
  平成 28 年度、 開成町が 「⾼齢者実態ニーズ調査アンケート」 を、 開成町社会福祉協議会の⽣活コーディネー
ターが⾼齢者の⽣活⽀援サービス ・ 居場所 ・ ⾒守りなどに対するニーズを把握するための 「お困りごとに関する聞き
取り調査」 を⾏いました。 その結果、 移動、 ⾒守り ・ 声かけ、 ゴミ捨て、 買い物、 掃除、 布団⼲しなどの⽇
常の家事に困っている⽅が多いとわかりました。
　10 年後、 要介護状態や⼀⼈暮らしとなっても安⼼して⾃分らしく暮らし続けるためには 「⾃分でできることは⾃
分でやること」 「困ったときは助けてと⾔える相⼿がいること」 が⼤切です。
　開成町では、 各地区に⼀つ以上住⺠主体の運営による 「⽣活⽀援サービス活動」 づくりを進めています。
「⽣活⽀援サービス活動」 とは、 ⾒守り ・ 声かけ活動、 居場所などの既にある活動または新たに創出される活動
を通じて、 ちょっとしたお困りごとを解決する⽀え合い活動のことです。 この活動を通じて誰でも安⼼して⽣活できる
地域を実現することを⽬的としています。
　
　⽣活⽀援サービス活動づくりについては社会福祉協議会⽣活⽀援コーディネーターにご相談ください。

　この度、 地域の企業 ・ 店舗等の皆様にご協⼒いただき、 ご提供いただける社会資源を⼀覧表にしました。 掲載
している情報は平成 30 年 7 ⽉時点の概要です。 詳細は必ず電話で確認のうえ、 ご利⽤ください。
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開成町の高齢者等が利用できる
　　　サービス一覧

№ 実施主体/事業名 住所/電話/FAX 利⽤対象者 利⽤料⾦等 備考

18 ワタミ㈱宅⾷・神奈川⼩⽥原営業所/
お弁当・お惣菜のお届け

⼩⽥原市飯⽥岡50-1
●TEL:080-4809-0596
●FAX:0465-36-5731

・全世帯 ・490円〜640円/⾷

・試⾷会等お役に⽴てることがあればぜひ
　お声かけ下さい
・お弁当容器がワンウェイ(使い捨て)
　に変わりました

19 宅配クック1・2・3(⼩⽥原店)/
配⾷サービス

⼩⽥原市栢⼭3017-1
●TEL:0465-39-3373
●FAX:0465-39-3372

・ご⾼齢者
・障がい者
・栄養⾯の調整が必要な⽅ 等

・普通⾷:540円(税込)~
・健康ボリューム⾷:606円〜
・調整⾷:777円〜
・年中無休(お正⽉三が⽇を除く)
・ご利⽤の前⽇までのご注⽂で1⽇1⾷よりご利⽤可能

20 NPO法⼈ しらべ/
配⾷・会⾷サービス

⾜柄上郡⼤井町上⼤井590-3
●TEL:0465-82-8169
●FAX:0465-82-8169

・⾼齢者
・障がい者
・持病のある⽅

・1⾷:490円(税別)
・特別⾷(ミキサー⾷・減塩⾷・その他)料⾦ 要相談

・⼤井町/松⽥町/⼭北町/開成町/南⾜柄市/
　⼩⽥原(配達できない地域ございます)

