　（障害者総合支援サービス事業）
　　　　　居宅介護　移動支援
　○　福祉有償運送移動サービス事業
　○　任意サービス事業

○　訪問介護
○　障害居宅事業（通院介助含）



保土ケ谷区

事業所所在地

対象エリア

訪問回数

対象品目

購入先

注文

料金

サービス内容

申　込　・
問合せ先

法人の事業

7 株式会社ARM'S 8 株式会社アイネットアイ横浜

横浜市瀬谷区相沢６－２５－５ 横浜市中区花咲町３－９９センチュリー紅葉坂４０４号

○　瀬谷区、旭区、泉区、戸塚区、保土ケ谷区、緑区 ○　中区、西区、保土ヶ谷区、磯子区、戸塚区、南区、港南区

○　基本(相談可)　・月曜日～金曜日 ・サービス時間 9時～17時 ○　土日祝日も含め随時対応

①【介護保険サービス対象外の家事等】
②【定期訪問みまもりサービス】

○　通院介助、院内待機、買い物代行、お掃除、調理を含む家事代行、
　　 訪問理美容、ゴミ出し、外出支援、ほか介護保険サービス対象外の家事

○　近隣スーパーなど、ご指定いただいてもかまわないです。 ○　近隣スーパー等

○　電話、FAX メール等
　　＊必要時は訪問させていただきます。

○　買い物については当日までにご要望をリストアップしておいていただきます

①【介護保険サービス対象外の家事等】１０分サポート　1100円
　 （以降１０分毎　1100円加算）

②【定期訪問サービス】　3300円　/　１回の訪問

①　生活援助　3,300円/１時間
②　身体介護　4,400円/１時間

①【介護保険サービス対象外の家事等】
・大掃除 、片付け、ハウスクリーニング
•草刈、草むしり、伐採
•家具の移動、組み立て、模様替え
•水廻りの修理、交換、詰まり修理
•電気器具等の修理、交換
•病院の付き添い、入院中、施設でのお世話
•買い物の代行、家事の代行、
・遺品整理、不用品処分　等々
②【定期訪問みまもりサービス】
・安否確認、生活状況確認サービス（所要時間３０分程度）
予め決められた日時に介護ヘルパーの資格を有する者が訪問し、１０分程度の作業＋お身体
の状況や生活状況のレポートを作成し、ＦＡＸ又は、メールでご親族様にご報告いたします

★アームス在宅支援センターのホームページ　https://arm-s.jp/　も、是非、ご覧ください。

○　通院介助
○　院内待機
○　買い物代行
○　お掃除
○　調理を含む家事代行
○　訪問理美容
○　ゴミ出し
○　外出支援
○　ほか介護保険サービス対象外の家事

電話：045-489-3586
FAX：045-489-3587

メール home-support@arm-s.jp
URL：https://arm-s.jp/

電話：０４５（３２５）８５７１
FAX:：０４５（３２５）８５８１

【介護保険サービス」
訪問介護、訪問介護相当サービス、訪問型生活援助サービス
【障害福祉サービス」
居宅介護、重度訪問介護、移動支援、同行援助

【介護保険サービス】
居宅介護支援・訪問介護・訪問介護相当サービス・訪問型生活援助サービス
【障害福祉サービス】
特定相談支援・居宅介護・重度訪問介護・移動支援
【児童福祉サービス】
障害児相談支援サービス・放課後等デイサービス
【一般乗用旅客自動車運送事業（福祉限定）】
介護タクシー・福祉有償運送
【自由契約サービス】
生活サポートサービス
定期訪問みまもりサービス
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