
緑区 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 企業組合ワーカーズコープ・キュービック

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 横浜市中区南仲通3-30　スギヤマビル3F

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
○　港北区
○　都筑区

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

○　訪問回数　１回/週
○　月～金

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

○　食料品＋生活雑貨等

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 ○　地元の店舗での買物を心がけ、店舗の活性化を図りたい

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 ○　電話・訪問

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

○　550円/15分(税込み)

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。

○　生活支援サービス
　　 利用者のご希望で、生活支援を行います。
　　 （買い物サービス・通院付き添い・お墓掃除・掃除等）

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：045-472-7912
メール：wcubic@wcubic.jp
ＷＥＢ：　http://wcubic.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

○生活総合支援サ-ビス
○食関連(ふれあいショップ、ミニデイサロン昼食づくり等)
○パソコン関連他（アンケート入力、HP作成、事務など）
○電話応対、テープ起こし、翻訳、受付、発送業務
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法人の事業

4 公益財団法人　横浜市シルバー人材センター 5 特定非営利活動法人　愛コープ 6
ヘルパーステーションみどり野
　　（公益財団法人　横浜勤労者福祉協会）

横浜市港南区上大岡西１－6－1　オフィスタワー13階　
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） 横浜市緑区十日市場915番地14

○　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）

○　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） ○　緑区十日市場町

○　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）

○　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

○　月曜日～土曜日が基本
○　サービス提供時間は9時～17時が基本

○　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

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

○　見守り、買い物、調理、掃除、洗濯、散歩、
　　 入院・通院の付添い、ゴミだし、電球の交換、布団干し、
　　 庭木の水やり、薬の受け渡し代行サービスなど。

○　買い物代行の場合、近隣スーパー等で購入いたします。 ○　近隣スーパーなど、ご指定を戴いた店舗。 ○　近隣のスーパー、地元商店街など。

○　お電話にてお申し込みください。
○　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。

○　契約時にご相談。

○　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。）

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

○　どんなサービスでも、15分ごとに500円。

○　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。

◆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）

○　利用に当たっては事前に申し込みいただきます。
　 　利用日の1週間前までにはご相談ください。サービスの内容、
　　 回数などについては事前に責任者が訪問して打ち合わせを
　　 させていただきます。

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

電話：045-989-2325
FAX：045-989-2593

　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。

（1）生計困難者を対象とする病院・診療所及び老人保健施設の設置経営
（2）生活困窮者のためにする生活相談所の設置経営
（3）第1号及び前号に付随・関連する福祉医療事業
（4）介護保険法に基づく居宅サービス事業、介護予防サービス事業、
     介護予防支援事業
（5）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
    基づく障害者福祉サービス事業及び地域生活支援事業
（6）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(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）
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7 株式会社横浜ハウネス 8 有限会社 あゆみ 9 株式会社ARM'S

　　横浜市港北区菊名３－２２－１５ 横浜市緑区台村町296-1　緑センターⅢ　101 横浜市瀬谷区相沢６－２５－５

○ 港北区、緑区、青葉区、都筑区、鶴見区、西区、中区、
    神奈川区

○　緑区 ○　瀬谷区、旭区、泉区、戸塚区、保土ケ谷区、緑区

○ 随時対応（電話にて事前連絡をお願いします。）
○　月曜日～金曜日
○　１０時３０分～１５時３０分

○　基本(相談可)　・月曜日～金曜日 ・サービス時間 9時～17時

○ 在宅支援サービス（家事援助、身体介護等）

○ 介護タクシー（買い物・通院同行その他）

○ その他のサービス（便利屋的な業務）

　　①　食料品　　②　生活雑貨　　③　薬受け取り
　　④　生活支援　　⑤　生活相談

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】

○　ご自宅近隣の商店、スーパーなど ○　近隣スーパーなど、ご指定いただいてもかまわないです。

○ 電話にて事前連絡（できれば３～４日前までに） ○　電話でご連絡ください。
○　電話、FAX メール等
　　＊必要時は訪問させていただきます。

○　２０分間単位　　１,100円
　　　※時間帯により割増加算が発生します。

○　買物、生活支援ともに、15分ごとに600円

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

○　在宅生活を安心して過ごすことが出来るように
     サポート致します。

○　車椅子での外出、通院の付添、買い物同行

○　お墓参り

○　電球・電池の交換

○　買い物代行
　　 担当者がご自宅にお伺いし、買い物内容の確認を行います。
　　 定期的にご利用される場合は、直接購入してから
     お届けすることも可能です。

○　生活援助
　　 特殊技能や資格の必要なサービスを除き、
     家事全般ご利用いただけます。

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。

電話：045-433-8816
ＦＡＸ：045-433-0208

Ｅメール：info@hawness.co.jp
URL：http://www.hawness.co.jp/

電話：045-935-1477
FAX：045-938-5977

Eメール：kaigo@ayumi-kaigo.net

電話：045-489-3586
FAX：045-489-3587

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

【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

○　訪問介護
○　居宅介護支援
○　障害者自立支援
○　移動支援
○　特定相談支援

○ 在宅支援介護事業（訪問介護、訪問入浴、居宅介護支援）
○ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売
○ 介護タクシー
○ 障害者居宅介護・移動支援
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10
東京海上日動ベターライフサービス株式会社
東京海上日動みずたま介護ステーション十日市場

東京都世田谷区用賀四丁目10番5号

○　緑区全域
○　旭区（若葉台地域）
○　青葉区(しらとり台、さつきが丘、つつじが丘、梅が丘、藤が丘、田奈駅周辺）

○　年中無休　サービス提供時間は午前7時～午後9時（対応可能な要員による）
○　窓口営業時間　平日の午前9時～午後6時まで

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

○　遠方のデパートなどご指定頂いても構いません。
　　その場合のヘルパーの交通費はお客様のご負担を頂きますこと、ご了承下さい。

○　買物代行につきましては、当日担当ヘルパーがお客様のお宅へ訪問し、
　　買物代金をお預かりさせて頂き対応致します。

①生活支援　30分…1,320円、60分…2,284円
②身体介護　30分…2,535円、60分…4,422円
③病院内の付き添い　15分…509円、30分…979円、60分…1,958円　(消費税10％込み)
※朝8時まで、夜間6時以降につきましては別途割り増し1時間当たり367円頂きます。

①生活支援
　ご家族様の支援や、ご家族様が行うことが適当と判断されるサービスについての生活支
援を行います。
　日常生活の範囲を超える掃除や調理について（例えば大掃除や、入院中の世話など）
　こだわりの品物の買物や、お歳暮・お中元などの調達手配手伝い。（買物代行時にお預
かりできる金額に上限あり。）
②身体介護
　外出同行（趣味活動や理美容院への付き添い、お墓参りや結婚式・同窓会への付き添
い）
③院内待機・見守り
　受診時の院内待機、寝たきりの方に対する安否確認の見守り、認知症の方へ訪問時不
在の対応において関係先との連携及び捜索。

  電話　０４５（９８９）４５０１
  FAX　０４５（９８９）４５０２

         Eメール：h-saitou@tnbls.co.jp
URL:http://www.tnbls.co.jp/mizutama/stations/tokaichiba

(1)　指定居宅介護支援の提供
(2)　指定居宅サービスの提供
(3)　在宅サービスに関する業務等
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