旅
⾏ 21 四季彩の旅/団体旅⾏

厚⽊市岡⽥2-3-1-207
●TEL:090-4814-3641
●FAX:046-228-8114

・⾼齢者の施設
・障がい者の施設
・学校

旅⾏の内容により違います

22 訪問出張美容・美容亭en/
訪問美容サービス

⾜柄上郡⼤井町上⼤井36
●TEL:090-5563-5455
●FAX:0465-43-7809

・介護を要する状態
・⾃宅育児や介護で理美容室に⾏くことが
　出来ない⽅

・カット:4,000円
・シャンプー:1,000円
・まゆカット:500円
・上郡/⼩⽥原市/南⾜柄市は交通費込み

23 訪問美容　加藤/
訪問美容・ご⾃宅での「カット」

⾜柄上郡開成町⽜島186
ハーバルコートK102
●TEL:0465-82-1270
●FAX:0465-82-1270

・⾼齢者
・お⾝体が不⾃由な⽅
・美容室へ⾏くのが困難な⽅
（年齢制限はありません）

・カット:2000円
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◆ 生活支援サービス一覧

№ 実施主体/事業名 住所/電話/FAX 利用対象者 利用料金等 備考

1 ㈱介護ステーション楽楽・福祉タクシー
らら/福祉移送サービス

足柄上郡大井町金子146
●TEL:0465-83-5885

・傷病者
・高齢者
・障がい者 他

・地区タクシー料金に準ずる
・運行:基本月曜～土曜日(日・祭日運行可)　8時～17時(時間外対応可)
・車いす/リクライニング車いす/ストレッチャー貸出あり

・小田原消防認定患者者等搬送事業者

2 松田合同自動車㈱(山北営業所)
/タクシー業(UDタクシー)

足柄上郡山北町山北23
●TEL:0465-75-1658
●FAX:0465-75-0155

・すべての人 ・迎車料金:410円
・1.8㎞まで:730円/時間　以降260mまでごとに90円

・障害者手帳または療育手帳を提示した場合
　1割引
・市町村での福祉タクシー券の利用も可

3 杉田　敏一/福祉タクシー スギタ
南足柄市雨坪461
●TEL:090-5816-4615
●FAX:0465-74-5252

・高齢者
・障がい者 等

・初乗り:570円
・加算運賃307m増すごとに80円
・貸切料金30分:2,580円
・迎車料金　1.8㎞以内:100円　4㎞以内:200円　4㎞超え:400円
・介助料として1回につき1,000円かかる時もあります

4 福祉タクシー　さんぽ/
福祉輸送事業(有償)

足柄上郡松田町松田庶子1484-
6
●TEL:0120-83-7376
●FAX:0465-27-0660

・要介護/要支援/
　障がい者等、単独での移動が
　困難な方

・運行及び時間:月曜～土曜　8時～18時
・休日:日曜・祭日(ご利用ご希望の場合は事前にご相談)
・休日及び時間外の場合、別途料金がかかります
・原則事前予約(当日利用は要相談)
・有料道路代等別途料金
・初乗料金:760円(1.8㎞まで)+ワゴン料:1,000円+迎車料金(100円～400円)
　以降245mごとに90円加算

・障害者割引:障害者手帳交付されて
　いられる方は、提示されると1割引

5 介護タクシー 希望/
ケア輸送サービス

足柄上郡松田町寄3184-3
●TEL:080-2046-1616
●FAX:0465-89-2039

・歩行困難な方

・迎車料金:初乗り運賃額
・距離制運賃　初乗運賃:1.8㎞まで750円/時間　 加算運賃:248mまでごとに90円
・基本介助(乗降料):1,000円(1回/30分)
・割増:22時～翌5時　2割
・院内介助:1,000円(1回/30分)
・障害者割引:1割引
・階段介助(3段まで無料8段毎):1,000円

・地方自治体発行の福祉タクシー券のご利用も
　できます
・日帰り旅行、観光などの貸切も相談にのります

6 NPO法人 しあわせサービス/
福祉有償移送サービス

足柄上郡松田町松田惣領1249
●0465-82-8571
●0465-82-9727

・身体障害者
・要支援要介護認定者
・その他の傷害を有する方

・訪問相談料:2,000円
・移送年間費:1,000円
・通院介助/買い物/外出 等
・事前予約制(月～日) ※休業あり
・運行時間(9:00～17:00)
・町内の方:1,600円/時間
・町外の方:1,800円/時間
・別途交通費(迎え料金)+移動料金がかかります

7 開成町社会福祉協議会/
福祉移送サービス

足柄上郡開成町吉田島1043-1
●TEL:0465-82-5222
●FAX:0465-82-5928

・歩行困難な高齢者及び重度障害者
　※原則として1名以上の同乗者が必要
　　 (例外有)

・町内は一律700円
・町外は10㎞まで1,000円
・5㎞ごとに350円加算
　※有料道路及び駐車場を利用する場合は利用者側負担。

・利用するには事前登録が必要

8 開成町社会福祉協議会/
町内巡回バス

足柄上郡開成町吉田島1043-1
●TEL:0465-82-5222
●FAX:0465-82-5928

・一般 ・無料 ・運行時間等、詳細はお問合せください

介
護
・
福
祉
タ
ク
シ
ー

9
公益社団法人
開成町シルバー人材センター

足柄上郡開成町延沢656-1
●TEL:0465-83-6369
●FAX:0465-82-9617

・一般

・除草:850円/時間
・草刈:1,360円/時間
・植木剪定:1,100円/時間
・大工:1,200円/時間
・その他(表装、襖、障子貼り 等)
　※別途事務手数料をいただきます

・一人作業はしておりません
・その他の依頼はお問い合わせください

10 富士フィルム生活協同組合・コープケア
センター/家事支援等有償サービス

南足柄市中沼393
●TEL:0465-70-1260
●FAX:0465-70-1252

・富士フィルム生活協同組合 組合員
・コープケアセンターの訪問介護をご利用
　の方

・料金:2,000円/時間
・時間:9:00~16:00
・休日:土/日/祝
　※サービス内容等についてはご相談ください。

11 おうちDE介護(㈱T＆Hサポート)
/訪問介護サービス(介護保険以外)

足柄上郡大井町金子947-3
●TEL:0465-20-7827
●FAX:0465-20-7826

・一般 ・2,250円～/時間
　※サービス内容等についてはご相談ください。

12
花の駅*つぐみ工房/
花・陶芸を中心とした高齢者体験
教室、ワークショップ　等

秦野市上大槻620-1
●TEL:0463-82-5177
●FAX:0463-82-5177

・自身で作業できる方なら誰でも
・実施日は調整の上決定(火または水の定休日除く)
・参加料金はコースによって500円～
　(資材・交通費などは別途応相談)

16 開成町社会福祉協議会/
生活援助ヘルパー派遣事業

足柄上郡開成町吉田島1043-1
●TEL:0465-82-5222
●FAX:0465-82-5928

・町内在住の次のいずれかに該当する方
①おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯
②おおむね65歳以上の昼間独居の方
③障害をおもちの方
④子育て中の方　等

<内容>
①外出支援②食材・日用品の買い物③食事に関する調理・調理指導
④寝具類等の大物の洗濯、日干し、クリーニングの洗濯物搬入⑤家屋内の清掃・
　　整理・整頓　等
<料金>
・一人派遣につき、250円/30分～(会員）375円/30分～(非会員）

・利用するには事前登録が必要
・その他詳細はお問い合わせください

17 開成町社会福祉協議会/
ちょこボラ

足柄上郡開成町吉田島1043-1
●TEL:0465-82-5222
●FAX:0465-82-5928

・町内在住(高齢者、障害者、子育て中
　の親等)で日常生活にお困りごとを抱え
　る方で当協議会の会員(会員でない
　場合は要入会)

・原則、次にあげるもののうち対象者に必要と認められるもの
(1)原則15～30分程度で作業が完了する単発で簡易な日常生活上の支援
<例>①指定日における家庭ごみ、資源ごみの搬出②電球交換　③買い物の重い
　　　　荷物の持ち帰り④家具の移動・組立⑤簡易な大工仕事⑥独居の方の見守り　等
(2)その他
<例>①話し相手(傾聴)　②娯楽(囲碁・将棋）の話し相手　等

・当協議会非会員の方は登録料500円が必要
・その他詳細はお問い合わせください

・エアコンクリーニング　9,990円～/1台
・キッチン（冷蔵庫10,000円～/１台等）
・浴室(13,500円～/浴槽）などの掃除

・一般

・一般

・一般

足柄上郡大井町金子502-7
●TEL:0465-20-4498
●FAX:0465-83-3369
●フリーダイヤル:0120-114-497

足柄上郡大井町金子502-7
●TEL:0465-20-4498
●FAX:0465-83-3369
●フリーダイヤル:0120-114-497

足柄上郡大井町金子502-7
●TEL:0465-20-4498
●FAX:0465-83-3369
●フリーダイヤル:0120-114-497

13 おそうじ本舗/
おそうじ本舗(小田原東店)

14 マイ暮らす/家事代行

15
KEiROW(ケイロウ)/
医療保険適用の訪問医療
マッサージサービス

訪
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・マッサージを行った場合1局所につき340円
・温罨法を併施した場合1回につき80円加算
・温罨法と併せて、電気光線器具を使用した場合は110円
・変形徒手矯正術を行った場合1肢につき780円
・往療料2,300円(4kmまで) 2,700円(4km超)

・掃除/洗濯/料理/洗濯たたみ/アイロンがけ/食器洗い　その他
・初回お試し4,600円/2時間
・定期プラン(1回2時間(7,000円(税込)月1回のご利用で3ヶ月以上から)


